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いよいよ１２月、平成２９年もあと１ヶ月となりまし

た。県内ではインフルエンザのニュースも聞かれるよう

になり体調管理が大切な時期がやってきました。

学校では、先日、美化奉仕委員会の生徒が花壇にチュ

ーリップの球根やパンジーを植栽しました。来春の卒業

式や入学式の頃にはきっと綺麗な花を咲かせて祝福して

くれると思います。

１２月と言えば、１年間のまとめをする月、そして新年に向けての準備をする月です。この１

年間を振り返り、新しい年がよりよい年になるよう準備を進めてほしいと思います。

１１月７日(火)に火災想定の避難訓練を実施しました。

今年度は水消化器による消火訓練も行い、自分の命は自

分で守るための避難行動や対処の仕方について学びまし

た。指導していただいた岩沼消防署の署員からは、『お(押

さない)・は(走らない)・し(しゃべらない)・も(戻らな

い)』を守って避難している生徒の姿に対しお褒めの言葉

をいただきました。また、「自分の身長よりも炎が高く

なったらすぐ逃げる」ことが自分の命を守ることになる、

という話もいただきました。

１７日(金)には情報モラル教室を開催しました。ＳＮＳ

を利用する際に起こり得るトラブルに巻き込まれないよう

にするためにどうすればよいのか、どのようにすればトラ

ブルを回避できるのかなど、安心してスマートフォンや携

帯電話、インターネットなどを利用するために注意すべき

ことについて学びました。

ネット社会に潜む危険について、トラブル事例を交えな

がら分かりやすい内容で、生徒は真剣な姿勢で耳を傾けて

いました。

１４日(火)に生徒集会が行われまし

た。新生徒会の執行部が中心となって

初めての集会でした。

新旧生徒会執行部の引継ぎと後期各

種委員会・各部活動の活動報告、及び

会計中間報告が主な内容でしたが、２

年生が中心となっての生徒会行事も落

ち着いた雰囲気の中で行われ、西中の

良さを引き継いで行こうという姿勢と意欲が感じられました。

また、集会の中で『２代目ゆるキャラ』が発表されました。これから様々な場面で“ゆるキャ

ラ”が活躍し、西中の生徒会活動を盛り上げていくことと思います。

新生徒会執行部 初代ゆるキャラ「中西武将」

会 長 北村 優月（２年） ２人で力を合わせて

副会長 佐藤 昴（２年） 「岩西武将隊」

書 記 石山 千尋（２年）

遠藤 実桜（１年）

会 計 井田 篤宏（２年）

千葉 拓翔（１年） ２代目ゆるキャラ「西坊」

総 務 猪股 優（２年）

齋藤 陽菜（２年）

猪股 燦（２年）

◯ 全学年とも三者面談期間中です。進路のことを含めて２学期の活躍や課題、３学期への期待

などが中心となります。２学期の通信票の所見内容と重なる部分がほとんどとなることから、

所見の記述はなくしまので、ご理解くださいますようお願いいたします。

◯ １１月２８日(火)から来年３月末まで、通学路を含む県道が水道管の取り替え工事があるとい

う連絡が入りました。詳しい情報は、過日お知らせしたとおりです。登下校の際に交通規制な

ど影響が出ることが予想されますので、安全留意して登下校するようお声がけをお願いします。

11日(月) 各種委員会、薬物乱用防止教室

カウンセラー来校日

12日(火) 中央委員会、特別支援学級実習体験

13日(水) 職員会議

15日(金) ＰＴＡ運営委員会

1日(金) 三者面談、特別支援学級市内交流会 19日(火) カウンセラー来校日

ＰＴＡ役員会 2１日(木) 岩沼市教育・いじめ防止子どもフォーラム

4日(月) 三者面談予備日、全校5校時限 22日(金) ２学期終業式、飲酒運転根絶運動の日

5日(火) カウンセラー来校日 23日(土) 天皇誕生日

7日(木) ３年実力テスト 24日(日) 冬季休業日(～1/7)

