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平成３１年度の長命ケ丘中学校のスタートを，無事迎えることが

できました。これも，日頃の保護者，地域の皆様のご支援・ご協力

のおかげと，心から感謝申し上げます。本年度も，何卒よろしくお

願い申し上げます。 

さて， ４月８日（月）に着任式と始業式が行われ，４月９日（火）

には，新入生が，緊張の表情を見せながらも，希望で胸をふくらま

せながら多くの御来賓や保護者の皆様の見守る中，第３６回入学式

に臨みました。                              

入学式では，校長先生から，＜時間を大切に＞＜勉強（鉄は熱いう

ちに打て）＞＜生活習慣を整える＞「特に，あいさつは意識しないとでき

ないものなので，意識して行うことが大切である」というお話があり

ました。 

始業式では２学年代表の針生さんが意識改革をし，生活習慣を見直

したいと，３学年代表 池田さんからは３年生として意識をし，楽し

むときは楽しむ、しっかりやるときにはしっかりやるとめりはりのあ

る生活をしていきたいと新年度の抱負が述べられました。 

                               写真：上 入学式  下 始業式  

 

学校教育目標 

明るく健康で，豊かな心と創造力を持ち，共に学び，高め合う生徒の育成 

○ 健 康（明るく健康で，活気ある生徒） 

○ 創 造（深く考え，目標の実現に努力する生徒） 

○ 友 情（互いに尊重し，共に高め合う生徒） 

 

平成31年度 令和元年度 協働型学校評価における重点目標 

「確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成」 

学校では…分かりやすい，配慮された授業を目指し，授業の充実を図ります。   

 家庭では…食事，睡眠，時間を守るなどの基本的な生活習慣の確立をお願いします。  

 地域では…生徒が参加しやすい地域行事やボランティア活動の場の提供をお願いします。 

 

 

 

協働型学校評価は，生徒の現状や課題から，学校・家庭・地域の三者が協働して，それぞれの立場か

ら改善活動に取り組んでいくものです。そのための目標が「協働型学校評価における重点目標」です。 

 年度末には，それぞれの目標が達成されたのかを評価します。御家庭には，アンケートとして配付し

それぞれの取り組みの振り返りをお願いします。 

 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

新年度スタート！ 新入生６８名を迎える  

平成 31 年 4 月 26 日 
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仙台市立長命ケ丘中学校 



      

               
・授業や行事で，生徒の興味・関心を高めるための学習材を準備するとともに，指導方法を工夫するこ

とで，魅力ある授業を創造し，知性と感性を高め，育みます。 

・生徒や保護者に寄り添う存在として生徒とともに活動することで生徒理解に努め，常に生徒の考え方

や些細な気付き，疑問を生かせるようにします。 

上記の姿に一歩でも近付けるよう，全職員一丸となって努力してまいります。今後とも御協力をよ

ろしくお願いします。 

平成 3１年度 令和元年度 長命ケ丘中学校教職員 

校 長 ＊＊＊＊  

教 頭 ＊＊＊＊ ２学年主任 ＊＊＊＊ ３学年主任 ＊＊＊＊ 主事 ＊＊＊＊ 

教務主任 ＊＊＊＊ ２年１組担任 ＊＊＊＊ ３年１組担任 ＊＊＊＊ ALT ＊＊＊＊ 

生徒指導主事 

１年副担任 
＊＊＊＊ ２年２組担任 ＊＊＊＊ ３年２組担任 ＊＊＊＊ 技 師 ＊＊＊＊ 

１学年主任 ＊＊＊＊ ひまわり担任 ＊＊＊＊ ３年副担任 ＊＊＊＊ 技 師 ＊＊＊＊ 

１年１組担任 ＊＊＊＊ ２年副担任 ＊＊＊＊ 養護教諭 ＊＊＊＊ 技 師 ＊＊＊＊ 

１年２組担任 ＊＊＊＊ 拠点校指導員 ＊＊＊＊  
 

  

                                     

また，スクールカウンセラーとして，引き続き日野映（ひの はゆる） 

さんが勤務します。スクールカウンセラーの来校日は，月曜日の午前９ 

時３０分から，午後４時３０分です。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

＜５月の行事予定＞       ＜６月の行事予定＞                

９日（木）部活動中止 

１３日（月）専門委員会 

前期教育実習 

１４日（火）職員会議 部活動中止 

１５日（水）２年午前授業 

１６日（木）２年野外活動 三陸町方面 

      ～１８日（土）まで 

１７日（金）３年午前授業 

２０日（月）２年振替休業 ３年午前授業 

    １年心臓病検査 

２１日（火）３年午前授業   

２２日（水）３年修学旅行 東京方面 

～２４日（金）まで  

２７日（月）市中総体強化期間～６／７ 

衣替え移行期間～５／３１ 

３０日（木）校内マラソン大会 

３１日（金）生徒総会 PTA 運営委員会 

３日（月）衣替え完全実施 

４日（火）マラソン大会予備日 

６日（木）市中総体壮行式 歯科検診 

８日（土）市中総体 ～１０日（月） 

１１日（火）市中総体予備日 弁当 

１２日（水）市中総体報告会 月曜の授業 専門委員会 

１３日（木）～１４日（金）振替休業日 

１９日（水）～２０日（木）市中総体水泳 

２１日（金）学校関係者評価委員会 

～２６日（金）部活動中止期間 

２２日（土）PTA 懇親バレーボール大会   

      市中総体特別支援卓球大会 

２４日（月）ひまわり振替休業 

２５日（火）職員会議 眼科検診 部活動なし 

２６日（水）中間考査  

２７日（木）水曜の授業 

３０日（土）地域防災訓練 

 

全教職員一丸と努力してまいります！長命ケ丘中スタッフ 

＊現段階での予定です。日程等変更になることがありますので，御注意ください。 

＜５・６月の来校日＞５月１３日（月），２０日（月），２７日日（月）

６月３日（月）１７日（月）２４日（月） 

カウンセラー連絡先：留守電の場合は，お名前，お電話番号を残してください 

カウンセラー室直通電話番号０２２（３７８）１７９０ 

 
給食パート ＊＊＊＊ 

  〃 ＊＊＊＊ 

給食代替パート ＊＊＊＊ 

図書事務 ＊＊＊＊ 

図書事務 ＊＊＊＊ 

保体科講師 ＊＊＊＊ 

家庭科講師 ＊＊＊＊ 

美術科講師 ＊＊＊＊ 
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５月２２日(水)～２４日(金)，３年生は修学旅行に行ってきました。仙台駅６：５０発の新幹線で東京へ，

国会議事堂見学，班ごとの自主研修，オービィ横浜の見学に取り組みました。２日目はグループ別研修でリ

スーピア・TEPIA・花王ミュージアム・発泡スチロール協会を訪問し，その後，東京ディズニーシーへ。

JAXA 宇宙開発センターを見学し１６：４２仙台駅到着。たくさんの思い出とともに無事に修学旅行を終え

ることができました。 
５月１６日（木）～１８日（土），２年生は，南三陸町で野外活動に取り組みました。今年度は，海での

活動が中心となり，初日はグループごとに漁船にのり，ホヤや銀ザケの養殖などを見学しました。その後は

神割崎でバーベキュー。おなかいっぱい食べました。その後，民泊体験へ。バスの中では，「民泊先の人が

優しい人だといいな・・・」と少し不安そうな声も聞こえてきました。しかし，次の日の退村式では，「帰

りたくない・・・」と，お世話になった民泊先の方々との別れを惜しんでいました。最終日は，オクトパス

君の絵付けとさんさん商店街で昼食を取り，お土産を楽しそうに選んでいました。 
今回の実施に当たり，御家族の御支援と御協力ありがとうございました。 

３年修学旅行 ５月２２日（水）～２４日（金）東京方面 

 

  第１日 オービィ横浜        第２日 グループ研修（TEPIA） 第３日 JAXA 宇宙開発センターにて 

２年野外活動 ５月１６日（木）～１８日（土）南三陸町方面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１日 漁船に乗って        第２日 民泊体験          第２日 トレイルワーク 

 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和元年５月３１日 
№２ 

仙台市立長命ケ丘中学校 

修学旅行・野外活動に行ってきました！ 



 

＜６月の行事予定＞       ＜７月の行事予定＞                

３日（月）衣替え完全実施 

６日（木）市中総体壮行式 歯科検診 

８日（土）市中総体 ～１０日（月） 

１１日（火）市中総体予備日 プール清掃弁当 

１２日（水）市中総体報告会  

月曜の授業 専門委員会 

１３日（木）～１４日（金）振替休業日 

１９日（水）～２０日（木）市中総体水泳 

２１日（金）学校関係者評価委員会 

～２６日（金）部活動中止期間 

２２日（土）PTA 懇親バレーボール大会   

      市中総体特別支援卓球大会 

２４日（月）ひまわり振替休業 

２５日（火）職員会議 部活動なし 

２６日（水）中間考査  

２７日（木）水曜の授業 

３０日（土）地域防災訓練 

１日（月）振替休業日 

５日（金）１年校外学習 ２年科学館学習 

     部活動中止 

８日（月）専門委員会 P 運営委員会 

９日（火）合唱コンクール学年リハーサル 

１０日（水）職員会議 部活動中止 

１２日（金）大掃除 

１７日（水）校内合唱コンクール 

        於 イズミティ 21 

１８日（木）非行・薬物乱用防止教室 

大掃除 

１９日（金）全校集会 県中総体壮行式 

２０日（土）吹奏楽コンクール地区予選 

学校に泊まろう～２１日（日） 

２１日（日）夏季休業日 ～8/24 

       全学年夏季授業日あり 

２１日（日）～２４日（水）県中総体 

２２日（月）教育相談 ～ 7/31 

２７日（土）長命ケ丘夏まつり 

 ＊現段階での予定です。日程等変更になることがありますので，御注意ください。 

 

