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◇令和３年度 生徒在籍数（令和 3年 11月 1日現在）◇ 

  １学年：１２２名、２学年：１４７名、３学年：１２９名； 計３９８名  
 

まさに充実と実りの秋！生徒は学習に行事に立派に取り組んでいます！ 
 
校庭の木々も紅葉の時期が過ぎ、冬の訪れを感じる季節に

なりました。早いもので来週からは 12 月に入ります。今年
もあと 1 ヶ月、今年度もあと 4 ヶ月ほどとなりました。10
月の末には3学年の修学旅行と校内合唱コンクールが行われ、
おかげさまで今年度の大きな行事をほぼ終えることができ
ました。 

11月に入ってからは、3年生は進路説明会や教育相談が行
われるなど、進学・卒業に向けての準備が本格的に始まりま
した。２学期の中間考査も行われ、生徒の皆さんの学習への
取組みは尚一層良くなっているように思います。また、2 学
期から１・２年生に引き継がれた生徒会活動では、執行部や各委員会で新たな取組みが次々に行
われ、学校は活気に満ちあふれています。 
このように現在、生徒の皆さんは学習や部活動、生徒会活動などに一生懸命取り組み、充実し

た学校生活を送っています。まさに充実と実りの秋となっていると思います。今後とも保護者・
地域の皆様の御支援を御指導もどうぞよろしくお願いします。 

 

最高の思い出！３学年「修学旅行」が岩手方面で行われました！ 
３年生の「修学旅行」は、10 月 21 日（木）～22 日（金）に１

泊２日の日程で岩手県内にて実施しました。 
１日目、最初の訪問地は「小岩井農場」です。すばらしい天気に

恵まれ、農場の自然を満喫しました。続いて花巻に移動し、宮沢
賢治記念館と童話村を訪問しました。文学・音楽・宇宙・農業と、
様々な分野で多彩な活躍を見せた宮沢賢治の功績を知ることがで
きました。宿泊は大槌町の「三陸花ホテルはまぎく」です。上皇
陛下・上皇后陛下と縁の深いホテルとして知られ、東日本大震災
の津波で全壊した浪板観光ホテルを2013年に再建し、名称を改め
たホテルです。夕食の後は、地元の方の協力で震災講話が行われ
ました。震災では町長をはじめ多くの方が亡くなった大槌町、大
きな悲しみを乗り越え、復興に向かって歩みを進めているという
話に心を打たれました。 
２日目は、最初に遠野ふるさと村に移動し、語り部による民話

を聞きました。方言の持つ温かみと、おばあちゃんの優しい語り
口で、ほっこりとした気持ちになりました。天気にも恵まれ、秋
の遠野の魅力を味わうことができました。最後の訪問地は世界遺
産の平泉です。「三代の栄耀一睡のうちにして･･･」と芭蕉が書き
残した平泉。藤原三代の繁栄の象徴ともいえる中尊寺金色堂を見
学しました。建築物としても、仏教美術としても、当時の技術の
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最高峰といえる世界的な貴重な建造物です。それを今、間近に眺めることができるのは、大変価値のある体
験であったと思います。 
このように天気にも恵まれ、秋の岩手を満喫した充実した修学旅行になりました。各訪問地や宿泊場所で

の３年生の皆さんの行動はたいへん立派で、外部の方からもたくさんのお褒めの言葉をいただきました。ま
さに「修学」にふさわしい行事となったと思います。実施に際しては、コロナの感染拡大により日程や方面
を３度も変更する状況となりました。保護者の皆様にはたいへんな御心配をお掛けいたしましたが、御理解
と御協力に心より感謝申し上げます。 

学級の心を１つに！感動！校内合唱コンクール 

10月26日（火）に日立システムズホール仙台（青年文化センタ
ー）コンサートホールにおいて、校内合唱コンクールを開催しま
した。当初は10月5日に別会場で予定していましたが、コロナ感
染拡大により 3 週間ほど延期し、そして会場も変更するという状
況になりましたが、保護者の皆様の御理解や会場関係者の皆様の
御協力で実施することができました。心より感謝いたします。 
さて、2学期より合唱強化期間となり、本格的に練習が始まりま

