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進路選択に向けて・充実させたい 2 学期の生活

◇

校長 岩倉 一治

5 日間の秋休みが終わり，いよいよ 2 学期が始まりました。３年生は進路選択に向けた取組が本格的にスター
トします。生徒一人一人が思い描いている進路希望が叶うように，ご家庭でもお子さんへの励ましとご協力をお
願いします。２年生は１年後，１年生は２年後に，この時期を迎えることになります。日頃から将来の自身の姿
を意識しながら，学校生活を送ってほしいと願っています。
2 学期も，生徒が主体的に学びに向かう力，主体的に諸活動に取り組む力を高めていけるよう，あらゆる場に
おいて，自分で考え，判断し，責任ある行動をとることを大事にしていきたいと思います。
○市内各会場で仙台市・宮城県新人大会が行われました
各部とも練習の成果を発揮し大健闘しました。目標を達成した部，惜しくも敗れた部と結果
はそれぞれでしたが，来年の中総体に向けてさらに練習に励んでほしいと思います。保護者の
皆様には，ご家庭でのお励まし，そして会場までの送迎などご協力ありがとうございました。
【野球】第２位
１回戦 ４－０ 七北田中
準決勝 ５－４ 根白石中・住吉台中合同チーム
決 勝 ４－７ 高森中
【バレーボール】
１試合目 ２－０ 南光台東中
２試合目 ０－２ 鶴が丘中
【男子ソフトテニス】
個人
ベスト１６
ベスト１６
ベスト１６
【男子バスケットボール】
１回戦 １５－６８ 住吉台中
【男子卓球】
団体
１回戦 ３－１ 館中
２回戦 ２－３ 南光台東中
個人
第２位 県大会出場
【陸上】
女子共通 800m
第４位
女子１年 100m
第４位
【男子バドミントン】
団体 １回戦 ０－２ 松陵中
個人ダブルス
県大会出場

【男子剣道】第３位 県大会出場
団体 １回戦 ３－１ 松陵中
２回戦 ３－０ 加茂中
準決勝 ０－３ 八乙女中
代表決定戦 ２－２ 将監中
(代表戦１－０)
個人
第３位 県大会出場

【ソフトボール】第２位 全市大会出場
１試合目 １７－１６ 八乙女中
２試合目
６－ ７ 高森中
３試合目 １５－ ６ 将監東中
【サッカー】第３位
１回戦 ２－０ 加茂中・松陵中合同チーム
準決勝 ０－１ 七北田中
【女子ソフトテニス】
個人
第5位
【女子バスケットボール】
１回戦 １０８－２６ 南光台東中
準決勝
４５－６１ 加茂中
【女子卓球】
団体
１回戦 １－３ 館中
個人
第１位 県大会出場
【フィギュア・スケート 県大会】
女子Ａクラス
第３位 全国大会出場
女子Ｃクラス
第１位
【女子バドミントン】県大会出場
団体 ２回戦 ２－１ 向陽台中
準決勝 ０－２ 松陵中
代表決定戦 ２－０ 住吉台中
個人シングルス
第３位 県大会出場
個人ダブルス
第３位 県大会出場
【女子剣道】
団体 １回戦 ３―０ 将監東中
２回戦 ２―２八乙女中
（代表戦０－１）
個人 第１位 県大会出場
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○職員の異動のお知らせ
ALT ホー・クリス(高森中学校から)
火曜日～金曜日に勤務します（月曜日は南中山小学
校勤務）。生徒の皆さんには，楽しみながら英語を学
んでほしいと思います。
○地球のステージ公演会を開催しました！
10 月 6 日(水)3 年生は体育館で，1･2 年生はリモー
トで見学しました。案内役は神奈川県海老名市で心療
内科医をしている桑山紀彦先生です。先生はこれまで
60 を超える国、地域を歩き、国際医療支援活動を展開
してきました。その経験を基にしたライブ音楽と大画
面の映像、スライドと語りを組み合わせたコンサート
ステージです。生徒から
は「今ある生活がどんな
に幸せかを実感すること
ができました。」との感
想が寄せられました。将
来のことを考えるきっか
けになればと思います。
○2 年野外活動(加美・松島)・1 年校外学習(蔵王)を
実施しました！
新型コロナウイルス感染症のまん延状況により延
期になっていました野外活動，校外学習を実施する
ことができました。
10 月 19 日(火)2 年生
は SDGs を取り入れ，加
美町での稲刈り体験から
食の大切さを，松島での
語り部，旧荒浜小学校で
の震災遺構見学から「自
助・共助・公助」の大切
さを学びました。
10 月 21 日(木)1 年
生は蔵王での体験を
通して宮城の農産業
や伝統・文化を学び
ました。こけしの絵
付け体験では一人一
人が思い出に残る素
敵な作品を仕上げて
いました。
○教科書の訂正・変更のお知らせ
東京書籍から「公民」「理科」「英語」「保健体
育」「道徳」の教科書の訂正・変更についてお知ら
せがありました。お子さんに
は，授業を通じて訂正・変更箇
所を伝えています。詳細につい
ては，東京書籍のホームページ
でご確認願います。

○仙台市中学校新人大会ソフトボール競技
泉区
第2位

○宮城県中学校総合体育大会フィギュア競技
女子 C クラス
第1位
女子 A クラス
第3位
○仙台市中学校新人大会陸上競技
1 年女子 100m
第4位
共通女子 800m
第4位
○第 40 回宮城県中学校新人陸上競技大会
中学共通女子 800m
第8位
○仙台市中学校新人大会バドミントン競技
泉区女子団体
第3位
泉区女子シングルス 第 3 位
泉区女子ダブルス
第3位
○仙台市中学校新人大会卓球競技
泉区男子個人
第2位 遠
泉区女子個人
第1位
○仙台市中学校新人大会サッカー競技
泉区 第 3 位
○仙台市中学校新人大会剣道競技
泉区男子団体
第3位
泉区 2 年男子個人
第3位
泉区 1 年女子個人
第1位
○令和 3 年度仙台市武道祭り
中学生男子の部
第3位
○仙台市中学校新人大会野球競技
泉区１ブロック
第2位
○仙台市中学校新人大会ソフトテニス競技
泉区女子個人
第5位
○第 40 回仙台市泉区中学校新人ソフトテニス大会
泉区女子個人
第5位

11 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
1 月 生徒会任命式
2 火 3 年中間考査
3 水 (祝)文化の日
4 木 職員出張のため部活中止 給食・弁当なし
5 金 教育相談～12 日(金)
8 月 後期教育実習終了
12 金 校内合唱コンクール学年リハーサル
16 火 1・2 年中間考査，3 学年実力テスト
17 水 避難訓練 合唱コンクール強化期間～23 日
19 金 職員会議のため部活中止
23 火 (祝)勤労感謝の日
24 水 校内合唱コンクール（広瀬文化センター）弁当
25 木 会議のため部活中止
26 金 3 年面談～12 月 3 日(金)
29 月 南北小児童中学校訪問
12 月の主な行事予定
1 日(水) 3 年面談～12 月 3 日(金)
13 日(月) 専門委員会
15 日(水) 職員会議のため部活中止
16 日(木) 2 年科学館学習
20 日(月) 会議のため部活中止
23 日(木) 休業前全校集会
24 日(金) 冬季休業～1 月 10 日(月)
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