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新元号「令和」が発表され、気持ち新たに平成３１年度がスタートしました。このメモリアル

な年、多くの人が新たな自分を発見できそうな期待を感じていることでしょう。岩沼西中は１７

１名の新入生を迎え，生徒総数５３１名での出発です。保護者や地域の皆様のご支援・ご協力を

よろしくお願いいたします。

形でもって心を整えること、形でもって心を知ること

西中生としての誇りと自信をもって充実した１年に！

狩野浩二校長が始業式でお話したことです。

三年生は，自分自身の進路を初めて決定する学年です。学ぶ姿勢を大切に学習に頑張ってほ

しいです。また、日々努力している部活動を，悔いの残らないものにしてください。

二年生は学ぶ姿勢を大切にすることはもちろん，良き先輩である三年生を助け，一年生に対

しては，先輩として、優しく思いやりの心で接してください。中学校の三年間は，二年生の時，

どのような過ごし方をしたかによって決まります。

さて，「以形整心」という字をご存じですか。意味は「形でもって心を整えること」「形でも

って心を知ること」です。つまり形，姿をしっかり整え，自分の心を表すことです。赴任した

際に，出迎えてくれた生徒会執行部，吹奏楽部，各部活動の皆さんの挨拶する姿や合唱を披露

する姿，それは、まさに形を整えて心を表していました。歓迎された私たちは大きな感動を得

ました。これまでの学校生活で創り上げてきた自信を感じさせられました。西中生としての誇

りと自信を持ち，何事にも積極的に取組み，充実した学期，そして一年にしていきましょう。

また，入学式での式辞の中で、新入生に３つのことをお話ししました。

新入生に期待することは３つあります。「目標と計画を立て取

り組むこと」「自分で責任を持って判断できる生徒になること」

「思いやりがある心豊かな中学生になること」です。この３つ

を心に留め，「自ら学び、心豊かに、たくましく生きる 西中生」

を目指してほしい。そして、大人になっていく「自立」への足

取りをより確かなものにしてほしいです。

以上、どの生徒にも立派にたくましく成長してほしいと願いを

伝えました。この一年を通して来年の三月に，「素晴らしい一年

であった」と言える過ごし方を実践してほしいです。 狩野 浩二 校長

学校教育目標の具現化に向け，職員一同全力で教育活動を展開してまいります。

１ 学校経営の方針

岩沼市教育基本方針のもと，公教育の精神に則り，教育公務員としての使命感と実践的指導力

の涵養に努め，地域・生徒の実態に即して，全職員の協働により創意と活力に満ちた学校づくり

をめざし，本校教育目標の具現化を図る。

２ 学校教育目標 「自ら学び 心豊かに たくましく生きる生徒の育成」
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３ 目指す学校像 「歌があり 花があり 絵がある 子どもたちの笑顔があふれる学校」

（１）生徒が生き生きと輝く，活力ある学校（２）教育環境の整った感性豊かな学校

（３）保護者や地域と連携し，信頼される学校 西武将隊

４ 目指す生徒像「知・徳・体の調和のとれた生徒」

（１）進んで学習に取り組む生徒

①夢と志を持ち，自己実現に向かって自ら学ぼうとする生徒

②創意工夫しながら高い知性に向かって努力する生徒

（２）困難に負けず心身を鍛え抜く生徒

①自他の人格を尊重し，主体的な生き方のできる生徒

②心身を鍛え，勤労に励む生徒

（３）思いやりを持ち協力する生徒

①節度ある行動ができ，他人のために自分の力を発揮できる生徒 中西武将 西坊

②自然や優れたものに広く親しみ，豊かな感性を持つことができる生徒

教 職 員 一 覧
校 長 狩野 浩二 ３年１組担任 冨並 正子 理科・卓球部
教 頭 藤原 秀光 ３年２組担任 齋藤 友靖 英語・野球部
主幹教諭・教務 伊藤 友 国語・ソフトボール部 ３年３組担任 山田 洋子 社会・剣道部
副教務主任 杉本 修 技術・卓球部(女) ３年４組担任 谷津とし恵 保体・バレーボール部(女)
１学年主任 塚口 誠 理科・科学部 ３年５組担任 畠山 大介 数学・サッカー部
副主任・生徒指導主事 菅原 聡 保体・バレーボール部(男) ３年副担任 北 香緒里 音楽・吹奏楽部
１年１組担任 渋谷 真由 英語・ソフトテニス部(女) ３年副担任 今野 庸 理科・科学部
１年２組担任 鈴木 孝徳 英語・サッカー部 けやき担任 古川 明子 社会・美術部
１年３組担任 江澤 詩歩 家庭・ソフトボール部 さくら担任 越後菜穂子 英語・美術部
１年４組担任 高橋 笑香 社会・バスケ部 かえで担任 菅原 康広 数学・剣道部
１年５組担任 佐藤 陵 数学・バドミントン部 個別支援学級 齋藤 翔平 社会・野球部
１年副担任 伊藤 修子 国語・水泳･柔道･新体操) 養護教諭 藤田久美子
２学年主任 晴佐久 晶 社会・バスケ部(男) 主幹兼事務長 菅野かおる
副主任・研究主任 本山 俊幸 国語・ソフトテニス部(男) 栄養士 阿相美智子
２年１組担任 稲垣 貴子 数学・吹奏楽部 特別支援教育支援員 上崎 優子
２年２組担任 菅原 瞭 保体・バスケットボール部 〃 遠藤麻紀子
２年３組担任 佐藤 友紀 英語・バレーボール部 指導助手 山下 仁美
２年４組担任 大野 陽広 社会・･陸上競技部 業 務 員 伊藤 直喜
２年５組担任・防災主任 及川誠一朗 理科・ソフトテニス部 〃 平間 直美
２年副担任 中澤美菜子 美術・バドミントン部 図書館業務員 長田富士子
３学年主任 佐藤 昭博 数学・卓球部(男) ＡＬＴ ﾏｰﾃｨﾝ･ｼﾝﾌﾟｿﾝ
副主任・進路指導主事 三ツ松聡一 国語・陸上競技部 スクールカウンセラー 吉川 邦彦

＜今後の予定です！＞
16日(火) 市教研総会(４校時限) 給食なし

新年度がスタートし２週間が過ぎました。 17日(水) 各種委員会，安全教室
行ってきた行事は下記の通りです。 18日(木) 全国学力･学習状況調査(３年生)

１年心臓病検診
８日(月) 披露式，第１学期始業式 19日(金) 眼科検診 ,PTA役員会, ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
９日(火) 第33回入学式 22日(月) 家庭訪問① 飲酒運転根絶運動の日
10日(水) 集会，新入生を迎える会 23日(火) 家庭訪問②
11日(木) 副教材販売，生徒写真撮影，体位測定 24日(水) 内科検診(３年) 職員会議
12日(金) スクールカウンセラー来校 25日(木) スポーツ笑顔の教室(２年生),尿検査
13日(土) ＰＴＡ総会，授業参観，学年学級懇談 小中連携，

ＰＴＡ歓送迎会 26日(金) ｽﾎﾟｰﾂ笑顔の教室(2年生)
15日(月) 振替休業日 部集会・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

目標を大切に、新たな一歩を踏み 29日(月) 昭和の日
出せた素晴らしい２週間でした！ 30日(火) 国民の休日




