
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎの 

令和３年度も後半戦 第２学期が始まりました 

【目指す生徒像】あたたかさ・きびしさ・たくましさ 
仙台市立宮城野中学校 学校だより 

第７号 令和３年１０月２０日（水） 

TEL 022-256-0215 FAX 022-298-8523 

Add 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪 1-4-25 

 １０月１４日（木），第２学期始業式が行われました。今回も新型コロナウイルス感染防止対 

策のためリモート形式で行い，代表生徒のみ「ホールみやぎの」に集まりました。 

 各学年代表の「２学期の抱負」では，学習面や生活面，部活動の抱負が話されました。「チー 

ムの勝利に貢献できるように自分の足りないところの強化したい」，「３年生に向けて，自分の 

学習法を見つけていきたい」，「自分の決めた目標を達成できるように今まで以上に自分に厳し 

く，一日一日を大切に過ごしたい」などの発表がありました。 

校長先生からは，「いじめ」について話がありました。「嫌なことがあったら自分の気持ちを 

伝えることが大切」，「でも，『人は嫌な気持ちになっても，はっきり言えないことが多い』とい

うことを理解しておくことが大切」，「友人の気持ちに寄り添える自分かどうかを確認してみて    

ください」と話されました。 

始業式に引き続き，生徒会執行部役員の引継ぎ式，新人大会の報 

告会，賞状伝達が行われました。１，２年生が中心になっての新た

なスタートの１０月となります。３年生にとっては，最後の球技大

会，合唱コンクールなどの学校行事もこれからです。また，延期に

なっていた３年生の修学旅行，２年生の校外学習も控えています。

新たな目標に向かって邁進する生徒たちを今後も御支援ください。 

協働型学校評価の重点目標：学校・家庭・地域が協働で取り組む教育活動の目標です。 

☆休日も含め，毎日１時間以上は家庭学習に取り組む生徒の育成 

☆心のこもったあいさつや丁寧な言葉遣いで接しようとする生徒の育成 

中総体へ向けての新たなスタート！仙台市 新人大会 結果報告 

 

【野    球】第１ブロック 準優勝！ 

第１ブロック １回戦：宮城野中 ６－０ 八軒中 準決勝：宮城野中７―0 西山中（５回コールド）

決 勝：宮城野中 １－４ 東華中 
 

【ソフトボール】予選Ｂリーグ 第１試合：宮城野中 ４－１９ 岩切中  

第２試合：  〃   ８－２６ 合同チーム  予選リーグ敗退 
 

【サ ッ カ ー】１回戦：宮城野中 ６－２ 鶴谷中  準々決勝：宮城野中 ０－３ 田子中 
 

【ソフトテニス男子】出場 78パートの決勝戦は宮中同士の対戦になりました！ 

Ｓ・Ｓ，Ｃ・Ｋペア：優勝！   Ｗ・Ｒ，Ｉ・Ｓペア：準優勝！  ともに県大会出場 

〔個人戦〕Ｓ・Ｓ，Ｃ・Ｋ：優勝       Ｃ・Ｓ，Ａ・Ｓ：２回戦敗退   

Ｔ・Ｙ，Ｂ・Ｋ：１回戦敗退    Ｙ・Ｋ，Ｓ・Ｓ：４回戦敗退   

Ａ・Ｔ，Ｉ・Ｋ：３回戦敗退    Ｔ・Ｙ，Ｋ・Ｋ：２回戦敗退           

       Ｋ・Ｍ，Ｋ・Ａ：２回戦敗退    Ｋ・Ｙ，Ｋ・Ａ：１回戦敗退   

Ｓ・Ｒ，Ｏ・Ｓ：１回戦敗退    Ｗ・Ｒ，Ｉ・Ｓ：準優勝  
 

【ソフトテニス女子】Ｙ・Ｒ，Ｔ・Ｙペア：第３位！ 県大会出場  Ｔ・Ｃ，Ｈ・Ｒペア：第５位 

  〔個人戦〕Ｏ・Ｙ，Ｓ・Ｍ：２回戦敗退   Ｔ・Ｃ，Ｈ・Ｒ：準々決勝敗退 第５位 

        Ｙ・Ｒ，Ｔ・Ｙ：準決勝敗退 第３位 

        Ｔ・Ｈ，Ｔ・Ｍ：２回戦敗退   Ｙ・Ｙ，Ｓ・Ｒ：２回戦敗退 
 

【バスケットボール男子】Fブロック 準優勝！ 全市大会出場 

Ｆブロック １回戦：宮城野中 １２４－２６ 西山中 準決勝：宮城野中 ６９―６５ 東仙台中 

      決 勝：宮城野中 ４９―８２ 七郷中 
 

【バスケットボール女子】Ｆブロック １回戦：宮城野中 １１－１１２ 東華中  
 

【バレーボール】予選グループ戦 第１試合：宮城野中 ０－２ 田子中  

第２試合   〃   ０－２ 西山中   予選グループ敗退 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１日（月）避難訓練     

２日（火）合唱コンクール学年リハーサル 

４日（木）教科研究会  
午前授業 給食なし 部活動中止 

 ５日（金）３年 中間考査 

１０日（水）合唱コンクール 

１１日（木）ＱＵ調査 

１５日（月）～１６日（火） 

      ３年 修学旅行（函館方面） 

１７日（水）職員会議  

１８日（木）１・２年 中間考査  
※15 日～１８日 部活動中止 

２２日（月）学年打合せ 部活動中止 

２４日（水）～２５日（木） 

      ２年 校外学習（福島県楢葉町方面） 

２６日（金）専門委員会 

２９日（月）教育相談① 

３０日（火）教育相談② 

【 １１月 の 予 定 】 

新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては，変更・中止になる場合がありますので，ご了承ください。 

