
明日から冬休み！

明日から冬休みが始まります。今年は例年よ
り長い１８日間の休みとなります。
本日オンラインによる全校集会，学年集会，

学級活動で「冬休みの過ごし方」について生徒
たちに話しています。
特に感染症対策については，現在本県の感染

症のレベルはまだ「１」ですが，国内では新し
い変異株「オミクロン」への感染者も少しずつ
出てきておりますので，「不要不急の外出をし
ないこと」や「マスク・手洗い・換気の励行」，
「三密を避けること」など，ご家庭でもお子様
と確認をお願いします。
以下に，第１学年の生徒たちが９月から取り組んだ「地域の文化に学ぶ」の講

座に対する感想を掲載します。

１年１組 鈴木 陽斗 さん
うしおの光学習では俳句講座で市内を散策をした時に，塩竈について知らな

かったことを知ることができました。俳句をつくる時には講師の先生のアドバ
イスを参考にして良い作品を作ることができました。また，発表スライドづく
りの時には色々な問題が起き，大変で難しかったけれど，グループの仲間と協
力をして無事発表を行うことができて，とても良い体験になったと思いました。

１年１組 後藤 羽琉 さん
塩竈はあまり広い地域ではなく，伝統などはないと思っていました。しかし，

うしおの光学習では「切り絵」や「ちぎり絵」，「絵手紙」，「俳句」，「太極拳」
などがあり，伝統があるんだなと思いました。私が切り絵の体験をして感じた
ことはカッターを使って切っていくのが少し難しかったことです。最初の方に
切った「５枚もの」は，カッターの切れ味が悪かったり，慣れていないことも
ありあまり上手には切れなかったけれど，大きい作品は友達と４人で上手に切
れて良かったです。

１年１組 山家 真穂 さん
私は絵手紙の講座でした。自分の気持ちを

相手に伝えるのはどんな材料でも良く，素直
に伝えることが大切だということが分かりま
した。細かい部分を絵の具で塗ったり，新聞
紙をちぎったりするのは難しかったけれど，
集中して取り組むよい機会にもなり，とても
良い学習だったと思います。今回学んだこと
を使い，日々お世話になっている方々に絵手
紙で気持ちを伝えてみたいなぁと思いまし
た。

１年１組 佐藤 優夏 さん
１回目の時に講師の榊原先生が言っていた「私だけがこの塩竈で切り絵を切

っています」と聞いて，「ずっと一人で切り絵を切り，お店などに配っていたん
だ ･･･」と思いました。作品を作るのに頑張ったことは黒いところをきれいに切
り取ることです。理由はきれいに切り抜かないと和紙なので破けてしまうから
です。機会があれば年末に榊原先生の神社に行き，切り絵のお手伝いをしたい
と思いました。

《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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１年１組 丹治 星綾 さん
今回のうしおの光学習では今までに全然知ら

なかったことをたくさん教えてもらいました。
私は切り絵講座になりました。大きいサイズの
切り絵に挑戦する時には，一小出身の人達が多
く，交流もできました。みんなで細かいところ
をカッターナイフで切る時は榊原先生が言って
いたように用紙を回しながら切ることを心掛け
たらきれいにできたのでよかったと思います。
これから将来どのような場面でこの経験を生か
せるか分からないけれど，楽しい体験ができた
と思うので良かったです。

１年２組 鈴木 優恋 さん
「絵手紙」の１つの講座で何種類もの作品

を作ることができました。私が一番頑張った
作品は，紙皿の絵とちぎり絵です。ちぎり絵
は細かい部分を遠藤先生に教わった方法で制
作し，良い作品に仕上げることができました。
電子メールや電話だけではなく，絵や言葉で
気持ちを届けるのも良いと思いました。新年
などに送ってみたいと思います。

１年２組 榊原 ひなた さん
切り絵にはたくさん種類があって，その１

つ１つに意味や願いが込められているという
ことが分かりました。そしてこの切り絵が何年も伝わっていて，多くの方が大
切してきたものなんだと思うと，とてもすごいと思いました。

