
  

 
 
 

 ２月になりました。２日は節分、３日は立春と季節の節目

を迎えます（長い間 2 月 4 日が立春で固定されていました

が、2021年から 4年に 1回、2月 3日になる日が訪れます）。

寒さの厳しい日はまだ続くと思いますが、春はそこまで来て

います。 

１月 21日（木）からの私立高校の推薦・専願試験を皮切りに、公立特色化選

抜入試、私立一般入試、公立推薦入試、3月 11日（木）の公立一般入試まで続

いていきます。 

３年生のみなさん、初めて経験する受験は、誰にとっても大きな壁です。不

安になったり、焦ったりするのは誰にでもあることです。頑張っているのに思

うように結果が出ない、学習が計画通りに進まない等の悩みをもちながら毎日

を過ごしている人もいるかもしれません。しかし、自分一人が苦しいのではあ

りません。友達も学級、学年の仲間も同じ気持ちをもっていると思います。誰

も不安や焦りと闘いながら頑張っているのです。希望進路の実現のために、風

邪やコロナの予防など健康に気をつけて、時にはリラックスしながら、一日一

日を大切に学習に取り組んでください。すでに進路が決まった人は、友達の受

験を応援できるように教室での真剣な空間づくりに貢献して下さい。 

また、１・２年生にとっては、進路決定はまだ先のように思いがちです。し

かし、もう始まっているという気持ちをもってほしいです。特に２年生、進路

のことは３年生になってから真剣に考えればいいと思っていませんか。それで

は遅いと思います。「２年生３学期」は、「３年生０学期」とも言われます。

今日からでも進路実現に向けて準備を始めてほしいものです。 

自分の人生の大事な選択の時期です。「今が楽しければいい」という気持ち

では必ず後悔します。具体的に受験対策を始める行動を起こしましょう。その

ために、皆さんに心掛けてもらいたいことが３つあります。 

 
 
 
 
 
これらのことは、今からすぐできることです。人はそんなに器用ではな

いので、「受験の時だけしっかりすればよい」という考えで行動しても、
いつもの自分が知らず知らずに表れてしまいます。今からこの３つのこと
を心掛け、それを良い習慣にし、進路実現に繋げましょう。 

 
 
  

 
１月 25日（月）に生徒会交代式がありました。新・旧役員が入れ替わり、

実質２年生を中心にした生徒会活動に移行します。旧役員には、次のような話
を伝えました。コロナ禍で思うような活動ができない中、生徒会活動の充実の
ため知恵を出し合ったり、取組過程を工夫したりしてくれました。また、あい
さつ運動、生徒集会での説明・その取組、何よりも常日頃の学校生活の行動・
発言などで、周りの友達にとってもよい影響を与えてくれました。 
 旧生徒会役員のみなさん 1年間ありがとうございました。新生徒会役員のみ
なさんは、生徒会自治の発展・充実のために尽力して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添中便り 
添田町立添田中学校 
学校便り 
文責 石坂 政次 
No,１７ 
令和３年２月１日 

【校訓】   一、 学習は生徒の本分 
       一、 一人ひとりが立派に 
       一、 我等の学校 
【教育目標】 
 「自ら目標を見出し、挑戦し続け、未来を切り拓く生徒の育成」 

受験シーズン突入 

４（木） １年生ふれあい合宿① 

５（金） １年生ふれあい合宿② 

８（月） １・２年実力テスト 

９（火） 公立推薦入試 

10（水） 公立推薦入試（西田川） 

11（木） 建国記念の日 

12（金） 弁当の日（１･２年） 

     公立受検校決定保護者会（3 年） 

部活動試験休み 21 日まで 

15（月） ３年生到達度テスト 

16（土） 数検、英峰塾（３学期開始） 

17（日） 田川地区新人駅伝大会 

15（月）3 年生到達度テスト 

18（木） PTA 委員総会 

19（金） 1･2 年生到達度テスト  

23（火） 天皇誕生日 

3/10（水）公立入試 

 11（木）公立入試 （西田川、田川科技）  

12（金）卒業式 

※2 月行事は 2/1 現在、変更もあり 

生徒会交代式がありました 

①人の話を静かに聴く。（これから、担任から進路に関する大事な指示が続く。） 
②提出期限を守る。    （多くの書類提出があり、遅れると受験できない。） 

③身だしなみを整える。（気持ちを引き締めることに繋がる。） 

 



