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◇令和３年度 生徒在籍数（令和 4 年 1 月 1日現在）◇

１学年：１２２名、２学年：１４７名、３学年：１２９名； 計３９８名

令和４年・2022 年 新年明けましておめでとうございます！
本年も本校の教育活動に御理解・御協力どうぞよろしくお願いいたします！
保護者の皆様、地域の皆様、令和 4 年・新年明けましておめでと
うございます！
冬期休業が明けて約 3 週間経過しましたが、まだまだ冷え込み
が厳しく、例年よりも雪の日も多くなっています。また、新型コ
ロナ・オミクロン株の感染拡大が続いており、感染防止に向け緊
張感のある学校生活が続いています。そのような中ですが、生徒
の皆さんは学習に部活動にしっかり取り組み、元気に学校生活を
送っていることをうれしく思います。雪の朝には、早めに登校し
て進んで雪かきをしてくれた生徒の姿も見られました。生徒の皆
さんの日々の成長を感じる場面も多く見られ、本当にうれしく感
じます。今年度もあと２ヶ月ほどですが、生徒の皆さんはそれぞ
れに進級・卒業に向けて順調に歩みを進めています。
３年生は私立高校一般入試が来週に迫りました。御家庭でも緊張感のある状況が続いていると思います
が、万全な状態で受験に臨めるように御家庭での御支援をよろしくお願いいたします。また、2 週間後に
は 2 学期の期末考査も行われます。1・2 年生の皆さんもこれまでの学習の成果を存分に発揮できるように
家庭学習にもより一層力を入れて頑張ってほしいと思います。令和 4 年も生徒の皆さんが更に成長し、た
くましく未来を切り拓く力を高めていけるように教職員一同全力で指導・支援を行って参ります。保護者
の皆様、本年も本校の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。

冬期休業明け「全校集会」、1・2 年生は在宅オンラインで行いました！
授業開始の１月７日（金）1 校時に冬期休業明けの全校集会を行いました。３年生は通常登校しましたが、
１・２年生とピネス学級は在宅オンライン授業日としましたので、多くの生徒は自宅で参加しました。各学年の
作文発表は、３年生の代表生徒は校長室から、その他の代表生徒は自宅から発表しました。オンラインでも各学
年の代表生徒は今年の抱負や決意を立派に発表することができました。以下に校長先生のお話と代表生徒の皆さ
んの作文を紹介します。

令和４年・新年のスタートに当たって 生徒の皆さんへ
令和４年・新年のスタートに当たり、皆さんに伝えたいことは大きく３つあり
ます。１つ目は、「一年の目標」を持つことです。昔から「一年の計は元旦にあ
り」と言います。今年１年をどのように過ごしたいのか、しっかり意識してほし
いと思います。自分がどこに向かうのかを意識しないと、目標にはたどり着けま
せん。例えば何となくぶらぶら散歩していたら、泉が岳の頂上にたどり着いてい
たということは絶対にありません。どの山の頂上を目指すのか、それぞれが考え
て、そこに向かって一歩一歩、諦めずに歩みを進めることの大切さを、考えてほ
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しいと思います。
２つ目は、「お陰さま」という考え方についてです。私は今、八木山中学校で、充実した気持ちで仕事がで
きています。それは自分の力だけではなく、たくさんの人たちに支えられて、成り立っていると思います。私が
気づかないところで、「陰で」支えてくださっている人たちがいるということです。また、自分では気づかない
ところで、「陰で」迷惑を掛けたり、助けてもらったりしているのだと思います。こういうことを「お陰さま」
と言います。雪がたくさん降った朝、登校するときのことを思い浮かべてください。皆さんが歩く道路や、学校
の敷地内は、ほとんど除雪されていませんか。皆さんの安全な登校を願って、地域の方々や八木山中の先生方が、
朝早くから雪かきをしてくれています。皆さんが安全に雪道を歩くことができたのなら、まさに「おかげさま」
というべきことです。そこで皆さんに提案があります。「お陰さま」という感謝の気持ちを理解してくれたので
あれば、ぜひ皆さんも雪が降った朝、いつもより早く登校し、雪かきを手伝ってほしいと思います。このような
形で、雪かきだけでなく、学校に貢献するボランティアの輪が少しずつでも広がっていくことを期待しています。
３つ目は、暮れにお話しした「挨拶」についてです。八木山中の課題として「挨拶」を挙げました。「おは
ようございます」と元気よく挨拶されたのに、声を出さずに会釈だけして通り過ぎる人や素通りする人は、きち
んと声を出して、挨拶を返してほしいとお話ししました。３月までの間に、八木山中学校が、校庭で、廊下で、
顔を合わせた人たちが、互いに気持ちの良い挨拶が交わされる学校になってくれることを重ねてお願いします。
最後になりますが、八木山中の皆さんには、３月までの残り少ない学校生活の中で、自分を成長させる努力
を続けてくれることを期待しています。

