
 

 

 

 

 

 

楽しく 仲良く 様々なことを学んだ修学旅行でした！ 
 

１０月１７～１８日に，本校では３年ぶりに３年修学旅行が行われました。行き先は日光・那須方面で，初日はク

ラス別研修，２日目は全体で南が丘牧場と那須ハイランドに行きました。どのクラスも仲良く過ごし，様々な生き

ものに触れたり歴史に学んだり美味しいものを食べたりと笑顔いっぱいに楽しみ，学ぶ様子が印象的でした。 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                          

 

                              

                           

                           

 

 

 

 

                       

 

                          

 

 

 

                           

 

 

校長室だより NO.14 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年１０月２１日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

３年１組代表 Ａ さん 
 

当日までずっと２日間とも雨の予報でしたが，１日目

の午後に少し降っただけで，それ以外は曇り，那須ハイラ

ンドパークではずっと青空で良かったです。 

１日目のクラス別研修では，１組は那須どうぶつ王国

と日光東照宮に行きました。那須どうぶつ王国で見たバ

ードショーでは，自分の頭の上スレスレをとても大きい

鳥が通ったり，人間と会話できる鳥がいたりして，とても

面白かったです。日光東照宮ではガイドの方がたくさん

説明をしてくださって，日光東照宮の歴史のことや，三

猿，眠り猫の意味を詳しく知ることができ，とてもために

なりました。２日目の那須ハイランドでは自分の仲の良

い人と班を作り，色々なアトラクションを楽しみました。

私は，パーク内の全部のジェットコースターに乗りまし

た。落ちる角度が急だったり，１回転するところがあった

り，座るところがあるだけで床が無く，足が外に出たまん

まだったり，たくさんの種類のジェットコースターがあ

って，とても楽しかったです。 

この２日間を通して，クラスのみんなと仲を深めるこ

とができました。みんなとたくさんの思い出を残すこと

ができて，本当に良かったです。 

３年２組代表 Ｂ くん 
 

２組では，バスに乗っている最中に体調を

崩してしまった人に対しても優しく接し，予

定通りに行かないことよりも体調を崩した

人を気にかけ，心配するなど，こういうこと

がとても良いと思いました。 

３年ぶりの修学旅行では，全員がルールや

マナーを守りながら楽しむことができたの

ではないかと思います。 

こういう修学旅行をつくってくれた実行

委員さん，本当にお疲れさまでした 

３年３組代表 Ｃ さん  
 

私たちはクラス別研修で日光江戸村と日光東照宮に行きま

した。移動中のバスの中では実行委員の人たちが楽しいレク

リエーションを行ってくれて，飽きずに乗ることができまし

た。研修先では歴史ある町並みを見て，江戸時代の衣装を着

て，様々な体験をして，江戸を肌で感じることができました。 

２日目は那須方面に行きました。牧場や遊園地を遊びつく

して，帰りのバスではぐっすり眠っている人が多かったです。

３年ぶりの２日間の修学旅行。コロナ情勢の中実施してくれ

た先生方に感謝し，学んできたことをこれからの生活に生か

したいです。 

３年４組代表  Ｄ  さん 
 

本当にあっという間に感じるほど，と

ても楽しい修学旅行でした。私は実行委

員として，クラスの皆に楽しんでもらえ

るよう，バスレクの準備をしました。その

ため，バスレクが盛り上がったときは嬉

しかったです。 

最後に，計画にご協力してくださった

先生方，場を盛り上げてくれたクラスの

皆さん，ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年生の合唱コンクールも大成功で終わりました！ 
 

 諸事情で１年生だけ延期されていた合唱コンクールは１０月１３日に行われ，多くの保護者の皆様が見守る

中，どのクラスも練習の成果が感じられる，素晴らしい歌声を披露しました。よく頑張りました！ 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                           

                            

                           バランスの良い歌声で優秀賞に輝いた１年１組 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

３年５組代表  Ｅ くん  Ｆ さん  Ｇ さん 
 

私たちは２日間の修学旅行を，無事に終えることができました。１日目は担任の三浦先生が来ることができず，

不安なこともありました。でも，皆で協力しながら安全に，楽しく過ごすことができました。２日目は朝から三浦

先生が合流し，南が丘牧場と那須ハイランドパークを楽しみました。 

この２日間を通して，私たちは仲間と協力して集団行動をする大切さを学び，栃木の良さにふれることができま

した。コロナ禍でも思い出に残るすてきな修学旅行にすることができて，ハッピーハッピーです。残り少ない学校

生活も，みんなと沢山の思い出ができるように enjoy したいです。 

１年１組代表  Ｈ  さん 
 

私たち１年１組は，休み時間をけずって練習した

り，放課後の練習を大切にしたりして取り組んでき

ました。合唱コンクールが延期になり，練習時間も取

れなくなってしまいましたが，気持ちは切れること

なく，優秀賞に向かってみんな一生懸命頑張りまし

た。本番前日には，練習の最後に円陣を組みました。

そうしてみんなで頑張ってきた結果，優秀賞を取る

ことができました。 

この合唱コンクールのおかげで，学級の団結力が

さらに高まり，大きく成長することができました。こ

れからもみんなで協力しながら，全員が活躍できる

学級にしていきたいです。 

１年２組代表  Ｉ さん 
 

私たち１年生にとって初めての合唱コンクール

であり，中間発表会では他クラスのすごさを感じる

こともあったので，プレッシャーやあせりを感じな

がら頑張りました。大変だった放課後練習や上手く

歌えなかったパートもありましたが，お互いに励ま

し合いながら乗り越えることができました。 

本番では，私は合唱しながら，クラスがひとつに

なっていくことを感じ，中間発表会よりまとまりが

あったのではないかと思いました。さらに団結した

このクラスで，残りの１年生の生活を楽しめたなら

いいなと思います。 

１年３組代表 Ｊ さん 
 

初めての合唱コンクール。クラスのみんなで協力

して乗り越えることができました。練習のときはパ

ートリーダーや実行委員が中心となり，一生懸命練

習しました。最優秀賞を取ることはできなかったけ

れど，みんな楽しそうに歌っていて良かったです。 

私はクラスのみんなのおかげで伴奏者賞を取るこ

とができました。いろいろ不安なことはあったけれ

ど，みんなに支えてもらって本番を迎えられました。

これからも大変なことがあると思いますが，１年３

組全員で乗り越えていきたいです。 

１年４組代表  Ｋ さん 
 

合唱コンクールという大きな行事を終え，１年

４組は「協力性」「心を一つにする大切さ」を学ぶ

ことができました。最優秀賞という目標は叶わな

かったですが，クラスの大きな一歩になったので

はないかと感じています。 

この合唱コンクールでは，新たなことに全力で

取り組み，場を明るくすることができる１年４組

の良さや，課題にも気づくことができました。こ

の経験を生かして，さらに４組の「絆」を深めてい

きたいと思います。 

１年５組代表  Ｌ  さん  

Ｍ  さん 
 

１年５組は最初のころは声が小さく，まとまりが

ありませんでしたが，強化期間や音楽の授業を通し

て，自信をもって歌えるようになりました。 

しかし，中間発表会では声が出ず，人前で歌うこと

の難しさを知りました。そこで，その反省を生かし，

「本番では大きな声で，心を一つにして歌う」という

目標を決めました。本番は緊張しましたが，練習の成

果を出せるように心を一つにして歌い，優良賞を取

ることができました。とてもうれしかったです。 

これからの学校生活でもこのことを生かし，みん

なで協力していろいろなことに取り組んでいけるよ

う頑張ります。 



 

 

 

 

 

 

合唱コンクールの感想  
 

１０月４日（火）に行われた合唱コンクールは，諸事情で，急きょ１年生のみ延期し（１０月１３日に延期），２・

３年生が場所を本校体育館に移して開催されました。どのクラスも様々な変更に負けず団結して臨み，練習の成果

をよく発揮して，素晴らしいハーモニーを奏でました。 

順位に関係なく演奏後の生徒の表情はとても晴れやかで，クラスの絆もさらに深まったようです。また，急に決

まった開催にもかかわらず，多数の保護者の皆様に来場していただき，どうもありがとうございました。 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

                           

                           

 

 

 

 

                       

 

                          

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                           

みごとなハーモニーと表情豊かな合唱を披露した 

                          ３年４組（最優秀賞） 

                           

校長室だより NO.13 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年１０月１２日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

３年１組代表   Ａ さん 

         Ｂ さん 
 

最後の合唱コンクール。練習を重ねるごと

にクラスがひとつにまとまっていくことがで

きたので，とても楽しかったです。本番では最

後まで息を合わせて合唱できて良かったで

す。                Ａ 

みんなで息を合わせることで，優秀賞を取

ることができて良かったです。最優秀賞を取

ることはできなかったけれど，団結力が強ま

ったので良かったです。       Ｂ 

３年２組代表  Ｃ  くん 
 

いつもと違った形で行われた合唱コンクールでし

たが，クラスでひとつになって歌うことができて良か

ったです。 

私たちのクラスでは，「信」と書かれた星を胸につけ

て合唱をしました。この星は仲間や自分を信じるとい

う意味がこめられていて，この言葉の通り，私たち３

年２組は，信じ合える関係ができました。 

合唱コンクールだけでなく，これから行われる残り

少ない行事などでも，信じるということを忘れずにた

くさんの困難を３年２組全員で乗り越えていこうと

思いました。 

３年３組代表  Ｄ  さん  
 

合唱コンクールを終えて，３年３組は今まで以上に仲の良いクラスになったと思います。クラス発表でも

言った通り，練習中ではパートリーダーの人たちが中心になってみんなをまとめてくれました。また，それ

以外にパートリーダーや学級委員の人たちは私たち実行委員の相談に乗ってくれて心の支えになってくれ

ました。 

３年３組として良い結果を残すことはできませんでしたが，私たちのクラスから指揮者賞と伴奏者賞で２

人も受賞しました。長い間練習してきた同じクラスの一員として，とても誇りに思います。今回の合唱コン

クールは，みんな笑顔で終われたので，中学校生活最後の一年の，とても良い思い出となりました。 

３年４組代表   Ｅ  さん 
 

４組の最初の練習では，タイミ 

ングや歌詞の面が不安でした。し 

かし，指揮を見て合わせて，練習 

していくうちにひとつにまとまる 

合唱になっていきました。そして， 

本番では今までで一番の合唱ができ，さらに最優

秀賞をいただいて，本当に良かったです。 

合唱コンクールを通して，私たち一人一人に学

んだことがあったと思います。これを生かして，３

年生の残りの時間を過ごしたいです。 

また，クラスの仲もより深まったと思うので，こ

れを継続していきたいです。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495087200/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NjLmNpdHkuaGFrdXNhbi5pc2hpa2F3YS5qcC9taWthd2Etai9pbWdfZTAzNS5naWY-/RS=%5eADBjSmuHfa3pu34v6.6e18plWTP_0Y-;_ylt=A2Rivcvf5htZ4SgAhzmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         最初に登場のプレッシャーに負けず，しっかり 

