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◇令和３年度 生徒在籍数（令和3年 10月1日現在）◇ 

  １学年：１２２名、２学年：１４７名、３学年：１２９名； 計３９８名  
 
第２学期が始業しました。令和３年度も後半に入ります。あと半年、卒業・進級に
向けて、生徒の皆さんの学びが更に充実するように教育活動を進めて参ります！ 

 
市・新人大会、秋季休業が終わり、10月 14日（木）から令和３年度・

第2学期がスタートしました。全校生徒が元気に2学期始業日を迎えるこ
とができ、本当にうれしく思います。1 学期は全国的なコロナ感染拡大の
中で、昨年度から引き続いて様々な制約がある学校生活でしたが、全校生
徒が落ち着いて学習や部活動に取り組み、着実に成長の足跡を残すことが
できました。生徒の皆さんは本当によく頑張ったと思います。 
さて、2 学期は進級、そして卒業へと向かう大切な期間となります。学

校としても生徒の一人一人の学びが更に充実するように、適切な指導・支
援を行って参りたいと考えています。生徒の皆さんが更に成長し、たくま
しく未来を切り拓く力を高めていけるよう教育活動を推進したいと考えて
います。2 学期も保護者の皆様、地域の皆様の御理解と御支援をどうぞよ
ろしくお願いいたします。                  

 

第２学期始業式、４名の代表生徒が立派に作文発表を行いました！ 
 
10月14日（木）の1校時に第2学期の始業式をオンライン配信で行いました。校長先生からは２学期の始ま

りにあたって、「学習とは何か」という話を中心に、学習に行事に部活動に一所懸命取り組み、自分を成長させ
る2学期にしてほしいとの講話がありました。また、各学年の代表生徒が2学期の自分自身や学年全体の抱負を
立派に発表しました。教室で始業式に参加した生徒の皆さんの姿勢もたいへん立派でした。 

 
令和３年度 ２学期始業にあたって生徒の皆さんへ  校長 布施 辰哉 

 
今日から２学期が始まりました。今朝、全校生徒の制服姿を久しぶりに見て、

凜々しさを感じ、気持ちが引き締まっていいなと思いました。運動部の新人大会
では、１・２年生が存分に力を発揮し、すばらしい活躍を見せてくれました。新
人大会はゴールではなく、新チームのスタートですから、思うような結果になら
なかったとしても、そこから課題を見つけて来年の中総体を目指して頑張って行
けば良いと思います。２学期のスタートという節目にあたって、生徒の皆さんは、
新たな目標を考えていることと思います。目標を持って、日々努力を重ねること
は大切なことですから、ぜひしっかりと、具体的に目標を掲げてほしいと思いま
す。「学習」とか「勉強」とか、皆さんがよく口にする言葉ですが、「学習」と
は何か、きちんと考えたことはあるでしょうか。実は「学習」とはきちんと定義されているものなのです。「学習」と
は、「経験や訓練による永続的な行動の変容」のことです。つまり、経験や訓練の結果、できなかったことができるよ
うになったり、わからなかったことがわかるようになったりすることなのです。ですから、偶然やまぐれでできたこと、
そのときはわかったけれどもう一度再現できないことは、「学習」とは呼べません。例えば、自転車に乗れるようにな
ったら、そう簡単には後戻りはしません。これが「身に付く」ということです。「行動の変容」ということです。一人
一人、「学習環境」や「学習方法」は違いますから、こうすればよいという正解はありませんが、「身に付くように」
「身に付くまで」やることが重要だということははっきりしています。これから皆さんが学習に取り組む際の参考にし
ていただければ幸いです。合唱コンクールや 3 年生の修学旅行など、10 月はまだまだ大切な行事が続きます。八木山
中の皆さんには、学習に、行事に、また部活動に一所懸命取り組み、自分を成長させる2学期であることを期待してい
ます。 

