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冬休みもあっと言う間に終わりました。
１年生は、中堅学年への準備期間です。
２年生は、西中学校を牽引していくパワーを蓄え、
４月から全力で後輩を指導して下さい。
３年生は、自己実現と自己責任を熟考する大切な時
間です。
今年は、辛丑年です。じっくり目標に向かって歩
むと成功につながります。新年の抱負を大事に頑張
って下さい。各学年の皆さんの決意を掲載します。
今日から３学期が始まります。皆さんは、冬休み
をどう過ごしましたか？
私は、これまでの学級での出来事を思い出してみ
ました。思い返すと、私たち１年１組は、２学期色
々なことにとり組みました。
まず、１つ目は、中間テストと期末テストです。
２つのテストでは、集中して勉強に取り組みました。
３学期は学年末テストがあります。最後の九教科の
テストです。九教科まんべんなく勉強して、問題に
集中してテストに向かいたいと思います。
２つ目は運動会です。本番に向けてエイサー練習
を頑張り、本番ではミスすることなく演技ができて
よかったです。３学期には、１年生は総合のガイド
マップ発表会があります。運動会のようにたくさん
の人が来るわけではないけれども、お互いに頑張っ
て作り上げたガイドマップを発表し合い、久米島に
ついてもっと知っていきたいと思います。
３学期には、まとめの行事がたくさんあります。
最後のテストでは、１年間に学習した内容がでると
思うので、予習、復習をしっかり行い、よい結果を
残せるように頑張りましょう。また、卒業式もあり
ます。先輩方をしっかり送り出すために、私たち１
組は何事も率先して動けるようなクラスにしていき
たいです。そのために、普段から言われたことをす
ぐに出来るように頑張りたいです。３学期では、授
業態度にもさらに気をつけて、学級の皆で団結して
何事にも取り組んでいきたいです。
１年１組 仲道正峰
皆さんは、３学期の目標を立てましたか。１年２
組は、全体的に明るく元気のあるクラスだと思いま
す。しかし、２学期は１学期よりも気が緩み授業と
休み時間のケジメがついていませんでした。３学期
は、「ケジメをつける」ことを目標に頑張ろうと思
います。また、クラスの目標だけで無く、１・２学
期の自分を振り返り、改善点を見つけ、自分の中で
目標を立てようと思いました。３学期が終わると、
３年生は卒業し高校、２年生は３年生、１年生は２
年生へと進級し、私達には後輩ができます。後輩の
お手本になれるように、３学期からケジメをつけら
れるよう頑張ります。皆さんも、自分自身の目標や
クラスの目標を立て、達成できるように頑張って行
きましょう。
１年２組 佐々木花
あけましておめでとうございます。皆さんはど
のような冬休みを過ごしましたか。私は、冬休み
の宿題を一生懸命に取り組みました。また、新人
戦のために部活動も一生懸命に頑張りました。
僕たちクラスはよく、密集したり、密接したり

して注意されることが多くあります。コロナ禍の
今、私達は「新しい生活様式」にのっとった生活
をしなければなりません。３学期は２学期同様、
「新
しい生活様式」を守った生活をしていきたいです。
学習面では、授業中のおしゃべりが多く、よく
注意されます。集中して授業を受けたい人もいる
ので一人一人が意識をしていきたいです。また、
３学期は３年生になる準備期間でもあるので少し
ずつ受験に向けてクラス全員で取り組めるように
したいです。
生活面では、中堅学年として先輩のサポートし
ながら、後輩のお手本になれるように良いところ
を伸ばしつつ、改善すべき所は改善していけるよ
うに学級全員で協力し合っていきたいです。
２年１組 安里将
あけましておめでとうございます。お正月はい
ろいろな過ごし方があったと思います。日本では
新型コロナウイルスの感染拡大が始まってからも
う１年が経とうとしています。新しい生活様式に
はもうなれたことでしょう。
私達２年生は今学期に中学校最大の行事とも言
