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○１年 横山さん （乙犬区）
勢門小学校にあい

さつしに行って、自
分もつい最近まで小
学生だったのに、小
学生って元気だなあ
と思いました。中学
校とちがい小学校に
は、６学年もあるの
で、たくさんの人数
であいさつができて、この元気を中学校にも、持
ち帰りたい！と思いました。これからも楽しく、
真面目に中学校に通いたいと思います。また、来
月も参加したいです。
○２年 出野さん （尾仲区）

どちらかという
と朝なのかあいさ
つの声が小さい気
がしました。恥ず
かしいのか、なか
なか返事を返して
くれない人もいま
した。少し寂しく
感じたので、大き
な声になるように
頑張りたいと思い

ます。
○３年 田中さん （下町区）
小学生と一緒に

あいさつをして、
小学生は前より笑
顔であいさつをし
たり、自分からあ
いさつをしたりで
きていてあいさつ
のレベルが上がっ
ていると感じまし
た。だから私も笑
顔であいさつをす
ることを意識しようと思いました。

篠栗町では、毎月15日（休日の場合は、前日）
をあいさつの日として、町内一斉に街頭に立って、 ５月19日（日）令和元年度第６４回体育会を実
朝のあいさつを行っています。本校でも、昨年度ま 施しました。前日の予定が、降雨のため順延にな

、 、 、で行っていた篠栗駅前でのあいさつに加え、篠栗小 り 当日も雨を心配しましたが ほとんど降らず
学校・勢門小学校でのあいさつに中学生を参加させ 暑すぎず、寒からずの絶好のコンディションにな
るようにしました。各小学校へのあいさつは、昨年 りました。冒頭に記載しましたとおり、めざす生
度も年２回ブッロック（1年生から３年生までの縦 徒像の実現に向けたプログラムに改変しましたの
割りクラスを３つのグループに分けたもの）ごとに で、生徒、教師ともに新たな取り組みへの戸惑い
実施していました。今年は、自ら率先して行動を起 と苦労があったようです。しかし、体育会までの
こせる生徒をめざして、完全ボランティアでの参加 取組が徒労に終わることなく、感動と充実感を得
にしました。生徒会役員のVS（ボランティア・サ ることができました。これも保護者や地域の皆様
ービス）局が中心となり、参加者を呼びかけていま のご理解とご協力のおかげと感謝しております。
す。５月の参加者は、総勢130名以上の生徒が自 今回の取組で見えてきました新たな課題の解決に
主的に参加しました。今後も毎月この取組を行うよ 向けて、来年度の体育会を2年生とともに準備し
うにしています。地域の皆様も午前7時50分から たいと思います。ご観覧いただいた皆様からのご
２０分程行いますので、機会があれば、ご参加くだ 意見もお寄せいただきたいと思いますので、よろ
さい。 しくお願いします。

保護者の皆様、地域の皆様「 」こんにちは
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新しい年度が始まったと思ったら、もう梅雨の時
期を迎えました。今年は、大きな災害がないこと
を祈りたいと思います。
さて、令和元年は篠中にとっても１年生が新制

服になるなど、新たな取り組みに挑戦する１年に
なります。
５月の体育会では、一人ひとりの活躍の場を設

定し みんなで応援できるジャベリックスロー 投、 （
てき）や長距離走などの個人種目を入れました。
また、生徒の創造力や表現力、団結力の向上をめ
ざしてブロック演技（リズムダンスやマスゲーム
などの集団演技）に取り組みました。さらに、地
域とともにある学校をめざして、PTA・地域種
目（玉入れ）も行いました。雨で１日順延になり
ましたが、ほとんど降雨もなく、適度な湿り気と
気温で快適な環境の元、感動と充実感を感じる令
和最初の体育会を保護者・地域の皆様のご協力で
実施する事ができました。ありがとうございまし
た。
今月は、地域清掃活動を各部友（行政区）ごと

に地域の皆様と一緒に行います。
授業も机配置を列からコの字型に変え、学び合

いを主体とする学習スタイルへと変えていきま
す。
予測困難と言われるこれからの社会を力強く、

自信を持って、生きていける生徒達の育成をめざ
していきますので、今後ともご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。
〔お知らせ〕
本年度、通級指導教室が設置されました。スキ

ルトレーニングなどの支援を行います。詳細につ
きましては、学校に問い合わせください。

あいさつの日
体育会



○１年 安川さん （若杉区） ○３年 臼井さん （上町区）
私が、体育会で 学年競遊の大縄跳びで練習より４０回も多く、

特に頑張ったこと ９３回の記録で１位をとることができました。僕
は個人種目のブロ は、縄を回す役できつかったけど、結果が出せて
ック対抗リレーで 良かったです。今回の体育会は、最後の体育会で
す。この種目は、 したが、思い出に残って良かったです。

