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◇ 自分なりの「マインドセット」を持つ ◇
校長 岡 田 雅 彦
「マインドセット」とは，これまでの経験や，先入観から作られる思考パターンや固定化された考え方のこと
です。近年ビジネスでは，知識・スキルよりも，マインドセットがポジティブであるか否かが，成果に大きな影
響を与えると言われ，注目されているようです。
現在，大リーグで活躍する日本人選手は多くいますが，一昔前にはそのような選手はほとんどいませんでした。
しかし，野茂選手の活躍（トルネード投法）を見て，大リーグで活躍するのは可能なことなのだと考え方が変わ
り，現在のように多くの選手がアメリカ大リーグに挑戦し，その夢を叶えられるようになったと言われています。
また先日，藤井聡太棋士が史上最年少二冠に輝いたことはニュースでも取り上げられたところです。それを見た
プロ棋士をめざしている少年たちは「高校生でもプロ棋士になれる。そしてタイトルを取ることもできるんだ！」
とマインドセットして，これまで以上に努力するのではないかと思います。数年後には，プロ棋士になる年齢が
下がってくるかもしれませんね。
このように，自分の能力は“努力次第で成長させることができる”という思いを持ちながら物事に取り組むこ
とが，その後のより豊かな人生につながっていくのではないかと思います。やらなければならないことがたくさ
んあるときであっても，今この瞬間を大切に，自分の可能性を信じて，目の前のことに全力で取り組んでほしい。
そして，これからの人生においても自分の可能性を信じて，努力し続ける人になってほしい，そう願っています。

〇

秋季休業について
10 月 10 日(土)～14 日(水)
体調を崩さず，けがをせず，充実した 5 日間を過ご
し，10 月 15 日（木）の始業式では，元気いっぱいの
笑顔を見せてほしいと思います。
○

女子バスケットボール
ソフトボール
バレーボール

仙台市新人大会を開催
10 月 10 日・11 日（予備日 12 日）に新人大会が
開催されます。コロナウイルス感染症防止対策によ
り，入場者数の制限や，健康観察の徹底など，さま
ざまな制約がある中での開催になります。試合当日
に，全校生徒の声援を届けることはできませんが，
頑張ってほしいという思いは一つです。
選手の皆さんには，学校代表として，持てる力を
精一杯発揮してほしいと思います。

サッカー

【大会日程】＊各競技 1 日目の予定を紹介します。
10 日(土) 10:30
野球
シェルコム仙台 対加茂中
10 日(土) 9:30
陸上競技
仙台市陸上競技場
11 日(日) 11:40
男子バスケットボール セキスイハイムスーパーアリーナ
向陽台中と南光台東中との勝者

男子バドミントン

男子ソフトテニス
女子ソフトテニス
男子卓球
女子卓球

女子バドミントン
男子剣道
女子剣道

10 日(土) 10:20
寺岡中会場 対南光台東中
10 日(土) 9：00
高森中会場 対将監東中
10 日(土)午後
鶴が丘中会場 対寺岡中
10 日(土) 14:20
泉グラウンド 対寺岡中
10 日(土) 8:45
泉コート 個人戦
10 日(土) 8:45
泉コート 個人戦
10 日(土) 泉体育館
団体戦(南光台東と八乙女の勝者)・個人戦
10 日(土) 泉体育館
団体戦(対寺岡中)・個人戦
10 日(土) 9:30
宮城野体育館 対将監中
10 日(土) 9:30
宮城野体育館 対将監中
11 日(日) 9:50 高森中会場
個人戦・団体戦 対将監中
11 日(日) 9:50 高森中会場
個人戦・団体戦 対向陽台中
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○

