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１２月３日（土）大村市小中学生イングリッシュパフォーマンスコンテストがコミュニティセンターで行われ、本校か

らは、２年生の吉田 葵さん、宅島 浬子さんが代表でパフォーマンスしました。２人の立派なパフォーマンスを全

校生徒にもぜひ聞いてもらうため、今日の給食時の放送で吉田さん、宅島さんが発表しました。 

 

My Dream             ２年３組 吉田 葵 

 

Hello, everyone. I’m Aoi. I’m an Omura 

junior high school student. I’m going to 

talk about my dream. What do you want to 

be? I want to be an architect. I have two 

reasons.  

First, I want to build beautiful buildings. 

Mirai on’s design is so beautiful. Second, 

when I was twelve, I went to my friend’s 

house. The house’s design was 

wonderful. That made me want to be an 

architect. 

This year Omura junior high school 

students don’t have work experience. 

But other school students had work 

experience. I thought I would have work 

experience someday. So, I decided to 

think about various professions. I 

remembered that my grandparents were 

farmers. I helped them sometimes. It was 

so busy. When I went to their house, I 

helped them all day. Thanks to my help, 

they were able to harvest many 

vegetables. That night I helped my uncle. 

He is a dairy farmer. I think this job is so 

important. If there’re not any farmers, we 

can’t drink any milk and we can’t cook 

many dishes.  

I learned that there are many people who 

work for our lives. Also the difficulty of 

each job is different, but they are all 

important jobs. I want to be an architect, 

but if I become an architect, can I 

contribute to society? It’s a small dream 

now, but one day it’ll be my driving force. 

I’m studying hard to make my dream 

come true. Thank you for listening. 

 

Animals              ２年４組 宅島 浬子 

 

Do you like animals? I like animals very 

much. There are many animals in the 

world. Dogs, cats, birds, and hamsters, 

they are often kept as pets. Many people 

have pets, don’t they? 

 I have a cat. My cat is male and his name 

is Mikan. He is always active. He is often 

scolded by my mother. I met him at 

Omura Park two years ago. I thought he 

was the cutest of all the cats. So I chose 

him. 

 Now I think he is a very kind cat. When I 

was scolded at club activities and cried, 

he came close to me. That’s his kindness. 

He is part of my family. I love him. 

 However, I often hear the news that 

animals are thrown away or die. I feel so 

sad. The lives of animals are as important 

as our lives. They’re treasures. To save 

their lives, we should focus on our 

environment. Animals can’t live in a bad 

environment. For example, air pollution 

may make them sick. 

 What can we do for animals? We should 

think about the importance of their lives. 

We also need to use our own bags and 

reduce the use of plastic bags. They’re 

connected to protecting animals and 

their environment. 

 I want to make a better world not only 

for us but also for animals. I’ll do what I 

can do. Thank you. 

  

1 年生には少し難しい文もありますが、御家庭でも話題にしていただけたらと思います。世界中の人とコミュニ

ケーションを図るのに英語は有効な手段の一つです。日々の学習の中で、話す力、聞く力を少しでも高めていきた

いものです 

 

大村市小中学生 English performance contest 



 

 

 

 城南高校に通う本校の卒業生である先輩から、素敵な 

贈り物をいただきました。生徒玄関に飾っています。ど 

の角度から見ても楽しめるように工夫が施されています。 

また、今の季節にふさわしいポインセチアの鉢植えもい 

ただきました。保健室前の廊下などに飾っています。近 

くを通るたびに、心が癒されます。城南高校の皆様、あ 

りがとうございました。 

 

 

 

 

 避難訓練を実施しました 
１２月１５日（木）に今年度２回目となる避難訓練を実施しました。１回目

は地震、２回目は火災に対する訓練でした。避難状況は良好で、素早く非

難ができましたが、大きな課題が１つ見つかりました。火災などの避難時

は、煙を吸い込まないようにハンカチやタオルで口元を覆うのが基本で

すが、マスクを着けているせいか、ハンカチやタオルで口元を覆っていな

い生徒が目立ちました。マスクは、煙などを通すため、マスクの上にハン

カチやタオルで口元を覆うように指導をしていただいた消防士の方から

御助言をいただきました。冬は火災が多 

い季節です。学校でも御家庭でも気をつ 

けていきたいものです。                             

 

 

 

連   絡 
学校評価アンケート 

 

 １２月２１日（水）までに回答を
お願いします。 

 Ｗｅｂによる回答をお願いしていま

すが、紙面での回答をご希望される保

護者の方は、お子様を通してお知らせ

ください。 

 

12 月 20 日(火) 

1 年生授業参観 14:15～・学年ＰＴＡ15:15～ 

 

12 月 21 日(水) 

2 年生高校説明会 13:50～・学年ＰＴＡ16:00～ 
 

先週末より、寒さが厳しくなっていますが、多くの保護者の皆

様の御来校をお待ちしています。生徒たちの学習の様子や学校生

活の様子などをぜひ御覧ください。２年生の高校説明会では、大

村高等学校、大村工業高等学校、大村城南高等学校、向陽高等学

校から先生方をお招きして、各校の特色を説明していただきま

す。２年生は、来年度に義務教育終了の年を迎え、これからの進

路を自ら選択していくことになります。まずは情報を収集し、そ

れぞれが目指す将来にどのようなことが必要なのか考える貴重な

機会となると思います。 

御来校の際は、温かくしてお越しください。 

１２月２３日（金）終業式 
  

終業式の日の日程は、以下のとおり

です。学活終了予定時刻は１２：３０

となっています。 

平常登校 

 １校時 授業 

 ２校時 授業 

 ３校時 表彰・終業式 

 ４校時 学活 

     下校 １２：３０～ 
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