
 

 

 

 

 

令和２年度の定期異動により、以下の職員が退職・転

出、転入されました。退職・転任された先生方本当に今ま

で神埼中学校のために尽力いただき、ありがとうござ

いました。今後のご健勝ご多幸をお祈り申し上げます。 

また、新しく転入して来られた先生方、「ようこそ、神

埼中へ、心から歓迎致します」保護者や地域の方々の期

待に応えるべく、頑張る先生方ばかりですので、今後も

神埼中学校へのご支援・ご協力よろしくお願いします。 

教職員の定期異動をお知らせします 

 転出職員（赴任先）  転入職員（前任校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月９日(木)に、令和２年度第６３回神埼中学校入学式

を行いました。新型コロナウイルス感染防止のため、来

賓や在校生は、参加せず、保護者の皆様も２階より見て 

 

 

 

 

 

 

いただく式となりました。 

今年度は、新入生１４６名が期待に胸をふくらませて入 

学しました。例年にない特別な式になりましたが、出来た

ことを喜びたいと思います。入学生には、早く中学校に

慣れ、様々な経験をとおして人生の基礎を築いてほし

いものです。 

 入学式で、私は新入生に次のような話をしました。一

部掲載します。 

 入学に当たり、皆さんに心がけて欲しい二つのことをお話しした

いと思います。 

 まず一つ目は、『生きる力を身につけよう。』ということです。君

たちは、中学校を卒業すれば、義務教育を修了します。すなわち、社

会に出て働くことが可能になります。社会で生きることは大変です。

しかし、人は生きねばなりません。その為の力を中学校までに身につ

けることこそ義務教育の使命です。 

 勉強にも、部活動にも一生懸命取り組んでください。今できないこ

とも時間が経てば出来るようになります。継続することを意識して

ください。自分の将来について考えてください。自分の好きなことや

将来の自分のやりたいことを思い描いてください。 

 想いが行動につながり、行動が夢の実現につながる道です。この道

を経験し、自信を付けてください。皆さん一人一人に素晴らしい力が

あるし、それに気づき、それを磨いていく人はきっと立派に生きてい

けると思います。生きる力をつけてください。 

二つ目は、『心豊かな生徒になろう。』ということです。この原点

は、思いやりの心です。人の心の痛みがわかる、思いやりのある人間

であってほしいと思います。 

相手の立場になって考え、行動できる人。相手がいやがることを言

わない、しない。もし間違った時には素直に、「ごめんなさい」とい

える人。人が一生懸命やっている姿に心から賞賛できる人。人が失敗

した時に、決して笑ったりせず、応援できる人。そんな人は心豊かな、

魅力的な人だと思いますし、カッコいいな、と先生は思います。 

そのためにも、自分に自信を持ってください。君たちは素晴らし

い、と校長先生は思っています。日々、一生懸命に生きること自体が、

大変に価値のある素晴らしいことです。 

優しい心で周りの人に接する人の姿は余裕を感じ、魅力的です。そ

の為にも思いやりの心を持って生活してください。心豊かで自分の

周りの人に感謝できる人になってほしいと思います。 

  「生きる力を身につけよう」「心豊かな生徒になろう」の２つの目標

神埼中だより 令和２年度  
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『純美』 

１ 権藤 康裕 統括統括事務長
（中原中） 

２ 藤原 孝昭 教頭 
  （鍋島中 副校長） ※保健体育 

３ 野田 英樹 指導教諭 

（白石中 教頭）  ※社会 

４ 今村三和子 教諭 

 （退職 生活支援員）※保健体育 
５ 光富 直人 教諭 

  （退職 福岡県講師） ※数学 

６ 亀川ひとみ 教諭 

  （松梅中） ※国語 

７ 馬郡 雅也 教諭 
  （上峰中） ※理科 

８ 吉田 聡美 教諭 
  （基山中） ※英語 

９ 材木  定 講師 
  （川副中） ※美術 

10徳安サナエ 養護教諭 
  （退職） 

11橋間 和隆 事務主任 

(大和中 事務長) 

１２平川 達也 生活支援員 

(退職) 

13米谷 和彦 特別支援教育支援員 
  （脊振小） 

１４梅田 裕子 特別支援教育支援員 
  （退職） 

１５メディ・アヤッド ＡＬＴ 

  （福岡県内の中学校） 

１ 原田 浩臣 教頭 
（田代中）  ※社会 

２ 吉丸 祐太 事務長 
  （鳥栖工業高） 

３ 原口 直哉 教諭 
  （附属中） ※国語          

４ 佐藤 晴一 教諭 
  （三田川中） ※美術 

５ 三好 諒子 教諭 
  （基山中） ※英語 

６ 平島 健太 教諭 
  （田代中）※社会 

７ 坂下 史明教諭 
  （新採） ※理科 

８ 柿本 恵里 教諭 
  （新採） ※保健体育 

９ 名古屋有美子 養護教諭 
  （附属中） 

10 宮崎あかね 主事 
  （神埼小） 
11 江藤  純  先生  

  （鳥栖中） ※数学  

12池田淳子 先生 
  （東脊振中） ※音楽 
13佐保 文明 初任者指導教諭 
  （新任） ※保健体育 
14中牟田理恵 初任者指導教諭 

   （新任） ※理科 
15石松美佐子 養護教諭補助 

 （諸富中） 

16今村三和子 生活支援員 

   (神埼中) 

