
 
 

～ しおがま「ふれあい」運動 ～ 
ふだんから「早ね・早起き・朝ごはん」 れんぞくの時間を決めよう「テレビやゲーム」 
あたたかく語り合おう「夢タイム」      いっしょに取り組む「体力づくり」 

実り多き２学期でした 

駅伝大会や体育祭から始まった２学期。弁論大会や英語暗唱，新人大会や合唱コンクールなどをとおして

たくさんの三中生が活躍しました。また，１年生は仙台研修，２年生は職場体験学習，そして３年生は進路

説明会や三者面談をとおして将来の生き方をしっかり考えることもできました。今学期の成長を，３学期や

新年度に活かしていけるよう期待しています。 

三中生の栄光の足跡 

○塩竈市英語暗唱・弁論大会 

英語暗唱の部    優良賞  阿部 芹菜 

           優良賞  工藤 顯明 

○校内弁論大会 

最優秀賞  牧野茉莉花，佐藤 稟桜 

優秀賞   鈴木 美陽，山崎 結音 

        小林 咲菜，庄子 優月 

○宮城県中学校新人水泳競技大会 

男子 50ｍバタフライ  第８位 石垣 友裕 

○第２１回サンフラワー卓球大会 

  中学生以下女子団体  第３位 

○塩竈市中学校弁論大会 

優秀賞   牧野茉莉花，佐藤 稟桜 

○塩竈市中学校新人体育大会 

 ＜団体＞ 

卓球男子団体   優勝 

卓球女子団体   優勝 

バレーボール女子 優勝 

バスケットボール男子 準優勝 

サッカー     準優勝 

＜個人＞ 

卓球男子個人  第１位 佐藤 真太郎 

  卓球女子個人  第１位 工藤 羽佑 

          第２位 小林 咲菜 

          第３位 中野 咲楽 

  野球優秀選手賞     小島 竣輔 

バスケットボール優秀選手賞 

笹谷 莉緒，伊藤 愛莉 

○塩竈市総合体育大会 

 柔道競技中学生男子の部 優勝 鈴木 優大 

○塩竈市読書感想文コンクール 

最優秀賞 佐藤 稟桜 

優秀賞  溝口みやび，木戸口結音，曽根暁翔 

佐藤小春，牧野茉莉花，遠藤汐璃，山崎結音 

○宮城県中学校バレーボール大会 

  東部ブロック予選会 １位 

○第７回大和町卓球個人選手権 

小中学生男子一部 準優勝 鈴木宥喜，下山颯太 

○仙台地区中学校読書感想文コンクール 

優秀賞   佐藤 稟桜 

○宮城県中学校新人卓球大会 女子団体 第３位 

○宮城県中学校柔道優秀選手賞 鈴木 優大 

○福祉の心作文コンクール 

   最優秀賞   吉田 風菜 

   入選     渡邊 四季，阿部 芹菜 

○全国書画展覧会 

  書の部 特選    佐藤 真太郎 

金賞    加藤なつみ，堀 夏樹 

溝口みやび，鈴木美陽，山崎結音 

○宮城県造形教育作品展 

入選    河野 蒼，峯岸 遥 

○多賀城市長杯争奪卓球大会 

小中学女子ダブルス 優勝 工藤羽佑・遠藤夏凛 

準優勝 小林玲菜・小林咲菜 

第３位 溝口みやび・中野咲楽 

小中学女子シングルス 準優勝 工藤 羽佑 

小中学男子シングルス 第３位 佐藤真太郎 

○作曲コンクール塩釜地区予選 

入選  鈴木太陽，渡邊四季，三浦彩菜 

樋口舞香，山本省吾 

○塩竈市明るい選挙啓発ポスターコンクール 

        入選  遠藤汐璃，佐々木未来 

○宮城県明るい選挙啓発ポスターコンクール 

        第３位 遠藤 汐璃 

○塩竈教育フェスティバル 

  ポスター最優秀賞  長井 ゆゆな 

○全日本アンサンブルコンテスト県大会地区予選 

  打楽器三重奏 金賞 （県大会進出） 

木管五重奏  銀賞 

  金管四重奏  銅賞 
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 小中一貫教育情報 

去る１２月９日，第三小学校の阿部校長先生を

はじめ，たくさんの先生方に来校していただき，

授業研究会を行いました。全クラスの授業を見て

いただくとともに，６校時には１年１組の英語の

授業を，すべての先生方で参観し，授業づくりに

ついて勉強をしました。三小の先生方と力を合わ

せて，よりよい授業ができるよう先生方も勉強を

しています。新年も頑張ります。 
 

＜お知らせ＞ 

突然ですが，１２月２６日（木）は部分日食が見られます。塩竈市では１４：３０

ごろから太陽の端が欠け始め，１時間後の１５：３０ごろには，２０％ぐらいが影に

隠れてしまいます。予定では，太陽が少し欠けている状態のまま沈んでいく様子が

見えるはずです。（天気がよければ…）ところで，３年生の皆さんは，太陽が欠けて

見えるしくみは分かりますね。 

 
 
 

今年も保護者の皆様のご理解・ご協力を賜り，本日を迎えることができました。ありがとう
ございました。新年も引き続きご支援賜りますようよろしくお願いいたします。 

皆様，どうぞよい年をお迎えください。       塩竈市立第三中学校職員一同 

～３学期の主な行事予定～  

＜１月＞ 

８ 水 始業式 給食なし 

（部活動のある人は弁当持参） 

９ 木 実力テスト（3年）※(月)の授業 

１３ 月 成人の日 

１４ 火 スクールカウンセラー来校 

１６ 木 小６ 入学説明会 

２１ 火 スクールカウンセラー来校 

２８ 火 スクールカウンセラー来校 

＜２月＞ 

 １ 土 市P連研修会 

４ 火 私立高校一般入試 A日程 

スクールカウンセラー来校 

６ 木 私立高校一般入試 B日程 

１０ 月 公開研究会 

１１ 火 建国記念の日 

１３ 木 定期考査③（3年） 

１４ 金 定期考査③（3年） 

１８ 火 スクールカウンセラー来校 

２０ 木 定期考査④（１・２年） 

２１ 金 定期考査④（１・２年） 

２３ 日 天皇誕生日 

２４ 月 振替休日 

２５ 火 スクールカウンセラー来校 

２６ 水 ３年生を送る会 

＜３月＞ 

３ 火 スクールカウンセラー来校 

４ 水 公立高校選抜試験 

    実力テスト（１・２年） 

６ 金 同窓会入会式 

７ 土 卒業式 

９ 月 振替休業日 

１０ 火 公立高校追試験 

スクールカウンセラー来校 

１１ 水 東日本大震災塩竈市追悼式 

１６ 月 公立高校合格発表 

１７ 火 スクールカウンセラー来校 

２０ 金 春分の日 

２３ 月 クリーンアワー 

２４ 火 修了式 

２５ 水 小６ １日入学 

２７ 金 離任式 