える修学旅行を控えていましたが、残念ながら延
期となってしまいました。まだどの時期に修学旅
行を行うか分からず、他の行事との兼ね合いが心
配ではありますが、修学旅行がなくなった訳では
ないので仕切り直して事前学習などを頑張ってい
きたいです。
今年度の３分の２が終了しました。この学級を
更に良い学級にするためには、改善しなくてはな
らない点が２つあります。１つ目は、気の緩みな
どから密になってしまう人がいるところです。ク
ラス全体で声を掛け合って改善します。２つ目は、
授業中指示が１回で通らなかったり、私語が始ま
ったりしてしまうところです。３学期は３年生に
上がる準備期間のため早くこの悪い点を改善して
いきたいです。
最後に、１年生の皆さん。あと３ヶ月もすると
後輩が入学してきます。先輩としてお手本になれ
るように一緒に頑張りましょう。２年生の皆さん。
来年度からは私達が最上級生になります。伝統あ
る西中をより発展できるように皆で協力していき
ましょう。最後に、３年生の皆さんは受験を頑張
ってください。応援しています。
２年１組 安里望音
私は、３学期の級長になりました。理由は、自分
を変えたいと思ったからです。中学校最後の学期な
ので、皆と楽しい思い出が出来るように級長として
クラスをまとめていきたいです。
３学期の目標を知・徳・体の３つからお話ししま
す。「知」の面は、勉強をすることです。３学期は
入試があり、自分の進路には大きな壁があります。
今年から基準が厳しくなると聞いたので、沢山勉強
して、後悔しないような結果にしたいなと思いまし
た。「徳」の面は、最後の中学校生活を楽しむこと
です。今学期で、９年間の義務教育が終了します。
また、皆それぞれの進路があり、このメンバーで勉
強出来るのも、あと少しなので、沢山楽しみたいで
す。「体」の面は、体調管理を整えることです。コ
ロナ禍で、誰が感染してもおかしくない状況が続い
ています。また、入試があるので早寝・早起き・手
洗い・うがいを心がけたいです。
３年１組 親川真鈴

私達３年生は、１学期から高校全員合格を目指し
て日々勉強に励んできました。私は、苦手な社会と
理科を克服するために授業を一番頑張りました。連
携入試まで残り少ない日数なので、社会と理科を中
心に勉強を頑張りたいです。また、新型コロナウィ
ルスやインフルエンザに罹らないように体調管理に
も気をつけたいです。そして、本番では緊張せずに、
やって来たことを生かせるようにしたいです。３年
生は、残り２ヶ月で卒業です。この少ない期間が一
番気を抜けない期間なので、改めて授業態度や各教
科の提出物を見直していきたいです。そして、卒業
する時には、高校全員合格で卒業したいです。最後
に、２学期は副級長として級長とクラスを引っ張っ
て来ました。２組は、２学期授業中の居眠りや私語
が多かったので、今学期では、そこを直して行きた
いです。
ハッピー・ニュー・イヤー
３年２組 前兼久勝己

１月９日(土)～ 11 日(月)で開催される、那覇地
区中学校新人バスケットボール大会に参加する選手
の決意を掲載します。
那覇地区中学校新人バスケットボール大会に向け
て、私たち男子バスケットボール部は、ディフェン
スを重視して練習してきました。時に、One on One
でオフェンスに抜かれた時、素早くカバーに入れる
ように意識して練習しています。70 点以上点を取
られないようにチームディフェンスをし、自分たち
の武器のオフェンスで点を大量得点し、ベスト４に
入りたいです。生活面では、早寝・早起きをして、
いい生活リズムを作り、大会で行えるように今から
頑張りたいです。学校でも授業中はしゃべらず集中
して行きたいです。
男子バスケットボール部 キャプテン ２年 安里将
那覇地区中学校新人バスケットボール大会では、
前回の大会の課題点であった、カバーの遅れや声出
しを意識して挑みたいです。そのために、日々の練
習で声出し、５対５を行う際にはカバーすることを
しかり意識したいです。又、シュートを一つ一つ丁
寧に、しっかり確実に決められるようにしたいです。
