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           ◇ 充実した夏休みをお過ごしください ◇   校長 岩倉 一治 

4月の入学，進級から約 4か月間が過ぎ，いよいよ夏休みを迎えようとしています。振り返れば，新しい学校

学級での生活，新しい学習内容の授業を通して，生徒のみなさんは一生懸命活動し成果を挙げてきました。 

1年間の教育活動のスタートでもあるこの期間は，各学年の基礎を固める大切な時期です。学力向上という面

では，学習の要である毎日の授業を受ける自分自身の学習状況を振り返ることが大切です。自分を知ることこ

そが成長の第一歩となります。何ができて何ができていないのか，これを知ることが成長につながります。 

そして長い夏休みをどう過ごすかが，その後の成長を大きく左右します。ぜひ，さまざまなことにチャレン

ジしたいものです。まずは各教科から出される課題を中心に取り組み，さらに自主的に復習や夏休み以降の予

習などを毎日，計画的に行い，実力を付けていってほしいと思います。1日が短いと感じることもあると思いま

す。しかし，毎日の積み重ねがその後の大きな成果につながるものと考えます。 

夏休みという節目を契機に 1日 1日を大切にして，将来の夢の実現に向け努力を続けてほしいと思います。

夏休み中も熱中症予防など健康管理に努め，8月 25日には全員が元気に登校して来てほしいと願っています。 

 

【 県中総体・吹奏楽コンクール開催 】 

22日(木)から 5日間，県内各会場において県中学校総合体育大会が開催されます。それぞれのプレーの一瞬

を大切に，最後まで粘り強く持てる力を出し切ってほしいと思います。また，24日(土)には，吹奏楽部が全日

本吹奏楽コンクール宮城県大会予選仙台青葉・泉地区大会に出場します。それぞれの部が，南中山中生の誇り

を胸に活躍してほしいと思います。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により，直接応援を届けることが

できませんが，学校から選手・部員のみなさんにエールを送り続けます！ 

 

大会・コンクール出場部活動 開催日・会場 
陸上競技 7月 22日(木)～24日(土) 弘進ゴムアスリートパーク仙台 
男子ソフトテニス・女子ソフトテニス 7月 22日(木)～25日(日) 泉コート（雨天：シェルコム） 
男子卓球 7月 23日(金)～25日(日) 栗原市若柳総合体育館 
男子バドミントン・女子バドミントン 7月 25日(日)～26日(月) カメイスーパーアリーナ 
水泳 7月 22日(木)23(金)・25日(日) セキスイハイムスーパーアリーナ 
吹奏楽 7月 24日(土) イズミティ 21 

 

 
〇心が和むうれしい出来事 

7月 17日（土）学校に地域の方から

電子メールが届きました。“早朝の西

中山の公園で，本校 1年生の生徒 2名が自主的にゴミ

拾いをしていました。あいさつもしっかりできる生徒

でした。”というものでした。この公園では，ゴミの

散乱が問題となっており，誰が捨てたかも分からない

ゴミの片付けを住民の方々が行っていたようです。 

一生懸命取り組む姿は，人の心をつかみ感動を与え

ます。この機会に，地域での行動についてご家庭で話

題にしてはいかがでしょうか。 
 
 

〇 職員の異動のお知らせ 
 ALT オータム・ベネキャンプ先生が 仙台市内の中
学校に異動することになりました。先生には ALTとし
て各クラスの英語の授業でお世話になりました。これ
からのご活躍を祈念しています。なお，後任の ALTは
決まり次第お知らせします。 
 
○２年ぶりの運動会 

  6月 25日(金)Ｍ中三大行事の一つである運動会を 2

年ぶりに実施することができました。生徒の演技に取

り組む真剣な表情と応援する各学級の生徒の笑顔が

校庭に溢れました。 

  

校 長 岩 倉 一 治 
生徒数５５３名(令和３年 7 月 19 日現在) 
〒981-3213 仙台市泉区南中山 2-26-1 
 TEL 022-376-3127 FAX 022-348-2358 
URL  http://www.sendaic.ed.jp/~emuchu-x/ 
e-mail emuchu-x@sendai-c.ed.jp 

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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○食事と運動が大切です！『保健講話開催』 

