
（塩竈市全小中学校で取り組んでいます！）「あいさつ・くつならべ・うつくしいことば」を実践しよう！

学 校 だ よ り

平成２９年
６月２６日
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雨のために延びたアサリ採取が，最高の快晴の中，
野々島長浜で行われました。アサリ採取を行うにあた
っては，児童生徒はもちろんのこと，地域の方々にも
長浜清掃をしていただきました。そのおかげで，ゴミ たくさん採取できるように，期
もほとんどなく，気持ちよくアサリを採取することが 待に胸を躍らせながら，諸注意に
できました。児童生徒は自然の恵み，地域への感謝の 耳を傾ける児童生徒。
思いが強くなったようです。

児童生徒が協力しながら，
採取ました。上級生が下級生
に教えがら採取する様子は，
とても微ましく思いました。

【結果】
〔男子シングル〕 〔男子ダブルス〕

１回戦 芳賀 １対２ 惜敗 １回戦 早坂・島津 ０対２ 惜敗
１回戦 渡邉 ０対２ 惜敗 〔女子シングル〕
１回戦 鈴木 ０対２ 惜敗 ２回戦 菊池 ０対２ 惜敗
１回戦 行田 ２対０ 勝利 山木 ０対２ 惜敗
１回戦 橋本 ０対２ 惜敗 佐藤 ２対０ 勝利
２回戦 望月 ０対２ 惜敗 ３回戦 佐藤 ０対２ 惜敗
２回戦 本郷 ２対０ 勝利 〔男子団体戦〕
２回戦 黒澤 ２対１ 勝利 浦戸 ０対３ 一中
２回戦 藤田 ２対０ 勝利 浦戸 ０対３ 二中

浦戸 ２対１ 玉中
３回戦 本郷 ２対０ 勝利
３回戦 黒澤 ０対２ 惜敗 練習時間のハンディを負いながらの部活動
３回戦 藤田 ２対０ 勝利 でした。しかし，持ち前の集中力と粘り強さ

さで，一人一人が最高のプレーを発揮するこ
とができました。団体戦での１勝，ベスト８準々決勝 本郷 ０対２ ベスト８
に２名進出するなど浦戸魂を見せることがで準々決勝 藤田 １対２ ベスト８
きました。これもひとえに，仲間，保護者の
熱意あふれる心のこもった応援があったから
です。ありがとうございました。

いっぱいアサリが採れました！
５月２９日（月）野々島長浜にて

塩竈市中総体
浦戸中学校バドミントン部 善戦！



６月１４日（水）塩竈市立第三中学校を会場に行われました。市中総体をはじめ，様々
な行事の合間をぬって，原稿を書いたり，発表練習を行ったりしてきました。

大会当日の朝には壮行を兼ねて，全中学生を前に発表練習を行い，送り出しました。

【花のように 虫のように】

「おはようございます 「こんにちは 」。」 。
島の方とお会いしたら，必ず自分から声を掛けます。人見知りのうえ，人に話

し掛けることが苦手だった私が積極的に声を掛けるようになったのは，大切なこ
とに気付いたからです。

浦戸小中学校に通う私たち４２名は，浦戸だからできる，浦戸でしかできない
様々な体験をさせていただいています。アサリ採取，牡蠣むき，海苔すき，カヌ
ー体験。どれも私たちのために協力を惜しまない地域の方々に支えられてのこと
です。浦戸に来た頃は「楽しい学校だな。よかった 」と感じていました。しか。
し，月日が経つにつれ，支えてもらうだけでよいのだろうか，そんな疑問がわい
てきました。

初めて地域の方とじっくりお話をしたのは交流給食のときでした。
「今日の行事，良かったよ 「ああ，とても楽しかった 」。」 。

お顔には満足そうな笑みが浮かんでいました。なぜ，地域の方々は私たちを支
えてくれるのだろう。率直に質問してみました。すると，
「 。」「 。」学校は島の宝だからさ あんたたちの姿を見てると元気が出んのっしゃ

その言葉を聞いて，心の中の霧がすうっと晴れて行きました。私たちは支えられ
。 。ているだけではない 自分たちも支えているのだと感じることができたからです

それ以来，積極的に関わることで地域の方に恩返しをしていこうと思うようにな
りました。

私たち中三は，新学期が始まってすぐに修学旅行に行きました。その中で一番
力を入れたのが 「塩竈 大作戦 。浦戸諸島発祥の仙台白菜を中心に，塩竈の， 」PR
魅力を紹介する活動です。私たちが元気に活動する姿を通して，復興支援への感
謝を伝えるためでした。実はその場に思わぬ方が応援に来てくださいました。声
優の山寺宏一さんです。塩竈出身の山寺さんは，以前から私たちを応援してくだ
さっていて，その縁で今回の活動のこともお知らせしていました。山寺さんの登
場に私たちは大興奮。４０分ほどの活動はあっという間に終わりました。山寺さ
んは，地元の中学生が声を張り上げる姿に感動したよ，とすごく喜んでくれまし

。 ， 。た 私たちが山寺さんに感謝を伝えると 山寺さんからも感謝が返ってきました
お互いに感謝し合える関係の心地よさを実感できました。塩竈から遠く離れた東
京で，山寺さんと交流できたことで更に勇気をもらいました。

