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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 ）
【２学期スタ ート：始業式】
コロナ禍の夏休みも終わり、８月２９日から２学期がスタートしました。
２学 期の始業 式は、英 語ルームか ら各学級 にオン ライン配信 で行いま した 。始業式では 、各学年を
代 表 し て 久 志 朱 さ ん （ １ － ２ ）、 大 城 千 央 さ ん （ ２ － ３ ）、 赤 嶺 ゆ あ さ ん （ ３ － ２ ） が 、 ２ 学 期 の 決
意、目標 などを力 強く発表 してくれま した。始業式後、２学期の学級役員の認証式も行いました。
全校生 徒が大き な事件事 故に巻きこ まれるこ となく、 生徒たち の元気な笑 顔の中、２学 期がスター
トできた ことを大 変嬉しく 思います。 ２学期も 各学級、 学年で協 力して頑張 って行きまし ょう。保護
者の皆様のご協力をよろしくお願いします。

１年

久志朱さん

２年

大城千央さん

３年

赤嶺ゆあさん

役員認証式

［始業式学年代表あいさつ］
１年代表 久志朱さん
私が一 番頑張っ たことは 、３つあり ます。１ つ目は、 テスト勉 強や課題の 提出です。小 学校ではな
かった定 期テスト に課題や 提出物。初 めての定 期テスト では、み んなの勉強 する姿勢や空 気感が小学
校とはま ったく違 い驚きま した。そし て、課題 や提出物 は、小学 校の頃はや らなくても何 もありませ
んでした が、中学 校では成 績につなが るので、 今まで以 上に頑張 りました。 ２つ目は、友 達をつくる
ことです 。私は他 の小学校 から来たの で、緊張 して声を かけられ ず、ずっと １人で本ばか り読んでい
たのです が、同じ クラスの 人が話しか けてくれ て、それ をきっか けに自分か ら話しかけた り、他のク
ラスに行ってみたりしました。そのおかげで私は友達がいっぱいできました。３つ目は、早起きです。
私は早起 きが苦手 だったの ですが、中 学生にな ってから 早起きを することで 、１日のリズ ムが整った
り、勉強ができたりなどいいことだらけです。
しかし 、課題も まだあり ます。１つ 目は、家 庭学習の 内容をよ く考えずに やっていたこ とです。そ
のため定 期テスト では残念 な結果にな りました 。なので ２学期は 、普段から 授業の予習復 習など、内
容を考え て取り組 んでいき たいです。 ２つ目は 、授業中 のおしゃ べりです。 友達がいると とても楽し
いためけ じめがつ いてなか ったりした ので、こ れからは けじめを つけていき たいです。３ つ目は計画
的な生活 をおくる ことです 。夜、眠る のが遅く なったり 、遊びの 時間が多か ったりするの で、フォー
サイトを 活用して 、計画的 な生活を心 がけたい です。最 後に学級 の課題は時 間のけじめを つけること
です。２ 分前着席 や授業の 準備ができ ていなか ったり、 授業や学 校への遅刻 があったりな どが目立っ
ています 。なので 私は、み んなで注意 し合った り、みん なで心が けたりする と良くなると 思います。
２学期は 合唱コン クールや スポーツフ ェスタな どいろい ろな行事 があるので 、積極的に参 加したり、
１学期の反省をいかして、勉強面や生活面を良くしていきたいです。
２年代表 大城千央さん
あっと いう間に １学期が 終わり、今 日から２ 学年が始 まります 。２年生は 中だるみの時 期と言われ
るだけあ り、私自 身が１年 生の頃より も緊張感 が薄くな ったよう に感じられ ます。２年生 の皆さんは
そう思う ことはな いでしょ うか。特に 感じるの は自己管 理の面と 計画的に物 事を進めるこ との２点で
す。自己 管理では 、机の中 やロッカー の整理整 頓が出来 ておらず 、先生方に もよく注意を 受けていま
した。そ の上、そ のことを １年生の時 もたびた び言われ ており一 度きれいに しても数日た てば汚くな
ることが 多くあり ました。 次に、計画 的に物事 を進める ことにつ いてです。 これを実行す るために、
フォーサ イトがあ りますが 、私はその フォーサ イトで計 画を立て ることをせ ず、真っ白な ページが続
く一方で した。そ のため、 提出物をギ リギリに なってや ったり、 やるべきこ とが後回しに なったり計
画的に物 事を進め ることは 出来ません でした。 今話した ２つの事 例は私だけ でなく皆さん にも心当た
りがある と思いま す。これ らを良くす るために は、やは り一人一 人が当たり 前のことをき ちんとこな
す「凡事 徹底」を 意識し、 日々の行動 を振り返 り、反省 し、その 反省を次に いかすことが 大事だと考
えます。
最後に 、私たち は来年受 験生になり 、今はそ の進路を 決める大 事な時期で す。進路を決 めるために
自分と向 き合うこ とを頭の 中に入れて おき、良 いところ はもっと 伸ばせるよ うに、悪いと ころは自分
で気づいてなおせるようにと気を引き締め頑張っていきたいと思います。
（両面印刷）

