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明日から約１ヶ月の夏休みに入ります！
今年度前半４ヶ月終了。八木山中生は学習に部活動によく頑張りました！
◇令和３年度生徒在籍数（令和３年 7 月 20 日現在）◇

１学年：１２３名，２学年：１４７名，３学年：１２９名； 計３９９名

例年よりも早く梅雨が開け，本格的な夏を迎えようとしています。いよいよ明日から夏休みが
始まります。今年度前半 4 ヶ月の学校生活を振り返ると，生徒の皆さんは落ち着いて授業や部活
動，行事に取り組み，着実な成長を重ねてきたと思います。普段の学校生活を大切にし，何事に
も頑張る姿は，たいへん立派であると思います。新型コロナ感染拡大の心配な状況はまだ続きま
すが，全校生徒の皆さんが元気に夏休みを迎えることをうれしく思います。
6 月には 2 年ぶりに市中総体が実施されました。各運動部の選手の皆さんは正々堂々と試合に
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。明後日か
らは県大会が始まります。出場する各部選手の皆さん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。
夏休みが終わると，9 月には八木中祭と修学旅行，10 月には合唱コンクールと運動会が行われ
ます。3 年生にとっては中学校最後の大きな行事となります。3 年生が一生懸命に行事に取り組む
姿は 1・2 年生の生徒の心に響き，学校の良き伝統として引き継がれていくものと思われます。
また，来週からは教育相談も行われます。保護者の皆様には御多忙のところお時間をいただき
ありがとうございます。お子様のより良い成長のために学校と家庭の連携を確かめ合う有意義な
時間にしたいと考えています。保護者の皆様の御理解と御協力をどうぞよろしくお願いいたしま
す。
夏期休業期間 7 月 21 日（水）～8 月 22 日（日） 計 33 日間
・本来は 8 月 24 日まで夏季休業期間となりますが，授業時間確保のため 8 月 23 日（月）より学校再開となります。

教育相談（1・2 年生；二者面談，3 年生；三者面談）
7 月 27 日（火）～8 月 4 日（水）※各学級担任より配付された予定表の時間で教育相談が行われます。

夏休みは，様々な事故が多い時期でもあります。一番大切なのは何よりも「命」です。交通事
故や水の事故などには十分に注意するように御家庭と地域の皆さまからもお声がけお願いします。
そして，学習や部活動に集中して取り組み，そして自分のために新しいチャレンジをして，一回
りも二回りも大きくなった生徒の皆さんと 8 月 23 日に元気にお会いできればと思います。

本日 7/20 夏休み前の放送による全校集会が行われました。
本日 5 校時，夏休み前の全校集会を放送で行いました。各学年の代表生徒がこの 4 ヶ月間を振
り返っての作文発表を立派に行いましたので紹介します。
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3 学年代表のことば 「夏休み前までを振り返って」 2 組 A・R さん
４月から今日まで，私は多くの経験を重ねることができたと感じています。まず，学級委員として，３年生としてふ
さわしい学級の雰囲気づくりに貢献できるように努力しました。具体的には，３分前着席の呼び掛けや，挨拶・朝学習
への取り組みの充実を図るための働きかけが挙げられます。最近は，以前に増してそれらの活動に学級全体で取り組め
るようになってきたことを嬉しく思います。夏休み明けも，リーダーとしての働きかけを継続していきたいと思います。
また，６月に行われた市中総体では，自分の中で明確な目標を掲げて練習に励みました。しかし，県大会出場は果たせ
ず，今までで一番悔しい思いをしました。そして，定期考査でも，目標を掲げ，どのように勉強すれば目標点に近づく
ことができるかを考えました。しかし，「計画的に実行する」ということがうまくできなかったと感じています。中総
体と定期考査，どちらも目標を掲げただけで満足し，そこに向かう「計画的な努力」が足りなかったのだと思います。
目標を掲げること，そして計画的に努力を重ねることの重要性を学びました。明日から夏休みが始まります。夏休みは，
目標に対する１日１日の行動をより具体化し，行動に移し，同じ失敗をしないようにしたいです。今年の夏は，受験勉
強はもちろん，駅伝にも力を入れていきたいと思っています。中総体で経験した悔しさをバネに，県大会を目指したい
です。朝７時から始まる練習に参加することで，規則正しい生活を送り，心と体を強く成長させ，自分の武器にしたい
と思います。３年生の皆さん，この夏休みをどう過ごしていくかということで，今後の生活に差が出てくると思います。
私は，初めての進路選択では，自分を甘やかす道ではなく，なりたい自分になるための選択をするために，今年の夏を
乗り越えていきたいです。夢に向かって，共に大きく邁進していきましょう。休み明けには行事もたくさんあります。
学校生活を充実させるため，なりたい自分を実現するため，今年の夏を輝かせていきましょう。

