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私は、ずっと家にこもっていたけど、 SDGs
の７番(エネルギーをみんなにそしてクリーン
に)で、できるだけ省エネができるように、使
った後はコンセントを抜いたりすることを心掛
けました。また、２学期は１学期より行事もあ
まり忙しくないので、勉強を頑張りたいです。

３年１組 大城蕉真

夏休みを終えて、楽しい毎日を過ごすことが
できました。家にいる時間が増えた分、家族で
の会話が増えていきました。夏休み中は、SDG
ｓができなかったので、２学期からは、すぐに
できるゴミ拾いをしたい。

３年１組 我那覇羅斐斗

私は、この夏休み家にいることが多く、クー
ラーや電気を使う時間が長かったです。なので、
省エネを心掛け、涼しい午前中はクーラーをつ
けず、晴れている日は外で勉強をしたり、学校
に行ったりしました。私の２学期の抱負は、数
学と英語を得意にすることと体調管理を徹底し
ていくことです。 ３年１組 喜久里紋音

夏休み中に２番の「飢餓をゼロに」すること
で、ご飯はできるだけ無駄のないようにしっか
り食べました。また、５番「ジェンダー平等を
実現しよう」などの平等や自由について学ぶ事
ができました。また、休みの解きに SDG ｓの
事について調べてみたいです。苦手な英語も頑
張ります。 ３年１組 久手堅結人

夏休み、私はゴミ拾いをして、SDG ｓの 11
番と 15 番を実践することができました。２学
期は、１年で１番長い学期になるので、勉強を
頑張りたいです。受験も控えているので、１・
２年の復習も頑張りたいです。

３年１組 久手堅莉稀

夏休みは、Jr 陸上大会に参加することができ、
嬉しい思い、悔しい思いのどちらも味わうこと
ができた。 SDG ｓについては実践できなかっ
たが、ニュースなどでフードロスについて学べ
た。また、次は実践する立場となりつかう責任
つくる責任をしっかり持ちたい。

３年１組 國吉朝陽

目標３を実践し、コロナ対策を行うことがで
きた。夏休みの思い出は、家族で線香花火をや
ったことなどです。２学期にやりたいことは、
自分たちで行うことができる SDG ｓに取り組

みたいです。 ３年１組 国吉美優
夏休みが始まると、運動不足になることを恐

れ、部活動に参加したり、体調管理をしっかり
していくことができました。SDG ｓの 12 番つ
くる責任つかう責任で、お盆などで沢山料理が
出てきたけど、皆で食べて残さず頂けました。

３年１組 國吉律希

私は夏休みの間、クーラーの温度を下げすぎ
ない、扇風機をつけ続けない等の節電と節水を
心掛けて、 SDG ｓを実践しました。細かい小
さな事ではありますが、この小さな積み重ねが
世界を救うと思うので、これからも続けていき
たいです。また、２学期は行事が沢山あるので
感染症対策をしながら楽しめるようにしたいで
す。 ３年１組 古見友音

テレビやエアコンをつけっぱなしにしないと
いうことを意識して生活した。２学期は、勉強
を中心に様々なことに挑戦したい。また、最上
級生を意識して後輩たちをリードできるように
行事等も大切にして頑張りたいです。

３年１組 副島晴

私は、夏休みの間に二酸化炭素をあまり出さ
ないように、自分で歩いて移動を心掛け、地球
を守ったので、これからもやっていきたい。

３年１組 田中瑠羽偉

夏休みは、コロナ禍で全然外に出られなくて、
家で毎日勉強を頑張りました。陸上では、良い
成績を残せなかったのでもっと頑張りたいで
す。 ３年１組 當間勝希

私は、人権作文などで 16 番「平和と公正を
すべての人に」の目標を今まで以上に考えるこ
とができました。今年の夏休みは、コロナウィ
ルスの影響で、あまり外で遊ぶことができなか
ったけど、これまでの夏休みより勉強すること
ができた。これからは、高校受験に生かしてい
きたいです。 ３年１組 渡慶次玲来

夏休みは、ゴミ拾いをしたりしました。２学
期は１番長いので、勉強をしっかりとやってい
きたいです。受験もあるので、頑張っていきた
いです。 ３年１組 仲宗根愛音

夏休みは、友達と遊んだり勉強したりしまし
た。いとことも遊んで楽しい夏休みを過ごしま
した。 SDG ｓでは、ご飯を一粒も残さず食べ
ることができたと思います。２学期は、提出物
を全て出せるようにしたいです。

３年１組 中村 颯輝

夏休みは、 Jr 陸上競技大会やお盆などがあり
ました。夏休みは特別楽しいと想える出来事は
なかったけど計画的に宿題を進めたり出来たの



で良かったと思います。また、夏休みの間で、
海に行って少しゴミ拾いをしたりしました。夏
休み以外でも、なるべく環境に気を配りレジ袋
を使わないなど実践していきたいです。

３年１組 比嘉輝

この夏休みに家族で、私の志望する高校へ見
学に行きました。ヒューマンキャンパス高等学
校という通信制の学校です。私には大きな夢が
あり、その夢を叶えるべく、その高校を受験す
ることに決めました。この夏休みは、私の人生
を変える意味のある休みだったと実感しまし
た。 ３年１組 比嘉るら

