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〔教育目標〕  

～未来に向かって ゆたかに学び たくましく生きる 生徒の育成～ 

〔協働型重点教育目標〕 
 ～･地域のために，積極的に取り組む生徒。元気な挨拶・思いやりのある言葉遣いができる生徒～  
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１０月１４日（木）に 2 学期の始業式が行われ、新たなスタートとなりました。今までは３年生が
高砂中を引っ張っていましたが、2 学期からは 2 年生が中心となり、新たな高砂中のリーダーとなり
学校生活を送ることになります。始業式では各学年の代表が 2 学期の抱負を発表し、どのように学校
生活を送っていくか決意を述べました。さらなる飛躍を期待します。２３日（土）には、運動会が開
催されます。保護者の参観も可能となっていますので是非来校され、お子さんの活躍をご覧いただけ
ればと思います。2 学期もよろしくお願いいたします。 

【新人戦激励会】 １０月７日に生徒会主催で新人戦 

激励会を開催しました。全校生徒が校庭に集まり、感染予防 

のため隊形などに工夫を凝らした激励会となりました。校長 

先生からの激励の後，各部の部長が対戦相手や選手の紹介、 

新人戦に向けての抱負を熱く発表しました。最後には応援団 

長のかけ声のもと、全員でエールを交換しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★第７０回宮城県中学校総合体育大会第４１回スケート競技宮城県大会 

スケート フィギュア競技女子Ｃクラス 第３位 Ｓ．Ｏさん(1-2) 

★第５８回仙台市中学校弁論大会 優良賞 Ａ．Ｍさん(３-２)  

★令和３年度仙台市少年の主張宮城野区大会 優良賞 Ｉ．Ｍさん(２-４) 

 
★女子ソフトテニス部 宮城野区大会  

個人戦第１位 Ｓ．Ｍさん(２-２)、Ｓ．Ｋさん(２-１) (県大会出場) 

個人戦第２位 Ｙ．Ｙさん(２-１)、Ａ．Ｒさん(２-４) (県大会出場) 

個人戦第５位 Ｆ．Ｒさん(２-１)、Ｔ．Ｓさん(２-３) 

★新体操部 全市大会 

1 年クラブ第１位 Ｍ．Ｉさん(１-５)、1 年リボン第３位 Ｍ．Ｈさん(１-２) 

1 年リボン第６位 Ｔ．Ｎさん(１-３)、1 年ボール第７位 Ｙ．Ｒさん(１-５) 

2 年ボール第５位 Ｓ．Ｒさん(２-３)、2 年リボン第７位 Ａ．Ａさん(２-３) 

★陸上競技部 全市大会 女子総合第８位 

男子四種競技第２位 Ｔ．Ｋさん(２-４)、女子走高跳第２位 Ｓ．Ｍさん(２-２) 

女子 1500ｍ第 3 位 Ｈ．Ｆさん(1-2)、1 年男子走幅跳第４位 Ｓ．Ｒさん(1-２) 

男子砲丸投第５位 Ｈ．Ｔさん(1-3)、１年女子 100m 第 5 位 Ｏ．Ａさん(1-２) 

★女子卓球部 宮城野区大会 

シングルス 第２位 Ｗ．Ｙさん(２-２) (県大会出場) 

 ★男子卓球部 宮城野区大会 男子団体 第 3 位 

シングルス 第３位 Ｏ．Ｒさん(１-４)(県大会出場)、第５位 Ｗ．Ｓさん(１-４)(県大会出場) 

★剣道部 宮城野区大会 1 年女子個人戦 第 3 位 Ｈ．Ａさん(1-1) 

★男子バスケットボール部 若林・宮城野区 E ブロック 第２位 (全市大会出場) 

★ソフトボール部 宮城野区大会 第 3 位 

★男子ハンドボール部 全市大会 第 3 位 

★女子ハンドボール部 全市大会 第 3 位 

★男子バレーボール部 全市大会 第 3 位 (県大会出場) 

★男子バドミントン部 宮城野区大会 

個人戦ダブルス 第３位 Ｅ．Ｋさん(２-４)、Ｉ．Ｈさん(２-２) (県大会出場) 

個人戦ダブルス ベスト８ Ｏ．Ｍさん(２-１)、Ｔ．Ｊさん(２-４)(県大会出場) 

★女子バドミントン部 宮城野区大会 

個人戦シングルス ベスト８ Ｍ．Ｗさん(１-１) (県大会出場) 

 