2 学年代表のことば 3 組 F・S さん
僕たち２学年は，先日学年集会を持ちました。その中で，これまでの学校生活を振り返り，成果と課題を全体で共有
しました。まずは学年委員長としてその内容を報告します。成果としては，各クラスからの報告で「仲が良く，学習を
お互いに教え合ったり，仕事を手伝い合ったりしている」「テレビを教室内に運んだり，教材を運んだり，先生の授業
の準備を率先して手伝っている」という点があげられました。５月の野外活動の成果だと思います。コロナ禍，多くの
方に支えていただき，２学年は秋田県での活動を行うことができました。一緒に踊ったわらび座ソーランや泥だらけに
なった田植え体験，友達と一緒だと１０キロ歩くのも楽しいなと感じた田沢湖ウォークラリー，降る雨にも情緒が感じ
られた角館自主研修と，今でもその一つ一つが鮮明に心に残っています。「楽しかった」「また行きたい」という声が
今でも聞かれます。課題としては，「授業中の発表者が一部の人に偏っている」「５分前着席が守られなくなってきた」
があげられました。授業の取組が学校生活では一番大切なことだと思うので，夏休みを機に気持ちを切り換え，夏休み
明けからは積極的に学習に取り組むように，学年委員会として声掛けしていきたいと思います。個人的に言えば，僕は
バスケットボール部に所属しています。今年は先輩になったので，後輩にお手本を示せるように一生懸命頑張りました。
２年生になって一番頑張ったのは部活動です。でも，その分学習はおろそかになってしまったことが否めません。中間
考査の結果を見て自分でがっかりしました。部活動と両立してこそ，１年生のお手本になると思います。だから，この
夏休みはしっかり復習をしたいと思います。中学校生活もちょうど半分となります。この夏休みがその後に大きく関わ
ってくると思います。目標をしっかりもって，計画を立てて過ごしたいです。

1 学年代表のことば 4 組 I・J さん
入学してまもなく４ヶ月がたとうとしています。この４ヶ月は特に早く過ぎたように感じます。それは，ひとつひと
つのことが初めての経験だったからなのだと思います。初めてのことというものはやはり新鮮です。そして一生懸命取
り組みやすいと思います。一生懸命に取り組んだからこそ，たった４ヶ月かもしれませんが私たちは成長を実感できて
いるのだと思います。
それを強く感じたのが校外学習です。校外学習では，与えられた課題に一つのチームとなって一生懸命取り組みまし
た。互いの意見を伝え合うことを大切にして，仲間の良さを見つけ，つながりを深めていきました。
学習面では，初めての中間考査がありました。余裕を持って家庭学習に取り組めず，復習の時間があまりとれません
でした。今後はより毎日の授業をしっかり振り返ることを大切にしたいと思います。そして，この夏休みも家庭学習を
計画的に行っていきたいと思います。
部活動では，チームの一員としての役割を学びました。ミーティングでは先輩方が自分の考えを積極的に発言し，チ
ームのために動いている姿を見てかっこいいと思いました。そんな先輩方に少しでも追いつけるよう，積極的な発言や
他の人の考えを取り入れながらチームに貢献できるようにしていきたいと思います。
この夏休みは今までのことを振り返って次に備えることが大切だと思います。夏休み明けに一層成長していくために
もこの夏休みは大切です。夏休みを充実させるためにも，計画的な行動を心掛け，学習と部活動を両立させていきたい
と思います。