                         歌いきった２年２組（優秀賞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年５組代表  Ｆ さん               
 

私たち３年５組は，これまで様々な課題と向き合い，一生懸命練習に取り組んできました。本番では，ク

ラス全員が納得のいくような，今までで一番良い合唱ができたと思います。この合唱コンクールで学んだ，

クラスで心をひとつにすること，仲間を信じることを忘れずに，残りわずかな中学校生活を大切にしたいと

思います。 

最後に，準備から後片付けまでしてくださった先生方，実行委員の皆さん，無事に合唱コンクールができ

たことに本当に感謝しています。私にとって，かけがえのない大切な思い出になりました。 

２年１組代表   Ｇ  さん 
 

今年の合唱コンクールは去年とは違い，体育館でのコンクールでした。突然変更になったこともあって戸

惑いもありましたが，合唱ではクラスみんなで全力を出し切り，とても美しい声を先輩や先生，保護者の方々

に届けることができました。 

また，私自身は今回の指揮者としてクラスをまとめあげたという経験を今後に生かしていきたいと思いま

す。 

２年２組代表  Ｈ  くん 
 

今回の合唱コンクールで，私たち２年２組

は優秀賞を取ることができました。それは２

年２組全体で全力を出して練習し，本気で合

唱コンクールに向き合ったからだと思いま

す。 

これからもクラス一致団結して，行事など

に取り組みたいと思います。 

２年３組代表   I  くん 
 

僕たちの合唱の目標は「一味同心」です。こ

の目標は，同じ目標に向かってクラスの仲間と

心をそろえるという意味があります。本番で

は，この目標を達成できたと思います。 

僕たちの学級は最初の練習では音程を間違

えたり，歌詞を間違えたりしていた人が多かっ

たですが，このままではいけないと心をそろえ

て練習したところ，本番で優良賞を取ることが

できました。優秀賞にはあと一歩届きませんで

したが，全員が全力を出すことができました。 

２年４組代表  Ｊ  さん 
 

私は合唱コンクールを終えて，２年４組のす

ごさを感じることができました。 

私はみんなのお陰で伴奏者賞を取ることがで

きました。私は，伴奏者賞は個人賞ではなく，み

んなで取った賞だと思います。歌っていた人た

ちはピアノを弾きやすいように歌ってくれ，指

揮者は私が弾きやすいようなリズムをつくって

くれました。だから伴奏者賞は，みんなのお陰で

取れた賞です。 

私は合唱コンクールを通して，２年４組は，あ

らためてみんなが頑張るすごいクラスだと感じ

ました。 

２年５組代表   Ｋ  さん 
 

２年５組は最初のころはあまり声が出ず，一人一人心配をかかえていたけれど，クラス目標を決めてから

は合唱練習に力が入りました。 

結果として優秀賞や優良賞は取れなかったけれど，思い出に残る合唱にできて良かったです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  先日行われた市新人大会で，高中生は練習の成果を発揮してよく頑張りました。特にサッカー 

ソフトボール，女子バスケ，男子卓球，弓道女子Ｃチームが団体優勝し，個人では卓球で Ａ 

くん， Ｂ さん，剣道で Ｃ さん，弓道で Ｄ さんが個人優勝を飾りました。 

実力を出し切れなかった部もありましたが，得たものは大きく，全体的には大健闘です。保護 

者の皆様には，日ごろのご協力に加え当日の熱い応援等，本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

                          

              

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室だより NO.12 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年９月２７日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

サッカー部代表 Ｆ くん 優勝！ 
 

市新人大会を終えて思ったことは，仲間とサッカーをす

るのが一番ということです。優勝してみんなに感想を聞い

てみると，「うれしい」「気持ちいい」と，とにかく良かっ

たです。また，これが大事だと思ったことは，あいさつや

荷物整理です。それは，運が引き寄せられるからです。 

これからブロック大会に向けて基礎を 

固め，メンタルの強化を頑張り，県大会 

に行けるよう死ぬ気で頑張ります！ 

野球部代表 Ｅ くん 
 

今回の新人大会は残念ながら負けてしま

ったけれど，この負けた悔しさを忘れずに

練習し，次の中総体は，必ず勝ちたいです。 

そして，今回の大会では，チームが一つ

になることの大切さについて学びました。 

男子ソフトテニス部代表 Ｇ くん 
 

僕たちにとって，先輩が引退してからの初

めての大会でした。この大会で先輩に良いと

ころを見せようと思い，がむしゃらに練習し

てきましたが，決勝戦では両足をつってしま

い，結果は２位でした。県大会に行けるのは１

位だけだったので，ものすごく悔しかったで

す。でも，自分なりの達成感もありました。 

この大会で学んだことをチームみんなで共

有し，中総体では全員で県大会に行きます！ 

女子ソフトテニス部代表  Ｈ さん 
 

新人大会ではそれぞれがペアと協力して試合を行

いました。結果として一番手のペアの県大会出場が

決まりました。新しいペアになって初めての大会，天

候に恵まれず練習時間が短い中，不安を感じていた

人もいたと思います。でも本番では１年生も２年生

も楽しんで一生懸命にプレーしていました。 

私も今回の大会を通して新しい目標を見つけるこ

とができました！！これからも部員仲良く部活動に

励んでいきたいです！！ 

男子卓球部代表  Ｉ くん  団体戦優勝！ 
 

僕は，団体戦で優勝を飾り，個人戦では決勝リー

グ敗退という結果となりました。団体戦ではみんな

がよく頑張りました。自分が部長の時に優勝するこ

とができてうれしかったです。 

 個人戦で優勝した Ｊ くんと共に県 

大会では団体優勝を目指し，頑張って 

きたいと思います！ 

女子卓球部代表  Ｋ さん 
 

私たちは団体戦で多賀城中に負けてしまって県

大会に出場することができず，悔しい結果となっ

てしまいました。しかし，それぞれ良かったこと

や改善点が見つかったと思うので，これからの部

活動に生かしていきたいです。 

新人大会での悔しさをバネに，来年の中総体で

は，多中に勝てるように頑張ります！ 

ソフトボール部代表 Ｌ さん  優勝！ 
 

私たちは市新人大会で３６－６という大差をつけて勝ちました。この点数は最後まで手を 

抜かず，一生懸命戦った証拠だと思います。 

でも，この試合では少しミスもあったので，ブロック大会では一度のミスもしないように 

それまでの練習にしっかり取り組んで，「ブロック大会優勝」という目標を達成したいです。 
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 吹奏楽部演奏会を終えて ～とても楽しく，素敵な演奏会でした～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

男子バレー部代表   Ｍ  くん 
 

僕たち男子バレー部は，新人大会で東豊中に負

けてしまい，県大会出場を逃してしまいました。

しかし，それぞれの実力が出せた大会でもありま

した。 

私たちの部は部員が多く，半端な指示では部員

全体には届かないことや，自分たちの練習が足り

ていなかったところなど，他にも多くのことを学

びました。今回負けてしまった経験をバネに，次

の大会では勝ちたいと思います。 

女子バレー部代表 Ｎ さん 
 

新人大会は悔しい結果で終わってしまいました

が，全員で声を出しながら最後まで頑張りました。

これからは，もっと一人一人の技術を磨き，この大

会で見つけた自分たちのプレーに足りない部分を

補い，チーム力をつけていきたいです。 

今回の結果は自分たちできちんと受け入れて，次

は上へ行くだけです。 

来年の中総体はみんな笑顔で勝ちたいです！！ 

弓道部代表  Ｔ  さん 女子Ｃチーム優勝！ 
 

私は新人大会を終えて，自分が求めるレ 

ベルまでいっていないことに気付きました。 

大会当日，他の中学生の様子は素晴らしく， 

私は感心するしかありませんでした。 

今回の優勝は，運が味方してくれただけ 

だと思っています。だから，県大会に向け 

て緊張感をもち，他の中学生から学んだこ 

とを生かして臨みたいと思っています。 

男子バスケ部代表  Ｏ  くん 
 

私が新人大会を終えて感じたことは，プ

レーの最初の動きが悪いということです。

試合を通して，特に前半の動きが悪かった

と思いました。 

これからの練習では，中総体に向けてシ

ュート練などでひとつひとつの精度を上げ

ていき，頑張っていきたいです。中総体では

県大会に行けるように頑張りたいです。 

男子バドミントン部代表  Ｑ  くん 
 

僕は，新人大会で個人３位以内に入ることを

目標に試合に臨みました。 

結果はダブルス３位で，自分が掲げた目標を

達成することはできましたが，これで満足せ

ず，来年の中総体では，もっと良い結果を残せ

るように頑張りたいです。 

女子バスケ部代表 Ｐ さん 優勝！ 
 

私たちは昨年の新人大会も今年の中総体 

も，惜しくも準優勝となり，悔しい思いを 

してきました。その分，先輩方の思いも背 

負ってこの新人大会に臨みました。 

新人大会では一人一人がそれぞれの力を 

出し，優勝できて良かったです。ブロック 

大会でもぜひ優勝できるように頑張ります！ 

女子バドミントン部代表  Ｒ  さん 
 

市新人大会では１年生が初出場しましたが，ベスト

コンディションで大会に挑めたと思います。結果は，

シングルスで２人ベスト８に入れました。 

試合内容はミスがあって流れが悪くなり，声も出し

切れていませんでした。でも，今大会でミスしたこと

を生かして，次の大会ではそこを直せるようにたくさ

ん練習していきたいと思います。 

剣道部代表 Ｓ くん                 
 

市新人大会で剣道部は，男子団体戦３位，

２年個人戦３位，１年個人戦３位２名，女子

２年個人戦で１位という結果でした。県大

会に出場できるのは女子２年だけでした。 

自分たち２年生にとって最後の新人大会

でしたが，悔いのない試合はできたと思い

ます。次は来年の中総体に向けて，日々頑張

っていきたいです。 

吹奏楽部代表 Ｕ さん 
 

私たち３年生にとっては３回目の演奏会，特に思い入れが深いものだったと 

思います。今までよりもたくさんのお客さんを迎えられることになり，より人 

に聞いてもらうことを意識して演奏しました。たくさんの拍手やほめ言葉をい 

ただいた時は，嬉しくて胸がいっぱいになりました。 

 私にとって，吹奏楽部は仲間に恵まれ，充実した活動になりました。今後も 

部活動を通して得たものを強みとして頑張ります。今まで支えてくれた皆さん 

ありがとうございました！！ 



 

 

 

 

 

 

～弓道団体女子・水泳女子個人 200m 自由形では県大会優勝！全国大会出場！ 卓球男子個人で 

東北大会出場！ 市駅伝大会では男子Ａが高崎中男子として初優勝！女子Ａ準優勝！～ 
 

各大会を振り返って ～小さな努力を積み重ね，大きな結果を残しました～ 

 

 暑い夏の中，高中生は練習の成果を発揮して各大会で大活躍し，貴重な経験をしました。 

７月後半に行われた各種県大会では，３年生３名からなる弓道部女子Ｃチーム（ Ａ さん 

Ｂ  さん・  Ｃ  さん）が練習の成果を見事に発揮して優勝し，全国大会出場を勝ち 

取りました！水泳では１年生の  Ｄ  さんが県大会の 200ｍ自由形で優勝し・東北大会も好 

記録を連発，標準タイムを突破して全国大会出場を果たしました。卓球では男子シングルスで２ 

年生の Ｅ くんが日ごろの実力を発揮して県大会ベスト８に入り，東北大会に進出しました。 
 

 県大会では陸上代表選手・男子バレー部・女子卓球部・男子バドミントン部・剣道部・新体操部なども地区

代表選手としてよく頑張りました。吹奏楽部も地区大会で素晴らしい演奏をしました。惜しくも勝ち進むこと

はできませんでしたが，大きな舞台を経験したこと自体が皆さんの財産です。 
 

 また，先週行われた市駅伝大会では，暑い中練習を頑張った男子１３名，女子６名がそれぞれ力を出し切っ

て走りました。男子Ａチームは１区の Ｆ くんが練習タイムを大きく更新する好走を見せ２位でタスキを渡

し，２区の Ｇ くんが２位を引き離してトップに立つと， Ｈ くん， Ｉ くん， Ｊ くん３人が区間

１位となるなど，大差をつけて，高崎中男子として大会史上初の優勝に輝きました。県大会でも活躍を期待し

ています。また，女子Ａチームも優勝チームによく食らいつき， Ｋ さん， Ｌ さんが区間１位をとるな

ど総合２位，男子Ｂチームは，最終区で粘りを見せて順位をひとつ上げるなど，全員がとてもよく頑張りまし

た。 
 

 これらの活躍は，指導者の熱意と，小さな努力をしっかり積み重ねてきた生徒の頑張りがかみ合った成果だ

と思います。高中生全体が，様々なことに粘り強く取り組む姿勢が身に付いてきていることを感じます。また，

各学年に東北大会・全国大会経験者がそろったことは，今後友達に好影響をもたらす意味でも素晴らしいこと

です。さらに，駅伝では高崎中学校の歴史に残る活躍を見せてくれました。陰ながら生徒たちを支え，応援し

ていただいた保護者の皆様には，とても感謝しております。ありがとうございました。 

 

