
                                    

  

                            

                                                                               校長 木場敏朗 

 令和時代の最初の年の瀬を迎えました。笠利中学校の２学期が，生徒に大きな事故やけががなく充実感あふれ

る中で終えられることを大変うれしく思います。 

 ２学期は行事の多い学期でした。生徒たちはいろいろな行事において，「行事を成功させるためには，どのよう

にすればよいか」をしっかりと意識して，一人一人が精一杯の取組をしてくれました。体育大会，文化祭，校内駅

伝大会といった行事は，確かに練習や準備の時間に，そして当日も，大変だったり苦しかったりで，かなりつらい

思いをした生徒もいたのではないかと思います。しかし，目標を持って目の前の壁（行事）に向き合い，それを乗

り越える（成功させる）ために，自分なりに頑張り，努力した後の達成感や満足感は何物にも代えがたい貴重な感

覚です。これらの行事を通して，それらの感覚を味わうことや応援・励まし・賞賛の声をかけられることで，生徒

の心の中には自信や自己肯定感が育まれ，精神的に大きく成長してくれたのではないかと思います。  

さて，12 月 25 日は，昭和 28 年 12 月 25 日に奄美群島が日本に復帰したことを記念する「日本復帰記念の日」

です。校内の弁論大会でも「奄美の復帰運動の歴史」や「復帰に関わった先人たちの想い」について発表してくれ

た生徒がいました。郷土の歴史についての知識や理解を深めることは「ふるさとを誇りに思う」ことにつながる大

切なことです。今年の日本復帰記念の日には，笠利中学校からも生徒会役員の３名の生徒（丸田桃香さん，山下ひ

なたさん，中健斗さん）が，名瀬小学校で行われる「日本復帰記念の日のつどい」に参加します。復帰運動にゆか

りの深い名瀬小学校の校庭で，復帰運動に関する話を聞いたり「断食悲願」の詩の朗読を聞いたりすることで，郷

土の先人たちの熱い想いを感じてくれるものと思います。 

令和元年も残すところあとわずかとなりました。勉強，運動，生徒会活動等で一生懸命に頑張り笠利中学校を盛

り上げてくれた生徒の皆さんに賞賛の声を贈るとともに，本校の教育活動への御理解と御協力をくださいました

保護者や地域の皆様，関係各位に心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 新しい年も生徒一人一人が輝けるよう職員一同，一丸となって支援して参りますのでどうぞよろしくお願いい

たします。皆様，良い年をお迎えください。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1２・1 月の主な行事 

令和元年度 笠利中だより 

      赤嶺ケ丘  
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「１年：自分の食生活に関心を持ち，自己の食生活を振り返る」「２年：成長期においては，栄養バランスの

とれた食事が大切であることを知る」「３年：郷土奄美の食文化や地場産物に関心を持つ」等を目的として，各

学年で食に関する指導を実施しました。１・２年生は笠利学校給食センター栄養教 

諭の藤先生（赤木名小学校所属）をお迎えし，１年生は給食の献立を 6 つの食品群 

に分類したり，自分の食べている朝食に不足している栄養素を考えたりしました。 

２年生は，アスリートの食事を題材に，自分たちの健康な体作りを考えました。 

３年生は味の郷かさりから，伊地知さん，里さんを講師としてお迎えし，郷土料理 

について理解を深めるため，「鶏飯」と「舟焼き」を作りました。 

生徒の感想 

 

 

 

 

 

 

 

普段自分たちが食べている食事について改めて考える，大変良い機会となりました。３年生が作った舟焼き

は，職員も試食に預かりました。材料は同じはずなのに，各班，それぞれ個性がでており，大変おいしい舟焼

きでした。家庭でも作ってくれることを期待しています・・・。 

食に関する指導(１年・２年・３年)を実施しました！！ 

３年「初めて郷土料理を作ってとてもおいしかった」 

  「家族がおいしい料理を出してくれる苦労が分かった」 

２年「アスリート食事は『量』と『質』が大切なんだというこ

とがよくわかりました。」 

  「今日学習したことを早速駅伝大会に生かして行きたいと

思います」 

１年「朝ごはんは栄養のバランスを考えて作らなければならな

いことがよくわかりました。」 

 

 14 日（土）に校内駅伝大会を行いました。以前は校内持久走大会を行っ 

ていましたが，「たすきをつなぐことの楽しさを味わう」，「集落内の多くの 

方々に生徒に励ましの声掛けをしていただく」「笠利の地域性を考える」等 

を考慮し，昨年度から校内駅伝大会を実施しています。今年は，３回目の 

開催ということもあり，沿道からも多くの声援をいただきました。ありが 

とうございました。結果は，永田侑希さん率いる赤組の優勝でした。 

 

 

 

 