 
３学年代表のことば １組 Ｏ・Ｈ さん 

 
私たち３年生の中学校生活もあと半年となりました。残り少ない中学校生活で

３学年として意識して取り組みたいことが２つあります。１つ目は、より勉強に
力を入れることです。受験も近くなり、自分の目指す高校に行くための成績も必
要になる今、まず第一に必要なことは学校で習う内容をしっかりと頭に入れるこ
とです。そのためには、授業で自分から挙手・発言をするなどして積極的に参加
し、習った内容は復習なども行って定着させることができるようにし、各クラス
の授業の質をより上げていきたいと思います。また、生徒同士で教え合うなど、
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これまであまりやっていなかったような取組もしてみるなど、３学年全員が
チームとして受験に向かいたいと思います。２つ目は、感謝の気持ちを忘れ
ないようにすることです。私たちは普段から様々な人たちにお世話になって
います。例を挙げるなら先生方、家族、近所の家の方々などが身近なところ
です。そんな方々に常日頃からお世話になっていると、それが当たり前とな
ってしまい、感謝することを忘れがちです。しかし、それは当たり前のこと
ではありません。中学校生活３年目も折り返しを過ぎ、これから先、ますま
す様々な方にお世話になるであろう今、改めて感謝の気持ちを持ち、そして
それを自分から伝えていける学年になれるようにしていきたいです。今から
卒業までのおよそ半年の間、この２つのことを特に意識した生活を送り、学
年として一回りも二回りも成長していきたいと思います。 

 

２学年代表のことば  １組 Ｎ・Ｒ さん 
 
コロナ禍で始まった異例だらけの中学校生活も、もう折り返し地点まできました。そこで、今日から始まる２学期を

１学期よりもさらに充実したものにするために自分なりに頑張りたいこと、意識したいことを考えました。まず勉強面
についてです。私が頑張らなければいけないことは、得意科目と苦手科目の差を少しずつでも縮めていくことです。１
学期の期末考査は良い成績でした。でも、得意・不得意の差がはっきり出ていることに悔しさを感じました。「ワーク
を何度も解いて知識は深まっているはずなのに」と悩みましたが、やっと気づきました。量ばかりをこなしても、基礎
基本が身についていなければ効果はないのです。「量より質」と先生や両親によく言われます。ワークのページ数より
も基本の知識をおさえた上で問題を解いていくという当たり前のことを確実に取り組みたいと思います。部活動で頑張
りたいこともあります。副部長としての自覚を持って自分には何ができるかを考えることです。副部長としての責任感
や緊張感に押しつぶされそうでした。でも、部長を支える立場として練習を提案したり、内容を工夫したりすること、
指示するのではなく自分が率先して見本を見せることで部長と共に部をまとめていこうと思います。また、部として良
い成績を収めたいです。形として残すことで達成感やうれしさを味わい、さらに上を目指そうと頑張れると思ったから
です。２学期始めには合唱コンクールがあります。パートごとの音の確認や全体での音合わせを通して、学級の一人一
人が一生懸命に取り組もうとしているように感じました。本番に向けてさらに気持ちを高めていきたいです。 
最後になりますが、先輩になって半年が経ち、最高学年となるまであと半年ということを意識して行動したいです。

