
今年もよろしくお願いします

新しい年が始まりました。昨年度からの二期制施行に伴い，
本日は全校集会を実施しました。集会では高野校長から，３
年生は卒業式まで一日一生，仲間との絆を力に輝ける未来に
向かって信じる道を進んでいこう，２年生にはこれから最高
学年になるためにリーダーとしての資質を磨いていこう，１
年生には仲間を大切にしながら繰り返し挑戦していこう，と
新年の話がありました。３月までの短い期間ですが，生徒には今年度の活動をま
とめ，見通しをもち来年度に臨むことができるようにしてほしいと思います。

３年ぶりに校内合唱コンクール開催！
本校の校内合唱コンクールはコロナ禍により２年

間中止してきました。しかし，今年度は１１月２日
に七ヶ浜国際村で開催することができました。
ホールには収容人数の半分という厳しい入場制限

が設けられていたため，午前に１，２年生，午後に
３年生が合唱する二部制で実施し，また，保護者の
方々の入場も体育祭同様に３年生のご家族１名とさ
せていただきました。大変残念なことですが，生徒
が安全に行事を行うためにご協力いただきましたこ
とに深く御礼を申し上げます。
次に全学年が初めて取り組んだ合唱コンクールへの感想を掲載いたします。

１年１組 大友 佑娃 さん
合唱コンクールで頑張ったことはみんなで協力してきた今までの成果を発揮

できるように努力したことです。初めは音程や声を合わせることが難しくてち
ゃんと練習が出来ていませんでした。でもちょっとずつ出来るようになってい
き，「最優秀賞をとる」という大きな目標に向けて頑張りました。当日は緊張し
て声を出してきれいに歌えているか，歌詞を間違わないかとても不安でした。
しかし，みんな大きな声を出しきれいに歌えました。先生に言われた，伸ばす
ところや切らないところなども出来て良い合唱になったと思いました。先輩方
や他の学級も上手でびっくりしました。来年は学級が変わってしまうけれど，
新しい学級で最優秀賞を取れるように頑張りたいです。

１年２組 菅沢 龍輝 さん
僕は小学生の時から指揮をやってみたいなと思っていて，今回指揮者に立候

補しました。初めの方はみんな練習に乗り気ではなく，指揮が上手くいかずト
ラブルが起きたりしました。でも寛人先生やパートリーダー，実行委員が声を
掛け，みんな少しずつやる気が出てきました。自分もやる気を出さないと ･･･と
思い，毎日必死に練習しました。最後の日，みんなでやるからには賞を全部取
ってこよう !!と誓いました。本番の日は伴奏者賞や最優秀賞も含め，賞を全部
取るという目標を達成できました。僕の指揮者賞も学級のみんなのお陰です。
指揮の練習を頑張り，みんなとの思いが詰まった最優秀賞の受賞が僕の心に残
りました。

１年３組 市川 愛唯 さん
合唱コンクールで頑張ったことは３つあります。１つ目は自由曲の伴奏です。

難易度が高く，多い時で１日２時間以上練習をしました。本番ではソロの間奏
を上手く弾くことができました。伴奏者賞が獲れなくて悔しいですが，来年も
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伴奏にチャレンジしたいと思います。２つ目は音程の取りにくいアルトパート
を歌ったことです。練習でも苦戦しましたが，本番ではしっかりと音程は取れ
ていたので良かったです。３つ目は他クラスの合唱を聴いたことです。他のク
ラスのすごいところを感じたり，来年に生かせそうなことを考えながら聴くこ
とができました。今年の合唱コンクールでは入賞はできませんでしたが，来年
は入賞できるよう頑張ります。