【校庭に広がる隊形となった激励会】 



＜今後の行事予定＞ 
前回の学校だよりの行事予定とは変更になっております。また、今後の感染状況の推移ならびに社

会情勢等によって大幅な行事の変更や中止になる可能性があります。最新の情報は学校 HP でご確認

ください。 
 

   

【１１月】 
1 日(月)3 年進路説明会、部活中止 

2 日(火)2 学期中間考査 

3 日(水)文化の日 

4 日(木)教科研究会、部活中止 

5 日(金)津波防災の日、避難訓練 

6 日(土)PTA フェスティバル（リモート配信） 

8 日(月)後期教育実習終了、2 年教育相談 

9 日(火)2 年生 5 時間授業 

10 日(水)２年野外活動､1･3 年教育相談､高砂小挨拶運動 

11 日(木)2 年野外活動、1・3 年教育相談 

     1 年校外学習、高砂小挨拶運動 

12 日(金)2 年 2 時間遅れ登校、全学年教育相談 

15 日(月)タカトオコヒガンザクラ植樹記念日 

     全学年教育相談 

16 日(火)全学年教育相談、鶴巻小挨拶運動 

17 日(水)2 年教育相談、鶴巻小挨拶運動 

18 日(木)各種委員会 

PTA 第 2 回役員推薦委員会 19：00～ 

19 日(金)中央委員会 

22 日(月)第 2 回調査書等作成委員会 

23 日(火)勤労感謝の日 

24 日(水)職員会議、部活中止 

25 日(木)ダンス発表会 

30 日(火)3 年教育相談（～12／7 まで） 

【１２月】 
１日(水)３年教育相談(３年５時間授業)、２年職場体験 

２日(木)３年教育相談(３年５時間授業)、２年職場体験 

３日(金)３年教育相談(３年５時間授業)、２年職場体験 

４日(土)花植えボランティア 

６日(月)３年教育相談(３年５時間授業) 

７日(火)３年教育相談(３年５時間授業) 

 ９日(木)第 3 回調査書等作成委員会 

１４日(火)各種委員会 

     PTA 第 3 回役員推薦委員会 19:00～ 

１５日(水)中央委員会 

１６日(木)職員会議（部活動中止） 

１７日(金)小中合同防災サミット 

２３日(木)第４回調査書等作成委員会、３年午前授業 

２４日(金)冬季休業日（～１／７） 

      全学年登校日、午前授業（給食、弁当なし） 

     第４回調査書等作成委員会 

２８日(火)ご用納め 

２９日(水)～１月３日(月)まで学校閉庁日 

【１月】 
４日(火)仕事始め 

６日(木)全学年登校日、全校集会、実力考査 

    午前授業（給食・弁当なし） 

７日(金)冬季休業日終了、全学年登校日 

    実力考査、午前授業（給食・弁当なし）  
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【11･12･1月の行事予定】 

【スケアードストレイト方式自転車安全利用教室】 
 9 月 24 日にスケアードストレイト方式自転車安全利用教室を行 

いました。自転車のルール違反から大きな事故が起こった例をスタ 

ントマンの皆さんに実演していただき、事故の恐ろしさを改めて体 

験することができました。生徒は「時速４０ｋｍの車での事故に衝 

撃を受けました。もう一度自転車の乗り方を見直そうという気持ち 

になりました」「道路を利用する全員がルールを守り、思いやりを 

持っていれば事故が防げると思いました。」という感想がありまし 

た。これからの季節、暗くなるのが早くなり危険が増してきますの 

で、登下校時を含め交通安全に十分気を付けてほしいと思います。 

 

9月 29日(水)に生徒会役員改選のための立会演説会が行わ

れました。演説会後，投票が行われ正式に役員が決定しました。

今後の高砂中のために全力を尽くしてほしいと思います。 

【会  長】Ｍ．Ａさん(2-3) 

【副会長】Ｉ．Ｋさん(2-2)、Ｈ．Ｈさん(1-2) 

【書 記】Ｉ．Ｍさん(2-4)、Ｋ．Ｍさん(1-5) 

【会 計】Ｏ．Ｍさん(2-1)、Ｎ．Ｓさん(1-3) 

【幹  事】Ｋ．Ａさん(2-1)、Ｋ．Ｒさん(1-2) 

【事務局員】Ｓ．Ｋさん(１-２)、Ｍ．Ｉさん(1-５) 

【スタントマンによる迫真の演技】 

【立会演説会の様子】 


