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第１号こんにちは です篠中
文責：校長 今長谷 寛

転出職員
○橋本 巧（理科 ・・・・・・・宇美中学校）
○久木田 博（理科 ・・・・・・古賀東中学校）
○中村 亮太（国語 ・・・・・・宇美中学校）
○竹井 都（数学 ・・・・・・・新宮中学校）
○辻 慎介（保体 ・・・・・・・志免中学校）
○原田 幸治（英語 ・・・・・・附属福岡中学校）
○岩下 司（事務 ・・・・・・・粕屋中央小学校）
○岩佐 契子（美術 ・・・・・・福間中学校）
○小田邊 美香（英語 ・・・・・古賀東中学校）
○稲永 志織（国語 ・・・・・・研修）
○江田 彩華（音楽 ・・・・・・志免中学校）
○澤井 万鈴（保体 ・・・・・・須恵中学校）
○久松 貴史（社会 ・・・・・・篠栗北中学校）
○上田 順子（養護 ・・・・・・井野小学校）

転入職員
○今泉 苑子（美術 ・・・・・・明治学園中高校）
○荒木 健太（社会 ・・・・・・志免中央小学校）
○安東 耕大（数学 ・・・・・・桂川中学校）
○井上 拓海（社会 ・・・・・・大川小学校）
○比嘉 優志（国語 ・・・・・・沖縄県大宮中）
○南里 香菜（養護 ・・・・・・志免中央小学校）
○鴻江 一枝(音楽)・・・・・・福岡市若久特支
○境 道代（国語 ・・・・・・・久山中学校）
○村田 志織（保体 ・・・・・・二日市中学校）
○野口 泰弘（理科 ・・・・・・篠栗北中学校）
○相塲 秀斗（保体 ・・・・・・新規）
○日高 夕佳（国語 ・・・・・・新規）
○山口 亨（事務 ・・・・・・・粕屋中学校）

３月22日（金）に平成３０年度の修了式を行い
ました。１・2年生として１年間のすべての学習
を終えた式です。それぞれの学年学級での思い出
を残しながら、次の学年に向けての強い意志を感
じました。
○１年（現2年） 岩坪さん （若杉区）
私が、この１年で頑張ったことは、あいさつで
。 、 、す 今までは ただ声を出しているだけでしたが

中学校に入学してからは、相手にしっかり気持ち
が伝わるような篠グリーティングを意識してあい
さつができるようになりました。このあいさつを
１年生のお手本になれるように頑張っていきたい
です。４月からは、新１年生が入学し、先輩にな
るので、自覚を持って行動し、体育会や文化発表
会などの行事で先輩方を
支えていきながら後輩達
を引っ張って行きたいで
す。そして、学年でも日

篠栗学園：篠栗小学校・萩尾分校・勢門小学校 頃から仲間と協力してつ
篠栗中学校の総称です。 ながりを大切にした楽し

生徒名の敬称：すべて「さん」で統一しています。 い学校生活を送りたいで
す。

保護者の皆様、地域の皆様「 」こんにちは
．．．．．

新たな年度そして、新たな年号がはじまる年に
なりました。篠中も新たな先生や新入生を迎え、
活気づいています。私も篠中の校長として２年目
を迎え、集大成をめざして頑張りますので、よろ
しくお願いします。
本年度の篠中は、つぎの３つのことをめざそう

としています。
先ず 「学びの共同体」の理念に基づく授業へ、

と変革することです 「学びの共同体」とは、一。
人ひとりの学びを保障することを目標にしていま
す。そのために、机の配置は、基本コの字型で授
業を行います。また 「訊く、つなぐ、戻す」の、
授業展開を大切にします。すなわち 「分からな、
い」を大切にすることから、分からない人が授業
の主役になります。4人のグループで分からない
人を中心にみんながわかるように学び合っていき
ます。初めて経験する教師も多いことから、他校
を視察したり、校長自ら示範授業をするなど、研
修を深めているところです。９月２８日（土）に
公開授業を計画しております。
次に、互いを大切にし合う人間関係づくりをめ

ざします。学級活動や学年、学校行事などで、互
いの思いを理解し合って、思いやりをもった言動
ができるようにします。道徳は、本年度から教科
化され 「考え議論する道徳」として道徳の時間、
行われるようになります。が
最後に、地域連携を発展させていきます。生徒

達の学びの場は、学校から家庭、地域へと広がっ
ています。篠栗の地域の力を生徒達の育成に生か
したいと思います。昨年度、各行政区ごとの生徒
集団を部友会として再編成しました。この部友会
を中心に、地域で活躍する場面を多くもちたいと
考えています。さらに、将来篠栗町をはじめとす
る社会を担える人になってくれることを願い、ボ
タンティアへの関心を高め、積極的にボランティ
ア活動に参加する生徒を
育てたいと思っていま
す。
今年も、多くの取組を

