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◇１年間の成長を感じ，自信を持とう◇ 

朝晩の冷え込みが増し，今年も残りわずかとなりました。これまで保護者や地域の皆様方には，本校の教育活

動へ深い御理解と御協力をいただき，心から感謝申し上げます。１学期から２学期前半は，大きな行事がたくさ

んあり，それぞれの目的の達成に向け，生徒は一生懸命取り組んできました。これもひとえに，保護者や地域の

皆様方のお力沿いあってのことと重ねて感謝申し上げます。 

生徒の皆さんは，１年が終わるにあたり，できれば家族の人と一緒に，これまでの取組を振り返ってみてくだ

さい。色々なことが思い出されることと思います。一つ一つの行事や活動をとおして，新たな知識，主体性や協

調性，思いやりの心や最後までやり遂げる力など，様々な力や心が育ったことと思います。一人一人の思いや成

果は異なるかもしれませんが，大きな成長やかけがえのない思い出，Ｍ中生でよかった，このクラスでよかった

と思えたならば，大変うれしいです。自己をしっかりと見つめ，成長した自分に自信を持つとともに，目標に向

かって頑張りとおした自分をほめて欲しいと思います。そして，そのような取組から得られた力により，竹のよ

うに，自分自身で成長の節をつくり，さらに，一歩一歩成長していってくれることを願っています。 

２学期も残り３か月となりました。１年のまとめを行うとともに，３年生は，進路決定に向け，健康管理に十

分気を付け，あせらず，じっくりと学習に向かい，自己の能力をさらに伸ばして欲しいと思います。２年生・１

年生は，今やるべきことを着実に行い，身に付けるべきことは，しっかりと身につけて欲しいと思います。 

「継続は力なり」です。御家庭でも御協力をお願いします。 

 

 

心のハンドル・心のブレーキを身に付けよう 

 

冬休みを前に，全校生徒を対象として「薬物乱用

防止教室」を行いました。泉警察署生活安全課から

堀江さんにお越しいただき，「中学生の非行の現

状」と「自分の身は自分で守ることの大切さ」につ

いてお話しいただきました。 

今回のお話は，実際に起こった犯罪の事例です。

自分だけは大丈夫という考えは成り立ちません。自

分事としてとらえてほしいと思います。安全に生活

するためにも，物事の善悪をしっかり判断して行動

しなければなりません。時には，楽しい・面白そ

う・ちょっとだけなら大丈夫などと安易な気の緩み

がないように，我慢することも必要です。 

 

善悪の判断力（心のハンドル） 

がまんする心（心のブレーキ） 

 

この２つをいつでも持てる南中山中生であってほし

いと思います。 

今回の貴重なお話を，冬休み中はもちろんのこと

今後の学校生活につなげてほしいと思います。 

 

スマホ利用に伴うトラブルを避けるために 

 
 

～ＳＮＳに関わるトラブルを避けるために～ 

・相手を簡単に信用しない！ 

・名前や住所，学校名等の個人情報を勝手に公開し

ない！（特定されるヒントとなる情報も含めて） 

・情報の公開範囲を確認する！ 

 

 スマ－トフォン等の利用に関する危険性について

は，自身が被害に遭わないためにも個人情報の管理を

徹底することが大事であることを学びました。ＳＮＳ

等での情報のやりとりに関しては，ルールやマナーを

しっかり守ることが大切です。 

校 長 岡 田 雅 彦 
生徒数５３４名(令和元年 12 月 1 日現在) 
〒981-3213 仙台市泉区南中山 2-26-1 
 TEL 022-376-3127 FAX 022-348-2358 
URL  http://www.sendaic.ed.jp/~emuchu-x/ 
e-mail emuchu-x@sendai-c.ed.jp 

学校教育目標 
未来に向かって 心豊かにたくましく 自ら学ぶ生徒の育成 

学校だより「この丘に」 
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＜第三者への公開・開示や不当な目的での使用，複写及び複製を禁じます。＞ 

 一方で，一度公開した写真や文字等の情報は，閲覧
した人がコピーすることで，どんどん拡散されてしま
うことがあります（＝消せない）。情報を掲載した人
が意図していなくても，周囲の人たちによって，犯罪
に巻き込まれる可能性があります。 
 もしも，被害に遭った場合には，すぐに警察に相談
してください。 
 

