
            

          

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます ～ 第３８回入学式挙行 ～ 
４月９日（金）新入生 63名が，第 38回入学式に臨みました。生徒たちは緊張の表情を見せながらも，

これからの中学校生活に希望を抱いている様子でした。 

校長からは，「少々の失敗にめげることなく，目標を持って積極的に挑戦しましょう。」と新入生を激

励する式辞がありました。また新入生代表生徒は「感謝の気持ちを忘れず，一日一日を大切に悔いのな

いように毎日を送りたい。」と決意を述べました。在校生は限られた人数の参加となりましたが，新入生

の門出を祝福する気持ちは皆一緒です。 

これからの三年間で大きく成長することを願っています。 

 

 

 

令和３年度長命中スタッフです。 
教職員一丸となって努力してまいります！ 

 今年度も新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら，以下の目標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。御協力をよろしくお願いいたします。 
・生徒や保護者，地域の実情を踏まえた教育活動を展開するために，人との関わりを大切にし，多様な 

価値観や考え方を受け入れ，総合的な人間力を高めます。 

・授業や行事で，興味・関心を高めるための教材を取り入れるとともに，指導法の工夫・改善に取り組 

み，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を理解することに努め，常に生 

徒の考えや些細な気付き，疑問を生かすようにします。 

  

さわやか長命ケ丘中 
学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和３年４月 12 日 №１ 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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３年度の重点施策及び努力事項
（１）健やかな体づくり・・【健康】基本的生活習慣の確立と体づくり

重点施策 努 力 事 項
① 規範意識 ○ 社会のルールの認識，自己判断力の向上

○ 新型コロナウィルス感染防止対策と体力づくりの推進
② 体づくり ○ 保健・安全教育，食育と給食指導，眠育の充実

○ 食物アレルギーへの適切な対応
③ 整理・整頓 ○ 環境整備・清掃指導の強化

（２）思いやりのある豊かな心の育成・・【友情】互いに認め合う集団の構築，居場所づくり
重点施策 努 力 事 項

① 礼 節 ○ 自主的で元気な挨拶，礼儀の励行
○ 互いに認め合う心を意識した学級経営，生徒会活動，生徒指導
○ 「いじめは，しない・させない・許さない」という判断力の育成

② 心の教育 ○ 「考え議論する道徳」の実施
○ 情報モラル教育の推進
○ 行事を通した自己肯定感・リーダーシップの育成
○ ボランティア活動を通した地域との連携

（３）確かな学力の育成・・【創造】わかる授業の実践及び体験学習の充実
重点施策 努 力 事 項

○ 分かりやすく，学びやすい，配慮された授業の実践
○ 見通しと振り返りを大切にし，学び合い活動を取り入れた授業の実践

① 学ぶ意欲 ○ 生徒の興味・関心を生かした授業内容と展開
○ 標準学力検査の結果の把握と分析を生かした指導
○ 「９年間で育む子供像」を基にした「自分づくり教育」の実践
○ 読書の推進による語彙習得と想像力の育成

② 言語力 ○ 自分で考え，自分の言葉で表現できる生徒の育成
○ 周りの考えを受け入れながら考えを深めるグループワークの推進

③ 学習習慣
○ 学習計画の立案と家庭学習の習慣化のための時間管理
○ 朝の時間の効果的な活用（朝読書と朝自習）
○ 家庭学習ノートを活用した学習習慣の定着

（４）安全で安心な教育環境づくり・・防災教育・いじめ防止対策の充実，安全・安心
重点施策 努 力 事 項

○ 「仙台版防災教育副読本」を活用した授業の実践① 防災・減災教育
○ 各教科・領域での防災に関する授業内容の推進と地域防災活動協力

② 安全・安心
○ 新型コロナウィルス感染防止対策の徹底
○ 施設設備の安全点検の確実な実行

③ いじめ防止対策 ○ 「学校いじめ防止対策基本方針」に基づくいじめ防止への取組
○ 「お悩み相談シート」の毎月の実施

（５）地域とともに歩む学校づくり・・家庭・地域・関係諸団体との連携及び協働型学校評価の推進

① 家庭・地域
○ 災害時の地域との役割分担，共通理解
○ 協働型学校評価の目標行動の推進

② 関係諸団体
○ 地域防災訓練，地域行事への参加
○ 学校支援地域本部の活用

（６）教職員の力量の向上・・授業力の向上と服務規律の確立
○ 校内研修の充実

① 授業力向上 ○ 一人一授業等の授業公開による切磋琢磨と指導法の工夫・改善
○ ITCを活用した授業の研修及び実践

② 服務規律
○ コンプライアンス研修による教育公務員としてのモラルの高揚
○ 服務チェックシートや人事評価票の活用

お知らせとお願い

・令和３年度年間行事予定，４月，５月の行事予定を，本校ホームページに掲載しています。

行事等につきましては，今後変更になることもありますことを御了承ください。

・部活動は，時間短縮の上，４月１３日（火）から，休日を含めて活動を再開いたします。た

だし，仙台市は新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が講じられているため，練

習試合，交流試合等につきましては，５月５日（水）まで自粛しています。

・今年度も，新型コロナウイルス感染症予防対策の取組を徹底してまいります。御家庭におか

れましても，毎朝の検温等の御協力をよろしくお願いいたします。

なお，少しでも体調が優れない時は無理をさせず，休養させてください。

その際は，出席停止とし，欠席とはなりません。



            