この夏休みは、緊急事態宣言が出ていて、遊
びに行ったりすることがあまりできませんでし
たが、夏休みの課題を通して SDG ｓの 10 番「人
や国の不平等をなくそう」や 16 番「平和と公
正をすべての人に」などについて考えることが
できました。２学期は受験に向けて本格的に勉
強していきたいです。 ３年１組 又吉乃亜

自分が夏休みやったことは、 15 番の「陸の
豊かさも守ろう」で、道に落ちているビニール
袋を拾って捨てました。また、２学期ではもっ
とゴミを拾いたいです。３年１組 本永飛勇駕

夏休み中に、 SDG ｓを実践したかは分から
ないけど、なるべくゴミを出さずに、なるべく
外に出るようにしました。２学期にやりたい事
は、なるべく休まないことです。

３年１組 盛小根知貴

夏休みの思い出は、ジュニア陸上大会です。
日頃の演習をジュニア陸上競技大会で発揮でき
て良かったです。また、リレーで良い成果を出
せて良かったです。２学期は、体に気をつけて
良い学校生活を送りたいです。

３年１組 屋部樹希也

SDG ｓの 14、15 番を守るために、ゴミを捨
てないようにしたり、落ちていたら拾うように
しました。勉強の面では、少し満足のいかない
状態だったので、２学期は勉強量を増やして計
画的にできるようにしていきたいです。

３年１組 吉濱瑠華

私は、夏休みの課題をやったり、お母さんの
手伝いをしました。夏休みの課題は多かったけ
ど、自分で時間を決めて課題を終えることがで
きました。２学期は、受験に向けて勉強を頑張
っていきたいです。 ３年１組 仲地真桜

今年の夏休みは、昨年より勉強を多くやって
いたので、あまり休んだ気はしませんでした。
この夏休みで実践した SDGs は特にありません
でしたが、SDGs について本などで調べて、こ
れから実践していきたいと思いました。

３年１組 野村珀

私の夏休みの思い出は、陸上です。今回の陸
上大会では、予選１位で突破したものの、わず
かの差で決勝に残れなかったので、とても悔し
かったです。今回私は、年上の人達と走り、と
ても良い経験をしましたあ。なので、来年はこ
の悔しさをバネにし、決勝に残れるようにした
いです。また、２学期は学習面を中心に頑張っ
ていきたいです。色々な行事にも進んで取り組

んで行きたいです。 ２年１組糸数凪沙

僕は、この夏休みであまりクーラーを使わな
いことを心掛けました。なぜなら、クーラーを
１番使っていると聞いたからです。僕は夏休み
期間、５回ほど友達のお父さんの船で沖に行っ
て泳いでました。とても楽しかったです。２学
期はテストが多くて忙しいと思うけど、勉強も
部活も頑張っていきたいです。

２年１組 宇根己道

２学期は、５教科で全て１位をとれるように
漢字やその他の勉強をしたいです。また、１年
の中で１番長い学期なので、色々なことにチャ
レンジしたいです。 ２年１組 小野覇空真

新型コロナウィルスの影響で、ずっと自粛し
て遊びに行けなかったけど、２学期はたくさん
遊び、たくさん学びたいです。

２年１組 國吉愛瑠

夏休みの思い出は、緊急事態宣言で部活がな
くなったりしたけど、しっかり自主練ができた
ので良かったと思います。２学期の抱負は、テ
ストで全ての教科を 60 点以上取り、席次 15 番
以内に入れるようにしたいです。

２年１組 國吉竜斗

夏休みの中で、出来るだけ人と関わらないよ
うにしました。沖縄も久米島もコロナ感染者が
増えてきているので、アルコール消毒をしてコ
ロナ感染しないようにしました。２学期は、テ
ストがあるので勉強をたくさんして、勉強や部
活を頑張りたいです。 ２年１組 城間結斗

２学期は、野球の試合で勝てるようにしたい
です。そのために毎日の練習で試合を意識して
取り組みたいです。また、テストでは１学期よ
り良い点数がとれるように頑張りたいです。

２年１組 髙橋瑠生

僕は、ビーチやリーフのゴミ拾いをしました。
夏休みの思い出は、釣りをして野球でキャッチ
ボールをしたことです。２学期の抱負は、席次
15 位をとることです。 ２年１組高嶺耀司

今年の夏休みは、前半部活動をやっていまし
たが、コロナの影響で無くなり、ほぼ家で過ご
しました。家ではゲーム、漫画を見たりして過
ごし、外に走りに行ったり、トレーニングをし
たりしました。２学期も頑張りたいです。

２年１組 仲道正峰

２学期は、課題などを忘れず期限内に出すよ
うにしたいです。来年は受験もあるので、しっ
かり危機感を持ってテスト前などは、繰り返し
復習、見直しをして前回よりも良い点数を取れ
るようにしたいです。また、部活動でも１時間
の短い時間を集中して取り組みたいです。

２年１組 長峯彩心

○後期歯科健診 10月７日(木)

○教育相談 10月12日(火)～15日(金)

○PTA親子美化作業 10月17日(日)

○芸術家派遣事業コンサート 10月25日(月)

○那覇地区駅伝競走大会 10月28日(木)


