
 

令和２年４月１０日 №．１         

篠栗学園 篠栗町立篠栗中学校 

                校 長  松 本  修 

生徒数 ６４６名 

 男子   女子 合計 

１学年 117   １１２ 229 

２学年 １０６   115 221 

３学年 １１３    83 196 
 

 

４月６日（月） 
令和２年度 １学期始業式を実施 

休校の中、４月６日（月） 令和
２年度始業式を実施しました。
久々に出校してきた新２・３年生
の子どもたちの笑顔に、私たち教
職員も元気をもらいました。 
生徒代表の３年２組 友澤裕也く
んは、「三年生の決意」（裏面に紹
介）を何も見ずに伝えていました。 
私からは、「今年度は「やる気」を

合い言葉に『チーム篠中』で、命と
健康を守るために、自分のできる最高の準備をしまし
ょう。」と伝えました。 
後に、今経験していることが、いい思い出なるように

楽しい一年にしたいものです。 
尚、離・退任式と赴任式が中止になったので、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。 

４月９日（木）  令和 2年度入学の会 
４月７日（火） 新型コロナ特措法
に基づく「緊急事態宣言」の対象地
域（７都府県）に指定され、４月９日
（木）の 第 65回入学式は中止に
なりました。しかし、入学手続きは実
施し、新一年生２２９名の入学が確認されました。そ
して、新入生代表の緒方美穂乃さん（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」を育てる教育を推進して参ります。特に、
自己有用感（人の役に立つ）を実感できる環境を提
供していきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

＜保護者・地域の皆様へ＞ 
ご縁があり、母校である篠栗中
学校へ校長として赴任しました 
松本 修でございます。 
緊急事態の状況ではありますが、子どもたちの希

望が叶えられるよう、教職員もしっかり寄り添い、この
難題解決に取り組んでいく覚悟です。 
保護者・地域の皆様、休校中の子どもたちへの寄

り添いは勿論、本校の教育活動へのご支援とご協力
をよろしくお願いいたします。      校長  松本 修                        

※休校期間は、５月６日（水）までです。 

裏面に続きます。 

今長谷 寛 校長 ２年間 定年退職 

早川 昌吾 教頭 ２年間 古賀北中学校 校長 

原田 明彦 先生 
（数学） 

４年間 退職 

武内 美津子 先生 
（保体） 

４年間 定年退職 

森 敏宙 先生 
（数学） 

６年間 須恵東中学校へ 

田仲 七海 先生 
（社会） 

４年間 宮若西中学校へ 

坂本 唯 先生 
（理科） 

７年間 篠栗北中学校へ 

須藤 豊 先生 
（保体） 

５年間 
定年退職 
本校再任用 

沖 英美 先生 
（英語） 

８年間 粕屋中学校へ 

江田 彩華 先生 
（音楽） 

4.5年間 おかやま山陽高校へ 

石田みやび 先生 
（国語） 

3年間 平野中学校へ 

須川 幸愛 先生 
（技術） 

2年間 福岡工業高高校へ 

野口 泰弘 先生 
（理科） 

1年間 城山中学校へ 

猪上 悦子 先生 
（町事務）  

7年間 篠栗北中学校へ 

村岡 由加 先生 
（町支援）  

６年間 篠栗北中学校へ 

松本 修 校長 社会 古賀東中学校 

石田 英治 教頭 保体 古賀北中学校 

今長谷 眞理子 先生 家庭 粕屋東中学校 

市場 恵美子 先生 音楽 新宮中（相島分校） 

酒井 謡子 先生 国語 志免東中学校 

塚本 亜衣子 先生 英語 新宮中学校 

加来 伸一 先生 数学 志免中学校 

梶原 佳子 先生 家庭 新規採用（初任者） 

岡本 優大 先生 数学 新規採用（初任者） 

杉本 滉世 先生 技術 新規採用（初任者） 

柴田 麻衣 先生 国語 箱崎青松中学校 

西川 昴平 先生 理科 古賀北中学校 

齋藤 正彦 先生 英語 福岡女子商業高校 
山内 ひろみ 先生 
三宅 千穂 先生 
（松山 ゆかり 先生） 

ＳＣ 
 
 
代理 

磯 訓康 先生 ＳＳＷ  

光安 律美 先生 町事務 篠栗北中学校 

塚本 順子 先生 町支援 篠栗北中学校 

校訓   「智」 「想」 「誇」 

【篠栗中ＨＰ（Facebook）】を公開中!! 

