うる ま市 立 宮城 中 学校
学校 便 り （ 第 １０ 号 ）
平 成２ ３年 １１ 月３０ 日（ 水）

文化の香り高い宮城中与勝ブロック代表となる！

黒 潮
うるま市与勝ブロック音楽
発表会開催される。。。。

独唱 の部

森 屋隆成 （宮城 中）

市市市市ＰＰＰＰ連主催のののの中学生意見
発表会がががが開催されました。。。。

去る 十八日 （金 ）に 、勝連 シビ
去る 四日 （金） に男子 は浜中 学
ックホ ールで 、与 勝地 区の音 楽発 校、女 子は 石川中 学校で 意見発 表
表 会があ りまし た。 今回 は宮城 中 会 が開催 され ました 。本校 の代 表
伊計 中、浜 中の三 校合 同で 、合唱 は、 男子の 部に 森屋隆 成くん 、女
団を編 制し出 場し ました 。
子の部 に大城 累さ んが出 場しま し
宮 城中の 生徒の 積極 性に合 わせ た。 隆成く んは「 中学 校生活 で学
るかように、他校の生徒も頑張っ んだこと」、累さんは「今までの自
ていま した。 とて も素晴 らしい 歌 分、こ れから の自分 」の 演題で 発
声 でした 。
表 しまし た。結 果は、 優秀 賞で、
結果 は、次 の通 りでし た。
す ばら しい成 績を収 めまし た。

合唱の 部

宮城・ 伊計 ・浜中 合同
与 勝緑 が丘中 三年Ｂ 組
与勝 第二 中代表 合唱部

来る 十二 月二日 （金 ）には 、沖縄
市民会 館で 、中頭 地区 の代表 を決
定 する中 頭地 区音 楽発表 会があ り、
ます 。この 発表 会に 独唱の 部と合
沖縄県へき地教育研究大会
唱の部 に、隆 成く んや本 校の 生徒
でででで宮城中のののの取組をををを発表する
たち が出場 します 。
応 援をよ ろしく お願 いし ます。
去る 一日（ 木）と 二日（ 金） の
両 日に 国頭村 辺土名 をメイ ン会 場
に県 へき 地教育 研究大 会が開 催さ
れまし た。 本県は 、離島 へき地 の
小 規模校 が四 割をし めてい ます 。
へき 地小規 模校 の良さ を生か し、
課題を 解決す るた めに、 毎年研 究
大 会が開 催され てい ます。 本年 度
は、 宮城中 学校の 取組 を池原 幸憲
先生が 発表し ました 。

小中合同読みみみみ聞聞聞聞かせと
ヨエさんのフィンランドのののの話話話話

去 る二十 五日 （金 ）に、 地域と
関わ りの深 いフ ィン ランド 出身の
マリル カ・ウ ーシサ ーリ （ヨ エ）
さん が、フ ィンラ ンド の紹 介をし
て くれま した 。フィ ンラ ンドは 、
夏は 四十一 日間も 太陽 が沈ま ない
白夜 となり 、
冬 は五 十一日
間太 陽の 登ら
ない日 が続 く
こと やオー ロ
ラの 話、サ ン
タの古 里であ
る ことな どの
興味深 い話を
た くさ んして
く れまし た。

発 表では 、宮城 島の 紹介か ら始
まり、 生徒自 ら課題 意識 を持っ て
協 力し合 い互い に学 び合う 態度を
養 うた めの実 践事例 を行 いまし
た 。地域 や保護 者の 協力や 近隣 校
との 連携、 専門機 関の 活用な ど多
く の取組 を発 表しま した 。とて も
素 晴らし かった です 。

赤赤赤赤いいいい羽根共同募金贈呈式
生徒会活動のののの取組
去る 二十二 日
（ 火）に 、本校
にお いて、 うる
ま 市社 会福祉 協
議会 名嘉 山兼宏
会長に 、宮 城中
の生徒会活動で
取り 組んだ 募金
をたく しまし た 。

ま た、読 み聞 かせサ ークル
「 ぐりと ぐら」 の皆 さんに よ
る大き なか ぶの朗 読劇を 鑑賞
しま した 。地域 の皆さ んのす
ばら しい 演技や 宮城島 方言で
のやり 取り、 アド リブの 演技
など で会場 は大 きな笑 い声で
い っぱ いとな りまし た。子 供
たち は、和 やかな 雰囲気 の中
で、 とても 満足し たこと だろ
う と感 じまし た。

十二月のののの行事

一 日（木）
市実力 テスト （中一 ）
二日（ 金）
中頭地 区音楽 発表 会
六日 （火 ）
地震 津波火 災避難 訓練
八 日（木 ）
市中学 生フォ ーラム
十日 （土 ）
県 中文連 総合文 化祭 三線参 加
十一日 （日）
（ 宮 城小 学習発 表会 ）
十 三日（ 火） ～十五 日（木 ）
三 者面談
十六日 （金 ）
市 英語 スキッ トコン テスト
十八日 （日 ）
（ 桃 原小学 習発 表会 ）
二十 二日（ 木）
二学期 終業式