２年１組 引地 凜桜 さん
合唱コンクールで頑張ったことは伴奏と歌うことを両立できたことです。伴

奏では強弱やなめらかに弾くところを意識して弾けました。練習で伴奏が止ま
ってしまった時は焦って戸惑いましたが，みんなが歌い続けてくれたため，伴
奏を入れるタイミングが分かり安心しました。本番は少し間違ってしまったけ
れど，最後まで弾けて良かったです。歌うところではパートの仲間と力を合わ
せて歌いました。一部の人だけが歌うのではなくて，みんなが合わせて声を出
して歌い，本番でも声をしっかりと出せて嬉しかったです。クラスで協力し最
優秀賞がとれたので，とても嬉しかったです。

２年２組 櫻井 悠夏 さん
最初は歌詞を見ながらでないと歌えず声も小さい状態でした。しかし，先生

からアドバイスをもらい，放課後練習では自分達の課題を見つけて歌い方を直
すうちに，段々と良くなりみんなの団結力も高まりました。本番ではみんな緊
張していましたが練習の成果を出し切れたと思います。結果は残念でしたが，
練習を重ねてクラス全員が成長できたと思うし，本番は今までで一番良い合唱
になったのではないかと思います。今回のコンクールを通して，今後の生活の
態度や言動が良くなると思うし，前よりも仲良く楽しいクラスになれると思い
ました。

２年３組 鈴木 優恋 さん
３組がどうすれば足りない部分が直るのかを考え，何度も練習しました。積

み重ねるうちに３組のみんなの声や思いが強くなってきました。私はパートリ
ーダーなので良い合唱にするためにアドバイスもしました。嫌われたかな？間
違っていないかな？など不安な気持ちにもなりました。でもみんなが熱心に練
習に取り組んでくれ，私ももっとできることはないかな ･･･と前向きな思考にな
ることができ，改めて仲間は大切だなと感じました。本番では望んでいた結果
にはならなくて，ボロボロ泣きたかったけれど，どこのクラスよりも頑張った
と思うので後悔はありません。

３年１組 山路 心優 さん
合唱コンクールで頑張ったことは休みの人が多いけれど本番に向けて誰も練

習の手を抜かなかったことです。普通なら気分が落ちるところでもクラスのみ
んなは最後の最後までやる気に満ちあふれていました。自由曲の本番はＣＤに
合わせることになりました。本番まではずっとピアノに合わせて練習してきた
ので，最初は内心焦っていました。難しかったのですが，歌い終わった後は達
成感がすごく，思い出に残る合唱になりました。最初で最後の合唱に全力で取
り組めてとても良かったなと思いました。

３年２組 佐藤 蒼空 さん
心に残ったことはみんなの頑張りや成長を感じられたことです。そして最優

秀賞を取れたことです。練習は修学旅行前から行いましたが，声が出ない ,合わ
ない，一人一人のやる気が見えない時期もありました。しかし，諦める人はい
ませんでした。パートリーダーや実行委員，先生などと何度も話し合い，全員
でビデオを見たり教え合ったり ･･･悩むこともあったけれど，結果を残せて本当
に嬉しく思います。先生方や後輩の応援があったからここまで出来ました。本
当に「ありがとう」の気持ちで一杯です。

３年３組 佐藤 菜好 さん
合唱コンクールで頑張ったことは苦手なことを克服しようとしたことです。

私にとって人前で話すことは苦手なことで，これを克服したいと思い実行委員
長になりました。すごく大変でしたが，活躍する人を見る側から活躍する側に
なれたのでとても達成感を感じました。コンクール当日はクラス紹介の時から
足の震えが止まりませんでした。歌う場所に戻っても震えが収まらなくて焦り
ました。今まで真剣に取り組んできたからこその緊張でした。歌っているとき
は皆で考えたストーリーを思いながら感謝の気持ちで歌いました。仲が良くお
互いを支え合える３組で合唱できて本当によかったです。



