
 
 
 
 
 
 
  

 10月 11日（月）より後期の学びに入りました。3年生は、進路先を決める時期、2年生は、新しいリーダーを
決める新生徒会役員選挙に修学旅行、1 年生は、前期終了を経て１サイクルを終え、中学校の学習およびその評
価を経験し、これからが本番というように、どの学年も自己を見つめ、「自分（または自分達）はどう在

あ

るべきか」をしっかりと考える時期になりました。季節が春・夏・秋・冬と移るように、「秋は何を頑張る？」
と自分自身に問いかけてほしいと思います。 
 始業式では、このような話をしました。 

 また、生徒代表の「新学期の決意」では、以下のような素晴らしい決意や呼びかけをしてくれました。 

後期開始！「実りの秋」「充実の秋」に自分がどう在るべきか考える 
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☺ みなさんの心や頭の中に、「もう一人の自分」をつくることを意識してほしい。 
☺ 「もう一人の自分をつくること」ということは、心理学でいう、「メタ認知」といわれ、この能力のことを 

「メタ認知能力」といいます。 
☺ メタ認知能力が高い人とは、「心や頭の中に、もう一人の自分がいて、客観的に自分自身を見る 

ことができ、自分のことをコントロールできる人」のことです。 
☺ メタ認知能力を高めるには、トレーニング方法があり、その一つが「セルフモニタリング」といって、 
   ◆起きたこと、事実に対して、 ◆その時の自分の思考、感情を言葉にして、 ◆どうすべきだったのか、を書き出す。 
   ということを繰り返すことによって、メタ認知能力は高まるというのです。 
☺ いままで、何気なく取り組んできた「振り返り～目標立て」も、コツをつかんで取り組むと、自分の現在の心を整えたり、 
 将来の自分の生き方や在り方が見えてきたりします。 ☺ ぜひ、「もう一人の自分」育ててください。 

入学してから 6カ月が経ちまし 
た。小学校とは違い、戸惑うこ 
とがありましたが、家族や友人、 
先輩、先生方の支えで（中略）

3 つのことができるようになりまし
た。一つ目は「呼びかけ」です。
授業準備、給食準備、換気･手
洗いの呼びかけができるようにな
りました。呼びかけが増えていくに
つれ、つながることのよさを感じら
れました。2 つ目は、「協力するこ
と」です。体育会で団結力が深
まり、普段の生活でも一人一人
の個性を生かし、足りないところ
は補い合って助け合うこと、支え
る大切さを学びました。３つ目は、
「目標に向かって努力すること」
です。テストは不安でしたが、一
人一人自分に合った目標を立て
努力することができました。また、
生徒会活動では、各委員会の
毎月の目標に向 
かってみんなで 
協力してことが 
できました。実 
現したいことを 
目標として設 
定することで、 
努力を継続す 
ることができるこ 
とを学びました。 
（後略） 

 1年代表 中村杏珠さん 

前期の学校生活では、学年で行っ
た「集団力向上」の取り組みでは、
一人一人が積極的に呼びかけを行
い、学年目標である、相手を思いや
る気持ちや目標に向かって切磋琢
磨できるという「ささえる」と「かなえる」
を達成することができました。（中略） 
しかし、朝読書の準備や遅刻者０の
取組において課題が残っていると思
います。そこで、引き続き「集団力向
上」を意識して、努力していきたいで
す。後期では、楽しみにしている修学
旅行があります。（中略）集団力向
上の取組は修学旅行に向けての第
一歩になります。この取組で「呼びか
け」を積極的に行う人が日に日に増
えていきました。集会での集合時間
が 5 分前にできるようになってきたこと
も大きな成果だと思います。（中略）
最後に、後期は生徒会を中心に学
校のリーダーとなる準備期間でもあり
ます。自分から進んで取り組むこと
で、居心地のよい 
学年になったり、 
学校全体が変わ 
っていくと思います。 
一つずつ改善し 
ていき、充実し 
た後期にしてい 
きたいです。  
 
 

２年代表 篠倉世抄さん 

前期で努力できたこと３つあります。
１つ目は体育会です。はじめはうまく
指示することができず、最高学年とし
て指導する難しさを感じました。しか
し、リーダーで話し合い、仲間と力を
合わせて乗り越えることができました。
学級･学年だけではなく、１･２年生と
もつながることができ、多くのことを学
ぶことができました。２つ目は学習で
す。互いに教え合い、テストに向けて
友達が教えてくれたおかげで理解で
きたときはとても嬉しかったです。３つ
目は相手の気持ちを考えた行動をと
ることです。欠席者の仕事を快くやっ
てくれる人や困っている人をさりげなく
サポートしてくれる人が多く、温かな関
係づくりができていると思います。 
 
 
 
 
 
しかし、改善点もあります。授業中の
発言がいつも同じ人になってしまって
います。さらにクラスの仲間とのつな
がりを深め、全員が自信を持って発
信できる雰囲気をみんなでつくってい
きたいです。後期は、進路実現に向
けて、これまで以上に学習に力を入
れなくてはいけません。苦しいときもあ
るかと思いますが、3 年生全員で頑
張っていきたいです。    

３年代表 前原唯来さん 

回覧用 



 

