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【教育目標】 総合目標 知性を磨き、心を見つめ、チャレンジする生徒

◎自主性、創造性のある生徒（知育）

◎情操豊かな生徒 （徳育）

◎健康でたくましい生徒 （体育）

【地区中文祭(舞台)】～特別支援学級が３校合同で太鼓の演奏を披露！～
１１月４日（金）に地区中文連主催の「第２８回総合文化祭」が糸満市の「シャボン玉石けん

くくる糸満」で開催されました。地区中文祭は、新型コロナの影響で３年ぶりの開催で、「踊りぬ

しゅらさ、音ぬしゅらさ、琉球文化ぬちゅらさ 守てぃいかな」のテーマのもと、郷土芸能、意見

発表、英語劇、合唱、空手、ダンスなど多彩な演目の発表がありました。

本校からは、舞台の部に特別支援学級の生徒８名が佐敷中・南風原中と合同で太鼓の演舞に挑戦

しました。練習は、まずビデオを見ながら各学校で取り組み、その後、３校合同で音や動きを合わ

せました。練習期間が短く３校合同と

いうこともあり十分な練習が出来ない

面もありましたが、本番では息の合っ

た見事な演舞を披露してくれました。

生徒たちは、このような大舞台は初め

てで緊張したと思いますが、全員堂々

としていて素晴らしかったです。

【島尻教育研究所研究協力員事業】 ～上里優斗教諭（社会）が研究授業！～
１１月４日（木）の５校時に３年３組において上里優斗先生の社会科の研究授業がありました。

優斗先生は、今年度、島尻教育研究所の研究協力員として豊見城中・南風原中の２名の先生と共に

社会科の授業研究に取り組み、島尻地区内の小・中学校の先生方に提案授業を行っています。

当日は、島尻教育研究所の大城穰次所長と新垣誠主任指導主事の他、他校や本校の社会科の先生、

他教科の先生など多くの先生方の授業参観があり、その後、授業研究会が行われました。

授業は「地方自治と私たち」の単元で、単元課題を「持続可能な豊見城市の実現の為にどうすれ

ば良いのだろう」と設定し、豊見城市の特徴や市民の声について調べ、市民の声を実現するための

方策を考え、その実現に向けた具体的な方法や課題などについて探究・考察しました。生徒たちは、

子供・子育て世代・高齢者などが安心して暮らせるように街灯の設置や歩道のバリアフリー化など

の方策を示し、「いつまでに・どのようにして・予算はどうするか」などの課題についてグループ

で話し合い、タブレット端末で意見の集約や共有を行い学びを深めました。

【一人一研究授業⑥】 ～宮里行乃教諭（音楽）、合唱曲の歌唱表現を工夫！～
１１月４日（金）の６校時に、宮里行乃先生の３年８組の

音楽の公開授業がありました。翌日に合唱コンクールを控え

た最後の音楽の授業で、３年８組の自由曲「空高く」の歌唱

表現を工夫する授業でした。生徒たちは、行乃先生が示した

２つの箇所について、男声パート、女声パート（ソプラノ・

アルト）の歌い方や表現の工夫について意見を出し合い最終

確認していました。そして、行乃先生のエネルギッシュな歌

唱指導でブラッシュアップして本番に備えていました。
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【合唱コンクール】～ 新時代をつくり出す 伊良波ーモニー ホールに響かせ カラフルボイス ～
１１月５日（土）に「新時代をつ

くり出す 伊良波ーモニー ホールに

響かせ カラフルボイス」のテーマ

のもと「令和４年度合唱コンクール」

が豊見城市立中央公民館大ホールに

おいて開催されました。今年度は、

「生徒たちに大ホールで歌う経験を

させたい」という音楽科の強い要望

もあり中央公民館での開催となりま

した。

生徒たちは、音楽の授業や放課後

の学級練習の成果を遺憾なく発揮

し、各学年の段階に応じた素晴らし

いハーモニー・カラフルボイスを響

かせてくれました。

また、アトラクションでは各学年

ごとにソプラノ歌手の宮平真希子さ

んとピアニストの砂辺絢斗さんによ

る感動的な独唱・演奏があり、「芸

術の秋」を堪能した一日でした。

【各学級の合唱曲名・指揮者・伴奏者 及び 各賞】

学 級 曲 名 指 揮 者 伴 奏 者 各 賞
１の１ マイバラード 大城 翔 當山 夏音
１の２ カリブ 夢の旅 神谷 知信 宜保 知里
１の３ ぼくらの世界 田村 昭人 青山 心絆
１の４ Let's Search For Tomorrow 赤嶺 篤季 喜納 芽衣
１の５ 夢を追いかけて 金富 碧海 池間 愛結
１の６ Ｙｅｓ!! 金城 大翔 當銘 愛叶
１の７ 君をのせて 川満 陽斗 押鐘 みなみ
１の８ 君は君でいい 比嘉 仁菜 上原 梨愛
１の９ 友達の友達 照喜名 朝葵 仲村 芹菜
２の１ ＨＥＩＷＡの鐘 比嘉 琉華 谷口 夢羽
２の２ 今日は君の Birthday 喜屋武蒼空アーサー 山城 陽奈子
２の３ ＣＯＳＭＯＳ 東恩納 盛寿 東江 晴花
２の４ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 赤嶺 有途 瀬長 李緒
２の５ 大切なもの 安谷屋 理久 織茂 花凪
２の６ My Own Road ～僕が創る明日～ 半嶺 当亜 佐加伊アイリ
２の７ 時の旅人 恩河 壱成 酒屋 詩穂
２の８ ハートのアンテナ 松川 聖 粟國 夢果
２の９ 心の中にきらめいて 屋比久 竜巴 中里 愛理
３の１ 旅立ちの時 上原 幸純 松山 愉音
３の２ 手紙 堀川 瞬 宮城 幹太
３の３ 地球星歌 伊波 ヒロト 松川 寛奈
３の４ 桜散る頃～僕たちのLast Song～ 大城 結之介 金城 友菜
３の５ 変わらないもの 坂元 伶好 上原 利久斗
３の６ 絆 桃原 玲音 村岡 さくら
３の７ あなたへ～旅立ちに寄せるﾒｯｾｰｼﾞ～ 友知 綾捺 當銘 陽向
３の８ 空高く 新垣 伸之介 伊敷 美玲
３の９ 時を超えて 上田 倭 嘉数 匠真

【テーマ賞】 ２年６組・７組

「新時代をつくり出す 伊良波ーモニー ホールに響かせ カラフルボイス」

金賞 １年５組
銀賞 １年６組
銅賞 １年１組･２組
指揮者賞 神谷知信

田村昭人
伴奏者賞 當山夏音

當銘愛叶
マナー賞 １年３組

金賞 ２年５組

銀賞 ２年９組

銅賞 ２年４組

指揮者賞 安谷屋理久

伴奏者賞 谷口夢羽

織茂花凪

マナー賞 ２年７組

金賞 ３年３組
銀賞 ３年１組
銅賞 ３年５組･８組
指揮者賞 新垣伸之介
伴奏者賞 松川寛奈

伊敷美玲
マナー賞 ３年４組

３年３組

１年５組

２年５組


