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校訓 自立・友愛

新 潮
夏の暑い日差しが少しずつ遠ざかり，夜の虫の音にも深まる秋を感じる頃となり

ました。９月１７日（土）に市新人大会が開催されました。５月の中総体に引き続
き，感染症対策のため，入場制限など会場毎に決められた大会運営となりましたが
天候にも恵まれ，無事終了することができました。保護者の皆様にはたくさんの温
かいご声援をいただきましてありがとうございました。お陰様で選手一人一人が力
の限り精一杯試合に挑むことができました。今後とも変わらぬご支援とご協力をお
願いいたします。

岩沼市中学校新人大会
サッカー 岩沼玉浦合同 対岩沼北岩沼西 惜敗
ソフトボール 実施せず。岩沼西と合同 三地区大会へ出場
バスケ男子 対玉浦 快勝 対岩沼西 惜敗
バスケ女子 優勝 対岩沼西 快勝 三地区大会へ出場
バドミントン男子 個人シングルス 第１位 半澤 孝祐さん 県大会出場

〃 第２位 大塚 天真さん 県大会出場

個人ダブルス 第１位 水戸 暖心さん・岡崎 彩杜さんペア県大会出場
〃 第２位 伊藤 颯流さん・岩佐 楽さんペア県大会出場

バドミントン女子 団体戦 対岩沼北 快勝 対玉浦 快勝 対岩沼西 惜敗
個人シングルス 第３位 佐藤 愛さん

〃 第３位 齊藤 茉子さん

個人ダブルス 第１位 新田七愛さん・佐藤果琳さんペア 県大会出場
〃 第２位 後藤嘉杏さん・佐々木優綺さんペア県大会出場

ソフトテニス男女 個人 第２位 牛澤 颯太さん・齋藤 蒼空さんペア
卓球男子 団体戦 対玉浦 快勝 対岩沼北 惜敗 対岩沼西 惜敗

個人シングルス 第３位 佐藤 来樹さん
卓球女子 団体戦優勝 対岩沼西 快勝 県大会出場

個人シングルス 第１位 郡山 天海さん 県大会出場
〃 弟２位 小山 明桜さん
〃 第３位 畑中菜瑠実さん

剣道 男子団体戦 対岩沼北 快勝 対岩沼西 惜敗
１年男子個人 第２位 佐々木莉玖さん
２年男子個人 第３位 松本 志 さん
１年女子個人 第１位 遠藤 妃莉さん 県大会出場

市新人大会激励会
９月１６日(金)に新人大会激励会を行いました。５月

に市中総体が終了した後，新体制になり新しい目標を立
て，３ヶ月間練習に励んできました。この日は各部の部
長から大会に向けてメンバー紹介と決意表明がありまし
た。どの部からも堂々と新人大会の抱負を発表する姿が
印象的でした。選手への応援は，３年生全員が中庭に集
合し，頭に赤いはちまきをし，後輩たちの活躍を願い力
強いエールが送られました。全校生徒が一体となった，
大変感動的な激励会となりました。
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新人大会激励メッセージ
各学年毎に新人大会へ向けての「激励」メ

ッセージを作りました。「最後まであきらめ
ずに頑張ってください」「いつでも冷静に全
力を出してください」「自信を持って堂々と
プレーをしてください」など心温まるメッセ
ーがたくさん寄せられました。

ジャガイモ販売 《受賞の記録》
９月１５日（木）朝の会の ・市英語暗唱・弁論大会 優秀賞 佐々木寧愛さん

前にＪＲＣ委員会がジャガイ 優良賞 鈴木 暖椛さん
モの販売をしました。この販 優良賞 郷内 真海さん
売会は例年実施しているもの ・管内英語暗唱・弁論大会 優良賞 佐々木寧愛さん
です。今年度も４月から委員 ・岩沼市長杯スポーツ大会陸上競技大会
会で毎日水やりをし，丁寧に 男子 １００ｍ 第２位 鈴木 太翔さん
育ててきました。１袋１００ 男子 ８００ｍ 第１位 鈴木 太翔さん
円のジャガイモはあっという 男子 ８００ｍ 第３位 鈴木 尋也さん
間に完売し大盛況でした。今 男子３０００ｍ 第１位 太田 蓮 さん
回の売り 男子３０００ｍ 第２位 本郷 拓門さん
上げはネ 男子３０００ｍ 第３位 新田 悠月さん
パールへ 男子 走幅跳 第３位 渡邊 蒼介さん
の募金に 女子 １００ｍ 第２位 布田 にこさん
活用され 女子 １００ｍ 第３位 田中 里奈さん
ます。 女子 ４✕１００ｍＲ 第１位 牛澤 ,田中 ,山﨑 ,布田チーム

廃品回収,学用品バザー物品提供のお願い １０月の教育相談のお知らせ

ＰＴＡで第２回目の廃品回収と学用品バザー 生徒や保護者の皆様で相談希望が
を行います。廃品 ,物品の提供をお願いします。 ありましたら，学級担任等を通して
１ 回収日時 学校までご連絡をお願いいたしま

１０月１６日（日）９ :００～１０ :３０ す。
（雨天時は１０月３０日）

２ 回収物 ○ＳＣ来校日
アルミ ,スチール缶 ,段ボール ,雑誌 ,新聞紙 ４日(火)１８日(火)２５日(火)

○学用品バザーで提供していただきたい物品
「岩中ジャージ，制服，柔道着」 ○ＳＳＷ来校日

※１０月７日（金）まで随時本校職員室で受付 ６日(木)１４日(金)１９日(水)
をしております。 ２５日(火)

１０月 の 予 定
日 曜 行 事 等 日 曜 行 事 等
１ 土 １７ 月 職員会議
２ 日 １８ 火 英検ＩＢＡ(２年)
３ 月 衣替え完全実施 １９ 水
４ 火 小学６年生部活動見学 ２０ 木
５ 水 県駅伝大会 弁当 ２１ 金 生徒会役員改選・立会演説会
６ 木 県駅伝大会予備日 弁当 ２２ 土
７ 金 前期終業式 １年環境学習 ２３ 日
８ 土 ２４ 月

９ 日 ２５ 火 ２年仙台自主研修 ３年薬物乱用防止教室
１０ 月 スポーツの日 ２６ 水
１１ 火 秋季休業日 ２７ 木
１２ 水 秋季休業日 ２８ 金 合唱コンクール(市民会館)
１３ 木 後期始業式 ２９ 土
１４ 金 ３年実力テスト ３０ 日

１５ 土 ３１ 月 各種・学年委員会 後期教育実習～ 11/18
１６ 日 ＰＴＡ廃品回収・学用品バザー


