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◇令和３年度 生徒在籍数（令和 3年 12月 1日現在）◇ 

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

明日から冬期休業に入ります。令和３年、本校の教育活動に御理解・御協力い
ただきましてありがとうございました。どうぞよいお年をお迎えください！ 

 
先週末には仙台に初積雪があり、冷え込みも一層厳しくなって

きました。冬本番となる中、明日からいよいよ冬期休業に入りま
す。コロナ感染拡大がまだまだ心配な状況の中ですが、全校生徒
が元気に冬休みを迎えることをうれしく思います。 
昨年度は少し短い冬休みとなりましたが、今年度は例年通り２

週間ほどの冬休みとなります。年末年始は御家族でゆっくりと過
ごす時間もとれるものと思います。お子様と今年１年間を振り返
りながら、来年の目標について一緒に考えていただければと思い
ます。３年生はいよいよ高校入試が近づいてきました。休み中も
生活のリズムを整え、体調管理を心がけながら、充実した受験勉
強に取り組めるよう御家庭での御支援をお願いいたします。 
今年もコロナ禍の学校生活となりましたが、全校生徒398名がそれぞれに勉強に部活動にと努力を重ね、

進級・卒業に向けて順調な歩みを進めています。１年間の成長を感じながら新年を迎えようとしていること
を本当にうれしく思います。令和３年度もあと 3 か月となりますが、生徒の皆さんの学びが更に充実し、
より良い中学校生活が送ることができるよう、教職員一同全力で指導・支援を行ってまいります。 
保護者の皆様、地域の皆様、今年一年、学校を力強くお支えいただきありがとうございました。新年も本

校教育活動への御理解と御支援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは良い年をお迎えください。 
 

冬期休業前全校集会、４名の代表生徒が立派に作文発表を行いました！ 
 
12 月 23 日（木）の４校時に冬休み前の全校集会をオンラインで行いました。各学年の代表生徒が今年の自分

や学年全体を振り返っての成果と課題を発表するとともに、新年の抱負を力強く発表しました。教室で話を聞く
生徒の皆さんの姿勢も大変立派でした。今年の良き締めくくりとなった全校集会でした。 

 
３学年代表のことば ２組 Ｓ・Ｈ さん 

 
2学期が始まってから今日まで、八木中祭や合唱コンクール、修学旅行など様々な行事を終え、あっという間だった

と感じています。学校行事では、一人ひとりが少ない時間の中でも楽しみながら全力で活動に取り組むことができ、３
年間の集大成としてとても良い思い出になりました。行事を通して得ることができ
た、団結力や目標に向かう力を今後の受験、生活にも活かしていきたいと思います。 
さて、公立高校入試まで約 70 日。学年委員で課題としていた学習への取り組み

も、朝学習に参加する人が以前よりも増えたり、テストで自己最高点を出す人が出
たりと、ここ数ヶ月で、学年全体の受験生としての意識が高まってきたと感じる事
が多くなりました。先日行われた中間考査では、直前まで行事ばかりでしたが、一
人ひとりが時間を有効活用し、どうすれば目標点数に届くか、またどのように勉強
すれば自分の苦手分野を克服できるかなど、考えながら学習することができました。
中間考査などのテストは、一つの通過点に過ぎません。良かった人はその学習状況
を継続。思うような結果にならなかった人は入試本番までに改善していきましょう。 
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明日から冬休みが始まります。冬休みは受験前最後の長期休みであり、自分を成長させる大きなチャンスです。私は
この休みを使って過去問に多く取り組んだり、最後の総まとめを行ったりしようと思っています。受験は団体戦ですが、
一人で問題に向き合う時間も必要です。この冬休みを使って自分を見つめ直し、貴重な長期休みを有効に使いましょう。
そして自分に自信をつけ、入試に最高の状態で臨めるようにしていきましょう。ここから先は、今まで以上にあっとい
う間です。目標を達成し、なりたい自分になるために、そして自分の夢に一歩でも近づくことができるように、有意義
な冬休みにしましょう。 

