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知性と創造知性と創造 自主と責任自主と責任 友愛と団結友愛と団結

不滅の光 五橋魂

校　　 歌 　　　作詞　山本　正　　　作曲　海鋒　義美

１　その昔清水　影澄みて
　　五つの橋の　名も清く
　　ここみちのくの　仙台に
　　文化の泉　沸きいでし
　　わが学び舎の　あるところ

２　学びの窓の　あけくれに
　　夢豊かなる　山見つつ
　　動かぬ姿　おおらかに
　　若き命は　育ちゆく
　　我等の胸に　希望あり

３　香りも高き　伝統の
　　映えて明るく　たくましく
　　平和の旗も　高らかに
　　不滅の光　輝かせ
　　我が五橋中学校
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旧
制
時
代

明治43.（1910） 4. 1
大正11.（1921） 4. 1
昭和16.（1941） 4. 1
昭和17.（1942） 4. 1

仙台市東二番丁高等小学校として開校
仙台市五橋高等小学校と改称
仙台市五橋国民学校と改称
仙台市五橋青年学校を併設

新　

制　

時　

代

昭和22.（1947） 4. 1
 4. 22
 6. 20
昭和24.（1949） 10. 1
昭和25.（1950） 2. 7
平成14.（2002） 3. 6
 7. 5

平成22.（2010） 10. 15
平成27(2015)·28(2016). 2. 28

仙台市立第九中学校として創立
開校記念式（以後この日を開校記念日）
生徒会結成
仙台市立五橋中学校と改称
校歌制定
新校舎引き渡し
新校舎落成記念式典（同窓会よりブロ
ンズ像｢ミネルバとともに｣寄贈される）
100周年記念式典
体育館・武道場天井改修工事

　小中合同の挨拶運動を学区内
の４小学校と行います。
　生徒会が中心になって行う
「児童生徒ふれあい広場」では，
小中学生が一緒にゲームをして
交流します。

　親師会や地域の皆様の協力も
得て，昨年度は「煎茶のおいし
い淹れ方」，「世界を見聞きして
思ったこと」など，24 のユニ
ークな講座を開設しました。写
真は「クッキー作り」と「百人
一首」の様子です。

　健全育成キャンペーンに参加
し，一番町で吹奏楽部が演奏し
ました。また，夏休みにポラリ
ス学習相談も行いました。

　各市民センターで開催される行
事に部活動ごとに生徒が参加して
います。書道部や茶道部，美術部
が参加し，活動しました。吹奏楽
部や合唱部も多くの場で演奏を披
露しています。写真は美術部の作
品（看板）と合唱部の発表，書道
部のパフォーマンスです。

　朝の挨拶運動や朝清掃には，委
員会や部活動ごとに取り組んでい
ます。
　また，昨年度も奉仕委員会を中
心にペットボトルキャップ回収を
全校で行いました。

　全市一斉で行うプロジェクトで
す。「復興プロジェクト会議」に
参加し，復興に向けて話し合いま
した。

◇◇◇　◇◇◇　学校データ学校データ　◇◇◇　　◇◇◇　　 （H29．５．１現在）　 （H29．５．１現在）
学 級 数学 級 数　１年６　２年６　３年６　　クインタス３　　　１年６　２年６　３年６　　クインタス３　　生徒数生徒数　659　　　659　　職員数職員数　42　42
校　　長校　　長　岡崎　徹　　　岡崎　徹　　親師会会長親師会会長　三田村　秀範　三田村　秀範
部 活 動部 活 動　陸上・野球・サッカー・ソフトテニス・バスケ・バド・バレー・卓球・水泳・剣道・ハンドボール・吹奏楽・合唱・美術・科学・茶道・書道　陸上・野球・サッカー・ソフトテニス・バスケ・バド・バレー・卓球・水泳・剣道・ハンドボール・吹奏楽・合唱・美術・科学・茶道・書道
生 徒 会生 徒 会　　生徒会事務局・中央委員会・学年連絡会・各種委員会（奉仕・保健・美化・広報・給食・図書）部活動委員会・放送運営委員会・応援団・復興プロジェクト委員会生徒会事務局・中央委員会・学年連絡会・各種委員会（奉仕・保健・美化・広報・給食・図書）部活動委員会・放送運営委員会・応援団・復興プロジェクト委員会
アクセスアクセス　地下鉄：五橋駅下車　徒歩２分　　　市バス：福祉プラザ前下車　徒歩２分　地下鉄：五橋駅下車　徒歩２分　　　市バス：福祉プラザ前下車　徒歩２分