8日(金) フリー参観・授業参観・学年懇談 29日(金) 学校閉庁日(～1/3)

http://www.iwanishichu.iwanuma-ed.jp/


◯第１２回 児童生徒科学技術作品展 ＜１０月１４日＞

市長賞 神所 大智 さん

子ども科学技術賞 北村 優月 さん

科学技術奨励賞 太田 侑吾 さん ・ 遠藤 実桜 さん ・ 壽 利峰 さん

◯第２８回大ケヤキ全国書道絵画展 ＜１０月２２日＞

大ケヤキ賞 合川 礼菜 さん

◯岩沼市福祉作文コンクール ＜１０月２８日＞

市長賞 阿佐野円佳 さん

社会福祉協議会長賞 庄子 八雲 さん

佳作 石澤 結衣 さん ・ 千葉菜々子 さん ・ 佐藤 響 さん

鈴木 真優 さん ・ 中村 心咲 さん ・ 齋藤 陽菜 さん

漆原 千夏 さん

◯宮城県中学校新人サッカー大会 第２位 ＜１０月２８日・２９日＞

◯岩沼市内少年剣道錬成大会 ＜１１月３日＞

中学校男子団体の部 優勝 Ａチーム

中学校男子個人の部 第３位 齋藤 樹 さん ・ 井浦 光基 さん

◯岩沼市長杯総合スポーツ大会 ＜１１月３日＞

バドミントン中学生女子団体の部 準優勝 Ａチーム

卓球中学２年男子ダブルス 優勝 渡邊陽雄雅 さん ・ 日野 陸 さん

第３位 菅家 瞭 さん ・ 菅野 陽 さん

卓球中学１年男子ダブルス 優勝 佐久間倖誠 さん ・ 三浦 彰太 さん

卓球中学２年女子ダブルス 優勝 関 帆乃佳 さん ・ 三浦 瑠菜 さん

第３位 中村 心咲 さん ・ 石田 千夏 さん

〃 早川 綾乃 さん ・ 廣田カンナ さん

◯仙台南地区三地区新人大会 バスケットボール男子 準優勝 ＜１１月５日＞

※県大会に出場します。

◯宮城県中学校体操競技・新体操競技新人大会 ＜１１月５日＞

女子個人フープ 第７位 井上 心流 さん

◯第５６回宮城県造形教育作品展 ＜１１月５日＞

入選 吉原 果倫 さん ・ 仙石 優花 さん

◯岩沼市学校保健会表彰 ＜１１月７日＞

＜仙台管内学校保健連絡協議会＞

健康保持増進に努力している児童生徒 仙石 萌花 さん

＜岩沼市学校保健会＞

健康が優良と認められる児童生徒 平間 蓮 さん

健康保持増進に努力している児童生徒

天野真之介 さん ・ 長谷川夕海 さん ・ 松永 充樹 さん

市内陸上記録会等で新記録を出した児童生徒

＜男子駅伝Ａチーム＞

宮﨑 柊馬 さん ・ 佐藤 完太 さん ・ 吉岡 陽 さん ・ 千葉 悠貴 さん

山﨑 礼温 さん ・ 天野真之介 さん

＜女子駅伝Ａチーム＞

吉原 果倫 さん ・ 山川 和華 さん ・ 仙石 優花 さん ・ 伊藤 舞雪 さん

長谷川夕海 さん

＜陸上競技 110Mハードル＞ 加茂 太靖 さん

◯第８回仙南地区サッカー協会長杯 ブロック第１位 ＜１１月１１日＞

◯仙南Ｕ１３ソフトテニス大会 ＜１１月１１日＞

女子個人 第２位 佐藤 澪菜 さん ・ 庄子 彩夏 さん

◯中学生「税の作文」コンクール ＜１１月１３日＞

仙台南税務署長賞 井浦 和馬 さん ・ 吉住 岳 さん

◯宮城県中学校選抜新人剣道錬成会 男子団体 第３位 ＜１１月１８日＞

前回発行の「学校だより第11号」で生徒氏名の記載間違いがありました。正しくは下記のとお

りでした。訂正させていただくとともにお詫び申し上げます

○岩沼市学校保健会「目の愛護に係る標語・ポスター」コンクール

＜誤＞ ＜正＞

ポスターの部 優秀賞 百井久留美 さん 百井久留実 さん


