
新学期が始まりました 
新入生誓いのことば 

 
 

暖かでやわらかな春の日差しが心地よい時期

になりました。いよいよ待ちに待った新しい学期

がはじまりました。 

生徒たちは、新しい学年、新しい学級、新しい

先生、新しい友だちに出会い、希望に胸をふくら

ませていることでしょう。私たち教職員も、気持

ちを新たに子どもたちと充実した時間を共に過

ごしていきたいと思います。 

さて、本校は日常の指導として子どもたちに、

褒め合い（褒め愛）、許し合い（許し愛）、認め合

い（認め愛）の３つの姿の育成をめざし、日常の

生活に五つの心「日常五心」として心を耕してい

ます。 

【日常五心】 

一、「ありがとう」という感謝の心  

一、「はい」という素直な心  

一、「お陰様」という謙虚な心  

一、「私がします」という奉仕の心  

一、「すみません」という反省の心   

 

本年度も継続して取り組んでまいります。 

入学式  

４月８日（金）、 

第７６回入学式を 

行い、２５４名の 

新入生を迎えまし 

た。 

新入生は緊張の 

中、一人ずつ名前 

を呼ばれ、返事をしました。 

今後、新入生が仲間と共に健やかな成長を遂げる

ことを期待しています。 

新入生代表の誓いのことばを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

古賀中学校だより 
令和４年４月１４日 NO.１ 
古賀市立古賀中学校 
校長 今 橋  修 

生徒数：７９５名 

１ 年 生 ２ ５ ４ 名 

２ 年 生 ２ ７ ８ 名 

３ 年 生 ２ ６ ３ 名 

  ６ ２ 名 

 

心を耕す五つの心 感謝の心 素直な心 謙虚な心 奉仕の心 反省の心 

古賀中学校 facebook 

暖かな春の訪れと共に、私達２５４名は古賀中学校の

新入生として、無事に入学式を迎えることができました。 

本日は私達のために、このような立派な式を挙行して

いただき本当にありがとうございます。新入生を代表し

て、心よりお礼を申し上げす。 

先日私達は、６年間慣れ親しんだ学び舎を巣立ち、人

生の新たなステージへと歩き始めました。そして今日、

たくさんの希望と少しの不安を胸に、この古賀中学校の

門をくぐりました。小学校より学ぶ教科も増え、定期考

査も始まります。教科ごとに教えてくださる先生も違う

と聞きました。また、たくさんの新入生が楽しみにして

いる部活動も始まります。これまでとは違った生活にと

てもワクワクしています。 

中学校生活を始めるにあたり、私には３つの目標があ

ります。１つめは努力することです。中学校では算数が

数学になるなど、勉強も難しくなると聞きました。小学

校の時よりも、悩んだり考えたりすることが多くなると

思います。そんな時は諦めずに、先生方や先輩方に教え

ていただきながら、ひとつずつ乗り越えていこうと思い

ます。２つめは生涯付き合える友人や仲間をつくること

です。勉強、部活動、行事等の、体験や時間をとおして、

励まし合ったり助けあったりしながら本音で話し合える

友人や仲間をつくりたいと思っています。３つめは楽し

んで生活することです。今しかない３年間。充実した生

活を送れるよう、勉強も好きなことも手を抜かず、全力

で取り組みたいと思っています。周りの人と協力し合い

ながら、笑顔あふれる３年間にしたいです。 

今日、私が新入生代表として挨拶をさせていただくに

あたり、多くの方々の支えがありました。心から応援し

てくれる友人。ご指導くださった先生方。その方々の思

いを大切にし、私自身、責任をもって充実した中学校生

活を送れるよう精一杯頑張りたいと思っています。 

今日からお世話になる校長先生を始め、諸先生方、先

輩方、分からないことがたくさんあり、ご迷惑をおかけ

することもあると思います。その時は優しく、時には厳

しくご指導いただけると嬉しいです。 

最後になりましたが、これからは古賀中学校の生徒と

しての自覚をもち、規律やマナーを守り、勉強や部活動

に励むことをお約束します。また、先輩方が築いてこら

れた古賀中学校の伝統を引き継ぐと共に、新たな伝統を

築いていけるよう努力することを誓います。 

新入生代表 古賀東小学校卒業 松本 実夏 

 