地域とともに・・・長命ケ丘中 

校内マラソン大会 
５月３０日（木）６校時に校内マラソン大会が行われ 

ました。暑い日が続き，熱中症等が心配されましが，晴 

天で気温もあまり高くなく，さわやかな風の中でマラソ 

ンに挑戦することができました。女子が２㎞，男子が３ 

㎞走りました。今年は，学校支援地域本部のコーディネ 

ータの鈴木さんに，地域の方々に声をかけていただき，コースの各地点で地域の方に見守っていただき

ました。生徒の中には，昨年より，タイムがよくなったと喜んでいる生徒もいました。いつも本校の活

動を支えてくださる地域の皆様に心から感謝いたします。生徒も地域の方々の応援で，さらに頑張るこ

とができました。ありがとうございました。 

長命ケ丘について学習しよう 
 ５月１０日（金）１学年の総合の時間に，前連合町内会会長 

森様より「森さんに長命ケ丘地区について聞いてみよう」と題 

して，講演をしていただきました。 

 長命ケ丘地区の歴史や，３･１１東日本大震災の町内の様子 

など，生徒が初めて聞いたお話も多く，一生懸命メモをとっ 

ていました。森会長さんは，震災時に避難所で長命中生から 

「何かお手伝いをすることはありませんか？」と声をかけられたことが忘れ 

られないとおっしゃっていました。声をかけられたときにちょうど，おばあ 

さんから「倒れたタンスを動かすことができないで困っている。助けてほし 

い。」と頼まれたそうです。すぐに、長命中生に，頼むと喜んで引き受けて 

くれたそうです。中学生の活躍が地域に役立っているとお話がありました。 

 １年生は，この講演会のお話を聞き，７月には校外学習を実施し，地域についてさらに学習していき

ます。どのようなことを学んでいくか楽しみです。  
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６月９日(土)～１１日(火)の４

日間，第６８回仙台市中学校総合

体育大会が開催されました。今年

は初日が雨天のため，ソフトテニ

スが中止となり，予定が一日延び

ました。 

１２日の６校時には報告会が行

われました。各部の報告には，今

までの各部の活動を通しての思い

や仲間へのメッセージ保護者への

感謝の言葉などが発表されました。 

試合への不安や期待，そして当

日の緊張感を乗り越えて，ひとま

わり成長した生徒の姿がありまし

た。６月２２日には，特別支援卓

球大会が青葉体育館で行われまし

た。昨年度よりも落ち着いたプレ

ーをすることができました。 
 壮行式 応援団 

 

 

 

 

 

 

 
      報告会     

 

 

 

 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和元年６月２８日 
№３ 

仙台市立長命ケ丘中学校 



アンケート 
・エビフライのしっぽを食べる？食べない？ 
・犬派 ネコ派 その他 
・好きなラーメンの味は？ 
・一番始めに食べる寿司ネタは? 

               
 

５月の３週間,生徒会によるいじめ防止「きずな」キャンペーンの本校独自の 

今までは生徒会ではクラスメイトの、＜いいところを探し＞キャ

ンペーンを行ってきました。ひとりのいいところを発見することがで

きました。今度は第２弾。新しい企画です。次の４つのアンケートを

全校（教職員も含む）にとり，その結果を表したネームプレートを首

から提げ、お互いに自分の好みなどを話したり，他人の好みなどを聞

いたりしながら、互いを認め合っていこうという取組です。「あれ？

エビフライのしっぽ食べるの？私も同じ。」「塩ラーメンが好き」「ぼくは味噌が好きだ 

な。でも塩ラーメンもおいしいよね」と日常の小さなことから、会話が進み、互いを理解し 

合うことのきっかけになりました。色分けのカードを全校分作った生徒会執行部の苦労の甲 

斐があって，楽しく、自分のことを話したり、人の話を聞いたりする時間を持つことができました。 

  

 

＜７月の行事予定＞       ＜８月の行事予定＞         

１日（月）振替休業日 

５日（金）１年校外学習 ２年科学館学習 

     部活動中止 

８日（月）専門委員会 P 運営委員会 

９日（火）合唱コンクール学年リハーサル★ 

１０日（水）職員会議 部活動中止 

１２日（金）大掃除 

１７日（水）校内合唱コンクール於イズミティ 21★ 

１８日（木）非行・薬物乱用防止教室★ 大掃除 

１９日（金）全校集会 県中総体壮行式 

２０日（土）吹奏楽コンクール地区予選 

学校に泊まろう～２１日（日） 

２１日（日）夏季休業日 ～8/24 

       全学年夏季授業日あり 

２１日（日）～２４日（水）県中総体 

２２日（月）教育相談 ～ 7/31 

２７日（土）長命ケ丘夏まつり 

１３日（火）学校閉庁日 

 １４日（水）学校閉庁日 

１５日（木）学校閉庁日 

１６日（金）学校閉庁日 

 １９日（月）職員会議 

２０日（火）３年授業日 ３年弁当 部活動中止 

２１日（水）３年実力考査 １・２年確認テスト 

      学芸発表会準備期間～８／３０ 

      弁当  

２２日（木）全学年授業日 全校集会 弁当 

２４日（金）全学年授業日 給食開始 

３１日（土）学芸発表会 部活動中止 

 

 

生徒会によるいじめ防止「きずな」キャンペーン 

第２弾 差違を認め合おう キャンペーン  

★印の行事は，保護者の方に参観いただけま

す。ぜひご覧ください。 

＊現段階での予定です。日程等変更になること

がありますので，御注意ください。 

地域とともに・・・長命ケ丘中 

●長命ヶ丘地区青少年健全育成協議会総会 ６月１７日（月） 

６月１７日（月）に本校の図書室で青少年健全育成協議会総会を実施いたしました。長命ヶ丘小学校、泉館

山高校、地域の方々に集まっていただき，地域の様子やいじめ防止への各校の取組などを話し合いました。貴

重な御意見をいただくことができました。お忙しい中、皆様にお集まりいただきありがとうございました。 

●学校評議委員会・学校関係者評価委員会 ６月２１日（金） 

６月２１日に学校評議員・学校関係者評価委員会を開き，委員の皆様に授業の様子を参観していただき、本

年度の本校の教育方針や，仙台市標準学力検査の結果，毎月行うお悩み相談シートの集計結果等を報告いたし

ました。委員の方々からは，SNS と生徒の関わり方等について御意見を頂きました。 

●泉区ＰＴＡ連合会ソフトバレーボール親善大会 ６月２２日（土）祝 優勝！  

泉区ＰＴＡソフトバレーボール大会では，本校は南中山中に２－０，高森東小に２－０で，白熱する試合で

優勝しました。キャプテンを中心に，団結力のすばらしいチームでした。今年は，午前に試合が有り，朝早く

から，選手の皆さんに集まっていただきました。ＰＴＡの皆様、御協力ありがとうございました。 
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７月１７日（水）にイズミティ２１小ホールで，合唱コンクールが開催されました。今年は，午前中に２ 
年生，午後に１年生と３年生の合唱を発表し，アトラクションでは吹奏楽部の演奏を皆さんに聞いていただ 
きました。昼休みと放課後に各クラス練習に取り組み，歌声が響きました。学年が上がるに従って，取り組 
む曲も高度になり，音取りや声の出し方等に苦労しながら練習しました。コンクール本番では，クラスの心 
のこもったすばらしい合唱が披露されました。保護者の方，そして長命ケ丘小学校６年生の皆さんに参観い 
ただきました。平日のお忙しい時間にもかかわらず，たくさんの方々にいらしていただき，感謝いたします。 

 ＜コンクール結果＞ 最優秀賞 ３年１組 

 金 賞 銀 賞 最優秀指揮者賞 最優秀伴奏者賞 

１年 1 組・2組  I.M・I.A A.Y・T.M 

2 年 1 組 2 組 Y.A S.Y 

3 年 1 組 2 組 K.Y・S.K O.K 

＜保護者アンケートより＞ 

★１学年・初めてのコンクールすばらしかったです。１年生らしく元気な歌声でした。 

★２学年・１年生の時から演奏を見ています。 

★３学年・さすが３年生。強弱，歌詞の内容を考えながら歌っているなと思いました。 

・当日の合唱が心配だと聞いていたので，思ったより良い合唱に仕上がっていたと感じました。 

・さすが３年生と思う部分もあり成長を感心しました。 

★アトラクション・吹奏楽も人数が増え，迫力が出て，また知っている曲だったので一緒に盛り上がること

ができました。 

・先生の合唱，いつも楽しみです。 
写真 左上２年 右上 １年 左下吹奏楽 右下 ３年 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和元年年７月１９日 
№４ 

仙台市立長命ケ丘中学校 



 

               
 

