
仙台市立向陽台中学校だより 秋の特大号１ 

【学校ホームページアドレス】 
http://www2.sendai-c.ed.jp/～koyodai/ 

気づく   思いやる  あたたかく 
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【３年：代表リレーの様子】   【３年：代表長縄の様子】   【３年：代表綱引きの様子】 

令和４年１１月１日（火）発行                                                                                  
【住所】仙台市泉区市名坂字天神沢３８－４   
【電話】０２２－３７４－０３１１ 桜 坂 【学校教育目標】   豊かさ 確かさ 逞しさ  

【協働型学校評価の重点目標】 

自己肯定感を持ち，他者とあたたかく接する生徒を育てる  

～いじめを生まない土壌づくり～ 

１０月２６日（水），すばらしい秋晴れの中，体育祭を実施しました。体育祭実行委員会が

立ち上がって約３か月半。実行委員は，この日のために，委員会をはじめ各学級での話し合

い等，積極的に活動してきました。プログラムも，実行委員と担当教員が話し合い，密にな

らないよう，種目の人数を制限するなどの工夫をしていました。当日も，朝早くから，後片

付けまでめまぐるしく活動していました。 

生徒は，各種目の練習に一生懸命取り組んできました，当日は，励まし合ったり，応援し

合ったりと，心温まる場面がたくさん見られました。 

感染対策のため，保護者の皆様の参観は3年生に限らせていただきました。８０名程の3

年生の保護者の皆様にご来校いただき，声は出せませんが心の応援を送っていただきまし

た。保護者の皆様のご理解とご協力に，心より感謝申し上げます。 

全校生徒が集まっての唯一の行事でしたが，充実感を味わえた行事となりました。 

 

http://www2.sendai-c.ed.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２１日（金），帰りの会の時間の中で，放送にて，生徒会の引継 

式が行われました。旧会長のSRさんからスタートした一人一人の旧執 

行部のメンバーの言葉に，新会長のWKさんをは 

じめとする新執行部のメンバーは，生徒会役員と 

しての自覚を更に高めていました。 

新執行部のスローガンは「C（クリア）＆（ア  【マイクに向かう役員の皆さん】 

ンド）C（コネクト）」。様々な課題をクリアし，生徒会活動をどの生徒か 

【任命書を受け取る役員】 らも見えるようにすること，そしてつながりを築きながら活動していこう，

という内容です。新体制が整い，後期の委員会や部活動の活動計画も決まりました。向中生全員

が，新たな気持ちで後期の活動に取り組んでほしいと思います。 

 

１０月 2２日(土)，愛知県名古屋市（名古屋国際会議場）で行われた第７０回全日本

吹奏楽コンクールにおいて，本校吹奏楽部は，全国各地から集結した強豪３０校，特に，

同じ自由曲での出場校が３校，というたいへん激しく競い合う中で，見事金賞を受賞し

ました。中学校の部は，前半の部１５校，後半の部１５校の演奏が行われました。また，

今年もライブ配信が行われ，全国の吹奏楽ファン 

が演奏を視聴しました。 

当日は午前の部で3番目，９:32の演奏開始を 

見据え，前日の21日（金）は19:30就寝，翌 

日22日（土）は2:45起床，という普段の生活 

では経験できないタイムスケジュールをしっかり 

とこなしました。全国大会４回連続出場，東北代 

表としてのプライド，令和3年度は銀賞を受賞し 

たものの，悔し涙を流した思いをエネルギーに変 【表彰式後のひととき みんな笑顔です】 

え，全国大会へ挑みました。 

16 日（日）には，向陽台中学校吹奏楽部親の会の皆様の主催による全国大会出場記

念演奏会を行い，地域の皆様，卒業生の皆さんにおいでいただきました。その際もたく

さんの激励のお言葉をかけていただき，また，ご協力とご支援を賜りましたことを，心

より厚く御礼申し上げます。おかげさまで，本校吹奏楽部は，向中サウンドを全国に堂々

と披露することができました。 

これからも，吹奏楽部をはじめ向中生の活躍を温かく見守っていただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

今年も全国へ響かせました!!  

