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市中総体が終わり，来週は中間考査です！
八木山中生「文武両道」で頑張っています！
◇令和３年度生徒在籍数（令和３年 6 月 25 日現在）◇

１学年：１２３名，２学年：１４７名，３学年：１２９名； 計３９９名

夏至を迎え，日もすっかり長くなりました。梅雨の時期となりましたが，生徒の皆さんは蒸し
暑さを吹き飛ばすように学習に部活動に元気に頑張っています。
6 月 12 日から 3 日間の日程で「仙台市中学校総合体育大会」が開催されました。各運動部の選
手の皆さんは各競技で正々堂々と試合に臨み，これまで積み重ねてきた練習の成果を存分に発揮
することができたと思います。見事に勝利をつかみ，県大会進出を決めた部の皆さん，本当にお
めでとうございます。県大会の舞台では仙台市代表としての誇り胸に，更に活躍することを期待
しています。惜しくも勝利を逃し，涙を流した部の皆さんもこれまで本当に良く頑張ったと思い
ます。これまで積み重ねた努力は本物です。部活動を通して得た素晴らしい仲間たちと共に，胸
を張って新たな目標に向かって前進してほしいと思います。保護者の皆様にはこれまでの御支援
と御協力に心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。
そして，来週 6 月 29 日には今年度最初の定期考査である「1 学期中間考査」が行われます。市
中総体が終わり，次は学習面に力を入れようと切り替えがしっかりとできるところが八木山中生
の良さだと思います。名門・八木山中の「文武両道」の伝統がしっかり引き継がれていることを
感じました。来週の定期考査に向けて，家庭学習にも集中して取り組めるように御家庭での御協
力をよろしくお願いいたします。
さて，八木山中学校の【協働型学校評価の目標】～思いやりや感謝の気持ちを持ってかかわり
合う生徒の育成～を目指しての具体的な取組みがスタートしました。6 月 11 日からは PTA によ
る「地域見守り・あいさつ運動」も始まり，地域巡視を兼ねて，登校する生徒に保護者の皆様か
ら温かなあいさつの声掛けをいただいています。参
加された保護者の皆様からは，生徒の皆さんが元気
にあいさつを返してくれて，とてもうれしかったと
のお話がありました。
また，各町内会や地域団体の依頼でボランティア
活動への参加も始まりました。6 月 12 日に実施され
た八木山テラスの整備作業には20名以上の生徒が参
加し，働きぶりがたいへん立派であったとのお話も
ありました。これからも元気なあいさつやボランテ
ィア活動で，明るい地域づくりに貢献できる八木山
中生でありたいと思います。御協力いただいた保護
者の皆様，本当にありがとうございました。
八木山地区まちづくり研究会の皆様との集合写真
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中総体激励会
6 月 10 日（木），校庭に全校生徒が集
まり，生徒会主催の中総体激励会が行わ
れました。素晴らしい天候の中，八木山
中生が一丸となれた行事になりました。
各部の紹介では，登録選手は一列に並び，
部長が式台に上がり決意表明を行いまし
た。どの部長も堂々とした態度で，競技
に臨む気持ち，これまで支えてくれた多
くの人への感謝の気持ちを熱く伝えていました。
部員の皆さんも，
移動時の駆け足，挨拶，礼などもとても立派でした。
吹奏楽部の皆さんもとても素敵な演奏で，
選手を鼓舞しました。
３年生の有志の応援では，
全校生徒が一丸となる雰囲気を感じる
ことができて，本当に意義深い会になりました。

中総体激励会の言葉 生徒会長 C・Ｔ さん（3 年）
明後日から市中総体が始まります。皆さんは今回の大会のために日々
努力を惜しまず，練習されてきたと思います。素晴らしい選手がいる中
でこのように偉そうに語るのは，すごく恐縮なのですが生徒会長として，
語れることを語っていこうと思います。『成功とは，自分の達成度のこ
とだ。他人を気にする必要は全くない』イアン・ソープの言葉です。イ
アン・ソープはオーストラリアの競泳選手で，５つの金メダルを獲得し
ているとてもすごい選手です。皆さんは「成功」と聞くと優勝や全国大
会のような輝かしい成績を考えてしまいがちなのではないでしょうか。
もちろん高い目標を持つことは素晴らしいことです。ですが，それ以上
に自分の満足が大切であり，成功だと，この言葉を聞いて考えました。
人によって能力に差があるため，自分の満足，達成は人によって違いま
す。ですが目標を決め，それを達成しようとする志は能力問わず，強く
持てると思います。今一度目標を自分の中で強くもち，強い気持ちで望
んでほしいと思います。また，「あの人の成績がどうだった」とか「あの人に負けた」と他人と比べてしまうこともよ
くあることだと思います。私もよく言ってしまいます。勝負なので順位やタイムは付き物ですが，それ以上に自分との
闘いであるということを意識してほしいと思います。うれしいも自分，悔しいも自分，緊張も自分，成功も自分です。
いかにして自分に勝つかも大切な勝負の 1 つだと思います。今回の大会ではこれらのことを意識して，望んでほしいと
思います。今回の大会は 3 年生にとっては最後の大会です。これまでの 3 年間の成果を発揮するだけでなく，思い出に
残る大会になることを心から願っています。汗だくになりながら，時には血を流しながら，頑張ってきたその努力は必
ず自分の身になっています。大人になり，社会に出たときに，この経験や努力は必ず活かされます。そのためにも悔い
の残らない今までで一番最高のパフォーマンスができるように全力を尽くしてほしいと思います。