各代表選手の感想 ～かけがえのない経験をしてきた選手たちに拍手！～ 

 

 
 

 

                          

 

 

 

 

校長室だより NO.11 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年８月３０日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

弓道部代表 ３年  Ｍ  さん 
 

県大会では，女子Ｃチームが県大会で優勝することができ，個人戦でも女子３位に 

入賞するなど，非常に満足できる結果を収めることができました。 

全国大会では，初めての会場ということもあり，気持ちのゆとりがもてないまま， 

あっという間に四ツ矢が終わってしまい，悔しい結果となりました。 

しかし，結果は残せませんでしたが，自分たちにとって一生心に残る良い経験と 

なりました。とても満足した全国大会となり，良かったです。 
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市駅伝大会の感想 ～全員が頑張り抜き，素晴らしい成果を残しました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

卓球部代表  ２年  Ｏ  くん 
 

僕は，８月５日に東北大会に行ってきました。結果は１回戦負けとなってしまい 

ましたが，フルセットまで持ち込み，１１-９と，あとわずかというところでの負 

けでした。振り返ると，良かったことは自分からしっかり攻めていたことです。反 

省点は，サーブミスが多かったことです。 

今度の新人大会や来年の中総体では，この反省を生かし，サーブミスを少なくし 

ていきたいです。また，東北大会に行くことができたのは，お世話になった先生方 

や監督や親の皆さんのおかげなので，本当に感謝しかありません。これからも頑張 

っていきます！ 

男子Ａチーム代表 ３年   Ｐ   くん 
 

みんな，ふだんの練習では，その苦しさに弱音を吐いて走っていたのですが， 

本番になると，いつもより気合いを入れてしっかり挑み，だからこそ初優勝す 

ることができました。 

また，先生方や補欠の人がサポートしてくれたからできた初優勝だと思うの 

で，県大会では，先生方や支えてくれた人たちの期待に応えられるように，み 

んなで頑張りたいです。 

（水泳）学校代表  １年  Ｎ   さん 
 

私は東北大会の前に，練習やトレーニングに励むなど，たくさん頑張りました。そ 

の結果，東北大会では２００ｍ自由形で５位，１００ｍ自由形で１１位となることが 

できました。（標準タイムを突破し，２００ｍ自由形で全国大会出場） 

 そして，全国大会の前には合宿があり，その時もたくさん練習やトレーニングを頑 

張り，無事に大会を終えることができました。 

 今まで応援してくださった方々，本当にありがとうございました。 

女子Ａチーム代表 ２年   Ｑ   さん 
 

私たちは，この市駅伝大会で，優勝という結果は残せず，準優勝という結果 

で終わってしまいました。しかし，一人一人が全力を出し切り，自己ベストを 

出したことで仲間としての絆が深まったと思います。 

今年は男子Ａチームが県大会に行くことができたので，来年は男女共に県大 

会に行るように，みんなで頑張りたいです。 

男子Ｂチーム代表 ２年   Ｒ   くん 
 

この夏休みは，朝からハードな練習を仲間と協力してやってきました。 

大会では練習してきたことを発揮することができましたが，僕は区間表彰とな 

る３位まであと５秒足りなかったので，悔しかったです。 

Ａチームの皆さんは，県大会で上位入賞を目指して，頑張ってください。応援 

しています！ 



３年２組代表 Ｂ さん 
 

１学期前半は，体育祭や中総体を通して一つ

の目標に向かって力を合わせることを学んだと

思います。 

この後受験生としての夏休みが始まります

が，夏休み後の実力テストで良い結果を出せる

ように，それぞれが志望校合格に向けて頑張り

ます。限りある中学校生活を楽しみながら，１学

期後半と２学期を過ごしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 様々な経験ができた１学期前半。高中生は，学習に部活動に学校行事によく頑張りました。 

それぞれの成長が感じられる文章をお読みください。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年４組代表 Ｄ さん 
 

１学期前半もあっという間に終わってしまいま

したが，とても充実した楽しい日々を過ごすことが

できたと思います。特に，最後の体育祭ではクラス

が団結し，一生懸命競技に取り組むことができ，良

い思い出となりました。 

学習面では，あまり積極的に勉強することができ

なかったため，これからは学習内容などを見直し，

自分の目標へ向けて行動できるよう，計画的に学習

を進めたいです。 

校長室だより NO.10 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年７月２０日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

３年１組代表 Ａ くん 
 

最高学年となり，何をしても『中学校生活最後の』と

つく今年は，３年生一人一人が今まで以上に学校生活を

楽しんでいるように思えます。１学期前半で一番良かっ

た所は，男女関係なくみんなの仲が良いところです。そ

う感じたのは，普段の生活や，体育祭のときにクラス一

丸となり，全員で応援していたからです。 

逆に反省点はメリハリがないところです。先日の学年

集会で，どのクラスの学年委員からも同じ反省点が上が

ったので，学年全体で改善したいです。最後に，今後の

抱負は「隆司先生指導の下，体育祭同様クラス一丸とな

り，合唱コンクールで最優秀賞を取りにいきます！」 

３年５組代表 Ｅ くん               
 

１学期前半の良かったことは，学級としてまとまりが出てきたことです。そのきっかけとなったのが体育祭です。

体育祭ではチーム一丸となって，全力で優勝を目指しました。その団結力が今でもクラスに残っていて，とてもい

い雰囲気です。しかし，係の人がいないときは誰も手伝わない，授業中の発言が少ないなどの課題もあります。次

は合唱コンクールもあるので，今ある団結力を生かし，課題を克服して挑みたいです。 

３年３組代表 Ｃ さん 
 

１学期前半の３年３組は，元気で楽しく明るく過ご

せました。ですが授業と休み時間のメリハリがついて

いないときもありました。今後はその事を踏まえて，

受験生としての自覚を持ちながら過ごしていきたい

です。 

そして，１学期後半には，３年生として最後の学校

全体行事の合唱コンクールがあります。我々は令和４

年度の合唱コンクールの王座に座るため，日々努力し

ています。３年３組の名を轟かせます！ 

２年１組代表 Ｆ さん 
 

私の今後の目標は，新人大会で悔いのない試合をす

ることです。市中総体では思うような結果が出せず，

大会が終わってから自分の行動を後悔することがあり

ました。 

これから夏休みが始まり，練習できる時間が増えま

す。苦しい練習も多いですが，仲間と一緒に乗り越え

て，新人大会を笑顔で終われるように努力したいです。 

２年２組代表 Ｇ さん 
 

私が１学期前半で頑張ったことは，部活動です。私

はソフトボール部に入っていて，市中総体では内野

を守りましたが，結果は３対２で負けてしまいまし

た。私はこの中総体で，打撃でも守備でも反省点がた

くさん見つかりました。 

９月には新人大会があります。夏休みの間で自分

のできないところをたくさん練習して，新人大会で

は絶対に優勝したいです。 



１年１組代表 Ｋ さん 
 

私にとって中学校で初めてのクラス，授業，体育祭，

部活動など，最初はとても大変で，びっくりすること

が多かったです。クラスも「大丈夫かな？」と思った

けれど，体育祭までの日々でみんなを知ることがで

き，体育祭でいい結果を残すことができました。 

合唱コンクールでは，団結力や，一人一人の良いと

ころを出し合って，良い合唱コンクールにしたいと思

います。 

１年３組代表  Ｍ  さん 
 

１学期の中間考査では，もう少しテスト勉強の時

間を長くすることが大切だと分かりました。体育祭

では，良い結果を残すことができませんでしたが，楽

しく競技できたので良かったです。 

１学期後半は合唱コンクールがあるので，指揮者

オーディションに向けて頑張り，もし合格したら，み

んなをリードできるように取り組みたいです。 

１年２組代表 Ｌ さん 
 

私が１学期前半を振り返って思ったことは，部活

動が始まり，たくさんの事を教えてくれる先輩方は

素晴らしいということです。反省点は，休み時間と

授業のメリハリをつけられなかったことです。 

今後は，部活動では教えてくれる先輩方に感謝

し，良い結果を出せるように頑張りたいです。学習

面では授業に集中して取り組み，合唱コンクールは

クラスみんなで楽しみたいです。 

１年４組代表 Ｎ さん 
 

１学期前半は，体育祭や学級目標発表会などの行事

があり，クラスみんなで協力して取り組むことができ

たと思います。体育祭は優勝することができませんで

したが，この悔しい思いを，合唱コンクールにぶつけ

たいと思います。 

１年５組代表 Ｏ さん 
 

私は１学期前半を振り返り，とても団結力が深まった期間になったなと感じました。体育祭のリレーではクラス

一丸となって３位を取ることができました。学級目標も「役肉提色」となり，クラスで何を頑張っていくかがハッ

キリしたことで，中学生としての自覚も強くなってきたと思います。 

次は合唱コンクールに向けてクラスで心をひとつにし，きれいな歌声をひびかせたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                       

 

                         

 

 

 

２年３組代表 Ｈ くん 
 

１学期前半に行った体育祭や２年生の仙台自主

研修は，みんなが協力して良い結果に終わること

ができました。２年生は，これから部活動や生徒

会で学校の中心となっていきます。特に９月の新

人大会は，自分たちの力で何とかしていかなけれ

ばだめなので，日ごろの部活動，そして学校行事

や授業などにも精一杯取り組んでいきたいです。 

２年４組代表 Ｉ さん 
 

２年生初の大きな行事は体育祭で長縄跳びは５位に

終わり，４位のクラスに十数回以上差をつけられていま

した。競技は最下位でしたが，クラスの絆を深められた

いい思い出です。１０月に行われる合唱コンクールは，

体育祭同様クラス一丸となって挑むものです。オペラコ

ンサートで聴かせていただいたことを無駄にしないで，

優秀賞目指して頑張りたいです。 

２年５組代表 Ｊ さん 
 

私として良かったことは，仙台自主研修をみんなで協力しながら無事に終えることができたことです。反省点は，

１学期中間テストの勉強法の効率が悪く，あまり良くない点数を取ってしまったことです。 

夏休みが明けると合唱コンクールがあります。私は伴奏者として参加するので，皆が歌いやすいような演奏をし

たいです。そして，クラスが一丸となって素晴らしい合唱を届けられるよう，日々頑張りたいです。 

やまなみ学級１ 一同より 
 

体育祭ではみんなと協力して楽しかったし，みん

なと話ができて良かったです。仙台自主研修ではド

キドキしたけれど，結果的にうまくいったし良かっ

たです。あとサイゼリアではたっぷりコーンピザを

楽しみました。とても美味しかったです。 

カメイ美術館では，大きなチョウから小さなチョ

ウまでたくさんの種類があって面白かったです。仙

台自主研の前にはやまなみとあかつきで校外学習

に行き，すべて勉強になりました。前よりできるこ

とが増えたやまなみでした。 

やまなみ学級２  

Ｐ  Ｑ  Ｒ くん 
 

４月からこの学校に来て，とても楽しく過ごせて

います。体育祭やテストも頑張れました。 （Ｐ） 

部活動で先輩たちみたいにバレーでも授業でも，

いろいろなことを頑張りたいです！！   （Ｑ） 

１学期を振り返って，中学校に不安もありました

が，知っている人もいて３か月を楽しく過ごせまし

た。夏休みも規則正しい生活をしたいと思います。 

                   （Ｒ） 



 