した。それぞれの学級では、合唱を作り上げる過程で様々な苦労
があったと思います。当日まで、学級全員でいくつかの山を乗り
越えて練習に取り組んできた経験は、そのどれもが学級を成長さ
せるとともに、良き思い出となり、団結力を大いに高めたことと
思います。当日は学年ごとの開催ではありましたが、各学級とも
に素晴らしい合唱を発表し、八木山中生の音楽性の高さと心の豊かさを大いに表現してくれました。審査員
の 若狭 友子 先生（元八木山小校長）からも最大限のお褒めの言葉をいただくとともに、今後の上達のた
めのポイントをお話していただきました。そして、当日は大雨の中でしたが、多くの保護者の皆様に会場に
お越しいただき、生徒の発表を御覧いただきましたことに心より感謝申し上げます。生徒の皆さんの笑顔と
充実した表情に行事の良さを再確認した素晴らしい１日となりました。 

 

賞 / 学 級 自 由 曲 指 揮 者 伴 奏 者 

銀賞 ２年５組 時の旅人 Ｋ・Ｔさん Ｙ・Ｔさん 

 ２年３組 友 ～旅立ちの時～ Ｗ・Ｙさん Ｗ・Ｋさん 

金賞 ２年２組 心の瞳 ○Ｔ・Ｓさん Ｔ・Ｋさん 

  ２年１組 次の空へ  Ｓ・Ｍさん Ｈ・Ｎさん 

 ２年４組 今日は君のBirthday Ｋ・Ｒさん ○Ｔ・Ｓさん 

金賞 １年１組 マイバラード  Ｎ・Ｋさん Ｓ・Ｋさん 

 １年３組 星座 Ｋ・Ｙさん ○Ｏ・Ｓさん 

銀賞 １年２組 大切なもの ○Ｉ・Ａさん 

 

Ｋ・Ａさん 

 １年４組 My Own Road ～僕が創る明日～  Ｓ・Ｍさん Ｏ・Ｊさん 

銀賞 ３年２組 Ｇｉｆｔｓ Ａ・Ｒさん Ｓ・Ｍさん 

金賞 ３年４組 虹 Ｋ・Ｙさん ○Ｙ・Ｙさん 

 ３年１組 手紙 ～拝啓十五の君へ～  Ｆ・Ｎさん Ｍ・Ｍさん 

 ３年３組 証 ○Ｈ・Ｍさん  Ｉ・Ｒさん 

 その他は銅賞になります。                 ○優秀指揮者賞・優秀伴奏者賞 

プログラムの素敵な表紙絵は
１年３組の Ｓ・Ｒ さんの作
品です！ 
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八木山中生徒会 第 50代新執行部発足！！  
10月に生徒会執行部が 49代から 50代に引き継がれまし

た。記念すべき第50代の生徒会執行部の発足です。創立50
年を迎える八木山中学校は創立当時から自主・連帯の学校目
標の下、伝統的に生徒会活動が盛んでした。学校をより良く
するために生徒が自ら考え行動する姿は八木山中学校が名
門校と言われる一番の理由だと思います。昨年度から、48
代・49 代の皆さんはコロナ禍の学校生活で自分たちは何が
できるのかを考え、創意・工夫しながら様々な行事の企画・
運営を成し遂げてきました。今後はコロナ感染が落ち着く中、
生徒会活動も通常に戻っていくものと思います。そのような
中、新執行部の皆さんには様々なチャレンジをして、思う存
分学校を盛り上げてほしいと思います！ 

 

