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第１号こんにちは です篠中
文責：校長 今長谷 寛

【離任された先生方】
○橋口 公一 校長先生 福岡教育事務所副所長
○阿部 尚紀 教頭先生 粕屋東中学校（理科）
○中野 直子 先生 ご退職
○島浦 昌乃 先生 久山中学校 教頭
○大島 弘光 先生 宇美東中学校 主幹教諭
○佐藤 浩成 先生 志免中学校 （英語）
○高畠 浩 先生 篠栗北中学校 （数学）
○西田 幸雄 先生 志免東中学校 （理科）
○清永 沙百合 先生 篠栗北中学校 （数学）
○三亀 克真 先生 志免中学校 （社会）

（ ）○辻 絢也 先生 御陵中学校 保健体育

【赴任された先生方】
○今長谷 寛 校長先生 久山中学校
○早川 昌吾 教頭先生 古賀東中学校
○品川 清 先生 （社会） 横浜市から
○山下 圭介 先生（国語） 新規採用
○黒木 猛 先生（数学） 新規採用
○小田邊 美香 先生（英語）新宮中学校
○久松 貴史 先生 （社会）新規採用
○稲永 志織 先生 （国語）香椎第三中学校
○須川 幸愛 先生 （技術）新規採用

平成３０年度の篠栗中学校の教育目標は、 ○岩佐 契子 先生 （美術）篠栗北中学校

、 （ ） 。今年の１学期始業式は ４月６日 金 でした
です。 当日は、離任される先生方を見送り、新しいクラ

、 、 、今年は、９月２７日に授業公開を伴う、研究発表 ス発表を聞いた後 赴任する先生の紹介 そして
会があります。また、昨年３月に公示された学習指 始業式を行いました。

○３年 太田さん （若杉区）生徒代表導要領の移行期間になります。さらに、篠栗町を担
える生徒を育てるために、地域と学校との連携を深 ３年生になってがんばりたいこと。
める必要があります。そこで、本年度の重点目標を １ 部活動と勉強の両立すること

部活の時間は、全力で部活を行い、家に帰っ
たら集中して勉強するようにする。
２ 挨拶ができるようになること
篠栗中学校の挨拶が良くなるように、先ずは

といたしました。そのために、次の事を行いたい 自分から篠グリーティングを意識して、挨拶を
と思っています。 していきたいです。
１ 授業を協働して、学び合いながら、学習を進 ３ 掃除時間中をもっと充実させること
めていくスタイルにする。 掃除開始の黙想中に注意されている人がいま

２ 社会の動向を踏まえ、部活動のあり方を見直 す。先生の存在の有無にかかわらず、気持ちを
す。 落ち着けて静

３ 地域と連携した取り組みを模索する。 かに掃除する
以上３点を地域・保護者 ことで、学校

の皆さんの協力をいただき への感謝の気
ながら推進していきたいと 持ちを表した
思っています。よろしくお いです。
願いします。 以上３つを実

現し、１・２年
生の手本となる
とともに、最後
の１年間を充実

生徒代表で発表する太田さんさせたいです。

保護者の皆様、地域の皆様「 」こんにちは
．．．．．

私は、本年度久山中学校から転任して参りまし
。 、た校長の今長谷 寛です 私も本校出身ですので

母校のために尽力する所存です。どうぞよろしく
お願いいたします。学校だよりには、学校全体の
動向や生徒達の様子、生徒の考え、今後の予定な
どを中心に記載し、夏休みを除き、毎月１回の割
合で発行していきます。篠中の様子が、保護者の
皆さんや地域の皆様に伝わり、学校への理解と信
頼が深まればと思っております。
ご家庭や地域での生徒達の様子もお聞かせいた

