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

誠 実

校 訓

勤 勉

進 取

佐藤 1-3 築館
佐藤 3-1 築館

《平成３０年６月号》
６月１１日発行

代表決定戦 1 回戦

高倉 3-2 築館

2 回戦 高倉 1-3 迫桜

佐藤 2-3 築館

［卓球女子］
（若柳総合体育館）団体予選 登米 3-2 岩ヶ崎
登米 0-3 佐沼 順位決定戦

登米 1-3 築館

☆ 県大会出場

（ダブルス ）予選敗退（シングル） 猪股，佐藤，小野寺（さ），
5 月 10 日，栗原登米支部総合体育大会壮行式が行われまし

平，須藤，伊藤 初戦敗退 小野寺（京），遠藤，木村，小野寺（菜），

た。各部から決意が述べられ，代表してソフトテニス部部長の

中津川 2 回戦敗退 代表決定戦 遠藤，木村，小野寺，中津川

阿部真優さん（３年）が選手宣誓。総体は 1２日～１３日，各

敗退

［サッカー］
（迫桜高・東和）予選登米 0－1 迫桜 登米 0－2 佐沼

り広げられ，バ

［ソフトテニス

男女が連続優勝，
バドミントン女

武山・阿部真 4－1 築館

～大会のまとめ～

登米 71－32 佐沼

女子］（迫体育館）

決勝

登米 70－佐沼 63

☆優勝（５年連続）

男子］
（中田アリーナ）団体１回戦 登米 3-0
菅原青琉・浅野祐豪

決勝 登米 3-2 迫桜

☆優

勝

準優勝 伊藤ルナ・鎌田美涼

宮東瑞稀・菅原栞南

千葉朱香・小野寺瑠菜

（シングルス）☆優勝 遠藤麗奈

第3位

鎌田美涼

伊藤ルナ

登米 2－登米総産

登米 1－2 築館

登米 0－2 迫桜

３勝２敗

第3位

［陸上競技］
（築館総合運動場 5/4～5）

阿部陸人

男子 800m 佐々木伸也 男子 1500m

男子 400mH 芳賀洸祐

男子 400mR

男子 3000mSC 佐々木伸也

男子 1600mR 男子走高跳 平山星明 小林凌輔

男子砲丸投 佐藤稜 熊谷大和 男子ハンマー投 佐藤稜
女子 200m 阿部志音

支部総体優勝

女子バドミントン部部長

宮東瑞稀

私たちは，昨年の支部新人戦で負けた悔しさをバネにして練習を頑
張ってきました。今回の団体戦決勝では，新人戦のときに負けてしまっ
た迫桜高校との対戦となりましたが，接戦の末，３対２で勝つことがで
きました。私たちの目標であった支部新人大会で優勝することができ本
当に良かったです。たくさんの応援ありがとうございました。