校内駅伝競走大会を行いました！！ 

 11 月 27 日（水）に住用中学校で英語暗唱大会，東城中学校で弁論大会が実施されました。英語暗唱大会に

は３年生の榮愛真音さん，弁論大会には３年の伊瀬知美央さんが 

出場しました。榮愛真音さんは優良賞，伊瀬知美央さんは優秀賞 

に入賞しました。伊瀬知美央さんは「行動からはじまる未来」を 

テーマに，自分で考えて行動することの大切さ述べました。伊瀬 

知美央さんは奄美市の代表として和泊中学校（和泊町）で行われ 

た第 35 回大島地区弁論大会にも出場しました。２人とも大勢の 

前で堂々と，素晴らしい発表を行いました。 

 

 

日本復帰記念第 40 回奄美市中学校英語暗唱・弁論大会が行われました！！ 

 

 ２日（月），校舎改築安全祈願祭が行われました。普通教室棟は 1956 年に建設され老朽化が進み，昨年度から改築

事業が始まりました。15 棟あった建物を２階建ての１つに校舎にまとめ，海を見下ろす 70ｍほ 

どの校舎を建設する計画です。本校舎は来年７月に完成し，２学期から新しい校舎での授業を 

予定しています。本校舎完成後，普通教室棟の解体，付帯工事（駐車場や花園等）が行われ， 

全体の完成は令和３年３月を予定しています。保護者，地域の皆様方には工事車両の通過や騒 

音等でしばらくの間御迷惑をおかけ致しますが，御理解・御協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

校舎改築安全祈願祭を行いました！！ 

文責：全国準優勝記念像も安全を祈りながら工事の

進捗状況を見つめているのかな・・・と，

日々感じる牟田 

 13 日（金），16 日（月）に，「郷土の先人たちが苛酷な支配・差別の中で命をつないできた歴史を学ぶ」「郷

土奄美に誇りを持ち，奄美の内外へ郷土のすばらしさを伝えようとする意欲を持つ」ことを目的として，人権

同和教育学習を行いました。16 日は本場奄美大島紬伝統工芸士会の南祐和さんを講師にお迎えし，黒糖と同じ

ように薩摩藩からの厳しい圧政・支配の中で技術を磨き，後世につないできたという 

大島紬の歴史背景について人権同和教育の観点から学習を深めました。生徒は「薩摩 

からの圧政に耐え，自分たちに命をつないで来てくださった先人の方々に感謝したい 

です」「大島紬にあのような過去があったことを初めて知りました。大きくなったら 

大島紬を着たいです」などの感想が聞かれました。普段身近にある大島紬ですが，そ 

の存在意義を見つめなおす良い機会になったようです。 

 

 

 

人権同和教育学習を行いました！！ 

入選 ３年 永田 侑希 さん     準２級 ３年 並木 花萌 さん  特選 ３年 伊瀬知 美央 さん 
    ２年 鈴倉 花音 さん      ４級 ３年 藤田 桜  さん 

       上地 さち さん         ２年 鈴倉 花音 さん  特選 ３年 伊瀬知 美央 さん 

    １年 肥後 楓香 さん      ５級 １年 中野 雄賀 さん  入選 ３年 並 木 花萌 さん 

                           肥後 楓香 さん    ２年  中  健斗 さん 

入選 ２年  南 海琉凜 さん            中野 颯馬 さん       山 下 ひなたさん 

    １年 中野 雄賀 さん                         １年 中 野 雄賀 さん    

                     男子バレーボール部  優勝         肥 後 楓香 さん 

特選 ３年 伊瀬知 美央 さん 

入選 ２年 山下 ひなた さん                     準２級 ３年 伊瀬知 美央 さん 

    １年 中野 雄賀  さん     男子バレーボール部  優勝       ２年 山 下 ひなたさん 

                                      ４級 ２年 鈴 倉 花音 さん    

特選 ３年 伊瀬知 美央 さん    ｱｲﾃﾞｨｱ賞 ２年 上地 さち さん     ２年 丸 田 桃香 さん 

 

 

   

        

 

 

 

 

おめでとう！！ 
田中一村記念スケッチコンクール 

理科に関する研究記録展奄美市審査会 

第 62 回県児童生徒作文コンクール奄美市審査会 

第 62 回県児童生徒作文コンクール大島地区審査会 

第 2 回実用英語検定 

第９回 徳洲会旗小・中学生バレーボール大会 

奄美市中学校新人総合体育大会 

第 55 回大島地区読書感想文コンクール 

第 55 回奄美市読書感想文コンクール 

漢字検定 

「薬」に関する標語コンクール 

令和最初の年の瀬に思うこと  

17 火 校内駅伝大会予備日 6 月 仕事始め 16 木
ノー部活動デー・定時退庁日１・２年鹿児島

学習定着度調査

19 木
ノー部活動デー・定時退庁日

放課後の活動 8 水
始業式　美化作業

学校自由参観週間 18 土 青少年育成の日

21 土 青少年育成の日 9 木
ノー部活動デー・定時退庁日

３年実力テスト１日目 19 日
家庭の日

市民清掃の日

24 火
職員朝会　美化作業　終業式

職員会議　相互点検　職員研修 10 金
書き初め大会

３年実力テスト２日目 22 水
生徒会専門部会

交流給食（給食センター）

25 水 冬季休業 15 水 １・２年鹿児島学習定着度調査 23 木 ノー部活動デー・定時退庁日
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