
 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度スタート 始業式  
 4月 7日（水）、令和 3 年度の始業式を実施しました。学校には、

久しぶりに生徒たちの笑顔が戻り、活気あふれる一日となりました。 

 生徒代表の新学期の決意（要約裏面）では、新 2 年生代表寺﨑有

里さん、新 3 年生代表濱﨑陽奈さんから「しっかり目標をもって充

実した日々を過ごしたい。」という思いが語られました。また、生

徒会代表小嶋友朗くんは、「本年度の生徒会スローガン『星笑（せ

いしょう）』を実現させ、篠栗中学校を笑顔あふれる学校にしてい

きましょう。」と呼びかけました。 

 私からは、新年度のスタートにあたり、「目標・計画・実行に取

り組んでほしい。」と伝えました。この言葉には、「単に夢や希望を

語るだけでなく、その実現に向けた明確な計画を立案し、その計画

を実行する上で、軌道修正を確実に行うことが大切である」という

意味を込めています。中学生であっても、P(Plan)、D(Do)、C(Check)、

A(Action)のサイクルを身につけて 

ほしいという願いです。これから 

始まる令和 3 年度が一人一人の生 

徒にとって充実した日々になるこ 

とをしっかりと応援したいと考え 

ています。 

 

～ 離任者・赴任者の紹介 ～ 

 令和 3 年度の人事異動に伴い、本校を離任される先生、そして、

本校に赴任される先生を紹介いたします。 

【本校を離任される先生】 

氏  名 在校期間 異動先 

松本 修 校長 1 篠栗北中学校 

品川 清 先生 3 退職 

須藤 豊 先生 6 古賀北中学校 

江藤 文彦 先生 6 須恵東中学校 

山下 圭介 先生 3 学業院中学校 

砂田 幸貴 先生 6 宇美中学校 

日高 夕佳 先生 2 前原中学校（初任者） 

柴田 麻衣 先生 1 福間中学校（初任者） 

西川 昂平 先生 1 和白丘中学校（初任者） 

尾之上卓人 先生 3 ヶ月 苅田中学校（初任者） 

村田 志織 先生 2 二日市中学校 

中村 英人 先生 10 ヶ月 金田義務教育学校 

永岡 和則 先生 10 ヶ月 志免中学校 

在校期間に長短はありますが、本校生徒へのご指導、本当にあり

がとうございました。新しい職場でのご活躍を祈念いたします。 

 

【本校を赴任される先生】 

氏  名 教 科 前任校 

古橋 透 校長 英 語 宇美中学校 昇任 

藤岡 優治 先生 社 会 新宮中学校 

田村 啓 先生 社 会 那珂川北中学校 

城戸 良仁 先生 英 語 志免東中学校 

山本 光一郎 先生 保健体育 新規採用（初任者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉村 友里 先生 国 語 新規採用（初任者） 

堀内 郁穂 先生 英 語 新規採用（初任者） 

中西 優子 先生 数 学 粕屋中学校 

吉野 公太朗 先生 理 科 新規 

渡邊 尚 先生 理 科 新規 

宮本 勇大 先生 保健体育 宇美小学校 

木村 大介 先生 保健体育 春日南中学校 

蔵田 ひかる 先生 英 語 私立飯塚高校 

桃崎 涼子 先生 美 術 新規 

石田 陽介 先生 美 術 新規 

津島 奈々 先生 Ｓ Ｃ  

新しい環境に早く慣れ、生徒たちの学びを共に支えていきましょ

う。よろしくお願いします。 

 

入学式 ～集う 211 名の若人～ 

４月９日（金）、保護者の皆様、ご来賓の皆様に見守られ、令和

３年度篠栗町立篠栗中学校第６６回入学式が挙行されました。今年

度は、新入生：２１１名を迎え、既に、４月７日（水）に１学期の

スタートを切った２・３年生：４５ 

１名と合わせ、６６２名の学びが始 

まりました。新入生皆さんの晴れや 

かな表情に、新生活にかける「やる 

気・意気込み」が表れているようで 

す。 

在校生代表歓迎の言葉では、生徒会長 中山七海さんから、「中学

校には、頼りになる先輩や皆さんをより良い方向へ導いてくださる

先生方、そして、新しい世界へと一緒に踏み出した仲間がいます。

皆さんは、安心して小学校で学んだことを生かし、自分らしく輝い

てください。今日から始まる新しい生活（学習・部活動・体育会等

の学校行事）、先生、仲間との出会いを大切にし、勇気を出して、

いろいろなことを話しかけてください。これからどんな生活を送る

のか、決めるのは皆さんたち自身です。明るく充実した未来を一緒

に切り開いていきましょう。」と新入生への激励が語られました。 

新入生代表の言葉では、新入生代表 平池謙真くんより、「小学校

で学んだチャレンジすることや友達の大切さを生かし、中学校では、

それぞれの夢や目標に向かって一生懸命に努力していきます。その

ためには、先生や友達の話にしっかりと耳を傾け、自分の考えを発

信していくことで学びを深めていきます。新しい学級では、辛いこ

とや苦しいことがあっても、共に助 

け合い、励まし合い、強いきずなを 

作っていきます。そして、より良い 

篠栗中学校を作る一員となっていき 

ます。」と決意が語られました。 

 