 「世界人権宣言」は、基本的人
権および自由を尊重し確保する
ために、世界のすべての人々と
すべての国々とが達成すべき共
通の基準として 1948年 12月 10
日の国連総会において採択さ
れ、本年で 73周年を迎えます。日本でも 12月 4日か
ら 10日までの間を「人権週間」とし、各種啓発活動が
なされています。 
先月号でも触れましたが、北中においては 11 月 13

日(土)に「ヒューマン･ライツ･ミーティング」と題し、
人権学習、講演会、生徒発表を通して、人権について
の考えを深める場として開催します。 
北中みんなで、「人を大切にす

ること」「仲間を大切にすること」
そして「自分を大切にすること」、
についてみんなで『自分事』とし
て考える一日にしたいと考えて
います。 

 
＜ヒューマン･ライツ･ミーティング 当日の流れ＞ 

＊ 当日の様子は生徒のタブレットを持ち帰り、各ご
家庭で視聴することができます。 

＊ 当日は、「弁当」が必要です。準備をお願いします。 
＊ 1･2年生と 3年生は下校時間が異なります。 
 

 上記の通り、11 月 13 日(土)15 時 45 分より、本
校体育館において、保護者向け「進路学習会」が行わ
れます。★進路手続き ★進路に関する日程 ★提出
物等(願書など)について、 重要なお知らせがありま
すので、ぜひ出席をお願いします。 
 また、本年度から「宗像高校」や「宇美商業高校」
など、第四学区においても『特色化選抜入試』を行う
高校があります。推薦入試、私立入試を含めてさまざ
まな入試についての説明をする予定です。 

 
 
 
 
 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大会 2週
間前からやっと活動を再開した部活動。準備不足のま
ま大会を迎え、悔しい思いをした選手も多かったと思
いますが、みんな、よく頑張りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 月 21 日(日)篠栗町の「クリエイト篠栗」にお
いて第 23 回中文連総合発表会が開催されます。感染
防止対策のため、本年度のステージ発表は糟屋区の南
部⇒北部⇒中部 の順に分けられての発表となりま
す。北中からは、ステージ発表の部で吹奏楽部が出演
予定です。そのほか展示の部において、美術部、家庭
科部などの作品が展示される予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11月 13日(土) 開催！ 
『ヒユ－マン･ライツ･ミーティング』 

時 間 予  定 備考 
８：３０ 朝の会・健康チェック  
８：４０ HRM開会式(各教室ﾘﾓｰﾄ)  
９：００ 人権に関する「道徳」 オンラインでの参観 

１０：０５ がん教育講演会 オンラインでの参観 
１１：０５ 人権標語・作文発表 

1･2年の「人権宣言」発表 

 

１２：００ 昼食･昼休み･清掃 ※ 弁当 
１３：２５ 3年の「人権宣言」発表 

生徒会 発表 
HRM閉会式 

 

１４：２０ 各教室での「振り返り」  
１４：３５ １･２年 下校  
１４：４０ 3年生徒 進路学習会 終了後下校 

１５：４５ 3年保護者 進路学習会  

3年生進路決定における最終段階！ 
進路説明会について(参加のお願い) 

納得いく準備ができないままで
の新人大会でしたが・・(結果) 

第 23回糟屋区中学校文化連盟 
総合発表会 開催予定！ 

糟屋区新人大会の主な成績 

□陸上   筑前地区大会惜敗 
□サッカー 糟屋区大会惜敗 
□男子卓球 糟屋区大会惜敗 
□女子卓球 糟屋区大会惜敗 
□剣道男子 不出場 
□剣道女子 不出場 
□男子バレ 糟屋区大会惜敗 
□女子バレ 糟屋区大会惜敗 
□男子バスケ 糟屋区大会惜敗 
□女子バスケ 糟屋区大会惜敗 
□野 球  糟屋区大会惜敗 
□男子テニス 糟屋区大会惜敗 

□女子テニス 糟屋区大会 4 位、筑前地区大会出場 
□バドミントン 糟屋区大会 男子準優勝、女子優勝 
       筑前地区大会出場 

□水泳   島田愛菜さん 県大会出場 

(100ｍ平 11 位、200ｍ自 10 位) 
□新体操  上野百々果さん 筑前地区大会総合 優勝 
       県大会出場 

１１月の主な予定 

◇1日  3年学力分析テスト 

◇6 日～ 筑前地区新人大会 

◇10 日 3 年 後期中間考査 

◇11 日 全学年後期中間考査 

 ～12 日 

◇13 日  土曜日の授業 

 ＜ヒューマンライツミーティング＞ 

◇15 日 振替休日（13 日分） 

◇18 日 3 年 クラスマッチ 

◇20 日～筑前地区新人大会 

◇25 日 生徒会役員選挙 

◇29 日 2 年 マナー講座 

 ～30 日 

◇29 日～全学年 教育相談 

１２月の主な予定 

◇～3 日 全学年 教育相談 

◇5 日いのち輝くまち☆こが 

◇6 日 総合専門委員会 

◇9 日 1 年 認知症ジュニア 

サポ－ター養成講座 

◇10 日 世界人権デー 

◇13 日 生活･学習アンケート 

◇15 日 2 年 修学旅行 

 ～17 日  (鹿児島県) 

◇23 日 大掃除 

◇24 日 後期前半終了 

    生徒会退任･認証式 

◇27 日 生徒会リーダー研修 

※27 日～１月４日冬季休業 

コンクールの主な成績 

□「おーい お茶 新俳句大賞」 
3 年 井之上彩奈さん  辻 桃香さん 岩森姫愛さん 