市中総体！八木山中運動部大活躍！
陸上部 男子総合 仙台市 総合第 2 位！
男子４×100ｍリレー 第１位！（大会新記録！）, 男子四種競技 第 1 位！
野球部 太白区ブロック 第 1 位！
体操部 女子個人 総合第 1 位！ 柔道部 男子個人 第 1 位！
6 月 12 日（土）～14 日（月）に「第 70 回 仙台市中学校総合体育大会」が行われました。八木山中学校
運動部は，陸上部，ソフトテニス部（男女），野球部，サッカー部，バレーボール部，バスケットボール部
（男女），バドミントン部（男女），卓球部（男女），剣道部（男女），柔道部，体操・新体操部の 11 競
技に出場しました。（6 月 23 日・24 日に水泳競技大会，26 日には特別支援卓球大会も行われます。）陸
上部は，男子 4×100ｍリレーが大会新記録で 1 位になるとともに，10 種目で県大会出場，学校対抗で男子
が全市 2 位になりました。野球部は太白区ブロック１位，体操部や柔道部で個人１位入賞者が出ました。
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【仙台市中学校総合体育大会 入賞・県大会出場者】
〇野球部

太白区ブロック 第１位 県大会
優秀選手賞 Ｋ・Ｙ（３－４） 功労賞 Ｈ・Ｋ（３－１）
〇サッカー部
優秀選手
Ｃ・Ｒ（３－３）
〇バレーボール部
太白区 第３位
功労賞 Ｓ・Ｍ（３－２）
〇体操部
女子個人 仙台市総合 第１位 Ｗ・Ｈ（１－１）県大会
［種目別；跳馬・第 1 位，段違い平行棒・第 1 位，ゆか・第２位，平均台・第３位］
〇ソフトテニス男子
団体 太白区 第２位 県大会
個人 太白区 第３位 Ｏ・Ｓ（３－１）・Ｔ・Ｋ（３－３）県大会
太白区 第５位 Ｈ・Ｓ（３－３）・Ｓ・Ｔ（３－３）県大会
〇ソフトテニス女子
個人 太白区 第５位 Ｈ・Ｍ（３－４）・Ｈ・Ｍ（３－２）
〇卓球部男子
個人 太白区 第５位 Ｍ・Ｍ（３－１）県大会
〇剣道部男子
個人 太白区 第２位 Ｙ・Ｈ（２－１）県大会
〇剣道部女子
個人 太白区 第３位 Ｓ・Ａ（1―４）
〇陸上部
男子総合 仙台市 第２位
男子 4×100ｍＲ 第１位 Ｓ・Ｙ（３－３）・Ｉ・Ｒ（３－３）
Ｓ・Ｋ（３－３）・Ａ・Ｋ（３－２）県大会
★44.37 秒 大会新記録（準決勝にて）
男子 3 年 100Ｍ
第２位 Ｓ・Ｙ（３－３），第４位 Ｉ・Ｒ（３－３）県大会
男子 200Ｍ
第５位 Ｋ・Ｈ（３－１），第９位 Ａ・Ｋ（３－２）県大会
男子 400Ｍ
第３位 Ｏ・Ｓ（３－４），第７位 Ｕ・Ｒ（３－２）県大会
男子四種競技
第１位 Ｙ・Ｉ（３－１）県大会
男子棒高跳
第３位 Ｓ・Ｙ（３－４）県大会
男子 2,3 年 1500Ｍ 第６位 Ｉ・Ｙ（３－２）県大会
男子共通 3000Ｍ
第９位 Ｋ・Ｓ（３－４）県大会
女子 2 年 100Ｍ
第５位 Ｓ・Ｗ（２－２）, 第８位 Ｎ・Ｍ（２－１）県大会
女子 2,3 年 1500Ｍ 第４位 Ａ・Ｎ（２－２）県大会
〇柔道部
男子個人 66 ㎏級 第１位 Ｏ・Ｋ（３－２）県大会
男子個人 60 ㎏級 第１位 Ｏ・Ｓ（１－２）県大会
〇新体操部
女子団体 仙台市 第７位 県大会出場 県大会
女子個人 仙台市 第 12 位 Ｎ・Ｒ（２－１）県大会
〇バドミントン部女子 個人戦 ダブルス 太白区ベスト８ Ｆ・Ｎ（３―１）・Ｋ・Ｋ（３－３）県大会