 

 

 

 

 
 

 

 高中では，７月に入って夏休み前のまとめの時期となりました。２年仙台自主研修はいくつかのハプニング 

がありながらも全ての班がしっかり研修をやりきることができた，とても良い経験となりました。オクサーナ 

さんのコンサートは，ウクライナに思いをはせながらも，ソプラノの美しく，かつ思いのこもった歌声に感動 

を受け，みんなの心を豊かにしてくれる貴重な機会でした。 

現在の高中生は，それぞれが自分たちの次なる目標に向かって頑張っています。７月１６日に行われる吹奏

楽部地区大会，７月２１日から始まる県中総体各競技。また，希望する進路のために受験勉強に力を入れる３

年生，新人大会を見据えて練習に励む１・２年生・・・それぞれ期待しています。そして，応援しています。 
 

各競技県大会の抱負 ～最後の仕上げを頑張り，思い出に残る活躍を！～ 

 

 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

              

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                           

 

 

 

校長室だより NO.9 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年７月１３日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

男子バドミントン部代表 Ｂ  くん 
 

県大会では，今までの外周や基礎練，同じ部員た

ちとの練習の成果を，全てぶつけられるように頑張

りたいです。そして，悔いが残らないように，県大

会までの短い練習時間を大切にしたいです。 

陸上部代表 Ａ くん 
 

私は市の陸上大会では満足のいく結果を出せ

なかったので，県大会では自分の全ての力を出

して，満足のいく走りをしたいです。みんなで

頑張ってきます。 

新体操部代表 Ｃ  さん 
 

私は，中学校生活最後の県大会を，悔いなく笑

顔で終われるように，残り少ない練習を大切に

し，自分が出せる全てを出せるように，頑張りた

いと思います。 

弓道部代表  Ｄ さん 
 

私たち弓道部では，「大会」という意識を持ち

すぎずに，日々の稽古と同じように弓を引いて

いきたいです。そして，いつもと同じ目標です

が，礼儀作法をきちんとできるようにしたいで

す。大会なので勝敗も大切ですが，「弓道は武道」

なので，勝ち負けの前に「高崎中弓道部全体」

で今まで稽古してきた射をできるように頑張り

たいです。 

そして，日々の生活のしかたにも，気を付け

たいと思います。 

女子卓球部代表 Ｆ  さん  
 

今回の県大会は，私たちにとって中学校最後の大

切な大会になるかもしれないので，何の悔いも残ら

ない試合をしてきたいです。 

できるだけ良い結果を出してくるつもりですの

で，応援よろしくお願いします。 

男子バレー部代表 Ｅ  くん  
 

男子バレー部では，県大会に向けて，日々

たくさんの練習や，他校との練習試合をして

きました。 

男子バレー部として大切にしてきたこと

は，朝のあいさつや，支えてくれた人たちに

感謝すること，クラスや学年の中で自分がで

きることを進んで取り組むことなどです。 

県大会も全力で頑張ってきます。応援よろ

しくお願いします。 



 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年仙台自主研修の感想 ～様々な学びがあり，有意義な経験でした～ 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

オクサーナさんコンサートの感想 ～この感想が全てを表していますね～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部地区大会の抱負 ～練習の成果をおおいに発揮しましょう！～ 

 

 

 

 

 

 

剣道部（個人戦） Ｇ さん 
 

私が県大会の目標として掲げているのは，「県

ベスト８入り」です。私は昨年の中総体で悔しい

結果を残してしまったので，リベンジする意味で

もこの目標に向かって練習してきました。 

ただし，勝ちたいと思う気持ちも大切ですが，

まずは自分のベストを尽くすことに専念しよう

と思います。そして，そのことによって結果がつ

いてきたらいいと思います。練習を手伝ってくれ

た仲間，そして自分の目標のためにも練習の成果

を全て出し切れるよう，頑張ろうと思います。 

吹奏楽部代表 Ｍ さん  
 

私たち吹奏楽部は，７月１６日の土曜日に行われるコンクールの地区大会に 

向けて，約半年前から練習をしてきました。練習では，１年生に教えることと 

コンクールの練習を両立させることを心がけてきました。本番では，楽しんで 

悔いのない演奏をできるように頑張りますので，応援よろしくお願いします！ 

男子卓球部（シングルス） Ｈ  くん 
 

僕の県大会の目標は，ベスト８に入り，東

北大会に出場することです。そのために僕は

毎日休まず練習したり，筋トレなどの努力を

したりしてきました。県大会に出場できるの

は今回僕だけですが，他の部員のためにも頑

張ってきたいと思います。 

また，県大会では，勝つことだけを考える

のではなく，礼儀や思いやりをもって頑張り

たいと思います。 

水泳部代表  Ｉ さん 
 

私は市大会では無事に１位を取ることができましたが，県大会ではレベルが上がってくるので，その

中で４位以内を取り，東北大会に出場したいです。 

そして，今年は全国大会が宮城県で開催され，県大会で１位をとれば出場できるので，さらに上を目

指して，これまで頑張ってきたことを十分発揮し，１位を取りたいです。 

２年生代表 Ｊ くん 
 

僕たちは，仙台自主研修で，スリーエム科学館

に行ってきました。科学館では，普段学ぶことが

できないことや，スタッフの方からお話を聞くこ

ともできました。とても貴重な体験ができて良か

ったです。 

学校代表 Ｌ さん 
 

オクサーナさんのコンサートでは，ウクライナの曲や日本の曲など，８曲を歌って 

いただきました。どの曲も，歌にそれぞれの気持ちがこもっていて，気持ちを伝える 

ように歌っていました。私たちは合唱コンクールに向けて歌を練習しているので，こ 

のような歌い方を心がけたいと思います。ウクライナでは大変な状況が続いていると 

思います。このコンサートの中での「音楽は楽しくなければいけない」という言葉が 

私に響きました。毎日幸せで，楽しく音楽を奏でることができることに，改めて感謝 

しようと思います。ウクライナに平和と笑顔が戻ってくることを祈っています。 

２年生代表 Ｋ くん 
 

僕たちの班は，縄文の森とうみの杜水族館に行

く予定だったのですが，当日行き方が分からなく 

なり，急きょ地底の森とうみの杜水族館に行き先 

を変更しました。こんなトラブルもありましたが

無事研修を終えることができて良かったです。 



 

 

 

 

 

 

 

～市陸上大会では総合・男・女すべて優勝！！新体操 

           水泳・弁論もそれぞれが素晴らしい活躍をしました！～ 
 

 暑い季節になってきても，高中生は様々な場面でよく頑張り，貴重な経験をしています。 

６月９日に行われた新体操地区大会，少年の主張弁論大会，１６日に行われた市陸上大会，２１日に行われ 

た市水泳大会では，高中生が大活躍しました。新体操代表４名の美しい演技と  Ａ  さんの総合１位，弁論 

大会代表  Ｂ  くんの身近な体験からの学びを伝える弁論，市陸上大会の全員が全力を尽くす姿と優勝をお 

互いに喜び合う歓喜の様子，水泳大会では１年生２名が自らの目標をしっかり達成し，次の大会を見据える前 

向きな様子が印象的でした。応援していただいた保護者の皆様にはとても感謝しております。 
 

市陸上大会の感想 ～短い練習の中，みんながよく頑張りました！！～ 

 

 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

              

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                           

 

 

校長室だより NO.8 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年６月２４日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

３年１００ｍ走，共通リレー  Ｄ  さん 
 

市陸上大会の結果は，１００ｍ走でも共通リ

レーでも県大会に行くことができるものでし

た。少ない練習時間でしたが，結果が出せたこと

を嬉しく思っています。 

県大会では，自分の１番良いタイムを出せる

ように，これからの練習を一つ一つ大切にして

いきたいです。 

３年１００ｍ走，共通リレー  Ｃ  くん 
 

大会の１週間前に肉離れをしてしまい，走る

ことができるか心配だったけれど，無事に走る

ことができて良かったです。結果は１００ｍ走，

リレーどちらも２位で，とても悔しかったです。 

でも，高碕中は優勝カップ３つを全て取って

きました。仲間たちと一緒に喜んだ時や，互いに

励まし合った時は，最高の思い出になりました。 

７月には県大会があるので，自己ベストを出せ 

るよう，全力で戦ってきます。 

１１０ｍハードル   Ｅ  くん 
 

僕は市陸上大会で男子１１０ｍハードルに

出場しました。初めての挑戦だったので不安で

したが，無事１位を取ることができたので良か

ったです。 

また，次の７月に行われる県大会では，ベス

ト８を目指して頑張りたいと思います。 

砲丸投げ   Ｆ  さん 
 

練習期間は短かったですが，８ｍ投げることが

できるようにするという目標を立て，１回１回の

練習を集中して頑張りました。そのおかげで，大

会当日は練習の時よりも記録を伸ばすことがで

き，良い結果を残すことができました。 

これからは，県大会までけがに気をつけなが

ら，さらに良い記録を出せるように，練習を頑張

りたいです！！ 

走幅跳び，共通リレー   Ｈ  さん  
 

練習期間の少ない中で，男女共に優勝，総合優勝が

できて良かったです！陸上大会に出場した人たちは，

ほとんど陸上競技が初めての人ばかりで，練習を始め

たときは不安でした。でも，大会が近づくにつれて，

みんなの士気が高まってきたように思いました。 

今後は県大会に向けて，市陸上大会より良い結果を

出せるように，これからの練習も士気を高め合いなが

ら頑張ります！！ 

砲丸投げ   Ｇ  くん 
 

少ない練習期間でしたが，集中して練習

に取り組むことができました。競技場に移

動中の雰囲気が良かったため，緊張がほぐ

れ，リラックスした状態で挑むことができ

ました。その結果１位になることができた

と思います。 

県大会でも良い結果が出せるように，こ

れからも頑張ります。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495087200/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NjLmNpdHkuaGFrdXNhbi5pc2hpa2F3YS5qcC9taWthd2Etai9pbWdfZTAzNS5naWY-/RS=%5eADBjSmuHfa3pu34v6.6e18plWTP_0Y-;_ylt=A2Rivcvf5htZ4SgAhzmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx


 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                         

新体操地区大会の感想 ～全員が美と躍動感を感じさせる演技でした～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

少年の主張弁論大会の感想 ～体験からの学びを上手に表現しました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

市水泳大会の感想 ～２人とも納得の泳ぎでした。県大会もがんばろう！～ 

 

 

 

 

 

 

