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９月１０日（土）『POP魂 ～はじけろ！僕らの上中魂』を
テーマに開催されました。午前中のステージ発表では，歌・
踊り・研究発表・演奏など様々な分野の素晴らしい発表で盛
り上がりました。天気は穏やかでしたが，会場の体育館の中
は熱気に包まれていました。ステージ発表後は，各教室で展示発表がスタートしました。美術科を
始めとする教科展示，学年展示，杉の子展示，学級新聞展示，そして個人研究展示と，いずれの展
示も素晴らしいものでした。また，PTAバザーも大盛況でした。たくさんの方の協力をいただき，
売上金はスポットクーラーを始め子供たちの活動に活用させていただくことになりました。

【個人研究 上中賞受賞者一覧】

賞 年－組 生徒氏名 作品名テーマ

上中大賞 ３－１ I・T 水の観察８ ～冷めるときに塩の与える影響～

３－１ O・R みそ造り
上 中 賞

３－２ S・Y 建築模型の必要性 ～上中模型の製作～

２－１ I・H 合唱祭課題曲をバッハ，ショパン，ガーシュイン風にアレンジ

１－１ H・R 地図模型製作「利尻島」

＜新人大会会場案内＞

１０月８日（土）～９日（日）に仙台市の新人大会が開催されます。１，２年生にとって
は最初の大きな大会です。出場する選手の皆さんは上中魂を存分に発揮して，栄冠を勝ち得
てほしいものです。部活動ごとの活動となります。応援よろしくお願いします。

部活動名 １０月８日（土） １０月９日（日）

陸上競技 ７：００～１８：００ 会場 仙台市陸上競技場 ７：００～１８：００ 会場 仙台市陸上競技場

野 球 １２：００～対台原中 会場 桜ヶ丘球場 １０：３０～準決勝 決勝 会場広瀬球場

サッカー 9:00～対二中 勝った場合12:00～対大沢中 準決勝９：００・決勝１３：３０

会場 みやぎ生協めぐみ野サッカー場 会場 泉総合運動場（泉グラウンド）

ソフトテニス男女 9:00～（個人戦のみ）会場 青葉山公園庭球場 予備日

バスケットボール男 11:40～ 対吉成中 13:00～ ﾌﾞﾛｯｸ準決勝，15:40~ ﾌﾞﾛｯｸ決勝

会場 上杉山中学校 会場 第二中学校

バスケットボール女 １４：２０～ 対折立・台原中勝者 準決勝10:20～ 決勝14:20～

会場 上杉山中学校 会場 台原中学校

バドミントン男女 9:30～ 団体戦 会場 青葉体育館 9:00～ 個人戦 会場 青葉体育館

卓 球 男女 ９：００～ 団体戦・個人戦

会場 宮城広瀬体育館

剣 道 男女 ９：４５～ 個人戦・団体戦

会場 宮城県武道館

ソフトボール 9:00～対一中 10:50～対南吉成中 9:00～準決勝 11:00～決勝

会場 広瀬中学校 会場 広瀬中学校

柔 道 １２：３０～ 個人戦計量 ９：００～ 個人戦

会場 宮城県武道館 会場 宮城県武道館



駅伝部 大健闘

真夏の炎天下で熱心に練習に取り

組んでいた駅伝部。

９月１日(木)に行われた仙台市中

学校駅伝大会に出場しました。開校

70周年記念で新たに作成した

ﾕﾆﾌｫｰﾑに身を包み力走しまし

た。結果は以下のとおりで

す。

男子50位（62校中）
女子16位（58校中）

９月の行事予定
２７（火) 各種委員会
２９（木) 仙台市ブロック弁論大会(本校体育館)
３０（金) 全校生徒委員会

10月の行事予定
３ (月) 衣替え(衣替え移行期間～７日)
５ (水) 生徒会立会演説会，投票日
７ (金) １学期終業式
８ (土) ～９(日) 市新人大会
８（土) ～１２(水)秋休み

