宮城県登米高等学校 《基本方針》

登米高通信

◇ 確かな学力を身に付け、生徒の志望を達成させる
◇ 社会人として自立できる人間づくり
◇ 生徒 保護者 地域から信頼され、選ばれる学校づくり

《目指す生徒像》＝将来にわたって活躍できる土台を備え，地域を支える人材の育成
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２位 酒井・伊東・佐々木・佐藤千
４位 松崎・成澤・中津川・沼倉

5 月 31 日 県高校総体の壮行式行われました。壮行式では県総体に出
場する部活動（バスケットボール部男女、バドミントン部男女、ソフトテ
ニス部男女、卓球部女子、バレーボール部、カヌー部）の入場後、部活動
代表として、バレーボール部部長の渥美真優さん（３年）が選手宣誓を行
いました。大会は６月２日から県内各会場で熱い戦いが行われました。

各部の大会結果
［バスケットボール

男子］2 回戦

66－84

仙台三

［バスケットボール

女子］2 回戦

45－49

仙台二華

［バドミントン

男子］団体 1 回戦

1－3 仙台二華

［バドミントン

女子］団体１回戦

３－０学院榴ヶ岡

［卓球

学校対抗戦

カヌー部員

県総体総合優勝（５年連続）カヌー部部長

2 回戦 0－3 聖和学園
女子］

［ソフトテニス男子］

1 回戦

団体１回戦

カヤックシングル、女子ペア、女子フォアで優勝し、全種目でインター

1－3 柴田農林川崎

決めることができ、東海インターハイでは上位入賞ができるようさらに
練習に励みたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。

及川昭・及

1－4 大河原商
岡元・及川

3 回戦

4－3 東北

6 月 15 日から山形県西川町月山湖にて、東北高等学校カヌースプリ
ント選手権大会が行われました。大会では、男女とも総力を出し切った

小関・阿部裕 ４－３気仙沼

個人１回戦

笠原・酒井

4－2

２回戦

4－3 仙台三桜

生文大高

4 回戦

1－4

０－４

佐沼

レースを展開しました。結果は､WK-1 で佐藤菜央選手が 6 位入賞，

2 回戦 4－2

富谷

WK-4 で佐藤菜・阿部・西條・及川が 5 位入賞を果たしました。

東北高

（大会の結果） WK-2 佐藤菜・阿部恭

［バレーボール女子］１回戦 0－2 泉松陵

K-4 大田・永浦・遊佐・佐々木

［陸上競技］

惟 第8位

男子走高跳 平山 14 位
男子砲丸投 佐藤稜 15 位

［カヌー］

熊谷

男子ハンマー投 佐藤稜

7 位入賞

女子 200m 阿部志音

準決勝進出

男子総合第３位
遊佐 ７位

K-4 ４位

遊佐・大田・永浦・佐々木

大田

酒井・佐藤千・伊東・佐々

木美 第 7 位
WK-4

遊佐・大田

４位

松崎・中津川・成澤・沼

倉 第8位
おめでおうございます！ そして、

西條

佐藤・阿部 ☆インターハイ出場

３位 酒井・伊東
WK-4 １位

JK-2 ４位

WK-4

第8位

佐藤菜 ☆インターハイ出場

３位 阿部
WK-2 １位

24 位

女子総合優勝（☆男女 東北大会出場）

K-1 ４位

WK-1 １位

北信越国民体育大会（福井県）

仙台二

聖和学園

個人１回戦

3 回戦

９月３０日～

東海インターハイ（岐阜県海津市）

1－3 古川学園

武山・阿部真 ４－０ 古川

2－4

（今後の予定） ８月 ２日～

4－2 仙台東

２回戦 1－4

4 回戦

われる東北総体への出場を

個人１回戦

勇

個人 2 回戦

全員が、6 月 15 日から山形県月山湖で行

0－2 仙台三高

個人１回戦

団体１回戦

ハイ出場を決め、女子総合優勝で５連覇を果たすことができました。

3－1 登米総合産業高

川哲

［ソフトテニス女子］

西條恵里奈

私たちカヌー部は６月１日から３日間、県総体に臨みました。女子

４位

西條・及川

佐藤菜・阿部・西條・及川☆インターハイ出場

本校カヌー部の活躍が、東日本放送「めざせ！頂点」で放映されます。
8 月 11 日（土）午前 9 時 30 分から 30 分の予定です。練習風景や
インターハイまでの様子など盛り沢山の内容です。ぜひご覧ください！