２・３年１５００ｍ走，低学年リレー  

Ｉ  くん 
 

私が今年の陸上大会で目標にしていたことは，

１５００ｍとリレーでどちらも１位を取り，県大

会に出場するということでした。その目標を達成

することができたので，とても嬉しかったです。 

県大会は，もっとレベルが高いと思うのですが，

これからの数少ない練習でも真剣に取り組み，県

大会入賞を目指して頑張りたいです。 

1 年１００ｍ走，低学年リレー  Ｋ  くん 
 

初めての陸上大会で，僕はとても緊張していまし

た。１００ｍ走では，クラウチングスタートだけが

心配でしたが，思い切って走ろうと思いました。結

果として１位を取ることができて，次のリレーに自

信が持てました。リレーでは，力を合わせて多賀城

市の新記録を出すことができて良かったです。 

県大会では先輩方とも協力し，記録を少しでも縮

められるよう，精いっぱい頑張りたいと思います。

応援ありがとうございました。 

１年１５００ｍ走，低学年リレー  

Ｌ さん 
 

短い時間で教えてくださった先生方や先

輩方のおかげで，１５００ｍ走と低学年リ

レーどちらも１位を取ることが出来まし

た。練習でやってきたことを出し切り，全力

で取り組むことができたと思います。 

７月の県大会でも，自分が持っている力

を全部発揮できるように頑張りたいです。 

学校代表  Ｏ  さん  
 

私たちは初めての中総体で緊張したり，大変なこともあったりしましたが，２人で協 

力しながら，それぞれ個人で１位を取り，楽しく大会を終えることができました。 

 お互い一生懸命頑張ったので，県大会に向けて，もっと練習を頑張って，良い順位， 

良い結果を出せるようにしたいです。 

２・３年１５００ｍ走   Ｊ  さん 
 

私は，試合前はとても緊張していて不安でし

た。でも，一人一人が練習に一生懸命に取り組

んできて，男女総合優勝ができたので，良かっ

たなと思いました。 

県大会では，市の陸上大会で学んだことや分

かったことを生かし，自己ベストを出せるよう

に頑張りたいです。 

新体操部代表  Ｍ  さん 
 

新体操地区大会では，みんなそれぞれのミスはあったものの，最後まで全力で演技 

しきれていたと思います。 

 そして，県大会では今回の大会で学んだことを生かし，最善を尽くせるように頑張 

りたいと思います。精一杯頑張りますので，応援よろしくお願いします。 

学校代表  Ｎ  くん 
 

私はこの大会を通して，他校の生徒の発表を聴いて，自分とは異なる様々な意見があ 

り，また，その意見の数は，人の数だけあるのだということを改めて実感しました。 

お世話になった先生方には貴重な体験をさせていただき，本当にありがとうございま 

した。 



 

 

 

 

 

 

 

市中総体の感想 ～歓喜・感謝・悔し涙・・・様々なドラマがありました～ 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

              

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

校長室だより NO.7 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年６月８日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

サッカー部代表 Ｂ くん 
 

市中総体では勝利することはできませんでした。

しかし，新人大会の時より成長できているので，こ

の調子で練習を頑張り，今年の新人大会は絶対に優

勝したいと思います。 

この大会を楽しく終えることができたのも，加藤

先生，木村先生，応援してくれた保護者の方々のお

かげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに，練

習に励んでいきたいです。 

野球部代表 Ａ くん 
 

当日は，勝つことができなくて悔しかったで

す。けれども最後まであきらめないで試合がで

きたし，楽しくできたので良かったです。 

１・２年生には，自分たちの分まで頑張って

ほしいです。 

そして，今まで支えてくれた保護者の方々，

指導してくれた先生方，本当にありがとうござ

いました。 

男子ソフトテニス部代表  

Ｃ  くん 
 

中総体を終えて，試合では負けてしまいま

したが，自分の持っている力を最大限に出せ

たので，悔いはありません。ただ，部活動を

引退することに寂しさがあります。 

三浦先生をはじめとしてテニス部の顧問

の先生方には，感謝の気持ちでいっぱいで

す。ありがとうございました！！ 

女子ソフトテニス部代表  Ｄ さん 
 

皆で頑張った２日間の中総体，無事終えることが

できました。良い結果は残せなかったけれど，一人

一人がそれぞれのペアと共に，最後まであきらめず

に戦いました。 

本当に緊張して，思い通りにプレーできなかった

りしたけれど，仲間からの応援やアドバイスが励み

になりました。悔しい思いもありましたが，女子テ

ニス部の皆で試合できたことを嬉しく思いました。 

男子卓球部代表 Ｅ くん 
 

僕たち男子卓球部は，団体戦で敗れてし

まいましたが，個人戦では一人一人，市中

総体に向け練習してきたことを，全て出し

切ることができました。練習相手になって

くれた人や，大内先生，土井先生，松澤先

生，ありがとうございます。 

県大会に行く水谷くん，新人大会がある

１・２年生のみなさん，頑張ってください。 

女子卓球部代表  Ｆ さん 団体優勝！ 
 

私たち女子卓球部は，団体戦で優勝し，個人では２

名が県大会に行くことができました。この結果も，こ

こまで支えてくださった先輩や先生方，日々の練習の

積み重ねがあったからこそだと思います。 

県大会まで残り少ない期間を大切にし，自分たちの

課題に取り組んで，前回よりも良い結果を出せるよう

に頑張ります！ 

弓道部代表 Ｈ さん 男女とも団体優勝！ 
 

私たちは，男女共に優勝カップを持って帰ることが

できました。謙虚な心をもち，多賀城弓道会の皆様，他

校の顧問の先生方への感謝も忘れずに，弓を引いてく

ることができました。そして，正射必中を目指すとい

うことは，中学校の３年間では難しいことですが，私

たちはできるだけこれを目指したいと思いました。他

校の人の射からも，学べることがたくさんありました。 

県大会まで一射一射大切にして，さらに挑みたいと

思っています。 

 

剣道部代表 Ｇ くん                 
 

市中総体では，個人・団体ともに練習し

てきたことを出し切って試合に臨めたと

思いました。特に団体戦では，２・３年生

が協力して試合ができたと思います。 

また，ここまで剣道をさせてくれてい

た親や，教えてくれた先生方に感謝した

いです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                 

                             

                                       

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                    

 

 

新体操地区大会の抱負 ～明日（６月９日）が大会です。がんばろう！～ 

 

 

 

 

 

 

男子バレー部代表  Ｉ  くん 優勝！ 
 

男子バレー部は市中総体で，今まで頑張って

きたことを全て出し切ることができたので，目

標を達成することができました。 

次の県中総体では，市中総体よりも，さらに

チームの力や自分の力を高め，全て出し切るよ

うに頑張ります。これまでお世話に 

なった方々への感謝を忘れずに，最 

後となる大会で多賀城市の代表と 

して頑張ります。 

女子バレー部代表 Ｊ さん 
 

惜しくも県大会出場はなりませんでしたが，

試合が終わった後，たくさんの方から「お疲れ

様」「頑張ったね」と言っていただき，本当にた

くさんの方々に支えられてきたんだなと改めて

感じました。先生方，保護者の皆様，１・２年生

のみんな，たくさん応援してくださって，今まで

本当にありがとうございました。 

最後に，無事に大会ができて，バレー部のみん

なとバレーができたこと，私にとって最高の思

い出になりました。１・２年生のみなさん，新人

大会頑張ってください！応援しています！！ 

男子バスケ部代表  

Ｋ くん 
 

私たちは，あと２点決めていれば

優勝でした。本当に悔しいです。 

でも，この悔しさをバネにして，私

はクラブチームでも頑張っていきた

いと思います。 

後輩たちには，新人大会など，ぜひ

頑張ってもらいたいと思います。 

男子バドミントン部代表 

   Ｍ くん 
 

様々な事情で練習時間が限られてい

る中で，１回１回の練習を大切にして

きました。１年生から３年生までの練

習の成果を中総体で出し切って，とて

も嬉しかったです。 

 そして，今まで指導していただいた

顧問の先生方や，応援してくれた親，先

生方には本当に感謝しています。 

女子バスケ部代表 Ｌ さん 
 

私たちの結果は準優勝となり，県大会に進めずに終わっ

てしまいました。ですが，東豊中戦では全員がコートに立

つことができ，多中戦や多二中戦ではベンチが良い雰囲気

をつくることができていて，新人大会からの成長がたくさ

ん見られました。 

様々な面から支えてくれたコーチや家族には本当に感謝

しています。３年生はここで引退となりますが，１・２年

生はこれから１回１回の練習を大切に頑張ってください。 

女子バドミントン部代表  Ｎ さん 
 

中総体を終えて，強豪の２校に勝つことができず引退

となってしまったのですが，目標にもあったように，そ

れぞれの試合が終わる度，「お疲れ様」とか「いい試合だ

ったね」とお互いをほめ合えたので，とても良かったと

思います。 

部活動を始めてから約２年，最高な先生や先輩方，素

晴らしい仲間と後輩に出会えたこと，とても感謝してい

ます。前日にグリップを握ってくれた先生方，みんなみ

んな感謝です！本当にありがとうございました！！ 

ソフトボール部代表 Ｏ さん 
 

私たちは市中総体で，優勝という目標は達成できませんでしたが，一人一人全力でプレーし，練習して

きたことを十分発揮できたと思います。悔しさもありますが，笑顔で終われるいい試合ができて良かった

です。後輩のみんなには，ぜひ優勝してもらいたいです！！ 

最後に，家族や先輩方の応援が力になりました。応援ありがとうございました。 

新体操部代表 Ｐ さん 
 

新体操部では，大会に向けて技や演技を何度も練習し，お互いを高め合いながら，より上手くなれるよ

う，努力を重ねてきました。本番では，その成果を発揮し悔いのない演技をして，４人全員が笑顔で終わ

れるような大会にしたいです。今まで練習の指導をしてくださった先生方や，支えてくれた家族への感謝

の気持ちを忘れずに精一杯頑張ります！応援よろしくお願いします！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495087200/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NjLmNpdHkuaGFrdXNhbi5pc2hpa2F3YS5qcC9taWthd2Etai9pbWdfZTAzNS5naWY-/RS=%5eADBjSmuHfa3pu34v6.6e18plWTP_0Y-;_ylt=A2Rivcvf5htZ4SgAhzmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx


 

 

 

 

 

 

市中総体の抱負 ～今週末（６月４・５日）は市中総体です。様々な思いを込

めて決戦に挑む，各部代表の抱負をぜひお読みください～ 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

              

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室だより NO.6 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年６月１日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

サッカー部代表 Ｂ くん 
 

サッカー部は３年生のいない中，この日を目指し

て，県大会出場に向けて頑張ってきました。去年の中

総体は３位，新人大会も３位という結果に終わって

しまいましたが，去年の反省を生かして，練習を頑張

ってきました。 

２年生ばかりで力不足ですが，全力で精一杯それ

ぞれの力を出し切り，市中総体で勝利して，目標の県

大会に出場できるように，また，今までサポートして

いただいた方々のために頑張ります。 

応援よろしくお願いします。 

野球部代表 Ａ くん 
 

当日は今まで練習してきたことを全て出

しきって，市中総体で優勝したいです。 

そのために部員全員でしっかり準備をし

て，試合にのぞめるようにしたいです。 

そして，みんなが最後の１球まであきら

めないで，試合に勝ち，みんなで楽しんで

きたいと思います。 

男子ソフトテニス部代表  Ｃ  くん 
 

男子ソフトテニス部は，仲間を大切にしていま

す。練習では声がけをしたりして士気を高めた

り，ペアと互いの良いところや悪いところなどを

話し合うことで，より高みを目指しています。 

今までしてきた血の滲むような努力を無駄に

しないよう，敗北者の反対の優勝を狙いたいと思

います。 

女子ソフトテニス部代表  Ｄ  さん 
 

中総体では，自分たちが納得する試合をした

いです。私は中総体は大会やバトルではなく，

発表会だと思っているので，自分たちのスタイ

ルで自分らしく試合ができたらいいと思って

います。 

そのために，先輩や先生方から教わってきた

ことを生かし，ペアと協力して頑張りたいと思

います。部全体の目標は「悔いの残らない試合

をする！」です。 

男子卓球部代表 Ｅ くん 
 

僕たち男子卓球部の目標は，団体戦での県大

会出場です。 

去年の中総体では，先輩たちの悔しがる姿を

見ました。そんな先輩たちの思いを背負いなが

ら，今までの練習や経験を生かし全力で取り組

むので，応援よろしくお願いします。 

女子卓球部代表 Ｆ さん 
 

私たちは団体戦では，仲間を信じて最後まで諦

めずに頑張ります。個人戦では４人まで県大会に

出場できるので，高中だけで独占したいです。 

大会まで残りの時間，部活での練習でより一層

集中し，中総体ではこれまでの努力を無駄にしな

いように頑張って，優勝してくるつもりですので，

応援よろしくお願いします。 

剣道部代表 Ｇ くん                   
 

剣道部では，県中総体出場を目標に，日々の稽古で試合練習や技の練習をして 

きました。また，技の練習では基本を中心に稽古してきたので，できるだけ正確 

な打ちができるようにして，大会に臨みたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                 

                             

