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                                平成２９年４月２５日 

                             福津市立福間東中学校 

                                学校通信  第１号 

  【夢・努力・豊かな心】                                文責教頭 村山 正治 

 

 平成 29 年度もスタートを切り、3 週間が経ちま

した。コミュニティースクールとしても 7 年目を

迎え、学校・地域・家庭の協働のもと、年々子ど

もたちの学力や体力に向上が見られるようになり

ました。本年度も「より高い目標を目指して取り

組む生徒」の育成をテーマに全職員・全生徒が心

を一つにして、福間東中学校での学習や生活等を

一歩ずつ前進しながら歩んでいきたいと思っています。 

さて、本校の校訓は、「夢・努力・豊かな心」です。将来の「夢」を持ち、その「夢」

の実現のために、チャレンジし「努力」していく中で、人とふれあい、自分や他人の良さ

を知る心、他人を思いやる心、違いを認め尊重する心、命を尊重する心、正義感や公正さ

を重んじる心、また自然や美しいものに感動する心など「豊かな心」が育っていけたらと

思います。うれしいことに、今年 1 月に福間東中学校は、１１００を超える県内小中学校 

の中から「豊かな心」部門で優秀校表彰を受けました。地域貢献活動（ボランティア）が

大きく評価されての受賞です。本年度は更にモラルの向上にも取り組んでいきます。 

 

今年度、生徒会からは、「東中と言ったら、ボランティアと言われるくらいに、ボラン

ティア活動に全力で取り組んでいこう」と全校生徒に呼びかけがあり、先週木曜日の生徒

集会で、全校生徒参加のボランティアオリエンテーションが開かれました。昨年、校内の

教室の一室に、地域連携室も設けられ益々ボランティア活動が活発になりそうです。各ク

ラスには、ボランティア係も新たに決められ、生徒の手による真のボランティア活動がス

タートを切りました。より高い目標を目指して、今年度はどんな活躍が見られるか、大い

に期待したいと思います。 

 

 

  

４月１５日（土）に PTA 総会が行われました。本年度、 

本部役員をしていただく方を紹介します。 

会長  松尾裕一郎さん 書記  宮原 栄介さん 

副会長 占部 洋子さん 総務  鶴岡 恭子さん 

母代表 竹本 真代さん 総務  南條 洋子さん 

会計  梶木佳代子さん 総務  大薗 隆光さん 

書記  北園 力さん  

 １年間よろしくお願いします。 

より高い目標を目指して・・・。 

29年度 本部役員さんの紹介 
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ALT:英語指導助手 

SC:スクールカウンセラー 

SSW：スクールソーシャルワーカー 

               の略です。 

 

 

本年度、このスタッフでがんばります。よろしくお願いします。 

 

 

 

４月 ２５日（火） 家庭訪問開始～5/2 まで 

   ２６日（水） PTA 企画運営委員会 

５月  ９日（火） 第 1 回学校運営協議会 

   １１日（木） 体育祭全体練習開始 

   １３日（土） 宗像区 PTA 連合会総会 

   １４日（日） PTA 除草作業（８：００～） 

   １６日（火） 子育てサロン「とことこ」 

   ２０日（土） 第３９回体育祭 

   ２２日（月） 体育祭代休 

   ２３日（火） 教育実習開始 

   ２４日（水） 耳鼻科検診（１年） 

２５日（木） 眼科検診 

３１日（水） 内科検診（2 年 2 クラス 3 年 1 クラス） 

 氏  名 教科 部 活 動  氏  名 教科 部 活 動 

校長 猪股 清貴 国語  3-1 村瀬 聖二 数学 バスケット 

教頭 村山 正治 保体  3-2 大西富志子 国語 美術 

主幹 國廣 信弥 理科 サッカー 3-3 吉武 大地 理科 卓球 

1-1 祝迫新一郎 技術 ソフトボール 3-4 妹尾 一良 英語 剣道 

1-2 大原 雅也 社会 バスケット ３副 馬場 修二 保体 バレーボール 

1-3 藤井 諒介 数学 陸上 ３副 藤原 和子 英語 美術 

1-4 山脇 佳菜 英語 陸上 ３副 別府 生恵 音楽 吹奏楽 

1-5 杉嶋 一郎 保体 バスケット ３副 夏秋 正信 社会 陸上 

１副 池田 明子 国語 卓球 支援 高橋 伸広 数学 サッカー 

１副 守 裕代 家庭 吹奏楽 養護 井上 千恵 支援 栗原 明日香 

１副 木原 一範 英語 野球 ALT リシャール ＳＣ 木下 真子 

1 副 田中 賢太 理科 サッカー 事務 泉  晋 事務補助 重松 千夏 

2-1 立花 建人 社会 陸上 栄養士 猪山 康子 司書 長井 克子 

2-2 梶原五十鈴 美術 美術 用務員 白石 肇 用務員 高田 清 

2-3 陣内 良輔 理科 野球 SSW 中村 光一 補助 明智 穂波 

2-4 日笠 純美 英語 バレーボール 研修 占部 真澄 研修 大庭 玄一郎 

特学 田村 俊雄 国語 剣道 

２副 安藤 瑞穂 保体 ソフトボール 

２副 松永有紀子 国語 ソフトボール 

２副 豊福 峻央 数学 バレーボール 

２９年度 東中スタッフの紹介 

今後の予定 

★４月２５日から家庭訪問で

す。よろしくお願いします。 

★５月８日（月）から完全下校

時間が１９：００になります！ 

（7 月 19 日までこの時間です） 

★学校メール登録お済です

か？ 

現在、約４００名の登録がなさ

れています。あと、数十人です。

簡単に登録できますので、登録

をお願いします。用紙がない方

は、お子様に伝えてください。

⇒教頭まで・・・。 


