
始業式が各教室で行われました。 
先週から分散登校が始まり、各クラスでの授業が始まり 

ました。まずは学校の生活リズムや授業のリズムを取り戻 

していていくことが大切だと思います。今週いっぱいは午 

前中授業となりますので、少しずつ生活リズムを整えてい 

ってほしいと思います。 

 また本日は遅れていた始業式が各教室でテレビ放送によ 

って行われました。校長先生のお話の中で、今年度から太 

宰府東中学校で大切にしてほしい３つの力や心のお話がありました。 

 人間関係形成力 

誰とでも仲良くし、積極的に他者に声をかけ、つながろうとする生徒 

➡誰にでも、自ら進んで、相手の目を見て、あいさつし、独りぼっちをほっとかないこと 

 省察力 

自分の心を素直に見つめ、自分の良さを自覚し、課題を改善しようとする生徒 

                   ➡「ありがとう」「ごめんなさい」が素直に言えること 

 挑戦心 

  自分で限界をつくらず、積極的に挑戦し、目標を突破しようとする意欲のある生徒 

➡高い目標を設定し、計画的に、果敢に取り組むこと   

 

 コロナウィルス感染拡大の影響で、いろい 

ろな活動が制限されたり、楽しみにしていた 

学校行事が中止になったりしていることは、 

生徒の皆さんにとってとても悲しいこと、残 

念なことであると思いますし、皆さんの気持 

ちを考えると私たちも教職員もとても心が痛 

いです。しかし、皆さんには、このピンチを 

乗り越える心をもってほしいですし、一緒に 

乗り越えていきたいと思っています。不安な 

気持ちやイライラした気持ちになることも増 

えるかもしれません。それは、決して悪いこ 

とではありませんので、いつでも学年の先生方に相談してほしいと思います。「友達との距離は一

定に保ちましょう。」としていますが、心と心が離れるわけでは決してありません。たくさんの友

達とつながって、自分を素直に見つめ、そして何事にも諦めずに挑戦する２年生であってほしいと

願っています。 

 さらに校長先生から、今年度の部活動顧問の先生が発表されました。（右表）部活動は今週から

少しずつ再開していく予定にしていますので、目標を決めて取り組んでほしいと思います。また、

手洗いを徹底するなどして、感染予防をして参りますが、部活動の参加について、ご相談がある場

合は、学年職員や顧問まで、ご相談いただければと思います。 
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部活動顧問 

部活動名 顧問 部活動名 顧問 

野球 園田・松永 男子バスケット 田中・内田 

陸上 川﨑・松永 女子バスケット 松尾・坂井・内田 

ソフトテニス 木塚・原口 バレー 三角・八尋・坂井 

サッカー 平山・藤原 吹奏楽 松本・徳田 

卓球 石松・八尋 美術 柿野・荒巻 

今週の時間割 
５月２６日 

 １組 ２組 ３組 

１限 学活 学活 学活 

２限 学活 学活 学活 

３限 学活 学活 学活 
５月２７日 

 １組 ２組 ３組 

１限 英語 国語 社会 

２限 国語 社会 美術 

３限 理科 美術 家庭 
５月２８日 

 １組 ２組 ３組 

１限 道徳 道徳 道徳 

２限 国語 音楽 理科 

３限 音楽 国語 英語 
５月２９日 

 １組 ２組 ３組 

１限 社会 国語 英語 

２限 数学 英語 体育 

３限 英語 数学 国語 
 

保護者の皆様へ 

 今週は、すべて午前中授業で昼食の準備は必要ありません。来週からは終日の通常授業が実施さ

れますので、昼食が必要となります。少しずつ生活リズムを整えていけるように、ご家庭のご協力

をお願い致します。新しいクラスとなって、まだ緊張感がありますが、少しずつこの学年の子たち

らしい笑顔が見られるようになってきました。ひとりひとりの変化を見逃さずに指導に当たってい

きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

※ PTA 活動は未定です。決まり次第ご連絡します。 

※ 今週の部活動は一度帰宅し、昼食をとって再登校することになります。 



※６月の予定 変更の可能性はあります。 

※昼食〇→ランチサービス・牛乳あり・パン注文ができます 

※６月の部活動下校時間は１８：４５完全下校です。 

※学→学活 総→総合的な学習の時間 道→道徳 授→教科の授業が入りますが未定です。 

※各クラスの基本となる時間割は、別紙で配布しております。 

 

日 曜日 昼食 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 行事など 

1 月 〇 月1 月2 月3 月4 月5 総 ⑥学級写真 

2 火 〇 火1 火2 火3 火4 木2 木3 部活動体験開始(1年生) 

3 水 〇 水1 水2 水3 水4 水5 水6  

4 木 〇 道 木2 木3 木4 木5 木6  

5 金 〇 金1 金2 金3 金4 金5  部活動発足会 

8 月 〇 月1 月2 月3 月4 月5 学  

9 火 〇 火1 火2 火3 火4 月1 月2  

10 水 〇 水1 水2 水3 水4 水5 水6  

11 木 〇 道 木2 木3 木4 木5 木6  

12 金 〇 金1 金2 金3 金4 金5 水4  

15 月 〇 月1 月2 月3 月4 月5   

16 火 〇 火1 火2 火3 火4 月3 学  

17 水 〇 水1 水2 水3 水4 水5   

18 木 〇 道 木2 木3 木4 木5 木6  

19 金 〇 金1 金2 金3 金4 金5 水6  

22 月 〇 月1 月2 月3 月4 月5 学  

23 火 〇 火1 火2 火3 火4 月4 月5  

24 水 〇 水1 水2 水3 水4 水5 水6  

25 木 〇 道 木2 木3 木4 木5 木6  

26 金 〇 金1 金2 金3 金4 金5  専門委員会 

29 月 〇 月1 月2 月3 月4 月5 学  

30 火 〇 火1 火2 火3 火4 水4 授 
～７日３日まで教育相談週間 

（担任の先生と生徒） 
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