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A friend in need is 令和４年１２月１5日

a fr i end indeed . Triangle 富江中学校 第２０号

（困った時の友こそ真の友） 校長 山上 福範

「五島市イングリッシュ パフォーマンス コンテスト」(12/10)に出場し

た２年生、田口さんの原稿を紹介します。

Dear future me. I am writing from 2022. How are you? Do you remember

the Career Day? The people working at the hospital were very kind, and

taught me many things about different jobs in Tomie Hospital. Such as,

how to get a vaccine ready, bring patients meals and so on.

Are you studying hard to be a pharmacist? I want to be a pharmacist

because I was recommended by my parents. It’ s also a good job. I want to

help sick people. I think it is important because there are many sick people

in the world and we should do what we can to help them.

I also want to encourage them by smiling and talking with them.

I’m worried because I’m not good at studying. I hope you are studying

science and math hard. I hope that I will be a good pharmacist in the

future. I want to be a kind and strong person.

How is high school? What club did you join? I’m in the basketball club

now. Are you in the basketball club now? I think basketball is difficult but

fun. So, I want to play basketball in high school. I want to have a strong

mind and body. So, I think I have to work hard at basketball practice.

I need to work on my stamina so I can play the match from start to finish

without getting tired.

Also, are you making new friends in high school? I think making friends

is important because when I am in trouble, my friends will help me. I will

also help my friends when they need me. So, I hope you make many new

friends. Are you happy with your life now?

未来の自分自身へ向けた手紙という設

定で、職場体験学習を通して学んだ富江

病院スタッフの皆さんの献身ぶりや薬剤

師となって貢献したい気持ち、バスケッ

トを通して心身を鍛えることの必要性や

友だちと助け合う関係性の大切さを語っ

ています。

富中が推進する「伝える力」のモデル

と言えます。内容の構成、表現の仕方、

いずれにも素晴らしい発表でした！
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全校学習発表会の感想 12/9 ボランティア清掃 12/7(水)

学年学習発表会で高い評価を得た 五島漁協富江支所と富江漁業集落の

メンバーによる全校学習発表会を参 ご協力をいただき、富江港近辺の清掃

観された方々の感想を紹介します。 活動を行いました。

「五島の良さって何？」(１年生)

★映像資料も上手でした。

★子育てがしやすい町としては知り

ませんでした。

「五島の念仏踊り」(１年生)

★衣装や道具などで大変わかりやす 新人大会の結果

かった。

★実際に唄や踊りの違いを紹介した ★女子バレー部 １勝２敗

ことが良かった。 対福江 ０－２

対岐宿 ２－０

「福江城」(1年生) 対三井楽 １－２

★クイズもあり城のことを楽しく知

ることができた。 ★男子バスケット部 優勝

★意表を突くやり方で良かったで 対福江 ７９対３５

す。 ＊１月に開催される県大会へ出場！

「介護士の仕事とは」(２年生)

★情報、知識、体験、感想がわかり

やすくまとめられていた。

★やりがいを見つけることが大事で

すね。

「本当に必要な能力・姿勢」(2年生)

★コミュニケーションは仕事だけで

なく全ての生活で必要ですね。

★声の大きさ、速さなどちょうど良

く、聞き取りやすかった。

「福祉全般について」(３年生)

★大喜利で笑いもあり、楽しく考え

ることができた。内容もよく練ら

れていた。

★三浦おじいちゃんに星５つ＆座布

団10枚！


