
学校が，またスタートします

「新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底」

夏休みが終わり，本日から学校がまたスタートしました。
夏休み中は，陸上，水泳，体操を含め，１３種目で県中総
体に参加し，本校の生徒たちは塩竈地区の代表として大いに活躍しました。また，
陸上，水泳では東北大会まで，体操は神奈川県藤沢市で開催された全校大会まで
進出するなど，本校生徒の「輝き」が県外でも発揮されました。本校生徒の「勢
い」は高まるばかりです。

さて，これからの学校生活で最も重点的に取り組むものは「新型コロナウイル
ス感染症予防対策」となります。全国的な感染拡大にもれず，本県でも感染者が
急増しており，８月２０日から９月１２日を「まん延防止等重点措置」を適用し
ています。本校でもこの夏休み中に２名の生徒が感染しており，家庭内でも，父
母，兄弟姉妹等が複数感染するなど，その勢いは留まることを知りません。
つきましては，今後生徒たちに対し感染症予防対策を再度指導・徹底し，学校

内での感染やクラスターを極力つくらないように努めてまいります。また，ご家
庭でも感染症予防対策についてお子様にお声がけをお願いいたします。

＜特にご家庭にお願いしたいこと＞

１ 本人及び同居の家族，日頃往来のある親族等が「ＰＣＲ検査の対象者」
になった場合，出席停止となりますので登校しないようにお願いします。
また，学校への連絡も忘れず迅速にお願いします。

☆学校の連絡先☆
【０２２－３６２－１３２１，０８０－６０４２－１３２１（夜間・休日）】

２ お子様本人及び同居のご家族等にかぜ症状（発熱・咳・倦怠感等）があ
る場合，無理に登校せず，自宅待機をお願いします。出席停止となり，欠
席にはなりません。

３ 不要不急の外出を控えるようにお話しください。この夏休み中に，友人
宅への外泊やカラオケ・ゲームセンターへの入場，複数生徒での会食があ
ったという情報が入っています。帰宅後の生活や週末の行動についてご家
庭でもご指導をお願いします。

４ 登下校時のマスクの着用をお声がけ願います。校内ではマスクの着用を
徹底していますが，まだ登下校時にマスクを外している生徒がいます。

《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
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第２回学校運営協議会開催

今年度から本校は「社会に開かれた教育
課程」と「社会総掛かりでの教育の実現」
を目指し，コミュニティスクール（学校運
営協議会を設置した学校）として再スター
トしています。
７月１６日に開催した第２回学校運営協

議会では，学校側から７月までに実施した
学校行事について報告するとともに，今後
コロナ禍の中でどのように合唱コンクール
や修学旅行，うしおの光学習発表会等の学
校行事をを実施しようとしているのかを報
告しご意見やご助言をいただきました。
また，今回は「一中生のしおり」に記載されている髪型や指定靴，置き勉，

部活動の数等の校則の見直しについても学校側から問題提起をさせていただき，
委員の皆様と協議をさせていただきました。今後，本協議会で出されたご意見
を参考にさせていただきながら学校改善に努めてまいります。
なお，今回から新たに武田昌子様に学校運営協議会の委員に加わっていただ

いております。この場を借りてご紹介申し上げます。

学校のトイレの改修

昨年度から計画されていた本校舎と東校舎の
大規模トイレ改修工事が８月１７日から始まり
ました。竣工予定は令和４年１月末です。
計画では最初に１，２年生の使用する東校舎

の１～４階のトイレについて１１月まで工事を
行い，完成後にさらに本校舎の１～３階のトイ
レを１月末まで工事します。
これまで本校で生徒が使用してきたトイレは

和式のトイレの割合が多く，また，パーテーシ
ョンが破損し，施錠が満足にできない状態の個
室が多い状態でした。
大規模トイレ改修後はすべての個室が洋式トイレとなり，また東校舎のトイ

レには１～３階まで多目的トイレが併設されま
す。特に１階は自然災害時等に本校体育館が避
難所になった場合のために，オストメイトやベ
ビーチェアが設置された多目的トイレとなりま
す。さらに，蛇口の数が少なかった手洗場はト
イレの入口付近に蛇口を増設します。
現在，東校舎のトイレは上の写真の様に解体

され，現在はコンクリートの壁や床がむき出し
の状態になっています。
生徒は工事の間，東校舎のトイレが使えない

状態になります。その間，１，２年生は本校舎
２学年用仮設トイレ のトイレと１階生徒会室前に新たに各学年３台

ずつ設置した水洗の仮設トイレと手洗場を使用することになります。
本日，生徒には使用するトイレと手洗場の場所の変更について説明をしまし

た。しばらくの間，不便な生活となります。何卒ご理解の上ご協力をお願いし
ます。



吹奏楽コンクール石巻･多賀城地区大会

７月１９日，吹奏楽コンクール石巻 ･多賀城地区大会が開催されました。昨年
度は新型コロナウイルス感染症対策のために中止となったコンクールですが，
今年度は１年ぶりに開催され，本校の吹奏楽部員３５名が出場し，見事銀賞を
獲得しました。
感染症対策のため様々な制約の中で練習を続け，コンクール当日には素晴ら

