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ご理解とご支援に感謝申し上げます

校長

有見 正敏

長かった２学期も今日の終業式で終わりになります。子どもたちは、それぞれが今学期の成果と冬休みへの期待を胸に秘
め、家族の笑顔とねぎらいや励ましの言葉を期待しながら学校からの帰路につくことでしょう。
２学期の一中での教育活動を振り返ってみますと、駅伝大会、合唱コンクール、新人大会、うしおの光学習発表会などの
行事がある中、子どもたち自身が力一杯取り組み、その中でしっかりと成長してきたように感じています。特に、うしおの光学
習発表会では、地域の方々や子ども同士の触れ合いを通して、実際に体験したことをまとめ、堂々と発表することができまし
たこと、印象深く思っています。
これらの行事に都合をつけて参加していただいた保護者・地域の皆様には、心より感謝申し上げます。子どもたちにとりま
しても、それぞれの頑張りを見せる貴重な場面となりました。
明日から冬休みに入ります。ご家庭では、可能な限り家族の触れ合いを多くして、子どもの思いや考えていることをとらえ
てあげてほしいと思います。
皆様にとりましても平成２５年が、これまでにも増してよりよい年となりますよう祈念いたします。どうぞよいお年をお迎えくだ
さい。

第 ２ 学 期 終 業 式 式 辞 よ り

校長

有見 正敏

８２日間の二学期は今日で終わりです。皆さんにとってどんな２学期だったでしょうか。
８月２７日の始業式の時に、２つのことを頭に入れて取り組んでほしいということを話しました。一つは、目標を持つこと。二
つ目は生かすということでした。学習や生活、部活ではどんな目標を持って取り組んできたでしょうか。１学期に身に付けたこ
とを、どんなところで生かして取り組んできたでしょうか。振り返るということは、次のステップにもなります。
皆さんで、充実の２学期を振り返ってみたいと思います。
（中略）
このように、各行事への取組を通して、一中生の目指す生徒像である、「自ら学ぶ生徒、心豊かな生徒、たくましく生きる生
徒」の姿が随所に見られました。
また、生徒会活動においては、朝の挨拶運動、「アルカス」におけるいじめ撲滅運動の決意とその取組、そして、小学校へ
の呼びかけ。１２月１５日、老人介護施設へのボランティア訪問。お年寄りの方々に、たくさん喜んでもらいました。
○毎日の授業への真剣な取組
○部活動の練習やトレーニングに取り組む集中力、仲間を思いやる姿。
多くのよさや活躍している姿をたくさん見ることができました。これは、一人一人が一中生を良くしようという、強い意志と努
力の現れであると思っています。
次に、今後、一中生一人一人が、さらに大きな華を咲かせることができるように、二つのことを話します。（生徒会のスロー
ガンにもあります） 大きな華を咲かせるために、一つ目は、
□挨拶です。生徒会を中心に毎朝、挨拶運動をやっています。朝から気持ちのよい挨拶で始まる学校は、明るく楽しい学校
を思い浮かべます。皆さんは、一人一人自覚しながら、先生や友達に挨拶していると思います。
しかし、「自分から進んで」、「相手の目を見て」、となるとどうでしょうか。
残念ながら、私から見ると、全体的に、まだ合格点になるまでには、まだ一人一人、努力が必要だと思っています。
「口を開け、聞こえるように、相手の目を見て、毎日挨拶ができたらいいなあ」と思っています。
そうすれば、成績も必ず上がるはずです。３学期に期待します。
大きな華を咲かせるために、二つ目は、
□皆さんも知っている、サッカー選手、長友選手のことについて学んでほしいことの話をします。長友選手は、イタリアでプレ
ーを始めた当初、ある問題に直面します。日本から行って、まず環境が変わりました。試合でちょっとしたミスをすると、マスコ
ミは容赦なく非難しました。このようなことが続き、長友選手は、自分のプレ－ができなくなってしまったというのです。
その結果、試合には使われず、ベンチにいることが多くなりました。
長友選手は、その後、復活するのですが、どうしたと思いますか。長友選手は、いろいろと悩みました。その結果、「世界で
活躍する一流の選手たちは心がしっかりしている、自分もまずは心を鍛えなければと気付くのです。」
それは、「感謝」することでした。「ご飯を食べられるだけありがたい、今ここにいるだけでありがたい」と、すべてのことに「あ
りがたい」と考えるようになったのです。そう思うことを繰り返すことによって、心に余裕が生み出されて、本来のプレーを取り
戻すことができたのです。皆さんは、長友選手から何を学びますか。
最後に、新年に向けてということでお話します。平成２５年「巳年」を迎えるにあたり、新たな夢と希望をもってほしいというこ
とです。古い言葉に、「一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり、一生の計は人の少壮の時にあり」とあります。少壮とい
うのは、正に皆さんの年代です。新年に向け、大きな夢と具体的な目標をもって欲しいと思います。それでは、新しい年に、
希望に輝く元気な顔で会いましょう。
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◇宮城県造形教育作品展
入 選
３年 大島 日菜子
３年 鈴木 菫
◇宮城県小中高学校作曲コンクール塩竈地区予選
入 選
３年 大久 有紀子
３年 櫻井 綾花
２年 石井 芹奈
１年 須賀 ちえみ

