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1 学期末となりました。早いもので今年度の折り返しとなります。
八木山中祭・新人大会・修学旅行・合唱コンクール10月は様々な行事が行われます。
◇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

夏休みが開けて 1 ヶ月ほどが経過しました。早いもので秋分の日も過ぎ，
朝夕の涼しさから秋の深まりが感じられる季節になりました。職員室前の金
木犀が早くも満開となり，秋の良い香りに満たされています。さて，先週に
は1 学期の期末考査も終わり，
あと2 週間ほどで1 学期の終業式を迎えます。
現在，生徒の皆さんは，10 月 5 日（火）に行われる「八木山中祭」に向けて
の準備に取り組んでいます。特に吹奏楽部や美術部，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
て熱心に準備や練習に取り組んでいます。本番がとても楽しみです。また，
運動部の１・２年生の皆さんは，10 月 9 日（土）・10 日（日）に行われる「新人大会」に向けての練習が
本格化してきました。新チームになって最初の大きな大会です。各部とも先輩からの教えやこれまでの努力
の成果が発揮できるように頑張ってほしいと思います。新型コロナウイルス感染防止を講じた上での各行事
の開催となります。参観等が制限される状況ではありますが，保護者の皆様には温かい応援とサポートをよ
ろしくお願いいたします。そして，お子様の確かな成長を感じていただければと思います。
また，9 月 29 日（水）には生徒会役員選挙・立会演説会・投票が行われます。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く時期となります。八木山中の良き伝統が引き継がれるとと
もに，新たな思いが加わり，来年 50 周年を迎える八木山中学校が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。

市中総体・駅伝競技！八木山中駅伝部大健闘！
男子チーム 総合 5 位 県大会出場決定！
区間賞 １ 区 Ｋ ・Ｓ （3-4）８ 位 9.33（自己新）
２ 区 Ｏ ・Ｓ （3-4）３ 位 9.37
３ 区 Ｋ ・Ｎ （3-2）３ 位 9.59

女子チーム 総合 14 位！
区間賞 １ 区 Ａ ・Ｎ （2-2）７ 位 10.58
９月 15 日（水）に 2 年ぶりとなる仙台市中学校総合体育大会・駅
伝競技大会が行われ，八木山中学校駅伝部は，男女チームともに大
健闘しました。出場した仙台市約 60 校の中で男子チームは第５位，
女子チームは第 14 位という素晴らしい成績を残しました。また４名
が区間賞を受賞しました。入賞した選手の皆さん，おめでとうござ
いました。男子チームは 10 月６日（水）に栗原市築館で行われる宮
城県大会に出場します。
八木山中の駅伝部は陸上部を中心に各運動部からの参加希望者で
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構成され，暑い夏休み期間に厳しい練習に取り組んできました。駅伝部員の皆さんが暑さに負けずに一生懸
命に練習する姿は，八木山中全体に大きな力を与えてくれました。駅伝部員としてやり遂げたことを自信に
して，それぞれのステージで更に活躍してほしいと思います。
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～ 10月5日に「八木山中祭」を開催します！
緊急事態宣言発出による日程の延期等で御心配をお掛けしておりましたが，本年度の八木山中祭を 10 月
5 日（火）開催いたします。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でありますの
で，感染防止と安全・安心を第一に考えて開催いたします。何とぞ御理解の程よろしくお願いいたします。
なお，感染防止のため，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，３学年
と文化部の保護者のみといたします。地域の皆様への公開は行いません。後日，学校ブログ・学校だより等
で様子をお伝えいたしますので，御理解・御協力お願いいたします。
・日 時 令和３年 10 月５日（火） ・場 所 本校体育館及び校舎・各教室
・テーマ 『新輝前進（しんきぜんしん）～みんなで創ろう新鮮八祭（やさい）～』
・内 容 ○ステージ発表 ［体育館］ 国語・英語弁論，吹奏楽部演奏など
○展示発表
［校舎］ 実行委員会，美術部，科学部，図書委員会，各学年など

