
〔３年モザイクアート〕 〔２ A朗読劇〕

【優良賞】２ A 世良田 亮佑

全国納税貯蓄組合連合会並びに国
税庁が実施する中学生の税について
の作文コンクールで，優良賞を受賞
しました。11 月 14 日（月）に大隅
税務署 森田宏明 署長が来校さ
れ，校長室で授与式がありました。

可能性は無限にある

校 長 勝 田 隆 志

先日開催した文化祭は、感染症の予防対策にご協力いただいた上で、今年
は来場者を制限せず、保護者や地域の方々に生徒の発表を見ていただきまし
た。おかげ様で、多くの皆様にお越しいただき、生徒たちはやりがいを感じ
ながら発表することができました。私は今回、行事に打ち込む生徒の真剣な
様子を見て、心から感動しました。また、その成功に向けた先生方のサポー
トに対しても感謝の気持ちでいっぱいです。スローガン「彩（いろどり）～
みんなで彩やかな花を咲かせよう～」のように、生徒一人ひとりが自分の個
性を生かして学習の成果をしっかりと発表し、一丸となった姿を見せてくれ
たと思っています。
学年代表による弁論は、身近なテーマを取り上げ、自分の思いや主張を堂

々と表現してくれました。１年生は、志布志の郷土に関することについてよ
く調べており、クイズ形式を取り入れた発表は見ている側も楽しく参加でき
ました。２年生は、修学旅行の学びを演劇と展示に分かれて表現し、特に長
崎の原爆をテーマにした舞台発表では、戦争の悲惨さ・平和の尊さを訴える
朗読劇を披露しました。構成もよく工夫されていて、見ている側の心を揺さ
ぶる見事な演技でした。ステンドグラスの展示作品は、光が当たるととても
きれいで長崎の雰囲気を感じることができました。３年生は、モザイクアー
トの展示と演劇の発表でした。展示担当の生徒は、方眼の目を色ペンで塗る
細かい作業を根気強く続け、それを貼り合わせて巨大な作品を完成させまし
た。また、「私たちの将来や仕事」をテーマにした演劇は、世の中の職業や
社会の仕組み、人と人との繋がり等について真剣に考えさせられる、３年生
らしい内容でした。ユーモアに富んだ場面を盛り込みながら、見ている側を
引きつける話の展開により、最後は感動で胸が満たされる素晴らしい発表で
した。
体育大会、文化祭と大きな行事を終え、私は、本校生徒のもっている潜在

的な能力・無限の可能性を感じています。「様々な挑戦を続けることで、ま
だまだ伸びる」と信じています。
２学期も残りわずかとなりました。この行事に対する熱量を、日常の学校

生活を充実させるために生かさなければいけません。生徒の皆さん、あなた
方の可能性は無限大です。何事にも素直な気持ちで
向き合い、自分を大切にしながら、これからも更な
る成長を目指しましょう。
県民週間において、保護者や地域の皆様から多く

のご意見をいただき感謝申し上げます。生徒や職員
の励みになります。今後とも、ご協力・ご支援をよ
ろしくお願いいたします。

11 月 22 日（火） 期末テスト１日目 第２回学校保健委員会

24 日（木） 期末テスト２日目

25 日（金） 期末テスト３日目

12 月５日（月） 人権週間（～ 10 日）
６日（火） 生徒集会（人権週間について）

７日（水） 学びの時間（６校時）

９日（金） 総合人権に学ぶ（②１年③２年④３年）

６校時（法教育授業：内藤弁護士）

10 日（土） 校内駅伝大会（１・２校時）

１・２年学年・学級ＰＴＡ

13 日（火） ボッチャ体験授業（⑤ 1A ⑥ 1B）
14 日（水） 学びの時間（６校時）

15 日（木） ボッチャ体験授業（⑤ 2A ⑥ 2B）
20 日（火） 第２回 PTA 選挙管理委員会（ 19:00 ～）
22 日（木） 生徒会専門部会

23 日（金） ２学期終業式

26 日（月） いじめ問題子供サミット（リモート）

28 日（水） 仕事納め

有明中学校 学校だより

公孫樹
い ち よ う

（有明中ｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ） 令和４年 １１月号

頑張りましたね！！

○ 令和４年度第２回英語検定試験結果 合格者
２ 級 ３B 岩本 泰知
準２級 ３A 稲付 蓮斗 ３A 抜木 瑛真

３A 米山 蒼生
３ 級 ３A 木幡 祐大 ３A 迫田 彩悠

３A 鮫島 慶光 ３A 末国 愛葉
３A 日髙 蓮愛 ３B 仮屋 歩夢
３B 土橋さくら ３B 森山 桃圭
２A 坂田 蒼空 ２B 原田美樹奈
２B 増田 凉菜 １B 猜野 一心

４ 級 ３B 大塚 由結 ３B 諏訪 絢音
３B 樽口 來音 ３B 三浦 梨乙
２B 加世田莉紗 ２B 竹井野乃花
２B 深川 奈々 ２B 別府シエル
２B 安川 和祈

５ 級 ３A 末永 蓮空 ３A 山下 吹雪
３B 瀬戸 悠輝 ３B 春田 光稀
３B 平田 友哉 ３B 福元 恵那
３B 宮脇 光 ３B 村永絵玲愛
３B 山重 友輝 ２B 今西彩友華

○ やっちく秋の陣まつり in道の駅松山絵画コンテスト
商工会長賞 上村 優奈

【お詫び】○地区駅伝競走大会
区間賞 5区 2位 今西彩友華 ⇒ 5区 1位 の間違いでした。

訂正します。11 月８日（火）市小中学校音楽発表会

中学生の税に関する作文

10月 28日（金）第 76回文化祭

10月 25日（火）生徒会任命式 11月 9日（水）生徒総会

11月 10日（木）避難訓練

11月９日（水）性教育教室

【生徒会長】
2A 坂井昊聖
【生徒会副会長】
2B 安川和祈
1B 稲付菜々子
【生徒会書記】
2A 坂田蒼空
【生徒会会計】
2A 二重ひなた

生徒会スローガン「優しく おおらかに 心は米のように白く 海苔のよう
に皆を包み おにぎりのような団結力を」を掲げ，新しい生徒会がスタート
しました。初の大仕事である生徒総会も無事に終えることが出来ました。

市の音楽祭で，11
人の有志でﾘｺｰﾀﾞｰ
演奏を披露しまし
た。7 時 30 分から
の朝練を頑張り，
素敵な演奏が出来
ました。

「災害はいつ起きる？」

それは誰も分かりませ

ん。しかし，災害に備

えることは今この瞬間

から出来ます。備えを

使う機会がないこと，

それは幸せなことです。

１･2 年生で性教育教室を行い
ました。1 年生は LGBTQ につ
いて養護教諭が講話し，2 年生
は性情報の正しい認識について

市の保健師の先生に講話をして

いただき，理解を深めることが

出来ました。


