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明日から夏休み！
第１学期終業式 校長先生のお話から

１学期が今日で終わります。今年度，第二中学校は４５１名の生徒，３９名の先生方でスタートしました。

４月の始業式には第二中学校の教育目標をみなさんと確認しました。「心豊かでたくましく生きる生徒の育

成」。皆さんの成長を支える先生方が「教師愛に満ちた教師」を目指していくこと。そして，学校生活のいろいろ

な場面で二中の教育目標を意識しながら昨年よりバージョンアップして実践していくこと。一人一人の実践が形

になれば「生徒が輝く学校」になっていくことを今年度の一番最初にみなさんと確認して１学期がスタートしました。

１学期は，どのくらい達成されたでしょうか。今までできなかったことができるようになったり，わからなかったことが

わかるようになったり，自分のことを中心に考えていたことから友だちや学級，学年などの集団のために行動できる

ようになったり，我慢することを覚えたり，後輩たちのために活動したり，先輩たちのために活動したりと１学期みなさ

んのさまざまな姿が見られました。みなさん一人一人が自分のため，学級，学年，学校全体のために努力してい

たと思います。

わたしは，「学校は，社会に出て仕事をして自立をするための土台づくりの場である。」ということを年々強く感じ

ています。その土台は，『学習の土台』『人としての生き方の土台』です。そして，中学校は，小学校の土台の上

にさらに土台を一段一段高く，強く，一人一人の将来に向けて形を作っていくのです。ところが，一人一人が自

分中心の考えや言動をしていると学級，学年，学校はばらばらになり，土台は崩れはじめます。安心して楽しく学

ぶことができなくなります。３年生のみなさんは，進路を具体化して考えていく今，どう感じていますか。２年生のみ

なさんは，「まだまだ先のこと。後で考えればいい。」と思っていますか。１年生のみなさんは，中学校生活にようや

く慣れてきたところ。ピンとこないかもしれません。しかし，今の気持ち，今からの行動が大変大切なのです。

１学期の良かった点は，さらに伸ばしていきましょう。直していくところは，２学期に新たなスタートとして改めてほ

しいと思います。夏休みから気持ちを強くもって取り組みましょう。

最後になりますが，事故のない思い出に残る楽しく充実した夏休みにしたいものです。２学期の始業式には，

一段とたくましく成長したみなさんと会えることを楽しみにして１学期の終業式の式辞とします。

１年生代表 ○○さん の言葉から ２年生代表 ○○さん の言葉から

入学式の日、クラスに行くととても静でした。けれ 私は元々勉強があまり得意ではないので、勉強をし

ども、それも初めだけで、声を掛け合い仲良くなるこ てもよく分からないところがあったりします。また、勉強をし

とができました。さらにお互いを知ることができたのは、 ようと頑張っても、せいぜい１時間くらいしか集中が持ち

蔵王研修でした。いろいろな活動を通して、友達の ません。これからは少しずつでもいいので勉強をする時

多様な面を見つけられたからです。学年全体として 間が増えるように頑張っていこうと思います。２学期は

は、どの活動でも協力し、楽しんでいました。 復習はもちろん予習も頑張っていこうと思います。

３年生代表 ○○さん の言葉から 生徒会代表 ○○君 の言葉から

学年委員になって最初の大きな行事はドッチボー 今学期の生徒会活動、生徒総会、ゴーゴーごみ

ル。３年生の気持ちに温度差が出てしまうのでは・・ 拾い、クリーンプロジェクトにご協力いただき、ありがとう

と心配していた私ですが、そんなことなく円陣を組ん ございました。今の執行部で活動できるのは実質あと２

だり声を出し合ったりと心がひとつになれたような気が ヶ月程度しかありません。自分達の担当を一つ一つ見

しました。この気持ちを忘れずに、もっと信頼を深め 直し、また、悔いが残らないように、次の代に引き継いで

合いさらにクラスがひとつになるようにしたいです。 いけるよう頑張ります。

学 校 教 育 目 標

「心豊かでたくましく生きる生徒の育成」
目 指 す 生 徒 像

「知・徳・体の調和のとれた生徒」

○ よく考え意欲的に学ぶ生徒

○ 思いやりのある生徒

○ 心身ともに健康な生徒

校長 木島美智子

生徒数 451名

学級数 16学級
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必勝！目指せ上位大会！
県中総体、吹奏楽コンクール

