
【新２年生、新３年生の生徒の皆さん、保護者の皆さまへ】

令和２年度が始まりました。まずは、進級おめでとうございます。
本校校長４年目になります船津聡哉です。保護者の皆さま、地域の皆さま、

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、３月から新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として臨時休校と

なりました。そのため卒業式は規模を縮小した式典となり、修了式も中止とな
りました。この臨時休校期間中は、生徒の皆さんはもちろん、保護者の皆さま
も不安や心配ばかりで、生活リズムや気持ちを不安定にするものだったのでは
ないかと思っております。先が見えず、まだまだ落ち着かない不安な毎日が続くと思いますが、
学校における安心安全を第一義に考え、可能な限りの取組と配慮をしていきたいと思っており
ますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

昨年度もお伝えしましたが、私は本校を子どもたちにとっては「行きたい学校」、保護者・
地域の皆さまにとっては子どもを「あずけたい学校」、そこに働く教職員にとっては「勤めた
い学校」にしたいという願いがあります。子どもたちを中心として、われわれ教職員が、家庭
・地域の皆さんと共に、明るく前向きに知恵を出し合い、協力して教育活動を展開していけば、
きっと本校の歴史と伝統をさらに発展させることができると考えています。 私ども教職員は
「チーム小郡中」として、学校教育目標『志をもって自ら学び考え、心豊かにたくましく生きる生徒
の育成』を目指して、全力で取り組んでまいりますが、教職員の力だけではとうてい実現でき
るものではありません。地域や家庭の皆さまのお力添えが、ぜひとも必要です。
どうぞ、保護者の皆さま方、地域の皆さま方も、「チーム小郡中」の一員として、ご支援を賜
りますようお願い申しあげます。

〈本日も本来ならば始業式を行うところですが、感染リスクを抑えるために中止となりまし
たので、この学校だよりを始業式の式辞とさせていただきます〉

新学級と担任の先生の発表もあり、期待や新しい学級で大丈夫だろうかと少し心配もあるか
もしれません。ただ、今日の日を迎えられた喜び、緊張、決意を忘れることなく、実り多い学
校生活を送ってほしいと願っております。

本年度のスタートにあたり、生徒の皆さんに意識していただきたいことを２つ伝えます。
３月に修了式も行えず、出校日というかたちで通知表をお渡ししました。その日に学校だ

より９４号を担任の先生から配布していただいたわけですが、読んでいただけたでしょうか。
前生徒会長の長田さんが卒業式の答辞の中で「仲間と関わり、つながりをつくってほしい」
ということを後輩のみなさんに残したことを載せていました。
ひとつは、その先輩たちの激励と期待を胸に小郡中の歴史と伝統を受け継ぎ、発展させてい
ってほしいということです。特に先輩たちが大切にしてきた「仲間と関わり、強いつながり
をつくる」ことを意識して生活をしていただきたいのです。それを意識しながら、学習や部
活動そして学校行事等のすべての教育活動をがんばってほしいと思っています。

もうひとつは、非認知能力を育ててほしいということです。
まず認知能力とは、学力テストなどで計測される力のことです。わかりやすく言いますと

「学力」ということです。

小郡市立小郡中学校 令和２年４月２１日

小郡中学校だより
第９５号

校長 船 津 聡 哉

学校教育目標 ～ 志をもって自ら学び考え、心豊かにたくましく生きる生徒の育成 ～

令和２年度の出発にあたり 本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

『仲間との強いつながり』『非認知能力を育てる』を意識した１年間にしよう



では、非認知能力とは何か？ 非認知能力とは認知能力「学力」以外の力ということです。
具体的に伝えますと、「粘り強い」「がまんする」や「やる気がある」「うまく対応する」、「自
分で自分を落ち着いて見つめる」など…そんな人間の気質ということになります。非認知能
力はまだまだたくさんあり、挙げればきりがないのですが、この非認知能力は認知能力「学
力」を伸ばすにも圧倒的に大切な能力といわれています。本年度はこの非認知能力を育てる
ことを意識していただきたいのです。特に「やり抜く力」「自分をコントロールできる力」を
伸ばすことを生徒の皆さんには意識して生活してほしいと思っています。

