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約 1 ヶ月の夏休み終了，授業が再開しました！
新型コロナ感染防止に万全を期して，学校生活を充実させてまいります。
◇令和３年度 生徒在籍数（令和 3 年 8 月 25 日現在）◇

１学年：１２３名，２学年：１４７名，３学年：１２９名； 計３９９名

1 か月ほどの夏休みが終わり，8 月 23 日（月）より授業が再開されま
した。第１学期後半のスタートとなります。夏休み前半には二者・三者
面談という形で教育相談を行いました。保護者の皆様にはお忙しいとこ
ろ御来校いただき，ありがとうございました。お子様の中学校生活がよ
り良くなるように学校と御家庭の連携を確かめる有意義な時間になった
ことと思います。
全国的に新型コロナ感染拡大が心配な状況が続いています。このよう
な中での学校再開に心配もあると思いますが，引き続き文科省や市教委
のガイドライン等に沿った感染防止策を講じてまいります。保護者の皆
様には朝の検温や健康観察等への御協力を今後もお願いいたします。
さて，夏休み中には中体連の県大会・東北大会・全国大会が２年ぶりに行われました。出場した各運動部
の皆さんは，仙台市・宮城県・東北の代表として，これまでの集大成を見せるとともに，最後まであきらめ
ずに立派に試合に臨むことができました。本当に良く頑張ったと思います。これまで熱い応援と御支援をい
ただいた保護者の皆様に心より感謝申し上げます。
そして，9 月 3 日（金）・4 日（土）には 2 年ぶりとなる「八木山中祭」を実施いたします。吹奏楽部や
美術部，科学部の文化部の皆さんは，それぞれの部でフィナーレとなる発表の形を検討し，その成功に向け
て一生懸命に活動に取組んでいます。本番がとても楽しみに思います。
１学期後半は生徒会役員の改選が行われるなど，生徒会活動や部活動の中心も 3 年生から後輩たちへと
引き継がれていきます。その中で八木山中の良き伝統も引き継がれるとともに，新たな思いが加わり，学校
は更に発展していくものと思います。保護者・地域の皆様の御支援と温かな応援を今後もよろしくお願いい
たします。

決意を新たに再出発！夏休み明けの全校集会（放送）が行われました。
8 月 23 日（月）の１校時に夏休み明けの全校集会を放送により行いました。
各学年代表の作文からは，更に学校生活を頑張っていきたいという強い意気
込みが感じられました。立派に発表を行った４名の生徒の作文を紹介します。
3 学年代表のことば 3 組 I・R さん
今日から１学期後半が始まります。約 1 か月の夏休みを経て，大きく成長できた点が多くあります。まず，心
の整え方です。７月に県中総体が行われました。リレーで全国大会出場を目指し，部活動中止の日でも自主練習
で走り込みをするなど，できる限りの努力をしてきました。しかし，目標を達成できず，とても悔しい思いをし
ました。そこから本番で力を出し切るためには，技術や体力的な面だけではなく，精神的な強さも必要だと痛感
しました。日々の練習から試合と同じ緊張感をもち，その中で自分の心と向き合い，鼓舞するセルフトークをし
て本番との差を無くしていくことが大切だと実感しました。このことは勉強にも生かせると思います。実際に，
夏休みの学習を通して，改めて継続の大切さを学びました。この夏休み中，問題演習に多く取り組み，基本から
見直しました。毎日続けることで，１・２年で分からなかった問題が解けたり，忘れていた公式を覚えなおした
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りすることができました。継続して学ぶことは自信につながります。これからも，日々の努力を重ねて，実力を
磨いていきたいと思います。３年生は年明けに高校入試を控えています。本番で自分の実力を最大限発揮するた
めにも，普段の授業や模擬試験から落ち着いて取り組みたいです。そして，本番との差をなくすために，緊張感
をもって，常にセルフトークを大切にしながら，自分を鼓舞し，努力を継続して取り組んでいきたいです。今年
の夏には，オリンピックが行われました。結果を見てもわかるように，勝った人はもちろん，負けた人にも清々
しさが残る大会でした。それは，選手１人 1 人が目標に向かって心を整え，努力の継続をしてきたからだと思い
ます。僕たちも，目標に向かって１人１人が全力で努力していきましょう。最後に，自分を信じることができる
ようになるほどの努力をしたいです。

