
串間市新しい中学校づくり推進だより　増刊号
中　間　報　告

串間市新しい中学校及び連携型中高一貫校の開校に向けた保護者説明会の開催

第 6 回　串間市新しい中学校づくり推進委員会の開催

校名：串間市立串間中学校
　新しい中学校が市民の皆様に親しまれ、夢や希望があり、生徒が誇りをもって呼べる学校名として公
募（応募期間：平成２７年１月７日～２月２０日）した結果、８３０点（児童生徒４６６点、一般３６４点）
の応募の中から、平成２７年４月の定例教育委員会で学校名を決定しました。
決定の理由
①串間市の中学校として、他の市町村や他県にもわかりやすい。
②学校名の中で、応募数が圧倒的に多いものである。

　平成２９年４月に開校する串間市の新しい中
学校及び連携型中高一貫校に関する不安を解消
し、中学校生活への意識と進学への意欲を高め
るため保護者説明会を実施しました。
〇　平成２８年１０月４日（火）
〇　１９：００～２０：３０
〇　串間市文化会館小ホール
〇�　串間市内の小学校６年生及び中学校１年・2
年の保護者、串間市内の小学校及び中学校職
員等を対象
○�　内容は、平成 29年４月に開校する串間市立
串間中学校について、串間市教育委員会が串
間市新しい中学校づくり推進委員会及び 7つの部会において、平成 2８年 9月までに調査検討した事項をも
とに説明を行いました。
　�　次に平成 29年４月に設置する連携型中高一貫校について、現在の検討の状況を踏まえ、県立福島高等学
　校の校長先生より説明がありました。当日は 160 名の皆様の参加がありました。ありがとうございました。

〇　平成２８年９月３０日（金）
〇　１９：００～２０：００
〇　串間市中央公民館　大講義室
○　平成 28年 9月までの各部会の検討事項について確認を行いました。
○　参加者　委員 15名、事務局 3名

⑴

１  総務部会

◆�　このたよりは、串間市新しい中学校づくり推進委員会及び 7つの部会において、平成 2８年 9月まで
に調査検討した事項をもとに中間報告を作成しました。



制服：カンコー学生服
　総務部会のもとに、各小学校の保護者２名（計２２名）を含めた新制服選定委員会を実施（６月
２日～１２月１４日：全５回）しました。
　　・ベースデザインのプレゼン（８月５日）　・ベースデザインの決定（８月２４日）
　　・３業者によるプレゼン（１０月２７日）　・制服デザインの決定（１２月１４日）
　　・展示及びアンケートの実施（１０月２７日～１１月２９日：各小学校及び文化会館等１２カ所）

⑸

〇メーカー　：カンコー学生服
〇価格　　　：47,000 円（予定）
〇色　　　　：グレー・紺

〇メーカー　：カンコー学生服
〇価格　　　：49,000 円（予定）
〇色　　　　：紺

【男子制服】 【女子制服】

校章：串間中校章
　校章デザインの公募（応募期間：平成２７年７月１日～８月２０
日）により、３９４点（小学校３２点、中学校３３９点、一般２３点）
の応募の中から、専門委員会で第１次選考を行い、推薦作品５点を
選定しました。それをもとに総務部会で協議した結果、右の図のデ
ザインを採用することとしました。

校歌：串間中学校校歌　作詞・作曲　いで　あやか
　総務部会の意見をもとに、本市出身のシンガーソ
ングライターいであやかさんへ校歌の作詞作曲を委
託しました。平成２７年１０月に中学校から「校歌
に込めたい思い」を募集し、所属事務所を通じてい
であやかさんへ届けました。

校訓：挑戦・友愛・創造
　作業部会（市中学校長会）で案を作成し、総務部会で校訓、教育目標、めざす姿（生徒像、教師
像、学校像）を検討しました。
教育目標
「ふるさとを愛し、自ら学び、
心豊かにたくましく生きる生徒の育成」

⑵

⑷

⑶



通学用カバン・サブバックについて⑹

生徒名札について
　制服の名札については、校外での生徒の安全確保やお下がりを考慮し、刺繍ではなくネームプレー
トに決定しました。
　平成２９年度から校内では、新しい学校名とラインの入ったネームプレートを全員着用します。
【ネームプレートラインの色】

閉校式及び開校式典について
①　串間市立 6中学校合同閉校式
　　期日：平成 29年 2月 17日（金）
　　主催：串間市教育委員会
　　会場：串間市文化会館　大ホール
　　時間：１５：００～１６：００