挨拶や積極的な行動を身につけなければと思います。これらの目標を達成するために、何事にも全力で取り組んでいこ
うと思います。 

 
１学年代表のことば  ３組 Ｍ・Ｗ さん 

 
私達１年生が八木山中学校の一員となってから約６ヶ月が経過しました。中学校では、小学校ではできない経験をた

くさん積むことができました。中学校で新しい仲間と出会い、積極的に色んな人と話すことで、有意義に生活を送るこ
とができました。５月に行われた校外学習では、山形へ行き様々な活動を行いました。一番印象に残っているのは山寺
に班で登ったことです。私は班長だったので、班の皆の様子を見ながら休憩を挟んだり、声を掛けたりしました。この
校外学習を通して協力の大切さを学びました。また、私は「学級プログラム委員」という役割になり、学級の手本にな
れるような行動を心がけたり、５分前着席を呼びかけたりしました。この経験を通して、小学校の時より積極的に発言・
発表ができるようになったと実感しています。学習面では、部活動があり、小学校よりも勉強に回せる時間が少ないの
で、要点だけをまとめて勉強するなど、計画的に学習を進めることができました。２学期に向けて、私は３つの目標を
立てました。１つ目は、部活動です。私が所属している野球部では、３年生が引退し、自分たちが主体となってチーム
を作っています。今までは先輩方に支えられる場面が多かったのですが、これからは、自分も野球部の一員ということ
を自覚して日々練習に励みたいです。２つ目は、生徒会活動です。私は、９月に生徒会副会長選挙に立候補しました。
結果は落選してしまいましたが、学校をより良いものにするために本気で頑張りました。その時の気持ちを忘れずに、
２学期は、自分の立場で学校のためにできることを探し、八木山中学校を良いものにしていきたいです。３つ目は、学
習面です。部活がさらに忙しくなりますが、その中でも学習をないがしろにせず、１学期に学んだ、計画的な学習を継
続していきたいと思います。１学期は先輩や先生方、そして家族に支えられてきました。２学期からは、私達が先輩や
先生方、家族を支えられるように頑張っていきます。 

 
ピネス学級代表のことば  ２年 Ｉ・Ｍ さん 

 
２年生としての半年間が終わり、２学期が始まりました。１学期は３年生に甘えることが多く、自分から進んで行動

することができませんでした。しかし、２学期は３年生が受験や卒業に向けて、自分と見つめ合わなければならない期
間だと思います。だから、３年生が安心して卒業を迎えられるよう、次の事を目標に生活していきたいと思います。１
つ目は、生活面です。３年生の代わりに１年生のお手本となるためには、言葉づかい、あいさつ、下級生へのきづかい
を大切にしていきたいと思います。言葉づかいやあいさつは少しずつ良くなっていると思いますが、まだまだ足りてい
ない部分もあります。より気をつけて生活ができるように、取り組んで行きたいと思います。そして、私が一番考えて
いかなければならないのが、１年生へのきづかいです。１学期は、なかなか１年生と積極的に関わることができず、悲
しい思いをさせてしまうことがありました。八木山中祭の、『新輝前進』のメッセージにも書きましたが、みんなにや
さしくすることを目標にしていきます。また、上級生として下級生とどのように関われば良いのか、１年生に教えるた
めにも、私から積極的に関わるようにしていきたいと思います。そして、来年度の４月から良い関係で生活が始められ
るようにしたいです。２つ目は、学習面です。国語の学習では、漢字と作文の書き方をしっかりと学んで行きたいと思
います。また、数学の学習においても時間や図形を苦手としているので、先生の話をしっかりと聴いて、２学期に少し
でも理解できるようになり、解ける問題を増やしていきたいです。さらに、学校の授業だけでなく、家庭学習にも力を
入れていきたいと思います。３年生が一生懸命入試に向かって努力している姿を間近に見て、私ももっと家庭学習が必
要だと感じました。できることが増えて行くように毎日取り組んで行きたいです。これらのことを目標にして、１学期
よりも充実した生活が送れるよう生活していきたいと思います。 

八木山中生徒会執行部 第 49代から第 50代に引継がれました！  
10月14日（木）の2校時に生徒会引継式が行われ、生徒会執行部が49代から50代に引き継がれました。自

主・連帯の学校目標のもと、八木山中学校は伝統的に生徒会活動が活発です。昨年度から今年度は、コロナ禍で
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これまで通りの活動が出来ない中、49代の皆さんは八木山中を盛り上げるために何ができるのかを考え、創意・
工夫しながら様々な行事や企画を成し遂げることができました。八木山中の良き伝統をしっかりと引継ぎ、確か
な足跡を残すことができたと思います。本当にありがとうございました。 

 

感謝！ 第 49代生徒会執行部の皆さん、これまで１年間、学校のために本当に良く頑張ってくれました！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新輝
し ん き