2 学年代表のことば 「駅伝を通して学んだこと」 4 組 Ｏ・Ｋ さん
充実した夏休みが終わり，１学期後半が始まろうとしています。私が夏休み頑張ったことは駅伝の練習です。
私は，駅伝の練習のために夜９時に寝て朝の４時５０分に起きていました。「早寝早起き朝ごはん」をしっかり
実行して練習に１００％の力で挑めるようにコンディションを整えていました。朝に準備をすることで走れる態
勢を整えることが出来たので準備することは大切だなと思いました。またチームで声を掛け合いながら練習をす
ることで「諦めずに頑張ろう」という気持ちになり，より良い練習をできることがわかりました。駅伝では，練
習が終わったら毎回，チームミーティングを行い，自分の走りがどうだったのかを振り返りました。そのときに，
一緒に練習している先輩が「肩の力を抜きリラックスすると，腰の高さで楽に腕振りができる」と発表していま
した。私は，いつも腕を抱えて走ってしまうのが悩みだったので，先輩の振り返りを聞いて，次の日の練習で実
践したところ，楽に腕を振って走ることができました。このことから，人の意見を取り入れることの大切さを学
びました。私は，選手には選ばれませんでしたが，夏休みにとても良い経験をすることができたと思っています。
充実した夏休みを過ごすことができて良かったです。今日から夏休みも明けて通常の授業が始まります。１学期
後半は，駅伝の練習で学んだ「声がけする大切さ」「準備の大切さ」「人の意見を取り入れることの大切さ」を
学校生活に活かしたいです。具体的には３つあります。１つ目は，３分前行動の呼び掛けです。呼び掛けをする
ことによってみんなが意識するようになることを駅伝で学んだので，３分前には，クラスのみんなが着席できる
ように声掛けをしていきたいです。２つ目は，苦手な教科や単元があるときに予習・復習をしてから授業を受け
るように頑張りたいです。また，前の授業が終わったら，すぐに準備するようにしていきたいです。３つ目は，
「人の意見を自分に取り入れることの大切さ」です。私は，駅伝練習を通して，自分の考えだけで動くのではな
く，人の意見を取り入れることが大切だなと思いました。人の考えを取り入れると自分の考えを深めることがで
き，様々な観点から物事を見ることができます。美術や音楽の鑑賞の授業は，様々な観点で見たり聴いたりする
ことが大事だと思うので，頑張りたいです。１学期後半は，この 3 つのことを意識して行動し，学校生活を送り
たいです。
1 学年代表のことば １組 Ｔ・Ａ さん
４月に入学してから約４ヶ月。中学校では小学校でできなかったような様々な経験をたくさんすることができ
ました。その中でも私を一番成長させてくれたのは，私の所属している吹奏楽部の存在です。先輩の背中を見て
仲間と高め合う部活はとても楽しくやりがいがあります。そして夏休みにはコンクールがありました。一致団結
して挑んだコンクール。結果は金賞でした。しかし，東北大会には進めませんでした。とても悲しく，とても悔
しかったです。ですがコンクールを通して学んだこともあります。それは，一日の大きな努力より，何日もの小
さな努力の積み重ねの方が大切だということです。今まで私はテストやフルートの発表会など直前になってから
焦り，一日に何時間も勉強や練習をし，本番に挑むということがよくありました。しかしそういうときはだいた
い百パーセントの力を出し切れずに終わってしまいます。今回もそうだったように思います。「コンクール」と
いう大きな目標を提示される前までは，
家で練習もせず，
基礎練習は意味も分からずやっていた覚えがあります。
そして，本格的に自由曲の練習が始まった頃からやっと部活に精を出すようになりました。しかし，それでは遅
いとようやく気が付きました。夏休みも終わった今，文化祭や期末テスト，合唱コンクールなど，行事がせまっ
てきています。次のコンクールも，もう１０ヶ月後にくると思うととても短いです。「期末テストがあるから」
といって勉強するのではなく，日々の勉強の成果をテストで発揮するつもりで取り組んでいきたいと思います。
これから３年間続ける吹奏楽部。日々の努力を大切にして，日々の練習に取り組んでいきたいと思います。
ピネス学級代表のことば 「１学期後半から２学期にかけての抱負」 ２年 Ｓ・Ｈ さん
去年はコロナのために夏休みが11日しかありませんでした。今年は小学校の時のように１か月以上の夏休みに
なりました。僕はこの夏休みにゆっくり休んで，十分に充電することができました。さて，夏休みを終えると１
学期もあとわずかです。僕は２学期に向けて，生活面と学習面でそれぞれ目標を立てました。まず，生活面では，
早寝早起きをしっかりしていきたいです。僕は夏休み中に，ついつい夜ふかしをしたり，朝起きられなかったり
したことがたびたびありました。そこで，それを改めて，生活のリズムを早く作っていきたいです。学校の生活
では，行事にしっかり取り組んでいきたいです。特に力を入れたいのが合唱コンクールです。僕は５月の後半に
声変わりをして，当たり前ですが声がものすごく低くなりました。その影響で，前まで出せていた高い音が出せ
なくなりました。低い声には自分もまだ慣れていませんが，交流学級の皆に少しでも力になれるようになりたい
です。また，ピネス学級の行事では，小中交流会があります。学区の小学生たちと動物園に行き，一緒に課題に
取り組む企画です。僕は少し引っ込み思案なところがありますが，今年は２年生になったので自分から積極的に
小学生に話しかけるようにしていきたいです。次に学習面です。夏休みには毎日十八問ずつ漢字を練習するなど
努力をしました。漢字は高等学園の入試にも出るので，少しでも書けるよう練習を続けて，期末テストに臨みた
いです。進路では，今言ったように，僕は将来一般就労をするために，高等学園に進学したいと考えています。
そのために漢字以外に数学もたくさん勉強して，高等学園に合格できるよう努力していきたいです。まだまだ新
型コロナの影響が続いています。感染予防に気をつけながら，充実した２学期にしていきたいです。
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宮城県中総体！八木山中運動部大活躍！
体操部 女子個人 総合第 1 位！ 柔道部 男子個人 第 1 位！
陸上部 男子総合 第 2 位！男子４×100ｍリレー 第 2 位など入賞多数！
７月２２日（木）～２６日（月）に 2 年ぶりとなる「第 70 回 宮城県中学校総合体育大会」が行われ，
八木山中学校運動部は，3 つの団体競技と 10 の個人競技に出場しました。〔陸上部，ソフトテニス部（男・
女），野球部，バドミントン部（女），卓球部（男），剣道部（男），柔道部，体操・新体操部，水泳部〕
各部の選手の皆さんは仙台市の代表として立派に試合に臨むことができたと思います。
なお，陸上部は，学校対抗で男子が県総合 2 位になるとともに，男子 4×100ｍリレーなど４種目で東北
大会出場しました。また，体操部と柔道部で見事に個人１位！優勝し，東北大会や全国大会出場を決めまし
た！入賞した選手の皆さんおめでとうございました。