          

 

 

 

 

 

 

校内マラソン大会を開催！ 

５月１８日（火）校内マラソン大会を開催しました。本校の伝統行事であるマラソン大会は，本来で

あれば地域の方々に見守られながら地区内を走っていましたが，新型コロナウイルス感染予防対策とし

て，今年度は校庭の周回コースとすること，学年別開催とすることで実現の運びとなりました。 

雨天も心配されましたが，クラスの友人たちの応援にも後押しされ，それぞれの目標に向かって走り

きった姿はとてもたくましく見えました。 

新型コロナウイルス感染症対策に御協力いただきながら応援をしてくださった保護者の皆様，ありが

とうございました。 

 

 

 

 

生徒総会  

『夢現～one step ahead～』 
５月３１日（月）今年度の生徒総会を開催しました。 

第３７代生徒会執行部を中心に，生徒が主役の生徒会を実現 

するべく，熱心な中にもユーモアを感じさせる討議，提案が 

繰り広げられました。 

意思表示カードによって賛成，反対の意思を表明したり， 

「差異を認める」キャンペーンのイメージを演技で示したり 

と，生徒総会初参加となった１年生への配慮もできており， 

生徒の力が十分に発揮された様子が見られました。 

さわやか長命ケ丘中 
学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和３年６月１日 №2 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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 

６月の予定 

 

１日(火) ファイナンスパーク 

３日(木) 歯科検診 

４日(金) 全国学力英語経年変化 

調査・ハイパーQU 

10 日(木)市中総体壮行式・学 

校関係者評価委員会 

12 日(土)～14日(月)市中総体 

16 日(水)市中総体報告会 

17 日(木)～18日(金)振替休業日 

21 日(月)学習相談日 

22 日(火)中間考査 

23 日(水)合唱強化期間～7/10 

24 日(木)1・3年耳鼻科検診 

26 日(土)特別支援学級卓球大会 

（３年） 



            

          

 

 

 

 

 

 

第 70 回仙台市中学校総合体育大会開催！ 

去る６月１２日，１３日，１４日の３日間にわたり，中総体が開催されました。昨年度は新型コ

ロナウイルス感染症予防のため中止となった大会でしたが，今年度は各競技部会とも，応援や保護

者の観戦を制限するなど感染対策を徹底しての開催となりました。 

生徒達はお互いの応援を受けて，精一杯戦い抜きました。以下は今大会の結果です。保護者，地

域の皆様には，各競技の運営等に御理解と御協力をいただき，誠にありがとうございました。 

 

【野球】 （１回戦） 長命ケ丘中  ５－１３ 南中山中 惜敗 

【男子バスケットボール】（１回戦） 長命ケ丘中 ２３－７１ 寺岡中  惜敗 

【女子バスケットボール】（１回戦） 長命ケ丘中 ２７－７３ 八乙女中 惜敗 

【男子卓球】  

団体戦（１回戦）長命ケ丘中 ３－２ 寺岡中   勝利 

     （２回戦）長命ケ丘中 ３－１ 南光台東中 勝利 

     （３回戦）長命ケ丘中 ３－２ 館中    勝利  決勝トーナメント進出 

     （決勝トーナメント） 長命ケ丘中 ０－３ 将監東中  惜敗 

     （県大会代表決定戦） 長命ケ丘中 ３－２ 将監中   勝利  

                               ＊ 第３位 県大会出場 

  個人戦 シングルス 

（１回戦） Ｏ.Ｋ  ０－３ 七北田中  惜敗   Ａ.Ｍ ３－０ 南中山中 勝利 

           Ｈ.Ｎ ０－３ 鶴が丘中  惜敗   Ｓ.Ｄ ０－３ 加茂中  惜敗 

           Ｋ.Ｋ ２―３ 館中    惜敗   Ｄ.Ｈ ０－３ 八乙女中 惜敗 

           Ｓ.Ｔ ３－０ 南光台東中 勝利   

     （２回戦） Ｔ.Ｔ ２－３ 将監中   惜敗   Ｓ.Ｔ ３－０ 館中   勝利   

Ａ.Ｍ ３－０ 将監中   勝利 

     （３回戦） Ｓ.Ｔ ０－３ 将監東中  惜敗   Ａ.Ｍ ０－３ 高森中  惜敗 

【女子卓球】個人戦 シングルス 

（２回戦） Ｓ.Ｈ ３－２ 南光台東中 勝利  

（３回戦） Ｓ.Ｈ ０－３ 将監中   惜敗 

【男子バドミントン】  

団体戦（２回戦） 長命ケ丘中 ０－２ 南中山中 惜敗 

個人戦 シングルス（１回戦） Ｏ.Ｔ ２－０ 館中 勝利   Ｓ.Ｙ ２－０ 将監中  勝利 

           （２回戦） Ｏ.Ｔ ２－０ 将監中 勝利 Ｓ.Ｙ ０－２ 向陽台中 惜敗 

                 （３回戦） Ｏ.Ｔ ０－２ 南中山中 惜敗 県大会代表決定戦へ 

                 （代表決定戦）Ｏ.Ｔ ０－２ 七北田中 惜敗 

個人戦 ダブルス （１回戦） Ｓ.Ｈ・Ｗ.Ｍ ０－２ 七北田中 惜敗     

           （２回戦） Ｔ.Ｙ・Ｉ.Ｒ ０－２ 住吉台中 惜敗   

【女子バドミントン】  

団体戦（１回戦）長命ケ丘中  ２－１  加茂中  勝利 

   （２回戦）長命ケ丘中 １－２ 向陽台中 惜敗 

 