                                       

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

                            

                                       

 

                         

 

 

 

 

 

男子バレー部代表 Ｈ くん 
 

男子バレー部は，中総体優勝を目標にしてきま

した。目標のために，日々の活動や練習試合を通し

て，部の中の信頼関係が強くなってきました。 

男子バレー部では朝の先生方へのあいさつ，ク

ラスや学年で自分たちができることを積極的に行

うなどを大切にしてきました。今まで積み重ねて

きた成果を発揮できるように，中総体では頑張り

ます！ 

女子バレー部代表 Ｉ さん 
 

私たち女子バレー部の目標は，優勝して県

大会に行くことです。これまでの練習の成果

を十分に発揮して，全員が悔いのないように

頑張りたいと思います。 

また，これまで支えてくださった先生方に

感謝の気持ちを大切にしたいと思います。 

応援よろしくお願いします！！ 

弓道部代表 Ｊ さん 
 

弓道部では，礼儀作法に気をつけ，正射必中を目指し，頑張ってきました。日ごろの練習では基本に戻

ったり，四ツ矢などをしたりして稽古に励んできました。 

中総体では，男女共に優勝し，ふだんの稽古でやっていたように，各チームとも，自分たちの弓を引い

ていきたいです。 

男子バスケ部代表 Ｌ くん 
 

私たち男子バスケ部は,新人大会から一人一

人がレベルアップして，みんなが１対１をしか

けられるチームになりました。 

中総体では，すべてをそこに出し切り，今ま

で支えてくれた人たちに感謝しながら戦いた

いと思います。 

男子バドミントン部代表  Ｎ  くん 

            Ｏ  くん 
 

市中総体に向けて，私たち男子バドミントン

部は，３年間熱心に練習してきました。県大会

出場を目指して，最後まで全力でプレーをした

いと思います。 

また，３年生全員が笑顔で 

終われることができるよう， 

すべての試合を頑張ります！ 

女子バスケ部代表 Ｋ さん 
 

私たち女子バスケ部の目標は，市中総体優勝，

県大会ベスト１６です。 

市新人大会では多中に１ゴール差で惜しくも

負けてしまったので，今度こそ勝つためにと，今

まできつい練習も頑張ってきました。 

本番では今まで練習してきたことを出し切っ

て，全員で全力で戦い抜き，笑顔で終われるよう

な中総体にしたいです。 

女子バドミントン部代表  Ｍ  さん 
 

私たち女子バドミントン部は，県大会出場を

目標に，これまでの練習を頑張ってきました。 

３年生はこれまで培ってきた経験や技術を

最大限に発揮し，最後には「頑張ったね」と互

いをほめ合える大会に。２年生は３年生の背中

を追いかけつつ，新たなバド部を作っていくた

めの足掛かりとなるような大会にしてほしい

と思います。 

「感謝を込めた全力プレー」をモットーに，

負けないという気持ちをもって試合に臨みた

いです。応援よろしくお願いします！！ 

ソフトボール部代表 Ｐ さん 
 

私たちソフトボール部は，打撃や守備の練習を日々する中で，特にマシンを使った打撃練習に力を入

れてきました。 

中総体では，その打撃を生かして対戦校の多賀城中に，大差をつけて勝ちたいと思います。チーム全

員，心をひとつにし，一つ一つのプレーを大事にして戦います。 



 

 

 

 

 

 

 

生徒総会の感想 ～改めてみんなで話し合う大切さを学び，成長しました～ 
 

５月１９日（木）に，リモートで行われた生徒総会。生徒会役員や専門委員会委員長，各部部長等

の高中のリーダーたちがしっかりと準備し，有意義な話合いが行われました。今回の校長室だよりは

生徒会執行部，各学年代表の感想を特集しました。どうぞお読みください。                      

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

                           

                           

 

 

 

 

                       

 

                          

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室だより NO.5 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年５月２６日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

生徒会執行部代表 Ａ さん 
 

今回も生徒総会をリモートで行うことに

なりましたが，無事に終了することができ

て嬉しく思っています。今回の総会を通し，

改めて高崎中学校のことを知ることができ

ました。 

私も副会長として，これからも生徒会の

仕事や委員会の仕事の内容を理解してお

き，さらに頑張っていきたいと思います。 

生徒会執行部代表 Ｂ さん 
 

生徒総会を通して，様々な疑問や希望につ

いて，それぞれ納得のいく話合いをすること

ができました。これにより，皆が楽しめる，

より良い高崎中学校に近づくことができた

と思います。 

また，生徒同士で問題解決に取り組むこと

で，ひとつ大人へのステップを進めることが

できました。今回の経験を，これから先のよ

り良い学校づくりに生かしていきたいです。 
生徒会執行部代表 Ｃ さん 
 

今年度の生徒総会は，昨年と同じくリモ

ートになってしまいましたが，各委員長，部

長を中心とした全校のみなさんの協力のお

陰で実施することができました。 

総会では，普段中央委員会や執行部でも

出なかった質問や意見をいただき，活動を

見直すきっかけとなりました。総会で出た

意見も取り入れながら，執行部スローガン

の「輝～かがやき～」のような学校をつくれ

るように，執行部一同頑張っていきます。 

３年生代表 Ｅ くん 
 

生徒総会では，緊張で先生方から見れ

ばどうだったか分かりませんが，自分は

上手くできたと思います。そして総会を

通して，予定と違う場合は，適切に対応

することが大切だと学びました。 

これからも，議長のような司会進行役

を任せられたときには，この経験を活か

して頑張りたいです。 

３年生代表 Ｄ さん 
 

私は今回，生徒総会を進行する側として参

加するのは初めてで，しっかりと進めていく

ことができるか緊張しましたが，執行部や各

部部長，専門委員会委員長や各学級代表のお

かげで，スムーズに進行できたのでは無いか

と思いました。 

生徒総会を通して，人の前に出て話をした

り行動したりするときは，はっきりとした態

度で取り組んでいきたいと思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                       

 

                         

 

 

 

３年生代表 Ｆ くん 
 

私は初めて全校生徒の前で話をしまし

た。総会を通して学んだことは，皆の前で

話をすることは大変だけれど，大人になっ

てもすることなので，こういうことは大切

だと思いました。 

そして，これからこの経験を生かして，

委員会の中でも前に立って話をしていき

たいです。 

２年生代表 Ｇ くん 
 

僕はこの総会を通して，少しずつ高崎中

学校のことを知ることができた気がしま

す。理由は，皆さんが自分の質問や他の人

の質問に，とても分かりやすく答えてくれ

たからです。 

この姿を見て，僕も「あんな風になりた

いなぁ」と思いました。僕も，これからみ

んなの役に立つために頑張ります。 

２年生代表 Ｈ さん 
 

私は今まで大勢の人の前で話す機会がな

かったので，とても緊張しました。今回の

総会では，高崎中で行われている各委員会

の活動や，生徒会執行部，部活動について

全校で話し合うことができました。 

これからは学年委員長として，みんなで

決めた目標を達成するにはどうしたらいい

のかなどを，しっかり話し合っていけたら

なと思います。 

２年生代表 Ｉ さん 
 

今回の生徒総会は，今後の高崎中学校の

ことを決めるにあたって，とても良い総会

になったと思います。私は２年生ですが，

３年生の先輩方を見て，いろいろなことを

学びました。スムーズな進行にも感心しま

したが，質問に対しても適切な返答をすぐ

にしていて，さすがだと思いました。 

後期になって，役割のほとんどが２年生

に移り変わったときには，今回の生徒総会 

で学んだことを活かして頑張ることがで

きるようにしたいです。 １年生代表 Ｌ さん 
 

教頭先生が話されていたように，この

学校のことを生徒会の人たちだけで決め

てもらうのではなく，私たち全員が一人

一人生徒として学校のことを考えること

が大切だと分かりました。 

それに，この会を通して，私たちが今の

学校，未来の学校の姿をイメージするこ

と，もっと良くなるように，「なぜそうな

るのか」を理解しようとすることのきっ

かけになったと思います。 

１年生代表 Ｊ くん 
 

生徒総会に参加して，総会は高崎中全

体で話し合う大切な場であることを実感

しました。総会を通して学んだことは，朝

に当たり前にすれ違いながら行っている

あいさつ運動などの活動も，通年やって

いる大切なことだと学びました。 

また，自分の役割である図書委員会で

僕が頑張りたいことは，図書委員会で決

めたスローガンを守り，尊重して活動し

ていきたいということです。 

１年生代表 Ｋ くん 
 

僕は，全校生徒の前で緊張はしていたけれ

ども，堂々と発表していた同学年の生徒がい

たので，素晴らしいと思いました。 

自分も，もしそういう機会があれば，挑戦

してみたいと思いました。 



 

 

 

 

 

 

体育祭の感想 ～「勇往邁進」。全クラス団結した素晴らしい体育祭でした～ 
 

４月２６日（火）に行われた体育祭。どのクラスも団結して臨み，素晴らしい体育祭となりました。

また，平日にもかかわらず，多数の保護者の皆様に来場していただき，ありがとうございました。 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

                           

                           

 

 

 

 

                       

 

                          

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室だより NO.4 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年５月２日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

３年１組代表 Ａ さん 
 

体育祭を終えて，私たちのクラスでは，

今まで以上に協力し合い，仲が深まりまし

た。 

私たちのクラスは練習する時間が少な

く，不安を感じましたが，最後の体育祭と

して一生懸命競技に取り組み，優勝できた

ことは，私たちにとって最高の思い出にな

りました。 

３年５組代表 Ｅ さん               
 

私たち３年５組はクラスが団結し，思い出に残る体育祭をつくり上げることができました。縦割りの応

援を全力で行い，紫組の中心となることで，改めて最高学年としての責任を感じました。 

中学校生活最後の体育祭，全員が笑顔で楽しみました。体育祭での経験を生かし，これからの学校生活

を，より充実したものにしていきたいです。 

３年２組代表 Ｂ くん 
 

私たちは練習ではあまり跳べていなかった長縄で，

順位は３位だったけれど，初めて１００回以上跳ぶこ

とができて，クラスみんなで大喜びしました。リレー

は作戦が成功し，１位をとることができました。 

他の学年の競技では皆で応援をして，３年間で一番

楽しい体育祭になりました。 

１位になりたかったな，みずまっこり。 

３年３組代表 Ｃ くん 
 

３年３組は，オールメンバーリレーでは最下位

でゴールとなりました。しかし，１位と大きく差

がついても，誰もあきらめることなく一人一人全

力で走りきり，みんなも最後まで頑張るアンカー

を応援しました。 

最後まであきらめない気持ちや，仲間を全力で

応援する，仲間思いな３組の良いところがたくさ

ん見られた体育祭となりました。 

３年４組代表 Ｄ くん 
 

３年４組は体育祭を無事に終えました。学級

目標「笑天」を掲げ，笑い合い，笑顔で天辺（て

っぺん）を取るという意気込みでスタートする

ことができました。 

ふだんはプリキュアの話や体育祭，世間話で

盛り上がる，居心地の良いクラスです。男女の

仲が良いことはとても大切だと思っています。

体育祭を通して，このクラスは笑いながらひと

つの目標に走っていける，楽しいクラスだと，

心から感じました。 

２年１組代表 Ｆ さん 
 

私たちは体育祭の練習を通して，協力の大

切さを学びました。練習を始めたばかりの時

は話合いなどもなく練習していました。でも，

練習を重ねるにつれて話合いをしたり，作戦

を考えたりするようになりました。 

クラスで話し合ってたてた作戦が成功し，

学年優勝と縦割り優勝をすることができて，

とても良かったと思います。 

２年２組代表 Ｇ くん 
 

ベストメンバーリレーやみんなでジャンプの回

し手を選ぶときは多くの人が快く引き受け，最後

まで一生懸命取り組んでいました。オールメンバ

ーリレーでは一人一人が全力でバトンをつなぎ，

１位に輝くことができました。 

誰もが助け合い，協力して競技に挑んだことが，

このクラスとして誇れる部分です。体育祭だけで

はなく，他の活動でもこのクラスとして誇れる部

分をもっと活かせるように頑張りたいです。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495087200/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NjLmNpdHkuaGFrdXNhbi5pc2hpa2F3YS5qcC9taWthd2Etai9pbWdfZTAzNS5naWY-/RS=%5eADBjSmuHfa3pu34v6.6e18plWTP_0Y-;_ylt=A2Rivcvf5htZ4SgAhzmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                       