３年４組 森谷 琉生 さん
はじめは不安な気持ちが強かったけれど，最後にはとても良い形で終われま

した。最初は技術面だけでなくクラスの雰囲気に強い不安を感じました。しか
し，中間発表後にクラスが急にまとまり，パートリーダーや指揮者，伴奏者の
アドバイスを基に改善点を練習しました。当日朝の練習でも何度も歌いました。
地域の高齢者の方に贈る動画撮影のときに，練習にあまり積極的ではなかった
仲間の歌声が聞こえ，嬉しい気持ちになりました。今回は賞を取れませんでし
たが，声の強弱や伸ばすところを意識して歌うことができ，みんなの心がつな
がったと思うので，４組の合唱コンクールは成功したと思います。

第２学年 立志式

１１月２５日に第２学年では立志式を実施しました。昨年度は各学級ごとに
教室に分かれて開催しましたが，今年は感染症対策を十分に行い，体育館に２
学年の生徒全員が参集して開催しました。会場では学級ごとに生徒が登壇し，
一人一人がこれからの自分の在り方や将来への意気込みを堂々と発表しました。
また，会場では生徒が今後大切にしたいことや心掛けについて色紙に書いた言
葉を掲げたスライドも映写しました。当日はたくさんの保護者の皆様にもご来
校いただき，生徒たちの熱い思いを聞いていただきました。

うしおの光学習発表会

１学年の生徒が９月から総合学習「地域の文化に学ぶ」
の講座でそれぞれ学習していることは既にお伝えしてい
ましたが，１２月２日にその成果を発表する「うしおの
光学習発表会」が行われました。
当日は，体育館で「太極拳で身体づくり」と「箏の音

を響かせよう」「俳句を楽しもう」の発表を行い，その後
各教室でｉ Padを使用して「伝統切り絵」や「ちぎり絵に
挑戦」，「心を贈る絵手紙」の発表が行われました。
生徒は講師の先生方の見守る中で，制作した作品やこ

れまでに学んだ技能や表現を一生懸命に披露していまし
た。
当日は平日にもかかわらず保護者の皆様にも多数お越

しいただき，生徒を励ましていただきました。感謝申し
上げます。

塩竈市中学生国際交流事業

１２月２４日から４日間の日程で行われ，本校から４名
の２年生が参加しました。今年度は沖縄県に行き，ホスト
ファミリーとの留学体験やひめゆりの塔，ＪＩＣＡを訪問
し，展示見学や海外協力の体験談を聞く等の研修を行いま
した。写真は本校の参加生徒が佐藤副市長に到着の挨拶を
している様子です。塩竈市長への報告会は３回の事後研修
の後，３月４日に行われる予定です。



各種大会・コンクール入賞生徒紹介

現在までに結果が届いている，各種大会・コンクール等の入賞生徒を紹介します。

○仙台地区読書感想文コンクール ○全国中学生人権作文コンテスト塩釜地区大会
・自由読書 優秀賞 ３年岩崎結愛 ２年髙橋宗也 ・優秀賞 ２年榊原ひなた
・課題読書 優良賞 ２年山家真穂

○中学校選抜塩竈市ソフトテニス協会長杯
○市熱中症対策標語コンテスト ・男子団体２位トーナメント１位
・最優秀賞 ２年阿部莉子 ２年髙橋宗也 ２年齋藤蓮 ２年串岡滉
・優秀賞 ２年鈴木陽斗 ２年髙橋宗也 １年三浦成海 １年吉田雅明 １年山崎善

○全国地域安全運動防犯ポスター ○県中学校総合大会スピードスケート競技
・市優秀賞 ・女子１０００ｍ３位 阿部心音１年
２年後藤羽琉 ２年串岡滉 ２年櫻井悠夏 ・女子５００ｍ３位 阿部心音１年
２年菊地藍 ２年榊原ひなた ２年結城あおい
２年大友櫻子 ２年勝茉奈弥 ○明るい選挙啓発ポスターコンクール