７月１８日に本校体育館でＮＴＴドコモの片岡様，泉署生活安全課の堀江

様を講師にお招きして，５校時にスマホ・ケータイ安全教室，６校時に防犯・

薬物乱用防止教室を実施しました。スマホ・ケータイ教室では，ＳＮＳを中心

に現在起きているトラブルについて具体的にお話がありました。写真を投稿し

たことによって起きたトラブルや断片的な情報からいつのまにか個人が特定さ

れていたケースなど，日常に起きそうな事例が紹介されました。また，厚生労

働省研究班の調べでは，中高生の病的なインターネット依存が９３万人に上る

と推計されています。これはなんと中高生の７人に１人に当たる計算になるそうです。生徒は興味深く聞い

ていました。６校時の防犯・薬物乱用防止教室では，自転車窃盗や中高生の犯罪，薬物乱用による被害につ

いてお話がありました。 

  

 

＜８月の行事予定＞         ＜９月の行事予定＞                

１３日（火）学校閉庁日 

 １４日（水）学校閉庁日 

１５日（木）学校閉庁日 

１６日（金）学校閉庁日 

 １９日（月）職員会議 

２０日（火）３年授業日 ３年弁当 部活動中止 

２１日（水）３年実力考査 １・２年確認テスト 

      学芸発表会準備期間～８／３０ 

      弁当  

２２日（木）全学年授業日 全校集会 弁当 

２３日（金）全学年授業日 給食開始 

３１日（土）学芸発表会 部活動中止  

  ２日（月）振替休業日(８/３１分) 

  ３日（火）専門委員会 部活動中止  

  ４日（水）市駅伝大会 

  ７日（土）期末考査前部活動中止期間～１３日 

 １０日（火）校納金振替日 

 １２日（木）～１３日（金）期末考査 

 １９日（木）教科外研究会 部活動中止 

 ２４日（火）職員会議 部活動中止 

２５日（水）立会演説会 生徒会役員選挙 

２６日（木）教科研究会 部活動中止 

２７日（金）３年実力考査 

  ３０日（月）授業参観 学年・学級懇談 

 

 

スマホ・ケータイ安全教室，防犯・薬物乱用防止教室実施 

調査では中高生の7人に1人がインターネット依存！ 

＊現段階での予定です。日程等変更になることがありますので，御注意ください。前号の学校便りに陸上部走幅跳３年 Kさんの名前が抜

けておりました。お詫びするとともに訂正をお願いいたします。 

地域とともに・・・長命ケ丘中 

６月２９日（土）に長命ケ丘連合町内会防災訓練が長命ケ丘小学校と 
本校を会場に行われました。今年は，中学生が運営側のお手伝いをしま 
した。避難所開設準備から，仮設トイレの組立，炊き出し訓練，給水訓 
練，安否確認などの担当にわかれ，地域の方から指示をいただき，仕事 
に取り組み，はじめは，何をしたらいいのか戸惑っている生徒の様子が 
見受けられましたが，時間が経つに従って，仕事に楽しそうに取り組んでいる姿 
に変わったのが印象的でした。後半は，防災の講演を聴き，最後に訓練を振り返 
りました。生徒が記入した振り返りの一部を紹介します。 
◆まず感じたことは，人の話をよく聞くことが大事ということです。防災訓練 
の係をやってみて改めて大事だと感じました。なぜかというと人の話をちゃんと 
聞かないと何をすればいいのかどういう動きをすればいいのか全くわからないからです。災害が起きたときに

話を聞かないで一歩で遅れたら大変なことになります。 
◆訓練を通して学んだことは，協力することの大切さです。仮設トイレとテントをグループで組み立てました。 
災害時は，知らない人と協力するかもしれないので，人見知りなんてしている場合じゃないと分かりました。 
◆私は地域の方と一緒に，安否確認をしました。災害時には広い町内を確認しなければいけない人がいると思

うと私も協力したいという気持ちになりました。 
◆避難所開設の係を担当しました。地域の方，小学生，中学生が一丸となって訓練をし，支え合っていてすば

らしい地区だなと思いました。 
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今年は，３学年は８月２０日から，１・２年生は８月２１日から授業がスタートし，例年よりは，実質的

に夏休みが数日短くなりました。前半は雨天が多く，はっきりしない天候が続き，後半は猛暑が続きました

が，生徒は元気に，教育相談や部活動，学芸発表会の準備，駅伝練習，小学校や地域の行事のボランティア

などのさまざまな活動に取り組みました。教育相談では，これまでの学校での様子や仙台市標準学力検査の

結果をお知らせし，有意義な話し合いができました。これからも家庭･地域･学校が協力して生徒の成長を見

守ってきたいと思います。面談にご協力いただき，ありがとうございました。 
 「宮城県中学校総合体育大会」では，バドミントン部，陸上部，体操部が練習の成果を発揮し，７月２０

日に行われた吹奏楽コンクールでは，緊張しながらも堂々と自分たちの演奏をしました。各種大会の成績は

下記のとおりです。 

★★★ 県大会 吹奏楽コンクール 栄光の記録 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

●県大会                 ●吹奏楽コンクール（７／２１） 

＜陸上部＞３０００M ３年木村 １３位        ＜吹奏楽部＞地区大会 銅賞 
     ８００Ｍ ２年糸谷 準決勝進出 
     １００Ｍ女１年竹鼻 準決勝進出 
    １５００Ｍ ３年齋藤 予選敗退 
＜バドミントン部＞個人 溝越・廣谷 
    ② 対栗原西  ２－０ 勝利 
    ③ 対女 川  ２－１ 勝利 
    ④ 対ウルスラ ０－２ 敗退 ベスト１６ 

＜体操部＞１年北郷 鉄棒  第４位 あん馬 第７位 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
 

 

８月３１日午前９時から，本校体育館で学芸発表会を開催します。本年度のテーマは「 Enjoy  twice 

～楽しさを２倍に～」です。午前はステージと展示部門の発表があり，午後は実行委員企画のステージ発表

が行われます。午前の部は一般公開，午後の部は保護者に公開となります。お忙しいとは思いますが，ぜひ

発表をご覧いただきたいと思います。 

９月４日は，市駅伝大会が例年通り寺岡地区で行われます。小雨の中，学校の外周を走ったり，タイムを

測定し，自分の走りを確認したりと一つ一つ地道な練習を重ねてきました。生徒は一生懸命に活動していま

したので，応援をよろしくお願いいたします。 

２１日より全学年１学期後半スタート！ 

  夏季休業中に県中総体・教育相談 

【学校】分かりやすく，学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

学芸発表会（８／３１）・駅伝大会（９／４）に向け

令和元年８月２１日 
№５ 

仙台市立長命ケ丘中学校 

仙台七夕 

 

夏休み前に願い

を込めて鶴を折

りました。 
   
 



 

 

＜９月の行事予定＞   ＜１０月の行事予定＞  

２日（月）振替休業日(８/３１分) 

  ３日（火）専門委員会 部活動中止  

  ４日（水）市駅伝大会 

  ７日（土）期末考査前部活動中止期間～１３日 

 １０日（火）校納金振替日 

 １２日（木）～１３日（金）期末考査 

 １９日（木）教科外研究会 部活動中止 

 ２４日（火）職員会議 部活動中止 

       衣替え移行期間～３０日 

２５日（水）立会演説会 生徒会役員選挙 

２６日（木）教科研究会 部活動中止 

２７日（金）３年実力考査 

 ３０日（月）授業参観 学年・学級懇談 

１日（火）衣替え完全実施 

４日（金）新人大会壮行会 

５日（土）市新人大会（陸上のみ）～６日 

７日（月）市小中音楽発表会 清掃強化期間～10日 

１１日（金）１学期終業式  

１２日（土）仙台市新人大会～１３日 

１５日（火）秋季休業 ～１６日 

１７日（木）２学期始業式 専門委員会 

１８日（金）３年ファイナンスパーク 

２１日（月）後期教育実習～11/12 

３年二者面談 ～10/30 

２４日（木）教科外研究会 部活動中止 

２５日（金）校内体育祭（予備日 ２８日） 

２８日（月）生徒集会 職員会議 部活動中止 

３０日（水）３年実力考査 

３１日（木）教科研究会 部活動中止 

 

＊現段階での予定です。日程等変更になることがありますので，御注意ください。 

地域とともに・・・長命ケ丘中 

●学校に泊まろう ７月２０日・２１日 

●長命小サマースクールボランティア７月２９～３１日 

７月２０・２１日に長命ケ丘小学校で行われた「学校に泊まろう」には 

４１名のボランティアが参加しました。小学生が楽しく過ごせるように鬼ごっこをしたり，プールで安

全面に注意しながら小学生を見守ったりとお兄さん，お姉さんの役割をしっかりと果たしました。各班

の活動がスムースにいくように，高校生のリーダーに従って，時間を見ながら自主的に小学生のお世話 

  をしました。 

２９日から行われた「長命ケ丘小サマースクールボランティア」には，１８名の  

生徒が申し込み，小学生の勉強のお手伝いをしました。これらのボランティア活動

の他にも，長命ケ丘小学校との新しい連携が進行中です。スカイプを利用し，コン

ピュータで長命ケ丘小の皆さんと「あいさつ運動」の打合せをしようというもので

す。先日，初のスカイプ交信に成功し，校長先生も興味津々で画面を覗き込んで，

生徒の新しい活動を見守っていました。  

●長命ヶ丘夏祭り７月２７日（土） 

７月２７日（土）に長命ケ丘地区の大きな行事である「長命ケ丘夏まつり」が開催されました。今年の

新企画「長命ケ丘 六魂祭」では，吹奏楽部によるファンファーレとパレードの先頭を飾る横断幕作成

を担当しました。また，今年は，中学生が各町内会の出店や運営のお手伝いのボランティアに参加した

り，各クラスで「のぼり」を作成したりと，「長命ケ丘夏祭り」に長命中生全員が関わることができま

した。生徒が参加できる場を提供していただくとともに，多くの地域の方々からお声をかけていただき， 

  生徒はとても喜んでおります。心から感謝申し上げます。 
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長命中三大行事 学芸発表会成功！Enjoy２倍  
  