○３年 岡村さん （庄 区）先輩にバトンがつ
ながっていくので、とても緊張感がありました。そ 今年の体育会は、生徒会が中心に作り上げてい
んな中、私が第１走者で、スタートダッシュを決め ったり、個人種目ができたり、ブロック演技がで
られたのでとてもうれしかったです。ブロック演技 きたりと昨年と比べて変わったところがたくさん
は、移動が多くて、指先まで伸ばさないといけなか ありました。その中でもブロック演技は、リーダ
ったので、とても難しかったです。しかし、ブロッ ーと生徒会が一から作り上げていくため、上手く

、 。 、クリーダーの先輩がわかりやすく教えてくださった いかず 衝突することも多くありました しかし
ので、みんなとそろえることができてうれしかった 一人ひとり、協力することができたので、よりよ

。 。 。 、です 来年はもっと成長して体育会に挑みたいです いブロック演技を作ることができました 私自身
、 、○１年 重橋さん （尾仲区） リレーや選手宣誓など出番があり 大変でしたが

初めての体育会ということで、とても緊張しまし 仲間と協力することができたので、今年の体育会
た。特に、ブロック演技で失敗するとブロック全体 は成功することができました。今回、作り上げた
に迷惑をかけるので集中して頑張りました。最後の 団結力を今後の日常生活に生かしていきたいと思
方で少し間違えたけど、初めての体育会で優勝でき います。

○３年 窪山さん （庄 区）て、うれしかったです。
体育会を通して、ブロック全体が心を１つにし○１年 六田さん （上町区）

初めての体育会、とても楽しかったです。特にブ て、取り組むことの大切さを学びました。ブロッ
ロック対抗リレーで、私は選手ではなかったけど、 ク演技では、マスゲームやタンブリングを綺麗に
応援席で 抜くか抜かれるかの競技に興奮しました 見せるため、全員で心を１つに頑張りました。個、 。
みんなが声をからすほど大声で応援した感動を体験 人種目の力自慢でも最後のひとりになるまで頑張
できて本当に良かったです。来年も、このような体 ることができました。大縄跳びでは、回し手とし
育会にできるように頑張ります。 てみんなが跳びやすいように回すことに頑張りま

した。優勝できなかったけど、一生思い出に残る○１年 嘉藤さん （尾仲区）
僕は、ダンスが苦手 最高の体育会でした。黄ブロックで本当に良かっ

で短期間で覚えられる たです。
○３年 福澤さん （中町区）か心配でした しかし。 、

リーダーがとても分か 僕は、青ブロックのブロック長として、優勝で
りやすく教えてくださ きて本当に良かったです。最初は、指示の仕方が
ったので、本番は、上 分からず、ブロックとしてまとまっていませんで
手く演技することがで した。しかし、本番３日前くらいから指示にも慣
きました。良かったで れ、ひたすらブ
す。 ロックの仲間と

練習しました。○１年 森藤さん （乙犬区）
、初めての体育会は、とても充実していました。篠 その甲斐あって

中の「生徒が作り上げる体育会」を通じて、全員の 優勝できて人一
熱意で大きな達成感を得ることや集合時間を守るこ 倍うれしかった
とで日常生活の充実につながることなどたくさんの です。この調子
ことを学ぶことができました。この体育会で学んだ で、次の文化発
ことをこれからの学校生活に生かしていきたいで 表会でも頑張り

。す。 たいと思います
○２年 松本さん （上町区） ○３年 恩田さん （尾仲区）
僕は、今年の体育会 今年の体育会では、黄ブロック長として１・２

。 、で、フォロワーシップ 年生のお手本となるように頑張りました しかし
を高めることができ、 ブロック長としてのリーダーシップがまだ足りな
お手本となる姿を１年 かったので、今後挑戦したいと思います。
生に見せることができ
ました。来年は、自分
がブロックを引っ張っ
ていけるような先輩に ６月 ２日（日）篠クリーン大作戦（午前）
なりたいです。 ６月 ６日（木）授業参観・講演会

６月１３日（木）中体連夏季総合大会開会式○２年 野上さん （庄 区）
私は、体育委員として、クラスや学年に声かけを 中体連陸上大会

したり、個人種目、学年種目、ブロック演技では、 ６月１９日・20日 期末考査
周囲の人と協力を大切にすることができました。こ ６月２２日・２３日・２９日・３０日
の力を文化発表会で発揮できように頑張ります。 中体連糟屋区夏季総合大会

６月２４日（月）手作りｍｙ弁当（２・３年生）○２年 山田さん （庄 区）
昨年の体育会とは違う楽しみ方ができました。優 ７月 ３日（水）学級懇談会

勝はできなかったけど、楽しむことができたので良 ７月１１日（木）中体連糟屋区水泳大会
かったです。 ７月１９日（金）終業式

６月～７月の行事


