
１学期後半が始まりました

夏季休業が終わり１学期の後半が始まりま
した。今年の夏季休業は新型コロナウイルス
感染症対策のため，市内中学校で部活動が中
止となり，三者面談が終わると校舎や校庭で
生徒の声がほとんど聞こえない寂しい状況と
なりました。
しかし，８月後半からは新人大会や定期演

奏会に向けて元気に部活動を行う生徒の姿が
校舎に戻り，夏季休業が明けた２４日からは
定期考査や修学旅行，合唱コンクールなど，
今後の大切な行事に向けての活動も始まりま
した。コロナ第７波の影響はまだ続いていま ２４日の１学年集会の様子
すが，これまでの感染症対策を徹底しながら自分の目標に向かって積極的に取り
組む一中生であってほしいと思います。

県大会・東北大会に出場して

７月２２日から２５日までの日程で宮城県中学校総合体育大会が行われまし
た。本校からは市大会で上位入賞等を果たした１３種目に出場し，その結果，
柔道女子個人戦では３年菅沢心優さんが第２位，女子バドミントンの個人戦ダ
ブルスで３年鈴木乃々香さんと３年髙橋千尋さんが第５位入賞となりました。
菅沢さんは８月５日に山形県南陽市で行われた東北中学校柔道競技大会にも出
場しました。今回は県大会に上位入賞した３名の感想を掲載いたします。

バドミントン部 ３年２組 鈴木 乃々香 さん

先月行われた県中総体ではベスト８に入り，賞状をいただ
くことができました。ベスト８をかけた対戦では，古川南中
学校のペアと当たりました。このペアにはこれまで勝つこと
もあれば，負けることもあったので，とても緊張しました。

しかし，今までの練習の成果を
出し切り，中学生最後の大会で勝
つことができてとても嬉しかった
です。
そして，準々決勝では今までの

試合などで１セットも取った事の
ないペアと対戦することになりました。しかし，こ
の試合では初めて相手から１セットをとり，ファイ
ナルセットまで持ち込みました。試合結果としては
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負けてしまいましたが，悔いなく試合を終えることができました。
この成果はこれまで練習を一生懸命頑張ってきたこともありますが，先生方

をはじめコーチのご指導や，仲間と家族の応援があってここまで結果を出すこ
とができました。また，これまで一緒に頑張ってきたパートナーにも感謝して
います。応援ありがとうございました。

バドミントン部 ３年３組 髙橋 千尋 さん

私は最後の中総体で悔いの残らない試合をすることができま
した。私たちペアは「負けたくない」という強い気持ちをもっ
て県大会に臨みました。今まで対戦してきたことのある対戦相
手もいて，とても緊張しました。

しかし，私たち２人は最後の一
球まで諦めず，たくさん攻撃を行
い，私たちらしい試合をすること
ができました。
これまでに学校の部活動や夜の
練習で一緒に練習してきた仲間や
ご指導してくださった先生方，コーチ，そしていつも
支えてくれた家族に「ありがとう」と伝えたいと思い
ます。応援ありがとうございました。

柔道部 ３年２組 菅沢 心優 さん

私が初めて出場した県大会では初戦敗退でした。しかし，
今回の県大会では準優勝をすることができました。準優勝で
きたのは気持ちを切り替えて試合に臨んだからだと思います。
試合前までの私は不安でいっぱいでした。「自分より強い人が
いる･･･」「自分なんかが入賞するはずがない･･･」とマイナス
の考えばかりしていました。しかし，自分を応援している人
がたくさんいると知って気持ちが変わりました。何度も武道
場に足を運び，練習を見て応援してくださった岩田先生をは
じめ，東北大会に出場するときにはたくさんの先生方に応援
していただきました。私を応援してくれた人達のお陰で私は
気持ちを切り替えることができました。
県大会が終わり東北大会までの約２週間，私は大会に向けて再び練習するこ

とになりました。本来ならどの部活動も休みになっている期間に柔道部の皆は
嫌な顔一つせず練習に来てくれました。先生方も朝早くに来て私の練習をサポ
ートしてくださいました。本当に感謝しかありません。

東北大会は山形県の南陽市民体育館で行われました。初
めての経験でワクワクが止まりませんでした。他県の様々
な練習法や技術などを目の前で見ることができる貴重な時
間であり，会場に居られることが幸せでした。
大会の結果は初戦敗退でした。負けは負けですが，すぐ

に投げられたりすることはなく，延長戦まで頑張れたので
その点は良かったです。
大会が終わった後，私は１週間ほど部屋に引き籠もって

落ち込んでしまいました。「勝てる試合ではなかったのか」
「あの時こうしておけば良かったかな」などと動画を見な
がら１人で反省会をしていました。その時は落ち込み過ぎ
て，これを機に柔道をきっぱりと辞めようかと思いました。



しかし，今までも何度も練習が辛すぎて辞めようと思
ったことを思い出し，好きだからこそ柔道を辞めないで
続けられたんだと思い，また頑張ろうと立ち直ることが
できました。
県大会と東北大会に出場して私はたくさんのことを得

ることができました。自分と相手の違いはもちろん，応
援してくださる方の大切さや今まで味わったことのない
悔しさなど，普段の練習では知ることのできないものば
かりです。それは私だけの力では得ることができなかっ
たものです。
皆さん本当にありがとうございました。

