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篠栗北学園 篠栗町立篠栗北中学校
校長 松本 修
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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＞
（7 月２１日～8 月 31 日）

○地区・県中体連大会等の結果＜敬称略＞
水泳競技

柔道（女子）

男子
ソフトテニス

女子
ソフトテニス

相撲（個人）
新体操（個人）

吹奏楽
美術部（3 年生）
糟屋区新人大会
水泳競技

＜地区大会＞
・４００ｍＲ：６位入賞
（米丸・工藤・髙野・津賀）
・８００ｍ自由形：３位（米丸）
＜県大会＞
・４００ｍＲ：・惜敗
（米丸・工藤・髙野・津賀）
・８００ｍ自由形：１０位（米丸）
＜地区大会＞
・団体：８位 惜敗
・個人： 優勝（横溝） ３位（友野）
＜県大会＞
・個人：惜敗（横溝・友野）
＜地区大会＞
・団体：優勝
・個人： 優勝（山田・入口 組）
<県大会＞
・団体：4 位
・個人：惜敗（山田・入口 組）
＜地区大会＞
・団体：４位入賞
・個人：準優勝（深澤・中村 組）
８位入賞（西見・河野 組）
＜県大会＞
・団体：優勝
・個人：準優勝（深澤・中村 組）
：惜敗（西見・河野 組）
＜九州大会＞
・団体：惜敗
・個人：５位入賞（深澤・中村 組）
＜全国大会＞
・個人：惜敗（深澤・中村 組）
＜地区大会＞ 準優勝（安武）
＜県大会＞ ベスト 8（安武）
＜地区大会＞ 総合準優勝（五嶋）
＜県大会＞ 準優勝（五嶋）
＜九州大会＞ ４位入賞（五嶋）
＜全国大会＞ 惜敗（五嶋）
筑前地区吹奏楽コンクール：銅賞
全国高等学校鉄道模型コンテスト
九州大会
中学生の部：理事長特別賞
・団体：惜敗

生徒数３２６名
男子 女子
７３ ４８
６１ ４８
５０ ４６

合計
１２１
１０９
９６

○女子ソフトテニス・新体操部
九州・全国大会出場
コロナ禍の夏休み，
地区大会が開催され，
県大会に出場した部活
動が続出しました。その
中で，九州州大会に女
子ソフトテニス部（団
体・個人）・新体操部
（個人），全国大会に女子ソフトテニス部（個人）・新体
操部（個人）が出場しました。
全国大会出場は，篠栗北中学校が開校して以来，初
めてのことです。
８月２５日（水），９月１日（水）には，女子ソフトテニス
部と新体操部（個人）が篠栗町役場に表敬訪問し，報
告を行いました。町長・副町長・教育長からもお褒めの
言葉をいただきました。
全部活動の３年生の皆さんは引退しますが，引き継
ぐ１，２年生の皆さんにはさらなる活躍を期待していま
す。

○８月２５日（水） 出校日
８月２５日（水） １日だけの出校日
を実施しました。新型コロナウイルス
感染症の対応で大変だった子供た
ちも元気に登校し，宿題点検をしたり，
除草操作業に汗を流したりしました。
また，私たち教職員は子供たちの久しぶりの笑顔
に安堵しました。感染が不安で登校しなかった生徒
もいましたが，本校はこれも正しい行動と捉
えています。

９月行事（予定）
１日（水）
２日（木）
３日（金）
４日（土）
６日（月）
７日（火）
１１日（土）
１２日（日）
１３日（月）
１５日（水）
２２日（水）
２７日（月）
２８日（火）
３０日（木）
※定退日
※部休日
(土・日 １休)

2 学期始業式 表彰式（校内オンライン）
いじめアンケート
課題テスト 給食開始
１年生 ふれあい教室
土曜日授業（中止）
自治・専門委員会
規範意識教室（校内オンライン）
町ＰＴＡ講演会（中止）
緊急事態宣言解除予定
職員会議
自治・文化合同委員会
中間考査 自治・文化合同委員会
職員研修
いじめアンケート
内科検診
２～１０・13・２１・２７
１～12・１３・２１・２７
※部活動完全休止（～12 日）

※裏面に続きます。

１学期終業式 生徒代表の言葉（抜粋）
１年生代表 ３組 下竹 晴子
１年生は体育発表会を通して
大きく成長することができました。
特に成長できたことは，学級だけ
でなく，学年全体で協力できるよ
うになったことです。自分たちで気
付いて周りの人に声かけができる
ようになりました。
しかし，課題もあります。
１つは，声かけをしても，きかない人がいることです。
指示があったときにしっかり聴いて行動できるよう普段
から人の話を聴く習慣を付けましょう。
２つは，分からないことがあっても先生に質問できな
い人が多いことです。分からないことは決して恥ずかし
いことではありません。誰もが堂々と質問ができるよう
にするためには，周りの人のからかいをなくす必要が
あります。「ふわふわ言葉」を意識してからかいをなく
しましょう。
３つは，臨機応変に対応できないことです。いつもと
違うことがあるとすぐに騒いでしまうことがあります。一
人一人が冷静な判断や行動ができるようにしましょう。
２学期には，３つの課題を克服できるようみんなで頑
張っていきましょう。