期待！第 50代生徒会執行部の皆さん、これから１年間、学校のためによろしくお願いします！ 
 
生徒会長 2年 2組 Ｕ・Ｔ さん 
来年で八木山中は創立 50 周年と節目の年です。49

年間引き継がれた八木山中の伝統を大切にしながら
も、この学校で新たな風が吹き抜けるよう精一杯取り
組んでいきたいと思います。 

副会長 2年 1組 Ｋ・Ｍ さん 
前メンバーが確立してきた生徒会活動への取り組み

方を大切にしながら、新執行部として、活動・行事を
よりよいものへと発展できるように積極的に企画を考
えたいと思います。 

副会長 1年 1組 Ｔ・Ａ さん 
前の執行部さん、前の前の執行部さん、今までの全

執行部の皆さんが積み上げてきたものをしっかり引き
継ぎ、より良い八木山中にできるよう頑張ります。 

役員 2年 1組 Ｉ・Ｈ さん 
第 50 代生徒会執行部としての自覚をしっかりとも

ち、それに恥じない行動をとっていきたいです。八木
山中をより良い学校にするために全力を尽くします。 

役員 2年 1組 Ｔ・Ｓ さん 
第 50 代生徒会役員として、49 代生徒会に負けない

ような生徒会にするためにも、自分の意見を積極的に
発信していきたいです。１年間よろしくお願いします。 

役員 2年 2組 Ｔ・Ｓ さん 
これまで先輩達が様々な企画を考え、より良い学校

をつくってきたように、私も学校の代表として頑張り
たいと思います。 

役員 2年 5組 Ｔ・Ｎ さん 
どんな仕事でも責任をもって取り組み、話し合いの

時も、積極的に意見を出して、八木山中学校をもっと
よりよいものにしていけるよう精一杯頑張ります。 

役員 1年 3組 Ｍ・Ｗ さん 
伝統のある八木山中をよりよいものにしていくため

に頑張ります。これから１年間どうぞよろしくお願い
します。 

役員 1年 4組 Ｉ・Ｊ さん 
僕は人の意見を取り入れることも大切にしながら自

分の意見も、しっかり発信したいです。そしてそれを
学校のために役立てていきます。 

役員 1年 4組 Ｔ・Ｅ さん 
執行部と全校生徒をつなぎ、より良い八木山中学校

にしていきたいです。執行部の一員という自覚をもち、
頑張っていくので、よろしくお願いします。 

 

八木山中学校支援地域本部主催 学校をきれいにしよう！ボランティア活動 
多くの皆様の御協力ありがとうございました！  
 

11 月 7 日（日）の午前 9 時から約 2 時間、
八木山中学校支援地域本部の主催による「学校
をきれいにしよう！ボランティア活動」を実施
いたしました。当日は朝早くから、生徒約 50
名の他、保護者の皆様、周辺町内会、八木山体
育振興会、八木山おやじの会の皆様など約 30
名もの地域の皆様に御参加いただきました。予
想よりも多くの皆様に御参加いただいたため
に、校庭の樹木の伐採作業と校地周辺の落ち葉
掃きなどの作業を予定よりも短い時間で終え
ることができました。本当にありがとうござい
ました。 
改めて八木山中は、地域の皆様に支えられていることを実感した行事になりました。八木山中生はボラン

ティア精神にあふれており、いつでも地域のために頑張りたいと思っています。何か御用命がありましたら
いつでも学校まで御連絡をいただければと思います。ぜひ地域のために何らかの恩返しができればと考えて
います。  
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【 新人大会 宮城県大会 結果速報！ 】 
 
○駅伝部             宮城県  男子 第７位  Ｋ・Ｓさん（３－４） Ｏ・Ｓさん（３－４） Ｋ・Ｎさん（３－２） 

    Ｃ・Ｔさん（３－３） Ｉ・Ｙさん（３－２） Ｕ・Ｎさん（３－４） 
    Ａ・Ｓさん（２－４） Ｋ・Ｙさん（３－４） Ｓ・Ｓさん（１－４） 

区間賞  第２区 第５位   Ｏ・Ｓさん（３－４） 
区間賞  第３区 第２位   Ｋ・Ｎさん（３－２） 
区間賞  第４区 第７位   Ｃ・Ｔさん（３－３） 
区間賞  第６区 第４位   Ｉ・Ｙさん（３－２） 

○陸上部           宮城県 女子２年 100Ｍ 第５位  Ｓ・Ｗさん（２－２） 
宮城県 女子共通 1500Ｍ 第５位   Ａ・Ｎさん（２－２） 

○サッカー部     宮城県 １回戦 対 東北学院中 ０―８ 惜敗 優勝した強豪チーム相手に大健闘しました！ 
〇ソフトテニス部女子 宮城県 女子個人 Ｉ・Ｙさん（２－５）・Ｃ・Ｅさん（２－５）ペア 
               １回戦 対 名取二中 ４－２ 勝利！ 

