令和３年４月１２日 №．１
篠栗北学園 篠栗町立篠栗北中学校
校長 松本 修

学校だより
通信

１学年
２学年
３学年

校訓「自主」
「練磨」
「創造」
【篠栗北中ＨＰ（Facebook）
】を公開中!!

＜感謝と共生＞
（4 月 7 日～4 月 9 日）
４月７日（水）
令和３年度 始業式を実施
４月７日（月） 令和３年度始業式
を実施しました。久々に登校した新２・
３年生の子どもたちの笑顔に，私たち
教職員も安心しました。また，生徒挨拶では２年生代
表の内田竜輝くん，３年生代表の友野璃華さん・生徒
会代表 書記の豊田 倖向乃さんが新年度の抱負を
語りました。
私からは，まず「自ら『命と健康』を大切にする行動
をとり，昨年度よりもっと『笑顔』があふれる学校にし
ましょう。」と伝えました。のちに，今体験していることが，
さらによい経験となるよう楽しい一年にしたいもので
す。

令和３年度 離・退任式，赴任式を実施
離・退任式をビデオメッセージで
行った後，赴任式を行いました。異
動した教職員を紹介します。

ありがとうございました。
橋口 公一 校長
長 しのぶ 先生
（養護教諭）
酒井 博幸 先生
（保健体育）
福本 将大 先生
（社会）
清永 沙百合 先生
（数学）
福岡 隆志 先生
（技術）
上白石 青依 先生
（県事務）
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粕屋東中学校へ

２年間

古賀中学校へ

３年間

玄海中学校へ

６．５年間
５年間

太宰府市
教育支援センターへ
志免東中学校へ

よろしくお願いします。
松本 修 校長
佐々川 昌子 先生
小河 恵子 先生
川原 汐里 先生
倉田 夏樹 先生
只松 正基 先生
水谷 菜津美 先生
舎川 優悟 先生
松岡 徳美 先生
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篠栗中学校より
須恵東中学校より
初任者
茨城県より
志免東中学校より
新規（県）
新規（町）
新規（町）
新規

生徒数３２６名
男子 女子
７３ ４８
６１ ４８
５０ ４６

合計
１２１
１０９
９６

４月９日（金）
令和３年度 第３６回入学式を挙行
４月９日（金） 新型コロナウィ
ルス感染対策を講じながら， 1
年ぶりに第３６回入学式を挙行
することができました。新一年生
１２１名の入学が許可され，新入
生代表の岩尾 明日咲さん（北勢門小学校出身）か
ら，誓いの言葉を受け取りました。
保護者の皆様，ご入学おめでとうございます。
本校は「心を育てる教育」を徹底して参ります。特
に，自己有用感（自分の行動が人の役に立つ）を実
感できる環境を提供していきます。どうぞよろしくお
願いいたします。

4 月行事（予定）
７日（水）
８日（木）
９日（金）
１２日（月）
１３日（火）
１４日（水）
１５日（木）
１６日（金）
２０日（火）
２２日（木）
２３日（金）
２４日（土）
２６日（月）
２８日（水）
３０日（金）
※定退日
※部休日
（土・日
１回休）

令和３年度始業式
入学式準備
第３６回入学式（２・３年生自宅学習）
生徒会・給食オリ(2・3 年)発意育測定（2 年）
各学級写真撮影 学習・８８オリ
自治・専門委員会
給食開始 部活動紹介 給食オリ(1 年)
発育測定(3 年)
学力分析テスト 1 年生部活動体験(～22 日)
授業参観・学級懇談会（中止） 発育測定(1 年)
体育会道徳 自治・体育合同委員会
体育会原案説明・選手決め ＰＴＡ新旧評議員会
心臓検診
ＰＴＡ総会（授業参観なし） 給食有り
ブロック結団式
耳鼻科検診
４／２４（土）振替休日

５・12・１９・２６日
９・12・19・26 日
※部活動完全下校 １８：１５

＜保護者・地域の皆様へ＞
ご縁があり，篠栗中学校から赴任しました 校長の
松本 修でございます。
本校には平成４年から７年間，勤務していました。
故郷に帰ってきた気持ちで，ワクワクしています。子ど
もたちの夢や目標が叶えられるよう教職員一同，寄
り添い，共に学び続ける覚悟です。
保護者・地域の皆様，本校の教育活動へのさらな
るご支援とご協力を賜りますようよろしくお願いいた
します。
校長 松本 修