 

                         

 

 

 

２年３組代表 Ｈ さん 
 

今回の体育祭では，クラス全体を通して，目標

の「百折不撓」を達成できたと思います。特にオ

ールメンバーリレーでは，一人一人が最後まであ

きらめず，バトンをつなぎました。 

結果はどうであれ，この体育祭で成長したとい

うことに変わりはないので，これからもっと，行

事や普段の生活でも頑張れたら良いと思います。 

２年４組代表 Ｉ くん 
 

僕たちは，体育祭の盛り上げ役として，全学年

の応援をしたり，全ての競技を全力で行ったり

しました。初めて体育祭に参加する１年生，そし

て中学校生活最後の体育祭を行う３年生に楽し

んでもらうため，２年生一人一人の役割をしっ

かり実行し，高中生や先生方全員が思い出に残

る体育祭になって良かったです。 

２年５組代表 Ｊ くん 
 

体育祭が終わりましたが，この行事を通して，２年５組はとても成長できたと思います。学年種目で

は４人１チームになって協力し合い，オールメンバーリレーでは，走っている人に向かって「頑張れー」

「いけるよー」などの応援の声が飛びかっていました。 

次の行事でも，体育祭と同じように，クラス一丸となって頑張りたいです。 

１年１組代表 Ｋ くん 
 

入学して間もない体育祭でしたが，練習でも

本番でも，みんな一生懸命練習していたので，

体育祭が終わった後には団結力が強いクラス

となりました。練習ではあまり記録の伸びなか

った大縄も，本番では全員が本気で取り組んで

いたので，第１位になることができました。 

正直に言って不安も多かったのですが，協力

したおかげで，最高の体育祭となりました。 

１年３組代表 Ｍ さん 
 

体育祭は，クラスで一致団結して頑張りまし

た。１年３組は何事にも全力で取り組みまし

た。リレーでみんな頑張って走ったり，応援で

は，他のクラスに負けないぐらい大きな声を出

したりしました。応援することでクラスのみん

なの名前を覚えることができたり，なかなか話

さない人とも話すことができたりしました。 

この体育祭で，１－３の絆が深まったと思い

ます。 

１年２組代表 Ｌ さん 
 

今回の体育祭で一番印象に残ったことは「み

んなでジャンプ」です。跳んだ回数を聞いた時

に，自分の予想を超えた回数だったので，とて

もうれしかったです。 

この競技で９３回も跳ぶことができたのは，

クラス一丸となって跳んだからだと思います。 

中学生になって初めての体育祭は，学年優勝

もできて，最高の時間でした。 

１年４組代表 Ｎ くん 
 

１年４組は総練習であまり良い結果を出せ

ませんでしたが，本番ではみんなで協力して全

力で取り組むことができたので，良かったと思

います。 

この体育祭を通して１－４の絆が深くなっ

たと思ったし，これからも楽しく協力していき

たいと思います。そして，色々な行事で絆をも

っと深くして，楽しいクラスにしたいです。 

やまなみ学級１ 一同より 
 

体育祭を終えて，僕たちはクラスの人

と絆を深めました。時には旗を振ったり

して，協力して頑張れたと思います。 

１年５組代表 Ｏ くん 
 

体育祭では，クラスとしてお互いに協力して臨むことができ，高崎中学校最初のイベントを成功さ

せることができたと思います。 

また，クラスの中だけでなく，縦割りで先輩たちと円陣を組み，紫組で一致団結でき，大きく成長する

ことができました。 

やまなみ学級２ Ｐ くん 
 

僕たちはなわとび練習で，たくさん跳びました。 

 本番の時は，跳んでいる途中で背中が痛くなり，跳べ

なくなってしまいました。走ったりジャンプしたりする

と背中が痛くなり，リレーに出られなくて残念でした。 



 

 

 

 

 

 

はじめに ～スローガンは「勇往邁進」各クラスの団結した姿が楽しみです。～ 
 

４月２６日（火）に延期になった，高中伝統の体育祭。今回の校長室だよりは，各クラスの体育祭

に向けての抱負を載せました。平日開催にはなりましたが，皆様のご来場をお待ちしています。 
 

「体育祭の抱負」・・・意欲充分。すべてのクラスの抱負をお読みください！ 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室だより NO.3 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年４月２１日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

３年１組代表 Ａ さん 
 

新学期が始まって約３週間後に行われる体育

祭。新しいクラスの友達と仲を深めたり，一丸と

なって一つのことの集中できたりする，とても良

い機会だと思います。 

私たちにとって中学校生活最後の体育祭。それ

ぞれ思うことは違いますが，優勝という目標に向

かって努力することに変わりはないです。泣いて

も笑っても最後。思い出に残るすばらしい体育祭

にしたいです！ 

３年５組代表 Ｅ くん               
 

今回の体育祭は，中学校生活最後の体育祭です。 

 そのため，今までにあったどの体育祭よりも全力で楽しみ，優勝を目指していきたいです。クラスで

は練習の時から互いに励まし合い，皆で協力することができています。 

 当日は僕たち３年生がリードし，チーム「紫」一丸となって，総合優勝を掴みにいきます！！ 

３年２組代表 Ｂ さん 
 

中学校生活最後となる体育祭を，「笑顔」で終

われるように，２組一同全身全霊で取り組みた

いと思います！水間先生の「優勝しか狙わない」

という熱い想いを胸に，そして期待に応えられ

るよう，精いっぱい頑張って優勝を掴み取りま

す！ 

３年２組全員，心をひとつにして頑張るぞ

～！！みずまっこりクラスしか勝たん！！ 

３年３組代表 Ｃ さん 
 

私たちのクラスでは，一人一人が目標をもち，皆

でそれを叶えていくということを大切にしていま

す。目標の内容はそれぞれ違いがありますが，でき

ない所はできる人に教えてもらうということをし

ている人が，３年３組にはとても多いです。 

体育祭練習や本番でも，このような３組の良い所

を全力で出して，１位を取れるように頑張ります！ 

３年４組代表 Ｄ さん 
 

私たちにとって，今回は最後の体育祭とな

ります。これまでの体育祭は，クラスが一つ

になる目的が大きかったですが，３年生とな

る今年はクラスの団結，思い出づくりはもち

ろん，「笑天」という学級目標をかかげ，クラ

ス一丸となって，笑顔で優勝を掴み取りたい

と思います！ 

２年１組代表 Ｆ くん 
 

僕たちがクラスとして大切にしたいこと

は，諦めずに最後まで頑張ることです。 

「もうだめだ・・・」ではなく「まだいけ

る！」とネガティブにとらえるのではなく，

ポジティブにとらえることでクラスの仲が

深まり，楽しく体育祭を終えることができる

のではないかなと思います。 

２年２組代表 Ｇ さん 
 

私たちのクラスでは，運動の苦手な人や得意な人

のリレーの順番をみんなでアイディアを出し合っ

て工夫したり，長縄跳びでは男女で協力して，２分

間でたくさん跳べるように頑張ったりして練習し

ています。 

本番では一人一人の良い所が生かせるように，適

材適所で頑張りたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                       

 

                         

 

 

 

 

２年３組代表 Ｈ くん 
 

クラスの体育祭の目標は，「百折不撓」。 

つまり，何度失敗しても諦めずに挑み続けると

いうことに決めました！ そして，今回の体育

祭は，この目標をもとに互いに協力し合い，ク

ラス全員の思い出に残るように，全力で頑張り

ます。さらに，一人一人が成長する機会になれ

ばいいなと思います。 

２年４組代表 Ｉ くん 
 

今まで学年やクラスで練習してきた成果を

全て発揮できるように全力を尽くし，３年生に

とっては最後の，１年生にとっては初めての体

育祭として，思い出に残るようなものにしてい

きたいです。 

そのためにも，クラス一丸となって優勝した

いです！ 

２年５組代表 Ｊ くん 
 

もう少しで体育祭が始まりますが，僕はクラスとして「友情」を大切にしていきたいです。 

新しいクラスになり，前から仲の良かった人や今回初めて一緒になった人など，新しい仲間ができま

した。その人たちと一緒に，全力で競技を行い，楽しい体育祭にしたいです。 

１年１組代表 Ｋ くん 
 

僕たち１年生にとって入学してすぐの，そ

して初めての体育祭です。他校から来た人と

もあまり馴染めてないので，不安でいっぱい

です。 

そんな中，僕たちはクラスで目標と目的を

決めました。目標は「絶対に勝つ」目的は「本

気・全力・団結」です。僕は団結することが，

何より大切だと思います。この体育祭を機に，

団結してクラスのみんなと仲を深めたいと思

います。 

１年３組代表 Ｍ くん 
 

体育祭に向けてのクラスの抱負は，「努力を惜

しまずがんばろう」です。体育祭を楽しく全力

でできるように努力をしようという思いで，こ

のような抱負にしました。 

僕たちの学級旗には，「一致団結」とあるので

チームワークを大切にし，みんなと一致団結し

てがんばっていきたいです。 

１年２組代表 Ｌ さん 
 

体育祭に向けて，私たちが頑張りたいこと

は，「みんなでジャンプ」の大縄です。 

大縄では，１回目は跳ぶ人が１４人で，回す

人が２人です。２回目も同じです。みんなで息

を合わせてジャンプすることは難しいし，でき

るか分からないので心配ですが，１年２組一人

一人で頑張っていけば，大丈夫だと思います。   

みんなで協力して頑張れば，きっと楽しく

て，いい思い出になると思うので，頑張りたい

です。 

１年４組代表 Ｎ くん 
 

一人一人が１年４組の一員として，スローガ

ン等の目標を達成するために，努力する姿勢を

大切にし，その気持ちをクラスの仲間と行動に

移して，協力していきます。 

クラスのモットーである「言いたいことは言

う。されど仲良し」を合言葉に，１年４組とし

て，精一杯体育祭を楽しみたいです。 

やまなみ学級１ 一同より 
 

全力で勝負に挑んで，チームで力をひとつに

して頑張りたいです。 

やまなみ１組 真の実力を見せてやれ！！ 

１年５組代表 Ｏ さん 
 

私たちは，初めての体育祭となりますが，精いっぱいがんばりたいと思います。 

勝ち負けもそうですが，みんなで協力して，楽しい体育祭にすることがクラスの目標です。 

最後には，みんなが笑顔で終わることができるよう，クラス全員でがんばります！！ 

 

やまなみ学級２ Ｐ くん 
 

クラスメイトと一緒に，自分で選んだ学年種目

の網くぐり，オールメンバーリレーを全力を出し

て頑張ります！ 



 

 

 

 

 

 

はじめに ～新入生の誓いの言葉，在校生の今年度の抱負が素晴らしかったです～ 
 

先週は，新入生の入学式や各学年の集金，学年懇談会に多くの保護者の方々に来校していただき，

どうもありがとうございました。おかげで学校として，順調なスタートが切れました。 

さて，校長室だより第２号は，いずれも前向きでとても素晴らしい内容，そして話しかけ方，間の

取り方が工夫された発表態度だった「新入生誓いの言葉」「在校生今年度の抱負」を抜粋して載せまし

た。その学年にふさわしい文章をぜひご一読いただき，話題にしていただけたらと思います。 
 

新入生「誓いの言葉」・・・中学校生活への意気込みが伝わってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

