
市水泳大会･市陸上大会･市駅伝大会

６月２２日に四地区合同水泳競技大会（セ
ントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール），６月
２８日には二地区合同陸上競技大会（弘進ゴ
ムアスリートパーク仙台），７月７日には市
駅伝競技大会（加瀬沼公園）と，大きな大会
が続けて開催されました。
昨年度は新型コロナウイルス感染症予防対

策のために，常設部の参加だけであったり，
大会ではなく記録会としての開催だったりと
さまざまな制約の中での大会運営を強いられ
ましたが，今年は例年に近い形での開催とな
り，各競技会場では熱戦が繰り広げられました。
その結果，本校の生徒たちは，陸上競技でリレーを含め２４種目，水泳競技で

も６種目の入賞を果たし，市中総体に引き続き，多くの生徒が県大会出場を決め
ました。
詩人坂村真民の詩の一節に「念ずれば花開く」という言葉が出てきます。この

言葉の意味は，「目標をもち，一生懸命祈るように努力をすれば，自ら道は開ける，
夢や願いが叶う」というものです。大会当日はもちろんですが，大会に至るまで
の生徒たちの練習に取り組む姿勢は，まさにこの「念ずれば花開く」に通じるも
のがありました。一中生の頑張りは，私たちの誇りそのものです。

水泳大会・陸上大会･駅伝大会を振り返って
水泳部 ３年４組 長澤 昂樹 さん

私たち水泳部はそれぞれがお互いを仲間，そしてライバルとして支え合い，
高め合ってきました。どんな練習でも「勝
つため」と努力し続けて来れたのは水泳部
のメンバーの存在が大きかったのだと思い
ます。昨年度は中総体や新人大会ともに両
方が中止となり，東北大会出場という目標
を失ってしまいました。
その悔しい思いを今年の中総体でぶつけ

るという強い気持ちの中で臨んだ市中総体。
一人一人がこれまでとは違う思いがありま
した。今まで支えてくれた方々に結果で恩
返しするという気持ちが大きかったのだと

思います。この大会は全力を出し切ることができた大会でした。
しかし，私たちの目標は市中総体優勝ではありません。県中総体優勝，そし

て全員で東北大会に出場することです。３年間の全てを出して１つの集大成と
して悔いの残らない試合にしたいと思います。一生懸命に頑張ってきます！

《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
公式ホームページＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｏｇａｍａ１－ｊｈ．ｓｈｉｏｇａｍａ．ｅｄ．ｊｐ

塩竈市立第一中学校 学校だより 令和３年７月２０日 第６号



陸上部 ３年３組 中澤 千世 さん
私達陸上部は普段１４人で練習を頑張って

います。先日の陸上大会では，陸上部以外の
生徒も参加し，１位８枚，２位４枚，３位１
枚とたくさんの賞状を持ち帰ることができま
した。（個人の賞状とリレーの賞状含む）
しかし，陸上部としての改善点は今回の市

中総体を通していくつか見えてきました。部
活動内の雰囲気づくりや行動の遅さ，そして
大会や競技に対する真剣さが足りないことで
す。県大会の目標は，①出場者全員が入賞す
ること，②３年生全員が東北大会出場を果た
すことです。残り少ない練習を大切にして，部員全員が悔いのないレースがで
きるようにしたいです。県大会も応援をよろしくお願いします。

男子駅伝部 ３年２組 田中 優輝 さん
私は駅伝大会を通じて成長しました。みん

なで協力し，声を掛け合うことで，日々の練
習を頑張ることができました。走るのが楽し
くて練習を頑張ることができたのは，仲間の
お陰だと感じています。
朝早く起きて練習することはとても大変だ

と思うこともありましたが，仲間がいたお陰
で練習も辛く感じることはなかったです。大
会当日はとても不安でしたが，仲間と話をす
ることで不安が無くなり，やる気がわいてき
ました。キャプテンとして役に立てたか，分
かりませんが，メンバー１６人のみんなと大
会に出ることができて楽しかったです。結果
は負けてしまい，悔しかったし，県大会に向けてみんなともっと練習したかっ
たけれど，駅伝を通して仲間と頑張ることができたことやキャプテンを務める
ことができて本当に楽しかったことなど幸せなこともありました。来年は絶対
勝てると信じています。

女子駅伝部 ２年２組 志野 夏紀 さん
私たち女子駅伝部は団体３位という結果でした。目標である優勝はできませ

んでしたが，区間賞を３つ取ることができま
した。みんな朝練習や放課後の練習を大会当
日まで一生懸命に頑張ってきました。普段は
皆違う部活ですが，日を重ねるごとに仲良く
なり，大会当日はチームが心を一つにして大
会に挑めたと思います。大会当日は大雨で日
程が変わりましたが，一人一人が練習をした
成果を発揮できたと思います。緊張している
仲間や走っている仲間に励ましの声や応援の

声掛けをしてい
ました。走って
いるときのその
応援の声が力となり，あともう少し頑張ろうと思
えました。
駅伝に向けての朝や放課後の練習で，駅伝練習

に取り組む前よりも体力がついたと思います。今
回は優勝できなかったので，来年は優勝できるよ
うに頑張ってほしいです。



四地区合同水泳大会結果 （6月 22日）

○男子２００ｍ個人メドレー ○女子８００ｍ自由形
第１位 長澤 昂樹 2分 25秒 5【県】 第１位 馬渡 沙希 10分 37秒 1【県】

○男子１００ｍ平泳ぎ ○女子２００ｍバタフライ
第１位 長澤 昂樹 1分 11秒 3【県】 第２位 馬渡 沙希 2分 51秒 0【県】
第２位 大友 広清 1分 13秒 6【県】

