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 歌声が流れる学校 

岩沼北中学校 学校だより 第１７号

令和２年１２月２３日 文責 教頭

例年よりも短い夏休みが明け，残暑が残る学期開けから８６日。本日，無事に学期末を迎えることができ

ました。学校では，新型コロナウイルス感染拡大防止の対策や学習指導の工夫などを行いながら，教育活動

に取り組んで参りました。２学期を無事に終えることができるのも，生徒一人一人の努力と保護者の皆様の

ご理解とご協力があったからこそと感謝しております。

始業式に，校長からは，坂上真民さんの『ねがい』という詩を紹介しました。そして，「保護者や先生，地

域の皆さんたち，そういう見えない根からたくさんの願いや期待を吸収して，ぜひきれいな花を咲かせてく

ださい。」と話がありました。

２学期は，新型コロナ対策を取りながら，様々な学校行事を行うことができました。制限のある中での活

動でしたが，学校生活や学習，行事等を通して，全校生徒がひとまわり成長したと思います。新人大会，３

年松島自主研修，２年ものづくり体験教室，１年花山宿泊学習，合唱コンクール，学年スポーツ大会，生徒

会活動など，それぞれの持ち場で，それぞれのよさを伸ばしたり発揮したりして，一人一人が「花」を咲か

せてくれたのではと感じます。

さて，３学期の始業式は，例年よりも早い１月５日となります。短い冬休みかもしれませんが，新型コロ

ナや病気，けががないように十分注意しながら，休みでなければできないことに取り組んでほしいと思いま

す。休み中の過ごし方については，学級で指導しておりますが，保護者の皆様には，学年ＰＴＡ資料にも目

を通していただき，ご家庭でも十分に話し合っていただければと思います。

今年１年ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

令和２年度 ２学期までの受賞の記録 
令和２年度岩沼市小中学校読書感想文コンクール 校内合唱コンクール

優良賞 2-1 髙橋 伶奈 指揮者賞 1-1 菅原 琉鈴

2-2 佐藤 凜子 2-3 田代 悠稀

1-1 菅原 結翔 3-2 佐藤 瑠菜

1-1 田口 真緒 伴奏者賞 1-1 田口 真緒

岩沼市中学校新人大会 2-2 大友 渉眞

ソフトテニス 第２位 2-1 今井 璃琥 3-1 浪岡 夏音

2-2 小菅 暉美彦 岩沼市内少年剣道錬成大会

第３位 2-1 鎌田 悠聖 第３位 2-1 布田 蒼河

2-2 熊谷 優海 2-3 菊地 文奇

第３位 2-2 髙村 美嬉 令和２年度第59回宮城県造形教育作品展

2-3 國井 里菜 入 選 1-1 庵原 小夢

剣道 ２学年個人 第３位 2-3 菊地 文奇 1-ひ 鈴木 麻友

卓球 個人戦 第３位 2-1 秋山 連 川開書道展 金 賞 3-2 岩佐 菜々子

サッカー 優 勝 2-2 江刺 悠太

2-2 佐藤 咲 木管三重奏 銀 賞 2-1 星 琴音

2-2 細川 俊樹 2-2 渡邊 桜介

1-1 松浦 莉魅 2-3 大久 瑞貴

岩沼市児童・生徒科学技術作品展 管打楽器七重奏 銀 賞 2-1 前田 すみれ

子ども科学技術賞 1-1 菅原 拓人 2-1 高橋 麻実

科学技術奨励賞 1-1 千葉 一平 2-2 鈴木 優

科学技術奨励賞 1-2 森 晴哉 2-2 菅野 天

チャレンジ賞 1-1 菅原 結翔 2-3 戸田 晴希

1-1 菅原 琉鈴 1-1 沖田 杏美

1-2 大町 章 1-3 松原 穂

1-2 関根 優花

1-2 菅井 和奏

1-3 松原 穂

全日本アンサンブルコンテスト県大会予選名取地区大会

皆さん，おめでとうございます！



雪の降った日の昼休み，北中生が楽しそうに雪遊びをして 

いました。しかも，かなりの人数！みんな仲よく和気あい 

あいと。なんかいいなぁと思い，シャッターを切りました。 

