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～ １学期が終了しました
温かいお声がけに感謝いたします ～

今日で、６９日間の１学期が終了しました。生徒たちは、体育祭を始め、生
徒総会、市中総体壮行会、市中総体、防災訓練など、様々な行事に一生懸命取
り組みました。特に、市中総体では、全力を出し切り、団体で３種目優勝、個
人でも多くの種目で入賞を果たすことができました。県大会には、ソフトボー
ル、男子バレーボール、卓球男女、バドミントン女子、新体操、陸上、剣道、
弓道の９種目に出場します。それぞれの部活動の活躍を期待しています。
学習面では、意欲的に取り組む姿が見られました。自分でコントロールでき

る目標をしっかり立て、１つずつ着実に進めることができるようになっていま
す。家庭学習の時間は、以前に比べると１．４倍ほどになっているようです。
これもひとえに、ご家庭でお子さまの背中を押していただけるような温かい一
言があったからだと感謝しております。自分自身で手が届く目標を少しずつ乗
り越えたとき、近くいるお父さんやお母さんにほめられたり、励まされたりす
ることが子供たちにとって、次も頑張ろうという意欲に繋がります。今後とも、
ご家庭で、温かいお声がけをお願いいたします。

～ 市総合体育大会陸上競技大会！！
男子・女子・男女総合優勝 完全制覇！！～

６／２２（水）、市総合体育大会
陸上競技大会が利府の県総合運動
場（ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ）で開催されました。
短い練習期間での大会参加でした
が、生徒たちは、熱心に練習に励
み、素晴らしい結果を残してくれ
ました。この大会で学んだたくさ
んのことや努力したことを今後に
生かし、県大会でも活躍してほし
いと思います。

～ 市総合体育大会水泳競技大会 男女総合第２位
女子１００ｍ、２００ｍ自由形、新記録更新！！～

６／３０（金）、市総合体育大会水泳競技大会が開催され、男子総合第３位、
女子総合第２位、男女総合第２位になりました。個人
では、女子１００ｍ自由形と女子２００ｍ自由形で、
３年生の木村優香さんが自身の持つ大会新記録をそれぞ
れ塗り替え第１位となりました。県大会には、木村優
香さん 鈴木航大くん 飯沼啓くん 高橋智也くん 大谷悠樹くん 原田
莉奈さんが出場します。活躍を期待しています。



～ 薬物乱用防止教室開催 ～
６／２２（水）、仙台市薬剤師会から講師の先生をお招きし、今年度も薬物乱用防止教室を開催し

ました。お酒やたばこ、薬物等について、図や写
真を使って分かりやすく説明していただきまし
た。生徒たちは、薬物による依存症や危険ドラッ
グについて、熱心に話を聞き、脳の神経細胞を壊
してしまう恐ろしさと、たった１回の好奇心で、
自分の心と体を台無しにする薬物乱用の怖さを実
感することができたようです。

【 栄光の記録 おめでとう！】
第２１回多賀城市陸上競技大会 [6月22日(水)] 【2年女子100m】 第１位 永沼愛深さん (14秒70) 【県】

【男子総合】 優 勝 【女子総合】 優 勝【女子総合】 優 勝 【共通女子800m】 第１位 滝口美羽さん (2分43秒69) 【県】

【共通女子走り幅跳び】 第１位 門間愛結さん (4m32) 【県】 【女子2･3年1500m】 第１位 竹林理々香さん (5分16秒80) 【県】

【共通男子砲丸投げ】 第１位 吉田泰晟くん (8m87cm) 【県】 【共通女子110mH】 第２位 三浦瑠姫さん (19秒85) 【県】

第２位 星瑞稀くん (8m39cm) 【県】 【共通女子走り高跳び】 第１位 小野渚紗さん (1m29) 【県】

【共通女子砲丸投げ】 第３位 工藤千織さん (7m51cm) 【共通女子四種競技】 第１位 坂本来夢さん (1333点) 【県】

【1年男子100m】 第１位 三浦悠大くん (13秒32) 【県】 第２１回多賀城市水泳競技大会 [6月30日(木)]
【2年男子100m】 第１位 菅野秀磨くん (12秒69) 【県】 【男女総合】第２位 【女子総合】第２位 【男子総合】第３位