前進
ぜ ん し ん

～みんなで創ろう新鮮八
や

祭
さ い

～ 八木山中祭が開催されました！  
 
10月5日（火）に令和３年度「八木山中祭」が開催されました。

新型コロナの影響で，開催が約１ヶ月延期となったり，部の活動
が制約されたりと様々な困難がありました。しかし，生徒の皆さ
んは，困難を乗り越え，やるべきことにしっかり取組み，協力し
て素晴らしいステージ・展示発表を行うことができました。本当
に良く頑張ったと思います。間違いなく「新輝前進～みんなでつ
くろう新鮮八祭～」というテーマは達成できたと思います。八木
山中祭の主役である吹奏楽部・美術部・科学部の文化部の皆さん
は，それぞれに工夫し，素晴らしい発表を行うことができました。
特に３年生の皆さんは，最高のフィナーレとなる発表の形をつく
ることができたのではないでしょうか。本日をもって部は後輩達
に引き継がれことになりますが，名門・八木山中・文化部の良き

会 長 3年3組 Ｃ・Ｔ さん  
私は１年間、生徒会長として活動し

てきて、支えや協力があってこその生
徒会だということを学びました。この
ことを肝に銘じて学校を引っ張って
いってください。頑張ってください！ 

 

副会長 3年3組 Ｋ・Ｋ さん  
２年間生徒会執行部として活動す

る中で多くのことを経験し、学ぶこと
ができました。第50代の皆さんにも、
協力して良い八木山中を創ってくれ
ることを願っています。 

 

副会長 2年2組 Ｕ・Ｎ さん  
１年間、生徒会執行部の一員として

活動し、様々な視点から物事を考え実
行することの大切さを学びました。こ
の経験を次につなげていきたいと思
います。 

役 員 3年1組 Ｋ・Ｍ さん  
私たちはコロナ禍による制限で思

い通りにいかないことが数多くあり
ました。しかし、無事成功したときの
喜びは何にも代えがたいものです。是
非楽しんで活動してください。 

 

役 員 3年2組  Ｓ・Ｋ さん  
１年間、執行部の一員として活動す

ることができたことを誇りに思いま
す。共に活動してきた仲間に感謝し、
生徒会の一員として自分にできるこ
とを探していきたいです。 

 役 員 2年1組 Ｋ・Ｍ さん  
１年間、生徒会活動を通して企画を

細部まで気を配って立てたり、物品を
作成したりすることでできました。ま
た、全校生徒を第一に考えて物事を進
める重要さを学ぶことができました。 

 役 員 2年4組 Ｋ・Ｙ さん  
生徒会執行部として、１年間、様々

な体験をさせていただきました。違う
立場に立って物事を考え、活動するこ
とができました。１年間、本当にあり
がとうございました。 

 

役 員 2年5組 Ｋ・Ｔ さん  
私はこの１年間、誰にでも意見を出

し合える雰囲気の八木山中学校にし
たいと思い、生徒会活動を行ってきま
した。少しでも役に立てたとすれば、
うれしいです。 

 役 員 2年5組 Ｋ・Ｋ さん  
これまで生徒会活動を応援してく

ださった皆さん本当にありがとうご
ざいました。最初は不安でしたが、皆
さんの協力がすごく力強かったです。
次期生徒会活動も頑張ってください。 

 

様々な生徒会行事の企画・運営
を行うとともに、縁の下の力持ち
として様々な場面で学校を支え
てくれました！ 本当にありがとう
ございました！  
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伝統をしっかりと残すことができました！本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。 
そして，生徒会執行部の皆さん，八木山中祭実行委員の皆さん，展示発表とステージ発表本当に素晴らしかっ

たと思います。全校制作作品も毎年，目を見張るものがあります。素晴らしい舞台を形づくり，八木山中祭を成
功に導いたのは皆さんの力です！ありがとうございました。全校生徒の皆さんは八木山中祭成功という大きな成
果のもと，学習に部活動，そして進級や卒業，進路実現に向けて，更に頑張ってほしいと思います。 

 