7月 6日(火)本校の健康管理医“しらい健康クリニ

ック”白井勇太先生から生活習慣病の予防について

お話しをいただきました。生活習慣における様々な

健康被害のリスクから自分自身を守るために，健康

に対する日々の心構えや意識，さらには積極的な取

組の重要性について改めて実感することができまし

た。食事と運動の大切さについて，ご家庭でも話題

にしていただきたいと思います。 

 

○フリー参観 ありがとうございました 

7月 15日(木)ご来校いただきありがとうございま

した。お子様の学校生活の様子が垣間見られたこと

と思います。お気付きの点がありましたら，担任ま

でご相談ください。 

 

○非行防止・ＳＮＳトラブル防止教室 

 スマ－トフォン等の利用に関する危険性について，

泉署の方からお話しをいただきました。生徒自身が被

害に遭わないためにも個人情報の管理を徹底するこ

とが大切です。一度公開した写真等の情報は，閲覧し

た人によって拡散されてしまうことがあります。本人

が意図していなくて

も，周囲の人たちに

よって，犯罪に巻き

込まれる可能性があ

ります。もしも，被害

に遭った場合には，

すぐに警察に相談し

てください。 

 

 
 
 
○サッカー部 
第 25回 CITYカップサッカー大会 

Ｂブロック 第１位 
第 25回 CITYカップサッカー大会 

最優秀選手賞          
第 70回仙台市中学校体育大会 

優秀選手賞           
○野球部 
第 38回全日本少年軟式野球大会仙台市予選会 

第３ブロック 第３位 
第 70回仙台市中学校体育大会野球競技 

優秀選手賞         
功労賞              

○ソフトテニス部 
第 70回仙台市中学校総合体育大会 

泉区男子団体 第３位 
泉区男子個人 第１位      

 
泉区女子個人 第５位      

 
泉区女子個人 第５位      

 
○バドミントン部 
 第 70回仙台市中学校総合体育大会 

泉区男子団体 第３位 
泉区男子個人シングルス 第３位  
泉区女子個人ダブルス 第２位  

         

○卓球部 
第 70回仙台市中学校総合体育大会 

泉区男子個人 第５位      
○バスケットボール部 
第 70回仙台市中学校総合体育大会 

泉区女子 第３位 
○陸上競技部 
第 70回仙台市中学校総合体育大会 

女子低学年４×100MR 第３位  
          
          

                              
男子３年 100M 第５位         
女子砲丸投 第３位     
女子 800M 第５位             

第 67回全日本中学校通信陸上競技大会宮城県大会 
共通女子砲丸投 第４位  
男子３年 100M 第８位       

○バレーボール部 
第 70回仙台市中学校体育大会 

功労賞             
○ソフトボール部 
第 70回仙台市中学校体育大会 

優秀選手賞                    
優秀選手賞              
優秀選手賞              
優秀選手賞              

○水泳部 
第 70回仙台市中学校体育大会水泳競技 

男子総合 第６位    
男子 100m 平泳ぎ 第３位    
男子 200m 平泳ぎ 第２位      
男子 100m 背泳ぎ 第３位     
男子 200m 背泳ぎ 第２位     
男子 200m 背泳ぎ 第８位     

○第 70回仙台市中学校体育大会卓球競技 
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 Bブロック 第３位        

 

８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 
7 土 ～15日(日)閉庁日 
24 火 文化発表会リハーサル 
25 水 休業後全校集会 職員会議のため部活中止 

26 木 
2学年・３学年実力テスト 
文化発表会リハーサル 

27 金 文化発表会リハーサル 
28 土 文化発表会 弁当 
30 月 振替休業日 
31 火 会議のため部活中止 
9月の主な行事予定 
1日(水) 市駅伝大会 
2日(木) 小学校陸上指導（陸上競技部生徒） 
3日(金) 少年の主張泉区 試験のため部活中止～9 日 
8日(水) 期末考査 給食・弁当なしで下校 
9日(木) 期末考査 
15日(水)～17日(金) 3学年ファイナンスパーク 
16日(木) 職員出張のため部活中止 弁当 
22日(水) 職員会議のため部活中止 
24日(金) 会議のため部活中止 
27日(月) 生徒会立会演説会・選挙 
29日(水) 専門委員会（1学期最終） 
30日(木) 職員出張のため部活中止 弁当 

 