１年２組 髙島 駿之哉 さん
塩竈には色々な伝統や文化があって，たくさ

んの人が関わって今まで伝えてきたんだという
ことが分かりました。塩竈の伝統と文化を途絶
えさせないように自分達で守り伝えていく必要
があると思いました。

１年２組 住山 寛奈 さん
地域の方や地域に残る文化は大切にしなけれ

ばならないということを改めて感じました。絵
手紙の講座では四季の変化を感じ，秋をテーマ
に絵手紙を作りました。発表された作品の中に
は魚をテーマにした絵手紙もありました。
うしおの光学習では塩竈のことをもっと知り，

今度は自分達が地域に関わり，伝統を伝えたいと思えるようになりました。

１年２組 吉田 陽葵 さん
私は絵手紙の講座を受講しました。最初はあまり満足な作品が描けなかった

けれど，講師の遠藤先生が優しく丁寧に教えてくれて満足な作品をかくことが
できました。また，塩竈の伝統を楽しく学ぶことができ，よかったと思いまし
た。これからも色々な場面で今回学んだことを生かしていきたいと思いました。

１年３組 菊地 藍 さん
私は友達との活動を大切にしながら，う

しおの光学習を行い，友達と協力すること
や集中力を高めることを学びました。
切り絵や塩竈の文化に親しみをより深く

感じることができました。

１年３組 渡邊 彩乃 さん
みんなと楽しく作品を作れました。先生

も詳しく説明してくれたので，間違えずに
ずにちゃんとした作品を作れました。絵手
紙について，詳しく知れてよかったと思い
ます。自分も家でまた絵手紙を書いてみよ



うと思います。スライドづくりでも講師の先生の言っていたことやポイントを
上手くまとめることができてよかったです。

１年３組 鈴木 琉聖 さん
うしおの光学習を通じて感じたことは俳句の面白さです。言葉の作り方や季

語などが多く，面白いと思いました。頑張ったことは，自分で俳句を作ったこ
とです。最初はどうしても季語が２つ入ってしまってとても難しかったです。
国語の授業で俳句があったら，これを生かしていきたいと思いました。

１年３組 佐藤 秋那 さん
初めはうまく切ることができなくて，難

しかったけど，先生や友達に教えてももら
って協力しながら仲良く活動をすることが
できました。小さくて，細かい所もみんな
で分担しきれいに作品を作ることができた
ので嬉しかったし良かったです。
塩竈市の伝統も知ることができたので，良
い体験になりました。

１年３組 佐藤 錬 さん
太極拳の奥深さがすごいと思いました。

演舞でみんなと合わせることが難しく，心
を１つにすることが大事だと思いました。
これから仲間と協力することもあると思う
ので，この経験を生かしていきたいと思い
ます。

第３回学校運営協議会

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）となっています。
１２月１５日（水），第３回学校運営協議

会を開催しました。第６校時の授業を参観し
ていただいた後，学校側から以下の報告を行
い，委員の皆様からご意見やご助言をいただ
きました。

１ 夏休み以降の教育活動
（１）夏休み以降の教育活動
・学校行事（県中総体，新人大会等）
・新型コロナウイルス感染症予防対策
・施設設備（各種工事の進捗状況）
＊トイレ全面改修
＊特別棟の外壁工事