②　各中学校閉校式典（偲ぶ会）
　　期日：�平成 29年 2月 18日（土）から平成 29

年 2月 26日（日）までの間に各中学校
実行委員会を中心に実施する。

③　串間中学校開校式　　　　　　
　　期日：平成 29年４月 7日（金）
　　主催：串間市教育委員会
　　会場：串間中学校　体育館
　　時間：１０：１５～１０：５５

平成２９年度１年 青色：イメージ　海
平成２９年度２年 緑色：イメージ　山
平成２９年度３年 赤色：イメージ　太陽

⑺

⑻

〇メーカー　：カンコー学生服
〇価格　　　：8,700 円（予定）
〇色　　　　：紺

〇メーカー　：カンコー学生服
〇価格　　　：4,100 円（予定）
〇色　　　　：紺

【通学カバン】 【サブバック】

サンプル作成依頼
〇取扱店　：上村商事
〇価格　　：550 円（予定）

【新しい中学校：武道場　平成 28年 3月　完成】



教育課程の編成作業について
　再編に必要な平成 28年度、平成 29年度の年間行事の調整を進めています。

校時程・週時程（勤務時間８：０５～１６：３５）

⑴

⑵

２  教務部会

平成 28年度の年間行事予定
①　生徒会交流会
　・串間市中学生生徒交流会
　・平成 28年 8月 25日
　・１, ２年生　串間市体育館
②　交流学習会
　・平成 28年１２月１２日
　・１, ２年生　福島中学校（予定）
③　新入生説明会
　・平成 29年１月２６日
　・6年生　福島中学校（計画中）

平成 29年度生徒数見込（平成 28年 5月 1日作成）

平成 29年度　主な学校行事予定
①　4月の行事予定
　・4月　7日㈮ ･･･ 開校式、1学期始業式
　・4月１１日㈫ ･･･ 串間中学校第 1回入学式
　・4月２３日㈰ ･･･ 参観日・PTA総会

②　家庭訪問
　・夏期休業中に実施する。
③　職場体験学習（2年生）
　・8月 22日（火）　　　　　　　　　 ･･･ 職場体験学習事前指導
　・8月 23日（水）～ 8月 25日（金）･･･ 職場体験学習
④　体育大会
　・9月 9日（土）体育大会前日準備
　・9月 10日（日）第 1回体育大会
⑤　文化発表会
　・10月 13日（金）文化発表会前日準備
　・10月 15日（日）第 1回文化発表会
⑥　修学旅行
　・11月 28日（火）～ 12月 1日（金）･･･ 九州 1周（3泊 4日）
※（株）東武トップツアーズ　（費用：53,000 円予定）

⑶

⑸

⑷

朝 自 習 ８: ０５～　８: ２５
職 員 朝 会 ８: １０～　８: ２５
朝 の 会 ８: ２５～　８: ３５
１ 校 時 ８: ４５～　９: ３５
２ 校 時 ９: ４５～１０: ３５
３ 校 時 １０: ４５～１１: ３５
４ 校 時 １１: ４５～１２: ３５
給 　 食 １２: ３５～１３: １０
休 　 憩 １３: １０～１３: ５５
清 　 掃 １３: ５５～１４: ０５
５ 校 時 １４: １５～１５: ０５
６ 校 時 １５: １５～１６: ０５
帰 り の 会 １６: １０～１６: ２０
退 　 庁 １６: ３５



生徒心得、校則等の原案作成
「串間中学校生徒心得」（案）を作成しました。
※詳細は、各部会で検討事項が決定次第修正を行っていきます。

生徒会組織、生徒会の交流計画
①　生徒会組織について
　　新生徒会役員（平成２８年度後期）については、平成２９年度の生徒会に引き継げるような体
　　制をとります。
②　生徒会交流会
　　串間市中学生生徒交流会 （　8月２５日）　１・２年生　串間市体育館
　　生徒交流学習会　　　　　（１２月１２日）　１・２年生　福島中学校

自転車用ヘルメット
　新年度より購入する通学用ヘル
メットについては、新しく変更します。
　ただし、これまでの通学用ヘルメッ
トも引き続き使用できます。

通学路、通学方法
◆　「串間中学校生徒心得」（案）より一部抜粋
　○　登下校について　　　
①　登校は、７時５５分までに校門を通過し、８時００分までに教室に入室します。
　下校は、帰りの会終了後とし、諸活動で残る必要がある時は、先生の許可を受けます。ただし、
　部活動はこの限りではありません。