さわやか長命ケ丘中 
学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和３年７月１日 №3 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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 



個人戦 シングルス  

（１回戦） Ｋ.Ｙ ２－０ 白百合中 勝利  Ｕ.Ｋ ２－０ 松陵中  勝利 

     （２回戦） Ｋ.Ｙ ０－２ 八乙女中 惜敗  Ｕ.Ｋ １－２ 住吉台中 惜敗 

Ｎ.Ａ ２－０ 七北田中 勝利   

     （３回戦） Ｎ.Ａ ０－２ 八乙女中 惜敗 

個人戦 ダブルス   

（２回戦） Ｏ.Ｙ・Ｕ.Ｅ ０－２ 加茂中 惜敗 Ａ.Ｙ・Ｓ.Ｍ １－２ 白百合中 惜敗 

Ａ.Ｍ・Ｓ.Ｋ ４－０ 七北田中 勝利 

（３回戦） Ａ.Ｍ・Ｓ.Ｋ １－２ 住吉台中 惜敗 

【男子テニス】  

団体戦（１回戦）長命ヶ丘中 １－２ 高森中  惜敗 

    個人戦（１回戦）Ｅ.Ｋ・Ｓ.Ｒ  ４－０  南光台東 快勝  Ａ.Ｈ・Ｙ.Ｓ ０－４ 鶴が丘中  惜敗 

Ｏ.Ｋ・Ｓ.Ｓ  ２－４  将監中  惜敗  Ｍ.Ｋ・Ｓ.Ｍ １－４ 鶴が丘中  惜敗 

（２回戦）Ｅ.Ｋ・Ｓ.Ｒ  ４－０  寺岡中  勝利  Ｉ.Ｍ・Ｓ.Ｔ ４－０ 南中山中  勝利 

（３回戦）Ｅ.Ｋ・Ｓ.Ｒ   １－４  南中山中 惜敗 Ｉ.Ｍ・Ｓ.Ｔ ２－４ 将監中  惜敗 

【女子テニス】  

団体戦（１回戦）長命ケ丘中 ２－０ 将監東中 勝利   

（２回戦）長命ケ丘中 ２－０ 七北田中 勝利 

   （３回戦）長命ケ丘中 ２－０ 南光台中 勝利  

（４回戦）長命ケ丘中 １－２ 寺岡中  惜敗   ＊ 準優勝 県大会出場 

個人戦（１回戦）O.K・N.Y １－４ 七北田中 惜敗  F.M・O.W ４－０ 寺岡中  勝利 
        F.M・T.C ４－０  館中  勝利  S.R・S.K ４－０ 鶴が丘中 勝利 

        T.H・A.Y ０－４ 南光台中 惜敗  S.A・K.K ４－１ 鶴が丘中 勝利 

        K.K・A.Y ４－０ 根白石中 勝利  T.N・I.M ２－４ 加茂中  惜敗 

（２回戦）O.S・T.M ４－０ 寺岡中 勝利    F.M・O.W １－４ 将監中  惜敗 

 S.R・S．K  １－４  高森中  惜敗  S.A・K.K ０－４ 加茂中  惜敗 

    K.K・A.Y ４－２ 寺岡中 勝利  F.M・T.C０－４ 寺岡中 惜敗 

（３回戦） O.S・T.M ４－０ 加茂中  勝利 

      K.K・A.Y  ０－４ 南中山中 惜敗 

（４回戦） O.S・T.M ４－０ 八乙女中 勝利 

（準々決勝）O.S・T.M ４－０ 南中山中 勝利 

（準決勝） O.S・T.M ４－０ 将監中  勝利 

（決勝）  O.S・T.M ４－０ 寺岡中  勝利 ＊ 優勝 県大会出場 

【陸上】  

  男子１年 100m  Y.G 予選通過準決勝  阿部 予選敗退 

  女子１年 100m  S.M 予選敗退 

女子１年 1500m  I.R 予選敗退 

男子１年 1500m  K.R 予選敗退 S.K 予選敗退 

男子２年 100m    Y.K 予選通過準決勝 

女子２年 100m  I.Y 予選敗退 S.R 予選敗退 

女子３年 100m    T.M 予選通過準決勝 

女子 800m        M.Y 予選敗退 

男子２・３年 1500m W.K 予選敗退  

S.A 予選敗退 

女子２・３年 1500m  T.C 予選敗退 

女子走幅跳      A.K 予選敗退  

O.M 予選敗退 

男子 400m      S．S 予選敗退 

女子 4×100m     T.M・M.Y・A.K・S.R   

予選敗退 

【男子体操】 K.S  

   総合   第４位 

跳馬   第３位 

鉄棒   第３位 

あん馬 第４位   

ゆか   第６位   

７月の予定 

 

