
市中学校総合体育大会（その１の続き）
男子ソフトテニス部 ３年２組 三浦 暖 さん

中総体を終えて今一番感じていることは「悔
しい」ということです。団体戦では優勝し，県
大会に進めるけれど，個人戦では昨年度の新人
戦と同じ相手に負けて３位という結果になった
からです。市中総体までは走る量を多くし，苦
手なバックハンドも練習したにも関わらず負け
てしまいました。だから悔しいのです。当日は
勝てるかなぁ，練習どおりに打てるかなぁ，と
思ってみたり，緊張して体がうまく動かなくな
ったりと不安しかありませんでした。しかし，
みんなの応援のお陰で優勝することができました。応援があるのとないのでは
全然違うと思います。次は県大会なので，玉中と二中の選手みんなの思いも背
負い勝ち進めるところまで行こうと思います。

女子ソフトテニス部 ３年２組 伊藤 心暖 さん
私が市中総体を終えて感じたことは，個人戦

では勝利したけれど，団体戦で二中に負けてし
まい，全員で残ることができなくて悔しいとい
うことです。
市中総体までは，ペアと話し合いをするなど

して，練習に本気で取り組むことができました。
不安を感じた試合もありましたが，仲間と励ま
し合い声出しもすることができ，練習の成果を
出し切ることができました。
今後は二中に負けた悔しさをバネにして，様

々なことに挑戦していきたいと思いました。また，テニスを通してたくさんの
方々に出会えたし支えられてきました。これからも感謝をしていきたいです。

剣道部 ３年３組 佐々 悠太 さん
６月５日(日 )に行われた市中総体で，剣道部

は団体戦では男女ともに優勝，個人戦で男子は
第１位と第２位，女子は第１位入賞という大変
良い成績を残すことができました。
今年度は中総体本番前に大会や練習試合をた

くさん行うことができ，試合での動きの確認や
自分の弱点，そして苦手な部分を知ることがで
きました。普段の部活動でも弱点の改善のため
に，部員全員で声を掛け合いながら一生懸命に
取り組みました。

《校 是》 ＜誇り＞ ＜希望＞ ＜理想＞

《学校教育目標》 自ら学び， 心豊でたくましく生きる生徒の育成
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積極的に練習試合を組んでくださった顧問の先生に対しては感謝の気持ちし
かありません。しかし，ただ感謝の気持ちをもっただけではだめだと思うので，
しっかりと県大会で結果を出してきたいと思います。
県大会では団体戦，個人戦ともに３位以上を取り，東北大会に出場できるよ

うに部員全員で切磋琢磨して，目標を達成できるように頑張りたいです。

市総合防災訓練

６月１２日(日 )，午前９時に震度６強の大地
震が発生し，大津波警報が発令されるという想
定で塩竈市総合防災訓練が行われました。今年
度は３年振りに生徒が参加する訓練となりまし
た。
９時からの避難訓練は荒天のため，校庭への

避難は中止となりました。しかし，その後午前
中には，各学年で地域の方々や多賀城高校災害
科学科の先生等を講師として迎えて自然災害へ
の備えや東日本大震災当時の状況をお聞きする
ことや市避難所配備職員の方々と避難所開設訓
練を行いました。
午後からは生徒の引き渡し訓練を行いました。

生徒の引き渡しは自然災害や不審者対応等を想
定した訓練で，昨年度はコロナ禍のために各学
年のＰＴＡ学年委員の皆さんにご協力をいただ
いて試行しましたが，今年度は初めて全校生徒
を対象とし実施しました。その結果，約８割の
ご家庭にご参加をいただき，生徒を引き渡す手
順を確認することができました。保護者の皆様
のご協力に感謝申し上げます。
国内では石川県や熊本県で震度５～６の大き

な地震が発生しています。本校ではいつ地震等
が起きても安全な避難所を開設できるように備
えていきたいと考えています。

７月の主な行事予定
１日(金) 市駅伝大会予備日 １４日(水) 職員会議，スクールカウンセラー来校日
４日(月) 薬物乱用防止教室（２学年） １５日(木) 第2回学校運営協議会
５日(火) ３年実力テスト １７日(日) 吹奏楽コンクール地区大会
６日(水) 産婦人科医講演会(３学年) １８日(月) 海の日，みなと祭（よしこの塩竈参加）

ＰＴＡ専門委員会，第2回ＰＴＡ本部役員会 ２０日(水) 弁当日，学年集会，県中総体壮行式
７日(水) 市教研教科外部会(４時限，部活動なし) ２１日(木) 夏季休業(～８月２３日(火))

スクールカウンセラー来校日 ２２日(金) 県中総体（～２５日(月)）
１１日(月) 東京アカデミックアンサンブルコンサート ２６日(月) 三者面談(全学年,８月２日(火)まで)

フリー参観期間〔１１日(月)～１３日(水)〕 ３０日(日) 吹奏楽コンクール県大会
１３日(水) 進路説明会（３学年）

※６月２８日(火)現在の予定です。変更時は配信メールやおたよりで随時，お知らせします。
※週末や夜間に学校に緊急連絡がある場合は，〔080(2611)8732〕に連絡をお願いします。
※スクールカウンセラーによるカウンセリングの申込みは，第一中学校〔022(362)1321〕に電話し，
内線でカウンセリング室につなぐようお申し付けください。



