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＜感謝と共生＞ 
（９月１日～９月１７日） 

○カブトの森の方々に感謝！！ 
８月２５日（水） 出校日に子供たちで

除草作業を行いました。そして，8月３１
日（火），9月 2日（金）には， カブトの
森の方々が，ボランティアでグラウンドや
校門の坂付近の除草や植木の剪定をし
てくださいました。    
「子供たちが気持ちよく登校できるよ

うに」と，大変暑い中で行っていただきま
した。 
カブトの森の皆様，本当にありがとうございました。 
 

○９月３日（金） 

1年生 ふれあい教室を実施       
９月３日（金） 1年生がふれあい

教室（午前中）を実施しました。本来
なら夏休みの 8月 2６（木），２７日
（金）の予定でしたが，新型コロナウ
ィルス感染拡大防止を考慮して，校
内で実施しました。 
内容は，前半は活

動①として，「勾玉づ
くり」や「しおりづく
り」「焼杉づくり」を
クラスで行い，後半
は活動②として，学
年ゲーム大会を行
いました。 
実施するにあたっ

て，健康観察や三密防止，手洗い，喚起，マスクやフェイ
スシールド着用を徹底しました。短い時間でしたが，学
級や学年の人間関係がさらに深まったと感じています。 

2学期も「正しく恐れ，正しく行動する」をモットーに，
教育活動を進めていきたいと思います。 

 

○９月６日（月）  
生徒のワクチン接種が始まりました。 
篠栗町で生徒の新型コロナワクチン予防接種が

始まりました。接種につきましては強制ではありませ
んが，接種される場合には連絡を確実にお願いしま
す（遅刻・欠席・早退の扱
いはしません。）。 
本校では，接種の有・無

で誹謗・中傷などが起こら
ないよう，十分配慮して対
応して参ります。 
ご心配な点はご相談くだ

さい。 

 

○９月７日（火） 全学級オンラインで，  
「スマホ・ケイタイ安全教室」を実施 

９月７日（火） 全学級オンライン
で，「スマホ・ケイタイ安全教室」を
実施しました。ＮＴＴｄｏｃｏｍｏの方か
らは，「これからの時代，情報端末
はますます重要性が増していきます。
コロナ禍で家庭での時間が増え，
情報端末に依存する傾向がありま
す。使わないではなく，使いすぎない
こと」また，メッセージのやりとりでは，
「相手の気持ちを想像すること」を
伝えらました。福岡県人研擁護委員
会の方からは，ネット誹謗・中傷の規制強化の動きと
して「悪質な書き込みに対し，法律で規制（罰則化）
する動きがある」という情報提供もありました。 
スマホ・ケイタイを持っている人，これから持つ人も，
日々の暮らしを豊かにするための有効活用であって
ほしいと思います。 

 

○９月９日（木） 初任者（小河教諭）が， 
２年２組で授業研修会を実施 

９月８日（木） 福岡教育事務所 指導主事 山川
周作 様をお迎えし，２年２組担任 
小河 恵子 教諭の初任者授業
（英語）研修会を実施しました。小
河教諭は夏休みから，この日のた
めに準備をしてきました。今日の
授業の課題や指導主事からの助
言にもありましたが，「勉強が苦手
な生徒，友達づくりが苦手な生徒
に深い愛情をもって接し，生きる力
を着実につけられる教師」を大切
にして，これからの授業にいかして
ほしいと思います。 

 

○令和３年度 「明るい選挙ポスター 
コンクール入賞者」（篠栗町）＜敬称略＞ 

１年生 松下 心海 

１年生 三ヶ島 愛理 

１年生 水間 璃子 

１年生 下竹 晴子 

１年生 野田 和広 

２年生 丸山 野々子 

※裏面に続きます。 

 

校訓「自主」「練磨」「創造」 

学校だより

通信 

(篠栗北中ＨＰ（Facebook）】を公開中!! 

竜胆（りんどう） 
花言葉「寄り添う」 



○９月１３日（月）～１５日（水） 

研究主任 園田教諭が公開授業を実施 
  ９月１３日（月）～１５日（水） 研究主
任 園田教諭（理科）が３年生各学級で
公開授業を実施しました。本校の研究主
題「ＩＣＴを活用して発信できる生徒」を
目指し，思考ツールにタブレットを活用し
た深い学びを図りました。今回の授業を
通して，各教科でタブレットを思考ツール
として活用していきます。 

２学期始業式 生徒代表の言葉（抜粋）               

１年生代表  ２組 吉橋 直斗  

２年生代表 ２組 福田 恵大 

 ３年生代表 ３組 原田 青空（田崎 康太 代読） 

生徒会代表 保健委員長 望月 遼 

 

 

＜敬称略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち１年生は，１学期，委員会活 
動や体育発表会で先輩方から多く 
のことを学びました。そのような中， 
１学期の後半にふれあい教室に向 
けて実行委員の募集がありました。 
多くの人が立候補し，「学年をよくし 
たい」，「成長したい」と思っていることが分かりました。 
実行委員会では，ふれあい教室に向けて，１学期の