本年度も教室の前に「学校教育目標」や「重点目標
(みんなで意識していきたいこと)」を掲示しています
ので、ぜひ確認をしておいてください。

最後になりますが、期待と不安を胸に新１年生が入
学してきます。先が見えない不安定な毎日がしばらく
続くと思いますが、上級生として温かく迎えてあげて
ください。そして、この１年、健康に気を配り、２年
生・３年生でしっかりリードして、小郡中の新しい歴
史を刻んでください。共にがんばりましょう。

４月６日に離任式及び赴任式を行う予定でしたが、臨
時休校となり実施することができませんでした。また、
離任式や赴任式そして入学式も小郡市内の小・中学校は
中止することになりましたので、この学校だよりで転任
及びご退職される先生方と着任された先生方の紹介をさ
せていただきます。

転任及びご退職される先生方は、離任式で皆さんに会
えることを楽しみにしておられました。きちんとしたお
別れができずに残念ですが、生徒の皆さんと保護者の皆
さまには、ありがとうございましたとお伝えくださいと
の言葉をいただいております。小郡中学校のためにご指
導いただき、本当にお世話になりました。心から感謝し
ますとともに、益々のご健勝とご活躍を祈念します。

また、赴任された先生方には、今後のご指導をよろしくお願いします。

３年生教職員及び部活
動顧問については右表の
通りです。なお、新１年
生の出校日(入学連絡会)
を４月２８日(火)に実施
する予定ですので、全教
職員の紹介については次
号であらためてお知らせ
します。