２回戦 対 宮床中  ０－４ 惜敗 優勝ペア相手によく頑張りました！ 
〇バドミントン部男子 宮城県 個人シングルス Ｏ・Ｈさん（２－２） 

１回戦 対 将監中  ２－０ 勝利！ 
２回戦 対 荒浜中  ０－２ 惜敗 強豪選手相手に健闘しました！ 

宮城県 個人ダブルス Ｔ・Ｓさん（２－４）・Ｙ・Ｈさん（２－３）ペア 
１回戦 対 附属中  ０－２ 惜敗 初めての県大会！次につながる良い経験ができました！ 

〇バドミントン部女子 宮城県 個人ダブルス Ｓ・Ｍさん（２－１）・Ｓ・Ｍさん（２－３）ペア 
１回戦 対 台原中  ２－０ 勝利！ 
２回戦 対 向陽台中 ０－２ 惜敗 初めての県大会！収穫多き大会になりました！ 

ＰＴＡ関係コンクール 多くの出品ありがとうございました！ 
今年度もＰＴＡ関係のコンクールにつきましては、多くの保護者の皆様に出品いただきありがとうござい

ました。三行詩コンクールでは Ｍ ・Ｙ 様の作品が最優秀賞に選ばれるなど、本校から４名の作品が入賞
しました。入賞者の皆様、まことにおめでとうございます！現在Web開催中の市ＰＴＡフェスティバルに
おいても作品が紹介されています。 

 
『三行詩』コンクール（一般部門） 
最優秀賞 Ｍ・Ｙ 様  『「たたんでおいたよ！」と子供の声 ちょっと崩れた洗濯物の向こうの 

ニコニコ笑顔に癒やされる』 
  優秀賞  Ｎ・Ｎ 様 『あの時の 親の苦言が わが子への苦言に 成り変わる』 
佳作     Ｆ・Ｎ 様 『いってきます 何度も振り返っていた頃が 懐かしい』  

『大切なあなたへ』標語コンクール 
優秀賞 児玉 範子 様 『失敗しても大丈夫 全力でやれ、そして学べ！！ 失敗は成功のもと。』  

 
 

◇12月・１月の主な行事予定 
12/  9（木）２年；科学館学習 

13（月）職員会議 
14（火）各種委員会 
15（水）わたげの会 
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  

1/  7（金）授業開始・全校集会 
  11（火）実力考査（全学年） 
  12（水）職員会議 
  13（木）各種委員会 
  17（月）新入生保護者説明会 
  19（水）わたげの会 
      中央委員会 

 

不登校生徒の親の会「わたげの会」を毎月開催しています。 

八木山中学校では、不登校等で悩んでいる保護者の方が何でもお話できるように「わたげの会」を毎月開催しており
ます。少人数での開催ではありますが、保護者の方をいつでもサポートできることが大切だと考え、継続しております。
すぐに解決はしないかもしれませんが、誰かに話すことで気持ちが軽くなるかもしれません。不登校に限らず、お子さ
んのことで困り事があって少しお話してみたいなと思ったら、ぜひご参加ください。主に、養護教諭とスクールカウン
セラーがお待ちしております。申し込みは不要です。直接御来校ください。 
＜場所＞ 八木山中学校 北校舎 ３階 わたげルーム 
＜日時＞ １２月１５日（水） １１：００～１２：００ 

１月１９日（水） １４：００～１５：００  ２月１６日（水） １４：００～１５：００ 
※１２月１５日（水）のわたげの会は、適応指導センターの先生やボランティアの方をお招きし、不登校等の状態にあ
る中学生の進路選択について情報提供をいただいたり、以前に不登校の状態にあったお子さんをお持ちの方から進路選
択の経験談をお話いただく予定です。不登校に限らず、中学卒業後の進路選択について、話を聞いてみたいという方も、
ご参加いただければと思います。 

☆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） 


