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１月３１日(金)は開校記念日でした。岩沼市にはそれまで「岩沼中学校」「玉浦中学校」「岩沼北

中学校」の３校が設立されていました。しかし「岩沼北中学校」の生徒数が増大したために新設

校が必要となり「岩沼西中学校」が４番目の学校として設立されました。

開校宣言は昭和６１年４月１日で、岩沼西小学校から１年生として１３５名が入学。岩沼北中

学校と岩沼中学校から２年生１３４名、３年生１２５名が移籍し、合計３９４名の学校として開

校されました。そして、校歌ができて「校歌制定披露式」が行われたのが昭和６２年１月３１日

で、この日を「開校記念日」としました。この日は落成記念音楽鑑賞会として、宮城フィルハー

モニーの演奏を鑑賞しました。今年度で開校してから３４年目を迎えております。

岩沼市教育委員会では「部活動への指導者派遣事業」
を展開しております。市内中学校の部活動の要望に応
じ、競技指導や基礎トレーニング、怪我予防のための
指導等を行う事業です。講師は体育協会の方や学生指
導者、市総合体育館指定管理者フクシ・エンタープラ
イズ職員の方々が行っています。
本校ではサッカー部がこの事業を活用しています。

講師に健康運動指導士の後藤裕介さん（フクシ・エン
タープライズ）をお迎えし、毎週月曜日に体幹を鍛え
る基礎トレーニングのご指導をいただいております。
生徒は運動能力の向上を目指し、理論的な話をしっか
りと聞きながら楽しくトレーニングをしております。

１２日(水) 西中学び塾
１３日(木) 定期考査３（１日目）
１４日(金) 定期考査３（２日目）表彰集会
１７日(月) 職員会議

４日(火) 私立高校入試Ａ ２１日(金) スクールカウンセラー来校日
５日(水) 西中学び塾 ２２日(土) 飲酒運転根絶運動の日
６日(木) 私立高校入試Ｂ ２３日(日) 天皇誕生日

令和２年度入学生の保護者対象 ２４日(月) 振替休日
入学説明会 ２５日(火) 各種委員会・中央委員会

７日(金) スクールカウンセラー来校日 ２６日(水) ３年生を送る会
西中学び塾 学校評議委員会

８日(土) 考査前部活動中止～13日 ２８日(金) スクールカウンセラー来校日
１０日(月) 西中学び塾
１１日(火) 建国記念の日
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◎校内書きぞめ展受賞者
１年生「硬筆の部」
【金賞】 齋藤 楓 武田 佳大 佐藤 希星 長田 紗彩 佐藤 流華 岡本 七海

斎藤 優奈 髙橋 花楠 畑山 絢音 丸田 優輝
【銀賞】 菅井 栞 菅原 拓哉 岩本 志月 佐藤 百華 平間 俐澄 長田 柚南

菅家 怜 熊谷 心花 齋藤 璃央 井上 菜摘美 菅野 栞里 平林 侑依
船迫 莉央 永野 愛望 吉岡 彩乃 渡邉 絢人

１年生「毛筆の部」
【金賞】 齋藤 楓 菅井 栞 山下 稀弓 佐藤 希星 岡 優理子 齋藤 璃央

堀川 里子 岡本 七海 平林 侑依 吉岡 彩乃
【銀賞】 安孫子 心暖 氏家 妃那 関本 一華 猪股 和奏 横山 夏蓮 大槻 紗和

佐藤 流華 保坂 花楓 斉藤 翔真 庄司 実穂 星 瑞姫 佐竹 珠紀
永野 愛望 丸田 優輝

２年生「硬筆の部」
【金賞】 後藤 緋李 髙橋 琴子 山﨑 結葉 三宅 結月 山﨑 ひのわ 永倉 大和

森 優名 氏家 奈緒 高城 陽詩 千葉 亜香寧 雫石 真由 髙橋 美優
【銀賞】 長田 優那 石川 凛 髙田 真拓 谷地 伽音 山口 菫 阿久津 莉子

蝦名 里香 渡辺 愛梨 齋藤 あかり 片平 望夢 佐藤 凛佳 照井 優菜
梁取 栞凪 吉村 郁哉

2年生「毛筆の部」
【金賞】長田 優那 渡部 友萌 谷地 伽音 山口 菫 蝦名 里香 菅野 遥香

緑 愛莉 渡辺 愛梨 齋藤 あかり 渡邊 桜菜 片平 望夢
【銀賞】狩野 なつみ 星 翔大 山﨑 結葉 後村 星良 古土井 陽菜 山﨑 ひのわ

山田 晟之 永倉 大和 高城 陽詩 雫石 真由 髙橋 美優
3年生「硬筆の部」
【金賞】伊藤 瑠夏 阿部 葵衣 森 史佳 天野 陽菜子 岩泉 里桜 樋口 沙梨

山田 幸音 漆原 千夏 吉田 智紘 木村 文
【銀賞】宍戸 琳 日下 怜那 山田 羽姫 五十嵐 唯玖 小林 嵩和 長谷川 紗月

市川 望天 江里 花純 坂本 心海 里見 梓
3年生「毛筆の部」
【金賞】寺西 晟道 菅野 ひなた 宍戸 琳 日下 怜那 佐藤 光留 清水 彩矢

長谷川 紗月 原 来羽 江里 花純 坂本 心海 沼田 大翔
【銀賞】伊藤 瑠夏 上野 颯太 佐藤 澪菜 漆原 千夏 信田 葉音

◎岩沼市書きぞめ審査結果
「毛筆の部」
【特選】１年：齋藤 楓，佐藤 希星 ２年：山口 菫，片平 望夢 ３年：江里 花純
【入選】１年：菅井 栞 山下 稀弓 岡 優理子 齋藤 璃央 堀川 里子 岡本 七海

平林 侑依 吉岡 彩乃
２年：長田 優那 渡部 友萌 谷地 伽音 蝦名 里香 菅野 遥香 緑 愛莉

渡辺 愛梨 齋藤 あかり 渡邊 桜菜
３年：寺西 晟道 菅野 ひなた 宍戸 琳 日下 怜那 佐藤 光留 清水 彩矢

長谷川 紗月 原 来羽 坂本 心海 沼田 大翔
「硬筆の部」
【特選】１年：齋藤 楓，佐藤 希星，岡本 七海 ２年：髙橋 琴子, 森 優名，氏家 奈緒

３年：天野 陽菜子
【入選】１年：武田 佳大 長田 紗彩 佐藤 流華 斎藤 優奈 髙橋 花楠 畑山 絢音 丸田 優輝

２年：後藤 緋李 山﨑 結葉 三宅 結月 山﨑 ひのわ 永倉 大和 高城 陽詩
千葉 亜香寧 雫石 真由 髙橋 美優

３年：伊藤 瑠夏 阿部 葵衣 森 史佳 樋口 沙梨 山田 幸音 漆原 千夏
吉田 智紘 木村 文

◎宮城県小中書きぞめ審査会
「毛筆の部」
【特選】３年：江里 花純
【金賞】１年：齋藤 楓 佐藤 希星 ２年：山口 菫 片平 望夢

「硬筆の部」
【特選】１年：齋藤 楓 岡本 七海 ２年：髙橋 琴子 氏家 奈緒
【金賞】１年：佐藤 希星 ２年：森 優名 ３年：天野 陽菜子

※ 県展覧会 期日：２／２２（土）～２４（月） 会場：せんだいメディアテーク６階