７月２0日（日）から、運動部の県大会、吹奏楽部の地区大会が始
まります。保護者の皆様にも、この日を目標に練習を重ねてきた生
徒たちに、ご声援を賜りますようお願い申し上げます。

対 戦 相 手 、 時 間 、 会 場

女子バスケットボール部 13:00 対登米中 白石市文化体育活動センター

女子ソフトテニス部 9:40 個人戦１回戦 ○○・○○ペア 対名取一中

20 （２回戦以降の時間は未定） 泉総合運動場テニスコート

日 陸上部 10:15 男子共通走高跳予選 13:30 決勝 ○○ ひとめぼれスタジアム

13:25 男子2年100m予選 ○○

水泳部 12:43 男子50m自由形予選 ○○ ○○ 宮城県総合プール

13:15 男子400m個人メドレー予選 ○○

15:51 男子400mリレー予選 ○○ ○○ ○○ ○○

男子バスケットボール部 14:20 対岩沼北中 白石市文化体育活動センター

男子バドミントン部 9:30 団体１回戦 対六郷中（決勝戦まで実施）宮城野体育館

21 剣道部 9:50 団体予選リーグ 対角田中 対しらかし台中 田尻総合体育館

日 陸上部 10:00 女子共通800m予選 15:30 準決勝 ○○ ひとめぼれスタジアム

10:00(12:00) 女子共通砲丸投 ○○

11:25 男子2年100m準決勝 16:30 決勝 ○○

12:25 女子共通200m予選 ○○

13:40 女子3年100m予選 ○○

14:40 女子2,3年1500m予選 ○○

15:05 男子2,3年1500m予選 ○○

水泳部 9:56 男子400mメドレーリレー予選 ○○ ○○ ○○ ○○

13:19 男子400m個人メドレー決勝 ○○ 宮城県総合プール

13:40 男子50m自由形決勝 ○○ ○○

男子バスケットボール部 11:40 ３回戦 15:40 準々決勝 白石市文化体育活動センター

女子バスケットボール部 10:20 ３回戦 14:20 準々決勝 白石市文化体育活動センター

22 男子バドミントン部 9:00 個人戦シングルス ○○ 宮城野体育館

日 10:00 個人戦ダブルス ○○・○○ペア

12:00 個人戦ダブルス ○○・○○ペア

柔道部 9:00～ 個人戦50kg級 加藤翔大 対南郷中 宮城県武道館

個人戦66kg級 赤間優太 対郡山中

個人戦90kg級 沼田晴矢 対村田一中

男子バドミントン部 個人戦 9:30 準々決勝～決勝 宮城野体育館

剣道部 9:50 個人戦 ○○ 対白東中 ○○ 対角田中 田尻総合体育館

陸上部 9:30 女子共通走高跳予選 12:00 決勝 ○○ ひとめぼれスタジアム

10:10 女子共通200m準決勝 13:00 決勝 ○○

11:10 女子３年100m準決勝 12:50 決勝 ○○

11:25 女子共通800m決勝 ○○

11:55 女子2,3年1500m決勝 ○○

12:00 女子共通砲丸投決勝 ○○

12:10 男子2,3年1500m決勝 ○○

水泳部 10:07 男子100m自由形予選、13:53決勝 ○○ 宮城県総合プール

11:42 男子200m個人メドレー予選、14:42決勝 ○○ ○○

15:44 男子400mメドレーリレー決勝 ○○ ○○ ○○ ○○

23 男子バスケットボール部 10:20 準決勝 13:00 決勝 白石市文化体育活動センター

日 女子バスケットボール部 9:00 準決勝 11:40 決勝 白石市文化体育活動センター

27 吹奏楽部 吹奏楽コンクール県予選石巻・多賀城大会 大編成の部 14:20 演奏開始

日 多賀城文化会館大ホール
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