【宮城県 中学校総合体育大会 入賞者】
〇体操部 女子個人 総合 第１位 Ｗ・Ｈ（１－１）東北大会・全国大会
［種目別；跳馬・第２位，段違い平行棒・第２位，ゆか・第１位，平均台・第１位］
〇柔道部 男子個人 66 ㎏級 第１位 Ｏ・Ｋ（３－２）東北大会・全国大会
〇陸上部 男子総合 第２位
男子 4×100ｍＲ 第２位 Ｓ・Ｙ（３－３）・Ｉ・Ｒ（３－３）
Ｋ・Ｈ（３－１）・Ａ・Ｋ（３－２）東北大会
★44.12 秒 大会新記録（準決勝にて）
男子棒高跳
第２位 Ｓ・Ｙ（３－４） 東北大会
男子 400Ｍ
第３位 Ｏ・Ｍ（３－４） 東北大会
男子四種競技 第３位 Ｙ・Ｉ（３－１）東北大会
男子 3 年 100Ｍ 第５位 Ｉ・Ｒ（３－３）
男子 200Ｍ
第８位 Ｋ・Ｈ（３－１）
女子 2 年 100Ｍ 第６位 Ｓ・Ｗ（２－２）

【東北中学校総合体育大会 入賞者】
〇体操部 女子個人 総合 第２位 Ｗ・Ｈ（１－１）
［種目別；跳馬・第２位，段違い平行棒・第４位，
ゆか・第４位，平均台・第８位］
※8 月 20 日（金）～21 日（土）に神奈川県藤沢市で行われた全国大会に出場しました。
〇柔道部 男子個人 66 ㎏級 第５位 Ｏ・Ｋ（３－２）
※8 月 24 日（火）～25 日（水）に群馬県前橋市で行われる全国大会に出場します。
〇陸上部 男子四種競技 第８位 Ｙ・Ｉ（３－１）