“名札”の価格変更のお知らせ 
 
現行価格 200円(税込)の名札が，令和 2年 4月から

220 円(税込)に改定されます。業者注文になりますの
で，必要な場合は担任にお問い合わせください。納品
は注文してから１週間程度かかります。 

 

 

 

 
○第 87回全国書画展覧会書の部 
  筆都大賞         半田 光璃 

筆都大賞      宮林 茉穂 
特選   相樂 菜緒 
特選   加藤 光織 
特選   亀田 莉央 
特選   佐藤 春太郎 
特選   菅井 悠香 
特選   田中 美咲 
特選   遠藤 海惺 
特選   原 光里 
特選   酒井 萌衣 
特選   廣谷 紗慧 
金賞   大坪 世怜 
金賞   小山 梨梨香 
金賞   上條 流音 
金賞   長谷川 龍聖 
金賞   早坂 彩花 
金賞   若穂圍 壮 
金賞   遊佐 颯太 
金賞   戸羽 海翔 
金賞   堀田 咲希 
金賞   髙橋 龍之介 
金賞   相樂 茉子 
金賞   横山 萌希 
金賞   千葉 妃華 
金賞   若林 凛 
銀賞   佐藤 慎吾 
銅賞   小沼 祐太 
銅賞   池口 由樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○全日本アンサンブルコンテスト 
第 53回宮城県大会予選仙台泉地区大会 
金管六重奏 銀賞   安藤 日代 

堀越 心葉 
杉浦 里佳 
永吉 泰知 
神孫子 千尋 
鈴木 萌華 

木管七重奏 銅賞    鈴木 ゆら 
     北川 舞桜 

後藤 美空 
菅井 咲良 
須藤 愛麗 
相原 咲良 
平塚 佑依 

打楽器五重奏 銅賞   菅原 綺夏 
大浦 元樹 
数又 美伶 
木村 柚菜 
佐々木 結衣 

○令和元年度動物作品コンクール 
佳作    川田 悉来 
佳作    渡邉 稜 

○第 31回仙台市クロスカントリー大会 
中学生男子 3000m 第 3位  山田 悠人 
中学生たすきリレー男子 第 6位 小林 拓生 

昆 健太朗 
星 龍青 
山田 悠人 
鈴木 優真 

中学生たすきリレー女子 第 7位 岩井 美澪 
天野  優 
小林 愛実 
只野 華梨 
星 綾乃 

○令和元年度仙台市消費者川柳 
JA仙台賞     上田 青空 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「俺の敵は だいたい俺です。」 
「俺の敵は だいたい俺です。自分の“宇宙へ行きたい”っていう夢をさんざん邪魔して足を引っぱり続

けたのは，結局俺でした。他に敵はいません。」かつてＪＡＸＡ筑波宇宙センターに行ったとき，「宇宙兄
弟」の南波六太の名言として掲げられていました。「俺の敵はだいたい俺 です。」この言葉をどう受け止
めますか？ 
師走を迎え，いよいよ令和元年が終わります。今年一年，自分の立てた志や目標に向かって全力を尽くし

てきたでしょうか。気が付くと，忙しいから，時間がないからなど，できない理由をあげてあきらめかけて
いるもう一人の自分がいませんか。 
目標に向かって全力を尽くす自分。その足を引っ張るもう一人の自分。これこそが“敵”。その敵に負け

て，自分自身で自分の可能性を制限している人が 少なからずいるのではないでしょうか？自分の足を引っ
張る弱い自分を乗り越えて，自分の立てた志や目標に向かって，進んで行動し，挑戦してほしいと思いま
す。自分の可能性を広げていくのは，自分自身であることを忘れないでください。 

＜１月の主な予定＞ 

 7日(火)3年生登校日 3年実力テスト 3年生弁当 

8日(水)休業後全校集会 弁当 1・2年実力テスト 

10日(金)専門委員会 

15日(水)私立高校推薦入試 3年生弁当 

16日(木)中央委員会 

17日(金)南中山中学校新入生保護者説明会 

20日(月)会議のため部活動中止 

23日(木)会議のため部活動中止 

27日(月)会議のため部活動中止 

28日(火)会議のため部活動中止 

個人情報保護の観点から，ホームページには生徒氏名を掲載いたしません。 