中総体を振り返って ３年 Ｏ・Ｋ さん（柔道部）
中総体を振り返って，一番心に残ったことは，兄弟で優勝できたことです。
弟は中１なので，勝ち上がってこられるかとても心配でした。しかし，弟は
頑張って勝ち上がっていき，同じ決勝の舞台に立ちました。そして，最後の
１秒まで全力を出し，一つの目標であった兄弟優勝することを達成させるこ
とができたので，とても嬉しかったです。しかし，僕達の本当の目標は，東
北大会優勝，全国大会出場です。市中総体優勝がゴールではないので，スタ
ートラインに立ったと思い，これから自分を追い込んで頑張っていきたいと
思います。市中総体で優勝できたのも顧問の先生の指導，支えてくれた親，
応援してくれたみんなのお陰です。次は，東北大会優勝，全国出場の目標を
達成させ，結果で恩返ししたいです。

中総体報告会 校長先生のお話

校長 布施 辰哉

市中総体が，天気にも恵まれ，無事３日間で終了しました。昨年度の先輩たちの思いも背負って，各運動部と
もに精一杯力を尽くしてきてくれました。まずは，これまでの努力の積み重ねと，試合当日の奮闘に敬意を表し，
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心から労いたいと思います。皆さん，よく頑張ってくれました。そして，大変お疲れ様でした。
校長室にはたくさんの優勝カップや賞状が並べられています。私も大変誇らしい気持ちでいっぱいです。入賞
者の皆さん，本当におめでとうございます！改めて，文武両道で頑張る八木中生のすばらしさを実感しています。
先程の報告の中に，先生や保護者，支えてくださった人たちへの感謝の言葉がたくさん述べられていたことも，
とてもすばらしいと思いました。先週の選手激励会で私は，「自分の力を出し切ることができたかどうか」が一
番大切だと話しました。また，「平常心」で，普段どおりの気持ちで試合に臨むことが大切だと話しました。選
手の皆さん，いかがだったでしょうか？
闘いを終えた今，皆さんに伝えたいことがあります。勝つことは「目標」であって「目的」ではないというこ
とです。もちろん，勝利を目指して努力をしてきたと思います。でも，勝つためだけに努力してきたわけではな
いと思います。例えば，部活動を通じて，「こつこつと努力することの大切さ」を学んだり，「仲間と一緒に取
り組む協調性」を学んだりしたはずです。つまり，人として，より豊かな人間性を身に付けたと思います。
そう考えた時，たとえ今回の試合に負けたとしても「努力してきたことの意味や価値は何も変わらない」と思
うのです。今はまだ，心の整理が着かない人もいるかもしれませんが，私はこれまでの皆さんの努力を認め，褒
め称えたいと思っています。また，県大会に進む選手の皆さんは，これからの１ヶ月間，技に磨きをかけ，より
一層実力を高めてください。今度は，仙台市の代表というプライドも背負って，県大会の上位入賞，東北大会，
全国大会へつながる，すばらしい闘いをしてきてくれることを期待しています。高いところに登った人にしか見
えない，すばらしい景色が見えるはずです。
最後になりますが，市中総体の 3 日間，学校のいろいろな対応をしてくださった教頭先生の「市中総体結果速
報」を改めてよく読んでみてください。選手の皆さんへ，心のこもった温かいメッセージが書いてあります。

生徒会総会が行われました！
スローガンは「TRY」
5 月 31 日（月）に生徒会総会が行われました。歴史のあ
る八木山中第 49 代生徒会のスローガンは
「TRY（トライ）
」
。
生徒会長からは，
『新型コロナウイルス感染症が流行し，様々
な行動に制限がかかる今，その逆境を乗り越えるべく「今で
きることは何か」を常に考えながら行動しましょう。そして，
このスローガンを心がけ，仲間とともに日々の生活の小さな
部分から挑戦（TRY）を積み重ね，八木山中を更に良いもの
にするために，生徒会一丸となって頑張っていきましょ
う！』とのお話がありました。
放送による生徒会総会ということでしたが，生徒会執行
部・各委員長・各部長が連携し，スムーズに会を進行するこ
とができました。各学級での事前の資料読み合わせでは，活
発に意見が出され，当日はそれに答える形で丁寧な説明があ
りました。八木山中学校を更に良い学校にするために，全校
生徒によって組織される生徒会の更なる活躍を期待してい
ます。

◇７・８月の主な行事予定◇
8/ 7（土）～15 日（日）学校閉庁日
20（金）職員会議
23（月）授業開始日
25（水）2・3 年実力考査
31（火）中央委員会

7/ 8（木）学校関係者評価委員会
14（水）各種委員会
15（木）2 年・防災講演会
19（月）中央委員会
20（火）全校集会
21（水）～夏季休業
22（木）～25（日）県中総体
27（火）～8/4（水）教育相談

９/ 1（水）市駅伝大会
4（土）八木中祭
9（木）・10（金）１学期期末考査

☆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）
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