・県優秀賞 ・市入選
２年海老恋花 ２年熊谷ののか ３年内形真那 ３年岩崎結愛 ３年佐藤菜好

３年内海夢彩 ３年佐藤有華 ２年結城あおい
○仙台地区中学校弁論大会 １年今野七海
・優秀賞 ３年岩崎結愛

○福祉の心作文コンクール
○東日本自動車学校杯ソフトテニス大会 ・最優秀賞 ２年大友櫻子
・男子２位トーナメント ・優秀賞 ２年石川悠加 ２年鈴木陽斗
第１位 ２年髙橋宗也 ２年齋藤蓮 ・入選 ２年成田清人 ２年佐藤錬 ２年鈴木遥斗

・女子敗者復活トーナメント
第１位 １年菊池心菜 １年鈴木心渚 ○アンサンブルコンテスト予選地区大会

・打楽器六重奏 金賞 【県大会出場】
○全国小中高児童生徒川開き書道展 １年穂積由衣 ２年蒲池泉 １年阿部心音
・準大賞 ３年土井さゆり ２年亀山雫 ２年野間侑來
・金賞 ２年菊地藍
・銀賞 ２年海老恋花 １年黒木美遥 ・管打楽器八重奏 金賞 【県大会出場】

１年國吉美桜 ２年住山寛奈 ２年榊原ひなた ２年小幡心子
・銅賞 ２年柏原詩音 １年久保琉莉亜 １年植木智香 １年沖陽太 ２年小笠原瑞歩

１年志野友俐 ２年内海琴音 １年相澤眞心

○県小中高等学校作曲コンクール塩竈地区予選 ・木管八重奏 銀賞
・入選 ３年小野莉紗 ３年鈴木結奈 ２年高橋あさみ １年河鰭心花 ２年丹治星綾

１年阿部心音 １年植木智香 ２年熊谷ののか ２年渡邊彩乃 １年佐藤花音
２年古瀬由真

○県造形教育作品展
・入選 ３年内形真那 ３年菅沢心優 ○東北中学校体育大会東北中学校スケート・アイスホッ

ケー大会
○県中学校体操競技・新体操新人大会 ・女子３０００ｍ６位 阿部心音１年
・体操競技女子個人
総合６位 ２年我妻咲空 ○明るい選挙啓発ポスターコンクール
（平均台５位,ゆか６位,段違い平行棒６位,跳馬７位) ・県佳作 ３年内形真那

○県中学生柔道新人体重別選手権大会 ○土砂災害防止に関する絵画･作文コンクール
・男子５０ｋｇ級３位 １年菅沢龍輝 ・佳作 ２年葛西哉多
・男子７３ｋｇ級３位 ２年小山蒼翔
・男子９０ｋｇ超級２位 ２年川村悠大郎

中古制服情報（ＰＴＡより）
ＰＴＡで行ってる中古制服の販売について，１２月末の在庫状況をお伝えし

ます。もし，不用となる制服がありましたら，ぜひご協力をお願いいたします。

１月の主な行事予定
１日(日) 元旦 １２日(木) 各種･中央委員会，スクールカウンセラー来校日
４日(水) 閉庁最終日 １９日(木) スクールカウンセラー来校日
９日(月) 冬季休業最終日 ２０日(金) 英検

１０日(火) 実力テスト(３教科),弁当日 ２５日(水) 職員会議
１１日(水) 実力テスト(２教科),３年弁当日 ２６日(木) スクールカウンセラー来校日

私立推薦入試，第4回ＰＴＡ本部役員会 ３１日(火) 私立Ａ日程入試，中学生に聞いてみる会

※休日及び夜間に緊急連絡がある場合は学校携帯〔080(2611)8732〕に連絡をお願いします。
※配信メールの再登録の方法が分からない場合は学校にお問い合わせください。
※カウンセリングの申込みは，本校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。

男子上着 男子スラックス

サイズ 155A 160A 160B 165A 165B 170A 175A 180A 185B 64 67 70 73 76 79 82 85 92 96

在庫 ２ ２ １ １ １ ３ １ ２ １ ２ ３ ４ ２ ２ ４ ２ １ １ １

女子上着 女子スカート

サイズ 150A 155A 160A 165B 60 63 66 69 72

在庫 １ １ ２ １ ３ ８ ５ ８ ４