１日(木) 合唱コンクールリハーサル 

２日(金) ２年生科学館学習 

９日(金) 合唱コンクール 

１４日(水) スマホ・ケータイ安全教室 

１９日(月) スマホ・睡眠講座（全校） 

２０日(火) 全校集会 

県中総体・吹奏楽コンクー

ル壮行式 

２１日(水) 教育相談（～８／２） 

２２日(木) 県中総体（～７／２５） 

２５日(日) 吹奏楽コンクール 

３０日(金) 小中連絡会 

３１日(土) 長命ケ丘夏まつり（花火） 

 

 



            

          

 

 

 

 

 

 

校内合唱コンクール開催！ 

去る７月９日，仙台銀行ホールイズミティ２１小ホールにおいて，校内合唱コンクールを開催し

ました。昨年度は新型コロナウイルス感染症予防のため中止となったコンクールも，演奏曲を各ク

ラス自由曲のみとし，保護者の参観を制限するなど感染対策を徹底しての開催となりました。 

生徒達は毎日の練習の成果を，存分に発揮することができました。特に３年生の合唱はどちらの

クラスも会場を感動させる演奏で，後輩に偉大な姿を見せてくれました。審査員の大石先生，水池

先生からは，「中学生として，この仲間でしかできない合唱ができた。様々な願いや思いがホールに

あふれていると感じる」「音楽っていいなぁとあらためて感じさせてくれた」との講評をいただき

ました。以下はコンクールの審査結果です。保護者の皆様には，参観に際しまして御理解と御協力

をいただき，誠にありがとうございました。 

                                      （発表順） 

最優秀賞 ３年１組  「 結 ― ゆい ― 」 

優秀賞 ３年２組  「 YELL 」 

 

優良賞 

 

２年２組  「 大切なもの 」 

２年１組  「 ＨＥIＷＡの鐘 」 

１年１組  「 マイバラード 」 

１年２組  「 明日へ 」 

 

優秀指揮者賞 

 

３年１組  阿部 正晴 

３年２組  水野 茉莉 

２年１組  島守 瑞季 

 

優秀伴奏者賞 

 

３年１組  田郷 愛奈 

３年２組  福本 真歩 

１年２組  泉 明寿佳 

 

学校評議委員会・学校関係者評価委員会（6月 10日） 
地域に開かれた学校づくりを一層推進するために，次のようなお話をいただきました。 

 
・今年度になってから，自分から挨拶をする中学生が明らかに増えたと感じる。自己発進力がない 
と自己肯定感が育たない。地域の大人も自分たちから声をかけていく必要がある。 

・小学校からよく知ったメンバーでの中学校生活。小さくまとまる面について，良さを生かしつつ 
育てていくことが，地域にできること。 

 ・いじめ未然防止については個別の対応が必要な時代となった。指導も大切だが，それぞれの自覚 
  を持つことも大切。学校，地域，多くの目で見守っていきましょう。 

さわやか長命ケ丘中 
学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和３年７月２０日 №４ 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillust8.com%2Fcontents%2F1567&psig=AOvVaw3bjQmeb3pMeacJY0_PDZrY&ust=1626336663227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOiw37GO4vECFQAAAAAdAAAAABAI


 
スマホ・ケータイ安全教室／薬物乱用防止教室  泉警察署生活安全課 佐藤喜彦さん 

NTT ドコモインストラクター 佐々木美子さん 
 
スマホやケータイはコミュニケーションツールとしてだけではなく，動画や買い物，音楽を楽しんだ

りすることができる便利なツールです。一方で，これに関連する事件やトラブルも起きています。多く
の人は「自分は大丈夫」「みんなやってるから心配ない」と思っています。その認識に大きく揺さぶりを
かけるようなお話に，生徒は真正面から向き合いました。以下は，生徒の感想から一部抜粋です。 
・「インターネットって何ですか？」と聞かれて自分が説明 
できないことに驚いた。危険性を理解しているつもり 
だったのですが，今日改めてちゃんと考えて理解したい 
と思いました。 

 ・インターネットに接続したその時から世界中の人とつな 
がっていること，見られていることを忘れず，今自分が 
送信しようとしている内容に本当に責任をとることがで 
きるのか，一度考えてから送信していきたいと思います。 

 煙草，飲酒，薬物乱用は，一度依存状態に陥るとそこから 
抜け出すのはとても難しく，特に覚せい剤や大麻等は社会復 
帰にも困難を伴います。中学生の発達段階を踏まえた一次予 
防の観点からのお話となりました。 
 ・私たちの身近にあるものではないと思っていたけれど，私たちのすぐ近くに危険があると学ぶこと 

ができました。たとえ先輩や同級生に誘われても，自分の意思をしっかり持ち，断る勇気を大切に 
していきたいと思います。 

 ・話を聞く前は，すごく遠い存在だったのに，話を聞いてからは使おうと思えば簡単に手に入るのが 
恐ろしいと思ったので，手を出さない（絶対に）。 

 

 スマホ・睡眠講座  学校訪問型睡眠講座（仙台白百合女子大学 准教授 大久保剛氏を招いて） 

 

