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平成３０年９月１日（土）に，恒例の上杉山中学校文化祭“大樹

祭”が盛大に行われました。和太鼓の会の演奏を皮切りに，午前中

前半は，英語暗唱弁論，少年少女国連大使の活動報告，修学旅行の

大学訪問から学んだこと，個人研究の発表が行われました。上中が

力を入れている「自分の思いを自分の言葉で表現する」学びの成果

が十分に発揮されたものでした。 

後半は大樹祭のメイン，2年生による NEWソーランと 3年生によ

る YOSAKOIが披露されました。演舞する先輩を憧れの眼差しで見つ

める後輩たち，「さすが上中，今年も期待どおり！！」という地域

の方々。上中魂が生徒たちの舞に表れていました。 

PTAバザー，展示発表見学と昼食をはさみ，合唱部のミュージカ

ルと吹奏楽部の演奏が午後には行われました。オリジナルの内容で

構成・演出・出演まで行った合唱部，3年生の先生方を巻き込んだ

吹奏楽部の演奏では，ステージと観客が一体となり大変盛り上がり

ました。その後は生徒の有志団体による発表。一般の方の参観はで

きませんでしたが，趣向を凝らした発表で大樹祭が締めくくられま

した。 

今年の大樹祭は，実行委員の運営がスムーズで，進行が時間どお

りだっただけでなく，発表者（団体）が観客を楽しませ，観客が発

表を盛り上げる場面が随所に見られました。上中生だからこそ創り

上げることができた大樹祭だったと思います。 

当日は，たくさんの保護者，地域の皆様に御来校いただきました。

ありがとうございました。 

 

3年生 YOSAKOI 展示発表 

大学訪問発表 

和太鼓の会の演奏 
和太鼓の会の演奏 

大学訪問発表 

展示発表 

吹奏楽部の演奏 

3 年生 YOSAKOI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇10 月の行事予定◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
1 日（月）衣替え（～5日まで移行期間） 

2 日（火）立会演説会 投票日 

3 日（水）県駅伝大会（利府グランディ） 

5 日（金）1 学期終業式 

6 日（土）市新人戦 1日目 

7 日（日）市新人戦 2日目 

9 日（火）秋季休業日（～10 日） 

11 日（木）2学期始業式 職員会議 部活動中止 

12 日（金）3年実力考査 

15 日（月）3年ﾌｧｲﾅﾝｽﾊﾟｰｸ（～16日）3年弁当 

     教育実習（～11/2） 

16 日（火）1年職場訪問 2 年職場体験（～19日） 

     3 年ﾌｧｲﾅﾝｽﾊﾟｰｸ 1,3 年弁当 部活動中止 

20 日（土）同窓会（ﾊﾟﾚｽ宮城野） 

22 日（月）学級の日・学級ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 部活動中止 

23 日（火）調査書等作成委員会 

24 日（水）各種委員会 後期時間割開始 

25 日（木）教科外研究会 部活動中止 

26 日（金）全校生徒委員会 進路事務説明会（5,6時間目） 

29 日（月）避難訓練 

31 日（水）3年中間考査 

 

部 10月 6日（土） 10月 7日（日） 

陸上 
宮城野原 

陸上競技場  9:30 

宮城野原 

陸上競技場  9:30 

野球 桜ヶ丘球場  8:00 広瀬球場    8:30 

サッカー 
宮城生協めぐみ野

ｻｯｶｰ場   12:50 

宮城生協めぐみ野 

ｻｯｶｰ場     10:10 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 広瀬川浄化 C10:25 広瀬川浄化 C12:10 

テニス男女 青葉山コート 8:45 青葉山コート 8:45 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ男女 青葉体育館 9:00 青葉体育館 9:00 

ﾊﾞｽｹｯﾄ男子 上杉山中  14:20 ｾｷｽｲﾊｲﾑ SA 11:40 

ﾊﾞｽｹｯﾄ女子 上杉山中  10:20 ｾｷｽｲﾊｲﾑ SA 9:00 

卓球男女 広瀬体育館 10:20 なし 

剣道男女 県武道館   9:00 なし 

柔道男子 計量 県武道館   9:00 

9月 1日（土）大樹祭の PTAコーナー

で，「喫茶コーナー」「ミニバザー」「制服

リサイクル」と，「西日本豪雨災害支援募

金」が行われました。今年も多くの方に御

協力をいただきました。ありがとうござい

ました。収益金等は生徒たちの学習環境の

整備に，募金は被災地支援へと送りたいと

思います。 

 

売上金 

174,167 円 

募金額  

  1,432 円

仙台市新人戦の日程と会場，開始時間 

入賞おめでとう！ 

ベガルタ杯 ｿﾌﾄﾃﾆｽ研修大会   男子2位トーナメント 第1位 

   Ｋ・Ｔ Ｓ・Ｋ Ｏ・Ｓ Ｋ・Ｔ Ｔ・Ｄ Ｈ・Ｎ 

河北新報杯 ｿﾌﾄﾃﾆｽ夏季大会     男子3位グループ 第2位 

Ｍ・Ｋ Ｙ・Ｔ Ｏ・Ｓ Ｏ・Ｙ Ｍ・Ｎ 

       Ｋ・Ｙ Ｓ・Ｈ Ｔ・Ｒ 

全日本卓球選手権（カデット部）県予選  女子ダブルス 第1位 

                 2 年女子シングルス 第1 位

Ａ・Ｍ 

仙台市卓球協会会長杯 女子団体            第3位 

Ｈ・Ｍ Ａ・Ｍ Ｈ・Ａ Ｓ・Ａ Ｋ・Ｍ 

Ｋ・Ｋ Ａ・Ｙ Ｋ・Ｓ  

青葉区ソフトボール夏季大会              第2位 

仙台市民選手権 陸上競技 女子４×１００ｍリレー   第 4 位

Ｏ・Ｎ Ａ・Ｓ Ｙ・Ｍ Ｍ・Ｍ 

仙台市中学校英語暗唱弁論大会       弁論の部  優良賞 

Ａ・Ｃ 

暗唱の部  奨励賞 

Ｍ・Ｔ 

ウルスラ英智ｲﾝｸ゙ ﾘｯｼｭｺﾝﾃｽﾄ     ｓｐｅｅｃｈの部 最優秀賞 

Ｏ・Ｍ 

暗唱の部Ｃ   優秀賞 

Ａ・Ｓ 

 

 

仙台市駅伝大会               女子総合 第7位 

      Ｓ・Ｗ  Ｔ・Ｍ Ｔ・Ｋ Ｉ・Ｆ Ｋ・Ｋ  

Ｙ・Ｙ Ｕ・Ａ Ｋ・Ａ  

              区間賞 Ｋ・Ｋ 女子2区 第8位 

                  Ｉ・Ｆ 女子3区 第5位 

                  Ｕ・Ａ 女子4区 第6位 

県新人戦 水泳競技 男子１００ｍ 平泳ぎ       第3位 

          男子 ５０ｍ 平泳ぎ       第2位 

                       Ｏ・Ｍ 

          女子 ５０ｍ 平泳ぎ       第4位 

                         Ｔ・Ｍ  

          女子１００ｍ 自由形       第8位 

Ｏ・Ｙ 


