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文責：校長 今長谷 寛

○２年 松本さん （庄 区）
私は、初めて代表生徒の

挨拶することになり、とても緊
張して、本番に声が震えてい
ました。
３学期は、「３分前着席」の

呼びかけを意識して、私たち
の学校の決まりを守っていき
ます。そして、１・２年生の模範
になります。
今回、貴重な体験をさせていただきました。

１２月２３日（月）第６５代生徒会役員の認証式を行
い、正式に新生徒会役員が誕生しました。１２月２５日
（水）には篠栗北中学校
の新生徒会役員と合同
で、役員リーダー研修会
を本校学習室で行いまし
た。「篠栗は一つ」のスロ
ーガンのもと篠栗の次世
代をリードするための資
質能力を学ぶ機会になっ
たようです。
その成果の一端を１月

８日（水）の始業式の後、
生徒集会で披露してくれ
ました。
○生徒会長 宮田さん （尾仲区）
生徒会長として、まずは自

分が最も正しい行動をとり、
皆さんから信頼されるような
生徒会長になりたいです。ま
た、篠栗中学校の良さである
挨拶や全力校歌などをもっと
もっと向上させ篠栗中学校
がさらによくなるように頑張り
ます。
○副会長 井口さん （乙犬区）

１２月２４日（火）２学期の終業式を行いました。年度 今まで篠栗中学校を支えてくれた先輩役員の方々
当初の個人目標に対する中間評価を各自行い、３学期 に感謝し、これから篠栗中学校を支えていく立場とし
の過ごし方を考えてくるよう宿題を出しました。 て、生徒会長や他の委員長などと協力し、この篠中を

活気あふれる学校にしていきたいと思います。○１年 青栁さん （庄 区）
○副会長 神田さん （新町区）私が、ふれあい学級の実行委

員長として身につけたことは、自 学力の高い篠栗中学校にしたいと思います。そのた
分が気づいて他の人に声かけが めには、まずは、生徒会と今の２年生が持ち前の団結
できるようになったことです。学 力を生かし、集中して授業に取り組み、後輩の模範とな
年全体も５分前行動や正対がで る姿をめざします。そして、色々な活動や取り組みを会
きるようになりました。しかし、最 長だけでなく生徒会みんなで考え実行します。先輩副
近やや悪くなっているようです。３ 会長を超えられるように精一杯頑張ります。

○庶務 野上さん （庄 区）学期は、自分たちで考えて行動
できる学年になりたいです。 私は、庶務として自分の仕事に責任を持って取り組

み、さらに、会長・副会長の仕事をサポートしたいと思
います。生徒会活動は、忙しく大変だと思いますが、他
の生徒会役員と協力して、１年間頑張ります！

１月８日（水）に３学期の始業式を行いました。悔い
を残さない学期になるよう各自全力を尽くして欲しい旨
の話しをしました。

保護者の皆様、地域の皆様「 」こんにちは
．．．．．、

篠栗中学校も令和２年の新春を迎え、３学期になり
ました。今年は、寒中もあまり寒くならずに終えそうです
が、生徒のインフルエンザは、例年とあまり変わらず１
年３組を先週学級閉鎖にせざるを得ない状況でした。
これ以上広まらないことを願っています。その関係で、
１年生百人一首大会を１週間延期することになり、１月
２０日の予定を２７日の実施になりました。２年生の修
学旅行は、２月２６日からの予定になっています。１月１
６日に説明会を実施しました。無事出発の日を迎えら
れることを願っている状況
です。３年生は、高校受験
が本格的に始まりました。
１月２１日は私立高校専
願入試、３１日には私立
高校前期一般入試、ま
た、国立工業高等専門学
校入試、公立高校入試へ
と３月まで続いて実施さ
れます。体調を万全にして受験に臨んで欲しいと思っ
ているところです。
学校のシステムも来年度に向けて、少しずつ準備し

ております。校納金の納入が来年度から現金から振り
込みに変わります。その登録手続きでご迷惑をおかけ
しますが、よろしくお願いします。また、給食費も物価高
騰、税額の変更による諸経費の値上げに伴い、来年
度から値上げせざるを得ない状況です。この件につき
ましては、詳細を別紙でお知らせします。
本年度も残り２ヶ月になりました最後まで篠中をよ

ろしくお願いします。

〔修学旅行 ー 披露〕スロ ガン

２学期終業式代表発表

第６５代生徒会役員

〔全力校歌 披露〕の

３学期始業式代表挨拶



○学習委員長 栗原さん （尾仲区）
一人ひとりの個性を理解、尊重し、補い合う学習をめ

ざします。そのために、小さな声に耳を傾けて聞いて、よ
り良い学習環境を創り上げます。 ２学期末にPTAの本会役員、生徒指導委員会と生

徒会が一緒にいじめ撲滅をめざして、標語を募集しま○生活委員長 山口さん （乙犬区）
僕は、篠栗中学校をあいさつあふれる学校にするた した。大変優秀な作品が多数応募された中から、PTA

めに、２つのことをします。１つ目は、毎月１５日にあるあ 役員の皆さんに選考していただき、優秀賞６点・会長賞
いさつ運動の徹底をすることです。今の現状では、篠グ １点が選ばれましたので、紹介いたします。これらの標
リーティングを意識していないからクラスの生活委員と 語は、生徒昇降口に掲示しますとともに、篠中からいじ
協力して呼びかけを行い改善していきます。２つ目は、身 めをなくそうという意識が高まることを願っています。
だしなみを整えることです。身だしなみを整えることで、 会長賞

