
ＧＣＥＴＧＣＥＴ＋ 和顔愛語和顔愛語 目標・挑戦・努力・感謝
令和３年５月２８日 校長山内

～中体連でこれまでの練習の成果を発揮していこう！～

いよいよ、中体連夏季総体が間近に迫ってきました。3年生にとっては3年間の集大成となる大会です。23日から
緊急事態宣言が出されコロナ感染に気を付けながらの大会となりますが、体調管理を行い、ベストコンディション
で大会に臨んで欲しいと思います。
給食時間には、各部活の顧問の先生方から激励の言葉、キャプテンから大会へ向けての決意表明が放送されてい

ます。また、石中職員との激励試合も行われています。大会では、チーム一丸となって頑張るぞ！
今回は無観客での大会となり、保護者の皆様には試合観戦が出来ない状況ですが、子ども達の体調管理と、当日

への激励をお願いします。

男 顧問 仲村子 港川 キャプテン 大城
子
バ ６月５日（土） １３：００開始予定 第4試合
ス

野 顧問 宮里 玉城 キャプテン 山内 ケ 場所 石川中学校体育館
ッ

球 ６月５日（土） １４：００開始予定 第4試合 ト 対戦相手 沖縄カトリック

部 場所 読谷平和の森野球場 対戦相手 中城中学校
女 顧問 上門 松本 キャプテン 新里
子
バ ６月５日（土） ９：００開始予定 第1試合

サ 顧問 池原 与那城 コーチ 安次富 ス
ッ キャプテン 石川 ケ 場所 石川中学校体育館
カ ッ
｜ ６月５日（土） ９：００開始予定 第１試合 ト 対戦相手 伊波中学校

部 場所 赤間運動公園天然芝会場 対戦相手北中城中学校
男バ 顧問 上原 内間 キャプテン 長浜
子ド

女 顧問 當山 宮城 キャプテン 金城 ミ ６月６日（日） １１：００開始予定 ８試合目
子 ン
バ ６月５日（土） ９：００開始予定 ト 場所うんな中学校体育館 対戦相手与勝緑が丘中学校
レ ン
｜ 場所 山内中学校 対戦相手 普天間中学校
部

女バ 顧問 玉城 松本 キャプテン 伊波
子ド

女 顧問 佐久川 大城 ミ ６月６日（日） ９：００開始予定 １試合目
子 ン
ソ コーチ 冨着 伊波 ト 場所 うんな中学校体育館 対戦相手 伊波中学校
フ ン
ト キャプテン 久高
ボ
｜ ６月５日（土） １０：３０開始予定 ２試合目 男テ 顧問 別所 植木 キャプテン 久場
ル 子ニ
部 場所 読谷運動広場 対戦相手 読谷中学校 ス ６月５日（土） ９：００開始予定

部
顧問 古波蔵 ６月６日（日） 場所 県総合運動公園 対戦相手 嘉数中学校

空
手 場所 具志川総合体育館 宮城福さんが個人戦に出場します。

女テ 顧問 屋良 植木 キャプテン 糸数
子ニ

顧問 古波蔵 ６月５日（土） ス ６月５日（土） ９：００開始時間予定
剣 部
道 場所 嘉手納中学校 場所 県総合運動公園 対戦相手 普天間中学校

宮平さん、山城さんが個人戦に出場します。

男子バドミントン部 女子バスケット部
※先生方との激励試合（紙面上一部、抜粋して掲載しています）

サッカー部 女子バレー部

各部毎の大会日程や会場などについて

各部 練習に励んでいます！



いい顔、いい言葉、いい心の「和顔愛語」について
皆さんが、いい気分で過ごすことのできる素敵な用語。「和顔愛語」（わがんあいご又はわげんあいごと読みます）。
意味を調べてみると｢和やかな笑顔と思いやりのある話し方で人に接すること｣と書いていました。何故大切なのでしょうか？
笑顔で相手に優しい言葉をかける。

↓
話しかけられた相手がその言葉によって心が明るくなり、幸せを感じる。
自分が幸せであるだけでなく、まわりの人も幸せにしていこうと感じる。
さらにその行動や言葉が、自然と周囲の人びとの心を明るくする。

↓
分け隔てなく、優しく、平和な世の中になる。

↓
そんな世の中に生きている自分の心も幸せになる。

みんなが「和顔愛語」を心がければ回り回って自分に戻って来るだけでなく、みんなの心がまぁるくなり、笑顔が循環し素敵な
世の中になるのではないでしょうか。これからも石中や皆さんの家庭を｢和顔愛語｣で、居心地のいい場所にしてきましょう。

５月18日（火）

緊急事態宣言が出されている沖縄県ですが、生徒の皆さんは、 ～落ち着いた授業態度が好評でした～
換気、手洗い、消毒、マスク着用、日々の健康チェックなどにしっ 嘉手苅教育長をはじめ11名の指導主事の先生方が来校し、学
かりと取り組んでいます。また、風邪症状などの体調不良時への対 校側の説明をうけての助言や、授業参観及び指導助言が行われ
応も、文科省、教育委員会、先生方の指示に従い、対応しています。ました。
これからも全校生徒で協力して、対策を続けていきましょう。 石川中学校はこれまでの取り組みの成果から、学校全体が落
保護者の皆様には、家庭でのコロナ対策や、検温などの健康チェ ち着いてきており、学習規律面が整ってきていると感想をいた