学校通信 



  

 

 

 

      

今年度の決意 
 

３年２組 友澤 裕也 
  
僕が三年生で頑張りたいことは、三つあり

ます。 
一つ目は、あいさつです。僕は、あいさつは

大事なコミュニケーションの一つだと思うの
で、二年生の時、あいさつを特に頑張りまし
た。ささグリーティングを意識したあいさつ
は、篠栗中で大切なことと思うので、三年生
でも頑張りたいです。 
二つ目は、勉強です。正直これまでは勉強

に全力を注げているとは言えませんでした
が、今年は受験生になるので、志望校に合格
できるように、より勉強に力を入れて頑張りま
す。 
三つめは、学校行事です。コロナウィルス

の影響で、これからの学校行事は、どれだけ
できるかわかりませんが、できる学校行事に
は全力で取り組みたいと思います。 
  こんな状況だからこそ、僕たち三年生が手
本となり、全校生徒一人ひとりが今できるこ
とを考え、この１学期間を乗り越えられるよう
に頑張りましょう。 
 

新入生歓迎の言葉 
 
生徒会長 宮田一輝 

 
 桜の花も咲き誇り、春うららかな季節となりま
した。新入生の皆さん、ご入学おめでとうござい
ます。今日のこの日を、心待ちにしていました。
在校生を代表して、歓迎の意を表したいと思い
ます。 
 二年前の僕たちがそうだったように、今、皆さ
んもきっと大きな期待と不安でいっぱいのこと
だろうと思います。しかし、中学校には頼りにな
る先輩や、皆さんをより良い方向へと導いてく
ださる先生方がたくさんいます。だから、皆さん
は安心して、小学校で学んだことを活かし、この
学校でさらに自分らしく輝いてください。 
  ところで、中学校では、教科ごとに先生が替
わることや放課後の部活動など、小学校との違
いがいくつかあります。初めは戸惑うことがたく
さんあるかもしれませんが、そんな時こそ先輩を
頼り、学習や部活動に精一杯励んでください。 
 また篠栗中学校では、挨拶に力を入れていま
す。自分から先に、相手の目を見て、立ち止まっ
て、大きな声で、二秒間のお辞儀をする「篠グリ
ーティング」は篠中生の誇りです。皆さんも一緒
に頑張りましょう。 
  篠栗中学校は、昨年度からボランティアにも
力を入れています。ボランティアサービスの略で
ある「VS局」を中心に、小学校への出張あいさ
つ運動や、校内の清掃などを行っています。ま
た、各地域でのイベントなどに参加し、地域貢
献にも力を入れています。いつもお世話になっ
ている地域の方々や、篠栗町のために一生懸
命活動することで、「ありがとう」と声をかけても
らえ、やりがいを感じることができます。 
  皆さん、今日から始まる新しい生活、新しい
先生、新しい友達との出会いを大切にしてくだ
さい。勇気を出して声をかけ、話してみましょう。
交流を通して、世界が広がります。いろいろな自
分の可能性を信じ、意欲をもって、様々なことに
挑戦してください。困ったことがあれば、支えてく
れる先生や先輩、仲間、そして生徒会役員がい
ます。遠慮せず、何でも尋ねてください。楽しく
充実した学校生活になるように、私たちは皆さ
んを全力で応援します。 
  そして、私たちと一緒に、より良い伝統を築い
ていきましょう。在校生一同、皆さんを心から歓
迎します。 

誓いの言葉 
 

新入生代表 緒方美穂乃 
 
あたたかな春の訪れとともに、私たちは篠

栗中学校の入学式を迎えることができまし
た。本日は、このような立派な入学の会を行
っていただき、ありがとうございます。 
中学校は、いろいろな面で小学校とは違

います。学習の面では教えていただく先生も
教科ごとに変わりますし、新しい教科も増えま
す。勉強も難しくなりますが、一生懸命にがん
ばります。 
  中学校で楽しみなことは友づくりです。・ 
時には悩み、立ち止まってしまう時もあると思
います。そんな時には、自分たちで力を合わ
せて乗り越えていこうと思います。もし、それ
でも解決できないようなときには、先生方、保
護者の皆様方、力をお貸しください。 
  最後になりますが、先生方、これからお世
話になります。よろしくお願いします。 
  私たち新入生は、篠栗中学校の生徒とし
ての誇りをもち、実りある中学校生活を送り
たいと思います。 


