学校便り
とっ て下さ い。

伊波寿光

やノートで授業中に習っ

は どう ですか 。教科 書

て きま す。皆 さん準 備

週 には 期末考 査がや っ

そ れと 同時並 行で、 来

試 合も 行われ ました 。

先 週は 、部活 動の対 外

して います 。左 の数学

んな きれる こと を期待

す。 いいス ター トがみ

い。 スター トは 大切で

じっ くり勉 強し て下さ

て、 土曜日 、日 曜日は

ので 勉強の 計画 を立て

教科 ごとの 試験 になる

定期 考査に なり ます。

中学 １年生 は初 めての

校長

の問 題が 解け ま すか ？

７月１日（水）
から

発行元

た こと を確認 して、 何

② 次の整数を素因数分解しなさい 。
２４ （ 中３）

（中 ３・中２ ）

説 明をす る執行 部の皆 さん。

宜野座高校の
先生方が
訪問しました

生徒総会
６月 １７日（木 ）に

は宜野 座高 校の校 長先
生、教 頭先 生、生 徒指
導、進 路指 導の先 生方
が宜野 座中 学校の 生徒
の様子 を参 観に来 まし
た。み んな が集中 して

授 業参観 をする宜 野座高 校の先 生方

宜野座中
④ 次の計 算をし なさい 。
（４ ｘ－３ ｙ）－ （－２ ｘ－３ｙ ）

挑戦 して 下さ い 。

③ 次の計 算をし なさい 。
７－ （－３ ）－１ １（全学 年）

が でき て、何 ができ な

①次の 式を因 数分解 しなさい 。
ａｘ＋ ｂｘ－ ｃｘ（ 中３）

い のか しっか り対策 を

さて問題 （数学！ ！）

令和２年６月２６日

学校便り
第７号

自ら頭を磨く生徒に！！

た。 「中 学生の 頑張 り

とて も感 心して いま し

授業 を受 けてい る姿 に

第 １で す。注 意して 下

ま せん 。安全 ・安心 が

ど もだ けでは 対応で き

いざ 、事 故にな ると 子

例え 、釣 りであ って も

は一 人で 行か ない こと 。

起こ って います 。海 に

での 水難 事故が 全国 で

あり ませ んが、 海や 川

テスト 前で部活動 が

要注意

水難事故 ・

い まし た。

がっ てい る」と 話し て

さ い。

令 和２年 度の生 徒総 会は 、新型 コロ
ナ ウイル ス対策 で密 を避 けるた めに
各 教室で 行われ まし た。 執行部 を中
心 に生徒 会につ いて 説明 がされ まし
た。

が宜 野座 高校に もつ な

説明を する執 行部の みなさん 。