生活面では、なるべく夜更かしをしたりせずに、早
寝・早起きを心がけて体調管理もしっかり行いたい
です。
２年 比嘉輝
那覇地区中学校新人バスケットボール大会では、
２回戦が仲井真中で前回ブロック優勝したところな
ので、緊張せず自分の目標である、ディフェンスと
リバウンドカバーのタイミングを意識し、前回出来
なかったベスト８入りを目指し、今日の練習から頑
張って行きたいです。
２年 國吉朝陽
私は、次の大会では、１回戦目に勝ち２回戦めの
仲井真中学校に勝っていきたいです。そのために、
体力をいっぱい増やしていきディフェンスなどの所
を練習していきたいと思います。また、生活のほう
は、勉強をちゃんとしていきたいと思います。
２年 本永飛勇駕
僕達、男子バスケットボール部は、那覇地区中学校
新人バスケットボール大会に向けてディフェンスを
頑張って来ました。ディフェンスの中でも、ハンザ
アップを頑張って来ました。ディフェンスでは、手
を広げて抜かれないようにしたいです。生活面では、
姿勢が悪いのでそこを直したいです。
２年 當間勝希
今回の大会では、２年生最後の大会なので、課題
や勉強も頑張り、学校生活での姿勢を直して、フォ

ームを崩さないように練習をしてポイントシュート
を決めたいです。試合でも出て行けるようにしたい
です。
２年 田中瑠羽偉
今回の大会では、１回戦、鏡原中、２回戦、仲井
真中と戦います。２回戦目の相手は、優勝校ですが、
しっかり戦い最後まであきらめずに目標の 30 本シ
ュートを入れて勝ちます。シュートを外さないため
に学校生活では、授業中にしっかり姿勢を正してい
きたいです。次は負けにいかないので、ベスト４を
取ってきます。他にも授業姿勢も良くしていきたい
です。
２年 宇根衣玲葉
僕が那覇地区中学校新人バスケットボール大会で
試合に出ることが出来るように、日々の練習と授業
中の態度、提出物も直したいです。絶対時間を守れ
るように頑張りたいです。練習は、１往復 11 秒で
６本走れるように体力を付けてて頑張りたいです。
バスケットボール大会で勝ちたいです。
１年 本永稀世飛
僕は、今回の那覇地区バスケットボール大会に向
けて、体力や技術面を磨き、試合に生かせるように
したいです。また、生活面では道具の管理をしっか
り行い、集合時間では、常に５分前行動を心掛けま
す。また、学校生活面では、提出物を毎回提出し、
授業でも毎時間集中します。次の大会では、前回の
大会のプレーより良いプレイを行い全勝したいで
す。
１年 仲道正峰
僕は、那覇地区新人バスケット大会に向けて、い
つも挨拶をし、忘れ物をしないことを頑張りたいで
す。そして、センターとしてリバウンドを取り、チ
ームの役に立てるように頑張りたいです。生活面で
は、やるべき事をしっかりやり、テストでも真剣に
取り組み、５教科の点数を 350 点取れるように頑張
りたいです。
１年 本永裕貴
前にあった那覇の大会では、２試合目は皆集中力
を切らして勝てなかったと思うので、今回１月の大
会で勝つには、学校生活から直していきたい。それ
は、宿題もしっかり全教科出して大会に臨みたいと
思います。100 ％勝つ ！
１年 伊集楽人
僕は那覇地区中学校新人バスケとボール大会に向
けて、まず練習を本気でやりますが、日頃の学校生
活をより良くするようにし、提出物もれが無いよう
にしたいです。また、家では、しっかいと坂ダッシ
ュ、筋トレなどの自主練習をするようにし、少しで
も上手くなれるようにしたいです。１年 東江玲哉
僕の大会への決意は、提出物と練習についてです。
まず提出物です。なぜなら提出物の状況が悪いと、
そもそも部活にも行けないからです。特に英語と理
科を頑張りたいと思います。次に練習です。練習は
当たり前のことをすることを心掛けたいです。あた
り前のことは、練習をふざけない事や走って行動す
る事です。出来るように頑張っていきたいです。
１年 宇根己道
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