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【学校教 育目 標】
○自 ら学ぶ 生徒 （知 育）

○心 豊か な生徒 （徳 育）
○逞 しい生徒 （体育 ）
♦１学期終業式
７月２０日（ 水）は、１学期の終業式を LIVE 配信する形で実施しました。
式 の中で は、１学 期の反省 を１年生の 玉城愛奈 さん、 ２年生の眞 喜屋一休 さ
ん 、３年 生の大城 茉美さん が各学年を 代表して 行いま した。１学 期に頑張 っ
た ことや ２学期に 頑張りた いことにつ いて、そ れぞれ の思いをし っかり発 表
し ていま した。校 長式辞で は、各学級 に１学期 の行事 や生徒の頑 張りの様 子
を 映像配 信しなが ら１学期 の振り返り を行いま した。 そして、夏 休みも健 康
安 全に気をつ けながら、目 標を持って頑 張って欲しい ことを話し ました。
今年も コロナ禍 での１学 期になりま した。保 護者・ 地域の皆様 には、学 校
教育活動やコロナウイルス
の感染防止対策へのご協力
に、感謝いたします。夏休
みに入りますが、保護者や
地域の皆様、引き続き本校
教育活動へのご支援・ご協
力をよろしくお願いいたし
ます。

夏休み・・・健康・安全第一に！！
２１日 からいよ いよ夏休 みに入りま す。沖縄 県を含め 全国でコ ロナウイル ス感染が拡大 している中
での夏休 みになり ます。生 徒の皆さん は、健康 安全を第 一に、フ ォーサイト を活用し、夏 休み中のス
ケジュー ル表や１ 日の日課 表を作り、 生活リズ ムを崩さ ず、有意 義な夏休み を過ごしてほ しいと思い
ます。全校生徒が、全員揃って２学期の始業式を迎えられるよう以下の安全確認を徹底しましょう。
① コ ロ ナ 感 染 防 止 対 策 を 徹 底 す る 。（ ３ 密 を 避 け る 。 マ ス ク 着 用 。 手 洗 い ・ う が い 。 手 指 の 消 毒 。
換気。不要不急の外出を避ける。等）
②交通ルールを守り、安全確認を確実に行う。
③自転車の利用は、交通規則を遵守する。自転車の安全点検も忘れないこと。
④海や河川等のレジャーは、保護者や大人と一緒に行くこと。
⑤遊泳禁止区域では、絶対に泳がない。飛び込まない。
⑥屋内外で活動する時は、水分をこまめに摂り、熱中症予防に心掛ける。
⑦台風接近時には、情報を把握し、暴風警報発表時は外出しない。
⑧大雨注意報発表時には、河川等で遊泳したり近づかない。
⑨落雷や竜巻注意報発表時には、外出しない。
⑩地震や津波発生時には、身の安全を確保し、安全な場所へ避難する。
⑪インターネットや SNS 等、家庭のルールや情報マナーを厳守する。
⑫外出の際は、不審者に気をつける。
⑬暴飲暴食、夜更かし、深夜徘徊は絶対にしない。
※家庭内での役割を決め、生活リズムを崩さず楽しい夏休みを過ごして下さい。
【表彰朝会】
７月２０日（水）は終業式に先立ち、生徒表彰式を行いました。沖縄県中学校夏季陸上競技大会や、
島尻地区中学校アートフェスティバル、南城市少年 の主張大会、英語検定等 での活躍を表 彰しました。
表彰の様子は、英語ルームから各教室に配信され、盛大な拍手がおくられました。
【中学校陸上競技選手権大会】
・男子１年 １５００ M １位 玉城漱汰
・男子共通 ３０００ M １位 桃原昴煌
・男子２年 １５００ M ２位 當間光琉
・女子共通 ８００ M
３位 青山 瑞
※玉城 漱汰さん 、桃原昴 煌さん、當 間光琉さ んの３名 は、８月 に行われる 九州中学校陸 上競技大会
に派遣されます。おめでとうございます
【島尻地区中学校アートフェスティバル】
・優良賞
土岐紗莉菜（２年） ・佳作 島袋汐華（２年）、山城希環（２年）
【南城市少年の主張大会】
・最優秀賞
宮城和奈（３年） ・優秀賞 寺坂奏空（２年）
【第１回英語検定】
２級１名（中３）
準２級４名（中３）
３級２０名（中２：５名、中３：１５名）
４級１５名（中１:１ 名、中２:１０ 名、中３:４名）５級７名（ 中１:４名、中２:２名、中３:１名）
【南城市少年の主張大会】
７月１日（金）は、南城市少年の主張大会がシュガーホールで行われま
した。本校から２年生の寺坂昴空さんと３年生の宮城和奈さんが出場し、
それぞれの主張を堂々と行いました。当日は、２年１組と３年１組の生徒
の皆さんも聞き手として参加しました。その結果、宮城和奈さんが最優秀
賞、寺坂昴空さんが優秀賞を受賞しました。最優秀賞の宮城和奈さんは９
月に行われる島尻地区少年の主張大会に南城市代表として参加します。お
めでとうございます。