②�　全校生徒に自転車通学を許可します。ステッカーを荷台後方に装着し、ヘルメットを正しく着
用し、二人乗りや並進、無灯火などの違反行為をしないようにします。違反行為があった場合は、
自転車通学が停止又は取り消しになる場合があります。自転車通学生は、通学用カバンを荷台に
くくりつけるか背負います。
③　徒歩通学生、自転車通学生とも、交通ル－ルやマナーを守り、安全な登下校に心がけます。

※部活動終了時刻（長期休業中は別計画）１５分後までに校門通過

４～９月 １０・２月 １１月 １２月 １月 ３月
１８：４５ １８：１５ １７：４５ １７：３０ １８：００ １８：３０

⑴

⑵

⑷

⑶

３ 生徒指導部会

〇メーカー：株式会社カワハラ
〇規格　　：G-L　児童用・通学用
〇価格　　：3,000 円（予定）
〇色　　　：白

通学靴、上履き等
※生徒指導部会において検討中です。

⑸

スクールバスについて
　平成２８年９月の第６回　新しい中学校づくり推進委員会において、「串間市立中学校に係るス
クールバス導入計画」のスクールバスの利用基準、停留所の設置基準、運行経路、便数等を確認し
ました。
〇「串間市立中学校に係るスクールバス導入計画」（案）より一部抜粋して作成
①　スクールバス導入の目的
　　学校再編により、通学距離及び通学方法が変わることから、通学に伴う生徒や保護者の負担軽
　減を図り、生徒の通学の安全の確保と登下校に支障をきたさないようにします。

⑹



③　スクールバスの運行経路、区間及び経路について
　　スクールバスは、生徒の交通安全を最優先に考え、次の６路線で運行します。なお、所要時間は、
　目安とします。スクールバスの運行は、次のア～カのとおりで、下校時は、この逆で運行します。

学校区 対象者
旧北方中学校、旧大束中学校、旧本城中学校、
旧市木中学校、旧都井中学校

通学距離が片道４Km以上で通学補助金の
対象者外のもの。

�※�　第４コース、第５コースについては、
試乗の意見を踏まえ、コース、バス停の
設置箇所について、現在、検討中です。

④　スクールバスの運行日、回数等について
　○�　運行日は、学校休業日を除く生徒の登
校日とし、１日の運行は原則として３回
とします。

　　ア　登校時　１回
　　イ　下校時　２回
　　　　（うち１回は、部活動対応）

〇　土曜日、長期休業における１日の運行回数は、登校時１回、下校時１回とする。
　　ア　日曜日、祝日は運休とする。
　　イ�　長期休業は、８月１３日から１５日までの日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを

除きます。
〇　上記以外の運行は、毎月の運行計画の提出等により学校側と協議の上、決定します。

②　スクールバスの利用基準について
　　中学校再編に係るスクールバスを利用できるものは、次のとおりとします。
【スクールバスの利用基準】

体操服、ジャージ、体育館シューズについて
〇　保健体育部会で、体操服、ジャージ、体育館シューズ等について検討しました。

⑴

4 保健体育部会

【体操服】
〇メーカー　：カンコー学生服
〇価格　　　：6,600 円（予定）
〇色　　　　：グレー・紺

【帽　子】
〇メーカー　：カンコー学生服
〇価格　　　：1,200 円（予定）
〇色　　　　：紺

【ジャージ】
〇メーカー　：カンコー学生服
〇価格　　　：10,800 円（予定）
〇色　　　　：紺

【体育館シューズ】
〇メーカー　：教育シューズ
〇価格　　　：3,024 円（予定）
〇色　　　　：白



「串間中学校」部活動について（「串間市立串間中学校部活動規則」（案）より一部抜粋）
①　串間市立串間中学校部活動規則原案作成
　　串間市立串間中学校部活動規則（案）を作成しました。
　　※　詳細は、関係事項が決定次第修正を行っていきます。

②　部活動の目標　　
　○�　自主的・自発的な参加を通して、自己の技能を伸ばしたり、記録に挑戦したり、スポーツや
文化活動の楽しさや喜びを味わうこと。

　○　３年間継続していくことで、困難を乗り越える力や粘り強く生き抜く力などを身に付けること。　
　　※　平成 29年度の部活動入部についてはこの限りでない。
　○　礼儀や挨拶等を学び、社会生活に必要な力を身に付けること。
　○　「文武両道」をモットーに、学校生活と部活動の両立を図ること。
　○　規律を守り、仲間と協力することで、思いやりや感謝の気持ちを身に付けること。
　　
③　平成２９年度に設置予定の部活動の予定について

