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◇健闘光るＭ中生！ 市中総体の全競技が終了◇
校長 岩倉 一治
６月１２日（土）から「第７０回仙台市中学校総合体育大会」が，６月２６日（土）には特別支援学級卓球大
会が各競技会場において行われました。全力でプレーする選手の姿勢から，大会に出場できる喜びとこれまで支
えてくれた多くの方々への感謝の気持ちが現れているように感じられました。目標としていた県大会出場を勝ち
得た部，惜しくも敗れた部がありましたが，コロナ禍の中においても精一杯プレーすることができ，また思い出
に残る大会になったと思います。生徒の皆さん，たくさんの感動をありがとうございました！保護者の皆様，ご
家庭でのお励まし，応援や会場までの送迎等，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】
１回戦 １３－５ 長命ケ丘中
準決勝
１－５ 加茂中
【ソフトボール】
１試合目 ２０－１ 将監東中
２試合目
１－７ 八乙女中
３試合目
２－９ 高森中
【男子ソフトテニス】
団体 第３位 県大会出場
準々決勝
３－０ 加茂中
準決勝
１－２ 寺岡中
個人
第１位
県大会出場
ベスト１６
【男子バスケットボール】
１回戦 ６１－７３ 将監東中
【男子バドミントン】
団体
１回戦 ２－０ 長命ケ丘中
準決勝 １－２ 七北田中
県大会出場決定戦 １－２ 松陵中
個人 シングルス 第３位
県大会出場
【男子卓球】
団体
１試合目 ２－３ 七北田中
２試合目 １－３ 高森中
個人 第５位
県大会出場
【男子剣道】
団体＊予選リーグを第２位で決勝トーナメント進出
１試合目 ２－３ 南光台中
２試合目 ５－０ 南光台東中
決勝トーナメント １回戦
３－１ 高森中
準決勝
０－４ 寺岡中
県大会代表決定戦
１－３ 加茂中

【サッカー】
１回戦 ４－１ 将監中
２回戦 ０－２ 向陽台中
【バレーボール】
予選リーグ
１試合目 ０－２ 南光台・松陵中合同チーム
２試合目 ０－２ 南光台東中
【女子ソフトテニス】
団体
１回戦 ２－１ 高森中
２回戦 １－２ 南光台中
個人
第５位
県大会出場
第５位
県大会出場
【女子バスケットボール】第３位
２回戦 ３９－３４ 南光台中
準決勝 ２６－７４ 寺岡中
【女子バドミントン】
団体
１回戦 １－２ 七北田中
個人
ダブルス 第２位
県大会出場
【女子卓球】
団体
１試合目 ０－３ 将監中
２試合目 １－３ 寺岡中
３試合目 ２－３ 南光台中
個人 ベスト１６進出 横山
【女子剣道】
団体
１試合目 １－４ 将監中
２試合目 ２－２（3 本-4 本）向陽台中
３試合目 ０－５ 南光台中
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【陸上】
第５位 男子３年 100m
県大会出場
第３位 女子低学年 4×100m リレー 県大会出場
第５位 女子 800m
県大会出場
第９位 女子１年 1500m
県大会出場
第３位 女子砲丸投
県大会出場
準決勝進出 男子 4×100m リレー
準決勝進出 男子 200m
準決勝進出 女子 1 年 100m

○よりよい学校を創るために
５月３１日(月)６校時に令和３年
度生徒総会が開催されました。決算
報告，予算案，生徒会執行部・各種委員会の活動計
画が提案されました。あらかじめ学級討議で質問事
項をまとめ，入念に審議の準備をし，生徒総会で今
年度の計画等が承認されました。生徒一人一人が自
分の役割を果たし，南中山中学校をよりよくしてい
こうという強い意識を感じました。
○備えあれば憂いなし 避難訓練の実施
６月３日（木）に地震による避難中に火災が起き
たという想定で行いました。非常時には，冷静に行
動することが大切です。そのためには，正しい避難
行動の仕方を理解し，あらゆる状況を想定して行動
できるようシミュレーションをしておくことが重要
です。震災は，いつ起こるかわかりません。常に
“おはしも(おさない・はしらない・しゃべらない・もどら
ない)”を頭に入れて，行動することが大切です。命
を守るためにどのように行動すべきか改めて考える
機会となりました。
○仙台市長来校 ２年生の授業を参観しました！
本校が市の GIGA スクール推進校として指定を受け
ていることから実現しました。
６月４日（金）２年１組の社会
科の授業(授業者：大下教諭)で
生徒一人一人が Chromebook を
使った授業を通して，これから
の授業のあり方について意見交
換を行いました。

【水泳】男子総合 第６位
男子 200m 背泳ぎ
第２位
男子 200m 背泳ぎ
第８位
男子 200m 平泳ぎ
第２位
男子 100m 背泳ぎ
第３位
男子 100m 平泳ぎ
第３位
男子 200m 個人メドレー
男子 100m 自由形

県大会出場
県大会出場
県大会出場
県大会出場
県大会出場
県大会出場
県大会出場

【こぶし・まつのみ卓球大会】
女子 B2 ブロック 第１位
女子 C ブロック 第２位
女子 C ブロック 第３位
男子 B2 ブロック 第３位
○令和３年度の夏休み期間について
令和３年７月２１日～８月２４日までとなります。
また，例年行っているプール開放事業について，今年
度は実施いたしません。
○奨励服～令和４年度に向けて～
６月８日（火）に開催された父母教師会運営委員会
で話題になりました女子用のスラックスについて，秋
冬の防寒対策として次年度に向け準備したいと考え
ています。サイズや価格等については，これから納入
業者と打ち合わせを行い決定する予定です。
７月の学校行事予定です。今後の状況に
より変更する場合があります。
日 曜
予 定
2 金 臨時専門委員会
3 土 ～4 日(日)通信陸上大会
6 火 保健講話
7 水 第 1 回 3 学年実力テスト
8 木 職員会議のため部活中止
14 水 会議のため部活中止 GIGA 端末持ち帰り訓練
15 木 フリー授業参観（保護者会なし）
16 金 非行防止教室・SNS トラブル防止教室
20 火 休業前全校集会 県中総体激励会
21 水 教育相談～8 月 3 日(火):平日のみ
22 木 県中総体～25 日(日)
26 月 学習サポート(北中山小)～28 日(水)
31 土 南中山連合町内会花火大会 20 時(校地内入場不可)
8 月の主な行事予定
10 日(火)～13 日(金) 閉庁日
24 日(火)～27 日(金) 文化発表会リハーサル
25 日(水) 休業後全校集会 職員会議
28 日(土) 文化発表会
30 日(月) 振替休業日

～ 離れていても 心は近く ～
新型コロナウイルス感染症のことをインターネットで調べることが多いのですが，その中でこんな言葉を見
つけました。「離れていても，心は近く」という言葉です。
お互いの距離が近く，お互いのことが分かっているのはみなさんの良さだと思います。そして，それはとて
も大事なことだと思います。もちろん，今は，新型コロナウイルスの感染を防ぐために距離をとらないといけ
ません。ですが，お互いの気持ちまで離れてしまったら，つながりが遠くなってしまったら，悲しいですね。
だから，体の距離は離れていないといけませんが，心と心の距離は今までどおり近いままでいられるよう，お
互いの絆をこれからも大切にしていきましょう。
先月，生徒総会がありました。まだまだ学校生活に制約はありますが，少しでも過ごしやすい学校をみんな
でつくっていってほしいと思います。
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