新型コロナウイルス感染防止対策の更なる徹底と御家庭との連携について
感染力の強いデルタ株による第５波は 10 代以下の若年層にも感染が広がりました。宮城県は「緊急事態
宣言」対象地域から「まん延防止等重点措置」対象地域に移行したところですが，今後も気を抜くことなく
感染防止策を徹底してまいりたいと思います。八木山中学校では，引き続き文部科学省や仙台市教育委員会
の指針に従いながら，手洗いの徹底やマスクの着用，毎日のスクールサポートスタッフによる消毒作業とい
った対応を続けてまいります。また，授業や部活動，行事等においてもできる限り三密を回避するなど感染
防止対策を徹底してまいります。御家庭での御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

新型コロナを乗り越えるために！ 全学級で道徳の授業を行いました。
１年３組 学級通信

より

先日，全校共通の資料で道徳の授業を行い，「差別と偏見について考えよう」というテーマのもと，新
型コロナウイルスを原因とした差別について考えました。医療従事者の家族である主人公が，根拠のないう
わさを広められてしまうという内容の漫画を読み，生徒の皆さんは「どんなことを考えたか」「今，自分た
ちにできることは何か」という点について，意見を交換しました。
以下に，１年３組の授業で出された生徒たちの考えの一部を紹介します。現在も仙台市はまん延防止等
重点措置の対象となっています。新型コロナウイルスを乗り越えるために，今回の授業で考えたことを日常
生活へつなげさせていきたいと考えます。
資料として提示した漫画の一部です。全編は東京都教育委員会の
「考えよう！いじめ・SNS」というホームページ
（https://ijime.metro.tokyo.lg.jp/index.html）で公表されています。

漫画を読んで考えたこと
・医療従事者は人のために働いているのに，差別されるのはとても悔しくて，悲しいと思う。感染している証拠もない
し，証拠があっても，そうやって差別することはいけないと思う。
・患者さんのために命がけで一生懸命働いている方々や，その家族の気持ちも考えずに本当かどうかもわからないうわ
さをして人を傷つけている。
・コロナが怖いのは分かるけど，怖いからって人をコロナと思って接することはいけないと思う。
・コロナに感染している人を受け入れている病院で働いているからって，感染しているのではと疑って避けるのはひど
い。でも，みんな初めてのことだから不安だし，感染したくないという思いは分かる。
・うわさを本当のことだと思い込んで，みんなでその人から離れるのは，ある意味いじめなのではないか。
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今，自分たちにできること
・基本的な感染対策を欠かさずに行うこと（手洗い，うがい，マスクの着用，三密の回避）。また，周りへも対策の声掛けをすること。
・感染対策を心掛けても，感染する確率はあるということを忘れない。感染者を差別しない。
・「たぶん」「きっと」で誰かを感染者と決めつけてはいけない。相手の立場になって話す。
・感染者は辛い気持ちや悲しい気持ちになると思うので，感染者を責めるのではなく，優しく励ましたい。
・感染者は感染したくて感染したわけでもないし，きちんと予防していたのに感染してしまったのかもしれない。だか
ら，感染してしまった人の気持ちを考えて行動・発言する。
・医療従事者やエッセンシャルワーカーの方々に敬意と感謝の心をもつ。
・身近で感染者が出たとしても，「感染したのは誰か」というような犯人さがしはしない。根拠のないうわさを流さな
い。自分の偏見で感染者を傷つけない。
・ただ自分の身を守るだけではなく，「周りがどう感じているのか」というように広く周りを見る。みんなが不安なの
だから，みんなで乗り越えていきたい。