 長命中三大行事のひとつ学芸発表会が８月３１日（土）に開催されました。８月２２日の全校集会で校長

先生から１学期の残り３５日間に「努力」「協力」の二つの力を発揮してほしいとお話がありました。この

「協力」が，今年の学芸発表会の原動力になっています。今年のテーマは【 Enjoy  twice～楽しさを２倍

に～】。ステージでは総合学習時間に学習した内容を各学年から選ばれたグループが発表しました。国語科

と英語科からは弁論や暗唱の発表，総合文化部の活動や吹奏楽部の演奏を披露しました。そして今年は，美

術の時間に作成した生徒の作品を展示いたしました。 
午後の部は，生徒会が企画・運営し，趣向を凝らした有志団体の発表などがありました。夏休みの猛暑の

中，練習を重ねたダンス等を発表し，ステージも観客も一体になって盛り上がりました。 
「A1 グランプリ（注：A はあいさつの A）」では，夏休み明け約１週間，各クラスのあいさつを競い合い，

個人賞とクラス賞を決定しました。 
学芸発表会には多くの保護者の方や地域の方々に参観いただきました。皆様に，御支援，御協力をいただ

きましたことに，厚く御礼申し上げます。 
総合的な学習の時間 発表   ３年      ２年             １年  

 

 

 

 

 

 

 

 各学年美術作品 

吹奏楽部              総合 

文化部          

 
 
 
 

 
９月４日（水）に寺岡地区（寺岡中学校付近）で行われ，男子が第４位に入賞し，県大会出場を決め，区間

賞では４名が入賞しています。女子も４３位と昨年度の記録よりいい結果を出すことができました。 
県大会は，１０月９日（水）若柳地区（若柳中学校付近）で行われます。県大会に向けて，自己ベストを

さらに更新して，県大会優勝できるようを全力で練習に取り組んでいます。 
  

区間賞   木村２区１位 齋藤５区５位 
糸谷１区６位 藤山３区７位 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和元年９月２０日 
№６ 

仙台市立長命ケ丘中学校 



 
  

平成３１年４月１日に「仙台市いじめの防止等に関する条例」の制定に伴い，本校の「いじめ防止対策基

本方針」を改訂いたしました。改訂に当たりまして，青少年健全育成協議会や学校関係者評価委員会で地域の

皆様から，そしてＰＴＡ運営委員会や夏季休業中の教育相談等を通して保護者の皆様から御意見をいただきあり

がとうございました。皆様から頂いた御意見や全生徒のアンケートなどを参考にさせていただきました。ホーム

ページに掲載いたしましたのでご覧ください。本校の具体的な取組の一部を紹介いたします。 
 

＜いじめの防止＞ 

・仙台市いじめ防止「きずな」キャンペーン期間中を中心にいじめや思いやり，命の大切さに関する授業を実施。 
・生徒会企画の活動を実施しています。 

例 「ちがいをみとめようキャンペーン」「いいところ探し」 
「ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）の使い方に関する宣言」「あいさつ運動（毎朝）」 

・アサーショントレーニングやソーシャルスキルトレーニングなどの実施。 
・長命中三大行事（合唱コンクール・学芸発表会・体育祭）で生徒の活躍の場をつくり，自己肯定感や自己有用感を

高めていきます。 
・スマホ・ケータイ安全利用教室の実施。 
＜いじめの早期発見＞ 

・月１回のお悩み相談シート，いじめ実態把握調査の実施 
・いじめに関する具体的な相談体制を構築しています。 例 二者面談・三者面談（夏季休業中，１１月下旬） 
・週１回生徒指導担当者会をひらき，教職員間で情報を共有します。 
＜家庭との連携＞ 

・学校が取り組むいじめ防止に向けた対応策や生徒会活動のキャンペーン等の取組について，学校便りや学校ホー

ムページ等で紹介します。 
・学年・学級懇談会や個別面談，日常の連絡などを活用して，普段から保護者との信頼関係を構築して参ります。 
・ＰＴＡ活動の一環として，保護者対象のスマホ・ケータイ安全教室を実施します。 
＜地域との連携＞ 

・地域防災訓練や地域のボランティア活動など，長命ケ丘小学校や地域の多くの大人と関わる機会に生徒が積極的

に参加し，いじめの未然防止・早期発見や，生徒の自己有用感や自己肯定感の向上につなげていきます。 
・生徒による地域であいさつ運動を実践し，地域の一員としての自覚を持たせ，他者と関わる態度を育成 

します。 

１０月の行事予定＞       ＜１１月の行事予定＞         

１日（火）衣替え完全実施 

４日（金）県駅伝・新人大会壮行会 

５日（土）市新人大会（陸上のみ）～６日 

７日（月）市小中音楽発表会（３年１組） 

 ３年のみ弁当 清掃強化期間～10 日 

 ９日（水）県駅伝大会 

１１日（金）１学期終業式  

１２日（土）仙台市新人大会～１３日 

１５日（火）秋季休業 ～１６日 

１７日（木）２学期始業式 専門委員会 

１８日（金）３年ファイナンスパーク 

２１日（月）後期教育実習～11/12 ３年二者面談～10/30 

２４日（木）教科外研究会 部活動中止 

２５日（金）校内体育祭（予備日 ２８日） 

２８日（月）生徒集会 職員会議 Ｐ運営委員会 部活動中止 

３０日（水）３年実力考査 

３１日（木）教科研究会 部活動中止 

１日（金）避難訓練 

５日（火）進路説明会  

６日（火）考査期間 部活中止～１１日（月） 

７日（木）月曜の授業 

１０日（日）PTA フェスティバル 

１１日（月）中間考査 

１３日（水）専門委員会 

１８日（月）職員会議 部活動中止 

１９日（火）２年職場体験学習 ～２１日（木） 

２１日（木）居住地交流学習 

２３日（土）健全育成主催 愛の鐘落ち葉掃き 

２４日（日）長命餅つき大会 

２５日（月）全学年教育相談 ～12/2 

 

 

長命ケ丘中 いじめ防止対策基本方針 



学校だより 健 康・創 造・友 情 

さわやか長命ケ丘中 
 
 
 
 
                   

生徒企画による体育祭大成功！！ 

パラリンピック種目にも取り組む 

努力は足し算・協力はかけ算を実現  
 １０月２８日（月）に校内体育祭を実施しました。生徒企画による体育 
祭は２年目です。実行委員会では、実施する学年種目をどのようにしたらよ

いか，話し合い，安全面や準備物などを検討し，実施することが可能かどう

かなど，話し合っていましたが，昨年度の経験から，多くのアイディアが出

るようになり，今年度は，キンボールやパラリンピック種目の中からゴール

ボールを取り上げました。 
 校長先生から，１学期の終業式に「努力は足し算，協力はかけ算」とそして，始業式には「なぜ，努力や

協力をするのか。それは自分がやりたいことを実現するために努力や協力をする。努力はひとりでこつ 
こつと，協力は仲間と一緒にすることによって何倍にもなる。」とお話がありました。まさに，この体育祭

は実行委員の努力と長命中生徒の協力が一丸となって，何倍もの達成感を得られることができました。 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
全校長縄飛び          ３学年 大玉みこし        縦割り対抗玉入れ 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 
 
 
 

