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１５日(金)に生徒会執行部が企画･運営した「いじめ撲滅全
校集会」が行われました。内容は，１２月に行われた「岩沼市
いじめ防止フォーラム」での発表報告やアルカス活動の報告
などを行い，今後のいじめ撲滅に向けた生徒会の活動につ
いて考えました。
いじめ防止フォーラムでの発表では「いじめ防止の取組」

や「岩沼西中伝統総選挙」の発表もあり，生徒は真剣な姿勢
で耳を傾けていました。

「西中いじめストップ！ゼロ宣言」
一 わたしたちは，一人ひとりがいじめをなくす意識を高め，みんなが活躍できる環境を作っていきます。
一 わたしたちは，いじめを「しない」「させない」「見逃さない」勇気を持ち，手をさしのべ「相談する」勇気を持

ちます。
一 わたしたちは，お互いを「支え合い」「認め合い」「助け合い」，「合い」の力で，明るく楽しい生活を送りま

す。

１・２年生を対象とした進路学習会を１月２２日(火)の５・６校時に「高校生の話を聞く会」として開催しました。本
校の卒業生をはじめ，明成高校生を招き，いろいろな学科の実際の学びを高校生から直に聞く機会となりまし
た。１・２年生は自分が行きたい高校，学びたい学科について考えるきっかけになってほしいと思います。この会
は，広報いわぬま３月号にも掲載されました(下参照)。

１月１７日(木)に２年生を対象とした「エアロビ教室」を実施しまし
た。昨年１２月の３年生に引き続き，橋本先生に講師をお願いし，お
よそ６０分気持ちのいい汗を流しました。実施後には「久々に動いた
ので楽しかった」「いい汗をかいて気分転換でになりました」などの
声が聞かれました。
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◯宮城県小中書きぞめ展 ○岩沼市児童生徒書きぞめ展
毛筆の部 特選 山﨑ひのわ 伊藤 瑠夏 毛筆の部 特選 緑 愛莉 山﨑ひのわ

金賞 緑 愛莉 齋藤あかり 長谷川紗月 伊藤 瑠夏

佐藤百合慧 石山 千尋 石山 千尋
硬筆の部 部会長賞 片平 望夢 入選 雫石 真由 山﨑 結葉

金賞 髙橋 琴子 天野陽菜子 髙橋 琴子 後藤 緋李
和田 魁斗 渡部 友萌 宍戸 優太

○宮城県教育振興会善行篤行児童生徒表彰 天野陽菜子 清水 彩矢
善行篤行賞 中村 和寛 菅野 翔平 川口愛依子 安孫子暖華

○平成３０年度土砂災害防止に関する作文コンクール 岩泉 里桜 遠藤 実桜
優良賞 佐藤 李埜 菅野ひなた 宍戸 琳

○心の輪を広げる体験作文 相澤 隼人 小林 美緒
中学生作文の部 最優秀賞 佐藤 弥希 髙橋 優真 長谷川智世

優秀賞 鶴ヶ﨑 愛 熊谷 百花 齋藤 陽菜
○第３回二木の松俳句コンクール 古屋 華穏
市長賞 長内 優月 硬筆の部 特選 雫石 真由 片平 望夢
二木の松賞 鎌田拳史郎 山口 凜 髙橋 琴子 天野陽菜子

金賞 齋藤 陽菜 入選 石垣 愛 山﨑ひのわ
銀賞 竹内 遥叶 水戸 敬心 宍戸 琳 渡辺 愛梨 森 優名

○宮城県明るい選挙啓発標語募集 長田 優那 梁取 栞凪
優秀賞 齋藤 陽菜 永倉 大和 三宅 結月
佳作 小川 千晶 小林さくら 江里 花純 佐藤 光留

○宮城県小中高等学校児童生徒作詞作曲コンクール 伊藤 瑠夏 髙橋 亮太
入選 作曲第Ⅰ部Ａ 佐藤 凛佳 原 来羽 岸野 陽虹

○ロータリークラブ善行表彰 岩泉 里桜 坂本 心海
中村 和寛 菅野 翔平 宍戸 琳 森 史佳

○宮城県中学校バレーボール大会南部ブロック予選会 三瓶 雛 竹内 遥叶
第２位 男子バレーボール部 女子バレーボール部 佐藤 佑 宍戸 美優

○岩沼市ソフトテニスインドア大会 廣田カンナ 菅野 陽
少年女子の部 第２位 佐藤 澪菜・山口 菫 佐藤あやめ 古屋 華穏
少年男子の部 第３位 宍戸 優太・小室 佑太 ○馬城杯卓球選手権大会

〃 赤間 柊斗・寺西 晟道 女子シングルス優勝 渡邊 桜菜
○宮城県バドミントン選手権大会 ○相馬市卓球協会親善卓球大会
中学１年生女子 第３位 後村 星良・高城 陽詩 中学2年生以下女子シングルス優勝 渡邊 桜菜

○柴田町長杯バレーボール大会
準優勝 男子バレーボール部

13日(水) 車椅子バスケ体験教室(2年)
14日(木) 公立高校後期選抜合格発表
15日(金) 授業参観，学年･学級懇談
17日(日) 名取地区吹奏楽祭
18日(月) 避難訓練，事務整理日(部活動なし)

中央委員会，部長会
1日(金) 中央委員会･部長会 19日(火) 事務整理日(部活動なし)，弁当
5日(火) ※木曜日の授業 20日(水) 教室ワックスがけ
6日(水) 公立高校後期選抜入試 21日(木) 春分の日
7日(木) 卒業式全体練習，雅楽鑑賞会(3年) 22日(金) 修了式，小中連絡会

スクールカウンセラー来校日 飲酒運転根絶運動の日
8日(金) 卒業式総練習･準備，同窓会入会式，弁当 25日(月) 年度末休業日(～3/31)
9日(土) 第33回卒業式 一日入学，中央委員会･部長会
11日(月) みやぎ鎮魂の日，振替休業日 27日(水) 離任式，臨時職員会議
12日(火) 職員会議，地区生徒会，

年度末大清掃(～20日)




