
与 お 十 だ よ り
令和 4年 3月 14日  与論町立与論中学校

有たの具を併る

校 長 徳重 正宏

いよいよ令和 3年度が終わろうとしています。

今年度も新型コロナウイルス感染症で,様々な学校行事や
PTA行事等が延期,中止になる中,可能な範囲で実践に取 り組んで参 りました。思 うよ

うな成果を出せなかったこともありますが, しっか りと反省 し,次年度に向け,修正改善
を図って参 りたいと思います。

ところで 日本には 「有終の美を飾る」 とか 「終わ りよければ全てよし」,「立つ鳥跡を濁
さず」など物事の終わ り方を大切にするところがあります。様々な会合などでも最後は必
ず 「閉会の言葉」や 「終わ りのあいさつ」などがあ ります。

ちなみに英語でそのような言葉があるのかと以前英語の先生に聞いたところ,あま り見
当たらないとい うことでした。英語では逆に 「well begun is half done!」 (よ いスター トが
できれば半分できたも同じこと)と い う言葉があり, どちらかとい うと終わ りよりもスタ
ー トの方を大切にしているようだとい うことで した。

「有終の美を飾るj等,終わ りを大切にするのは, 日本ならではの文化のようですが ,

終わ りとい うものは次への始ま りです。 1つ 1つの終わりに振 り返 りをしていくことはと
ても大切なことです。
1, 2年生の皆 さんはそれぞれ進級 していくためにこの 1年で達成できたこと,課題 と

して残っていることをしっか りまとめておくことが大切です。小学校 と異なり, 1年はあ
っとい う間に過ぎ去 り,中学校生活 もいつの間にか終わっているとい うことにな り得ます。

そ して, 3年生の皆さんにとつて明 日は,い よいよ卒業式です。次へのステップのため
に,今 日渡 された通知表を見ながら, この 3年間の生活を振 り返ってみてください。ここ
までいろいろなことがあつたことでしょう。決 していいことばか りではなかったと思いま
すが,いろいろな改善や解決を図 りながら頑張ったのではと思います。だからこそ人 とし
ての成長 も,様々な有 り難 さも感 じ取れるものと思います。中学校生活 もあと 1日 です。
残 された卒業式の 日が卒業生皆 さんにとって,そ して皆さんを祝 う全ての人にとって,清
々しく,気持ちのよい式であり,「有終の美」が飾 られるよう信 じています。

PTA活動ありがとうございました
令和 3年度が終わ りをむかえます。 PTA役 員は,次年度の総会で入れ変わりますが ,

実質の活動はほぼ終了とな ります。本年度も新型 コロナウイルス感染症の影響を受け,計
画通りに活動ができないこともありましたが,会長さんをはじめ,

各専門委員長さん,そ して会員皆様の御協力と御支援を賜り,教
育活動を実施することができ,あ りがとうございました。
与論中は, PTA(保護者)と 地域,学校が一体となって生徒

を育てていると実感します。次年度もどうぞ変わらぬお力添えを
よろしくお願いします。
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卒業式を前に l,2年生から3年生へ感謝のメッセージ
3月 8日 (火)に 「3年生を送る会」を生徒会主催で行いました。 3年間の思い出を

振 り返 り,これまでの写真を使って動画ムー ビーにし
て,上映 しました。また, 1, 2年生一人一人か ら寄
せ書きのメッセージをプレゼン トしました。

生徒会長の山下さん |ま 「1, 2年生をリー ドしてい
ただいた先輩方に近づけるようこれか らも努力 しま
す。卒業式では凛 とした先輩方の中学校生活最後の姿
を見せてください」と感謝のメッセージを伝えました。
前生徒会長の吉田さんはこれまでの感謝の気持ちを伝

るためにも,た くさんの思い出をつ くってほしい」 と後輩
にエールを送 りました。

与論中生徒会 として,これまでの伝統を受け継ぎながら,主体的に学校の課題を見い
だし,校風発展に努めてほしいと思います。

え,「毎日を楽しいものにす

高校生による合格者体験発表会 ～自身の進路実現に向けて～
3月 10日 (本)に与論高校においての合格者体験

発表会へ中学 2・ 3年生が参加してきました。
今年度卒業した高校生が後輩に向けて,就職試験

や大学入試にどのように臨み, どんな準備を行った
ほうが良いのか, 自身の体験談を踏まえて,発表し
ました。参加 した生徒は「これからいろいろな可能
性を広げるためにも,自 分の目標をもち,勉強を今
以上に頑張らないといけない」と感想を書いていま
した。数年先のことだと先延ばしにすることなく,自 身の進路を見据えた学習や今の自
分に足りないことは何かしっかりと考える機会にしてください。

英語検定・漢字検定 総受検者数 92人 !

今年度,英語検定・漢字検定がそれぞれ 3回ずつ実施されました。本校では,各検定
において, 1回の自己負担額は1,000円 で全ての級を受検することができます。その理
由は学校の教育支援基金 (創立60周 年記念事業)や与論町及び与論翔励会からの補助を
受けているためです。

来年度の受検日程は英語科・国語科からアナウンスされますので,是非シ挑戦してく
だ さい。

英語検定 (3級以上)保有者

準2級 3年 り|1畑 日藍子

3 級 2年 田中優里明・ 出下 莉玖

3年 伊藤 美釉・児玉莉り子

西田 陽華・宮下 瑚遥

有村 美南・ 鵜木 直大

大田 南美・川畑 智暉

三上 純輝

漢字検定 (3級以上)保有者

準 2級 2年 西田 明乃

3年 西田 陽華・宮下 瑚遥

3 級 1年 り‖畑 広花

3年 阿野 結月・遠山 愛心

原田 雅之・鵜木 直大

大田 南美・ 田畑沙也夏

南  咲那

PTA理 事 0評議 委 員会 へ の御 協 力 あ りが とうござい ま した。
3月 11日 (金)に PTA理事・評議委員会を実施しました。各専門部から今年度の反省と来年度の

提言をいただきました。コロナ禍においてのPTA活動に困難さはありますが,今までとは違う視点
で内容を考えていく必要があるという意見もありました。今回の内容を踏まえて,令和4年度の総会
において提案していくことになります。役員の皆様,御協力ありがとうございました。
なお,令和4年度における学校行事予定等は後日配布 (102年生対象)いたしますのでご参考に

してください。


