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               ◇ 新たな気持ちで ◇        校長 岡 田 雅 彦 

５日間の秋休みを終え２学期がスタートしました。そしていよいよ来週からは，３年生は修学旅行，２年生は

野外活動，１年生は校外学習が行われます。各学年ともに万全の体制で本番に備えているところです。 

さて，これから３年生は進路選択に向けた取組が本格的に始まります。１学期に比べ家庭学習の時間が増え，

生活習慣を見直す場面も多くなっていくものと思われます。生徒一人一人が思い描いている進路希望が叶うよう，

ご家庭でもお子さんへの励ましと学習環境づくりにご協力をお願いします。２年生は１年後，１年生は２年後に，

この時期を迎えます。備えは早めに，日頃から意識を高く持ち充実した学校生活を送ってほしいと思います。 

最近は SNS 利用による対人トラブル等が心配されています。お子さんが集中して家庭学習に取り組めるよう,

スマホ利用について家庭内でルールを設けるなどお子様とご相談願います。 

 

○ 市内各会場で仙台市新人戦が行われました 

３年生が引退し，１・２年生の新チームによる最初の公式大会です。各部とも練習の成果を

発揮し大健闘しました。目標を達成した部，惜しくも敗れた部と結果はそれぞれでしたが，来

年の中総体を見据え，現状の力と今後改善すべき課題を発見することができたのではないでしょうか。保護者の

皆様，ご家庭でのお励まし，会場までの送迎などご協力ありがとうございました。結果は以下のとおりです。 

 

【野球】第１位 全市大会出場 

１回戦 １４－１１ 加茂中 

準決勝 １３－３  将監中 

 決勝   ６－５  根白石中・住吉台中・鶴が丘中合同チーム 

  

【ソフトボール】第 1位 全市大会出場 

準決勝 １７－８ 将監東中 

  決勝（雨天のため２校優勝） 

【バレーボール】 

１回戦  ２－１  寺岡中 

２回戦  ０－２  鶴が丘中 

 

【サッカー】 

１回戦   ２－２  寺岡中 

  （ＰＫ ２－３） 

【男子ソフトテニス】 

個人 第１位  県大会出場 

  

【女子ソフトテニス】 

 個人 第５位  県大会出場 

 

【男子バスケットボール】 

準決勝 ３８－４７ 向陽台中 

   

【女子バスケットボール】第１位 全市大会出場 

１回戦  ５７－２５ 南光台東中 

準決勝  ４４－３２ 将監中 

  決勝   ４６－３２ 八乙女中 

【男子バドミントン】団体 第３位 

 団体 １回戦 ２－１ 将監中 

    準決勝 ０－２ 館中 

 個人シングルス 

第２位  県大会出場 

          

【女子バドミントン】  

団体 １回戦 ２－０   将監中 

    ２回戦 ０－２   松陵中 

個人ダブルス 

第３位  県大会出場 

  

【男子卓球】 

 団体 １回戦 ２－３  南光台東中 

個人 ベスト８  

【女子卓球】 

団体 １回戦 ０－３ 寺岡中 
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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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〇 職員の異動のお知らせ 

  ALT オータム・ベネキャンプ(中山中学校から)   

＊毎週月曜日に勤務します。楽しみながら英語を

学んでほしいと思います。 

 

〇 秋のアート展 2020「あつまれ総文の森」開催中 

 

総合文化部による作品展示

発表を行っています。 

日頃の活動の成果として，木

工室前，美術室前，２階東階段

前にオリジナルアートＴシャ

ツやイラスト，ハーバリウム作

品が展示されています。 

 ご来校の際には，ぜひご覧い

ただきたいと思います。 

 

 
 

 

 

 

○ SEIBUNアートグランプリ 2020 

学校賞 

審査員特別賞     

準大賞                         
佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

佳作賞       

 

○ 第 39回仙台市泉区中学校新人ソフトテニス大会 

男子個人 第 1位     

女子個人 第 5位     

 

○ 第 57回仙台市民総合体育大会 

兼 第 48回仙台市陸上競技選手権大会 

中学男子 3000m  第 1位    

中学男子走幅跳 第 2位      

中学女子砲丸投 第 4位  

 

○ 仙台市読書感想文コンクール選考会 

入選「つなぐ」      

入選「一日の価値」         

入選「自分が好きになれる自分へ」 

入選「ありのままの自分として生きる」 

 
１１月の行事予定です。今後の状況に
より変更する場合があります。 

日 曜 予 定 

2 月 生徒会引継ぎ式 

3 火 （祝）文化の日 

4 水 3学年中間考査 

6日(金)～13日(金) 教育相談（全学年） 

11 水 薬物乱用防止教室(2･3年) 

14 土 
授業参観 弁当 教育実習～30日 
中間考査前部活中止～17日 

16 月 振替休業日 

17 火 1･2学年中間考査 3学年実力テスト 

19 木 
Ｍフェス 避難訓練 
職員会議のため部活動中止 

20 金 専門委員会 ＭＫアップデー 

23 月 （祝）勤労感謝の日 

24 火 中央委員会 Ｍフェス予備日 

25 水 会議のため部活動中止 

26日(木)～12月 3日(木) 3年生面談 

30 月 南北小児童中学校訪問 

＜12月の主な行事予定＞ 
～12月 3日(木)3年生面談 
12月 14日(月) 職員会議のため部活動中止 
12月 15日(火) 専門委員会 
12月 16日(水) 会議のため部活動中止 
12月 25日(金)～1月 5日(火)冬期休業 

【男子剣道】第３位 

団体 １回戦 ３－１ 将監中 

   ２回戦 ４－１ 七北田中 

   準決勝 ２－３ 南光台中  

個人 第３位  

  

【女子剣道】第３位 

団体 １回戦 ４－１ 向陽台中 

   準決勝 ２－２ 加茂中 

   （決定戦０－１） 

 個人 第３位  

【陸上】 

 ２年男子１００ｍ   第６位  

 １年男子１００ｍＨ  第２位  

 

女子共通砲丸投げ 第１位  
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