吹奏楽コンクール地区大会・県大会「金賞」受賞！
小編成の部 曲目；「魔女と聖人」（ライニキー作曲）
集大成となるすばらしい演奏でした！
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「宮城県吹奏楽コンクール地区大会（小編成の部）」に出場し，
見事に「金賞」受賞！県大会出場を決めました！
続いて 8 月６日（金）に仙台銀行ホール（イズミティ 21）で行われた
宮城県大会でも見事に「金賞」受賞しました！惜しくも東北大会出場と
はなりませんでしたが，特に３年生部員の皆さんにとっては集大成とな
るすばらしい演奏であったと思います。
吹奏楽コンクールが近づくにつれ，音楽室から明るく響く素晴らしい
演奏に学校中が元気をもらっていました。吹奏楽部員の皆さんは，これ
までの自分たちの頑張りを誇りに思い，大きな自信にしてほしいと思い
ます。保護者の皆様の応援ありがとうございました！
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ＮＨＫ杯 中学校放送コンテスト 2 年 Ｋ・Ｙさん
アナウンス部門宮城県大会・金賞受賞！全国大会・決勝大会進出・入選！
7 月 2 日（金）にＮＨＫ杯宮城県放送コンテストが行われ，2 年 4 組のＫ・Ｙさんがアナウンス部門で見
事に金賞を受賞しました。8 月 7 日（土）・8 日（日）に東京のＮＨＫ放送会館で行われた全国大会・予選
を勝ち抜き（205 名中 30 名），8 月 17 日（火）に行われた決勝大会に進出しました。アナウンス･朗読部
門を通して東北地方からただ一人の決勝進出・入選と者となりました。
アナウンス発表原稿
生徒会執行部から連絡します。「おはようございます！」今朝も生徒の皆さんの元気な挨拶の声が昇降口に響
いていました。八木山中学校生徒会では、伝統的な活動である挨拶運動を今年度も行っています。
生徒会目安箱には「朝から気持ちが良い」、「挨拶してもらってうれしかった」などの声が寄せられています。
これからは朝だけでなく一日を通して先生方や生徒同士で自然に挨拶できるようになると更に良いと思います。
さて、私たちは、毎朝様々な感情を抱えながら登校します。心の扉が閉じている日もあることでしょう。しか
し、挨拶にはたった一言で自然と気持ちを前向きに、明るくさせる素敵な力があります。そして学校を居心地の
よい温かな空間に変える力があります。心の扉を開くきっかけにもなるでしょう。皆さんの協力で、元気なあい
さつが響き、心の通い合う明るい学校にしていきましょう。生徒の皆さんの御協力をよろしくお願いします。
し ん き ぜんしん

や さい

新輝前進～みんなで創ろう新鮮八祭～ 「八木中祭」を開催します！
９月３日（金）と４日（土）の２日間，２年ぶりとなる八木山中祭を開催します。特に文化部員にとって
は，中学校生活の思い出となる大切な行事となりますので，感染防止と安全・安心を第一に考えて開催する
ことといたしました。なお，感染防止のため，例年とは日程や内容を変更しての実施になります。保護者の
参観につきましては，９月４日（土）に３学年と文化部の保護者のみとさせていただきます。なお，地域の
皆様への公開は行いませんので御了承ください。
・日 時 令和３年 ９月３日（金）・４日（土） ・場 所 本校体育館及び校舎・各教室
・テーマ 『新輝前進～みんなで創ろう新鮮八祭～』
・内 容〔９月４日（土）〕
○ステージ発表［体育館］ ９：４０～１１：１０（３年生・保護者）【国語・英語弁論，吹奏楽部演奏など】
○展示発表
［校舎］
９：４０～１１：１０（１・２年生・保護者）【実行委員会，美術部，科学部，図書委員会，各学年】
○閉会行事
［体育館］１１：１５～１１：４５（３年生・保護者）
［各教室］１１：１５～１１：４５（１・２年生はモニター視聴）
※９月３日（金）に１・２年生はステージ見学，３年生は展示見学を行います。

今年度も引き続き「スクール・サポート・スタッフ」の皆様に消毒作業を行っていただいています！
今年度も「スクール・サポート・スタッフ」として登録をいただいた保護者の皆様に，毎日放課後，各学
年の普通教室やトイレの消毒作業を行っていただいています。コロナ禍の学校生活が始まり 1 年半，生徒
の皆さんの感染防止と安全・安心な学校生活のために大きな力をいただいています。スタッフの皆様には心
より感謝申し上げます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

◇9・10 月の主な行事予定
9/ 1（水）市駅伝大会
10/ 1（金）学級懇談会
3（金）・ 4（土）八木山中祭
5（火）校内合唱コンクール（楽楽楽ホール）
6（月）振替休業日
6（水）県駅伝大会
9（木）・10（金）第 1 学期期末考査
8（金）１学期終業式・新人大会激励会
14（火）・15（水）※3 学年修学旅行（岩手県方面）
9（土）・10（日）市新人大会
17（金）職員会議
11（月）臨時休業日
21（火）各種委員会
12（火）・13 日（水）秋季休業日
27（月）中央委員会
14（木）2 学期始業式
28（火）3 学年実力考査
29（水）立会演説会・生徒会役員選挙
※3 学年「修学旅行」は 9 月 13 日（月）～15 日（水）に栃木県方面で二泊三日での実施予定でしたが，栃
木県で新型コロナ緊急事態宣言が発出されたことから，行き先を「岩手県」に変更し，14 日（火）・15 日
（水）の一泊二日に変更しました。

☆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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