また、部活動の方針等
も後日、この学校だより
でお伝えしますが、小郡中学校ホームページにも
掲載しておりますのでご覧ください。

今後の予定(学校行事、ＰＴＡ活動等)に関しま
しては、学校が再開しましたらご連絡いたします。

志をもって自ら学び考え、心豊かにたくましく生きる生徒の育成

学校教育目標

本年度の重点目標

『主体的に伝え つながり ともに伸びる生徒』
・自分の思いや考えを主体的に伝える生徒

・お互いを認め合い、主体的に仲間とつながる生徒

・主体的に自分（たち）の課題を解決し、仲間とともに伸びる生徒

※非認知能力の育成…【やり抜く力】【自分をコントロールする力】

転任者 転出先

光安　浩一（教頭） 宝城中学校

森田　敦子（国語） 退職

吉村　俊哉（理科・オレンジ学級） 退職

福田　勝則（理科） 三国中学校

田中　俊義（英語） 大原中学校

杉　　和洋（技術） 太陽スポーツクラブ

畑田　涼友（保健体育） 宝城中学校

岳元　和寛（数学・オレンジ学級） 大木中学校

中島あゆみ（事務）　 小郡小学校

赴任者 転入元

山村　栄揮（教頭） 宝城中学校

矢永　誠治（保健体育） 宝城中学校

野村　広義（国語） 三国中学校

池田佳大郞（理科） 大原中学校

松島　　光（技術） 大原中学校

藤上　健一（保健体育） 大原中学校

下川　優子（国語）

坂川つばめ（英語）

小森　博之（美術）

丸山　享代（事務） 小郡小学校

森田　敦子（オレンジ学級支援） 小郡中学校

３年１組担任 (数) 仲野　公美 生徒支援 (数) 米倉留美子

３年２組担任 (家) 川口　  茜 生徒指導・サポート教室 (体) 古賀　 孝一

３年３組担任 (理) 池田佳大郎 養護教諭 薦田　和子

３年副任・教務 (英) 清水　恵子 ｵﾚﾝｼﾞ学級１ (体) 光安　新次

３年副任・進路 (国) 野村　広義 ｵﾚﾝｼﾞ学級２ (国) 原　  裕子

３年副任 (体) 矢永　誠治 主幹（事務） 丸山　享代

３年副任 (社) 高良　信児 学校図書館司書 井手　由紀

校　務 上假屋淳一

職名・担任　（教科）　氏　　名

〈３年生担当職員〉

職名・担任　（教科）　氏　　名

〈全生徒に関わっていただく先生方〉

男 川口 茜
女 藤上健一

バレーボール 女 池田佳大郞
男 駒田久佳 髙良信児
女 下川優子 清水恵子
男 松島 光
女 野村広義

ソフトボール 女 仲野公美 坂川つばめ
サッカー 田中聡之 古賀孝一
野球 今熊尚紀

光安新次
小森博之 田中ゆかり
徳永淳子 井上田鶴子
森山直志 原 裕子

【令和２年度 部活動顧問割】

保健体育科を中心に全職員で

保健体育科を中心に

剣道
美術
家庭
吹奏楽
特設陸上
特設駅伝

部 活 動 名

音楽科(森山)を中心に

顧 問 名

矢永誠治バスケットボール

ソフトテニス

卓球

特設合唱

３年教職員及び部活動顧問の紹介

転任者、着任者の紹介



新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

小学校の卒業式は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、規模

を縮小した式典になり、さらには中学校の入学式も中止となりました。

今日は「入学連絡会」という形になり、盛大な入学式を実施することができま

せんでしたが、在校生ならびに教職員一同、皆さんの入学を心からお祝いし、歓迎いたします。

皆さんは、複雑な気持ちで、落ち着かないまま、今日の日を迎えたことでしょう。

ただ、この小郡中学校には、親身に相談にのってくれる先輩たち、頼りがいのある先生たちな

ど、皆さんを応援してくれる人がたくさんいます。何でも相談してください。苦しくなったら、

どんなことでも相談してください。本日から皆さんは、小郡中学校の大切な生徒です。

どうか、安心して、これから始まる中学校生活を送ってほしいと願っています。

以下、この学校だよりで入学式で新入生の皆さんに伝えたかったこと〈式辞〉を載せていま

すので、よく読んでおいてください。

〈式辞〉

皆さんの入学に際し、これからの学校生活で身につけてほしいことと大切にしてほしいこ

とを伝えます。

まず、皆さんに身につけてほしいことは二つの力です。

ひとつは、「心の力」を身につけてほしいということです。

「命を大切にする心」や「人にやさしい心」です。わかりやすく言いますと、自分を大切

にし、他の人も大切にできる心の力を身につけてほしいということです。「命」について一生

懸命考え、差別することなく、お互いに支え合う人間関係づくりをめざすことによって、よ

りよく生きる「心の力」を身につけてほしいのです。

もうひとつは、「学ぶ力」を身につけてほしいのです。

粘り強く勉強し、どの教科においても、自分で解決できる方法を考え、解決する方法につ

いて他の人に伝える力を身につけていただきたいと思います。自分が学習したことを発表し

たり、他の人に伝えたり教えたりすると、学習したことがよりいっそう高度なものとなって

自分のものとなっていきます。それが今、世の中が求めている「活用する力」を身につける

ことにつながっていくのです。

専門家の意見ですが、これからの世の中は、誰も解決したことのない問題ばかりが出てく

ると言われています。そこで必要なものが今、お伝えした「心の力」と「学ぶ力」なのです。

ぜひ、この二つの力を意識して生活していただきたいと思います。

次に皆さんに大切にしてほしいことを伝えます。

二月に実施した人権フォーラムの時に「自主」「創造」「誠実」とい

う三つの言葉を覚えておいてくださいねと伝えていましたが、覚えて

もらっていたでしょうか？

