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表や展示，教科の作品展示でも，生徒たちの取り組みの頑張りがいたるところで見ることが

できました。生徒たちの頑張りはもちろんのこと，陰で支えてくださった保護者やご家庭の

協力があったからこそと，感謝しております。文化祭の様子は，本校ホームページのお知ら

せボードでお伝えしています。また，学年通信等でもお伝えしますのでご覧ください。
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と少しのと少しのと少しのと少しの悔しさ悔しさ悔しさ悔しさとが入り混じっていました。

この経験を必ずや今後の学校生活に生かしてくれることでしょう。

１１月

               

         

１２月１５日（月）

１２１２１２１２

三泗地区中学校駅伝競走大会

１１月４日（火）に中央緑地公園ト

リムコースにおいて、三泗地区中学校

駅伝競走大会が開催されました。

約１か月前から選抜メンバー２７名

を駅伝部として招集し、練習を行って

きました。３年生が中心となり、下級

生の見本となるような良い雰囲気で

厳しい練習に取り組んできました。

最終選考で男子１１名、女子９

名が大会に参加しました。 

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

応援などのサポートをし、全員で挑むことができました。

男女とも健闘しましたが、目標の順位には惜しくも及びませんでした。

選手たちはタスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」

を感じながら走ることができました。

とが入り混じっていました。

この経験を必ずや今後の学校生活に生かしてくれることでしょう。

１１月１０日（月）

               

１４日（金）

         ２７日（木）

１２月１５日（月）

１６日（火）

２２日（月）

１２１２１２１２月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定

三泗地区中学校駅伝競走大会

１１月４日（火）に中央緑地公園ト

リムコースにおいて、三泗地区中学校

駅伝競走大会が開催されました。 

約１か月前から選抜メンバー２７名

を駅伝部として招集し、練習を行って

きました。３年生が中心となり、下級

生の見本となるような良い雰囲気で、

厳しい練習に取り組んできました。そ

最終選考で男子１１名、女子９

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

応援などのサポートをし、全員で挑むことができました。

男女とも健闘しましたが、目標の順位には惜しくも及びませんでした。

タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」

を感じながら走ることができました。

とが入り混じっていました。

この経験を必ずや今後の学校生活に生かしてくれることでしょう。

１０日（月） 

                        

１４日（金）      

２７日（木） 

～２９日（土）

１２月１５日（月）      

１６日（火） 

～１７日（水）

２２日（月） 

月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定

三泗地区中学校駅伝競走大会

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

応援などのサポートをし、全員で挑むことができました。

男女とも健闘しましたが、目標の順位には惜しくも及びませんでした。

タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」

を感じながら走ることができました。全力を出し切った後の選手たちの表情は

とが入り混じっていました。 

この経験を必ずや今後の学校生活に生かしてくれることでしょう。

      

          

      

      

～２９日（土） （期末テスト最終日が土曜授業）

      

 

～１７日（水）  

      

月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定月中旬までの主な予定    

三泗地区中学校駅伝競走大会

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

応援などのサポートをし、全員で挑むことができました。 

男女とも健闘しましたが、目標の順位には惜しくも及びませんでした。

タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」

全力を出し切った後の選手たちの表情は
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     英語ｽﾋﾟｰﾁ、英作文ｺﾝﾃｽﾄ

 学校公開日

      ３年生 進路説明会（午後）

     期末テスト

（期末テスト最終日が土曜授業）

      ２，３年生三者懇談会

 全学年三者懇談会

     終業式 

        

三泗地区中学校駅伝競走大会！ 

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

男女とも健闘しましたが、目標の順位には惜しくも及びませんでした。

タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」タスキに込めたられた西陵中学校の「歴史」や過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」

全力を出し切った後の選手たちの表情は
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英語ｽﾋﾟｰﾁ、英作文ｺﾝﾃｽﾄ
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期末テスト 

（期末テスト最終日が土曜授業）

２，３年生三者懇談会

全学年三者懇談会 

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

男女とも健闘しましたが、目標の順位には惜しくも及びませんでした。  

過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」

全力を出し切った後の選手たちの表情は

 

英語ｽﾋﾟｰﾁ、英作文ｺﾝﾃｽﾄ 

進路説明会（午後） 

（期末テスト最終日が土曜授業） 

２，３年生三者懇談会 

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」

全力を出し切った後の選手たちの表情は満満満満

 

大会当日は、自らストレッチを行い、残念ながら補欠となったメンバーも、時間の管理や

過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」過去に走った選手の「汗」
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