 夏休みに入り生活リズムが変化することで私たちにどんな影響があるのかを，「睡眠」の視点から考

える講座が開かれました。生徒代表の言葉では，「ブルーライトが睡眠に良くないという話は聞いたこ

とがあったが，なぜダメなのかというメカニズムは今日の講話で知ることができた。若いから大丈夫か

な，１時間くらいいいかな，ではなく睡眠は人生を幸せにすることにつながることを考えて生活したい」

と述べました。規則正しい生活をする必要性を 

考える時間になったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予定は変更になることもあります。御了承ください。 

８月の予定                   

 
8/20（金）全校集会・弁当 

実力テスト（3年生） 

確認テスト（1・2年生）  

  23（月）夏季休業授業日・弁当 

 24（火）夏季休業授業日・弁当 

25（水）教材実習費集金日 

28（土）学芸発表会・弁当 

30（月）振替休業日 

31（火）市駅伝大会壮行会 

９月の予定                   

 

9/1（水）市駅伝大会・学習相談日 

     考査期間部活中止（～9/7） 

  6（月）期末考査①  

  7（火）期末考査② 

 9（木）専門委員会 

13（月）２学年午前授業 

14（火）２学年野外活動（～9/15） 

16（水）２学年１時間遅れ登校 

24（金）１学年校外学習 

    衣替え移行期間（～9/30） 

27（月）職員会議のため諸活動中止 

28（火）３学年実力考査② 

29（水）授業参観・学年，学級懇談会 



さわやか長命ケ丘中
【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

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒

○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒

学芸発表会，初のオンライン開催！

去る８月２８日，今年度の学芸発表会が開催されました。宮

城県に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令される中

ではありましたが，事前の録画やスライド，リアル配信等によ

りオンラインでの実施ができましたことは，生徒たちの努力の

証と感じます。

英語暗唱，弁論，国語弁論，少年の主張各種大会出場者による

発表，生徒会からの活動報告，吹奏楽部の演奏や１２の団体が参

加した有志発表が展開されました。

さまざまな制限があるコロナ禍で，夏休み前から準備を始めて

はいたものの，発表形式について何度も変更となりました。その

度に，開催を実現する方法を模索しながら進む生徒たちが，大変

頼もしく見えました。

地域，保護者への公開ができなかったことが残念ですが，御理

解と御協力をいただきましたことに感謝しております。今後，現

状が落ち着きましたら，録画等を御覧いただく機会を設定したい

と考えております。

新型コロナウイルス感染症対策を考える ～ 生徒会 ～

宮城県に緊急事態宣言が発令されてから，自分たちにできる感染対策はないか，執行部を中心とし

た各種委員会で話し合いをしてきました。

「ホールに２メートル間隔のテープを貼って距離感を見えるようにしたらいいのではないか。お互

いに注意もしやすくなる。教室で各自が静かに過ごせるように学習まんがやナンプレを置いたらどう

だろう。」（１学年委員会）「昼の放送の人数を減らす。放送でも感染対策を呼びかける。」（視聴覚委

員会）「一度触れた本は書架に戻さずカウンターのアクリル板に立てる。消毒してから戻すことはで

きないだろうか。」（図書委員会）などの提案がありました。１３日からまん延防止等重点措置の再

適用に移行しましたが，これらの案は検討しながら実践していく計画です。

令和３年９月１５日 №５ 仙台市立長命ケ丘中学校 http//www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/

学校だより 健康・創造・友情



オンライン学習始まる ～ GIGAスクール構想から ～

一人一台端末の配付が完了し，授業でも各教科で少しずつ活用が

始まっています。９月２日には端末の持ち帰り訓練，自宅からの課

題送信練習を行いました。今月末には試行的双方向オンライン学習

を実施します。生徒は自宅において朝の会での出欠確認や健康観察，

短縮の授業を行い，その後登校します。

実施までに学校での練習を行います。各家庭でも話題にしていた

だき，不明な点は学校にお問い合わせください。

１０月・１１月の予定

10/ 1(金) 衣替え完全実施 11/ 2(火) 校内体育祭
立会演説会・生徒会選挙 4(木) 教科研究会③

4(月) 清掃強化期間（～ 7日） 考査期間部活動中止（～ 9日）
7(木) １学年天文台学習 5(金) ３学年進路説明会
8(金) １学期終業式 １，２学年学習相談日

9(土) 新人大会① 8(月) 学習相談日
10(日) 新人大会② 9(火) 中間考査
11(月) 臨時休業日 10(水) ３学年二者面談①
12(火) 秋季休業日 振替休業① ７時間授業

13(水) 秋季休業日 振替休業② 11(木) ３学年二者面談②
14(木) ２学期始業式 ４時間授業

15(金) 専門委員会 12(金) 専門委員会
18(月) 後期教育実習（～ 11/8） 13(土) 地域合同防災訓練
20(水) ３学年午前授業 15(月) ３学年二者面談③

１・２学年７時間授業 16(火) ３学年二者面談④
21(木) ３学年修学旅行① 17(水) ３学年二者面談⑤

１・２学年４時間授業 18(木) ２学年野外活動①
22(金) ３学年修学旅行② 19(金) ２学年野外活動②
23(土) ３学年修学旅行③ 22(月) 振替休業日（11/13）
25(月) ３学年振替休業日 24(水) 職員会議 ※諸活動中止

27(水) 生徒集会（委嘱状交付等） 26(金) 教育相談①（～ 12/3）
職員会議 ※諸活動中止 29(月) 教育相談②

28(木) 教科外研究会 30(火) 教育相談③
29(金) ３学年実力考査

避難訓練

※予定は変更になることもあります。御了承ください。



            