市新人大会！八木山中運動部大活躍！  
  
市新人大会が10月9日（土）・10日（日）に行われました。各部選

手の皆さんは正々堂々と試合に臨み、これまでの練習の成果を存分に発
揮することができました。団体競技では、サッカー部と卓球部男子が太
白区２位で見事に県大会出場を決めました。個人競技では、剣道部や柔
道部で優勝、ソフトテニス部女子，男女バドミントン部で県大会出場者
が出ています。各運動部の皆さんは、新人大会をとおして学んだことを
生かし、来年の中総体に向けて更に団結し、尚一層頑張ってほしいと思
います。保護者の皆様には温かな応援をいただくとともに、送迎やお弁
当の準備など朝早くから御協力ありがとうございました。  

【令和３年度 仙台市新人大会 受賞・県大会出場者 記録】 
 
○陸上部            仙台市 女子２年100Ｍ 【第４位】Ｓ・Ｗ（２－２） 

仙台市 女子共通1500Ｍ【第６位】Ａ・Ｎ（２－２） 
仙台市 女子共通200Ｍ 【第８位】Ｈ・Ｎ（２－４） 

○サッカー部     太白区 【第２位】県大会出場 
○卓球部男子     太白区 団体【第２位】県大会出場 
〇ソフトテニス部男子 太白区 個人【第５位】Ｓ・Ｙ（１－２）・Ｓ・Ｋ（２－３） 
〇ソフトテニス部女子 太白区 個人【第５位】Ｉ・Ｙ（２－５）・Ｃ・Ｅ（２－５）県大会出場 
〇バドミントン部男子 太白区 個人ダブルス【第３位】Ｔ・Ｓ（２－４）・Ｙ・Ｈ（２－３） 

太白区 個人シングルス【ベスト６】Ｏ・Ｈ（２－２）県大会出場 
〇バドミントン部女子 太白区 個人ダブルス【ベスト８】Ｓ・Ｍ（２－１）・Ｓ・Ａ（２－３）県大会出場 
〇新体操部      仙台市 女子２年クラブ【第２位】Ｈ・Ｒ（２－４） 

【第３位】Ｇ・Ｍ（２－３） 
仙台市 女子１年ボール【第８位】Ｏ・Ｒ（１－１） 

〇剣道部       太白区 女子団体【第３位】 
太白区 ２年男子個人【第１位】Ｙ・Ｈ（２－１）県大会出場 
太白区 １年女子個人【第１位】Ｓ・Ａ（１－４）県大会出場 

〇柔道部       仙台市 男子６６㎏級【第１位】Ｏ・Ｓ（１－２）県大会出場 
 

中学校をきれいにしよう！ボランティア募集中 学校支援地域本部主催 
 

11 月 7 日（日）9 時から 12 時までの予定で校地内の樹木の伐採作業などの整備作業を行います。中学生は主

に伐採で出た枝葉の片付け、下草刈りなどを行います。人手のいる作業ですので、中学生のボランティアはもち

ろんのこと、保護者の方にも参加していただけると助かります。御協力よろしくお願いいたします。 
 
◇11・12月の主な行事予定 
10/ 26（火）校内合唱コンクール 日立システムズホール仙台

（青年文化センター） 
  28（木）オンライン授業試行日 

教員の研修会（午前授業・給食なし） 
11/  1（月）３年；進路説明会 

４（木）教員研修会（午前授業・給食なし） 
5（金）３年；２学期中間考査 

   6（土）ＰＴＡフェスティバル（Web開催） 
〜12/12（日）まで 

8（月）３年；二者面談（〜11/12まで） 
9（火）３年；生と性の学習 

15（月）職員会議    

11/ 16（火）各種委員会 
   19（金）１・２年；２学期中間考査 
   22（月）２年；生と性の学習 
   26（金）中央委員会 

29（月）教育相談（〜12/3まで） 
12/  9（木）２年；科学館学習 

13（月）職員会議 
14（火）各種委員会 
20（月）中央委員会 
23（木）冬休み前全校集会 
24（金）〜1/6（木）冬季休業  

  
※３学年の進路説明会の開催について 令和３年 １１月 １日（月）１４：００〜 体育館 ３学年保護者
の皆様の御出席をよろしくお願いいたします。 

☆ご質問等ありましたら八木山中学校（229-3144）まで御連絡ください。（教頭） 