 

２学年代表のことば 「２学期前半を振り返って」 ４組 Ｎ・Ｙ さん 
 
２学期、私は初めて学級委員になりました。始めはクラスをまとめられるか不安でした。特に、学級へ「声がけ」す

るのが苦手でした。なぜなら、「声がけ」をすると、言われた相手が不快な思いをすると思ったからです。そのため、
遠慮がちになっていました。しかし、勇気をもって「声がけ」したときに、クラスの中で耳を傾けてくれる人がいると、
嬉しくなりました。誰かが動き出すと、まわりのみんなの行動も変わり、最終的にクラス全体が良い方向に動き出すこ
とがありました。そんなとき、充実した気持ちになり、自信をもつことができました。そして、少しずつ学級委員とし
ての自覚も芽生えてきました。今学期、学級が成長したなと感じたことが２つあります。１つは教室全体の雰囲気が明
るくなり、仲間同士の距離が近づいたことです。体育祭でお互いに声を掛け合ったり、学級での目標に向かって作戦を
立てたりする中で、クラスの絆が深まったのだと思います。班でのグループ活動では積極的に意見が交わされるように
なり、以前よりクラスに温かみを感じるようになりました。もう1つの変化は、進路への意識の高まりです。二者面談
や総合の時間に、自分の進路や将来について考えたり、調べたりする時間が増えました。自然と受験を意識するように
なり、友人たちと高校や進路について話し合う機会が増えました。私自身はこれ
まで将来について深く考えたことはありませんでした。しかし、調べていくうち、
自分はどんなことに興味をもっているだろう、どんな仕事が向いているだろうと
考えるようになりました。たとえば、学級委員の仕事を通して、チームで何かを
作り上げていく作業の充実感や、イベントを企画することの楽しさに気づきまし
た。また、苦手な声がけに取り組むことで、自分には不向きであると思っていた
役割や仕事が必ずしも辛いばかりではなく、困難を乗り越えた先に喜びがあると
いうことにも気づくことができました。今はまだ、やりたい仕事を見つけていま
せんが、興味をもてること・チャレンジしたいと思えることを中心に、少しずつ
考えていきたいと思っています。２学期後半も自分の役割を自覚し、意識を高め、
周りを見て行動していくように心がけていきたいです。 

 
１学年代表のことば 「２学期前半を終えて」 ４組 Ｏ・Ｙ さん 

 
２学期も前半が終了です。２学期のこの前半には２学期中間考査がありました。僕は、２学期中間考査を振り返って、

良かったと思う点と反省点があります。まず、良かったと思う点は、勉強法です。今までの考査に向けての勉強方法を
振り返り、足りなかったことをプラスしたり、余計だったことを省いて勉強したりすることができました。この勉強法
をこれからも継続していきたいです。反省点は、勉強の時間配分です。一部の教科に勉強する時間が偏ってしまい、教
科によっては十分な勉強時間を確保することができませんでした。次回からはど
の教科もバランス良く勉強したいです。そして、この２学期前半で心に残ってい
る行事は、１学年で行われた学年レクリエーションです。クラス対抗でポイント
を競いました。雨のため、実施場所がグラウンドから体育館に変更になったにも
かかわらず、とても盛り上がり、学年の交流が深まった素晴らしい行事を創り上
げることができました。明日からはついに冬休みです。皆さんは、この冬休みを
どのように過ごす予定ですか。新年はなかなか会えない親戚に会う方、家族で過
ごす予定をたてている方もいることと思います。しかし、冬休みには、課題が多
く出されている教科もあるかと思います。そして、冬休み明けには全学年で実力
考査があります。冬休みを満喫しつつも、余裕を持って勉強に取り組み、充実し
た冬休みを過ごしていきたいです。 