この三つの言葉は、校訓といい、創立以来、四十年間ずっと大切に

されてきた言葉で、小郡中学校の教育の基本的な考え方を示したものです。

ひとつひとつの言葉の意味は、次に示した通りですが、この校訓に込められた願いを大切に

してほしいと思っています。

校
訓自

主
創
造
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実

小郡市立小郡中学校 令和２年４月２８日

小郡中学校だより
第９６号

校長 船 津 聡 哉

学校教育目標 ～ 志をもって自ら学び考え、心豊かにたくましく生きる生徒の育成 ～

【新１年生１３２名の皆さんへ】 入学おめでとうございます！

これからの学校生活で身につけてほしいこと、大切にしてほしいこと



１「自主」…「他人の指図ではなく、自分で判断し、行動する｣

２「創造」…「自分自身で工夫して新しくつくり出す」

３「誠実」…「偽りがなく、真心をもって接する・取り組む」

新入生の皆さん、明るく元気に中学校生活の第一歩を踏み出されることを期待しています。

お子様のご入学、誠におめでとうございます。今日から大切なお子様をお預かりします。

この中学生時代の三年間に、体は大きくなり、力も強くなります。また、悩みながらも精神

的に独立しようとする、すばらしい成長と充実の時期でもあります。

本校教職員一同、お子様の成長を全力で支援して参りますが、今日の中学校教育は、学校だ

けで目標が達成できるものではありません。学校と家庭と地域が「子どもたちのよりよき成長」

に向けて、協力し合うことが、何より大切であります。

まだまだ落ち着かず、先が見えない不安な毎日が続いておりますが、学校における安心安全

を第一義的に考え、可能な限りの取り組みと配慮をしていきたいと思っておりますので、保護

者の皆様方も「チーム小郡中」の一員として、ご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

１年間、このメンバーで取

り組んでいきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

生徒の皆さん、共に頑張り、

充実した１年間にしていきま

しょう。

本校では、生徒の活躍や行事等の様子を保護者や校区内の方々にお知らせするため、学校だ

より・学年だより・交流センターだよりに生徒の写真や名前を掲載しております。また、各行

事のスナップ写真は卒業アルバムにも利用します。本人やご家庭の事情により、学校だより等

への掲載が不可の場合は、担任または学校にお知らせ下さい。

(たよりの写真については様子が判る位の大きさで、上記以外には使用いたしません)

昨年、「学習指導・生徒指導・進路指導に関わる教員の配置、奨学金の改善・拡充、学び場

支援事業の充実」のための「教育条件整備」に係る署名活動を行って参りました。

昨年も２９，２１２名(内小郡校区７，２６３名)の署名を集めることができ、市内１３のすべての

小中学校に児童生徒の学習・進路保障のための教職員定数が配置されました。改めてお礼申

し上げます。今後とも「教育条件整備」に係る取組へのご支援とご協力をお願いいたします。

「小郡中学校安心メール」で緊急連絡や学校からの様々な情報・連絡を配信していきます。

２年生及び３年生の保護者の皆さまについては、昨年度に登録していただいていれば再登録の

必要はありません。今のところ、５月７日(木)が学校再開日になっておりますが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大の状況次第では、緊急の連絡をしなければなりませんので、１年生の保

護者の皆さまは、ぜひ登録をお願いします。なお、本校のホームページでも緊急・重要なお知

らせはご覧いただけます。ご不明な点等があれば、遠慮なく中学校にご連絡をください。

校　長 (数) 船津　聡哉 ２年１組 (数) 駒田　久佳 ３年１組担任 (数) 仲野　公美

教　頭 (体) 山村　栄揮 ２年２組 (音) 森山　直志 ３年２組担任 (家) 川口　  茜

１年１組 (技) 松島　光 ２年３組 (国) 下川　優子 ３年３組担任 (理) 池田佳大郎

１年２組 (体) 藤上　健一 ２年４組 (体) 今熊　尚紀 ３年副任・教務 (英) 清水　恵子

１年３組 (英) 坂川つばめ ｵﾚﾝｼﾞ学級１ (体) 光安　新次 ３年副任・進路 (国) 野村　広義

１年４組 (社) 田中　聡之 ２年副任 (英) 井上田鶴子 ３年副任 (体) 矢永　誠治

ｵﾚﾝｼﾞ学級２ (国) 原　裕子 ２年副任・まちづくり (理) 徳永　淳子 ３年副任 (社) 高良　信児

１年副任　 (数) 田中ゆかり 養護教諭・２年副任 薦田　和子 生徒支援 (数) 米倉留美子

１年副任 (美) 小森　博之 生徒指導・サポート教室 (体) 古賀　孝一 ３年保体担当 (体) 小八木　緑

１年副任 (理) 田之上　司 ｵﾚﾝｼﾞ学級支援員 平田　直樹 主幹（事務） 丸山　享代

１年英語担当 今泉　水香 ｵﾚﾝｼﾞ学級支援員 野瀬　佳子 学校図書館司書 井手　由紀

１年国語担当 家永　りえ ｵﾚﾝｼﾞ学級支援員 森田　敦子 スクールカウンセラー 大津江里子

校　務 上假屋淳一 ｵﾚﾝｼﾞ学級支援員 野口　益美

職名・担任　（教科）　氏　　名職名・担任　（教科）　氏　　名 職名・担任　（教科）　氏　　名

【新１年生保護者の皆さまへ】 ご支援・ご協力をよろしくお願いします

教職員紹介

学校だより・交流センターだよりへの生徒の写真および名前の掲載について

「教育条件整備に関する署名」のお礼

保護者の皆さま、「小郡中学校安心メール」の登録をお願いします！