課題をもとに，４つの係ごとに取組を行いました。２分
前着席，朝読書，静聴指導，手洗いです。最初はやろう
という気持ちが見られましたが，時間が経つにつれて
意識が低くなっているように感じました。 
そこで，中間発表を行い，成果や課題を確認するこ

とで学級や学年がまとまり，ふれあい教室を成功させ
ようという意識を高めることができました。 
これから，取組を通して学んだことを延期になったふ

れあい教室で生かし，１学年として，さらに成長してい
きたいです。みんなで頑張りましょう。 

２学期は中堅学年として学校を 
支えるとともに，３年生のようなリー 
ダー学年になるために準備をして 
いく学期です。 
そのために，１学期以上に新型 

コロナウィルス感染予防を徹底し， 
自分にできることを考え，次の３つのことを意識して行
動したいと思います。 
一つは，「時間を守り行動すること」です。時間を守

らないと人や全体の時間を奪ってしまうことになりま
す。体育会では全体で動くことや８８タイムでは相手の
方との交流などがありました。時間を守り行動する先
には必ず相手があり，それは相手を尊重することであ
ることを意識して行動したいと思います。 
二つは，「場を整えること」です。１０分間の黙働清

掃の時間を精一杯取り組んでいる人がいる中で，あま
り力を入れていない人がいると思います。誰もが過ご
しやすい環境にするために呼びかけをしていきたいと
思います。 
三つは，「礼を尽くすこと」です。積極的に気持ちの

よい挨拶をしていきたいと思います。２学期は自治委
員になったので，授業の始めと終わりの挨拶によって，
先生方にも気持ちよく授業をしていただけるよう呼び
かけをしたいです。また，ブロック制の挨拶運動にも積
極的に参加したいです。 
最後に，私たちは，これまで先輩方が行ってきた生

徒会活動を少しずつ引き継ぎながら，新たなリーダー
学年になるために，自分たちで考えて行動し，やるべき
ことを徹底して行う，信頼される２学年にしたいです。２
学年として大きく成長できる２学期にしましょう。 

 私たち３年生は，体育発表会を 
通して，「５分前行動」や「リーダー 
として引っ張っていく力」「協力」な 
ど様々な力を身に付けてきました。 
しかし，学校生活で生かすことが 
できていない場面が多く見られるようになってしまいま
した。２学期には文化発表会があります。下級生の見本
となるよう，「挨拶」や「返事」など当たり前のことを当
たり前にできる学年を目指しましょう。 
  また，２学期は進路についても考えていく時期です。２
学期の終わりには，ほとんどの人が自分の進むべき道
を決めます。そのため，一つ一つのことを大切にし，全員
の進路を実現させるために，みんなで頑張る雰囲気を
つくることが必要です。先生とともによい授業を自分た
ちで創っていましょう。 
  最後に，私たち３年生にとっては，リーダーとして活躍
できる最後の学期です。見本となる姿を見せ，後輩にバ
トンを渡せるように悔いなく過ごしましょう。そして，３年
生９６名全員のつながりを大切にして１日１日を充実し
たものにしていきましょう。 

 １年の中で，一番長く，内容も濃い 
２学期を迎えました。この２学期を皆さ 
んはどのように過ごしたいですか。 
 １年生の皆さん，皆さんの１学期は， 
先生方や先輩方に助けてもらいなが 
らの生活だったと思います。体育会で 
は必死に上級生についていき，エネルギッシュな雰囲気
で体育会を盛り上げてくれました。しかし，２学期はそれ
だけではいけません。皆さんはもう，何も分からない新
入生ではありません。先輩方と同様に自ら考え，教わっ
たことを生かして学校生活がよりよいものになるように
頑張っていきましょう。 
 ２年生の皆さん，２学期からは２年生が先頭に立つこと
も多いと思います。すでに部活動では３年生が引退し，
２年生が中心となって活動を行うこととなります。次の世
代のリーダーとして１年生が憧れる，お手本のような先
輩になれるよう意識を変えて頑張っていきましょう 
 ３年生の皆さん，２学期には文化発表会が実施されま
す。悔いが残らないように楽しみましょう。また，１，２年生
に自分たちの姿を示す最後の機会です。積極的な態度
や目標に向かって全力で協力して達成しようとしている
姿をしっかり示していきましょう。また，受験に向けて，１０
月，１１月には学力分析テストも行われます。進路を決
定していくためにも，２学期を有効な時間にしていきまし
ょう。 
 最後に，未だに新型コロナウィルス感染拡大が懸念さ
れます。全員で協力して感染予防対策をしながら学校
生活を送っていきましょう。 

＜職員紹介＞ 
〇 ２学期からの「あおば１組」担任 
  主幹教諭 鍋田淳也→矢野 知子 
 
〇教諭 坂本 唯（理科） ９月４日～ 産休 
  １年生の教科担任の変更 
   ・１組：  園田数馬  ・２・３組：  下瀬雄一郎           
 
〇技術科担任  西口 祐司 
 