 １０月８日（土），９日（日），仙台市中学校新人大会が開催さ

れました。向中生は，これまで積み重ねてきた力を大いに発揮し

ました。野球・女子バスケットボールがブロック第１位で全市大

会出場，ソフトテニス男女個人戦・バレーボール男子が県大会出

場を果たしました。詳細は向中ブログをご覧いただきますよう

お願いします。これからも応援をよろしくお願いします。 

上の写真は，
バスケットボ
ール女子，下
の写真は，野
球の表彰式の
様子です。 



【３年生の演奏の様子】 

仙台市立向陽台中学校だより 秋の特大号２ 

【学校ホームページアドレス】 
http://www2.sendai-c.ed.jp/～koyodai/ 

気づく   思いやる  あたたかく 

目指すは 美しいハーモニー 

＜審査員佐藤先生より＞ 

・１年生らしいフレッシ

ュな歌声がとても素敵

で，審査に時間がかかり

ました。とてもすばらし

かったです。 

・曲のポイントに向かっ

ていく流れをつくる 

「強弱」…声量，三声のバ

ランス，指揮の拍の取り

方，伴奏の音量で場面の

変化の表現を。 

・極めることの難しさを

知ることで，２，３年に

なったときの本番の緊

張感が高まります。取り

組む姿勢をmust（～し

なければ）からwant（～

したい）へ 

① ２組「変わらないもの」 

銅賞 

② １組「未来へのステップ」     

金賞 

③ ４組「Let`s search for  

Tomorrow」 銀賞 

④ ３組「マイ バラード」 

銅賞 

指揮者賞   I Aさん 

指揮者賞 NKさん 

伴奏者賞  MHさん 

【１年２組】 

【1年生の演奏の様子】 

【１年１組】 

【１年３組】 【１年４組】 

＜審査員佐藤先生より＞ 

・４クラスとも個性あふ

れる歌声で，たいへん

すばらしく，甲乙付け

がたかったです。 

・楽譜表現がプラスされ

ており，混声合唱の醍

醐味を味わわせてもら

いました。 

・来年は，全校生徒で共有

できると良いですね。 

① １組「信じる」  

銅賞 

② ２組「聞こえる」  

銀賞 

③ 4組「結-ゆい-」 

       銅賞 

④ 3組「虹」 

金賞 

指揮者賞 TSさん 

指揮者賞 KSさん 

伴奏者賞 NRさん 

【3年１組】 【3年2組】 

【3年4組】 【3年3組】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

  

 

 

 

                                                      

 

 

 

令和４年１１月１日（火）発行                                                                                  
【住所】仙台市泉区市名坂字天神沢３８－４   
【電話】０２２－３７４－０３１１ 桜 坂 【学校教育目標】   豊かさ 確かさ 逞しさ  