【保護者・地域の皆様へ】 

本年度の入学式は、コロナ禍の影響を受け、会場の変更や参加

者の人数制限等様々な変更を行うこととなりました。急な変更で

はありましたが、柔軟にご対応いただき、無事に入学式を終える

ことができました。本当にご協力ありがとうございました。 

〈 裏面に続きます 〉 

令和３年４月１４日 Ｎｏ１ 

篠栗町立篠栗中学校 

校 長 古 橋  透 

生 徒 数 ６６２名 

１年生 ２１１名 

２年生 ２２９名 

３年生 ２２２名 

 

校 訓 

『智』『想』『誇』



本校は、本年度、特に「笑顔」があふれる教育を進めていきた

いと考えております。そのためには、生徒たち一人一人が「でき

た・わかった」を実感できる学習の場、誰一人取り残さない心に

寄り添う人間関係づくり、支えられ・支え合う居心地のよい学級

づくりに邁進していきたいと考えています。 

今後とも本校教育活動への、ご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

 

始業式の決意発表（要約） 

 

２学年代表 寺﨑有里 さん 

２年生が頑張りたいことは、３つあります。 

 一つは、学習です。２年生になると勉強は、難しくなります。だ

から、色々な人と勉強する機会を大事にします。勉強方法の交流を

通し、互いに学び合うことで学力をつけることはもちろん、仲を深

めるきっかけとしたいです。 

二つは、修学旅行です。修学旅行では、班で行動することが増え

ます。また、民泊では、自分たちでいろいろなことを解決すること

になります。そのため、日ごろから班で協力し、団結力を身につけ

たいと考えます。 

三つは、先輩としての行動です。私たちも１２日(月)以降、先輩

として学校生活や部活動の場面で１年生の手本となる必要があり

ます。校則を守るなど当たり前のことが当たり前にできるように頑

張りたいと考えています。 

 

 

３学年代表 濱﨑陽奈 さん 

３年生の目標は、２つあります。一つは、最高学年として下級生

のお手本となる行動を取ることです。昨年、私たちは、修学旅行の

取組やクラス対抗バレーボール大会等で仲間と協力すること、互い

にコミュニケーションを取ること、相手のことを考えて行動するこ

との大切さを学びました。 

しかし、その反面、メリハリがついていないこと、２分前着席が

できていないこと等の課題も把握できました。これらの課題を改善

し、１・２年生の手本となる学年にしていきたいです。 

二つは、進路の目標に向かって努力することです。そのためには、

苦手なことや難しいこともあきらめずに努力し、どんな進路に進み

たいか自分自身を見つめ直し、自分に合った進路をみつける必要が

あります。一人一人が自身の目標をしっかりと定め、それに向かっ

て全力で取り組める学年になりたいです。そして、１年後には、「充

実し楽しかった」「篠中生としての誇りをもって卒業できた」と自

信を持って言えるような学校生活を送りましょう。 

 

 

生徒会代表 小嶋友朗 くん 

新２年生の皆さん、この１年間で学んだことを更に生かしていき

ましょう。後輩が入ってきます。先輩としての自覚と責任をもって

一緒に頑張りましょう。 

新３年生の皆さんは、いよいよ最後の学年です。勉強はもちろん

残り僅かな部活動や学校行事等、悔いが残らないように私たち自身

でもりあげていきましょう。 

今年度の生徒会スローガンは、『星笑〈せいしょう〉』です。これ

を実現させ、篠栗中学校を笑顔溢れる学校にしていきましょう。特

に、体育会では、ブロックを中心に取り 

組みが進みます。新型コロナウイルス感 

染対策をしっかりと行い、みんなで成功 

させましょう。 

 

 

新生活のスタートは 

あいさつと靴箱の整理整頓から 
本校では、4月 12日(月)より、全学年が登校を始めています。 

朝のあいさつも、清々しく自分から率先して挨拶ができる生徒が

増えています。登校指導の見守り 

隊の方々も本校のあいさつの状況 

が年を追うごとに良い状況に代わ 

っているとお褒めの言葉をいただ 

いています。素晴らしいことです。 

 また、今日は本校の生徒昇降口 

の様子を紹介します。右の写真を 

ご覧ください。このようにどの学 

年も、きれいに靴がそろえられて 

います。これが、篠栗中学校の当 

たり前となっていることをとても 

うれしく思います。この状況を見 

て、次の資料を思い出しました。 

意識を持つと色々なところで心を磨くことができるようです。 

〈 思い出の資料 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4・5 月の主な行事

等 

【４月】 

１９日（月）学力分析テスト（全学年） 

２１日（水）学級写真撮影、 

２２日（木）心臓検診（1学年）、弁当持参（全学年） 

２３日（金）歯科検診、代議・専門委員会 

２４日（土）体育会ブロック結団式、ＰＴＡ総会 

３０日（金）24日代休日 

【５月】 

  １１～１３日（火～木）尿検査（一次） 

１５日（土）体育会（体育会予備日：１６日（日）） 

１７日（月）体育会代休日 

  １９日（水）内科検診（１学年） 

２１日（金）内科検診（２・３学年） 

２５～２７日（火～木）尿検査（二次） 

２６日（水）耳鼻科検診 

２７日（木）全国学力・学習状況調査（３学年） 

※ 本校では、原則月曜日を定時退校日・部休日としていました。

しかし、９月末までは、５０周年記念体育館が利用できないた

め（新型コロナウイルス感染症への予防接種会場）、全校一斉

の対応ができない状況です。各部の練習計画等を確認の上、部

休日の把握をお願いします。 