３年代表 赤嶺ゆあさん
夏休 みが終わ り、２学 期が始まり ました。 皆さん は、夏休み どう過ご しま したか。２学 期はスポー
ツフェス タや合唱 コンクー ル、３年生 は修学旅 行等の様 々な行事 かあります 。一つ一つを 一生懸命取
り組んでいきたいです。
１学期 、私の学 級で学校 生活に必要 のないも のをもっ てきたり 、授業と休 み時間のメリ ハリがなく
注意され ることが ありまし た。たくさ んの行事 が控えて いる中、 当たり前の 事をしっかり 出来ていな
いのは、 良くない 事だと思 います。２ 学期はこ のような 問題を起 こさないよ うに互いに注 意し合い、
良い学級 を作り、 これから の学校生活 を過ごし ていきた いです。 また、３年 生は受験生で もあり、２
学期は大 事な学期 になりま す。授業態 度や単元 テストな ど気をぬ かず頑張っ ていきたいで す。その他
にも友達と協力しながら自分の行きたい高校に合格できるよう努力していこうと思います。
１学期 の反省を 生かし、 ２学期は当 たり前の ことで注 意されず 、最高学年 としての自覚 をもって行
動していきたいです。次の自分につないでいけるよう頑張ります！
【徒歩登校のお願い】
２学期が始まりました。本校では、徒歩による登下校を奨励しています。
通 学距 離が 遠い 生徒はＮ バスの利用 や、車で 送迎せ ざるを得な い保護者 の
皆 様に は、 国道 のバス停 等でお子様 を降ろし ていた だき、そこ から徒歩 登
校させていただきますようお願いします。
朝の 登校 時、 正門横の 駐車場まで 車を乗り 入れる 保護者が見 受けられ ま
す 。駐 車場 の出 入口付近 で徒歩登校 している 子ども たちと車が 交差する 場
面があり、危険ですので駐車場への乗り入れはご遠慮下さい。
徒歩 登校 を安 全に行う ために、保 護者の皆 様のご 協力をよろ しくお願 い
徒歩登校の様子
します。
【地区陸上競技大会選手激励式】
９ 月 １ ４ 日 （ 水 ） は ９ 月 ２ ４ 日 （ 土）（ １ ７ 日 の 開 催 予 定 で し た が 台 風 で ２ ４ 日 に 延 期 ） に 行 わ れ
る島尻地 区中学校 陸上競技 大会の選手 激励会が 英語ルー ムからの オンライン 配信で行われ ました。激
励会の中 で男女キ ャプテン （３年玉城 悠一斗さ ん、３年 青山瑞さ ん）が決意 表明し、生徒 会代表（盛
山大以知 さん）か らのエー ルが贈られ ました。 男女合わ せて５０ 人の選手が 参加します。 ３年ぶりの
開催。今 年度から は休日開 催となり、 学校対抗 や全校生 徒での現 地応援もな くなりました が、生徒の
皆さん自己ベストを目指し頑張って下さい。応援しています。
（男子キャプテン玉城悠一斗さん）
僕たちは夏休み期間から約１カ月半練習に取り組んで来ました。とても暑い中き
つい練習に耐えてきました。大会では、個人競技や団体競技にそれぞれ出場します
が、キャプテンとしてチームを最後まで引っ張ていきます。応援よろしくお願いし
ます。
（女子キャプテン青山瑞さん）
私達は、夏休み期間から約１カ月半、運動場や陸上競技場を利用し練習に励んで
きました。きつい練習もたくさんありましたが、仲間と声を掛け合いながら絆を深
めることもできました。当日は、互いに自己ベストを出し笑顔で終われる大会にし
たいです。皆さん、応援よろしくお願いします。
【感謝！「株式 会社ナカモト」から草刈り機９台の寄贈】
８月２２日（月）に地元企業の「株式会社ナカモト」から、
本 校 に 草 刈 り 機 ９ 台 の 寄 贈 が あ り ま し た 。「 株 式 会 社 ナ カ モ ト 」
の５０周年祈念事業の一貫として、
本校に寄贈していいただきました。
寄贈式では会社代表取締役の仲
本源さん（本校の保護者でもあり
ます）から、９台の草刈り機が校
長へ手渡され、職員一同で感謝の
意を表しました。誠にありがとう
ございます。今後のＰＴＡ美化作
業や校内整備で、大事に使わせて
頂きます。
【教育実習生の紹介】
【新職員の紹介】
９月１日（木）から大学生５人
２学期、
が３週間の教育実習に取り組んで
新職員が配
います。担当教科・学年を紹介し
置されまし
ます。
たので紹介
〇仲里公希さん（数学・３学年）
します。
〇前城弥さん（技術・１学年）
○仲地伊織
〇大城もえなさん（ 英語・３学 年）
先生（写真）
〇玉城陸さん（英語・２学年）
養護教諭の玉城唯先生の産休
〇比嘉音芽さん（音楽・２学年） に伴い、２学期から本校に配置
です。
になりました。前任校は久高小
将 来 の 教 職 へ の 道 を め ざ し 奮 闘 中 中学校です。
です。生徒のみなさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
（ 両面印 刷）