２年生代表 １組 清田 龍生
私が１学期に頑張ったことは２
つあります。
１つは学習です。２年生になり，
勉強が徐々に難しくなってきた
ため，私は計画的に学習をし
た方がいいのではないかと考
え，テストに備えて自分で時間割を作りました。これま
でしたことがない学習方法でしたが，結果を出すこと
ができたため，今後も計画的に学習に取り組みたいと
思います。また，学年全体としても，授業中や休み時間
に積極的に教え合い学習ができたと思います。今後
も，分からない問題をそのままにせず，全員が理解で
きることを目標に取り組みたいと思います。
２つは，委員・係の取組の協力です。１学期に自治
委員をしましたが，取組後の課題として挙げられたの
が，呼びかけに応じない人がいるということでした。そ
のため，学級内で呼びかけの輪を広げようということ
になりました。取組が始まったとき，私自身，あまり呼び
かけができなかったり，声が小さかったりしましたが，
友達が大きな声で呼びかけをしているのを見て，自分
も頑張ろうと思い，自分から大きな声で呼びかけがで
きるようになりました。
２学期には，リーダーとして学年や学級を引っ張って
いく立場になります。一人一人が何をするべきか，しっ
かり考えて積極的に行動できるようにしましょう。

＜敬称略＞
３年生代表 ３組 入口 将英
１学期は昨年度できなかった
体育発表会がありました。３年
はリーダー学年として絶対に成
功させなければならないという
プレッシャーがありました。リー
ダーの中には，初めてリーダー
になった人もたくさんいました。うまくいかないこともたくさ
んありましたが，支えてくれたのはフォロアーでした。「フォ
ロアーの返事や頷きは分かったという気持ちを声や態度
で伝えるもの」で，リーダーたちを安心させ，自信につな
げました。自分もフォロアーのときは返事や頷きをして，１，
２年生を引っ張るつもりで頑張りました。また，自分のブロ
ックだけでなく，他のブロックのことも考えたり，先生方に
言われる前に行動したりと，３年生は大きく成長できたと
思います。
また，学習面でも受験生としての意識が高まり，集中し
て授業を受けたり，昼休みに勉強をしたり，問題を出し合
ったりしている人が増えて，２年生の時とは全く雰囲気が
変わりました。受験勉強で疲れることもあると思います
が，２学期には，進路選択に大きく関わるテストもありま
す。夏休みを有効に使い，１年生からの学習の復習をし
て，自分の進路を拓いていけるよう頑張りたいと思いま
す。
さらに，感謝の気持ちを忘れずに，２学期も様々なこと
に挑戦し，成長していきたいです。
生徒会代表 環境委員長 東納 和奏
１学期は体育発表会を通して，
各学年に様々な成長が見られました。
１年生は，練習が始まった頃は
声が出ていませんでしたが，本番
までには，たくさんの人が声を出せ
るようになりました。
２年生は，指示を出しているときに下を向いている人が
多かったですが，顔を上げて体の向きを変えて話を聴く人
が増えました。
３年生は，最初はリーダーに任せている人が多かったで
すが，本番が近づくにつれ，一人一人の意識が高まり，積
極的に行動する人が増えました。
各学年，成長が見られ，体育発表会の生徒会のスロー
ガン「競創」は達成できたと思います。２学期には合唱コ
ンクールがあります。
北中の一人一人が１学期よりも成長した状態で２学期
を迎えられるようにしましょう。
※２学期始業式 生徒代表の言葉は次号で紹介します。

〇９月１日（水）

２学期スタート

２学期が始まりました。１学期の終業式で各学年・生徒会代表が述べた課題や始業式で各学年・生徒会代表
が述べた抱負が，解決・達成できるよう，教職員一丸となって学ぶ環境を創っていきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症は，誰もが感染する可能性があります。 私たち一人一人が，「人にうつさない」，
「人からうつされない」，「自分が感染しているかもしれない」という意識を常にもちながら，２学期の教育活動を
進めて参ります。また，不確かな情報や事実とは異なる情報の拡散は，社会の不安を増大させ，偏見や差別を助
長しかねません。正しい情報に基づいて，この感染症に向き合い行動することが，自身を守り，さらには篠栗北中
学校を守ることにつながります。
保護者・地域の皆様には不安なことが多々あるとは存じますが，「篠栗町対応ガイドライン」（8 月 31 日にメー
ル配信しています。）に則り，子供たちの安心・安全な学びを保障していきますので，何卒ご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
校 長 松本 修