学校行事等の延期・日程変更，中止等の対応について
８月末に国の緊急事態宣言が発出されたことに伴い，本校においても今後の対応について検討した結果，
９月から 10 月に実施予定の学校行事等につきまして，下記のとおり日程や内容の変更を行いました。今後
も学校でのお子さんの健康と安全に十分に留意しながら，
充実した学校行事となるように進めてまいります
ので，何とぞ御理解と御協力をお願いいたします。
① 八木山中祭 延期，日程変更
○１０月５日（火）に実施します。
当初 ９月３日（金）・４日（土）に予定でしたが，１ヶ月ほど延期しました。１日開催となります。
② 合唱コンクール 延期，日程・会場変更
○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）で実施します。
当初１０月 ５日（火）に実施予定でしたが，３週間延期しました。会場は太白区文化センター「楽楽
楽ホール」から変更しました。（地下鉄南北線・旭ヶ丘駅徒歩１分）
③ ３学年・修学旅行 延期，日程・内容等変更
○１０月２１日（木）・２２日（金）に１泊２日の旅程で岩手県内において実施します。
９月１３日（月）～１５日（水）に栃木県内で実施予定でしたが，日程・方面を変更した上で，５週間
ほど延期し，１０月２１日（木）・２２日（金）に実施します。
④ 運動会 中止，代替行事
学校行事としては行わず，１・２学年は学年ごとにレクリエーション大会等を代替実施します。３学年
は，７月に学年バレーボール大会を実施しておりますので，代替実施はいたしません。

野球場のバックネットと東側フェンスの修繕工事が行われました。
八木山学区民体育振興会から「ベンチ」６台を寄贈していただきました。
８月に校庭東側の野球場のバックネット及び東側フェンスの修繕工事を行いました。開校 50 年を迎える
八木山中学校は 3 年前に校舎の大規模改修工事を行いましたが，老朽化が進むその他の設備についても必
要に応じて修繕工事を依頼しています。
なお，八木山学区民体育振興会（会長；松田 英雄 様）よりアルミ製のベンチ６台を寄贈していただきま
した。野球部やサッカー部の練習試合等において使用させていただいています。ありがとうございました。

河北新報「こども新聞 週間かほピョンプレス」のわが校わがまちスクール通信で，
八木山中学校の取組が紹介されました。
８月２２日（日）の河北新報「こども新聞 週間かほピョンプレス」のわが校わがまちスクール通信で八
木山中学校の取組が紹介されました。メイン記事は，八木山中生徒会の「モザイクアート作品・全校制作」
の紹介，コラム記事は地域との防災連携による１学年の「防災ダック」の紹介でした。３年生の生徒会執行
部の皆さんが書いてくれました。八木山中の素晴らしさを伝える素晴らしい記事であると思います。
特に「モザイクアート作品・全校制作」については，これまでテレビや新聞でも紹介されてきました。こ
の記事を通して，コロナと戦う医療従事者の方々への感謝の気持ちと，コロナに負けずに未来を明るく照ら
していこうという思いを改めて紹介することができて本当に良かったと思います。
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◇10・11 月の主な行事予定
10/ 1（金）学級懇談会※
5（火）八木山中祭（※弁当持参）
6（水）県駅伝大会（男子チーム出場）
8（金）１学期終業式・新人大会激励会
9（土）・10（日）市新人大会
11（月）臨時休業日
12（火）・13 日（水）秋季休業日
14（木）2 学期始業式
職員会議
15（金）3 年；実力考査
１年；生と性の学習
各種委員会
16（土）地域避難訓練 ※ボランティアあり
18（月）後期教育実習（～11/8 まで）
19（火）合唱リハーサル
21（木）・22 日（金）3 年・修学旅行

10/26（火）校内合唱コンクール 日立システムズ
ホール仙台（青年文化センター）
28（木）教員の研修会（午前授業・給食なし）
11/ 1（月）３年；進路説明会
４（木）教員の研修会（午前授業・給食なし）
5（金）３年；２学期中間考査
6（土）ＰＴＡフェスティバル（Web 開催）
～12/12（日）まで
8（月）３年；二者面談（～11/12 まで）
15（月）職員会議
16（火）各種委員会
18（木）防災訓練
19（金）１・２年；２学期中間考査
22（月）２年；生と性の学習
26（金）中央委員会
29（月）教育相談（～12/3 まで）

※１学期末の学級懇談会の開催について
令和３年 １０月 １日（金）１５：２０～ 各教室 保護者の皆様の御出席をよろしくお願いいたします。
当初，予定されていた授業参観や学年保護者会は実施いたしません。学級懇談会の中で学年主任の挨拶等を予定し
ております。

☆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）
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