　　　設置部活動及び顧問

④　平成２９年度の中体連夏季大会（南那珂地区大会）への参加について
　　※　串間中学校として、１チームで出場することとしました。
　　　・団体種目については、３年生の出場及び登録を優先する。
　　　・個人戦については、３年生全員の出場を認める。
　　　・１、２年生の登録については、別途協議する。

⑤　体育館備品について
　�　社会体育として、各学校の体育館で活用されている備品については、各中学校体育館で引き続
　き使用できるようにします。

※�左記以外で中体連出場競技
については別途引率教諭を
つける。
※�高校にあって、中学校にな
い部活動の創設については
協議中です。

部活動名 顧問名 部活動名 顧問名
陸上 女子ソフトテニス
軟式野球 卓球
サッカー 剣道
男子バレーボール 柔道
女子バレーボール 弓道
男子バスケットボール バドミントン
女子バスケットボール 吹奏楽
男子ソフトテニス

⑵

・�串間市中学校統合における学校事務に関する指針（案）に基づく事務処理を実施します。（文書、
備品等の分類・整理及び搬出入等）
・庶務部会　閉校に向けての文書整理（案）の活用を図ります。
・その他必要の事項への対応を行います。

５ 庶務部会

図書蔵書の整理について
　串間中学校へ持ち寄る本を各中学校で選定し、データ化を進めます。
なお、串間中学校の図書の整備については、串間市立図書館にも協力をいただき、蔵書の選書の段
階からより良い図書を生徒たちが利用できる魅力のある図書館の実現に向けて、整備を進めていま
す。現在のところ、串間中の蔵書数の予定は、次の通りです。

⑴

6 図書部会

串間中学校 １２１６０冊



図書管理システムについて
○　現在福島中学校で使用しているものを引き続き使用する。

図書の廃棄について
○　各学校の串間中学校へ移管しない図書は廃棄として、各学校で手続きを行う。
○　廃棄した図書については、当面学校に置き小学校や公民館での再活用を検討する。

図書の運搬について
○　串間中学校への書籍と書架の搬入は、３月に別途計画し実施する。

⑵

⑶

⑷

ＰＴＡ規約（案）・各規程（案）について
　串間中学校ＰＴＡ規約・串間中学校体育文化後援会規約・串間中学校ＰＴＡ役員選考規定につい
ては、現行の市内６中学校のＰＴＡ規約・規程を参考に加除修正し原案を作成しました。

平成 2９年度当初のＰＴＡ会費徴収について
　平成 2９年度当初は繰り越しがなく、当初に支払わなければならない負担金等の支払いができな
いため、4�月に２，０００�円現金徴収します。

平成 2９年度の役員選考方法について
　各中学校の平成 2８�年度 1・2�年生のＰＴＡ戸数比率で、各中学校に役員候補者数を割り振り
ます。平成 2９�年度は合計で２０名（会計監査を含む）になります。

例）平成２９�年度のＰ戸数で計算すると
　　福島中１１名、北方中３名、大束中３名、本城中１名、市木中１名、都井中１名合計２０�名
　となります。
　・平成 2９�年度役員選考は、ＰＴＡ部会が主体となり進めます。
　・平成 2８年１０月・・・・・各中学校へ役員選考依頼
　・平成 2８年１２月・・・・・役員選考委員会を開催し役員決定
※　役員は、平成 2９年度ＰＴＡ総会で正式に承認されます。

ＰＴＡ会費について
　ＰＴＡ会費については、平成 2９�年度の概算予算を作成し算定しました。
　　ＰＴＡ会費年額：　６，５００�円、体育文化後援会費：年額　５，５００円
　　年額計　１２，０００円（年１０�回に分けて徴収）
　　長子と教職員から徴収します。
※規約、ＰＴＡ会費等は、平成 2９年度ＰＴＡ総会で正式に承認されます。

⑴

⑶

⑷

⑵

7 ＰＴＡ部会報告

〈 問い合わせ先 〉

串間市教育委員会　学校政策課
〒888－8555　串間市大字西方 5550 番地　☎０９８７－７２－１１１１ （内線３８１）

資料作成 ：串間市新しい中学校づくり推進委員会事務局 （学校政策課）