・危険箇所マップの改訂
・同窓会からの寄付
＊市旗・校旗の新調

（２）各学年の活動（プレゼンテーション）
・１学年 うしおの光学習
・２学年 キャリアセミナー，立志式
・３学年 修学旅行，うしおの光学習

２ 来年度の教育活動
・令和４年度の学級編成
・学校事務支援室（集中配置→分散配置）

３ 学習指導部
・全国学力学習状況調査
＊令和３年度の結果 ＊令和４年度に向けての取組

・本校の学力向上対策
＊校内研究（一人一授業の状況） ＊学級満足度調査(ＱＵ)の結果



４ 生徒指導部
・生徒指導上の現状と課題（いじめ・不登校等）

５ 教務部
・学校評価の計画と方法
・ＧＩＧＡスクール ＊タブレットの持ち帰り

＜各委員さんからいただいた意見（抜粋）＞
・制服として着用しているＹシャツは，学校のマークが入っているだけで高
額である。市販のワイシャツではダメなのか。

・卒業生から不用となる制服・カバン等を譲り受け，ＰＴＡのバザー等で販
売してはどうか。

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。

○塩竈地区ふれ合い作品展 ○明るい選挙啓発ポスターコンクール 入選
入選 １年 佐藤 優夏 ・１年 丸子 佳純 １年 結城あおい
○技術･家庭科生徒作品展 優秀賞 １年 勝 茉奈弥 ２年 内形 真那
・２年 内形 真那 ２年 佐藤 晃成 ２年 佐藤 菜好 ２年 佐藤 有華
２年 鈴木 天音 ２年 岩崎 結愛 ２年 岩崎 結愛 ２年 内海 夢彩
２年 熊谷 創 ２年 佐藤 美唯 ３年 熊谷 華乃 ３年 近藤 百珂
２年 庄子凛々花 ２年 中野 凛音 ３年 髙橋 美桜 ３年 佐藤 朱音
２年 内海 夢彩 ２年 古川 英佳 ３年 太田 千尋
２年 佐藤 愛莉 ２年 渡邊彩理菜 ○アンサンブルコンテスト多賀城地区予選

○「未来のしおがま」絵画コンクール ・打楽器四重奏 金賞（県大会進出）
中学生の部 ２年 村主 美澪 ２年 大村 仁志
・副市長賞 ２年 内形 真那 １年 蒲池 泉 １年 野間 侑來
・教育長賞 ３年 橋本 連 ・木管八重奏 金賞
・優秀賞 ２年 岩崎 結愛 ２年 花渕 然 ２年 志野 結菜

３年 佐藤 朱音 ２年 久保井香歩 ２年 中野 凛音
○人権作文コンテスト塩釜地区大会 ２年 佐藤 茜音 ２年 鈴木 結奈
優秀賞 ２年 鈴木 志那 ２年 宍戸 愛梨
・２年 藤田 莉和 ２年 岩崎 結愛 ・金管六重奏 銀賞
○人権作文コンテスト宮城県大会 ２年 鈴木 彩音 ２年 佐藤 愛莉
審査員長賞 ２年 岡田 瑚博 ２年 及川 奈海
・２年 岩崎 結愛 ２年 藤本 那奈 ２年 鈴木 七海
○県中体連剣道部会 ・管楽六重奏 銅賞
剣道優秀選手賞 ３年 阿部 一路 １年 高橋あさみ １年 榊原ひなた
○小中高児童生徒川開書道展 １年 住山 寛奈 １年 丹治 星綾
・特選 ３年 菅原 優菜 １年 菊地 藍 １年 古瀨 由真
・金賞 １年 海老 恋花 ○剣道昇級昇段審査

２年 土井さゆり ・１級 １年 葛西 哉多 １年 星 瑞稀
・銀賞 １年 菊地 藍 １年 鈴木 里玖 １年 松野 千輝

１年 榊原ひなた １年 岩月 璃子 １年 大坂 心結
１年 柏原 詩音 ・初段 ２年 小原 怜士

・２段 ２年 佐々 悠太

１月の主な行事予定
１日(土) 元旦 １３日(木) 各種委員会，スクールカウンセラー来校日
３日(月) ～閉庁日 ２０日(木) スクールカウンセラー来校日
７日(金) 冬季休業最終日 ２１日(金) 英検

１１日(火) 実力テスト(３教科),弁当日 ２４日(月) スクールカウンセラー来校日
１２日(水) 実力テスト(２教科),３年弁当日 ２６日(水) 職員会議

私立推薦入試 ２７日(木) スクールカウンセラー来校日

※閉庁期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。
※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。