自転車通学について 困っています
地域の方々から，生徒の通学の様子について心配す
るお電話をいただきます。多くの生徒が交通安全に努
め，小学生や地域の方々に配慮しながら登下校してい
る一方で，地域の方々が目を疑うような自転車運転を
する生徒がいるようで，残念でなりません。
学校では登下校に際し，「命を守ること」を最優先
に考え指導してきましたが，なかなか改善されていな
い状況です。中学校は，基本的に「徒歩通学」です。
何らかの事情で「自転車を使用したい生徒」が「申し
出て」「自転車点検を受けて」そして，「許可をして」
自転車通学をしているというのが実情です。
事故やトラブルが起こってからでは遅いのです。信
号無視，スピードの出し過ぎ，無理な横断，無理な追
い越し，手放し運転など，想像しただけでも怖くなっ
てしまいます。ぜひご家庭で，お子様の登下校の様子
についてお話していただき，改めて交通ルール・マナ
ー遵守の徹底をお願いいたします。
〇

学校給食訪問～給食の様子を見学～
9 月 2 日(水)仙台市教育委員会による学校給食訪問
がありました。給食室，配膳の様子を見学し，担当者
から次のような講評をいただきました。
これからも安全・安心な給食を提供できるよう努め
てまいります。
【講評】
・給食室は新しい施設ではないが，清掃が行き届いて
いて清潔である。
・コロナ対応渦での給食指導では，担任の先生方だけ
でなく，担任以外の学年の先生方も含めてのチーム
ワークの良い指導が行われていた。
・南中山中学校の掲示物が素晴らしい。
・仙台市の小中学校でクラスターが起きていないのは，
学校生活において，先生方も生徒も，ルールを守っ
た生活をしている結果であると考えられる。
・コロナウイルスの感染予防にはマスクの着用が有効
であるが，給食時間はマスクを外すので，感染のリ
スクが高まる時間である。給食中は会話をせず，配
食は先生が行うというルールをこれからも継続し
て行って欲しい。

○“MK アップデー”始めます！
Ｍは南中山，Ｋは北中山を意味し，南中山中学校，
北中山小学校，南中山小学校が一緒に「ノーメディア
デー」を実施するプロジェクトです。
毎月 20 日（土日祝日の場合は翌平日）は，メディア
から離れて，家庭学習や読書に力を入れてほしいとい
う思いを込めています。ご家庭でもお声掛けください
ますようお願いいたします。

○ 令和 2 年度南中山中学校区青少年健全育成
イラストコンクール 優秀賞
優良賞
優良賞
標語コンクール
優秀賞
優秀賞
優良賞
優良賞
優良賞
優良賞
○ 野球部
第 18 回宮城県少年新人軟式野球大会
仙台市予選会 第 2 ブロック
第3位
○ 陸上競技部
第 66 回全日本中学生通信陸上競技大会
宮城県大会（アシックスチャレンジカップ）
男子 800m
第1位
男子走幅跳
第4位
○ ソフトテニス部
第 57 回仙台市民総合体育大会ソフトテニス競技
中学生の部男子
第2位

１０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
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曜
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予 定
前期専門委員会（最終）
3 学年実力テスト 1 学期末大掃除
一学期終業式 新人大会激励会（放送）

10
11

土
日

15

木

仙台市新人大会
仙台市新人大会
秋季休業 10 日(土)～14 日(水)
二学期始業式

16
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金
月
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火

22

木

23

金

26

月

後期専門委員会（第 1 回）
～21 日 3 学年修学旅行（函館）
2 学年野外活動（加美）
ＭＫアップデー 部活中止
3 学年代休
1 学年校外学習・弁当（山形）部活中止
2･3 学年午前授業（給食・弁当なし）
職員会議のため部活動中止

27 火 中央委員会
28 水 会議のため部活動中止
30 金 3 学年進路説明会
＜11 月前半の主な行事予定＞
11 月 2 日(月) 生徒会引継ぎ式
11 月 4 日(水) 3 学年中間考査
11 月 6 日(金)～13 日(金) 教育相談
11 月 14 日(土) 授業参観 学年保護者会 弁当
11 月 16 日(月) 振替休業日
11 月 17 日(火) 1･2 学年中間考査
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