※裏面に続きます。

令和３年度

始業式

生徒会の抱負

新２年生代表 ２年１組 内田 竜樹
頑張りたいことは２つあり
ます。
１つは部活動です。
後輩ができるので，今年
はもっと周りに気を配り，準
備，片付けなど部全体につながることをしたいです。
２つは学校行事です。
今年が初めて行う行事が多くなると思うので，ど
れだけ楽しみ，それをどう学校生活に生かしていくか
が重要です。そのためには，リーダーに立候補し，中
堅学年として学校全体を引っ張っていきたいです。
新３年生代表 ３年３組 友野 璃華
修学旅行を通して学んだ２
つのことを徹底したいです。
１つは，「時間を守ること」
です。集団で行動するときに
時間に遅れると人の時間を
奪うことになり迷惑をかけます。一人一人が意識をす
ることで集団として物事をスムーズに進めることがで
きます。
２つは，「協力すること」です。大きな目標に向かう
ときには，一人で頑張るより，皆で頑張った方が達成
したときの喜びが大きいです。返事や返礼をするだ
けでリーダーを支えることになります。リーダーや生
徒会だけが頑張るのではなく，フォロアーも全力で協
力し，全員で達成感を味わいたいです。
生徒会代表 書記 ３年３組 豊田 倖向乃
自主的に後輩を引っ張って
いきましょう。
２年生は取組に対する呼び
かけや指示に対して全員が
理解し，お互いに意識して声
をかけあいましょう。
３年生はさらに向上するために，先生方から指示が
出る前に行動し，後輩から尊敬される先輩になりまし
ょう。
今年度の生徒会スローガンは「共存共栄」です。共
に生きて，共に栄える。「共存」には，みんなに北中生
として積極的に動いてほしいという思いを込めていま
す。「共栄」には，みんなが積極的に行動することで，
北中がよりよくなるという思いを込めています。
今年１年，全校生徒がこのスローガンをめざし，成
長できる年にしましょう。

令和３年度
「歓迎の言葉」

第３６回入学式
生徒会長 深澤 陽菜乃

新入生の皆さん，
御入学おめでとうご
ざいます。皆さんが入
学してくるこの日を楽
しみにしていました。
中学校には小学校
と違うところがいくつ
かあります。
一つは授業です。50 分となり，教科毎に先生が代
わり，内容が深くなります。
二つは行事です。5 月に行われる体育会や 10 月
に行われる合唱コンクールは，学級や学年，ブロック
の連帯感を深めるとともに，自分たちで創り上げて
いく楽しさや満足感を味わうことができます。
三つは部活動です。小学校のクラブ活動よりもき
つく厳しくなります。しかし，学年を超えて一つの目標
に向かって切磋琢磨して得られる達成感は大きなも
のです。
今は不安もあるかもしれませんが，心配しなくても
大丈夫です。分からないことは，私たちに何でも聞い
てください。友達や先輩，先生方に助けてもらいなが
ら少しずつ学校生活に慣れていってください。
私たち在校生とともに，篠栗北中学校の新しい伝
統を築いていきましょう。

「誓いの言葉」 新入生代表 岩尾 明日咲
本日，校長先生をは
じめ，諸先生方，御来賓
の皆様に温かく見守ら
れる中，このような素晴
らしい入学式を挙行し
ていただき，ありがとう
ございます。
昨年度は，新型コロナウィルスの影響で様々な行
事が中止となりましたが，今後もこのような状況は続
くと思います。だからこそ，当たり前のことに感謝の気
持ちをもつことを大切にしたいです。
私は，頑張りたいことが２つあります。
１つは勉強です。小学校で学んだことを生かしな
がら，新たなことを学び，将来の夢につなげたいで
す。
２つは部活動です。自分の目標を立て，その目標
を達成できるようにみんなと協力しながら頑張りたい
です。そしてたくさんの新しいことに挑戦し，できるこ
とをもっと増やしたいです。
これから篠栗北中学校で，新入生１２１人の仲間
とともに，１つ１つの行動に責任をもって自立した中
学校生活を送り，先輩方が築いてこられた伝統を引
き継ぎ，新たな伝統をつくっていけるように努力しま
す。
どうぞ，温かい目で見守っていただき御指導くださ
いますようお願い申し上げます。