○３年 加藤さん （乙犬区）清潔感のある学校になり、地域の人からの印象も良くな
ると思うからです。このように、生活委員長として、地域 「また明日」 笑顔で学校 来れるといいな
の人からも愛される学校を創っていきます。 いじめられる側の気持ちになって、明日は良い日に

なったらいいなと願いながら学校に頑張っていこうとす○整美委員長 藤野さん （尾仲区）
私は、整美委員長として掃除前の放送を忘れないよう る気持ちを表しました。受賞したことでみんなにも読ま

にして、黙働掃除の徹底、毎月１５日のゴミ０の人数を今 れる機会になったのでうれしく思います。
年よりも増やします。また、篠クリーン大作戦では、地域 優秀賞

○１年 森藤さん （乙犬区）の方々に感謝しながら掃除をする活動にしたいと思いま
す。そして、今年よりも学校をキレイにできるように、一生 「大丈夫」の向こうに 苦しみが隠れている
懸命頑張りたいと思います。 気づいてあげて あなたの勇気で
○文化委員長 江上さん （尾仲区） ○１年 加留部さん （新町区）
私は、生徒会役員として、みんなのお手本になるよう 見えていますか？ 遊びといじめの境界線

○２年 平井さん （山手区）に行動して、「この人ならついて行っても大丈夫」と思っ
てもらえるような生徒会役員になります。また、文化委員 いじめする そのメリットって何だろう
長として、篠中の伝統である「文化週間」「全力校歌」な 考えてますか相手の気持ち
どを必ず受け継いで行きます。 見えていますか 自分の未来
○保健安全委員長 今里さん （下町区） ○２年 山下さん （庄 区）
私が保健安全委員長になったからには、篠栗中学校 勇気を持って 断ち切ろう

の健康や安全を守ります。そして、投票してくださった人 きたない心 いじめの連鎖
○３年 田中さん （下町区）たちを裏切らずに一生懸命に頑張ります。
その言葉 一回自分に言ってみて○図書委員長 有隅さん （山王区）

生徒会役員として、あいさつ、礼儀をしっかりして、生 どう感じるか 考え直そう
○３年 今長谷さん （庄 区）徒の手本となれるように頑張ります。また、図書委員長と

して率先して本をたくさん読み、朝読書の強化をしてい 差しのべた その手はきっと 温かい
きたいです。 一歩踏み出せ あなたの勇気
○体育委員長 神谷さん （乙犬区）
体育委員長になることができたので、全校生徒の皆

さんを引っ張っていき、みんなの模範となるような生徒会
役員になりたいです。私が思う体育委員長は、体育会を 本年度は、全国大会での本校生徒の活躍が多くの
一番引っ張っていかなければならないと思うので、保健 競技で報告されています。今回は、１２月２７日～２９日
体育の授業のときから常時活動を徹底して、来年の体 に開かれた全国ジュニアラグビーフットボール大会で３
育会は、「今までで一番楽しかった」と誰もが口にするよ 年生の臼井さんを含む福岡県選抜チームが全国制覇
うな体育会にします。他の行事にも意欲的に取り組み、 を成し遂げました。大変喜ばしいことです。高校でも活
生徒会役員と協力しながら一生懸命頑張ります。 躍することを願っています。
○給食委員長 松尾さん （高田区） ○３年 臼井さん （上町区）
私はこれからの１年間で、 東京都江東区夢の島競技場で行わ

先輩のつくり上げてきた「笑 れた全国ジュニアラグビーフットボール
顔あふれるマドレ」を引き継 大会で福岡県選抜チームとして出場し
ぎながら、給食のマナーを ました。福岡県選抜チームは、ディフェン
守り、メリハリのある楽しい スでは一発のタックルで相手を倒す、オ
給食時間にしたいと思いま フェンスではタックルされても前に進むと
す。最近、私語が増えている いう「一対一の圧力」を大事にしていま
ので、私語がなくなるように した。決勝の相手は、大阪府スクール選抜でした。この
改善していきたいです。 チームはボールがよく動いて、足が速い選手が多かっ
給食委員会では、食べ物 たのですが、圧力で圧倒することができたので、ONE※

の中で、嫌いなものをアンケ TREAMで優勝を勝ち取ることができました。この経験
ート調査し、給食の時間に を高校でのラグビーでも生かしたいです。
発表しました。１日目：野菜編①ゴーヤ ②トマト ③ピ
ーマン ２日目：魚編①サンマ ②サバ ③シシャモ
３日目：その他編①キノコ類 ②レバー ③豆類でし
た。それぞれの栄養価やおいしく食べるための調理法な ○２月６日・７日 公立高校推薦入試
ども一緒に発表してくれました。成長期に欠かせない食 ○２月１０日 １・２年生 手作りmy弁当
べ物として、好き嫌いなく食べられるようになって欲しい ○２月１３日・１４日 定期考査
と思います。 ○２月２１日 １・２年授業参観

２月の行事

全国大会優勝祝

いじめ標語優秀作品

〔給食委員会・嫌いな食
べ物ランキング発表〕


