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那覇市立仲井真中学校(TEL098-917-3415；FAX098-917-3435)令和３年 12 月 23 日発行 校長 長嶺 肇
１

基本理念(経営の基本)

(生徒・保護者・地域)
○誇れる自分、誇れる学校、誇れる地域
(学校)
○ねらいが明確な教育活動を通じ、知・徳
・体バランスのとれた生徒を育む
○安心・安全で生徒の自己実現を目標管理
実践を通じ支援していく
○社会に開かれた教育課程の実践(より良い
社会をつくるという目標)のもと、教育課程を
介して地域社会とつながる学校

校訓：創造・発展
２ 学校教育目標
○確かな学力と(知)
○豊かな心を身につけ(徳)
○未来を拓くたくましい
生徒を育む(体)
【めざす生徒像】
○目標意識をもって学び、確かな学力が身につ
いている生徒
○規範意識が身につき、思いやりの心を持つ生徒

○健康管理及び体力向上に努める生徒
【めざす学校像】
○(生徒)学校生活が楽しく、通いたくなる学校
○(保護者・地域)安心・安全で信頼できる通わ
せたい学校
○(教職員)チームとしての共通実践で教育活動
を行う学校
【めざす教職員像】
○幅広い視野と確かな指導力をもった教職員
○保護者や地域の願いを受け止め、共に歩む教
職員
○人間性豊かで社会性を合わせ持つ信頼される
教職員
１２月の行事
２４日 ２学期前半終了 火１２水３４５の授業
５校時｢冬休み諸注意(Zoom)｣後に学活
２５日 冬季休業～１／４まで
２８日 仕事納め
１月の行事
１日 元旦
４日 仕事始め 推薦書類点検①
冬季休業(最終日)
５日 ２学期後半開始 水５２月５６水１授業
１校時「新春の集い(Zoom)｣後に学活
NO 残業・NO 部活デー
推薦書類点検②
６日 ３年総合テスト(国、理、数)
７日 ３年総合テスト(英、社)
推薦書類分類
８日 成人式会場準備(午後)
９日 成人式会場(終日)
１０日 成人の日(国民の祝日)
１１日 欠席生テスト 生徒会活動日
１２日 欠席生テスト 教育相談①
小中推進部会 小中事務連絡会
１４日 第３回英語検定
１７日 教育相談②～１／２６教育相談⑨
２７日１・２学年三者面談①
２８日１・２学年三者面談②
２９日 第４回漢字検定、第３回数学検定
３１日 ３学年進路決定
１・２学年三者面談③

自己研鑽

皆さん一人一人の最終目標は、理想の自分に近づくこ
と、実現することです。自分の可能性を伸ばすために、
心と体を鍛え、頭を磨く「自己研鑽」に努め、仲間と共
に「切磋琢磨」し、一日一日の取組を継続して、実績を
積み重ねていってください。「継続は力なり」です。

生徒の活躍

第 61 回沖縄県吹奏楽コンクール
銀賞
(第 66 回九州吹奏楽コンクール沖縄支部予選)
第２回日本漢字能力検定
R3 年 9 月 24 日
２級合格 芳山功雅(3-4)
準２級合格 上間真奈美(3-3) 大城美美(3-4) 川畑結花(3-4)
緑間愛音(3-4)
糸数鉱翔(2-5)
３級合格
渡慶次真士(3-4) 國吉ケビン(2-4)
第 27 回沖縄県中学校総合文化祭
R3 年 11 月 13 日
テーマの部 優秀賞 赤嶺沙和(3-1) 那覇地区テーマ採用
第 43 回沖縄県少年の主張大会
R3 年 9 月 29 日
優良賞「心で通じ合う」宮城涼風(2-1)
令和３年度那覇市学校ボランティア活動実践者表彰
学校賞 那覇市立仲井真中学校
R3 年 10 月 5 日
個人賞 友寄真希(3-3)
令和３年度青少年赤十字加盟校活動優良賞
R3 年 11 月 1 日
活動優良校 那覇市立仲井真中学校
令和３年度第１回文部科学省後援毛筆書写技能検定
準２級合格 緑間愛音(3-4)
R3 年 7 月 1 日
第２回実用数学技能検定
R3 年 10 月 26 日
２級合格 芳山功雅(3-4)
準２級合格 嘉数太志朗(3-1)
３級合格 瀬川舜天(3-2) 天願ひより(3-2) 友寄真希(3-3)
令和３年度中学生の「税についての作文」
R3 年 11 月 11 日
那覇青色申告会会長賞 丸山七穂(3-2)
第２回実用英語技能検定
R3 年 11 月 12 日
準２級合格 赤嶺沙和(3-1) 上里航太郞(3-1) 嘉数太志朗(3-1)
町田宗睦(3-2) 丸山七穂(3-2) 豊里日奈子(3-3)
東恩納蓮(3-3) 嘉数來晃(3-4)
鉢嶺朋奈(3-5)
３級合格 嘉数ひまり(3-1) 南雲円人(3-1) 後藤理一(3-2)
金城英太(3-3) 上地果穂(3-4) 藤井桃華(3-4)
前田真那(3-4) 與儀清花(3-4) 仲田真拓(3-5)
真喜志優菜(3-5) 屋比久千夏(3-5) 吉川杏樹(3-5)
瑞慶覧千寿(2-2) 齋藤武之佑(2-3) 平良愛羽(2-3)
金城日奈子(2-5) 吉田佳泰(1-2) 吉田翔飛(1-3)
第 40 回全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ沖縄県大会 R3 年 11 月 30 日
那覇協議会会長賞「わたしたちができること」南雲円人(3-1)
第 58 回読書感想文感想画那覇地区コンクール
課題図書の部読書感想文 優良賞 中村萌佳(2-1)
第 69 回全琉小・中・高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ R3 年 10 月 27 日
書道の部 優良賞
金城日奈子(2-5) 垣花碧士(1-5)
第３回日本漢字能力検定
R3 年 11 月 30 日
２級合格 友寄真希(3-3)
準２級合格 瀬川舜天(3-2) 天願ひより(3-2) 伊佐汐音(3-3)
伊志嶺慶大(3-3) 奥村結衣(3-3) 嶺井如葵(3-4)
與儀清花(3-4)
嘉数明莉(3-5) 新里沙祁(3-5)
知念詩和(3-5) 川平彩礼(2-5)
３級合格 小波津隆一郎(3-1) 上原凝(3-2) 町田宗睦(3-2)
上地果穂(3-4) 大嶺妃香(3-4) 知念良哉(3-4)
屋比久千夏(3-5) 宮城涼風(2-1) 瑞慶覧千寿(2-2)
上原和華(2-3)
平良愛羽(2-3) 上間百合香(2-5)
仲村渠仁菜(2-5) 宮良梨愛(2-5)
全沖縄空手道選手権大会
中２・３男子５５ kg 未満上級 準優勝 大城建介(3-4)
令和３年度那覇地区中学校駅伝代表選考会
R3 年 10 月 28 日
第１位 1:01:27 那覇市立仲井真中学校男子チーム
個人賞 6 位瀬川舜天(3-2) 7 位新垣奏太(3-2) 8 位具志怜弥(3-2)
第 45 回男子沖縄県中学校駅伝競走大会
R3 年 11 月 20 日
第３位 1:09:13 那覇市立仲井真中学校男子チーム
区間賞 第４区 3 位大城建介(3-4) 第５区 1 位嘉数太志朗(3-1)