だければ、合わせて紹介
したいと思っています。
一人一人の生徒を大切

にする学校を目指し、篠
栗町の未来を担うことが
できる生徒を育てたいと
思っていますので、よろ
しくお願いします。

職員の異動のお知らせ

１学期始業式

本年度の学校方針

「志をもって学び続け，心豊かでたくまし
い、篠栗町の未来を担う生徒の育成」

， 、「訊くことによって 自分の考えを深め
」表現できる生徒の育成



４月１０日（火）本校第６３回入学式を行いまし ４月１２日（木）部活動紹介を行いました。新
た。１９１名の元気な新入生を迎えることができま 入生を迎え、多くの１年生が入部してくれること
した。当日は、晴天で全員出席することができ、大 を願って、各部活動とも自分たちの活動内容を説
変喜ばしい式となりました。新入生の皆さんが早く 明しました。新入生にとっては、中学生になる楽
篠中になれ、中学生らしく活躍してくれることを期 しみの一つを部活動にしている生徒も多く、真剣
待しています。 に先輩達の説明を聞いていました。
○ １年 友澤 君 （尾仲区） 新入生代表 ○１年 秋吉さん （上町区）
これから始まる中学校生活の中で、幅広い知識や 中学２年生の先輩が１年間でとても上手にされ

技術を身につけたり、部活動に打ち込んだり、新し ているのを見て、すごいなと思いました。水泳部
いことに挑戦したりすることなどやりたいことで胸 など体育館では、紹介しにくくてもブルーシート
がいっぱいです。その中で、苦しいことやつらいこ などを使い説明さ
とがあるかもしれません。でも、友達や先生方と一 れているのに感激
緒に考えたり、悩んだりしながら乗り越えていきた しました。私は、
いと思います 先生方 先輩方力をお貸しください 入る部活を決めて。 、 。
もちろん私たちも大切な友達のために、助け合って いたけど、部活動
いきたいと思っ 紹介に参加して、
ています。 入りたい部活が増
どんなことに えました。来年２

も全力で取り組 年生になったら、
み、つらいこと すてきな紹介を作
にも逃げずに正 り上げ たいで
面からぶつかっ す。
ていき、周囲の
人たちへの思い
やりをもって接
することを誓い
ます。

４月１２日（木） ○４月２３日（月）ノー部活動デー
に全校生徒による新 ○４月２８日（土）PTA総会
入生と２・３年生と ○４月２９日（日）春らんまんハイキング
の対面式を行いまし ○５月 １日（火）ノー部活動デイ
た。本校の入学式に ○５月 ２日（水）振り替え休日（PTA総会）
は 施設の関係から ○５月 ７日（月）ノー部活動デー、 、
在校生は代表生徒し ○５月１３日（日）ラブ篠栗クリーンアップデー
か参加しません。そ ○５月１４日（月）ノー部活動デー
こで、初めて全校の ○５月１５日（火）挨拶の日
生徒が体育館に集ま 体育会リハーサル
り、新入生を迎える式になります。２・３年生の先 ○５月１９日（土）体育会
輩としての自覚を持たせ、１年生への歓迎の気持ち ○５月２１日（月）振り替え休日（体育会）
を伝えるとともに篠中の生活や行事について説明す ○５月２８日（月）ノー部活動デー
る場として設定しています。 ○６月 １日（金）英語検定

○６月 ３日（日）ラブ篠栗クリーンアップデー○１年 川原さん （庄区）
生徒会の先輩方が篠中五箇条や校則の事、掃除の ○６月 ４日（月）ノー部活動デー

事の劇をしてくださって とてもよくわかりました ○６月 ９日（土）授業参観、 。
篠中の先輩方のすごさ 進路説明会
を感じました。また、 ○６月１４日（木）定期考査
全力校歌もとてもすご ○６月１５日（金）定期考査
くて、さすが先輩だな 暴力団排除教室
っと感じました。私も ○６月１８日（月）あいさつの日
早く校歌の歌詞を覚え ノー部活動デー
て、先輩達のようにな 学人研総会
りたいです。 ○６月１９日（火）福岡県学力調査１・２年

○６月２２日（金）栗っ子スマイル会議
○６月２５日（月）ノー部活動デー

入学式 部活動紹介

４月～６月の行事対面式