在校生「今年度の抱負」・・・自分たちの希望と課題がよく表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室だより NO.2 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年４月１４日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

新入生代表 Ａ くん 
 

新しく始まる中学校生活を目前に，緊張や不安を抱く反面， 

小学校で学んだことをさらに伸ばし，中学校生活でたくさん 

のことに挑戦していきたい，という思いでいっぱいです。 

中学校では，小学校と違う面が色々とあります。例えば勉強です。中学校では教科ごと

に教えていただく先生方が別々で，新しい教科も加わります。英語も本格的に始まり，学

習の内容が難しくなります。その中でも，１回１回の授業を大切にし，しっかりと身につ

けられるよう，頑張りたいと思います。 

中学校では，勉強以外でも，新しく部活動が始まります。部活動は，小学校で経験した

ことがありません。最初は先輩方にめいわくをかけるかもしれませんが，先輩方や，顧問

の先生方からたくさんのことを学んで，成長していきたいです。 

僕は小学校で，主に思いやりの心の大切さや，仲間と協力することを学びました。中学

校は，小学校より生徒の人数が多くなります。友達同士でぶつかることもあるかもしれま

せん。そんな時に，小学校で学んだ「思いやりの気持ち」を大切にしたいです。自分の発

言に責任をもったり，相手の考え方も大切にしたりして，中学生らしい考え方を身につけ

たいです。そして，仲間同士協力することで，団結力や絆を深めていきたいです。 

今日，このように入学を迎えられたのは，この入学式の準備をしてくださった方々や，

大切に育ててくれた家族のおかげです。この感謝の気持ちを行動に移し，「気づき，考え，

共に創り上げる生徒」となれるよう，努力していきたいです。 

そして，１日１日を大切にし，どんなことにも自分の力を精一杯発揮し，悔いの残らな

い３年間を送ることをここに誓い，新入生代表の言葉といたします。 

２年生代表 Ｂ さん 
 

私たちの学年は仲が良く，掃除をしっかり行い，行事にはお互い協力して取り組むことが

できる学年です。 

休み時間に，その仲の良さがわかる場面が多くあります。授業終了のチャイムが鳴ると，

すぐに廊下に出て他のクラスの友達と遊んでいる人もいれば，教室の中で，いつも楽しそう 



に友達としゃべっている人もいます。休み時間はいつもにぎやかで，すごく楽しいです。掃

除の時間はほめられることが多く，学年集会のときには毎回良いところとして先生方がほめ

てくださるので，これからも続けていきたいです。 

 そして，行事には協力して取り組んでいます。初めての体育祭では，まだクラスに慣れて

いない人も多い中，協力してみんなでジャンプやリレーの順番を決めていました。１１月に

行われた地域学習では，初めてグループごとの活動を行い，グループの人と協力して行く場

所を決めたり，行き方が分からない人には分かる人が教えてあげたりなど，お互い助け合っ

て取り組んでいて，とても良いなと思いました。 

 一方で，直さなければならないところもあります。例えば掃除を他の人に任せて，自分は

友達としゃべっている場面を見かけることがあります。それはやっぱりだめなので，自分が

担当する場所は責任をもって掃除するようにしてほしいなと思います。また，授業中の私語

も無くさないといけないです。私語があると授業に集中して取り組めなくなります。だから

みんなが集中して取り組めるように，１人１人が心がけていかなければなりません。 

 私たちは来年受験生になるので，もっと緊張感をもって授業に取り組まなければいけませ

ん。来年になると「次から提出物を頑張ろう」や「今度からテスト勉強をもっとしよう」な

どは通用しなくなるので，常に緊張感をもって何事にも取り組みたいです。 

 この学年には良いところもありますが，直さなければいけないところもあります。良いと

ころはもっと伸ばし，直すところはしっかり直してより良い学年にしたいなと思います。 

そして，学年目標の「すすんで創るみんなの平和」の意味にもある，みんなで団結し，みん

なが安心して過ごせる学年にして，楽しい１年間にしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生代表 Ｃ さん 
 

私たち３年生は最上級生となり，学校生活すべてに「中学校生活最後の」という言葉が

つきます。 

私から見た３学年は，何か困難に出会ったとき，向き合い，乗り越えられる原動力があ

る学年だと思っています。それは，これまで，コロナ禍の影響で行事の縮小や部活動の制

限を受けながらも，できる喜びや楽しみを感じながら１つの目標に向かって頑張る姿を，

何度も見てきたからです。２ヶ月後には中総体もあり，どの部も力を入れていくことと思

います。少しでも良い結果を残し，悔いなく終われるためにも，日々の練習を大切に積み

重ねていきたいです。 

また，ちょうど２週間後には体育祭が予定されています。新しいクラスメイト，後輩，

担任の先生と良い人間関係を築いていくために，新しいクラスで１人１人が個性を発揮

し，お互いを認め合い，クラスの良いところをたくさん見つけて，仲を深めていきたいと

思います。 

そして，来年は高校などの受験があります。これからの進路や将来の 

夢を叶えるために，受験生という危機感をもって，勉強はもちろんのこ 

と，様々な自分の力を高めていけるように頑張りたいと思います。 

最後に，私たちは色々な場面で１・２年生を支え，引っ張っていく立 

場となりました。高崎中の顔として責任と自覚をもち，新入生を含めて 

生徒一丸となって，楽しく学校生活を送りたいと思います。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491544768/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2ctaW1ncy04NC5mYzIuY29tL24vZS9rL25la29ub21hbmdhL255dWdha3VzaGlraS1sb2dvLmdpZg--/RS=%5eADB0flUaL.sUQ3nFUiFonbitRF47TQ-;_ylt=A2RCL6pA2eVY4l0Au0uU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


 

 

 

 

 

 

はじめに ～校長室だよりについて～ 
 

いよいよ令和４年度が始まりました。 

昨日，新たな気持ちで登校してきた２・３年生，期待に胸を膨らませていた１年生を迎えました。

今年度も「気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成」をめざし，学年として，学級として，そして

学校として生徒一人一人が成長していけるように，教職員一丸となって，頑張っていきます。どうぞ

よろしくお願いします。 

この校長室だより「われら高中生！」は，生徒・教職員・保護者・地域の方々と，お互いの心をつ

なぐものであってほしいと願い，適時発行いたします。その時ならではの話題を紙面に載せていくつ

もりです。今回は，中止したＰＴＡ総会で行われるはずだった先生方の紹介の代わりに，「転入職員か

らのあいさつ」を載せました。ぜひご一読いただき，話題にしていただけたらと思います。 
 

転入職員からのあいさつ・・・よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                        

                           

                           

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室だより NO.1 

文責：高崎中学校長 島田 拓 令和４年４月９日 

学校教育目標 

『気づき，考え，共に創り上げる生徒の育成』 
 

校訓 

『自律・共生・創造』 

１学年主任 大橋 美智子 先生 
 

利府町立しらかし台中学校から異動し

て参りました，大橋美智子です。 

４月１日の赴任日には，多くの生徒の皆

さんに，盛大に，温かく迎えていただきま

した。この活気のある学校で，生徒の皆さ

んと生活できることをたいへんうれしく

思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

やまなみ学級１組担任 早川 しおり 先生 
 

多賀城市立多賀城中学校から参りました，

早川しおりです。担当教科は数学で，やまなみ

学級１組の担任です。 

春休み中，生徒の皆さんとはなかなか会う

機会がありませんでしたが，ようやく会えて

うれしいです。「高崎中生はいつでも元気！」

という印象があります。一日も早く皆さんと

打ち解けて，毎日の学校生活を楽しく過ごし

たいと思っています。どうぞよろしくお願い

いたします。 

１年副主任 木村 兼明 先生 
 

技術の授業を担当する木村兼明と申しま

す。名取市立第一中学校から転入しました。

防災教育も担当しますが，名取市も多賀城

市も津波の被害を受けていますので，震災

について学び，地域を支える人材として，生

徒を育てていければと思います。 

また，中学校は義務教育最後となります

ので，社会に出てからも充分通用できるよ

う，日常生活の指導や将来の進路選択を見

通した指導を心がけたいと思います。 

座右の銘は，「先手必勝」です。よろしく

お願いいたします。 

３年４組担任 松澤 和也 先生 
 

岩沼中学校から転入して参りました，松

澤和也と申します。担当教科は国語です。 

今年度は「応援される人間になろう」をテ

ーマに掲げ，生徒にかかわっていきたいと

考えています。 

高崎中学校の皆さん，保護者の皆様，どう

ぞよろしくお願いします 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491544768/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2ctaW1ncy04NC5mYzIuY29tL24vZS9rL25la29ub21hbmdhL255dWdha3VzaGlraS1sb2dvLmdpZg--/RS=%5eADB0flUaL.sUQ3nFUiFonbitRF47TQ-;_ylt=A2RCL6pA2eVY4l0Au0uU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年４組担任 沢目 匠 先生 
 

亘理町立荒浜中学校から転任して参り

ました，沢目匠（さわめ たくみ）と申し

ます。 

出身は青森県十和田市で，中学校から

バドミントン部に所属しておりました。 

生徒の皆さんと共に汗を流し，早く高

崎中学校に慣れていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

１年副担任（学び支援教室）鈴木 翼 先生 
 

はじめまして。角田支援学校から転入し

た，鈴木翼です。学び支援教室の担当や１

学年の副担任などを務めます。教科は保健

体育です。授業や部活動などで会うことが

あると思いますので，一緒に楽しく頑張り

ましょう。 

保護者の皆様，私も微力ながら生徒の皆

さんの学校生活が実りあるものとなるよ

う尽力して参りますので，どうぞよろしく

お願いいたします。 

１年２組担任 金子 紗侑莉 先生 
 

この度，七ヶ浜町立七ヶ浜中学校から赴任し

てきました，金子紗侑莉と申します。教科は保

健体育です。 

「明るく 元気に 前向きに」をモットー

に，毎日全力で丁寧な指導を心がけていきま

す。 

これからどうぞよろしくお願いいたします。 

養護教諭 籠嶋 文代 先生 
 

亘理町立吉田中学校から参りました，養

護教諭の籠嶋文代と申します。 

４月１日には，たくさんの生徒が笑顔で

お出迎えをしてくれました。とてもうれし

かったです。 

史都多賀城の歴史を学びつつ，高崎中の

子供たちが，健康にのびのびと過ごすこと

ができるよう，保健室からサポートしてい

きたいと思います。全校生徒の皆さんの名

前を覚えられるように頑張ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

校長 島田 拓 
 

この度，亘理町立吉田中学校から転任して参り

ました，島田拓と申します。 

まずは生徒の皆さんに温かく迎えていただき，

とても感謝しています。高野前校長先生からバト

ンを受け継ぎ，さらに活気のある学校をめざし，全

力を尽くして頑張ります。 

幸い，元気な生徒の皆さんからは前向きな希望

を，先生方からは，力を合わせて頑張る意欲を感じ

ました。また，市立図書館や歴史博物館，遺跡など

優れた文化が身近にある環境にも恵まれていま

す。これらを上手につなぎ合わせながら，生徒一人

一人の成長を後押ししていきたいと思います。 

保護者の皆様には，様々な面でご協力をいただ

くことになると思いますが，どうぞよろしくお願

いいたします。 

事務担当 黒田 聡 先生 
 

塩竈市立第二中学校事務支援

室から参りました，黒田聡です。   

生徒の皆さんが楽しく，充実し

た学校生活が過ごせるよう，事務

室からお手伝いさせていただき

ますので，どうぞよろしくお願い

いたします。 