 

 

【バドミントン男子】団体第３位！ 県大会出場 ダブルス Ｔ・Ｈ，Ｋ・Ｋペア：優勝！ 県大会出場 

〔団体戦〕１回戦 宮城野中 ２－０ 東華中  準決勝 宮城野中 １－２ 田子中 

県大会代表決定戦 宮城野中 ２－１ 西山中     

〔シングルス〕Ｎ・Ｙ：準々決勝敗退 県大会出場決定戦惜敗  Ｓ・Ｈ：１回戦敗退 

〔ダブルス〕Ｔ・Ｈ，Ｋ・Ｋ：優勝   Ｔ・Ｃ，Ｓ・Ｋ：２回戦敗退 
 

【バドミントン女子】ダブルス Ｓ・Ｔ，Ｋ・Ｍペア：第３位！  Ｇ・Ｎ，Ｙ・Ｎペア  ともに県大会出場 

〔団体戦〕１回戦 宮城野中 １－２ 東仙台中    

  〔シングルス〕Ｓ・Ｍ：２回戦敗退   Ｓ・Ｋ：１回戦敗退 

  〔ダブルス〕Ｇ・Ｎ，Ｙ・Ｎ：準々決勝敗退 県大会代表決定戦勝利    

Ｓ・Ｔ，Ｋ・Ｍ：準決勝敗退 第３位 
 

【剣道男子】団体戦 優勝！ １年個人：Ｍ・Ｒ 優勝！ ２年個人：Ｙ・Ｏ 優勝！ 県大会出場 

〔団体戦〕１回戦：宮城野中 ５－０ 幸町中  準決勝 宮城野中 ３－０ 東仙台中 

  決 勝：宮城野中 ２－１ 東華中 

〔１年個人戦〕Ｍ・Ｒ：優勝 〔２年個人戦〕Ｙ・Ｏ：優勝  Ｍ・Ｓ：準々決勝敗退 
 

【剣道女子】団体戦 優勝！ １年個人：Ｓ・Ｈ 優勝！ ２年個人：Ｓ・Ｋ 優勝！ 県大会出場 

〔団体戦〕１回戦：宮城野中 ３－０ 田子中  準決勝 宮城野中 ２－０ 中野中 

     決 勝：宮城野中 ３－１ 東華中 

〔１年個人戦〕Ｓ・Ｈ：優勝  〔２年個人戦〕Ｓ・Ｋ：優勝  Ｎ・Ｋ：準々決勝敗退 
 

【卓球男子】〔団体戦〕１回戦：宮城野中 ３－２ 幸町中  ２回戦：宮城野中 １－３ 田子中    

〔個人戦〕Ｎ・Ｙ：３回戦敗退 Ｈ・ｋ：１回戦敗退 Ｔ・Ｔ：１回戦敗退 Ｏ・Ｓ：３回戦敗退     

【卓球女子】〔団体戦〕１回戦：宮城野中 ０－３ 岩切中  

〔個人戦〕Ｋ・Ｔ：１回戦敗退 Ｔ・Ｓ：１回戦敗退 Ｔ・Ｍ：１回戦敗退 Ｓ・Ｈ：１回戦敗退 
 
 

【陸上男子】 

□１年 100m Ｎ・Ｓ，Ｓ・Ｔ：予選敗退  □２年 100m Ｏ・Ｈ，Ｎ・Ａ：予選敗退 

□共通 200m Ｓ・Ｔ，Ｍ・Ｙ：予選敗退  □共通 400m Ｃ・Ｈ：決勝第５位 

□共通 1500m Ｏ・Ｓ：予選敗退    □共通走高跳 Ｇ・Ｙ：決勝第７位 

□共通 4×100mR Ｏ・Ｈ，Ｃ・Ｈ，Ｎ・Ａ，Ｎ・Ｓ：予選敗退 

【陸上女子】 

□１年 100m Ｉ・Ｍ：予選敗退，Ｋ・Ｗ：決勝第６位 □２年 100m Ｕ・Ｙ，Ｋ・Ｍ：予選敗退 

□共通 200m Ｏ・Ｓ：予選敗退      □共通 800m Ｏ・Ａ，Ｓ・Ａ：予選敗退 

□共通 1500m Ｃ・Ｍ，Ｎ・Ｋ：予選敗退  □共通走幅跳 Ｋ・Ｋ，Ｈ・Ｙ：予選敗退         

□共通走高跳 Ｋ・Ａ：予選敗退 

□共通 4×100mR Ｕ・Ｙ，Ｋ・Ｍ，Ｈ・Ｓ，Ｋ・Ｗ：予選敗退  

躍進！宮中生 栄光の記録 

【野球競技 令和３年度若林・宮城野区選抜選手】 

認定証 Ｇ・Ｓ  Ａ・Ｙ 

【令和３年度 仙台市武道まつり】 

中学生女子の部 準優勝 Ｓ・Ｋ   第３位 Ｓ・Ｈ 

【SEIBUN アートグランプリ 】 

   佳作 Ｋ・Ｙ(3-7) 

 

 

 

 

 

 

※各部新人戦の全市大会・県大会等の結果は次号以降紹介します 


