
 

令和４年４月１２日 №．１         

ＣＳ篠栗北学園 篠栗町立篠栗北中学校 

                校 長  松 本  修 

生徒数３２９名 

 男子   女子 合計 

１学年 ３９   ６１ １００ 

２学年 ７３   ４７ １２０ 

３学年 ６１   ４８ １０９ 
 

 

＜感謝と共生＞ 

 

４月６日（水） 令和４年度 始業式を実施 

４月６日（水） 令和４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表情に、
私たち教職員も安心しました。 
また生徒代表挨拶では、２年生代表の永山千晶く

ん・３年生代表の田中輝くん・生徒会代表の武翔太く
んが新年度の抱負を伝えました。 
私からは、自ら行動をとる時に「心の態度（心は表

情を表わし、表情は心を表わす）」を意識して欲しいと
伝えました。特に今年度は、「心の挨拶」を子どもたち
と教職員の重点目標として取り組みます。 

令和４年度 離任式・赴任式を実施 

離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。 

よろしくお願いします。 
伊丹 晶子  教頭 音楽 古賀中学校より 

岡 信文 先生 技術 宇美中学校より 

浦田 和弥 先生 社会 岡垣東中学校より 

中西 優子 先生 数学 篠栗中学校より 

島中 啓輔 先生 国語 若葉高校より 

江田 彩華 先生 音楽 おかやま山陽高校より 

坂本 泰文 先生 支援員 新規（町） 

濱村 星花 先生 ＳＣ 新規（町） 

福本 宏美 先生 ＳＣ 新規（県） 

百岳 千鶴 先生 事務 新規（町） 

４月８日（金）   

令和４年度 第３７回入学式を挙行 
４月８日（金） 新型コロナウィ

ルス感染対策を講じながら、第３７
回入学式を挙行することができま
した。新一年生１００名の入学が
許可され、新入生代表の深澤里
菜さん（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「心の教育」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
境づくりを行っていきます。 
ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
4月行事（予定） 
６日（水） 令和 4年度 赴任式・始業式 

７日（木） 部活動顧問発表  入学式準備 

８日（金） 第 37回入学式（２年生自宅学習） 

１１日（月） 対面式、生徒会・学習オリエンテーション 
授業参観・懇談会                  要弁当 

１２日（火） 学級写真撮影、  自治・専門委員会  
１年生ふれあい教室事前指導         要弁当 

１３日（水） １年生ふれあい体験教室（学校）  １年要弁当 
２・３年生学力分析テスト・給食スタート 

１４日（木） １年生ふれあい体験教室（社教センター） 
２・3年生発育測定 

１５日（金） １年生ふれあい体験教室（学校）  １年要弁当 

１８日（月） 挨拶の日 黙働清掃オリエンテーション 
１年生発育測定 

１９日（火） １年生学力分析テスト・ 
３年生全国学力・学習状況調査 

２１日（木） 道徳（体育会関連） 
２３日（土） 親子規範意識学習会 ＰＴＡ総会(書面) 

部活動保護者会 （振替休日 ５／２日） 

２６日（火） 学活（体育会選手決め）ブロック結団式 

２７日（水） ブロック結団式 

※定退日 
※部休日 
(土・日１休) 

４・１１・１８・２５ 
４・７・１１・１８・２５ 
※部活動完全下校 １８：００ 

＜保護者・地域の皆様へ＞ 
私も教員生活が最終年になりました。 
最後まで子どもたちや教職員にとって、楽しい、やりがいの
ある篠栗北中学校になるよう努めてまいります。そのために
も、ＣＳ篠栗北学園として学校・家庭・地域が連携・協働して、
前年踏襲ではない学ぶ環境づくりの改善が必要です。 
保護者・地域の皆様、本校の教育活動へのさらなる応

援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。 

大久保 雅美 教頭 ３年間 古賀北中学校へ 

竹下 明子 先生 
（国語） 

６年間 古賀北中学校へ 

南 恵一郎 先生 
（数学） 

２年間 篠栗中学校へ 

通山 新平 先生 
（社会） 

１．５年間 志免中学校へ 

矢野 知子 先生 
（英語） 

０．５年間 南福岡特別支援学校へ 

村岡 由佳 先生 
（支援員） 

２年間 篠栗中学校へ 

松岡 德美 先生 
（町事務） 

１年間 退職 

校訓「自主」「練磨」「創造」 

【篠栗北中ＨＰ（Facebook）】を公開中!! 

