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「平成」から「令和」に変わった歴史的な２０１９年も間もなく終わります。今年も西中生は
意欲的に授業に取り組み、合唱コンクールやスポーツ大会等の学校行事、学年行事や部活動など、
諸活動に一人一人が頑張り、その活躍が輝いた１年でした。
２０２０年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され日本中が活気に包まれる年です。

西中生も夢や目標を大切にし、活気ある学校を目指してほしいと思います。令和２年も保護者や
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。

１２月１９日（木），「教育･いじめ防止子どもフォー
ラム」が岩沼市民会館を会場に開催されました。市内の
小学５年生と中学２年生が集まり、いじめ防止の取り組
みを発表しました。
本校では生徒会執行部が「いじめ防止標語」や「西中

いじめ防止ＣＭ」，「全校集会の取り組み」，「地域との連
携」，「学年道徳」，「県いじめ防止フォーラム参加報告」
など数多くのいじめ防止に関わる取り組みを紹介しまし
た。また、普段から何事にも目標をもって活動し、明る
く楽しい学校生活を送ることで、いじめを防止をしよう
とする内容を発表しました。
ぜひ、皆が絆を深め、仲良く充実した学校生活が送れ

るよう、互いを思いやる心を大切にしてほしいと思います。

１２月２日(月)～６日（金）の５日間，書道塾で長い指導経
験をもつ書家の片倉多恵子先生を講師にお招きし、毛筆の実技
指導や書の文化についてご指導をいただきました。対象は全て
のクラスで、書きぞめ展に向けて１学年は「月光」２学年は「自
然」３学年は「青雲」を題材に毛筆に取り組みました。どの生
徒も片倉先生の本格的な実技指導のおかげで、真剣に毛筆の練
習に打ち込みました。
３学期が始まってからも。１月１０日、１４日、１５日の３

日間、片倉先生にご指導をいただく予定になっております。市
の書きぞめ審査会は１月１７日に開催されます。

１２月４日(水)の６校時，クスリのふみや薬剤師の猪股 勉さん
を講師にお招きし，３年生を対象に薬物乱用防止教室を開催しま
した。危険ドラッグの種類や危険性，依存性の強さ，薬物乱用は
犯罪行為であることなど，詳しく教えていただきました。
御礼の挨拶をした遠藤実桜さんは、「薬物の危険性をしっかり

と理解することができました。絶対に薬物には手を出しません」
という内容の発表と決意を話しました。ぜひ、全員が生涯にわた
って薬物に手を染めないよう注意してほしいと思います。 猪股さんへの御礼の言葉
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【Ｂ＆Ｇ会長杯川崎町近隣少年剣道大会】
・女子の部 優勝 齋藤 あかり 準優勝 横澤 麻央 ・男子の部 第３位 吉村 郁哉

【山元町卓球大会】 優勝 渡邊桜菜
【県南支部中学生バドミントン選手権大会】

・女子シングルス 第３位 内山陽菜乃 ・女子ダブルス 第３位 後村 星良 高城 陽詩
【岩沼市学校保健会・目の愛護に係るポスター・標語コンクール】

・ポスターの部 最優秀賞 三宅 結月 優良賞 後藤 緋李
・標語の部 優秀賞 大友 結衣・森 結花 優良賞 長田 優那

【県 歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール】
・佳作 堀川 里子 渡部 友萌 佐藤 光留

【宮城県 交通安全ポスター・作文コンクール】 ・作文の部 宮城県知事賞 吉岡 彩乃
【中学生作文コンクール】 ・都道府県別賞 宮城県３等 萩原 妃奈之

・都道府県別賞 宮城県佳作 庄司 桃羽
【県児童生徒作詞作曲コンクール岩沼地区予選】

２のＡ 特選 佐藤 凛佳 １のＡ 入選 佐藤 凛佳 １のＢ 佳作 佐藤 凛佳
２のＡ，１のＢ 佳作 長田 優那

【県造形教育作品展】 ・入選 川村 美咲
【にいがた詩（ことば）フェスティバル 短歌 小・中学生の部】実行委員会会長賞 森 優名
【宮柊二記念館全国短歌大会】 ・記念館長賞 照井 優菜 ・佳作 佐藤 凛佳
【京丹後市小町ろまん全国短歌大会】

・特選 吾妻 空哉
・入選 髙橋 琴子 早坂 春乃 千葉 亜香寧 渡邊 桜菜 長田 優那
・秀作 岩渕 泰地 田中 大地 菅原 結衣 渡邊 双葉 石堂 明良

富澤 未羽 山崎 怜士 小川 千尋 早坂 春乃 髙橋 七望
【全国書画展覧会】

・書の部 金賞 佐藤 希星，布田 玲羅，髙橋 琴子，森 優名，八重樫 祐衣，江里 花純，沼田 大翔
銀賞 伊藤 瑠夏 宍戸 琳

【児童生徒川開書道展】 ・金賞 江里 花純 森 優名
・銀賞 伊藤 瑠夏 沼田 大翔 宍戸 琳 布田 玲羅

★１年生の 平林 侑依 さんが「都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会」宮城県代表選手に
選ばれました。この全国大会は令和２年３月２６日～２８日に三重県伊勢市で開催されます。県
の代表として頑張ってほしいと思います。活躍を期待しております。

※１２月２８日(土)から１月５日(日)まで，学校に教職員が不在となります。
事件や事故など緊急時の連絡は学校用携帯電話(０９０－３７５９－６３１２)にお願いします。

14日(火) 書きぞめ錬成会②

15日(水) 書きぞめ錬成会③，

高専推薦入試，私立高校推薦入試

12月 西中学び塾①

23日(月) 終業式 16日(木) 書きぞめ錬成会④，

24日(火) 冬季休業日(～1/7) 西中学び塾②

25日(水) 岩沼学び塾① 岩沼高等・名取支援入試

26日(木) 岩沼学び塾②．アルカス活動 17日(金) 市書きぞめ展(～19・市民会館)

27日(金) 岩沼学び塾③．仕事納め 西中学び塾③カウンセラー来校日

28日(土) 学校閉庁日(～1/5) 20日(月) 西中学び塾④

21日(火) 西中学び塾⑤

１月 22日(水) 生徒会役員小学校訪問（学校説明会）

1日(水) 元日 飲酒運転根絶運動の日

6日(月) 仕事始め 23日(木) 職員会議，西中学び塾⑥

８日(水) ３学期始業式 24日(金) カウンセラー来校日，西中学び塾⑦

９日(木) 実力テスト 27日(月) 西中学び塾⑧

10日(金) 校内書きぞめ展(～20)， 28日(火) 各種委員会，

書きぞめ錬成会① 29日(水) 西中学び塾⑨中央委員会

13日(月) 成人の日 31日(金) 開校記念日，カウンセラー来校日

西中学び塾⑩