【協働型学校評価の重点目標】 

自己肯定感を持ち，他者とあたたかく接する生徒を育てる  

～いじめを生まない土壌づくり～ 

9月20日の台風14号の影響により，学年ごとの開催となった合唱祭。１年生の合唱祭は，10

月 6日（木）午後，本校体育館において，3年生の合唱祭は，10月 7日（金）午前，仙台市民会

館大ホールにおいて開催しました。審査員は，１，３年生とも，2年生に引き続き佐藤真弓先生をお

迎えし，演奏を聴いていただきました。１，３年生は，指揮者・伴奏者・合唱がひとつになり，すば

らしいハーモニーを披露しました。ご多用の中，合唱祭の急な予定変更にもかかわらず，保護者の皆

様にご来場いただき，生徒のすばらしい演奏をご鑑賞いただきました。また，PTA役員の皆様，３

年生保護者の皆様には，各会場の受付，会場準備や撤去作業等のご支援を賜りました。心より感謝申

し上げます。 

http://www2.sendai-c.ed.jp/


防犯に関する標語」募集 優秀賞

令和 5年度向陽台中学校入学予定児童の保護者の皆様へ 

向陽台地区防犯協会設立４０周年記念事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11月の行事予定】 

  １日（火）体育祭予備日【弁当持参】 

２日（水）小中合同あいさつ運動② 

      完全下校日［清掃なし 部活動あり］ 

３日（木）文化の日 

４日（木）3年：2学期中間考査 

７日（月）３年進路事務説明会 

     後期教育実習終了 

９日（水）授業づくり訪問② 部活動なし 

     授業学級［1年2組・２年4組］のみ 

５校時あり 

１０日（木）教科研究会③ 部活動なし 

１１日（金）中央委員会 

１４日（月）部活動なし 

１５日（火）1，２年：２学期中間考査 

部活動なし 

１６日（水）～１８日（金）２年職場体験学習 

１８日（金）学年打合せ 部活動なし 

２２日（火）いじめ防止きずなサミット 

２３日（水）勤労感謝の日 愛泉荘訪問 

２４日（木）イルミネーション点灯式 

      PTA役員会・運営委員会 

３０日（水）完全下校日［清掃なし 部活動なし］ 

11/25（金）～12/2（金）教育相談［全学年］ 

【１２月の行事予定】 

２日（金）新入生保護者説明会 

５日（月）給食センター学校訪問12:20～ 

７日（月）完全下校日［清掃なし 部活動なし］ 

９日（金）学校開放日（授業参観日）：午前 

１２日（月）生徒中央委員会 

１３日（火）完全下校日［清掃なし 部活動あり］ 

１４日（水）第1回学校運営協議会 

10:00～向陽台中 

１５日（木）生徒専門委員会 

１６日（水）職員会議 部活動なし 

２０日（火）学年打合せ 部活動なし 

２３日（金）学校集会 

２８日（水）御用納め 部活動なし 

冬季休業：12/26(月)～1/７(土) 

学校閉庁日：12/29(木)～1/3(火) 

【1月2週目までの予定】 

６日（金）学校集会（集会・学活のみ） 
[部活動あり 給食なし 弁当なし] 

８日（日）仙台市成人式 

９日（月）成人の日 

１０日（火）全学年実力考査 給食あり 

１１日（水）私立高推薦入試・特待奨学生選考 

１３日（金）２年科学館学習 どんと祭巡視 

 １１月・１２月の行事予定  １1月1日現在（今後の状況によっては変更あり） 

 向陽台地区防犯協会は，今年，設立４０周年を迎えました。その記念事業として「防犯に関す

る標語」を生徒の皆さんから募集しました。多くの作品の中から，優秀賞として3点が推薦され

ましたので，ご紹介いたします。 

 ・あいさつは 地域を守る 第一歩    1年 TKさん 

 ・防犯を 話して築こう 家族の輪         1年 SRさん 

 ・見守ろう 地域で声がけ 犯罪ゼロ   2年 NTさん 

 優秀賞を受賞した3名の生徒の皆さん，すばらしい作品をありがとうございました。これから

も，ますます安全・安心な向陽台地区となるよう，地域の一員として心掛けていきましょう。 

・日 時 令和4年12月９日(金) 

     8:50～12:40（1校時～４校時） 

・場 所 向陽台中学校 校舎・体育館等 

・保護者の皆様には，上記の時間帯にご来校の上， 

ご参観いただきますようお願い申し上げます。 

※詳細は，後日配布いたします保護者様宛たよりや学校 

HPをご確認願います。 

・日 時 令和4年12月2日(金) 

     受 付14:10～14:30 

     説明会14:30～15:20 

・会 場 向陽台中学校 体育館 

・対 象 令和５年度向陽台中学校入学予定 

児童の保護者様 
※詳細は，１０月 31 日（月）に配付いたしました保護者

様宛たよりや向陽台中学校HPをご確認願います。 