  

  
 

 
1月 25日（月）生徒会交代式において、以下の新生徒会役員が選挙等で決

まりました。一人一人が生徒会活動における抱負を述べました。今後の活躍に
期待しています。 

 

 
 
 
 
1月 15日（金）に立志式がありました。立志式とは、昔でいうところの

「元服のお祝い」、成人式にあたるもので、自分の将来への決意や目標を明ら
かにする儀式です。数え年で 15歳の立春の日、現在の年齢でいうとちょうど
14歳の今が、それにあたります。つまり、この
日は大人になるための特別な日ということです。 
本町は、この立志式をそえだドリームプロジェ

クトの一環として 6年目を向かえています。その
ねらいは、9年間の義務教育を終える段階まで
に、「夢や希望を持てる子どもに育て、全ての子
どもが希望の進路や目標に向かって進んでいける
ように小学校の段階から「志」をもたせる」こと
です。６名の生徒が代表として発表しました。 
（２－１）浦野 咲笑   薮  絢音 
（２－２）鶴留 葵唯   鶴丸 ゆき  
（２－３）田上 真央   田代 誠道 

 
 
 
１月 17日（日）に福智町～田川市間英彦山サイクリングコースにて田川地

区新人駅伝大会がありました。本校からは、 
１区 佳元 律樹 ２区 安河内 健人 ３区 田代 誠道 
４区 古森 幹都 ５区 井上 想大   ６区 中野 尊斗 選手 

が走りました。１区で２位の好位置に付け、チームとして流れをつかみまし
た。その後も、常に上位グールプでレースを展開し、14校中４位入賞として
筑豊大会にコマを進めました。 
１月 30日（土）には、直方市水辺館前河川敷にて筑豊地区新人駅伝大会が

ありました。 
１区 佳元 律樹 ２区 中野 尊斗  ３区 田代 誠道  
４区 井上 想大 ５区 矢ヶ部 真廣 ６区 安河内 健人 選手 

が走りました。嘉飯桂、直鞍、田川、
遠中の４地区の代表校が勝ち上がって
の大会でしたので、上位に食い込んで
レース展開をすることはできませんで
した。しかし、しっかり粘ってタスキ
をつなぎゴールすることができまし
た。そして６名の選手全員が自己ベス
トの記録を出すことができました。本
当にお疲れ様でした。 
 
 
  
 
今回は、美術科の福田全宏先生を紹介します。先生は特別支援学級の担任

をされており、1年 3組の副担任も兼ねています。これまで、はめ絵コンテス
ト、絵文字コンテストで作品を紹介してきた担当の先生です。 
 いつも優れた指導を行い、美術室には素敵な生徒の作品が満ち溢れていま
す。学校の文化づくりとして、校舎には、先生の指導の下、みなさんが作って
きた作品が飾られ、学びの空間になっています。他校の先生が本校にお見えに
なった時、「すごい作品ばかりですね」といわれます。 
 特別支援学級の指導においては、生徒の一人一人に応じたきめ細かな教材を
準備されたり、個に応じた支援をされたりしています。そのため生徒は、安心
して学習に取り組んでいます。 
 先生のモットーは「謙虚な気持ちを忘れないようにしたい」ということで
す。福田先生の“どの方にも穏やかに接する姿”を垣間見ることが出来まし
た。 

生徒会長   浦野 咲笑（２－１） 
副会長（2年）  畠田 穂華（２－１） 
副会長 (1年) 内牧 華花（１－１） 
書記 2年 松嶋 咲彩（２－１） 
書記 1年 鬼津 明子（１－２） 
会計 佳元 律樹（２－２） 

専門部 部 長 副部長 
学  習 木森 千聖 （２－３） 中村 巴月   （１－２） 
生 活 鶴丸 ゆき （２－２） 須崎 栞奈  （１－２） 
文 化 渡部 勘九郎（２－１） 深見 妃那  （１－１） 
美 化 薮 絢音  （２－１） 村上 陽太   （１－２） 
図 書 上村 恵麻 （２－３） 永田 心咲  （１－１） 
保 体 安藤 渉   （２－２） 井上 想大  （１－３） 

生徒会役員紹介 

立志式がありました。 

図 ２ ステージ発表を待つ６名 

田川地区新人駅伝大会/筑豊地区新人駅伝大会 

図 １ 抱負を述べる会長 

先生紹介 

図３ １/30 1区スタート直後 