ックへの協力、欠席の電話連絡等連携していただき感謝いたします。だきました。今後は、先生方の更なる授業改善によって「主体
引き続き、御協力をよろしくお願いします。 的で対話的で深い学び」の授業実践を行ってほしいとの激励を

受けました。
また、実践に当たっては、今年度から導入される「GIGAスク

ール構想」によるタブレットの活用などについても、助言をい
ただきました。一人一台ずつタブレットが配布され、授業の中
で、ネットを介して調べ学習を行ったり、調べたことをまとめ

～ＰＴＡ活動 コロナ禍でも、できることを実践！～ たり、個人の進度に合わせたドリル学習などの構想があります。
校内研修などをとおして、有効活用できるよう取り組んでいき

昨年度に引き続きコロナ たいと思います。保護者の皆様にも、公文等でお知らせしてい
禍でのスタートとなってお きます。
りますが、さらに沖縄県は
緊急事態宣言が出されてい
る状況もあり、ＰＴＡ総会
を紙面での対応とさせてい ５月2７日（木）
ただきました。
会員の皆様には、諸決議 中学3年生を対象に国語・数学について全国一斉に学習状況調

案を承認していただきあり 査が行われました。石中の生徒達も真剣に取り組んでいました。
がとうございます。 テストの結果を活用し、今後の授業改善に活かしていきたいと
ＰＴＡ活動には制限もか 思います。

かる事と思われますが、で
きることをできるときに！
をモットーとし糸数ＰＴＡ

会長のリードのもと石川中学校の子供たちのために、一緒に取り組
んで参りましょう。

５月13日（木）～14日（金）

成績アップのための学習のコツ！

二日間にわたり中間テストが行われました。1年生にとっては初 主な学校行事（予定）
めての定期テスト、2年生にとっては中堅学年で力試しとなるテス
ト、3年生にとっては受験のスタートとなるテストでしたが、手ご ６月 ７月
たえはどうだったでしょうか。テストを返されて、大喜びする生徒、
肩をおとす生徒、様々だった事でしょう。
次のテスト（期末テスト）に向けて成績アップのコツを３つお伝 １日（火）視力聴力身体計測 １日（木）人権の日

えしたいと思います。是非、取り組んでみてください。 ３日（木）２年校医検診、人権の日 ２日（金）PTA評議委員会
４日（金）生徒総会 ６日（火）思春期教室1.3年

① 授業にしっかり参加する！ ５日（土）～６日（日） ９日（金）1年安全教室
② わからない所は先生や友だちに質問する！ 中体連地区総体 11日（日）PTA作業（予定）
③ 家庭学習では自分でできる暗記物や復習に時間を使う！ ７日（月）部活動休み 13日（火）～16日（金）

９日（水）～11日（金） 三者面談
理由を説明します。 教育相談 19日（月）自治会長と顔合せ（予定）
①については，学校では毎日5～6時間の授業があります。例えば、 10日（木）1年校医検診 20日（火）1学期終業式

授業にはボーッとして無駄に過ごし家庭で2時間力を入れている生 12日（土）～13日（日） 21日（水）～8月24日（火）
徒は、学校の6時間の授業にしっかりと参加して取り組んでいる生 中体連地区総体 夏季休業
徒には勝てないということです。 14日（月）伝達表彰（予定） 22日（木）海の日（休日）
②については、わからないところをそのままにせず、先生や友だ 15日（火）17日（木）18日（金） 23日（金）スポーツの日（休日）

ちに教えてもらうことです。自分で何時間もかかっても解けない問 期末テスト 東京オリンピック開会式
題でも、教えてもらうことで数分で解決できることが多いです。授 19日（土）数学検定 24日（土）～8月9日（月）
業中や休み時間に質問する習慣をつけましょう。 21日（月）～30日（水） 東京オリンピック
③については、家庭では暗記物や復習に時間を取ることをお勧め 読書旬間 28日（水）自治会交流会（予定）

します。つまり自分でできる学習を行うことです。自分でやってみ 23日（水）慰霊の日 30日（金）生徒会リーダー研修
て、わからない問題は、いさぎよく翌日の授業や休み時間などで友 27日（日）3年修学旅行
達や先生から教わることです。 荷物点検 出発式 ※日程変更の場合もあり
1日24時間と時間は限られています。日々の授業に積極的に参加 28日（月）～29日（火） ます。その都度ご確認願

し、分からないことは質問する習慣をつけ分からないままにしない 3年修学旅行 います。
ことです。勉強の仕方も工夫次第でかなり効果がＵＰしますよ。 30日（水）3年振替休日
次回の期末テストで ～目指そう成績アップ！実力アップ！～

全国学力学習状況調査

うるま市教育委員会学校訪問

中間テスト

PTＡ総会 紙面での承認

コロナ対策へのご協力に感謝いたします