ピネス学級代表のことば「１学期前半をふり返って」 3 年 I・Y さん
１学期の前半にはいろいろなことがありました。それをふり返ってみたいと思います。去年と違って，今年は４月か
ら新学期が始まりました。私は３年生になり，最上級生になりました。ピネス学級には新しく３人の女子が入学してき
て，女子の方が多くなりました。私は学級委員になったので，しっかりしなければと思いました。行事では，特別支援
学級の卓球大会がありました。去年はコロナのために卓球大会がなかったので，２年ぶりの参加でした。体育や生活単
元の時間に，毎日のように練習しました。先生が球出しをしてくれたり，友だちが相手をしてくれて，たくさん打てる
ようになりました。大会では最初，すごく緊張したけど，お母さんが「勝てなくてもいいんだよ。」と言ってくれたの
で，緊張が解けて，１年生のときよりもたくさん打ち返すことができました。試合には負けてしまいましたが，とても
良い思い出になりました。最後に，３年生なので，進路のことをそろそろ考えていかなければなりません。私は高等部
に入学したいと思っています。そのため，いくつかの学校の説明会や見学会に行きました。どの学校も先生方がやさし
くていい感じだったので迷いました。夏休み中に，教育相談で親や先生と相談して，決めていきたいと思います。そし
て受験にそなえて，国語と数学をしっかり学習していきたいと思います。
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いよいよ明後日 7/22（木）より「県中総体」が始まります！
7 月 22 日（木）～25 日（日）に「宮城県中学校総合体育大会」が行われます。八木山
中学校からは，下記の 3 つの団体競技と 10 の個人競技に出場します。出場する選手の皆さ
んは仙台市の代表としての誇りを胸に正々堂々試合に臨んでほしいと思います。

【県大会出場団体・出場者】
【団体競技】
〇野球部
１回戦 稲井中学校（石巻市）と対戦（7/22 木・大衡イーグルス球場）
〇ソフトテニス男子 １回戦 利府西中学校（利府町）と対戦（7/22 木・泉総合運動場テニスコート）
〇新体操部
7/23 金・カメイアリーナ仙台
【個人競技】
〇陸上部
男子 4×100ｍＲ
S・Y（３－３）I・R（３－３） S・K（３－３）
A・K（３－２）
男子 3 年 100Ｍ
S・Y（３－３），I・R（３－３）
男子 200Ｍ
K・H（３－１），A・K（３－２）
男子 400Ｍ
O・M（３－４），U・R（３－２）
男子四種競技
Y・I（３－１）
男子棒高跳
S・Y（３－４）
男子 2,3 年 1500Ｍ
I・Y（３－２）
男子共通 3000Ｍ
K・S（３－４）
女子 2 年 100Ｍ
S・W（２－２）, N・M（２－１）
女子 2,3 年 1500Ｍ
A・N（２－２）
〇ソフトテニス男子 O・S（３－１）・T・K（３－３）ペア
〇ソフトテニス女子 H・M（３－４）・H・M（３－２）ペア
〇卓球部男子
シングルス M・M（３－１）
〇新体操部
女子個人 N・R（２－１）
〇体操部
女子個人 W・H１－１）［跳馬，段違い平行棒，ゆか，平均台］
〇剣道部男子
Y・H（２－１）
〇柔道部
男子 66 ㎏級 O・K（３－２）
男子 60 ㎏級 O・S（１－２）
〇バドミントン部
女子ダブルス F・N（３―１）・K・K（３－３）
〇水泳部
200m 自由形・400ｍ自由形 Y・T（２－４）
50m 自由形・100ｍ背泳ぎ N・Y（２－２）