17田中 美希 特別支援教育支援員 

   (新任) 

１８ジェシー・バロヤ ＡＬＴ 

  （新任） 

学校教育目標は      「純美にして ファイトに富む学校 」 

      ～生きる力を身につけ、自ら未来を切り拓く生徒の育成～ 
 

① 自分も他人も大切にする優しい生徒 ②  心豊かな生徒 

③ 何事にも本気で取り組む生徒     ④  根気強く努力できる生徒 

⑤ 主体的に行動する生徒         ⑥  集団規範が身についた生徒    

 

< めざす生徒像 > 

令和２年度 第６３回入学式 



＜お知らせ＞ 

を示しました。日々の生活で意識してほしいと思います。 

今日の感激を忘れず、中学生として毎日の生活に頑張ってくださ

い。君たちの未来は君たちのものです。どんなこともできます。その

志を常に意識し、日々努力を続けさえすれば・・・君たちの努力に期

待します。 

 

 

 

 

 

                             

 

 今年度も、始業式・入学式で、頑張ってほしい生活目標

を、神埼中学生の対応（略して神対応）として、示しまし

た。 

＜神対応１ 時を守る＞ 

時を守る とは、相手を尊重することです。それに

より自分が信用してもらえます。 実践してほしいこと

は、全ての予定時間の５分前に姿勢を正し、心を静

め、開始を待つことです。 

 ＜神対応２ 場を清める＞ 

 場を清める とは、掃除をすることです。掃除をする

ことで、気づく人になれます。心を磨けます。謙虚にな

れます。感動の心が育ちます。感謝の心が芽生えます。

実践してほしいことは、足下のゴミを拾うこと、無言清

掃に熱心に取り組むことです。 

 ＜神対応３ 礼を正す＞ 

 礼を正す とは、あいさつをすることです。元気な

返事をすること、そのことで人間関係が良くなりま

す。実践してほしいことは、相手が聞こえるような声

で元気よく挨拶や返事をすることです。 

 この３つは社会人になっても重要なことですので、中

学生時代に必ず身につけさせたいと考えています。ご家

庭でも確認してください。 

 

○授業参観並びにＰＴＡ総会・バザーについて 

今年度も、授業参観並びにＰＴＡ総会を５月 9日（土）に予

定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止

のため、中止とさせていただきます。授業参観は後日行い

ます。ＰＴＡ総会につきましては、書面審議によって議案の

議決等を行うようになります。 

また、例年この時期に行っておりましたバザーにつきま

しては秋に実施するようになりました。ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いします。 

〇 はなまる連絡帳（学校情報配信ツール）登録

のお願い 

はなまる連絡帳は、学校の行事予定やお知らせを知

ることができる情報ツールです。詳しい使用方法は、事

前に配布しております文書をご確認ください。また、不

明な点があれば、学校にお気軽にお問い合わせくださ

い。ぜひとも登録をお願いします。 

〇 新型コロナウイルスについて 

 日本中で猛威を振るっているコロナウイルスのた

めに、４月２１日～５月６日まで休校となりました。

全国的には、児童生徒の感染も報告されています。 

 生徒には、４月２０日の帰りの会の放送で、「自分自

身そして自分の大切な人を守るために、できる限りの

外出の自粛をしてください」と話しました。 

 今、自分がすべきこと、しなければいけないことを

子どもと話し合っていただくようにお願いします。 

 ３密（密閉・密集・密接）の防止。マスク、手洗い

消毒等の徹底など感染防止に努めてください。 

  ５月７日に元気な生徒たちと会えることを楽しみ

にしています。 

＜心の泉＞ 日常の五つの心 

１ 「はい」・・・・・・ 素直な心 

２ 「すみません」・・・ 反省の心 

３ 「おかげさま」・・・ 謙虚な心 

４ 「私がします」・・・ 奉仕の心 

５ 「ありがとう」・・・ 感謝の心 

  

 

 

 

 

 

 

5月 03日（日）祝 憲法記念日 

   4日（月）祝 みどりの日 

5日（火）祝 こどもの日 

6日（水）振替休日 

7日（木）課題テスト①②③校時 

8日（金）課題テスト①②校時 

12日（火）2年クラスマッチ②③④校時 

13日（水）3年クラスマッチ②③校時 

15日（金）１年心臓検査 ＱＵテスト 

  17日（日）第３日曜日  

  18日（月）3年生内科検診 

  19日（火）2年生内科検診 腎臓検診（1次） 

  20日（水）全校集会 

22日 (金) 学級討議  １年生安全教室 

26 日 (火) 1年生内科検診 中学生サミット 

教育相談 （～6月 4日） 

   27日(水) 生徒集会 3年生耳鼻科検診（前半） 

       職員会議 

28日(木）3年生耳鼻科検診（後半） 

29日(金）英語検定 

神埼中学校生徒の重点目標 
     (神 対 応) 
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