障害物競争 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和元年１０月３１日 
№７ 

仙台市立長命ケ丘中学校 

ゴールボール：目隠しをしながら鈴

の入ったボールを転がし、ゴールに入れ

ることで得点する視覚障害者の球技でパ

ラリンピック種目のひとつです。 

キンボール：キンボールスポーツは、直径

122cm・重さ 1kg という巨大で軽いアドバルー

ンのようなボールを床に落とさないよう、チー

ムで協力し合う競技です 

実行委員の努力：体育

祭の企画・運営全般を行いま

した。体育祭当日は，審判か

ら準備，片付けと時間と戦い

ながら，自主的に仕事に取り

組みました。 



新 人 大 会 結 果本年度の市新人大会は台風１９号の影響を受け，日程が競技ごとに 
変更されて行われました。結果は下記の通りです。 

陸  上  男子８００M ２年糸谷 決勝進出 

男子１年１００M 鈴木 男子４００M １年芳賀  男子１５００M １年和田  

女子２年１００M 松田 女子１５００M ２年新野 １年１００M 竹鼻 

女子８００M ２年宗像 女子２００M  １年秋葉 女子 4×100mR  予選敗退 

バドミントン 団体 ②対住吉台 ０対２惜敗  

バドミントン 個人 ２年櫻井 ①対住吉台０対１惜敗 ２年亀田 ②対松陵 ０対１惜敗 

２年蛇沼・廣田 ①対将監東０対１惜敗 

２年日野・庄司 ①対住吉台１対０勝利②対加茂０対１惜敗 

２年鈴木 ②対 館 ０対１惜敗   

１年岡川 ①対向陽台０対１惜敗  

ソフトテニス男子 個人 玉蟲・岡部 ①対八乙女 ３対２勝利 ②対加 茂 １対３惜敗 

 鈴木・遠藤 ①対向陽台 １対３惜敗  

五十嵐・吉田②対高 森 １対３惜敗 

高橋・梅澤 ②対加 茂 １対３惜敗  

池田・佐藤 ①対七北田 ３対０勝利 ②対鶴が丘 １対３惜敗  

ソフトテニス女子 個人 大澤・髙木 ②対七北田３対０勝利③対寺岡４対０勝利④対南光台４対１勝利 

                  ⑤対向陽台４対２勝利 準決勝対白百合４対３勝利 

                  決勝 対向陽台０対４惜敗 祝 準優勝 県大会出場 

小林・五十嵐①対南光台３対０勝利②対館３対０勝利③対将監東２対４惜敗  

福村・伊藤 ①対白百合３対０勝利②対南中山０対３惜敗 

舘下・井上 ①対八乙女３対１勝利②対八乙女０対３惜敗 

庄子・大久 ①対高 森０対３惜敗  

写真：駅伝表彰      加藤・佐藤 ①対加 茂０対３惜敗  

安達・阿部 ①対八乙女０対３惜敗 

福本・小野 ①対向陽台２対３惜敗      

卓球 個人 ２年坂本①対南光台２対０勝利②対寺岡１対２惜敗 

２年齋藤①対南中山０対２惜敗 

２年菊地①対将 監０対２惜敗 

野  球  対根白石①６対５勝利 ②対南中山１対８惜敗  

バスケット 対南光台東 ４０対８０惜敗  

 

 

＜１１月の行事予定＞      ＜１２月の行事予定＞        

１日（金）避難訓練 

５日（火）進路説明会  

６日（火）考査期間 部活中止～１１日（月） 

７日（木）月曜の授業 

９日（土）読書週間（10/27～ ）  

１０日（日）PTA フェスティバル 

１１日（月）中間考査 

１３日（水）専門委員会 

１８日（月）職員会議 部活動中止 

１９日（火）２年職場体験学習 ～２１日（木） 

２１日（木）居住地交流学習 

２３日（土）健全育成主催 愛の鐘落ち葉掃き 

２４日（日）長命餅つき大会 

２５日（月）全学年教育相談 ～12/2 

 

２日（月）教育相談予備日  

３日（火）１年天文台学習 １年のみ弁当 

５日（木）３年進路相談～12/6 

８日（日）吹奏楽部アンサンブルコンテスト 

 １０日（火）専門委員会 部活動中止 

１３日（月）清掃重点期間 ～12/17 

１８日（水）職員会議 部活動中止 

１９日（木）ＰＴＡ運営委員会 

２４日（月）冬季休業～1/7 

      冬期休業日授業日 

 

1/8  全校集会 実力テスト（全学年） 

＊現段階での予定です。日程等変更になることがあります

ので，御注意ください。 

 

 

 

＜第６１回県駅伝競争大会＞ 

男子 第７位 祝 入賞 

＜区間賞＞ 

齋藤：５ 区３ 位 糸谷：１ 区４ 位 

藤山：２ 区５ 位 



学校だより 健 康・創 造・友 情 

さわやか長命ケ丘中 
 
 
 
 

 ２年職場体験学習 ３年ファイナンスパーク 

自分づくり教育 将来を考える 
将来を考える体験的な学習として，３年生が１０月１８日にファイナンスパ

ークでの活動，引き続き２年生が職場体験学習を１１月１９日～２１日までの

３日間実施しました。職場体験では，地域の１６の事業所の皆様に御協力をい

ただき，レジ打ちや，品出しなど生徒がさまざまな仕事に取り組むことができ

ました。各事業所の方々のご配慮に感謝いたします。 

ファイナンスパークはジュニア・アチーブメント日本のプログラムであり 仙

台市教育委員会との共催事業です。社会人として税金や日常生活費の支出，保

険の選択をし，１ヶ月の生活設計を行い，金銭感覚等を育成するプログラムで

す。保護者の皆様にもボランティアで参加していただきました。参加いただい

た保護者から「子どもたちがよく考えていました。また，自分自身も勉強にな

りました。おもしろかったです。」というご感想を頂きました。これらの学習

は保護者の皆様や地域の皆様の協力なしではなりたちません。今年度も快くお

引き受けいただき，ご協力いただいたことに感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
          
 
 
 
 
 
                               

 
 
 

 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和元年１１月２７日 
№８ 

仙台市立長命ケ丘中学校 

 

 

３年ファイナンスパーク 

２年職場体験 つくし幼稚園 

２年職場体験 仙台ヒルズホテル 
２年職場体験 長命ケ丘保育所 

 
２年職場体験  ローソン 

２年職場体験 あべ歯科 ２年職場体験 マツモトキヨシ 



●長命ケ丘児童センターまつり１０月２０日（土）吹奏楽部参加   

●長命ケ丘もちつき大会１１月２５日(日)ボランティア１１人 

ロングライフヒルコミュニティ協議会事業のもちつき大会に，スタッフボランテ 

ィアとして中学生が参加しました。１０名の募集でしたが１１名の参加希望があり， 

調理のお手伝いや，会場設営などをお手伝いしました。長命ケ丘小学校の教頭先生より，中学生が活躍

していたとお褒めのお言葉を頂きました。ありがとうございます。 

●仙台市ＰＴＡフェスティバル １１月１０日（日） 

１１月１０日(日)に，PTA フェスティバルが勾当台公園市民広場で行われ，大盛況でした。長命ケ丘中

は，「パネルでどうぞ」に，PTA 広報委員の皆様が作成したパネルを展示しました。「パネルを通して長

命ケ丘地域が連携し合って多くの行事に取り組んでいることを皆さんに伝えたい。」と広報委員さんが

お話ししていました。ＰＴＡ本部役員さんも当日の駐車場の巡視を担当してくださいました。 

第３６代生徒会執行部始動！  

スローガン「海星～かいせい～」 
生徒会役員改選で選出された新野新生徒会長をはじめとす

る新執行部が誕生しました。       引継ぎ式（写真）→ 

生徒会の新スローガンは「海星～かいせい～」。 

このスローガンには次の３つの意味が込められています。 

①海の中のように，みんなが協力する学校を目指す。 

②星のように一人一人の個性を尊重し，生かせる学校を目指す。 

③海星は，「ヒトデ」とも読み，たくさんの種類がある。 

お互いの違いを認めていける学校を目指す。 

長命中のニューリーダーが，また新しい一歩を踏み出しました。 

 

 

 

     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健全育成標語募集！ 〆切１１月２８日（木） 

長命ケ丘地区青少年健全育成推進協議会で，健全育成標語を募集しています。テーマは「仲間」または 

「思いやり」です。保護者の皆様にも標語を募集していますので，ぜひ，ご応募ください。連合町内会役 

員の皆様に，最優秀賞・優秀賞・佳作を選出していただき，令和２年１月１９日の長命ケ丘地区新春交流 

会時に表彰していただきます。 

 

＜１２月の行事予定＞       ＜１月の行事予定＞   

２日（月）教育相談予備日  

３日（火）１年天文台学習 １年のみ弁当 

８日（日）吹奏楽部アンサンブルコンテスト 

 １０日（火）専門委員会 部活動中止 

１３日（月）清掃重点期間 ～12/17 

１８日（水）職員会議 部活動中止 

１９日（木）ＰＴＡ運営委員会 

２４日（月）冬季休業～1/7 

      冬期休業日授業日 

 

＊現段階での予定です。日程等変更になることがありますの

で，御注意ください。 

６日（月）仕事始め 

 ８日（水）冬季休業明け集会 全学年実力考査 

１０日（金）職員会議 部活動中止 

１４日（火）月曜日の授業  

１５日（水）私立高校・国立高専推薦入試 

１７日（金）職員会議 部活動中止 

２０日（月）職員会議 部活動中止 

２３日（木）学校保健委員会 ＰＴＡ運営委員会 

２９日（水）専門委員会 

 

 

地域とともに・・・長命ケ丘中 

 

第３６期生徒会執行部決定 

会 長 ＮＩ さん 
副会長 ＳＭ さん 
副会長 ＳＹ さん 
総 務 ＭＡ さん 
総 務 ＦＭ さん 
書 記 ＴＡ さん 
書 記 ＳＨ さん 



←写真 良いとこ探しツリー 

左から１年生・２年生・３年生 

学校だより 健 康・創 造・友 情 

さわやか長命ケ丘中 
 
 
 
 
  
 
 
 

今年は１２月２４日を授業日としましたので１２月２５日から１月７日までが冬休みとなります。冬休みは

クリスマスや正月などがあり，気持ちがわくわくする時期であるとともに，大掃除等年末の忙しい時期でも

あります。 

 長命中では，本年度の協働型重点達成目標を「確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成」としていま