          

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度仙台市新人大会開催！ 

去る１０月９日，１０日の２日間にわたり，新人大会が開催されました。新型コロナウイルス感

染症感染対策の観点から，保護者や一般の応援，入場を制限しての開催となりました。 

８月からの「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」により，９月末まで練習試合ができな

い状況が続きました。しかし，生徒達は集会での激励を受け，新チーム初の公式戦を精一杯戦い抜

きました。以下は今大会の結果です。保護者，地域の皆様には，各競技の運営等に御理解と御協力

をいただき，誠にありがとうございました。 

【野球】 （１回戦） 長命ケ丘中  ０－８ 南光台中 敗退 

【男子バスケットボール】（１回戦） 長命ケ丘中 １１８－ ９  八乙女中 勝利 

            （２回戦） 長命ケ丘中  ２０－６１  寺岡中  敗退 

【女子バスケットボール】（１回戦） 長命ケ丘中  ６８－２１  将監中  勝利 

（２回戦） 長命ケ丘中  ２６－１１５ 高森中  敗退 

【男子卓球】  

団体戦（１回戦）長命ケ丘中 １－４ 加茂中   敗退 

  個人戦（１回戦）Ｏ．Ｏ ３－０ 将監中   勝利   Ｓ．Ｔ ３－２ 加茂中   勝利 

          Ｋ．Ｋ ３－０ 鶴が丘中  勝利   Ｔ．Ｔ ３－０ 館中    勝利 

     （２回戦）Ｏ．Ｏ ３－１ 将監東中  勝利   Ｓ．Ｔ ３－０ 将監中   勝利 

          Ｋ．Ｋ ０－３ 加茂中   敗退   Ｔ．Ｔ ３－１ 南光台東中 勝利 

     （３回戦）Ｏ．Ｏ ０－３ 高森中   敗退   Ｓ．Ｔ ３－２ 館中    勝利 

          Ｔ．Ｔ ３－２ 加茂中   勝利 

（４回戦）Ｓ．Ｔ ３－０ 鶴が丘中  勝利   Ｔ．Ｔ ０－３ 南中山中  敗退 

（５回戦）Ｓ．Ｔ ０－３ 南光台中  敗退 

（県大会代表決定戦）Ｓ．Ｔ ３－１ 高森中  勝利    

【女子卓球】  

個人戦（２回戦） Ｓ．Ｈ ３－１ 八乙女中 勝利 

（３回戦） Ｓ．Ｈ ０－３ 白百合中 勝利 

（４回戦） Ｓ．Ｈ １－３ 将監中  勝利 

（５回戦） Ｓ．Ｈ ２－３ 館中   敗退   

さわやか長命ケ丘中 

学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和３年１０月１５日 №６ 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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 

第３位 

第３位県大会出場 



【男子ソフトテニス】                    

個人戦 

（１回戦） O.K・S.M １－４ 加茂中  敗退 

（２回戦） H.S・S.S  ４－３ 南中山中 勝利  A.H・M.K ４－１ 寺岡中   勝利    

（３回戦） H.S・S.S  ０－４ 将監中  敗退  A.H・M.K ０－４ 南光台東中 敗退 

【女子ソフトテニス】 
  個人戦  

（１回戦） I.K・S.Y  ４－２ 鶴が丘中 勝利  O.K・S.S ４－０ 七北田中 勝利 

      K.K・N.Y  ４－１ 七北田中 勝利  

（２回戦） T.C・S.A  ４－１ 南中山中 勝利  I.K・S.Y ０－４ 南光台中 敗退 

      O.K・S.S  ４－０ 加茂中  勝利   K.K・N.Y  ４－０ 寺岡中  勝利 

      T.N・I.M  ４－１ 向陽台中 勝利 

（３回戦） T.C・S.A  ４－０ 根白石中 勝利   O.K・S.S  ３－４ 鶴が丘中 敗退 

      K.K・N.Y  １－４ 向陽台中 敗退  T.N・I.M  ４－１ 将監東中 勝利 

（４回戦） T.N・I.M  ４－０ 鶴が丘中 勝利  T.C・S.A  １－４ 将監中  敗退 

（５回戦） T.N・I.M  ３－４ 将監中  敗退 

（県大会代表決定戦） T.N・I.M ４－３ 南中山中 勝利     

【バドミントン】 

男子個人戦 シングルス（１回戦） S.R ０－２ 将監中 敗退 

      ダブルス （１回戦） S.H・W.M ０－２ 館中 敗退 

  女子団体戦（１回戦）長命ヶ丘中 １－２ 住吉台中 敗退 

    個人戦 シングルス（１回戦）K.M ２－１ 八乙女中 勝利 

        シングルス（２回戦）K.M ０－２ 南中山中 敗退 

        ダブルス （１回戦）U.E・K.Y ２－０ 南中山中 勝利 

                  H.A・K.M ２－１ 住吉台中 勝利 

        ダブルス （２回戦）U.E・K.Y １－２ 七北田中 敗退 

                  H.A・K.M ０－２ 向陽台中 敗退 

【陸上競技】 

  女子４００ｍリレー I.Y・S.R・T.C・I.R 予選敗退 

  男子４００ｍリレー Y.A・A.Y・T.R・Y.K 予選敗退 

男子４００ｍ    T.R 予選敗退 

  男子２００ｍ    A.Y 予選敗退 

  男子１００ｍ    Y.A 予選敗退  Y.G 予選敗退 

  共通男子１５００ｍ S.S 予選敗退  S.K 予選敗退 

２年男子１００ｍ  Y.K 予選敗退 

共通女子１５００ｍ T.C  予選敗退  女子２００ｍ I.R 予選敗退 

１年女子１００ｍ  S.M 予選敗退 

２年女子１００ｍ  I.Y 予選敗退  S.R 予選敗退 

共通女子走幅跳   O.M 予選敗退 

ベスト８県大会出場 



            