 
ピネス学級代表のことば 「２学期前半を振り返って」３年 Ｋ・Ｈ さん 

 
２学期にはいろいろなことがありました。僕がその中で１番思い出に残っているのは、修学旅行です。コロナで延期

になって、本当に行けるか心配でしたが、行けて良かったです。特に楽しかったのは小岩井農場や宮沢賢治記念館です。
家族で前にも行ったことがありますが、修学旅行で友だちと行くのはまた違った意味で楽しかったです。２番目に思い
出に残っているのは合唱コンクールです。僕の３年１組は「手紙」を歌いました。
僕は体育の次に音楽が好きなので一生懸命歌いました。本番ではみんな音がそろっ
ていて良かったと思います。コンクールの結果は賞はいただけませんでしたが、気
にしていません。なぜかと言うと３年生のみんなががんばったから、とてもいい発
表になったと思うからです。そして、２学期には中間考査もありました。僕たちピ
ネス学級でも国語や数学、社会のテストを受けました。僕は、数学はそこそこでき
たのですが、国語はあまりできませんでした。でも、僕たち３年生は年が明ければ
受験があります。僕の受ける高等部でも、国語と数学のテストがあるので、冬休み
は少しでも受験勉強を進めていかなければなりません。苦手な文章題を解いたり、
漢字の練習をしたりしようと思っています。そして、無事に高等部に合格して、笑
顔で卒業式を迎えたいと思っています。 

 

社協だより「せんだい」太白区版で八木山中ボランティア委員会が紹介されました！ 
 
12 月 1 日発行の社協だより「せんだい」太白区版 vol.13 で八木山中学校ボランティア委員会の紹介がありま

した。今年度、仙台市社会福祉協議会・太白区事務所から「赤い羽根募金」の協力依頼があり、その際に取材を
受けることになりました。今年度より新設されたボランティア委員会は各種募金活動の他、様々なボランティア
活動に取り組んでいます。来年度以降も更に活躍する場面が増えていくことと思います。 

小中交流ピネス農園・大根収穫の会の様子 

学年レクリエーション大会の様子 

保健体育武道・空手学習の様子 
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八木山中の特色ある教育活動 各学年「生と性の学習会」が行われました！ 
 
八木山中学校では、１年生から３年生まで、性に関することを学ぶ「生と性の学習会」を行っています。１・

２年生は、太白区家庭健康課と連携し、助産師の方をお招きして「いのちの誕生・思春期のからだの変化」につ
いてお話をいただきました。命の尊さを学び、親への感謝の気持ちを改めて感じるよい機会になったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

３年生は、せんだい男女共同参画財団より講師にお招きして「デートＤＶについて考えよう～自分も相手も大
切に～」というテーマで、講話をいただきました。「ＤＶ」とは、夫婦など親しい関係で起こる暴力のことで、
その中でも恋愛・付き合っている関係で起こる暴力を「デートＤＶ」と言います。このようなことを身近な問題
として捉え、これからの男女のより良い関係や互いを尊重することの大切さについて考えてほしいと思います。 

 

ＷＥＬＣＯＭＥ！ 新ＡＬＴ アリーシャ・エリオット先生が着任しました！  
 
11 月 24 日に生徒の皆さんお待ちかねの新しいＡＬＴの先生が着任

しました。（コロナの影響で着任が3ヶ月遅れました。）ニュージー
ランド出身のアリーシャ・エリオット先生です。今年、大学を卒業し
てすぐの来日で、初めての勤務校が八木山中学校になります。以前か
ら日本の文化に興味があり、日本への留学経験もあるとのことです。
明るく笑顔がとても素敵な先生で、週１回のアリーシャ先生の入る英
語の授業を生徒の皆さんはとても楽しみにしています。毎週木曜日は
八木山小学校、金曜日は八木山南小学校に行って授業を行います。こ
れからどうぞよろしくお願いします！ 
 