第２位 郷古弦太くん (12秒99) 【県】 【男子50m自由形】 第１位 (28"61) 鈴木航大くん （県）

【3年男子100m】 第１位 錦部颯太くん (12秒76) 【県】 第２位 (29"38) 飯沼 啓くん （県）

【共通男子200m】 第１位 植田将暉くん (26秒42) 【県】 第４位 (34"25) 大谷 悠樹くん

第３位 佐々木陸矩くん (28秒34) 【男子100m自由形】 第３位 (1'11"25) 高橋智也くん

【共通男子400m】 第３位 須藤 蓮くん (1分02秒39) 第４位 (1'17"39) 大谷悠樹くん

【共通男子110mH】 第１位 赤平悠人くん (19秒53) 【県】 【男子100m平泳ぎ】 第1位 (1'40"47) 高橋智也くん （県）

第２位 高橋和真くん (19秒65) 【県】 【男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ】 第２位 (2'38"53) 鈴木航大くん （県）

【1年男子1500m】 第１位 安藤 寧くん (4分54秒70) 【県】 【男子400mﾘﾚｰ】 第２位 (4'48"88) 高崎中学校 （県）

【2･3年男子1500m】 第３位 竹石 優くん (4分50秒14) 【女子50m自由形】 第４位 (39"30) 高橋咲楽さん

第２位 立花那央已くん (5m65cm)【県】 【女子100m自由形】 第１位 (58"48)【３連覇】

【共通男子走り幅跳び】 第３位 鈴木 海斗くん (5m40cm) 大会新記録 木村優香さん （県）

【共通男子走り高跳び】 第１位 細川 慶太くん (1m56cm) 【県】 【女子200m自由形】 第１位 (2'03"14) 【2連覇】

【共通男子四種競技】 第１位 清水 睦くん (1535点) 【県】 大会新記録 木村優香さん （県）

【低学年女子4×100mﾘﾚｰ】第１位大場さん 平上さん 槇さん 永沼さん (58秒10)【県】 【女子100m背泳ぎ】 第２位 (1'14"58) 原田莉奈さん （県）

【1年女子100m】 第３位 槇 里緒奈さん (14秒81) 【女子200m背泳ぎ】 第２位 (2'40"73) 原田莉奈さん （県）

～ ８月の行事予定 ～
月/日 学 校 行 事 等 給 食 月/日 学 校 行 事 等 給 食
8/ 1(月) 安全点検日 1･2年：家庭訪問 3年:三者面談 /16(火)
/ 2(火) 1･2年：家庭訪問 3年:三者面談 /17(水)
/ 3(水) /18(木) 多賀城スコーレ
/ 4(木) /19(金) 多賀城スコーレ
/ 5(金) /20(土)
/ 6(土) /21(日)
/ 7(日) /22(月) ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ(来年度入学生対象)多賀城スコーレ 飲酒運転根絶運動の日

/ 8(月) /23(火) 職員会議
/ 9(火) /24(水)
/10(水) /25(木)
/11(木) 山の日 /26(金) 第２学期始業式 ○
/12(金) /27(土)
/13(土) /28(日)
/14(日) /29(月) 実力テスト 市駅伝大会壮行会 ○
/15(月) /30(火) ○
９月の主な行事予定 /31(水) 市駅伝大会 弁 当
9/ 1(木)安全点検日 県民防災の日 9/ 8(木)新人大会抽選会 9/16 (金)新人大会壮行会 9/17(土)市新人大会､3年:実力ﾃｽﾄ
9/19(月)敬老の日 9/20(火)振替休業日(9/17分) 9/21(水)新人大会予備日 9/22(木)秋分の日
9/26(月)集会 9/28(水)職員会議 9/29(木)専門委員会 9/30(金)県駅伝大会

【お知らせとお願い】
明日から、８／２５（木）までの３６日間の夏休みが始まります。「夏休みの過

ごし方」についてのプリントをもう一度確認して、事故のない、有意義な生活を
送ってほしいと思います。始業式は、８／２６（金）です。持ち物については、
各学年だよりをご覧ください。給食があります。