す。その中で，御家庭で取り組んでいただきたいことに「食事，睡眠，時間を守るなどの基本的な生活習慣の

確立」があります。また，家族は最小の社会ともいわれます。社会性を身に付けるために，この冬休みにお

子さんがたくさんお手伝いをできるようにお願いします。家族の一員として，小さな社会の一員として役割

を果たし，活躍できる長命中生になってほしいと思います。 

 年末年始のこの時期は，大人でもついつい夜更かしをしてしまいます。中学生もスマホやゲーム機等でゲ

ームや動画等に夢中になり，時間が経つのを忘れてしまったり，夜遅い時間に友人と対戦したりするなど夜

更かしが多くなることがあります。睡眠不足はイライラ感を高め，心も体も不調にします。ある研究所の調

査で，イライラ感の高い生徒の半数以上は夜０時以降までの夜更かしをしており，逆にイライラ感の低い生

徒の夜更かしは２５.８％にとどまったというデータがあります。時間の使い方も，一人一人が自分で考え，

お手伝いをしたり，時間を計画的に使ったりと有意義でそして健康的な冬休みを過ごし，新年を迎えること

を願います。 

そして，今年も保護者の皆様，地域の皆様に支えられて本校の教育活動を行うことができました。心から

感謝申し上げます。２０２０年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 最後に，年末のお忙しい中，学校評価アンケートに御協力いただきありがとうございました。アンケー

トはただいま集計しております。結果等について，年度末にお知らせいたします。 

 

 

 

生徒会執行部では，各階のホールに【良いとこ探しツリー】を設置しています。これは生徒同士の＜いい

ところさがし＞をクリスマスツリーにしたものです。級友の日常の些細な言動に目を向け，それぞれの良い

ところを再発見するクリスマスツリーとなりました。一日一日いいところが書かれたブルーの紙，ピンクの

紙がふえていきました。休み時間に，ツリー

のまわりで生徒がよく読んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校】分かりやすく、学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和元年１２月２４日 
№９ 

仙台市立長命ケ丘中学校 
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●第２学年 職場体験発表会 １２月１９日・２０日 

 

  

  

 

 

 

 

                            
１１月１９日～２１日に長命ケ丘地域を中心に１６カ所の事業所で２年

生が職場体験をしました。職場体験で学んだことをそれぞれのグループでパ

ワーポイントを使ってまとめ，発表しました。どのグループからも 

社会に出て大切なこととして共通して出てきたことは次の３点でした。 

  ★礼儀 ★挨拶 ★コミュニケーション力  

地域の方々にしっかり御指導いただき，大切な糧を得ることができました。 

２年生が自分の将来に向けて成長していくことを期待しています。 

●BLANCH仙台に生徒の美術作品が展示されました。１２月１９日～２１日 

BLANCH 仙台 WEST１階のまちスポで，

＜アート心の小宇宙展＞が開かれまし

た。これは、BLANCH 仙台周辺地域の中

学生・高校生の美術教科作品と美術部

の作品の展覧会です。長命ケ丘中学校

も参加し，美術の教科作品や総合文化

部の作品が展示されました。 

 

＜１月の行事予定＞       ＜２月の行事予定＞                

６日（月）仕事始め 

 ８日（水）冬季休業明け集会 全学年実力考査 

１０日（金）職員会議 部活動中止 

１４日（火）月曜日の授業  

１５日（水）私立高校・国立高専推薦入試 

１７日（金）職員会議 部活動中止 

２０日（月）職員会議 部活動中止 

２３日（木）学校保健委員会  

２９日（水）専門委員会  

３年保健体育出前授業 

３０日（木）３年私立入試事前指導 

 

＊現段階での予定です。日程等変更になることが 

ありますので，御注意ください。 

４日（火）私立高校入試Ａ日程 

     新入生保護者説明会・新入生対象学校公開 

６日（木）私立高校入試Ｂ日程 

７日（金）～１３日（木）考査期間部活動中止 

１１日（火）建国記念日 

１２日（水）～１３日（木）期末考査 

１４日（金）学校評議委員会・学校関係者評価委員会 13:30～   

１８日（火）専門委員会 

１９日（水）職員会議 部活動中止    

２０日（木）３年学年・学級懇談 

３学年ＰＴＡ行事 PTA 運営委員会 

２３日（日）天皇誕生日 （２４日 振替休日）       

２５日（火）職員会議 部活動中止 

２７日（木）３年公立高校入学者選抜事前指導 

２８日（金）予餞会 

 

 

 

地域とともに・・・長命ケ丘中 

 良いお年をお迎えください     
  下の写真は ２年生が願いを込めてつくった「だるま」です。来年は願いを叶える年になりますように 
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さわやか長命ケ丘中 
 
 
 
 
 
 

 
２０２０年がスタートしました。今年は，オリンピックの年です。

年始めの集会で，校長先生から「オリンピックイヤーであることから，

みなさんも何でもいいので自己ベストの記録を目指しましょう。」と

お話がありました。自己ベストを目指すものとしては，朝，早く起き

るとか，テストの点数で自己ベストを出すとか，身近なことで何でも

いいので自己ベスト記録を出してほしいという内容でした。 

さらに，各学年の代表が新年の抱負を発表し，新年への意気込みを

感じることができました。３年生は高校入試シーズンとなりました。

本年度は私立高のＷｅｂ出願や公立高校の新しい入試制度と戸惑うこともあったと思います。自分の将来を考

え，志望校合格に向けて，実力を発揮してほしいと思います。 
 

 

 

生徒会と後期保健整美委員会で，昨年度から行っている「ＳＮＳ ０（ゼロ）宣言」の第２回アンケート

結果が出ました。各クラスのデータが２階ホールに掲示されています。冬休みに入る前の集会では，保健整

美委員会がスマホやタブレット等の影響について発表しました。保健整美委員は約１ヶ月かけて影響につい

て調査し，その内容を分かりやすく全校生徒に伝えるために寸劇等をとりいれて，スマホやタブレットの影

響と効果的な使い方について発表しました。この発表については，３月１２日に行わ 

れる１・２年生ＰＴＡ行事の講演会で紹介いたしますので，ぜひ御参加ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＳＮＳ ０（ゼロ）宣言」のアンケート結果では，「就寝前の使用０」が７０％以上になったのが７月

は２クラスでしたが，１２月は４クラスが達成しました。「長時間の使用０」が７０％以上になったのが７

月は２クラスでしたが，１２月は５クラスになりました。「食事中の使用０」は９０％以上達成が７月３ク

ラスから１２月４クラスに増えました。食事中に使用している生徒は少数であることがわかりました。 

冬休み明けの集会では，１２月５日に実施された「仙台市いじめ防止＜きずな＞サミット」「仙台市生徒

会役員合同会議」に参加した生徒会執行部から報告がありました。各校で取り組んでいる内容や，長命中で

取り組んでいるいじめ防止の取組が他の学校から感心されたことが報告されました。 

 

ＳＮＳ ０宣言  Ｓ 就寝前の使用０ Ｎ 長時間の使用０ Ｓ 食事中の使用０ 

【学校】分かりやすく，学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和２年１月２７日 
№１０ 

仙台市立長命ケ丘中学校 

写真：保健整美委員会 
発表より 



 

＜２月の行事予定＞        ＜３月の行事予定＞ 

４日（火）私立高校入試Ａ日程 

     新入生保護者説明会・新入生対象学校公開 

６日（木）私立高校入試Ｂ日程  

７日（金）～１４日（金）考査期間部活動中止 

８日（土）全校停電 

１１日（月）建国記念日 

１２日（水）～１３日（木）期末考査 

１４日（金）学校評議委員会・ 

学校関係者評価委員会 13:30～ 

１６日（日）国立高専一般入試 

１８日（火）専門委員会    

２０日（木）３年学年懇談・３学年ＰＴＡ行事 

ＰＴＡ運営委員会 19:00 

２１日（金）職員会議 部活動中止 

２３日（日）天皇誕生日 

２４日（月）振替休日 

２５日（火）職員会議 部活動中止 

２７日（木）３年公立高校入学者事前指導 

２８日（金）予餞会 

  ３日（火）卒業式練習 

  ４日（水）公立高校入学者選抜 

  ５日（木）公立高校入学者選抜（面接・実技） 

        同窓会入会式 卒業式練習 

  ６日（金）卒業式総練習・準備  

１，２年弁当 

  ７日（土）卒業式 10:00～ １，２年弁当 

  ９日（月）振替休業日 

 １０日（火）公立高校入学者選抜追試験 大掃除① 

 １１日（水）大掃除② 

 １２日（木）１・２年学年懇談・ＰＴＡ行事 

       部活動中止 

 １４日（土）吹奏楽部スプリングコンサート 

 １６日（月）公立高校合格発表 

 １７日（火）専門委員会 １，２年給食最終日 

 １８日（水）職員会議 部活動中止 

          18 日 19 日 23 日は弁当 

２０日（金）春分の日 

２４日（火）修了式 

３０日（月）離任式 

 

 
 

●長命ケ丘地区健全育成会標語コンクール表彰 １月１９日（日） 

 １月１９日（土）に長命ケ丘地区の新春交流会（長命ケ丘市民センター 
にて）の場をお借りして，長命ケ丘地区健全育成会標語コンクールの優秀 
作品の表彰を行いました。長命中からは優秀作品として中学部３点と保護 
者の部２点が表彰されました。詳しくは後ほど，町内会回覧ならびに長命 
ケ丘健全育成広報紙「ふるさと」でお知らせいたします。 

