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１０月になりました。これから気候的にも過ごしやすく、「スポーツの秋」「芸術の秋」「食欲の
秋」「読書の秋」などと呼ばれるよう、何をするにもちょうどよい季節です。３年生にとっては『勉
学の秋』となるのでしょうか。「秋の夜長」を有効に活用してほしいと思います。
学校では体育祭に向けての練習が始まり、クラスの団結を目指して長縄跳びの練習をしている

姿が見られています。１０月は体育祭の他にも各学年の行事や生徒会役員改選などがあり、子ど
もたちの活躍している姿がたくさん見られる月となります。子どもたちの頑張りに，励ましと声
がけを引き続きお願いします。

９月２９日(土)に開催された市新人大会、西中生の活
躍はすばらしく、見事に５種目で団体優勝を勝ちとり
ました。選手も応援する生徒も心を一つにして大会に
参加し、団体の他にも個人戦では多くの生徒が入賞し、
県大会へ駒を進めました。
結果は、下表の通りでした。
団 体 戦 個 人 戦 (敬称略)

野 球 １回戦 対 玉中 ◯ テニス(男) ３位 宍戸 優太・小室 佑太
第２位 決 勝 対 岩中 惜敗(三地区大会へ) ３位 赤間 柊斗・寺西 晟道
サッカー リーグ戦 対 玉中 ◯ テニス(女) ３位 佐藤 澪菜・山口 菫
第２位 リーグ戦 対 岩・北中 惜敗 バドミントン(シングルス)
ソフト 決 勝 対 岩中 惜敗 １位 小笠原華菜佳(県へ)
バレー(男) 決 勝 対 岩中 優勝(ブロック大会へ) ２位 内山 陽菜乃(県へ)
バレー(女) リーグ戦 ３勝全勝 優勝(ブロック大会へ) ３位 栗原 萌花
バドミントンリーグ戦 ３戦全勝 優勝(県へ) バドミントン(ダブルス)
バスケ(男) １回戦 対 玉中 ◯ １位 後村 星良・高城 陽詩(県へ)
第２位 決 勝 対 北中 惜敗(三地区大会へ) 卓球(男) １位 髙橋 要弥(県へ)
バスケ(女) リーグ戦 ２戦全勝 優勝(三地区大会へ) ２位 佐久間倖誠
卓 球(男) リーグ戦 ３戦全勝 優勝(県へ) ３位 三浦 彰太
卓 球(女) 決 勝 対 岩中 惜敗 卓球(女) １位 渡邊 桜菜(県へ)
剣 道(男) リーグ戦 対 岩中 惜敗 剣道(２年男) ３位 井浦 光基
第２位 リーグ戦 対 北中 ◯ (１年男) １位 丹野 蒼士(県へ)
剣 道(女) リーグ戦 対 岩中 惜敗 第２位 剣道(１年女) １位 齋藤 あかり(県へ)
※新人大会は、種目により市新人大会で優勝す ２位 折笠 結音
るとそのまま県大会へ進む競技と地区の予選会を経て県大会へ出場する競技があります。
お忙しい中、たくさんの保護者の皆様に会場へ足を運んでいただき、子どもたちの活躍に大き

な声援と激励を送っていただきました。みなさんの声援がすばらしい活躍につながりました。本
当に、ありがとうございました。
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９月１９日(水)の５・６校時に２年生が人権について学びました。

人権擁護委員のみなさんに来校していただき、ゲームやワークショ

ップなどを通して「人と関わることの大切さ」や「いじめをなくす

にはどうすればよいか」などについて考える機会となりました。

人権とは、誰にとっても大切なもの、日常の思いやりの心によっ

て守られなければならないものです。みんなでより良く生活してい

くために大切にしていってほしいと思います。

９月９日(日)に岩沼市で市民会館を会場として「敬老の集い」が行われました。西中の吹奏楽部がアトラ

クションで演奏しました。また、１５日(土)にはデイサービスたけくまの敬老会慰問に出かけました。そし

て、翌１６日(日)はたけくま祭りに招待され演奏発表をしてきました。『上を向いて歩こう』や『学園天国』

などの曲を演奏したり、『Ｕ．Ｓ．Ａ．』をダンスと歌付きで披露したりとお年寄りの方々と交流を深めるこ

とができました。吹奏楽部にとっては校外で発表するよい機会となりました。

◯岩沼市中学校駅伝競走大会 女子Ａチーム 第２位
区間賞 男子４区 第３位 遠藤 大雅

５区 第２位 原田 雄大 ・ 第３位 山根 拓真
６区 第３位 島貫 滉大

女子２区 第２位 栗原 萌花
３区 第２位
４区 第１位 森 優名
５区 第１位 鶴ヶ﨑 愛

◯宮城県中学校新人水泳競技会 女子２００ｍリレー 第６位
佐伯 優衣 ・ 佐藤 菜々美 ・ 石川 凛 ・ 髙橋 優花

◯岩沼市英語暗唱･弁論大会
弁論の部 最優秀賞 村山 りの
暗唱の部 優秀賞 中村 心咲 ・ 山﨑 礼温

◯管内英語暗唱･弁論大会
弁論の部 優良賞 村山 りの
暗唱の部 優良賞 中村 心咲 ・ 山﨑 礼温

◯岩沼市中学校弁論大会
優秀賞 蝦名 里香 ・ 白石 真衣

15日(月) 体育祭予備日 弁当

16日(火) 職員会議、２年英語能力テスト

17日(水) 集会、2年貧血検査 ※金曜日の授業

18日(木) ２年職場体験、１学年Ｐ行事

カウンセラー来校日

19日(金) ２年職場体験、３年実力テスト

１日(月) 振替休業日(新人大会) 22日(月) ３年進路説明会、二者面談期間(～11/22)

2日(火) 新人大会予備日 衣替え 弁当 飲酒運転根絶運動の日

4日(木) ３年租税教室、カウンセラー来校日 23日(火) 各種委員会、中央委員会

６日(土) 英語検定、三地区大会(バスケ、野球) 24日(水) 2年人権啓発事業車椅子バスケ体験教室

８日(月) 体育の日 25日(木) カウンセラー来校日

９日(火) 体育祭学年練習 26日(金) 交通安全教室

10日(水) 体育祭総練習 29日(月) 時間割Ｂ開始、生徒会役員改選、西中学び塾①

11日(木) 体育祭全体練習･学年練習･準備 30日(火) 西中学び塾②

カウンセラー来校日 31日(水) 2学年Ｐ行事、西中学び塾③

12日(金) 体育祭 弁当