          

 

 

 

 

 

 

 

３年生修学旅行へ！ 

１０月２１日（木）～２３日（土），３年生が函館方面へ修学旅行に行ってきました。コロナ禍の

影響を受け，何度も計画を見直し，ようやく実施にたどりついた行事だっただけに，生徒たちの満

足そうな表情が印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

大沼公園でのサイクリングや散策                  密を避けた食事風景 

 

 

 

 

 

 

自主研修の様子                           五稜郭 

 

 

 

 

 

 

      赤レンガ倉庫            きじひき高原パノラマ展望台         新幹線内の様子 

 三日間お天気にも恵まれ，気持ちよくサイクリングを楽しみ，集合時間に遅れることもなく，決

まりを守りながら過ごすことができ，立派な長命ケ丘中学校最上級生の姿を見せてくれました。今

回の実施にあたり，御家族の御支援と御協力に感謝いたします。ありがとうございました。 

さわやか長命ケ丘中 

学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和３年１０月２７日 №７ 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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 



１年生校外学習 

９月２４日（金），校外学習として閖上方面，荒浜方面へ出かけ 

ました。東日本大震災から１０年，震災に学ぶことをテーマに， 

被災地を間近で見たり，語り部の方のお話を聞いたりしました。 

 １０月７日（木），天文台学習で，仙台市天文台へ行きました。 

コロナ禍で校外での学習が制限されていたところから，少しずつ 

活動が戻ってきています。 

 

地域とともに… 

例年，健全育成推進協議会では 

地域の落ち葉拾い活動を行ってい 

ましたが，昨年に引き続き，今年度も中止となっています。新型コロナウイルス感染症に伴う 

まん延防止等重点措置が解除され，段階的な活動再開を始めているところです 

ので，これに代わる活動として，部活動ごとに少人数グループでの落ち葉掃き 

を計画中です。詳細が決まり次第，お知らせします。御協力をお願いします。 

 

授業参観実施 

             １１月１３日（土）は泉区地域防災訓練が予定されていましたが，区 

役所から中止の連絡がありました。 

 本校では，９月に実施できなかった授業参観を，この日に行うことと 

しました。学級ごとに分散開催とし，学級や学年懇談会は行いません。教科や時間等は１０月にお

知らせしています。御確認の上，新型コロナウイルス感染症対策を行い，来校してください。 

 

１２月の予定 

   

  １１月２６日（金）～１２月 ３日（金）教育相談      １２月２０日（月）職員会議 

  １２月 ６日（月）清掃重点期間（～９日）                  ※諸活動中止 

           篠笛学習会（１，２年）            ２３日（木）全校集会 

      ８日（水）進路相談①（３年）              ２４日（金）冬季休業（～１月７日） 

      ９日（木）進路相談②（３年） 

     １５日（水）７時間授業 

     １６日（木）４時間授業 



            

          

 

 

 

 

 

 

 

２年生野外活動へ！ 

１１月１８日（木）～１９日（金），２年生が南三陸方面へ野外活動に行ってきました。３年生同

様にようやく実施にたどりついた活動でした。コロナ禍の影響を受け，何度も計画を見直し，活動

内容に変更もありましたが，生徒たちにとってはとても貴重な体験となりました。 

 

 

 

 

 

 

大根，ねぎ，さつまいも，にんじんなどの収穫作業 

 

 

 

 

 

 

「オクトパスくん」タコロンの絵付け体験 

 

 

 

 

 

 

語り部さんの話を聞く震災学習 

 収穫作業では，生徒から食物の流通にまで思いをはせた言葉が聞か 

れました。学校を離れて見えたもの，感じたことがたくさんあった二 

日間だったと思います。御家族の御支援と御協力に感謝いたします。 

さわやか長命ケ丘中 

学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和３年１２月１日 №８ 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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 



校内体育祭開催！ 

去る１１月２日（火），前日まで心配されたお天気もなんとか持ち 

こたえ，無事に開催することができました。実行委員会が中心とな 

って，種目の企画から運営まで短期間で行いました。また，最後は 

体育の時間に練習した全校ダンスの披露で締めくくりました。生徒 

達の生き生きとした表情が輝く一日となりました。コロナ禍におけ 

る保護者観戦の制限に御理解と御協力をいただき，ありがとうござ  シート上のボールを運ぶフライシート 

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

        白熱の綱引き                     全校生徒でダンス！              戦い抜いた後の表彰式  

中学生のお手伝い～地域落ち葉掃き～ 

 例年健全育成で行っている落ち葉清掃も，コロナ禍の影響から中止になったことを受け，中学校

では部活動ごとに実施することにしました。１１月１５日（月）の放課後，短時間ではありました

が，地域のお手伝いをすることができました。地域の皆様から「ありがとうね。」と声を掛けていた

だき，生徒達も達成感があったようです。 

 

