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   ２学期８１日が始まりました。体育祭を皮切りに，駅伝大会，新人大会，合唱コンクール，

文化祭と大きな行事や大会が続きます。行事はその活動を通して，互いの良さを認め，集団

としての力を高める絶好の機会です。３年生は新入試制度による受験になります。時間を有

効に使い，目標実現に向け頑張ってほしいと思います。 

  ２学期始業式 校長式辞より（抜粋） ８月２６日（月） 

長い夏休みも終わり，今日から２学期がスタートします。部活動，駅伝，宿題を頑張りなが

ら暑い夏を乗り切り，一段とたくましくなった皆さんの姿を見ることができました。 

県中総体では男子バスケットボールが第３位に輝き，水泳では素晴らしい成績で東北大会に

出場しました。入賞こそ果たせませんでしたが県大会に出場した選手の皆さん，素晴らしい演

奏を披露した吹奏楽部の皆さんの健闘を称えたいと思います。 

 １学期の終業式に，「時間は平等に与えられている。その時間を有効に使って夏休みを過ご

してほしい。」と皆さんに話しました。２学期も時間を大切にして，自分を律し，学習や部活

動に一生懸命に取り組んでほしいと思います。 

２学期は体育祭，合唱コンクール，文化祭と大きな行事があります。行事は自分自身の力を

高めるだけではなく，学級の力を高める機会となります。ぜひ，仲間と協力し合って，学級の

力を高めてほしいと思います。 

クラスの中では一人一人がいろいろな考えをもっています。互いの意見を聞き合い，理解し

合いながら，仲間としての力を高めることを２学期は心掛けてください。３年生はこれらの行

事が最後になります。３年生としての姿を１，２年生に見せて，しっかりバトンを渡してほし

いと思います。１，２年生は３年生からバトンを受け取って，新しい伝統を築くことを意識し

て活躍してください。それぞれの目標に向け力を発揮し，一人一人が輝く２学期になることを

期待します。 

学年，生徒会代表の言葉 

始業式で各学年，生徒会代表から新学期の抱負の発表がありました。 

１年生代表生徒は, 「部活動や駅伝練習と小学校とは違う夏休みになった。２学期は学 

習と部活動を頑張り, 特に学習では日々の積み重ねを大切にしたい。」と決意を述べまし

た。 

２年生代表生徒は，「たくさんのことを先輩から学び，新人戦では日々の努力を信じて,  

最後まであきらめずより多くの勝利をつかみたい。キャリアシップ（職場体 

験学習）では責任を持って行動したい。」と中堅学年としての心構えを述べました。 

３年生代表生徒は「受験を意識する時期になったが, 行事が続く２学期は，『切り替える 

力』が必要である。勉強も行事も全力で取り組み，笑顔で卒業できるようにしたい。」 

と力強く述べました。 

生徒会代表生徒は「昨年の文化祭の反省を参考にして今年に生かしたい。 

あと１か月で生徒会役員改選になるが，これまでやってきたことを次の執行部に引き継ぎ 

たい。」とこれまでの活動を振り返り，西中生徒会の更なる発展を期待しました。 
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西中生の活躍－大活躍の県中総体－ 

水泳東北大会－女子８００ｍ自由形２位，４００ｍ自由形４位   

男子１００ｍバタフライ，２００m バタフライ出場 

宮城県中学校体育大会－男子バスケットボール第３位  

第６８回宮城県中学校総合体育大会結果（入賞等） 

○第５１回東北中学校水泳競技大会 

・女子８００ｍ自由形  第２位  

・女子４００ｍ自由形  第４位  

・男子１００ｍバタフライ     

・男子２００ｍバタフライ     

 

○第６８回宮城県中学校体育大会 

・男子バスケットボール 第３位 

 

・水泳競技 

女子４００ｍ自由形  第１位  

女子８００ｍ自由形  第２位  

男子２００ｍバタフライ第２位  

男子１００ｍバタフライ第７位  

・剣道女子団体  ベスト８ 

尾妃那 

・剣道男子団体  ベスト１６ 

・剣道女子個人  ベスト１６     

各大会結果 

○全日本吹奏楽コンクール第３１回多賀城・ 

石巻地区大会 中学校小編成の部   銅賞 

○石巻川開き祭り卓球大会 女子団体  第２位 

○第 23 回 SAMA－1 カップサッカー大会 準優勝 

 