県・東北中総体 結果 ○剣道
【男子個人戦】

○柔道 ・３年 佐々 悠太 ベスト１６
【男子団体戦】 ベスト８ ・２年 佐藤 錬 ベスト１６
・１回戦 塩一中 ３－２ 古川中
・２回戦 塩一中 ２－１ 六郷中 ○バドミン トン
・ 準 々 決 勝 塩 一 中 ２－ ３ 南方中 【女子個人戦】
【男子個人戦】 ・ダブルス
・９０kg以下級 第５位 ３年 鈴木乃々香
３年 奥村 雅士 ベスト８ ３年 髙橋 千尋

・９０kg超級

２年 川村悠大郎 ベスト８ 塩竈市総合体育大会結果
【女子個人戦】
・５７kg以下級 ○サッカー塩釜カップ 準優勝
３年 菅沢 心優 第２位 ・１回戦 塩一･三中 ４－１ 多二中

【東北大会出場】 ・準決勝 塩一･三中 ６－０ 塩二中
・決勝 塩一･三中 ０－９ 利西･しらかし台中

９月の主な行事予定
１日(木) 第２回定期考査(４時間目終了後下校) １７日(土) 市新人大会，実力テスト（３学年,４教科）

定期考査部活動中止期間(～9月２日(金)) １９日(月) 敬老の日
２日(金) 第２回定期考査(１～４時間目) ２０日(火) 振替休業(９月17日分)
６日(火) 生徒会役員選挙公示 ２１日(水) 新人大会予備日，弁当日
８日(木) スクールカウンセラー来校日 事務整理期間（30日まで短縮授業）
９日(金) 市教育委員会訪問授業研究会 ２２日(木) 市弁論大会(２学年参加)

１１日(日) 県新人水泳大会 スクールカウンセラー来校日
１２日(月) 生徒会役員選挙受付日 ２３日(金) 秋分の日
１３日(火) 仙台地区英語暗唱弁論大会 ２５日(土) 県陸上新人大会
１４日(水) 生徒会役員選挙運動開始(～９月30日) ２６日(月) 職員会議(部活動なし)
１５日(木) スクールカウンセラー来校日 ２９日(木) 各種委員会，スクールカウンセラー来校日
１６日(金) 市新人大会壮行式，実力テスト（３学年,１教科） ３０日(金) 中央委員会

※８月３１日(水)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３日(土)に予定していたＰＴＡ奉仕作業は当日朝の荒天の予報が出ているため中止となりました。

※９月１７日(土)の令和４年度同窓会総会は８月３１日(水)の同窓会役員会で書面開催となりました。

※週末や夜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。

※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。



令和４年度 吹奏楽部定期演奏会

８月２１日に壱番館の遊ホールで吹奏楽
部の定期演奏会が行われました。
第１部では７月１７日に石巻市のまきあ

ーとテラスで行われた全日本吹奏楽コンク
ール多賀城・石巻地区大会で演奏した課題
曲と自由曲をを演奏し，４月から入部した
１年生を含め，３ヶ月余りの期間，真剣に
練習に取り組んだ成果を披露しました。
第２部ではダンスを交えた楽しい曲や３

年生の引退セレモニーがありました。「大
切なもの」のピアノ伴奏の中，顧問が一人
ずつ氏名と担当したパートを紹介し，お花
を渡す場面があるなど，吹奏楽部員３８名 第１部の演奏の様子
と顧問で手作りした温かな演奏会になりました。
この定期演奏会では吹奏楽部の保護者やご家族の皆様に多大なるご協力をいた
だきました。心から感謝申し上げます。
今回はこれまで１年間，吹奏楽部をまとめてきた部長の鈴木彩音さんの感想

を掲載します。

吹奏楽部 ３年３組 鈴木 彩音 さん

私たち吹奏楽部は８月２１日に壱番館遊ホールにて定期演
奏会を開催し，本公演をもって３年生１６名は引退となりま
した。新型コロナウイルスをはじめ，さまざまな影響により
思うように活動できなかった２年半でしたが，今できる精一
杯の力を出しきった演奏会だったと思います。
今年度は２部構成の演奏会に挑戦しました。第１部はコン

クールで演奏した曲を中心としたプログラムで，特に，自由
曲として演奏した「マードックからの最後の手紙（２０２１
年版）」では，情景を思い浮かべながら気持ちを込めて演奏す
ることができました。第２部では，ポップスを中心としたプ
ログラムを構成し，「オーメンズ・オブ・ラヴ」など４曲演奏
しました。客席からの光のサプライズ演出で盛り上げていただいた「ラヴ・ピ

ース・アンダー・ザ・グルー
ヴ」では，会場が一体となり，
お客様も一緒にお楽しみいた
だけました。
数少ない練習時間の中で，
演奏会を成功させられるのか
不安になることもありました
が，無事ステージに立てたこ
と，楽器を楽しく演奏できた
こと，聴いてくださるお客様
と感動を共有できたこと，そ
して，このメンバーに出会い，
ともに高みを目指したことを

第２部の演奏の様子 幸せに思います。保護者の皆
様をはじめ応援していただい
た方々，本当にありがとうご
ざいました。