「いじめは絶対に許さない」「子どもたちを守る」

という強い意思のもと、本校では、いじめ防止対

策委員会で、次の３点を基本理念として「いじめ

防止基本方針」を策定し、いじめ根絶に取り組ん

でいます。 

学校と家庭と地域が一体となって「いじめ」の

根絶に取り組むことが大切です。今後とも学校の

取組へのご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

学割証とは、ＪＲ各社が指定した学校の学生・

生徒が、片道１００キロメートルを超える区間を

乗車する際に、運賃が割引になる制度です。 

学割証の発行は、事前に保護者の方に「交付願」

をご記入いただいた後、事務室で行います。交付

願を受理してから学割証を発行するまでに、１週

間程度時間がかかりますので、学割証の発行をご

希望の方は、日程に余裕をもって交付願を提出し

てください。（交付願は事務室に備え付けていま

すので、必要な方は事務室までご連絡ください。） 
 

 

 

◇４月２３日（土）は土曜日の授業を行います。 

保護者の皆様のご参観を心からお待ちしていま 

す。後日、お知らせを配布いたします。 

◇本校では、原則毎週水曜日を定時退校日に、日曜

日と水曜日を部活動休養日に定めています。 

◇部活動生の完全下校は５時間の日は１８：００、

６時間の日は１９：００です。 

氏 名 本校在籍 転出先 

島居 隆浩校長先生 ３年間 古賀市教育委員会へ 

伊丹 晶子教頭先生    ２年間 篠栗北中学校へ 

松本 秀樹先生 ６年間 粕屋中学校へ 

大庭 秀樹先生 ５年間 退職 

西脇 康一郎先生 ６年間 篠栗中学校へ 

川島 英人先生 ３年間 福岡市立照葉中学校へ 

清水 秀樹先生 ７年間 古賀東中学校へ 

榊原 文絵先生 ４年間 糸島市立二丈中学校へ  

川口 優喜先生 １年間 宇美中学校へ 

香川 陽子先生 ３年間 花見小学校へ 

氏 名 教科等 前任校 

今橋 修 校長先生 保健体育 福津市立福間中学校から 

井上 久子教頭先生 英語 古賀市教育委員会から  

金田 佳久先生 英語 粕屋中学校から 

溝口 洋子先生 国語 古賀北中学校から 

指方 裕美先生 英語 古賀北中学校から 

市倉 玲子先生 英語 新規採用教諭 

月川 周悟先生 数学 新規採用教諭 

木本 敦也先生 理科 新規採用教諭 

西島 順子先生 社会 新規採用教諭 

古本 絢音先生 国語 新規採用教諭 

北村 雄馬先生 理科 新規採用 

大塚 聡之先生 通級指導 新宮東中学校から 

上堀内 みさき先生 事務 新規採用主任主事 

倉掛 小竹先生 給食事務 小野小学校から 

①いじめは、人として決して許されない行為です。
しかしながら、どの生徒にも、どの学校にも起こ
り得ることから、学校、家庭、地域が一体となっ
て、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に
取り組みます。 

②いじめ問題への取組にあたっては、校長のリーダ
ーシップのもと、学校全体で組織的な取組を進め
る必要があります。とりわけ、「いじめを生まない
土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育
活動の在り方と密接にかかわっており、すべての
教職員が日々実践していきます。 

③いじめられている生徒の立場に立ち、その生徒の
心の痛みをしっかりと親身になって受けとめ、最
後まで守り抜くという姿勢を貫き、いじめ問題を
解決していきます。 

１３日（水） 
学級写真撮影 

発育測定 

１４日（木） ３年生クラスマッチ 

１５日（金） 
２年生クラスマッチ 

体育会選手決め 

１９日（火） 全国学力・学習状況調査（３年生） 

２０日（水） 
１年生心臓検診 

尿検査（～２２日） 

２１日（木） 地震・津波避難訓練 

２２日（金） 部活動発足式 

２３日（土） 

土曜日の授業   

交通安全教室 

※全学年弁当、代休は５月２日（月）

となっています。 

２５日（月） 

体育会ブロック結団式 

※体育会は５月１４日（土）を予定し

ています。 

２６日（火） 体育会学年練習 

２７日（水） 
体育会全体練習 

中央専門員会 

２８日（木） 体育会全体練習、学年練習 

退職・転出の先生方 

転入の先生方 

「学割証」についてのお知らせ（事務室から） 古賀中学校「いじめ防止基本方針」 

４月の主な行事 
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