私たちは今，新たな活動を試みています。それは、震災後ずっと支援をいただ
いている中学校との交流です。その中学校はさらに離れた京都ですが，どのよう
に感謝の気持ちを返せばよいか話し合っています。

見える形で，見えない形で，お互いに支えあって，人は生きていくのかもしれ
ません 「生命は」という詩の結びにこうあります。。

私は今日 どこかの花のための虻だったかもしれない
そして明日は 誰かが私という花のための 虻であるかもしれない。

何事にも全力で頑張ることが，知らず知らずのうちに誰かの役に立っているの
かもしれません。これからも感謝の気持ちを積極的に伝え，花のように，虫のよ
うに，より良い関係を築いていきたいと思います。

＜＜藤田晴斗君のコメント＞＞
市中総体の練習の中，弁論の練習も行い，大変だった面もありました。しかし，３

週間の練習で，自分自身の音読力，精神力などが成長することができました。
本番では，とても大きな体育館で発表するという貴重な体験をさせていただきまし

た。弁論大会に参加できて本当によかったです。

少年の主張塩竈大会
藤田晴斗君が出場しました。
～ ～島の方々への感謝を気持ちを込めて



【浦戸合宿にむけての事前研修会】

６月１９日（月）４校時に，野々島の鈴木宏明さんを
招いて，浦戸合宿に向けての講演会を行いました。講演
会の演題は「浦戸を知ろう」でした。内容は，浦戸とい
う名の由来や昭和時代の交通網やライフライン，産業な
どについてでした。最後には，浦戸に伝わる民話も紹介
していただきました。

毎日登校する地域ですが，まだまだ知らないことがた
くさんあることを実感しました。児童生徒の中には時間
があればもっとゆっくり民話を聞きたいという声があり
ました。

第７０回塩竈みなと祭陸上パレード「よしこの塩竈コンテスト」にむけて

今年度の実行委員長 菊池莉穂さんから「よしこの塩竈コンテスト」にむけて，決意表
明をしてもらいましたので紹介します。

「 」 ， ， ，まだ よしこの塩竈 に参加して ２年しか経ってませんが ２年連続中学校の優勝
総合優勝をいただきました。

昨年は「優勝を目指すのではなく，優勝の先にあるものを目指す」という目標を立て
て練習，そして本番に臨みました。今年は，昨年よりも細かいところを意識して 「優，
勝の先にあるもの」を目指していきたいと思います。そして，塩竈の皆さんを元気にし
たいと思います。

６月１４日（水）に を行いました。花壇整備
， ， 。放課後 小中学生が４つのグループに分かれ 校庭にある花壇の整備を行いました

雑草の除去から始まり，肥料を加えたりして，最後にはサルビアやマリーゴールドを
植栽し作業を終えました。梅雨明けには，きれいに花が咲くと思いますので，気兼ね
なく学校に来ていただき，花壇をご覧になってください。



１日（土）仙南地区公立高校合同説明会 １日（火）
２日（日） ２日（水）
３日（月） ３日（木）
４日（火）朝会 ４日（金）
５日（水） ５日（土）
６日（木）ＳＣ来校 ６日（日）
７日（金）浦戸合宿１日目 ７日（月）
８日（土）浦戸合宿２日目 １２時帰り ８日（火）
９日（日） ９日（水）

１０日（月）２時帰り 弁当 １０日（木）
１１日（火）浦戸小中防災強化デー １１日（金）山の日
１２日（水）職員会議 浦戸小中防災強化デー
１３日（木）大倉小との交流 １２日（土）

中３：実力テスト １３日（日）
１４日（金）学習参観日・学級懇談会 １４日（月）

七夕集会 小：給食試食会 １５日（火）
学校評議委員会 中：弁当 １６日（水）
よしこ練習会 ＳＣ来校日 １７日（木）

１５日（土） １８日（金）
１６日（日） １９日（土）
１７日（月）海の日 塩竈みなと祭 ２０日（日）
１８日（火） ２１日（月）
１９日（水）ＡＣＴ配役発表 台本配布 ２２日（火）サマースクール 漢字検定
２０日（木）第１学期終業式 ２時帰り 台本読み合わせ

小１～小４：弁当 小５～給食 ２３日（水）サマースクール
２１日（金）夏季休業日開始 台本読み合わせ
２２日（土）県中総体開始 ２４日（木）サマースクール
２３日（日） 台本読み合わせ
２４日（月） ２５日（金）サマースクール
２５日（火）家庭訪問（塩竈方面） ハモ釣り大会

6 30中３：三者面談 ２６日（土）ＰＴＡ奉仕作業 ：
２６日（水）家庭訪問（利府方面） ＰＴＡ役員会

中３：三者面談 ２７日（日）
２７日（木）家庭訪問（多賀城・仙台方面） ２８日（月）第２学期始業式 実力テスト

中３：三者面談 ２時帰り 弁当
２８日（金）サマースクール（カヌー体験） ２９日（火）駅伝壮行式 実力テスト

育成会お泊まり会 小：発育測定
２９日（土）育成会お泊まり会 ３０日（水）市駅伝大会（中：弁当）
３０日（日） ３１日（木）専門委員会
３１日（月） ＡＣＴ立ち稽古

小：南城小との交流