【 新人大会 宮城県大会 結果報告！ 】 
  
○体操部  体操女子個人 宮城県 総合第１位 Ｗ・Ｈ（１－１） 
           〔種目別〕段違い平行棒 第１位／ゆか 第１位／平均台 第１位／跳馬 第２位 
○新体操部 女子団体     宮城県 第10位  Ｎ・Ｒ（２－１）  Ｋ・Ａ（２－２）  Ｔ・Ｎ（２－２） 

Ｇ・Ｍ（２－３）   Ｔ・Ｎ（２－５） 
女子個人 クラブ 宮城県 第12位 Ｔ・Ｎ（２－５） 

リボン 宮城県 第10位 Ｎ・Ｒ（２－１）  
〇卓球部  男子団体 １回戦 対 河北中 ０－３ 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！ 

  

【受賞記録 運動部関係】 
 
○男子ソフトテニス部 区選抜大会中学校男子個人   第３位   Ｓ・Ｋ（２－３）  Ｓ・Ｙ（１－２）  

＜授業の内容＞ 

・妊婦体験（代表者） 

・思春期のからだの変化（男子・女子） 

・発育発達は個人差が大きい 

・胎児の成長（いのちの始まりから出産

まで） 

・赤ちゃんとの生活、子育て 

・赤ちゃん人形の抱っこ体験 

・困ったことは大人に相談（相談先の紹

介も含む） 
「かけがえのない自分を信じて、ありのままの自分を好きに」 
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○柔道部 県下中学校優秀選手          Ｏ・Ｋ（３－２） 
○剣道部 区秋季少年剣道大会 男子個人 第１位 Ｙ・Ｈ（２－１） 
                             女子個人 第１位 Ｓ・Ａ（１－４） 

 女子団体 第３位 Ｗ・Ｙ（２－３）  Ｓ・Ｔ（２－２） 
Ｓ・Ａ（１－４）  Ｓ・Ｍ（１－４） 

剣道１級                             Ｓ・Ｍ（１－４） 
○女子バスケットボール（Ｅａｎｅｓｔクラブ）県Ｕ１５バスケットボール選手権 優勝   Ｈ・Ａ（３－２） Ｍ・Ｍ（３－３） 

 

【受賞記録 教科・文化関係】 
 
○吹奏楽部 県アンサンブルコンテスト予選地区大会  

金管八重奏 金賞 Ｋ・Ｍ（２－１）  Ｗ・Ｋ（２－３）  Ｋ・Ｒ（２－４）  Ｇ・Ｙ（１－１） 
Ｏ・Ｋ（１－２）  Ｎ・Ｍ（１－２）  Ｏ・Ｊ（１－４）  Ｔ・Ｅ（１－４） 

            管楽七重奏 銀賞 Ｍ・Ｙ（２－２）  Ｋ・Ｙ（２－４）   Ｇ・Ｈ（２－４）   Ｔ・Ａ（１－１） 
Ｔ・Ｎ（１－１）   Ｔ・Ｍ（１－２）  Ｎ・Ｒ（１－３） 

○美術科  県造形教育作品展     特選  Ｔ・Ｓ（２－４） ／ 入選   Ｔ・Ｉ（２－２） 
八木山動物公園動物写生大会 佳作  Ｎ・Ｒ（２－３） 

○理科   理科作品展 研究の部   教育長賞  Ｔ・Ｓ（２－４） Ｋ・Ｙ（２－４） 
                              部会長賞  Ｓ・Ｍ（２－１） Ｕ・Ｎ（２－２） 
                  科学工作の部   部会長賞  Ｉ・Ｈ（２－１） 
○社会科  地図作品展 土地利用図 教育長賞  Ｔ・Ｈ（２－３） ／ 銅賞   Ｏ・Ｓ（２－３） 
                  高度分布図 銅賞      Ｏ・Ｋ（３－４） Ｎ・Ｒ（２－３） 
○国語科  晩翠あおば賞 詩 佳作            Ｗ・Ｙ（２－３） 