３年 佐藤 若菜
１年 伊豆 和架奈

３年 大島 日菜子

◇塩竈市読書感想文コンクール
最優秀賞 ３年 鈴木 菫

２年 太田 岳志

２年 山内

２年 西畑 里菜

茜

優 秀 賞 ３年 岡﨑 倖尚
３年 大久 有紀子
３年 佐澤 和幸
１年 菊池 龍也
◇仙台地区中学校読書感想文コンクール
最優秀賞 ２年 太田 岳志
優 良 賞 ３年 鈴木 菫
２年 山内 茜
２年 西畑 里菜
◇２０１２年中学生芸術グランプリ ボーカル部門特別賞 ３年 大島 日菜子
◇ＳＥＩＢＵＮアートコンペティション 審査員奨励賞
３年 鈴木 菫
◇東北電力中学生作文コンクール 佳作
３年 大久 有紀子
◇剣道二段
３年 加藤千尋
３年 小林南海
３年 奥田風花
３年 大熊康介
３年 岡﨑倖尚
◇剣道初段
２年 中野美那
２年 鈴木みな
２年 後藤 敏
２年 相沢賢太朗 ２年 小原 尭
◇宮城県中学校新人剣道大会
２年男子個人 第５位
２年 相沢賢太朗
◇宮城県中学校選抜ソフトテニス大会
２位トーナメント
団体優勝 女子ソフトテニス部
◇宮城県バドミントン選手権大会中学校新人大会
女子団体 第５位
女子シングルス 第３位 ２年 熱海 咲良
女子ダブルス 第５位 ２年 後藤 ゆり ２年 我妻 春奈 組
◇宮城県バドミントン協会 優秀選手表彰
２年
熱海 咲良
◇多賀城市長杯争奪卓球大会 小中学男子シングルス 第１位
２年 奥田 大喜
◇東日本自動車学校杯ソフトテニス大会
女子１位トーナメント 第３位 ２年 高橋
女子１位トーナメント 第５位 ２年 西畑
男子３位トーナメント 優 勝 １年 石村
男子３位トーナメント 準優勝 １年 小野
◇やもとクロスカントリー 第２位 ３年 星
◇大河原クロスカントリー 完走賞
３年

布由美
里菜
裕太
翼
成 哉
東 諒

２年
２年
１年
１年

丹野
草刈
斉藤
細川

３年 星

えみり 組
惟那
組
裕斗
組
大樹
組

成哉

３年 相沢 浩久

生徒会でいじめ撲滅運動に取り組んでいます
ニュース等でご存じの方も多いと思いますが，生徒会を代表して，
太田会長と後藤，立川副会長の３名が12月11日に一小を，12月17日
に二小（二中とともに）を訪問しました。
全校朝会の時間に10分ほど時間をいただき，いじめをなくすために，
一中学区「いいとこ探そうよ」 大作戦や小学生版「いじめ撲滅スローガ
ン」について，提言をしてきました。
また，登下校中に会ったら，お互いにあいさつしようと呼びかけま
した。小学生の反応もよく，大きな反響を巻き起こしました。

１月の主な行事予定

お知らせ

1 月の生活目標「新たな希望と決意でスタートしよう。
」
月の生活目標
12月

１月

23日（日） 天皇誕生日
24日（月） 冬季休業日（～1/7まで）
25日（火）～26日（水） ウィンタースクール
８日（火） ３学期始業式 部活動休止
９日（水） 実力テスト 部活動休止
10日（木） 月曜日の授業
11日（金） 火曜日の授業
14日 （月） 成人の日
16日 （水） ３年私立推薦入試 月の授業 ３年弁当
17日（木） ＰＴＡ本部役員会
18日（金） 各種委員会
21日 （月） 職員会議 部活動休止
22日 （火） 入学説明会 高専推薦入試
28日（月） 私立高校Ａ日程入試 ３年 午前授業
30日（水） 私立高校Ｂ日程入試 ３年 午前授業

【小野金夫さんより昆虫標本寄贈】
本校同総会名誉顧問の小野金夫さんより，
蝶やクワガタムシなどの標本を10箱寄贈して
いただきました。アジアや日本各地で採集さ
れたもので，大変貴重なものばかりです。理科
教育等で活用してまいります。
【給食費・ＰＴＡ関係費の引き落とし】
１月１０日が本年度最終の引き落とし日とな
っております。残高不足にご注意願います。
休業中（閉庁日：12/29～1/3）の学校への非常連絡
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