［卓球男子］
（若柳総合体育館）団体予選 登米 3-1 登米総 登米
代表決定戦

登米 1-3 佐沼

（ダブルス） 1 回戦 新田・鈴木 2-3 佐沼
迫桜

登米 2－0 佐沼

阿部諭

（ダブルス）☆ 優勝 遠藤麗奈・菅原葵

1-3 築館 リーグ 2 位

第3位

登米 2－0 岩ヶ崎

女子 100m 阿部志音

女子］
（中田アリーナ）団体１回戦 登米 3-0 築館

準決勝 登米 3-1 登米総産

ベスト 8

武山・阿部真 4－2 築館

女子］
（登米蔵ジアム）

男子 100m 小林凌輔

準決勝 登米 3-1 佐沼 決勝 登米 1-3 登米総産☆準優勝

ベスト 8

第3位

小関・阿部英 2－4 佐沼

☆予選を通過し，県高校総体への出場権を得た選手

登米 109－29 岩ヶ崎 登米 88－30 迫桜

（シングルス）ベスト 8

登米 1－2 佐沼Ａ

武山・阿部真 1－4 築館

［バレーボール

☆優勝（４年連続）

予選

［バドミントン

女子］
（東和コート）団体 登米 2－0 気仙沼Ｂ

準優勝と，各部

男子］（迫体育館）

（ダブルス）ベスト 8

岡元・及川勇 4－2 佐沼 岡元・及川勇 3－4 築館

［ソフトテニス

ミントン男子が

登米 90－38 一迫商 登米 105－67 登米総産

岩ヶ崎

（個人）及川哲・及川昭 3－4 迫桜

（個人）笠原・酒井 2－4 築館

決勝

［バドミントン

登米 1－2 築館Ａ

登米 2－1 一迫商

予選

［バスケットボール

男子］
（東和コート）団体 登米 2－1 登米総産Ｂ

子が優勝，バド

躍進となりました。
［バスケットボール

小野寺（京）2 回戦敗退

競技で熱戦が繰
スケットボール

《健闘の支部総体結果》

初戦

2 回戦 大澤・佐藤 3-2

3 回戦 大澤・佐藤 0-3 築館

（シングルス）1 回戦 鈴木 3-1 迫桜

支部総体準優勝

男子バドミントン部部長

浅野祐豪

私たちは「先輩たちの記録を塗り替える」ことを目標に練習してき
ました。昨年の新人戦では登米総合産業に準決勝で負け，第三位と先輩
の記録を超せませんでした。この悔しさをバネに，支部総体では団体初

岩渕 3-0 登米総産

戦で岩ヶ崎に 3－0 で勝ち，準決勝の佐沼高にも 3-1 で勝ち決勝に進

2 回戦 高倉 3-0 登米総産 大澤 1-3 迫桜 佐藤 3-1 佐沼 新田

みました。決勝の登米総合産業高には 1-3 で負けてしましましたが，

3-0 岩ヶ崎

先輩たちの記録超えられたのでよかったと思います。応援ありがとうご

岩渕 0-3 築館

3 回戦 高倉 3-0 佐沼

鈴木 0-3 築館

佐藤 3-0 迫桜

4 回戦 高倉 1-3 迫桜

ざいました。

5 月 19 日（土）
「進路を考える日」を開催。１学年では，み
やぎジョブカ
恒例の「とよま茶会」

フェから川田

が 4 月 29 日登米町内

様を講師とし

で開催されました。本

て進路講話を

校茶華道部は、北上商

実施，２学年

工会で 200 名を超え

では各専門学

るお客様にお点前を

校から外部講

披露。今年の発表は新

師を招き希望

入部員６名も参加。外

分野別に沿ったガイダンスを行いました。３学年では本番さな

部講師の三浦てい子

がらの実践的な面接講習会を実施。進学・就職希望者全員に基

先生のご指導のもと，登米小・登米中との合同で茶席を盛り上

本的なマナーが教示されました。また，保護者を対象とした「進

げました。昨年度末には，金成にお住いの今出清孝様から本校

学マネー講座」には約３０名の保護者の方々が参加。有意義な

茶華道部の活動に対し，

１日となりました。

たくさんの貴重な茶道
具一式や書籍等のご恵
贈をいただきました。
そのご厚意に感謝の意

5 月 7 日から 3 週間，

を込めて心を尽くしておもてなしをしました。

本校卒業の伊藤蘭先
生が教育実習を行い
ました。現在東京女子
体育大学４年に在籍
し，保健体育教員免許
取得のため，母校での

5 月 20 日（日）
，登米小運動会で本校吹奏楽部と登米中学校合

教育実習を実施。

同吹奏楽部が今年も

高校時代は，３年間カ

合同演奏をしました。

ヌー部に所属しインターハイに出場するなどの活躍。２年次に

開会の入場曲や君が

は生徒会長も務めました。授業や部活動指導に持ち前のバイタ

代、勝利を称える歌、

リティで奮闘。
「あっという間の 3 週間。毎日が刺激的でした。

退場曲と，中高合同

楽しいことばかりではありませんが、また一つ自分を成長させ

の息の合った演奏を

ることができました。登米高校は私にとっていつでも自分を成

披露し、大きな拍手

長させてくれる場所。いつか母校で教員になれるよう頑張って

をいただきました。

いきたいです。」とのメッセージを残してくれました。

東部地区大会
に挑んだ野球

情報文化部のボ

部は，初戦塩釜

ランティア班１

高に延長 11 回

２名は 5 月 23

7－5 で勝利。

日，今年４月に

続く本吉響高

開園した登米北

にも 4－2 で勝

上こども園を訪

利。準決勝で石

問。ヨーヨーキ

巻高に２－６で敗れたものの，東部地区代表として県大会出場

ルトで３ヶ月か

を決めました。つづく春季高校野球県大会の初戦は，5 月 20

けて手作りした作品「おおきくな～れ」を園児たちに贈呈しま

日楽天生命パークで高専名取と対戦。試合は逆転で 3－2 勝利。

した。この作品は，２匹の青虫と大空の虹をデザインし，子ど

２回戦は再び石巻高との対戦。惜しくも 1－5 で敗れましたが

もたちの成長を願いました。当日は，絵本の読み聞かせや手遊

スタンドから熱い声援が送られました。

び歌なども行い，園児たちとの楽しい時間を過ごしました。