考えていますので、ご、
支援、ご協力をお願いい
たします。

修了式

転出入の職員紹介



４月８日（月）本年度の始業式は、曜日の関係で ４月22日（月）小学校の集団下校に合わせて、
いつもより遅い時期になりました。新２・３年生だ 本校３年生が安全確保のために一緒に参加しまし
けで行う始業式でしたが、新たな学年になって、今 た。これは、小中一貫教育の取組として位置づけ
年１年間頑張ろうとする熱気が体育館中にあふれて られているものです。昨年４月１３日篠栗町中町
いました。 区を中心に起こった大火災の折に、小学生の避難
○ 3年 有隅さん （高田区） 誘導が大変であったことから、災害時に中学生が
今学期やりたいことの１つ目は、勉強と生徒会役 少しでも役に立てる活動の訓練として取り組みま

員としての活動の両立です。2年生の時は、仕事に した。今後もいろいろな場面で、中学生の活躍の
慣れず無計画状態でした、この学期は、余裕をもっ 場面をつくれたらと考えております。
て計画的に勉強と生徒会活動に頑張りたいと思いま ○３年 花田さん （下町区）
す。２つ目は、リーダー学年として、また、生徒会 小学生は、突然の出来事に冷静に対応できない
役員として 模範となるような行動をとることです と思うので、もしもの時は、中学生が小学生をま、 。
2年生での取組を基盤に、3年生全体で授業態度、 とめて安全な避難ができるようにしたいです。
あいさつ、掃除など生活 ○３年 マハチさん （新町区）
面でも後輩のお手本とな 小学生の高学年の人が、しっかりリードして誘
らなくてないけないと思 導していたので、しっかりしているなと思いまし
います。そのことが、１ た。中学生も一緒になることで、さらに安心でき
・２年生に広がり、生徒 るようなれたら良いと思います。
会スローガンＯＮＥを達 ○３年 佐木さん （庄区）
成する事ができると思い 私は、この取組で実際に災害があったときは、
ます。以上のことを精一 私達3年生が責任をもって、小学生を守らなけれ
杯頑張り、充実した１学 ばならないと思いました。この取組は、命にかか
期にしたいです。 わる大事なことだと思うので、これからも続けて

いき、実際の災害が起こったときに備えていくべ
きだと思います。
○3年 遠矢さん （乙犬区）

４月１１日（木）に生徒会主催で１年生にむけて 良かったところは、もし何かが起こったときに
のオリエンテーションが開かれました 昨年までは すぐに対応できるように訓練できたところです。。 、
新入生と２・３年生全員との初めての顔合わせの会 もし、今後何かのトラブルが起きたら、小学生を
（対面式）を行っていたのですが、本年度から５０ 安全につれて帰るようにしたいです。
周年体育館で全生徒での入学式を行うことができる ○３年 後藤さん （金出区）
ようになったことから、生徒会主催の歓迎セレモニ 僕は、この避難訓練が大変大事なことだと思い
ーになりました また 生徒会への入会式をかねて ました。な。 、 、
生徒手帳交付を生徒会長から１年生代表に行い、１ ぜなら、ニ
年生にも生徒会員になった自覚を持たせることがで ュースでも
きました。生徒会役員をはじめとする２・3年生か 中学生が小
ら出迎えられた１年生も中学生としての心構えがで 学生をつれ
きたと思います。 て避難する
○１年 松添さん （尾仲区） 方が安心だ
中学に入学するまで、とても不安でいっぱいでし と報じてい

。たが、オリエンテーションで、先輩の詳しく,優し たからです
い説明で、その不安が少し軽くなりました。オリエ 小学校低学
ンテーションで学んだ事を今後に生かしていきたい 年の助けに
です。 なれるとい
○１年 青柳さん （庄区） いと思います。
先輩達が私たち１年生のために自分たちでプレゼ

ンや演技などをしてくれて、すごく嬉しかったし、
大人の人みたいでびっくりしました。篠中は、あい
さつや掃除、授業の受け方など先輩方を見習うこと ５月 ７日（火）ノー部活ディ
ばかりです。私たちも先輩方に追いつけるように、 ５月 ９日（木）ＰＴＡ総務委員会
一つ一つのことを ５月１３日（月）ノー部活ディ
しっかり理解し ５月１５日（水）あいさつの日
て、体育会で先輩 体育会リハーサル
方にプレッシャー ５月１８日（土）体育会
を与えられるよう ５月２０日（月）代休
に頑張っていきた ５月２１日（火）ノー部活ディ
いです。１年生の ６月 ２日（日）篠クリーン大作戦（午前）
ために準備してい ６月 ６日（木）授業参観・講演会
ただき、ありがと ６月１３日（木）中体連夏季総合大会開会式
うございました。 中体連陸上大会

６月１９日・20日 期末考査

５月～６月の行事

小中合同集団下校始業式

生徒会オリエンテーション