●長命ケ丘小学校講演会に１・２年参加 １月２２日（水） 

講演＜テレビ・ビデオ・ゲームの影響を考えよう＞ 

１月２２日に長命ケ丘小学校で開催された講演会「テレビ・ビデオ・ 
ゲームの影響を考えよう」に，本校の１・２年生が参加させていただ 
きました。講師 田澤雄作先生（元仙台医療センター小児科医）は， 
子供と ICT の関わりについて長年，研究され，今回は動画の視聴時間と 
集中力低下の関係や前頭葉への影響についてお話がありました。講演会 
の開催には，長命ケ丘地区健全育成推進協議会にも御協力を頂きました。 

●長命ケ丘中学校保健委員会 １月２３日（木） 

１月２３日に校医の方々や学校薬剤師の方にお集まりいただき，本校の学校保健委員会が行われました。

本校の健康診断の結果や保健室からみる学校の様子などを話し合い，委員の方から御指導・御助言をいただ

きました。御助言の中に，今年は暖冬のため，花粉の影響が例年より早そうであるとの情報があり，受験時

に花粉の影響があるかもしれないので，アレルギーがある生徒は早めの対策を心掛けておいた方がいいので

はないかというお話がありました。 

 
地域とともに・・・長命ケ丘中 
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●生徒の皆さんはどのように過ごしていましたか？ 
慌ただしく 3 月 2日より臨時休校となりました。新型コロナウイルス感染予防の対策で，外出等もままな

らず，御家庭でそれぞれ過ごし方を工夫されていたことと思います。長い休みをどう過ごしているのかと職

員室でも毎日のように話題に上がり，心配しておりました。本日（24 日）は登校日でした。生徒の顔をみ

ることで少しほっとしました。通信票や春休みの課題等を配布いたしましたのでご覧ください。これからの

春休みも新型コロナウイルスへの対応は継続いたします。うがい，手洗い，運動なども取り入れ，規則正し

い生活を送り，新年度には，蓄えた力が発揮される事を期待しています。 

なお，下記のように 3 月 30 日（月）に生徒登校日を設け，新年度のクラス発表と異動教職員の紹介や地

域カレンダー等の配布を行います。8 時 50 分まで登校するようお子さんにお声掛けください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第 36 回卒業式 卒業生 長命中より力強く巣立つ！ 卒

業生に幸あれ！ 
第３６回卒業式は，３月７日に卒業生と教職員で実施しました。卒業式に向けて，１，２年生は思いを込

めて合唱練習などに取り組み，先輩に感謝の気持ちを伝えようと準備をしていました。残念ながら卒業式に

参列はできませんでしたが，卒業生もきっと在校生の気持ちを受け取ってくれたと思います。そして，教職

員一同で，いつもの卒業式に劣らないよう心を込めて準備をいたしました。 

卒業式は，凜とした空気の中で行われました。卒業生が証書授与後，本来なら保護者席がある方向を見て，

将来への決意を表すようなしっかりとした表情を見せていた事が印象的でした。 

卒業式の様子は，地域ボランティアの方に DVD を作成していただき，卒業生の保護者に配布しております。

卒業生が，これからの困難も乗り越え，自分の幸せをつかんでほしいと心から願います。 

最後に，卒業生を影ながら支えていただきました地域の皆様に感謝申し上げます。 

  

卒業式の校長式辞，在校生代表の送辞（プリントで配布），卒業生代表の答辞を掲載しましたのでお読み

ください。 

 

【学校】分かりやすく，学びやすい配慮された授業を 

【家庭】家庭学習の土台となる基本的な生活習慣を 

【地域】さわやかな挨拶 行事・ボランティア活動への積極的な参加 

協働型学校評価の重点目標：確かな学力と社会性を身に付けた生徒の育成 

令和２年３月２４日 
№１１ 

仙台市立長命ケ丘中学校 

第３６回卒業式は卒業生と教職員で挙行 

生 徒 登 校 日 

日  程 令和 2年 3月 30 日（月） 

時  間 午前 8時 50 分登校（８：５０～９：２０予定） 

内  容 異動教職員紹介・地域カレンダー配布等 令和 2年度 新学級発表  

登校場所 体育館 

配慮事項 ・感染予防対策として，新学級発表の掲示場所を複数箇所設置し，間隔をとって生徒が

集まるようにいたします。 

 



校長式辞 
卒業生の皆さん，卒業おめでとう。 

ただいま皆さんに卒業証書をお渡ししました。卒業証書を胸に，今，どんなことを思い出しているでしょ

うか。振り返りますと，皆さんの長命ケ丘中学校での三年間の活躍には素晴らしいものがありました。 

学習へ取り組む態度には落ち着きがあり，生活態度には互いに相手を思いやる優しさがありました。２年

生の奥州市での野外活動や，３年生の修学旅行での様々な取組においても仲間と協力し合いながら行動する

姿が随所に見られました。 

部活動では，部員数や活動時間など，限られた環境や条件の中で目標を達成しようと努力を惜しまず，様々

な面で成果をあげました。県大会で上位入賞を果たした駅伝部の活躍は長命中の底力を内外に見せつけまし

た。 

また，本校の三大行事である合唱コンクール，学芸発表会，体育祭への取り組みは，学校のリーダーにふ

さわしい素晴らしいものでした。 

もちろん，はじめから全てが順調にいったわけではありません。 

幾度となく壁にぶち当たり，立ち止まることを余儀なくされたこともありました。しかし，その都度，み

んなで支え合ってきました。「人の本当の価値は試練に立ち向かうときに問われる」と言います。皆さんは，

これまでのいくつかの試練にしっかりと立ち向かい，成長しながらその力を発揮してきました。 

その皆さんもこれから様々な道に進んでいきます。これからも山があり谷があり，そして嵐もあるでしょ

う。そのたびに，感激したり悩んだりします。ありのままの人間は決して完全なものではありません。 

だからこそ，私は皆さんに「自分で考え行動する力」を身に付けてほしいと思います。 

考える力があるから，夢や希望を実現することができるのです。考える力があるから，人に優しくできる

のです。考える力があるから，たとえ失敗しても次に進むことができるのです。 

そして，失敗は，成功への入り口です。迷ったときこそやってみましょう。行動を起こさない限り，未来

を切り拓き，希望を実現することはできません。うまくいかなかった希望は，考え直したり修正を重ねたり 

することで，新たな希望へと生まれ変わることができるのです。どうか，自分の夢や目標を実現するために，

あきらめないで，笑顔で前を向いて前進してください。 

そして，人のため，社会のために役立つ人間になってくれることを期待しています。 

結びになりますが，本来であれば，本日，この場で共に晴れの日を迎える予定であった保護者の皆様にも，

心よりお祝い申し上げます。直接お伝えすることができないのは誠に残念ですが，この三年間，絶えず学校

教育へのご理解とご協力を寄せていただきましたことに深く感謝申し上げます。 

そして，卒業生の皆さんが，三年間，私たちとともに在って，この長命中を良い学校にしようと力を尽く

してくれました。本日の私たちの幸せな気持ちは皆さんのおかげです。 

ですから，私からの一番の感謝の気持ちは，卒業生の皆さんにこそ差し上げたいと思います。 

皆さん，本当にありがとう。 

それでは，卒業生の皆さん。お別れです。 

自分の可能性を信じ，未来に向かって歩んでください。 

皆さんの前途が幸多いことを祈念し，式辞といたします。 

令和２年３月７日     

仙台市立長命ケ丘中学校  

校 長 秋 山  一 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



送辞 在校生代表 

草木もようやく長い冬の眠りから覚め，生命の息吹が感じられる季節となりました。本日晴れてこの長命

ケ丘中学校で卒業式を迎えられた三年生の皆様，御卒業おめでとうございます。在校生一同，心よりお祝い

申し上げます。 

今，皆様の心の中には，三年間の思い出がしみじみとこみ上げていることと思います。先輩方は，常に私

達後輩の前を歩き続けていました。リーダーとして，私達にたくさんのことを教えてくださった先輩方の背

中は，何よりも頼もしいものでした。 

部活動では，入部当初，何も分からなかった私達に，時には優しく，時には厳しく，しっかりと指導して

くださいました。日々の活動を通して，技術や実践，そして，挨拶や礼儀の大切さなど，机の上で勉強する

だけでは決して得ることのできないものをたくさん教えていただきました。部活動で得た精神力や継続力

は，これからの人生の中で，薄れることなく，私達の心の支えとなってくれることでしょう。 

七月に行われた校内合唱コンクールでは，息をのむような美しい歌声が会場全体に響き渡りました。「い

つまでも」では，ふるさとに対する懐かしさや未来への希望を強く感じました。あの時のことを思い出すと，

今でも深い感動が，私の心に鮮やかによみがえってきます。 

九月に行われた校内体育祭では，学年の垣根を越えて，全力で取り組むことの楽しさを教えてくださいま

した。勝敗関係なく，互いに讃え合い，励まし合う先輩方の姿は，今でもしっかりと目に焼き付いています。 

先輩方は，学校をより良くするための取組に，いつでも一生懸命でした。その志はこれからも続いていく

長命ケ丘中学校の歴史にしっかりと刻み込まれています。 

こうして振り返ってみますと，先輩方は常に私達の目標であり，また，頼もしい心の支えでもありました。

そんな先輩方が，それぞれ十人十色の未来へ進んでいくことはとても喜ばしいことであり，しかし，同時に，

とても寂しいことでもあります。先輩方が自分の夢のために，悩みながらも前進しようと努力していたこと

を私達は知っています。これからは，先輩方が引き継ぎ，新たに築いてこられた長命ケ丘中学校の伝統を，

私達が継承していきます。そして，必ず次の代へとつなげていきます。 

この先，それぞれの進路に進んでいくに当たって，辛いことや苦しいこともたくさんあると思います。し

かし，今まで，私達後輩は，先輩方の背中を見て，何度も勇気づけられました。この長命ケ丘中学校で得た

経験と，育んだ仲間との友情を信じて，明るい未来を切り開いていってください。私達は，いつまでも先輩

方を応援しています。 

最後になりましたが，在校生一同，皆様の御健康と，更なる御活躍を心よりお祈りし，送辞といたします。 

 