｢ミネルバとともに｣
　昔ギリシャでは，梟は
知恵の神ミネルバの使い
として祭られていました。
五橋中学校の３年間，仲
間と共に学び生きる力の
源となる智恵を深め，の
びやかな人間として育つ
ことを願い，2002年新
校舎落成を記念して同窓
会より贈られました。

五橋魂
　「困難な時でも
みんなが頑張るか
ら自分も頑張るん
だという思い」は，
五橋中の伝統とし
て今でも受け継が
れています。写真
は体育館のステー
ジ横に掲げられて
いる額です。

　本校の校章は昭和22年6
月1日制定。外側の波形は流
れる清水。五角形は五つの橋
桁を示す。また，『五橋』（ゴ
キョウ）の音から「五経」に
通じ，橋の脚と「中」の字が
外へ開いているのは五橋中の
限りない発展を意味し，輪郭
の曲線は平和の象徴でもある。

校章について校章について

学 校 の 沿 革 （抜粋）学 校 の 沿 革 （抜粋）

旧校舎
（昭和30年代）
北側より

現在の五橋中
（東側より）

五橋中の特色ある教育活動五橋中の特色ある教育活動

学区内小学校との連携

特 別 選 択 講 座

仙台中央署との連携

市民センター行事等
地域行事への参加

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

五橋中 復興プロジェクト



「Ⅲ愛」認め合い・支え合い・高め合い
～思いやりのある学年をめざして～

「虹の架け橋」

「Ｄｒｅａｍｅｒｓ」
～夢を育てる　仲間と共に～

体験活動・自主性を重視した教育活動体験活動・自主性を重視した教育活動 平成29年度 五橋中学校の教育方針平成29年度 五橋

　新入生のために部活動の紹
介を始めとした，学校生活の
紹介をします。

　大阪・京都での自主研修を
中心に行います。旅行的行事
の集大成です。

　山形での創作活動と山寺で
のウォークラリーを行います。

　花山での登山，舟形町での
民泊や田植え，そば打ちを体
験します。

　２年生が地域の店や事業所
を中心に約60の職場で３日
間の職場体験を行います。

　１・２年生全員が体育館に
集合し，それぞれの決意を漢
字一字で表現します。

　部長からのメッセージや合
唱，群読。後輩から３年生へ
の感謝の想いを伝える会です。

４月

５月

５月

５月

11月

１月

２月

新入生歓迎会

３年修学旅行

１年校外学習

２年野外活動

職場体験学習

合同書きぞめ大会

３年生を送る会

１１学年学年

２２学年学年

３３学年学年

学 年 テ ー マ学 年 テ ー マ



五橋中４大行事五橋中４大行事平成29年度 五橋中学校の教育方針中学校の教育方針

　仙台市陸上競技場を会場
に体力テストやクラス対抗
のレクリエーション種目を
行います。

　仙台市体育館を会場に
全校一斉にバレーボール
を行います。五橋ルール
により，最後の１点まで
気が抜けません。

•五橋中学校避難所運営
委員会を中心に五橋中学
校防災訓練が行われます。
中学生も地域の皆さんと
一緒に訓練に参加します。
•片平地区総合防災訓練
や荒町小避難所訓練にも，
部活動単位で参加してい
ます。学校での避難訓練
だけでなく，地域の訓練
にも積極的に参加し，「自
助・共助」を意識して取
り組んでいます。

　仲間とともに，ひとつの
歌を歌いあげるすばらしさ
を味わいます。３年生の迫
力ある合唱は後輩たちの目
標です。

５月

10月

９月

７月

校内スポレク大会

球技大会

地域防災訓練地域防災訓練

五 橋 祭

校内合唱コンクール

　文化部の充実した発表と
ともに全校生徒が力を合わ
せモザイク壁画を制作しま
す。学校全体が一つになっ
て盛り上がります。