ＰＴＡ臨時総会（紙上総会）と 

会計に関する提案について 

先週，PTA から臨時総会のプリントを配布いたし

ました。12/18 までご意見を募集しておりました

が，特にご意見は寄せられませんでした。ご承認い

ただいたものとして，提案どおりに進めさせてい

ただきます。１月末の段階で PTA 会計や生徒活

動振興会会計の執行状況を確認し，繰越金額を算

定し，残りを返金や次年度徴収金からの差し引き

分とさせていただきます。会計処理上，精算しや

すい金額を検討させていただきます。 

学校評価アンケートのご協力 

ありがとうございました。 

第２回学校評価アンケートを行いました。コロナ禍

で来校いただく機会が少ない中，e メッセージからの

回答や紙のアンケート用紙での回 

答など，ご協力いただきありがと 

うございました。これから集計を 

行いますが，いただきました評価･ 

ご意見は，３学期や次年度の指導 

に生かして参りたいと思います。 

日 曜 行  事  等 部活動

1 金  冬季休業日 元日 中止

2 土 中止

3 日 中止

4 月  仕事始め 中止

5 火 第３学期始業式 11:45完全下校 給食弁当なし 中止

6 水 給食開始 校内書きぞめ展～1/22

7 木 各種学年委員会・全校委員会 岩沼産そば給食提供 中止

8 金 (月)の授業 高専･私立推薦受験票配布 SC 書きぞめ放課後練習会①

9 土

10 日

11 月 成人の日

12 火 実力テスト ALT 中止

13 水 高専・私立推薦入試 出願希望調査報告 ALT 3年学び塾 書きぞめ放課後練習会②

14 木 ALT 1,2年学び塾 中止

15 金 SC ALT 中止

16 土

17 日

18 月 書きぞめ放課後練習会③

19 火 面接練習(私立一般)

20 水 職員会議 出願希望調査結果公表 1,2年学び塾 中止

21 木 面接練習(私立一般) 3年学び塾

22 金 飲酒運転根絶運動の日 絆づくりｱﾝｹｰﾄ実施 SC 3年学び塾

23 土

24 日

25 月 給食週間～1/29 面接練習(私立一般) ALT 中止

26 火 私立一般受験票配布 SC ALT

27 水 高専一般出願～2/1 ALT 1,2年学び塾 中止

28 木 ALT 3年学び塾

29 金 1年心臓病･血圧検査 2年貧血検査 各種学年委員会 公立願書配布 ALT 3年学び塾 中止

30 土 高専推薦追試

31 日

※2/2(火)私立入試Ａ日程 2/4(木)私立入試Ｂ日程

※2/6(土)～9(火)私立合格発表

令和3年1月の予定

いわぬま健幸運動の結果を生かそう！ 

学校だより第 16 号では，本校の集計結果から，

北中生の生活の様子について説明しました。本日配

布される学年ＰＴＡ資料には，各学年の集計結果と

分析が紹介されていますので，ぜひご家庭で話題に

していただき，この年末年始の過ごし方に生かして

いただければと思います。今回，岩沼市全体の集計

結果が届きましたので，そちらもご覧ください。 

「みんなもこうだからいいんだ」ということでは

なく，自分自身の健康のため，自律した生活のため

に，今一度，自分の生活を見直して整えていきまし

ょう。特に３年生は，入試前の過ごし方が本番で自

分の実力を発揮できるかに影響しますよ！

年末年始の過ごし方にご注意ください。 

先日，「宮城県新型コロナ危機宣言」を e メッセー

ジで配信いたしました。年末年始は，クリスマスや

初詣，初売りなどの楽しいイベントもあり，人がた

くさん集まる機会があります。手洗い，マスクの着

用，３密を避けるなどの感染予防対策をとって，お

過ごしください。

12/29(火)～1/3(日)までは，学校に職員が

不在となります。事件や事故， PCR 検査

を受けることになった場合は，学校用緊急 

携帯電話  -  -  （教頭）までご連絡

ください。