学校だより

通信 

北中重点目標 『心の挨拶』 



令和４年度始業式 生徒会代表挨拶 

新２年生代表  永山 千晶 

   

新３年生代表 田中 輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

生徒会代表 学習委員長  武 翔太 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和４度 第３７入学式 
「歓迎の言葉」  生徒会長 今泉 華 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「新入生代表の言葉」 代表 深澤 里菜 

朝、真新しい制服に袖を通し、 
いよいよ私たちも中学生になる 
のだという実感がわきました。 
私たちはこれまでとは違う環 

境の中で、知識や技術を身に 
つけていくことになります。先生方や先輩からたくさん
学び、一日も早く学校生活に慣れていくよう頑張りま
す。   
これから新しい学校生活にあたり、目標が二つあり

ます。 
一つ目は学習です。中学校では教科が増え、内容も

難しくなると思います。どの教科も手を抜かず、三年後
に自分が行きたい高校に合格できるように、日々、努
力を続けたいと思います。 
二つ目は部活動です。私は小学校から続けているテ

ニスを頑張りたいと思います。全国大会には出場して
いましたが、中学校では全国優勝できるよう頑張りま
す。ここにいる仲間にも、それぞれ目標があると思いま
す。お互いを思いやる心をもち、みんなで助け合いなが
ら、その目標を達成したいと思います。 
先生方、先輩方、まだ何もできない私たちですが、温

かいご指導をよろしくお願いします。       （抜粋） 

新入生のみなさん。ご入学 
おめでとうございます。 
さて、中学校には小学校と違う 
点がいくつかあります。 
一つは、勉強です。授業に 

よって先生が変わり、それぞれの教科によって特色あ
る授業を受けることができます。そして、定期考査があ
ります。小学校は、単元ごとにテストを行っていました
が、中学校は、学期ごとに学習がどれだけ身について
いるかを測る、中間考査と期末考査が行われます。毎
日の授業に真剣に取り組んでいれば、不安を感じるこ
とはありません。  
二つは、部活動です。運動部・文化部、それぞれの

活動を通して、技術面だけでなく、礼儀や挨拶、人間
関係など社会生活を送るうえで大切なことをさらに学
ぶことができます。 
三つは、本校は異学年との協力を通して、自主性を

身につけることを目標に、ブロック制の活動を行ってい
ます。ブロック長を中心に、体育会・文化発表会など、
さまざまな行事や日々の学校生活でも協力して取り組
むことで、クラス・学年を越え、学校全体の絆が深まり
ます。 
最後に、今日から新入生のみなさんも、篠栗北中学

校の生徒会の一員です。生徒会スローガン「能ある鷹
も爪を出す」の達成に向け、毎日の学校生活の中で
お互いの存在を大切にし、生活していきましょう。 
そして私たちと一緒に、篠栗北中学校をより良くして

いきましょう。                           （抜粋） 

 

本日から、三年生は最上級生、 
二年生ははじめての後輩をもつ 
先輩として、新学期を迎えます。 
三年生は修学旅行を通して、 

自分たちで考えて行動し、集団 
意識を高めることができたと思います。 
これから身につけた力に加え、これまでの学校生活で
培ってきた力を発揮し、自分の学年だけでなく、学校
全体に目を向けて行動していきましょう。 
 二年生は日頃の学校生活をさらに強化する取り組み
を通して、当たり前のことを十分に行う「凡事徹底」を
身につけたと聞いています。これから二年生は、リーダ
ーとして活躍することに加え、フォロワーとして同学年・
他学年の姿を見て、声を掛け合い、助け合うことが求
められてきます。 
凡事徹底の意識を継続しながら、リーダーやフォロ

ワーとして力を発揮していきましょう。      （抜粋） 

  

 

 ２年生で頑張ることが三つあり 
ます。 
  一つ目は、先輩としての自覚を 
もつことです。もうすぐ１年生が入学 
します。僕が１年時に困ったことが 
あったように、新１年生にもあると思います。その時、自
分たち先輩が、優しく教え、安心させてあげたいです。 
  二つ目は、チャレンジです。１年時は学校に慣れるの
が大変で、したいことができなかったことがあります。
二年生では課題のメリハリをつけながら、自分の得意
なことは磨き、行事などを自分たちで創っていきたいで
す。 
三つ目は、進路です。二年後は受験があります。その

ために、まず、自分について知ることができるようになり
たいです。つまり、「自分は何が好きなのか、得意なの
か、どんなことがしたいのか」を考えるということです。 
この三つの目標達成に向けて、今日から行動しま

す。                                  （抜粋） 

３生として、次の２つのことを頑 
張っていきたいと思います。 
一つは、苦しい場面でも気持ち 

を強く持ち、最後まで努力を続け、 
受験を迎えることです。 
私は、２年生の１学期と３学期に自治委員を務めまし
た。初めての学級リーダーとして、全体に指示をするこ
と、お手本となるよう行動することを意識して生活しま
したが、うまくいきませんでした。その時、友達が「気に
しなくていいよ」と笑って言ってくれたおかげで、どんな
ことにも恐れず挑戦していこうと思えるようになりまし
た。 
２つは、リーダーでもフォロワーでも全力を尽くすこと

です。２年時、私は生徒会活動や学年での取組は「リ
ーダー１人が頑張っても成功しない」ということを学び
ました。３年生はこれから最上級生として、沢山のリー
ダーになるチャンスがあります。しかし、同時に、私たち
が一番リーダーを支えていかなればならないというこ
とでもあります。 
この２つを３年生全員が意識することで、３学年から

学校を盛り上げていきます。              （抜粋） 



 