○女子優秀選手 馬渡 紗希
○男子２００ｍ平泳ぎ
第４位 大友 広清 2分 45秒 7【県】 【県】は県大会出場

二地区合同陸上競技大会結果 （6月 28日）

○男子１年１００ｍ ○女子１年１００ｍ
第１位 吉田 陽葵 13秒 04【県】 第２位 櫻井 悠夏 15秒 32【県】

第５位 赤間 凛 15秒 89
○男子２年１００ｍ
第６位 目々澤 舜 14秒 61 ○女子２年１００ｍ

第１位 鈴木 天音 14秒 26【県】
○男子３年１００ｍ
第２位 熊谷 禅 11秒 97【県】 ○女子３年１００ｍ
第４位 菅原 伯 13秒 36 第１位 橋本 連 13秒 56【県】

○男子共通２００ｍ ○女子共通２００ｍ
第１位 上野 遥羽 26秒 67【県】 第４位 佐藤 秋那 33秒 56
第３位 目々澤侑吏 27秒 22

○女子共通１００ｍＨ
○男子共通８００ｍ 第１位 森 実加 21秒 79【県】
第２位 鹿又 嵩翔 2分 24秒 81【県】
第７位 山路 心優 2分 39秒 46 ○女子共通走幅跳

第１位 中澤 千世 4ｍ 49 【県】
○男子１年１５００ｍ 第２位 鈴木 優恋 3ｍ 65 【県】
第６位 鈴木 心人 6分 17秒 74
第７位 尾形 桃哉 6分 25秒 47 ○共通砲丸投

第４位 佐藤 日和 6ｍ 38
○男子２･３年１５００ｍ
第１位 田中 優輝 4分 28秒 40【県】 ○女子２･３年１５００ｍ
第４位 加藤 蒼太 4分 59秒 22 第４位 小岩 幸音 5分 37秒 75

第６位 佐藤 美唯 5分 57秒 28

○女子共通リレー
第１位 中澤･橋本･鈴木･櫻井

54秒 14【県】

【県】は県大会出場

塩竈市中学校駅伝競走大会結果 （7月 7日）

○男子 第４位 ○女子 第３位
１区 鈴木 鉄平 11分 6秒 76 ３位 １区 小岩 幸音 12分 39秒 12 ４位

２区 鹿又 嵩翔 11分 12秒 10 ４位 ２区 大友 櫻子 6分 17秒 83 １位○区
３区 山路 心優 11分 37秒 66 ４位 ３区 志野 夏紀 6分 49秒 36 １位○区
４区 鈴木 滉大 11分 27秒 76 ４位 ４区 佐藤 美唯 6分 31秒 34 １位○区
５区 加藤 蒼太 11分 20秒 08 ４位 ５区 鈴木乃々香 12分 51秒 11 ３位

６区 田中 優輝 9分 54秒 31 １位○区 ※○区 ：区間賞



東京アカデミックアンサンブルコンサート

７月１２日(月 )，東京アカデミックアンサン
ブルの６名の皆さんが来校し，各学年ごとに
３回の演奏会を開いていただきました。
普段聴くことのできない生の演奏に生徒たち

は真剣に耳を傾けていました。公演後に３年生
が書いた感想を掲載します。

３年１組 松橋 幸斗 さん
「白鳥の湖より」が本当にジブリの映画を見て
いる感じになってすごく聴いていて楽しかった

です。あと，「虹」を歌っていた稲村なおこさんがとてもきれいな歌声だったの
で感動しました。元二小生の人達は毎月１つの学年が歌を発表する音楽集会で
「虹」を歌ったことがあり，思い出の歌なので懐かしく思いました。

３年３組 相澤 莉子 さん
鑑賞して，最初の音からプロの方々は本当にすごいなと改めて思いました。

アンサンブルは指揮がなくて難しいですが，強弱や速さが揃っていて聴いてい
て驚きました。吹いている方の姿勢や動きから，音楽を心から楽しんでいるの
だなと感じました。聴いている人の心を動かすというのはこういうことなのだ
なと学ぶことができました。今回の演奏を聴いて学んだことをコンクールに生
かせるよう一生懸命に練習したいです。

新型コロナウイルスワクチン接種の意向調査

塩竈市教育委員会教育総務課

市内中学校の保護者を対象に新型コロナウイルス
ワクチン接種の意向アンケートを実施しました。７
月１６日現在で約７３％の方が接種を希望するとい
う結果になりました。
塩竈市では１２～１５歳のワクチン接種は個別

（医療機関）で，保護者同伴を基本としております。
市のホームページか公式ＬＩＮＥから予約をお願い
します。また，二市三町内であれば塩竈市外のかか
りつけ医での接種も可能です。その場合は個別に医
療機関へのご連絡をお願いします。

８月の主な行事予定
２日(月) 三者面談最終日 ２４日(火) 学年集会，実力テスト（３教科），

〔７月２６日(月)～，計６日間〕 部活動なし
７日(土) 日直を置かない期間（～１６日(月)まで） ２５日(水) 実力テスト（２教科），各種委員会
８日(日) 山の日 6校時目合唱練習（～９月８日(水)）
９日(月) 休日 ２６日(木) スクールカウンセラー来校日

１８日(水) アルカス☆塩釜 総会 ２８日(土) 第2回定期考査期間(部活動中止,～9月３日(金))
２３日(月) 夏季休業最終日，部活動なし ３０日(月) 市英語暗唱弁論大会，５時間授業

※７月２０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。
※９月２日(木)，３日（金)には第2回定期考査が行われます。第2回定期考査の出題範囲は夏休み前に各
学年で配布しております。
※週末や夜間，日直を置かない期間に学校に緊急連絡がある場合は，〔080(6042)1321〕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。