１３（木) ２学期始業式
１４（金) 職員会議，３年実力テスト，部活中止
１７（月) ・１８(火)３年ﾌｧｲﾅﾝｽﾊﾟｰｸ ３年弁当
１７（月) ～２１(金)２年職場訪問
１９（水) １年 職場訪問 １年弁当
２４（月) 学級の日，避難訓練６校時，部活中止
２４（月) ～１１月１４日教育実習開始
２５（火) 各種委員会
２７（木) 教科外研究会 部活中止

健全育成講演会(3･4校時)
２８（金) 進路事務説明会(5･6校時)

全校生徒委員会
３１（月) 天文台学習(１年),３年中間考査

1１月の行事予定
１（火) ２(水),８(火),９(水),１１(金)

３年教育相談
１（火) ～１０(木)球技大会強化期間
４（金) 教科研究会 部活中止
７（月) ３年実力テスト

１０（木) 球技大会（青葉体育館，本校体育館）弁当
１２（土) ～１５(火)中間考査前 部活中止期間
１５（火) １・２年中間考査
１６（水) 各種委員会
１７（木) 職員会議 部活中止
１８（金) 全校生徒委員会
２９（火) 生徒総会
３０（水) 学級の日 部活中止

栄光の記録

○宮城県中学校総合体育大会
・体操競技
１年女子 女子跳馬 第５位，平均台 第８位

段違い平行棒 第８位,ゆか 第２位
女子個人総合 第７位

・水泳競技
男子総合第７位 女子総合第６位
１年女子 女子２００ｍ背泳ぎ 第２位

女子１００ｍ背泳ぎ 第３位
３年男子 男子４００ｍ自由形 第７位
２年男子 男子４００ｍ個人メドレー第１位

男子２００ｍ個人メドレー第１位
３年女子 女子２００ｍ平泳ぎ 第１位

女子１００ｍ平泳ぎ 第１位

・陸上競技
３年女子 女子３年１００ｍ 第７位
２年女子 女子四種競技 第８位

・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技
３年女子 優秀選手賞
３年女子 優秀選手賞

○ｳｲﾅｰ杯青葉区近隣中学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ研修大会
上杉山中Aﾁｰﾑ 女子団体ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 第１位
上杉山中Bﾁｰﾑ 女子団体ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 第２位

○東北中学校水泳競技大会
２年男子 男子２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 第８位
３年女子 女子２００ｍ平泳ぎ 第５位

女子１００ｍ平泳ぎ 第４位

○泉中学校学年別卓球大会
２年女子 中学校２年シングルス 第３位

○青葉区選抜選手（野球）
２年男子 ２名

○宮城県少年新人野球大会仙台市予選会
第３ブロック 第３位

○宮城県中学校新人水泳大会
２年男子 男子５０ｍ平泳ぎ 第５位

男子２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 第２位
２年女子 女子５０ｍ自由形 第８位
１年女子 女子１００ｍ背泳ぎ 第１位

女子５０ｍ背泳ぎ 第１位

○全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ
青葉・泉地区大会 金賞
宮城県大会 金賞 海鋒義美賞
東北大会 金賞

○NHK全国学校音楽ｺﾝｸｰﾙ（合唱）
宮城県大会 金賞
東北ブロック 奨励賞

○全日本合唱ｺﾝｸｰﾙ
宮城県大会 金賞

県理事長賞

○少年の主張青葉区大会
３年女子 優良賞

○仙台市英語暗唱弁論大会
３年女子 弁論の部 優良賞

平成２８年度 上杉地区社会福祉協議会 及び
上杉山中学校区健全育成協議会 講演会 の御案内

講師 ティーナ・カリーナさん
（シンガーソングライター）

演題 「信じた夢のとびら」

日時 平成28年10月27日（木）10:４0

場所 上杉山中学校 体育館

※地域の皆様も是非御来場ください！

上杉山中にようこそ アナ先生・赤間さん
Madelaine Dumas(ﾏﾃﾞﾘﾝ ﾂﾞﾏｽ)先生に代わり，

夏休み明けからは人来田中学校からトリニダード・

トバゴ出身のAna Price（ｱﾅ・ﾌﾟﾗｲｽ)先生がＡＬＴと

して勤務しています。 また，学校用務の専門員とし

て赤間保司さんが勤務されることになりました。よ

ろしくお願いします。