吹奏楽コンクール地区大会 7/24（土）に行われます。
吹奏楽部は 7 月 24 日（土）トークネットホール仙台（仙台市民会館）において２年ぶりに行われる「宮
城県吹奏楽コンクール地区大会（小編成の部）」に出場します。曲目は「魔女と聖人」（ライニキー作曲）
です。これまでの練習の成果を発揮し，八木山中吹奏楽部らしい明るく素敵な演奏を行ってほしいと思いま
す。応援をよろしくお願いします。

ＡＬＴマシュー・ペル先生が転出となりました。
令和元年 7 月から 2 年間，八木山中学校でＡＬＴとして勤務いただいたマシ
ュー・ペル先生が東京の中学校へ転出となりました。イギリス出身のマシュー
先生はジェントルマンで生徒の皆さんから慕われていました。英語に興味をも
ってもらおうと熱心に教材研究に励んでいる姿も印象的です。八木山中の他に
八木山小，八木山南小，蒲町中にも勤務していました。昨年，東京在住の方と
結婚され，東京の学校へ転出することになりました。新しい学校でもマシュー
先生であれば生徒から慕われ，大いに活躍されることと思います。これまで八
木山中生のために本当にありがとうございました！
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河北ウィーク
リーJr 夏号
に 八木山中
のジャージ
が紹介され
ました。
生徒から人気の
ある八木中ジャージ
です。デザインはシ
ンプルでさわやかで
す。モデルの４名は
生徒会執行部の 3 年
生の皆さんです。

夏休み ＰＴＡ関係コンクール 作品募集案内
本日，ＰＴＡ関係の２つのコンクールの作品募集案内を配付しました。夏季休業期間にぜひとも御家庭で作品
づくりに取り組んでいただき，出品していただければと思います。※出品は希望者のみになります。
① 『大切なあなたへ』標語コンクール
普段我が子に伝えられない，それでも本当は大切に思う本音や気持ちを標語にし
て，我が子への思いを表現する。※応募対象 保護者
② 『守ろう大切な命』ポスターコンクール
命の大切さを学び，ともに生きていくことの大切さを知り，みんなで一緒に生き
ていくために「守ろう大切な命」をテーマにしたポスターを作成する。
※応募対象：仙台市内の小学生・中学生
※8 月 23 日（月）に各学級担任まで提出してください。

◇7・8・9・10 月の主な行事予定
7/ 21（水）～ 8/22（日）夏期休業期間
22（木）～25（日）県中総体
27（火）～ 8/4（水）教育相談

21（火）各種委員会
27（月）中央委員会
28（火）3 学年実力考査
29（水）立会演説会・生徒会役員選挙

8/ 23（月）授業再開・全校集会（放送）
25（水）2・3 学年実力考査 給食開始日
31（火）中央委員会

10/ 1（金）授業参観・学年保護者会・学級懇談会
5（火）校内合唱コンクール（楽楽楽ホール）
6（水）県駅伝大会
9/ 1（水）市駅伝大会
8（金）１学期終業式・新人大会激励会
3（金）・ 4（土）八木山中祭
9（土）・10（日）市新人大会
9（木）・10（金）第 1 学期期末考査
11（月）臨時休業日
13（月）～15（水）3 学年修学旅行（栃木県方面）
12（火）・13 日（水）秋季休業日
17（金）職員会議
14（木）2 学期始業式

☆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）

8 月 7 日（土）～15 日（日）の学校閉庁期間中の緊急連絡について
生徒の生命や安全に関わる重大事態等，緊急を要する場合は，警察，消防・救急，最寄りの医療機関等，
及び各相談窓口に御連絡いただきますようお願いいたします。各連絡先は本日配付した「夏季休業期間の学
校閉庁日の設定と緊急連絡体制について（お知らせ）」の裏面をご覧ください。
その他，学校閉庁期間に学校への緊急連絡等がある場合は，下記まで御連絡ください。
仙台市教育委員会 教職員課 ＴＥＬ ２１４-８８７２・８８７３
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