7 月 18 日～19 日の２日間、
恒例のクラス対抗「球技大会」

6 月 23 日～24 日の２日間、若

が行われ、各競技で熱い戦いが

柳総合文化センターを会場に、支部

繰り広げられました。今夏は相

総文祭が開催され、本校から茶華道

当に気温も高かったため、体調

部、軽音楽部、美術部、写真部、情

の管理や熱中症対策には何度

報文化部、吹奏楽部が出演。初日は、

も注意喚起を呼びかけながら

茶道部が築館高との合同茶会を開

の大会でした。初日は、クラス対抗の卓球予選、ソフトボール、バスケ

催。情報文化部は部員が作成した作

ットボール競技、２日目は卓球決

品の展示説明を行いました。
軽音楽部は３年 A-chu な
ど３バンドが迫力のステ
ージで演奏を披露。２日目、
吹奏楽部がコンクールの
演目「See Rock City」を
含めた３曲を演奏しました。
美術部と写真部は作品展示
を行い、美術部・佐藤りかさん（３年）

勝、バレーボール競技と進みまし
た。クラスごとに想いを込めたＴ
シャツに身を包み、各競技で団結
力あふれる試合が展開されました。
大きなケガもなく、２日間の球技
大会を大成功に終えることができ
ました。３年 4 組の皆さん、総合優勝おめでとうございます！！
（総合順位） 優勝 3 年４組！！
第3位 3年3組

の「金魚」が優秀賞及び会員推薦賞のダ
ブル受賞を果たしました。写真作品では、
岩見太郎君（1 年）
「朝食」、西條結香さ

準優勝 ３年１組！

第 4 位 ３年 2 組

第5位 2年3組

第6位 2年1組

第7位 1年3組

第 8 位 2 年 2 組と

1 年 2 組 第 10 位

1 年 1 組 の結果でした。お疲れさまでした！

ん（1 年）
「温もりと希望」、飯塚恵里さ
ん（2 年）「光の反射」が銅賞受賞、渡
邉果音さん（2 年）「座敷童の跡」が生
徒推薦賞に輝きました。参加した皆さん、お疲れさまでした！

優秀賞・会員推薦賞 受賞

美術部３年

佐藤りか

今回、赤い金魚が水槽内をゆったり泳いでいる絵を描きました。金魚
の鮮やかな色合いや独特な丸みを帯びたフォルムの美しさを表現しま
した。腹部の膨らみから尾ヒレの付け根にかけての奥行と立体感が出る
ように色を塗り重ねました。ダブル受賞できてとても嬉しいです。

７月 21 日、気仙沼市民会館を会場に、吹奏楽コンクール本吉・登米地
区予選が行われました。本校は小編成の部に出場。一音一音に心を込め
て「See Rock City」
を演奏。見事に銀
賞を獲得。４校中

7 月 7 日（土）恒例の進路行事「先輩に聞く」を開催。各分野で活躍
する、昨年度の卒業生 12 名が来校し、進学や就職についての各々の進
路体験を語ってもらいました。
「勉強と部活動との両立の仕方」や「な
ぜその道を選んだのか」など、卒業生の立場から生の体験談を伝えてい

１校に選出され、
地区予選を突破し
８月２日の県大会
に出場します！

ただきました。その後、県内の各
大学・短大・専門学校による出前
講座が行われました。希望コース
別に分かれ、専門の先生による模
擬講義を受講。今後の進路実現に
向けた、貴重な体験となりました。

７月１４日に開幕した第 100 回全国高校野球宮城大会。本校野球部は、
初戦の名取高との試合を、6－5 の逆転サヨナラで勝利。つづく３回戦、
７月２２日に楽天生命パークでの小牛田農林高との試合に臨みました。
この試合に、同窓会のご厚情により応援バスをチャーターし、同窓会の
皆様と多数の生徒

7 月 17 日放課後、県中総体に出場する登米中生 6 名が来校し、本校
陸上競技部との合同練習を行い
ました。短距離、中距離、投てき、
高跳びなど各種目に分かれ、それ
ぞれ課題を考えながら高校生が
アドバイス。今月末に行われる県
大会に向けた調整を行いました。

とともに観戦をし
ました。緊迫した投
手戦を、結果 3－0
で見事に勝利。楽天
生命パークで校歌
を高らかに歌いま
した。ベスト 16！

