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１月３１日(日)は開校記念日です。開校宣言は昭

和６１年４月１日ですが，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

であり，この日を「開校記念日」としました。

当時，岩沼市には「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。初年度は，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。今年度で開校してから３５年目を迎えております。学校では，より一層，西

中の良さを見つめ，伝統や愛校心を育むことができるよう教育活動を展開してまいります。

西中ではｉタブ（タブレットの通称）の納入及び基本設定や校内の高速LAN設置工事，各教室

の充電保管庫設置など，ＧＩＧＡスクール推進にかかる工程が１月中旬に終了いたしました。授

業でのｉタブ活用も，できるところからスタートしています。今後は２月中旬にｉタブの自宅持

ち帰りができるよう，各種アプリケーションの設定をし，生徒に活用のルールや情報モラルの指

導を十分に行ってまいります。また，ご家庭でご協力いただきたいこととして「ｉタブ活用のル

ール徹底」や，「Wi-Fi環境の整備」があります。近日，活用ルールや，モバイルルーターの貸し

出し等のご案内を生徒を通じて配付いたしますので，ご理解とご協力をお願いいたします。

【生徒に指導する主なルール】

①学習活動以外では使用しない。②他人に貸したり使用させない。

③自分のＩＤやパスワードは他人に教えない。

④長時間の利用はせず，就寝時間の３０分前には使用を止める。

（午後１０時までが目安）⑤壊さないよう丁寧に扱う。などです。

ルール以外の使用で破損させたり不具合が生じた場合は，元に

戻すための費用をご家庭で負担していただくこともありますので

ご承知おきください。 ※右の写真はｉタブ（キーボード付きｉＰａｄ）です。

今年度，ＰＴＡ予算の活用として「パイプ椅子１００脚」を寄贈していただきました。西中の

パイプ椅子は少なく，今までの入学式や卒業式では，毎年，西小から借用して式を挙行していま

した。これは大変な作業でした。そこで，ＰＴＡ本部役員会が原案を立て，第２回の運営委員会

で了承をいただき，購入していただきました。椅子は，とても軽く丈夫で，座り心地もよい素晴

らしいものです。市からの予算でも１００脚購入しましたので合わせて２００脚新調できました。

今年度の卒業式では３年生に新しい椅子を使用してもらいたいと思います。

保護者の皆様本当にありがとうございました。
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今年度の冬は，冷え込みが厳しい日が続き，積雪

も多い特徴があります。そこで心配されるのが朝

夕の冷え込みによる路面の凍結です。

本校は自転車通学者も多く，路面が滑りやすく

なっていたり積雪で道幅が狭くなっていたりする

と，通学時の危険性がどうしても高まります。

学校では生徒に随時注意喚起をし，時間に余裕を持って登下校するよう指導してまいります。

ぜひ，ご家庭でも交通ルールを守り，安全に登下校をするようお声掛けください。

【県中学校選抜ソフトテニス大会】 第５位 熊谷 心花・ 平林 侑依

【市内剣道錬成大会】 男子団体 優勝 Ｃチーム （丹野 蒼士，渡邊 悠斗，吉村 郁哉）

準優勝 Ｂチーム （中島 安慈，中島 廉人，齋藤 あかり）

女子団体 優勝 Ｂチーム （岩本 志月，神所 佐波，大槻 初花）

準優勝 Ａチーム （横澤 麻央，安達 ひかり，髙橋 花恋）

【県バドミントン選手権大会】 女子団体 第３位

保坂 花楓，永野 愛望，森 海夕，高城 羽詩，髙橋 侑希，栗原 琴音，佐藤 彩，村山 かんな

【県造形教育作品展】 入選 白鳥 有那，大槻 初花，佐竹 珠紀

【宮城県優秀選手（バドミントン競技）】 内山 陽菜乃

【中学生 税についての作文】 仙台南税務署長賞 最上 里織

【全国書画展覧会】 書の部

金賞 高城 羽詩，高橋 侑希，高橋 琴子

銀賞 高橋 奏子，横山 麗，大槻 優羽，古土井 菜摘

銅賞 村山 かんな，井上 菜摘美，佐藤 流華，森 優名

【全国川開書道展】

金賞 高城 羽詩，佐藤 流華 銀賞 村山 かんな，井上 菜摘美，高橋 琴子

【アンサンブルコンテスト県大会予選 名取地区大会】

銀賞 木管五重奏 佐藤 希星，井上 菜摘美，高橋 花楠，住吉 若菜，宍戸 晴香

金管八重奏 横山 夏蓮，峯岸 葵，岡本 七海，前田 彩音，白井 翔，

山内 煌羅，長田 紗彩，氏家 あす菜

打楽器四重奏 佐藤 日那子，蒔苗 咲絢，荒 結子，石川 瑛太

８日(月) 西中学び塾
９日(火) 西中学び塾

１０日(水) 定期考査３（１日目）
１１日(木) 建国記念の日
１２日(金) 定期考査３（２日目）

１日(月) 西中学び塾 表彰集会
２日(火) 私立高校入試Ａ日程 １５日(月) スクールカウンセラー来校日（１２日が予定日でしたが変更）
３日(水) 西中学び塾 １９日(金) 職員会議
４日(木) 私立高校入試Ｂ日程 第３回ＰＴＡ運営委員会