矢沢宰賞 入選                    Ｉ・Ｍ（１－２）  Ｔ・Ｅ（１－４） 
全国書画展覧会 書の部 金賞   Ｏ・Ｋ（１－１） Ｔ・Ａ（１－１） Ｍ・Ｙ（１－２）  

Ｏ・Ｓ（１－３）  Ｓ・Ｓ（１－３） Ｓ・Ｋ（１－４） 
Ｓ・Ｍ（２－１） Ｓ・Ｓ（２－４） Ｄ・Ｙ（３－２） 

                                  Ｋ・Ｋ（３－３） 
                                    銀賞      Ｏ・Ｋ（２－３）  Ｓ・Ｍ（２－３） Ｍ・Ｍ（３－３） 

川開書道展             準大賞    Ｓ・Ｓ（１－３） 
                                   金賞      Ｓ・Ｋ（１－４）  Ｓ・Ｓ（２－１） 
                                  銀賞      Ｔ・Ａ（１－１）  Ｏ・Ｋ（２－３） Ｄ・Ｙ（３－２） 
                                    銅賞      Ｍ・Ｙ（１－２）  Ｋ・Ｎ（２－５） Ｈ・Ｓ（３－３） 
○新聞関係 河北新聞記事コンクール                 奨励賞 Ｋ・Ｍ（２－１） 

河北新報スクラップコンクール 学生の部 佳作  Ｉ・Ｊ（１－４） 
○写真関係  障害者 書道・写真全国コンテスト   写真の部 金賞 ／ 県民共済写真展 上位入選 

市障害者 書道・写真・絵画コンテスト 写真の部 金賞       Ｋ・Ｈ（ピネス・３年） 
                                                         

冬期休業、御家庭で安全・安心な生活をお送りください。 
 
冬期休業中のクリスマスや年末年始のイベントから様々なトラブルが多くなる時期でもあります。お子様

がトラブルに巻き込まれず、安全な生活を送ることができるようにお声掛けをお願いいたします。 
特に近年はＳＮＳ等でのトラブルが増加しています。本日、「情報モラル」に関するリーフレットも配付

しました。ぜひ御家庭で一緒にお読みいただき、親子で家庭でのルールを御確認願います。 
なお、保護者がFacebook等のSNSに八木山中生が特定できる写真を投稿しているとの御指摘がありま

した。写真・動画については無断で掲載することのないように十分に御配慮願います。 
 

◇1・2・3月の主な行事予定◇ 
12/23（木）全校集会 

24（金）～1/6（木）冬季休業 
1/ 7（金）授業開始・冬休み明け全校集会 

（１・２年、ピネスはオンライン授業、３年通常登校） 
11（火）実力考査（全学年）※給食開始日 
12（水）私立高校・仙台高専推薦入試 
    職員会議 
13（木）各種委員会 
17（月）新入生保護者説明会 
19（水）中央委員会・わたげの会 

2/ 1（火）私立高校入試（Ａ日程） 
3（木）私立高校入試（Ｂ日程） 
9（水）・10（木）２学期期末考査 

15（火）新入生授業・部活動見学会 
16（水）職員会議・わたげの会 

2/17（木）各種委員会 
 22（火）中央委員会 
 24（木）予餞会 
3/ 4（金）公立高校入試 
  7（月）職員会議 

9（水）学年末保護者会・学級懇談会（１・２年） 
同窓会入会式 

10（木）各種委員会 
11（金）防災集会・卒業式総練習 
12（土）卒業式 

 14（月）振替休業日 
16（水）公立高校入試合格発表 
17（木）中央委員会 

 24（水）修了式 
 28（月）離任式 

☆冬期休業期間は12月24日（金）～1月６日（木）となります。 
1月 7日（金）は１学年・２学年、ピネス（全学年）はオンライン授業、３学年は通常登校になります。 

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