令和４年度 転入職員紹介 その2

第２号では今年度本校に異動して参りました教職員を紹介しましたが，今回は
事務職員や業務員，７月から勤務することに決まりました非常勤講師について
紹介いたします。

大槻 洋平（おおつき ようへい） 事務長
石巻市立釜小学校より赴任しました。出身は気仙沼市（旧

本吉町）なので宮城県沿岸部に縁があるようです。利府町に
１２年住んでいますが隣の塩竈市とは関わりが少なかったの
でこれを機会に塩竈のことが知りたいなと思っています。
生徒の皆さんが勉強に部活動に安心して取り組めるよう少

しでも役に立てるように頑張ります。どうぞよろしくお願い
します。

※大槻先生は職員室の隣の事務室に常駐しています。就学
援助の手続きや鉄道の学生割引証の発行等を行います。

櫻田 浩章（さくらだ ひろあき） 事務官
今年度よりお世話になります櫻田浩章と申します。昨年度

までは近くの玉川中学校でお世話になっており，塩竈市では
３年目となります。
事務室から一中生の元気な姿を見て，日々の業務を頑張っ

ていきたいと思います。

※櫻田先生も事務室の勤務となります。授業で使用する学
校の備品や生徒が使用する副読本，教材等の準備の手続
きを行っています。

佐々木 秀之（ささき ひでゆき） 業務員
令和４年度より一中に赴任することになりました，佐々木

秀之と申します。昨年度は市内の杉の入小学校でお世話にな
っていました。
学校の施設をきれいにして参りますので，どうぞ，よろし

くお願いいたします。

※佐々木さんは，毎日の校庭の草刈りや生徒の熱中症防止
のための天窓ネットの設置，教室への新聞類の配付，施
設の修繕等，生徒の学校生活に直接支援する業務を行っ
ています。

北田 一晃（きただ かずあき） 非常勤講師
７月よりお世話になります，英語を担当する北田一晃です。

長年，秋田県の高校で教鞭をとっておりましたが，約１年前
に仙台に来ました。これまで高校では主に受験指導や国際交
流を担当していました。
教えることが好きで，生徒が分からないところを分かるよ

うになった時の表情を見ると幸せな気分になります。至らな
い点もあると思いますが，よろしくお願いいたします。

※北田先生には７月から毎週火曜日の午前中と金曜日に勤
務することになりました。１年生英語（早坂藍担当）の
授業に補助で入ります。また，うしお学級の２年生英語
や，１年生の通級学級の授業も今後行う予定です。



定期考査に向けて～放課後学習会～

６月２８日に行われた第１回定期考査に向け
て，本校では１週間前となる２１日から部活動
が停止になり，考査期間に入りました。毎年，
この期間の放課後には各学年の教員を中心に放
課後の学習会が開かれ，多くの生徒が放課後も
学校に残ってテスト勉強を行っています。
しかし，今年度の放課後学習会では，体育祭

の応援活動等で築いた，学年を越えた縦割活動
の絆を継続し，３年生が１，２年生の教室に行
き分からない問題の解き方等を後輩に教える活
動を行いました。
１，２年生は身近な先輩に気軽に質問するこ

とができ，終了時間になるまで一生懸命にテス
ト勉強に集中して取り組むことができていまし
た。
次回の放課後学習会は９月２日の第２回定期

考査に向けた部活動停止期間８月２９日以降に
実施される予定です。

塩竈市中学校水泳競技大会結果 （6月 17日）

○男子１００ｍ背泳ぎ ○男子２００ｍ背泳ぎ
第３位 馬渡 拓 1分 13秒 8(県出場 ) 第２位 馬渡 拓 2分 42秒 3(県出場 )

二地区合同陸上競技大会結果 （6月 23日）

○男子１年１００ｍ ○女子３年１００ｍ
第１位 若山 陸大 13秒 85(県出場 ) 第１位 鈴木 天音 14秒 24(県出場)
第５位 木村 琉生 14秒 28

○女子共通２００ｍ
○男子２年１００ｍ 第１位 櫻井 悠夏 30秒 44(県出場)
第２位 吉田 陽葵 12秒 43(県出場） 第４位 佐藤 秋那 32秒 25

○男子共通２００ｍ ○女子１年１５００ｍ
第２位 鹿又 嵩翔 26秒 16(県出場 ) 第１位 黒木 美遥 5分 57秒 92
第５位 本田 浩翔 29秒 23 (県出場)

○女子２・３年１５００ｍ
○男子共通４００ｍ 第２位 大友 櫻子 5分 39秒 12
第３位 加藤 晃杜 1分 05秒 61 (県出場 )

○女子共通１００ｍＨ
○男子２･３年１５００ｍ 第１位 森 実加 18秒 46(県出場 )
第４位 鈴木 心人 5分 32秒 54
第６位 尾形 桃弥 5分 42秒 23 ○女子共通走幅跳

第１位 鈴木 優恋 4m02㎝ (県出場 )
○男子共通リレー 第７位 佐藤 美悠 3m22㎝
第４位 若山･吉田 ･加藤･鹿又

50秒 32 ○共通砲丸投
○女子１年１００ｍ 第１位 佐藤 日和 7m24㎝ (県出場 )
第１位 中村 天榎 15秒 14(県出場)
第４位 平山梨愛梛 15秒 93 ○女子共通リレー

第１位 森･櫻井 ･中村･鈴木
○女子２年１００ｍ 55秒 98(県出場 )
第６位 赤間 凛 15秒 61