                                   在校生代表  佐藤宙留 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



答辞 卒業生代表 

暖かな風が優しく頬を撫で，木々のつぼみが膨らんでいく様子に，春の息吹が感 

じられる季節となりました。この佳き日にこのような盛大な卒業式を行っていた 

だきましたこと，卒業生一同，心より感謝申し上げます。 

先ほど，校長先生から，一人一人，卒業証書をいただきました。卒業証書の重みに卒業を実感し，今，別

れの寂しさと，これからの生活への希望を胸に抱いています。 

私たちは３年前，真新しい制服に身を包み，大きな期待を胸にこの長命ケ丘中学校へ入学しました。新し

い生活に心を踊らせる反面，先輩や先生方とうまく関わることができるのだろうかと不安も多くありまし

た。しかし，今となってはそのような思い出も懐かしく，あっという間の３年間でした。こんなにも時の流

れが早く感じるのは，中学校生活が充実していた証です。 

１年生での校外学習。私たちは，山形県にある立石寺の千段も超える石段を登りました。頂上までは，と

ても長く体力的にも厳しい道紀でしたが，互いに「頑張ろう」と声を掛け合い，何とか登りきることができ

ました。仲間がいたからこそ登りきることができ，そのときの達成感はとても大きなものとなりました。 

それから１年，私たちは２年生となり，野外活動の日を迎えました。最初に，中尊寺と毛越寺のどちらか

を選択し，見学しました。この年もお寺にたどり着くまで大変な道のりでしたが，１年生のころに立石寺を

登った私たちにとってはそこまで酷なものではありませんでした。そしてこのたびのメイン，民泊。二泊三

日，農家の方々に，お世話になりました。田植えや，動物たちへの餌やりなど普段できないことを実際に体

験させていただき，多くの学びを得ることができました。三日目には国の名勝であり，天然記念物でもある

厳美渓に行きました。ここで水浸しになって笑い合った仲間の姿は今でも忘れられません。 

そして，私たちはいよいよ最終学年になりました。待ちに待った修学旅行。初日から最終日にまで大きな

トラブルもなく，実り多い三日間を過ごすことができました。楽しい思い出も数多くありますが，夜遅くま

で起きていて，見回りの先生に怒られてしまったのもまた，いい思い出です。 

私たちはこのように行事には一生懸命に取り組む学年でした。そして，７月には合唱コンクール，夏休み

明けには，学芸発表会，体育祭と，立て続けに最後の行事が過ぎていきました。勝ち負けのある行事は勝ち

負け以上に，最高の仲間と頑張ることができたという誇りと満足感をもって終えることができ，学芸発表会

は学年全員で試行錯誤して，全力で楽しむことができました。さまざまな行事や生徒会活動，毎日の授業に

休み時間での出来事など，思い出は数えきれません。長命ケ丘中学校で過ごした３年間は，私たちの宝物で

す。 

この３年間を見守ってくださった先生方。私たちはとても幼く，ものを壊したり，フロアを真っ白にした

り，席を勝手に入れ替えたり，聞き苦しい言い訳をしたりと，本当にたくさんの場面で先生方に注意される

ような事ばかりしてきた学年でした。その度に先生方が本気で叱ってくださったおかげで，ここまで成長で

きたのだと，今はっきりと分かります。本当にありがとうございました。地域の皆様にもいろいろな面で支

えていただきました。たくさんの方々のおかげで今の自分たちがあることをこれからも忘れずに生きていき

ます。在校生の皆さん。皆さんは部活動や委員会活動などさまざまな場面で，私たちに力を貸してくれた，

頼りがいのある後輩でした。そんな皆さんなら長命ケ丘中学校の良き伝統をさらに発展させ，自分たちの歴

史を創りあげることができるはずです。皆さんの活躍を心から期待しています。 

どんなときも私たちを支え，励ましてくれたお父さん，お母さん。私たちは無事，義務教育を終えること

ができました。今日を迎える日まで，心配と苦労をたくさんかけてきたと思います。時には，口うるさいと

思ってしまうこともありましたが，それは，自分を思ってくれているからだと分かっています。励ましの言

葉や何気なく一緒に過ごす時間も心の支えでした。これからは，いつか頼りにしてもらえるよう，大きく成

長していきたいと思います。１５年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

そして，共に勉学に励み，たくさんの時間を過ごした仲間へ。今までずっとそばにいることが当たり前だ

と思っていました。お互いに心配や迷惑をかけることもあったけれど，一緒に笑っていられたことが何より

うれしかったです。一人一人が完全ではないからこそ，補い合い助け合っての日々でした。今まで本当にあ

りがとう。 

今日を境に私たちは別々の道へと歩み始めます。それぞれの希望を胸に，未来に向かって一歩一歩力強く

進んでいくことをここに誓います。 

最後になりましたが，私たちの門出を祝福してくださったご臨席の皆様，本当にありがとうございました。

皆様のご健康とこれからの長命ケ丘中学校のさらなる発展をお祈りして答辞といたします。 

卒業生代表 今野一路 



●3 年生からの卒業メッセージ 

２階のホールに３年生の共同製作「３年生からの卒業メッセージ」が掲示されています。北斎の「赤富士」

をモチーフに３年生一人一人がピースに自分の好きなことやアイディアなどを書き込み，完成させたもので

す。３年生の楽しかった中学校生活が感じられます。 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

卒業の歌 

 



 

 

●新入生授業体験・入学説明会開催 ２月４日（月） 

 ２月４日（月）に４月に入学予定の皆さんの授業体験，入学説明会が行われました。今年は国語と数学の

授業のいずれかを選択して授業体験を実施しました。その後生徒会による学校生活や学校行事の説明，部活

動体験の順に取り組んでもらいました。６年生のみなさんは，真剣な態度で話しを聞き，部活動にも積極的

に参加しており，今から入学がとても楽しみです。生徒会執行部は６年生に長命中を紹介しようとパワーポ

イントでプレゼンテーションをつくり、各部活動では、短時間でも部活動の楽しさを理解してもらおうと体

験できるメニューを考えました。１，２年生が「尊敬される先輩に」という思いが伝わる頼もしい態度で活

動していました。 

 

※新入生予備登校・物品販売は 4 月 3 日に予定通り実施いたします。 

 

● 学校評議員会・学校関係者評価委員会 ２月１４日（金） 

学校関係者評価委員会で，生徒の現状と課題に対する認識を教職員と共有し，重点目標の設定や目標達成

に向けた新年度の改善活動等を検討しました。   

評価委員の方々には，生徒・保護者の皆様のアンケートをすべて見ていただき，それらに対する対応につい

て説明しました。生徒の社会性についてやあいさつは｢先に声をかける挨拶｣という気持ちを基本にするとよ

いのではないかとご意見をいただきました。いただいた御意見は，次年度の協働型学校評価の重点目標に反

映させ，学校・家庭・地域が一体となって教育活動を進められるようにしてまいります。 

 

＜４月の行事予定＞        ＜５月の行事予定＞ 

 ４月の予定は３月２４日現在のものです。 

 

  ３日（火）新入生一日入学・物品販売 9:00～ 

８日（水）着任式・始業式 弁当持参日 

  ９日（木）入学式 ２，３年弁当持参日 

 １０日（金）生徒写真撮影 １年弁当 

 １３日（月）発育測定 視力検査 

       補助販売 

 １５日（水）開校記念日  

 １６日（木）専門委員会 部活動中止 

２０日（月）心臓病検査 尿検査 

職員会議 部活動中止 

 ２３日（木）全校集会 耳鼻科検診 

 ２４日（金）授業参観 父母教師会総会 

学年学級懇談      

       給食なし 弁当持参日 

２９日（水）昭和の日 

 

７日（木）部活動中止 尿検二次 

１１日（月）専門委員会 

１４日（木）部活動中止 

１８日（月）前期教育実習 

１９日（火）尿検予備日 

２０日（水）マラソン大会 

２２日（金）マラソン大会予備日   

２５日（月）部活動中止 

衣替え移行期間～５／２９ 

２６日（火）中央委員会 

２９日（金）生徒総会 PTA 運営委員会 

 

＊現段階での予定です。日程等を変更する場合がありますので，御注意ください。  

地域とともに・・・長命ケ丘中 

 