新入生の保護者対象入学説明会 スクールカウンセラー来校日
図書館蔵書点検 ２２日(月) 飲酒運転根絶運動の日
（１２日まで図書館利用不可） ２３日(火) 天皇誕生日

５日(金) 考査前部活動中止～11日 ２５日(木) 各種委員会・中央委員会
スクールカウンセラー来校日 ２６日(金) ３年生を送る会
ＰＴＡ本部役員会 学校評議委員会

スクールカウンセラー来校日



（学校だより１４号 ２枚目）

◎校内書きぞめ展受賞者
１年生「硬筆の部」
【金賞】 安達 茉央 鴫原 逢夏 橋本 想 大壁 茉朋 高城 羽詩 髙橋 侑希

岩間 千紘 工藤 理央 針生 紗奈 齋藤 妃夏 山下 遥香 古土井 菜摘
【銀賞】 日野 希美 石垣 真生 佐藤 健心 横山 麗 合川 舞 角田 優哉

熊谷 帆乃佳 古川 結来 石川 瑛太 加藤 南帆 後藤 瑞季 大槻 怜奈
齋藤 陽希 佐藤 環記 三浦 朋樹

１年生「毛筆の部」
【金賞】 鴫原 逢夏 星 裕大 石垣 真生 大壁 茉朋 高城 羽詩 髙橋 奏子

大野 彩楽 工藤 理央 針生 紗奈 津田 結衣 村山 かんな
【銀賞】 渕上 結仁 大泉 優芽 髙橋 侑希 多田野 桜奈 佐藤 夢花 合川 舞

白鳥 有那 寺西 昊音 荒 凛莉花 菅原 ももな 及川 永愛 大槻 怜奈
島貫 きずな 古土井 菜摘

２年生「硬筆の部」
【金賞】 佐藤 希星 平林 侑依 平間 俐澄 齋藤 璃央 長田 柚南 齋藤 楓

岡本 七海 佐竹 珠紀 佐藤 百華 丸田 優輝
【銀賞】 菅野 栞里 永野 愛望 大槻 紗和 菅井 栞 髙橋 花楠 吉岡 彩乃

髙橋 里沙 畑山 絢音 山下 稀弓 武田 佳大 岡 優理子 菅家 怜
2年生「毛筆の部」
【金賞】佐藤 希星 平林 侑依 堀川 里子 齋藤 璃央 菅井 栞 吉岡 彩乃

齋藤 楓 岡本 七海 武田 佳大 岡 優理子 佐藤 流華
【銀賞】永野 愛望 平間 俐澄 保坂 花楓 井上 菜摘美 氏家 妃那 大槻 紗和

住吉 若葉 山下 稀弓 安孫子 心暖 庄司 実穂 関本 一華 星 瑞姫
丸田 優輝

3年生「硬筆の部」
【金賞】小川 千尋 千葉 亜香寧 氏家 奈緒 長田 優那 菅野 遥香 渡辺 愛梨

片平 望夢 高城 陽詩 髙橋 琴子 森 優名
【銀賞】山﨑 結葉 三浦 心優 渡邊 悠斗 雫石 真由 谷地 伽音 南部 遥香

吉村 郁哉 阿久津 莉子 髙橋 美優 渡邊 桜菜
3年生「毛筆の部」
【金賞】山﨑 結葉 山口 菫 南部 遥香 渡辺 愛梨 片平 望夢 高城 陽詩

髙橋 琴子 山﨑 ひのわ 髙橋 美優 渡部 友萌
【銀賞】小川 千尋 三宅 結月 齋藤 あかり 丹野 蒼士 永倉 大和 緑 愛莉

阿部 和奏 石垣 愛 後村 星良 渡邊 桜菜

◎岩沼市書きぞめ審査結果
「毛筆の部」
【特選】（県出品）
１年：石垣 真生 大壁 茉朋 髙橋 侑希 大野 彩楽 工藤 理央
２年：佐藤 希星 岡本 七海 岡 優理子
３年：山﨑 結葉 片平 望夢

【入選】
１年：鴫原 逢夏 星 裕大 高城 羽詩 髙橋 奏子 針生 紗奈 津田 結衣

村山かんな
２年：平林 侑依 堀川 里子 齋藤 璃央 菅井 栞 吉岡 彩乃 齋藤 楓

武田 佳大 佐藤 流華
３年：山口 菫 南部 遥香 渡辺 愛梨 高城 陽詩 髙橋 琴子 山﨑 ひのわ

髙橋 美優 渡部 友萌
「硬筆の部」
【特選】（県出品）
１年：鴫原 逢夏 大壁 茉朋 高城 羽詩 髙橋 侑希
２年：佐藤 希星 齋藤 楓
３年：氏家 奈緒 渡辺 愛梨 片平 望夢

【入選】
１年：安達 茉央 橋本 想 岩間 千紘 工藤 理央 針生 紗奈 齋藤 妃夏

山下 遥香 古土井 菜摘
２年：平林 侑依 平間 俐澄 齋藤 璃央 長田 柚南 岡本 七海

佐竹 珠紀 佐藤 百華 丸田 優輝
３年：小川 千尋 千葉 亜香寧 長田 優那 菅野 遥香 高城 陽詩 髙橋 琴子

森 優名