【ＰＴＡ美化作業 きれいになりました。ありがとうございました】
６月２６日（日）は、保護者、職員によるＰＴＡ作業が行われました。当日は、良い天気に恵まれ、
暑い中で の作業と なりまし たが、多く の保護者 が参加し 、校内の 草刈りを中 心に作業を行 って頂きま
した。お 陰様で、 大変きれ いになりま した。役 員の皆様 をはじめ 、ご参加頂 いた保護者の 皆様、お手
伝いしてくれた部活動生徒の皆さん、誠にありがとうございました。

【生徒総会】
７月８日（ 金）は、生徒総会が開催されました。
リモ ート での 開催 となり まし たが、生 徒会執行部
が中 心と なり 、よ り良い 佐敷 中学校に するために
議案 を各 学級 で討 議し、 総会 当日も活 発な審議、
質疑 が行 われ まし た。こ れか らの佐敷 中学校が楽
しみです。

【平和学習会】
６月２４日（金）は、久保田暁先生を講師にお
招きして、平和学習会を行いました。戦争体験者
としてのご自身のお話を交え沖縄戦について講話
していただきました。戦争について、平和につい
て生徒たちが考える大変貴重な学習会となりまし
た。

【進路 学校説明会（３学年）】
６月７日（ 火）は、３年生を対象にした学校（高
校）説明会が行われました。知念高校、向陽高校、
南部 農林 高校 の先 生をお 招き して、各 高校の紹介
をし てい ただ きま した。 ３年 生にとっ て、これか
らの 進路 選択 をす る上で 、各 高校の特 色、高校卒
業後 の進 路に つい ても考 える 良い機会 となりまし
た。

【キャリア教育講演会（２，３学年）】
６月１４日（火）は、２・３年生を対象に、木
村達哉先生を講師にお招きし、キャリア教育講演
会が行われました。なぜ勉強をするのか、日頃の
勉強の仕方はどうすればよいか、具体的な英語の
勉強方法等、木村先生のこれまでの進学校教師と
しての経験に基づく話に生徒たちは熱心に聞き入
っていました。

【琉歌講座（２学年）】
６月２９
日（水）は、
２年生の琉
歌講座を実
施しました。
講師に本市
出身の琉球
古典音楽家
の大城貴幸
さんをお招
きし、各学
級単位で行
いました。
琉歌 の基 礎、 琉歌 の作成 、さ まざまな 表現の方法
等に つい て、 三線 ・歌も 交え ながら学 ぶ楽しい講
座で した 。生 徒の 皆さん にと って琉歌 の世界に触
れる 大変 よい 機会 になり まし たので、 琉歌をつく
って 、南 城市 の琉 歌募集 事業 に応募し てみて下さ
い。レッツ チャレンジ！

【就職ガイダンス講座（３学年）】
７月５日（ 火）
は３学年の就
職ガイダンス
講座が、内薗
加代子先生を
講師にお招き
して行われま
した。
基本的なあ
いさつの仕方
やコミュニケ
ーションの基
本等を生徒た
ちは実際に体験しながら学んで
い ま し た 。 そ の 後 、「 働 く を 知
る 」「 自 分 を 知 る 」 の テ ー マ で
学びを深めていました。今後の
進路決定や将来の夢を考えるき
っかけになったと思います。
（両面印刷）