 

 

 

１２月・１月の予定 

  １２月 ６日（月）清掃重点期間（～９日）  １月１１日（火）全校集会 実力考査 地区巡回 

           篠笛学習会（１，２年）    １２日（水）私立高校・国立高専推薦入試 

      ８日（水）進路相談①（３年）      １３日（木）特別支援学校入試 

      ９日（木）進路相談②（３年）      １９日（水）７時間授業 

     １５日（水）７時間授業          ２０日（木）４時間授業 

     １６日（木）４時間授業          ２４日（月）国立高専・特別支援学校合格発表 

２０日（月）職員会議           ２５日（火）職員会議 諸活動中止 

２３日（木）全校集会           ２７日（木）専門委員会 

２４日（金）冬季休業（～１月７日）    ２８日（金）新入生保護者説明会 私立高校入試事前指導 



            

          

 

 

 

 

 

 

 

令和４年もよろしくお願いします 

静かに降り積もる雪とともに，令和４年が始まりました。新年を迎えて初めての活動は，雪かき

からとなったテニス部。爽やかな笑顔を見せていました。 

一方で，今般の新型コロナウイルス感染拡大の傾向は続いており， 

本校でも一層の対策を行っています。保護者及び地域の皆様にはご心 

配をおかけしますが，引き続きの御理解と御協力をお願いいたします。 

さて，１月は新年の決意も新たに，各学年 

とも書き初めに挑戦しました。１年生毛筆課題 

「月光」硬筆課題「いろは歌」，２年生毛筆課題「自然」硬筆課題「枕草子」， 

３年生毛筆課題「青雲」硬筆課題「故郷」です。 

 

 
家庭の情報モラルを考える 

仙台市 GIGAスクール推進協議会は，生徒の情報モラルを含む 

情報活用能力の育成を目指した取組を進めています。その取組の一 

つとして，家庭での「親子の対話」のきっかけとしていただくこと 

を目的に『リーフレット』を配付しました。 

学校では，リーフレットを活用して，生徒指導主事の講話ととも 

に，学級ごとに話し合いを行いました。各御家庭におかれましても，次の内容についてお子さまとの

対話の一助としていただけますようお願いいたします。 

（1）情報機器を使う際の健康面と SNS等の安全面について 

・健康的に使用するには 

・個人情報の取扱い 

・SNSのトラブル 

（2）家庭内でのインターネット 

の利用ルール 

  ・使用時間，使用場所等 

さわやか長命ケ丘中 

学校だより  健康・創造・友情 

○分かりやすく，学びやすい，配慮された授業と家庭学習を通して，向上心を持って学ぶ生徒 
○自ら挨拶を交わし，思いやりの心を持って周囲や地域と関わろうとする生徒 

令和４年２月９日 №９ 仙台市立長命ケ丘中学校   http://www.sendai-c.ed.jp/~tyoumei/ 

【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 



第１回学校運営協議会開催 

去る１月３１日（月），長命ケ丘小学校で第１回学校運営 

協議会が開催されました。学校運営協議会とは，学校運営や 

必要な支援に関する協議をする合議体で，学校支援地域本部 

との連携・協働により，地域総ぐるみでの教育を実現する仕 

組みです。 

第１回は仙台市教育委員会から委任状が交付されました。 

学校・地域・家庭が一体となって，未来をつくる子どもたち 

の成長を実現するために，一層の御協力をお願いします。 

 

頑張れ３年生！全校で応援！！ 

                   受験シーズンを迎えた３年生を激励しようと，３年生のフロア  

には，在校生からのメッセージや先生方からの応援が掲げられて 

います。また，「数学が苦手，だけど 

受験までなんとか頑張りたい！」 

という生徒を募り，校長先生による 

数学教室も開催されています。 

 

２月・3月の予定 

   

２月 1日（火）私立高校入試 A日程      ３月４日（金）新入生対象学校公開 

           新入生対象学校公開→延期            公立高校入試 

      ２日（水）７時間授業              ７日（月）公立高校入試（面接・実技）※一部 

２年職業講話→延期          ８日（火）予餞会 

      ３日（木）４時間授業              ９日（水）１・２学年・学級懇談会 

私立高校入試 B日程         １０日（木）同窓会入会式 

      ９日（水）学習相談日（～１０日）      １１日（金）卒業式総練習 

     １３日（日）国立高等専門学校入試             故郷復興プロジェクト 

１４日（月）期末考査①            １２日（土）第３８回卒業式 

１５日（火）期末考査②             １４日（月）振替休業日 

１６日（水）学校関係者評価委員会→延期    １５日（火）専門委員会 

１８日（金）専門委員会            １６日（水）公立高校合格発表 大掃除（～１７日） 

２１日（月）職員会議             １８日（金）職員会議 

２２日（火）学年会              ２４日（木）修了式 

２４日（木）３学年・学級懇談会→中止     ３０日（水）離任式  

 

＜第三者への公開・公示や不当な目的利用・複写及び複製等することを禁じます＞ 