しい演奏を行いました。

吹奏楽部 ３年３組 相澤 莉心 さん

私は吹奏楽部の活動をとおして仲間の大切さや演奏をする
ことの楽しさを学びました。
一昨年の冬，新型コロナウイルスが流行したため，昨年の

コンクールは中止になってしまいました。私は昨年のコンク
ールに出場することの出来なかった先輩の分まで頑張ること
を目標に，日々の活動に励んできました。
先輩方の引退後，私は部長をやらせていただくことになり

ましたが，人数も多く先輩方が代々引き継いできたこの部活
動を自分がリードしていくことが出来るのか，不安を抱えて
のスタートでした。しかし，部員のため，部活動のために自
分らしく部を引っ張っぱろうと心掛け，活動してきました。
今年のコンクールは，部員数が増えたため，大編成での出場となりました。

部員一人一人が一生懸命取り組みました。コンクールまでたくさん悩んだり，
話し合ったり，時には思うような演奏が出来ず壁にぶつかることもありました
が，諦めずに頑張ることができたのは仲間がいたからです。支えてくれた同学
年や頼りになる後輩たちのお陰で，全員が一丸となってコンクールに挑むこと
ができました。惜しくも県大会に出場することはできませんでしたが，最後の
コンクールを無事終えることができて良かったと思います。
吹奏楽部の活動をとおしてたくさんのことを学びました。私自身も部長を経

験する中で大きく成長できたと思いま
す。部活動を終えて伝えたいのは感謝
の気持ちです。多くの人が支えてくれ
たからこそ，３年間諦めずに続けるこ
とができたと思います。私は先日のコ
ンクールで引退しましたが，これから
の生活においても吹奏楽部で学んだこ
とを生かし，目標に向かって進んでい
きたいと思います。

９月の主な行事予定
１日(水) 第2回定期考査部活動中止期間(～9月３日(金)) １８日(土) 市新人大会，実力テスト（３学年,４教科）
２日(木) 第２回定期考査(４時間目終了後下校) ２０日(月) 敬老の日
３日(金) 第２回定期考査(５時間目終了後下校) ２１日(火) 振替休業(９月18日分)
６日(月) 第２期時間割開始， ２２日(水) 新人大会予備日，弁当日

スクールカウンセラー来校日 ２３日(木) 秋分の日
１４日(月) 仙台地区英語暗唱弁論大会 ２４日(金) 職員会議(部活動なし)
１６日(木) スクールカウンセラー来校日 ２７日(月) 全校集会
１７日(金) 壮行式，実力テスト（３学年,１教科) ２９日(水) 生徒会役員選挙，部会の日（部活動なし）

※８月２３日(月)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(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。



宮城県中学校総合体育大会 結果

○バドミントン ○水泳
【男子団体戦】 第３位入賞 【男子競泳】
・１回戦 塩一中 ２－０ 岩沼中 ・１００ｍ平泳ぎ
・２回戦 塩一中 ２－０ 生出中 第３位 ３年 長澤 昂樹 1分 10秒 45

・準々決勝 塩一中 ２－０ 学院中 【東北大会出場】
・準決勝 塩一中 ０－２ ウルスラ中

【女子競泳】
【女子団体戦】 ベスト８ ・８００ｍ自由形
・１回戦 塩一中 ２－０ 長町中 第７位 ３年 馬渡 沙希 10分 32秒 13
・２回戦 塩一中 ２－０ 東仙中 ・２００ｍバタフライ
・準々決勝 塩一中 ０－２ ウルスラ中 第８位 ３年 馬渡 沙希 ２分46秒 74

○陸上競技 【男子飛込競技】
【男子】 ・学校総合 第１位 ８点（出場１校）
・３年１００ｍ ・飛板飛込
第１位 ３年 熊谷 禅 11秒 45 第１位 ３年 相澤 侑亮 160.45点

【東北大会出場】
○柔道

・２･３年１５００ｍ 【男子個人戦】
第３位 ３年 田中 優輝 ４分17秒 10 ・６６kg以下級

【東北大会出場】 第３位 ３年 渡邊 陸

【女子 】 ・７３kg以下級
・３年１００ｍ ベスト８ ３年 木村 仁
第５位 ３年 橋本 連 13秒 51

・９０kg以下級
○体操 ベスト８ ３年 奥村 雅士
【男子総合】
・第３位 ３年 渡邉 理仁 ○剣道

【東北大会出場】 【男子個人戦】
（鞍馬 第２位，跳馬 第４位，ゆか 第４位，鉄棒 第４位） ・ベスト８ ３年 阿部 一路

東北中学校総合体育大会 結果

８月８～９日に東北中学校総合体育大会が開催され，本校からは 陸上競技に２
名，水泳に１名，体操に１名の合計４名の生徒が出場しました。
その結果，体操と水泳では上位入賞を果たし，体操競技に出場した渡邉理仁さん
は８月１９･２０日に行われた全国大会に出場しました。

○体操 ○陸上競技
・男子総合 【男子】
第５位 ３年 渡邉 理仁 ・３年１００ｍ予選

【全国大会出場】 ３年 熊谷 禅 12秒 30

○水泳 ・２･３年１５００ｍ予選
・男子１００ｍ平泳ぎ ３年 田中 優輝 ４分23秒
第６位 ３年 長澤 昂樹 １分10秒 16


