
第 17号 平成 29年 10月 16日（月）
平成 29 年度 校長だより

【糸満市立糸満中学校 教育目標】

【知】主体的に学び

【徳】心豊かで勤労を大切にする

【体】心身ともに健康な生徒

【 強い意志をもって、どんな苦労や困難にもくじけないこと 】 発行者 校長 與那覇正樹

３年生 祝 入賞 ５８名‼
【金賞】
照屋 桃加 大城 丞 當銘 祈

大城みすず 上原 三空 大城 蘭

濱田 りつ 知名あかね 上原 仁香

仲門 響 上原 彩夏 上原すみ加

別府 羽菜 平良磨菜果 新屋 千尋

新垣つぐみ 阿波連琉歌 德永 あい

玉城奈名子 新屋 凛花 伊敷 万夢

金城 樹奈 山城立紗子 上良奈菜子

【銀賞】
玉城 彩音 金城 陽汐 渡嘉敷美鈴

島袋 幹久 比嘉 こ子 安次嶺陽菜

又吉 秀人 金城 実佑 新垣 水琴

上原 涼花 喜納 才稀 安次嶺美里

国吉 真生 浦崎 結 山城千紗乃

美底 梨来 大城ちはる

【銅賞】
金城 大祐 中村 愛音 玉城 智年

上原 亘介 金城 美結 久貝 妃華

玉城 遙菜 照屋 賀信 城間 夢架

宮本 楓 當間 弓月 伊敷梨々花

玉城 愛海 川上由宇里 金城 亜美

玉城 あみ 島袋真理

生徒会選挙公示 会長 12名 副会長 13名 立候補‼
25 名の生徒が会長並びに副会長に立候補し 10 月 27 日（金）に投票予定です。朝のあいさ

つ運動や給食時間に各教室を訪問し、「○○ができる学校にしたい」など、公約や思いをア

ピールしています。是非、立候補者の勇気と思いを認め合える学校にしていきましょう！

１年生 祝 入賞 ４０名‼
【金賞】
福治茉莉愛 慶留間フレア 玉城良一朗

我喜屋名唯 大城 心夏 大城 凛音

美底 柚妃 上原 恋芽 浜川 紫月

【銀賞】
金城 世奈 富名腰怜衣 上原 健琉

金城 新志 比嘉恵美樺 玉城 華一

慶留間エレナ 島袋 駿一 徳田架璃紅

崎山 美陽 大城 綺羅 新垣 亜実

山脇 瞭介 中田 翼 新垣亜李沙

屋嘉比美桜 与那覇玄己 屋宜 まこ

與崎 彩花 新垣 哲郎 國場 玲奈

【銅賞】
上原 海歩 仲里なつき 平良 迅識

上原 祥 上原 彩葉 徳吉 和音

保良 丞治 知念 穂波 徳村 歌乃

上野 琉空

２年生 祝 入賞 ２４名‼
【金賞】
大城 律舞 大城 就 永山 盛耀

玉城 菜花 勝連 碧 國場 瑠奈

新垣 萌絵 山口 颯太

【銀賞】
朝倉 七海 伊敷 彰人 玉城 凌子

翁長 眞希 玉城 柚葉

【銅賞】
松田 愛加 国吉梨々果 新垣 瑠香

稲嶺 光莉 石丸 琴子 仲村 太斗

浦崎 綾 有銘 心優 田原 音

前原花莉衣 伊敷妃菜美

第１９回 沖縄県中学校

社会科新聞コンクール

祝 入賞 １２２名‼
9 月 16 日に生徒の調べる力や表現力向上などを目的

に第１９回沖縄県中学校社会科新聞コンクールの審査

がおこなわれました。本校でも社会科において夏休み

の課題とし、たくさんの生徒が入賞しましたので紹介

します。「文字（活字）で自分の考えを表現したり、

表やグラフを用いて根拠を示すなど、工夫を凝らすこ

とでまとめる力が付いてきます。入賞者の多さは表現

力・思考力などの力がついてきたことを示していると

考えます。自信をもって頑張ってください。
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糸満大綱引 ご苦労様でした‼
10 月 4 日に糸満大綱引が開催されました。本校の生徒も総合的な学習の時

間の一環として、朝から綱づくりを手伝いました。ほんとうにご苦労様でした。

生徒の皆さんが地域行事のために一生懸命に作業している姿を見て、たいへん

うれしく思いました。皆さんの頑張りのおかげで例年より早く作業を終えるこ

とができたそうです。地域の皆様もたいへん喜んでいました。生徒の皆さん、

ありがとうございました。その後、「道ズネー」に吹奏楽部・チンク隊・旗頭

・舞踊・エイサー・起業体験（出店）などに数多くの生徒が参加、メインの綱引きにはシタク（支度）としてイチ

マンマギーとマカビチャーンに扮した糸中の生徒が登場し、地域の子どもとして様々な場所で活躍していました。

様々な役割で地域の伝統行事に参加し、「ふるさと」を心で感じた一日になったと思います。