○第３２回塩釜市総合体育大会兼第４８回塩釜市

サッカー選手権大会           優勝 

○河北杯中学生ソフトテニス夏季大会 

男子団体 １位トーナメント      ベスト８ 

女子団体 ２位トーナメント      ベスト８ 

多賀城地区英語暗唱・弁論大会（８／２８） 

多賀城地区中学校教育研究会主催の中学校英語暗唱・弁論大会が開催されました。本校か

らは３年生２名が出場し，英文の暗唱や発音の正確さや表現力を披露しました。 

暗唱の部では，優秀賞(仙台地区大会出場)と優良賞を受賞しました。おめでとうございま

す。 

９月の行事予定 

８月３１日（土）第１９回体育祭 

９月 ５日（木）郡駅伝大会  

  １０日（火）地区教研 

  １１日（水）食の指導（１年） 

  １２日（木）新人大会抽選会 

        仙台地区英語暗唱大会 

  １７日（火）あいさつ運動 

        部活動強化期間 

         （～２７日まで） 

９月１８日（水）校内弁論大会 

  ２０日（金）生徒会役員改選 

  ２８日（土）新人大会 3 年生実力テスト 

  ２９日（日）新人大会 3 年生実力テスト 

  ３０日（月）振替休業日 

１０月３日（木）定期テスト 

   ４日（金）振替休業日 

    

 

 

 

 

 

 

 

学校へのご意見，ご要望がありましたら教頭（７６７－８０８０）までお願いします。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種目  結果       選手名 

 

 

 

   

 

男子ソフトテニス団体 

男子ソフトテニス個人 

矢本二中戦惜敗 

寺岡中戦惜敗 

高橋盛雅 内海雄太 鈴木寛崇 佐藤遥人 遠藤新 佐藤旺哉 

高橋盛雅 内海雄太 

剣道男子団体 ベスト１６  

剣道女子団体 ベスト ８  

剣道男子個人 

剣道女子個人 

２回戦惜敗ベスト

８ 

天野天輝 

加藤風香 

    

水泳女子 800ｍ自由形 第２位 茂庭侑里 

水泳男子 200ｍバタフライ 第２位  駒木大誠 

水泳男子 100ｍバタフライ 第７位 駒木大誠 

水泳男子 100ｍ平泳ぎ 第９位 髙橋奎樹 

水泳男子 4×100ｍ 

メドレーリレー 

第 10 位 

 

友田波音 髙橋奎樹 駒木大誠 押切泰樹 

 

県大会出場者 

県陸上大会  県水泳大会 

種目 氏 名 種目 氏 名 種目 氏 名 種目 氏 名 

１１０ＭH 坂下 賢哉 １００ＭH 嶋津ひなた ５０ｍ自由形 押切 泰樹 ５０ｍ自由形 奥西 南凪 

１年１００Ｍ  武田 翔真 １年１００Ｍ  渋谷 楓音 ４００ｍ自由形 渡邉 健洋 １００ｍ平泳ぎ 櫻井 まや 



佐藤 虎徹 ２年１００Ｍ 髙橋美菜都 １００ｍ背泳ぎ 友田 波音 奥西 南凪 

３年１００Ｍ 中村笑太朗 藤岡  華 １００ｍ平泳ぎ  小野寺瑞姫 

加藤真依久 ３年１００Ｍ 阿部 瑞希 奥西 陽音 ２００ｍ平泳ぎ 櫻井 まや 

共通２００Ｍ 菅井 聖弘 共通２００Ｍ 梅森 咲衣 ２００ｍ平泳ぎ 髙橋 奎樹 ４００ｍメドレ

ーリレー 

 

小野寺瑞姫 櫻井まや 

茂庭侑里奥西南凪 共通４００Ｍ  阿部慎ノ介 遠藤 小夏 １００ｍバタフ

ライ 

駒木 大誠 

２・３年１５００

Ｍ 

阿部 秀太 走幅跳 鈴木 碧衣 渡邉 健洋 

走幅跳 二階堂優陽 走高跳 秀 ちひろ ４００ｍメドレ

ーリレー 

友田波音 髙橋奎樹 

駒木大誠 押切泰樹 砲丸投げ 佐藤 雅起 伊藤 千晴 ４００ｍフリー

リレー 

駒木大誠  飯田 陽 

渡邉健洋  押切泰樹 

  

男子共通 4×100Ｒ 

中村笑太朗 

加藤真依久

二階堂優陽  

阿部 秀太  

女子低学年 

4×100Ｒ 

準決勝進出 

藤岡 華 

髙橋美菜都 

渋谷楓香  

津田遥花 

    

  女子共 

通 4×100Ｒ 

阿部瑞希  

嶋津ひなた 

鈴木碧衣  

遠藤小夏 

    

 

 

 

 

 

 

 ９月の予定                

 ７／２０ 吹奏楽コンクール               ８／１３(火）日直を置かない日（～１６） 

２１（日）県中総体（～２５）        ２３(金）菅小寺子屋ボランティア 

２２（月）二小算数ボランティア（～２３）   ２６(月）２学期始業式 実力テスト国数社英 27理 

 ２６（金）三者面談３年（～８/１木)     ３１(土）体育祭 

 