３学年代表のことば 「新年の抱負」

４組 Ｙ・Ｙ さん

私達３年生にとって大切な冬休みが終わり、清々しい新年を迎えました。新年を迎えるとともに、いよいよ受験と
いう大きな山場を迎えます。それにあたり、私は新年の目標を２つ立てました。１つ目は、常に優先順位を考えて行
動することです。私達が受験までに残された時間はそう長くありません。そこで、今自分にとって何が必要なのか、
何をするべきなのか、常に考えることが大切だと思いました。受験を控えた今、私が一番優先すべきことは学習です。
単なる学習ではなく、授業にプラスして演習を積んだり、予習・復習をしたりする時間を十分に取ることが大事だと
思います。大きな目標を達成するには、時に我慢しなければならないことも出てくるでしょう。それを理解した上で、
私達は目標にひたむきに、そして効率よく努力していく必要があります。これは
受験期に限らず、今後の生活においても大切なことだと思うので、それを意識し、
有意義な１年にしていきたいと思います。２つ目は、強い意志を持つことです。
これは何においても重要だと思います。私たちの周りには多くの誘惑があります。
例えばスマートフォンです。昨年、私は自分の目標を達成するために使用を断ち
切り、その成果を出すことができました。この経験を踏まえ、どんな時でも揺る
ぎない意志を持ち、志高く目標に向かって努力していきたいと思います。受験生
の私達にはやるべきことが多くあります。時に壁にぶつかることもあるかも知れ
ません。そんな時こそ、冷静に、優先順位を考え、強い意志を持って立ち向かう
ことが大切です。これらを目標に、２０２２年も実のある１年にしていきたいで
す。

ピネス学級代表のことば 「中学校生活を振り返ってと卒業まで身に付けたいこと」３年 Ｉ・Ｍ さん
中学校生活の振り返りと卒業までに身につけたいことについて話したいと思います。
始めに、中学校生活を振り返ってですが、私が一番感じたことは、仲間の大切さです。相談出来る友達がいるのは、
当たり前ではなくてキセキなのかもしれません。そう、感じることが出来たのは、ピネス学級の友達はもちろん交流
学級の人の明るさや励ましがあったからです。例えば、交流に初めは、行きにくかったのですが、優しく声をかけて
くれた仲間がいたこと、様々な学校・学年行事に一緒に参加し、たくさんの楽しい思い出ができたことで仲間の大切
さを感じることができました。私もこの人たちみたいに人を励まし、支えられる人になれるように努力していきたい
と思います。そして、卒業までに身に付けたいことです。１つ目は、正確な敬語を意識的に使用することです。敬語
を使えたとしても、正しく使えているか不安になったり、意識して使うと緊張してしまって、声が急に小さくなった
りしまいます。なので、意識せずに正確な敬語を普段どおり使えるように努力していきたいと思います。２つ目は、
言葉を言い代えて話しをすることです。本を読んで学んだのですが、これは人に好かれる話し方のようです。例えば、
「今日〈は〉可愛いね」と、今日〈も〉可愛いね」の印象の違いです。「は」と「も」の違いしかないですが、言わ
れた側の印象は異なってきて、嬉しさを感じる気持ちが違ってくると思います。そして、この話し方は、社会人にな
っても役立つと思います。正確な敬語を使うこと、好かれる話し方を得られるように、本を読んだり、先生や友達と
たくさん会話をしたりして、身につけていきたいです。

２学年代表のことば 「新年の抱負」

３組 Ｈ・Ｙ さん

冬休みが明け、またより一層寒い時期になりました。皆さんはこの冬休み、どう過ごしましたか。２年生も残り 3
か月です。私は、2 年生になりできたことやできなかったことを振り返り、残りの 3 か月で達成したい目標を 3 つ考え
ました。１つ目は、｢基本的な生活習慣からしっかりする｡｣ということです。何故かというと、私が 1 年生の時には身
の回りの整理整頓や、時間配分があまり上手くできませんでした。でも、2 年生になって、その 2 つのことが実行でき
れば、どれほど時間を有意義に使うことが出来るかと考えました。身の回りの整理整頓をすることによって自分の気
持ちも整理され、さらにモチベーションが上がります。時間の使い方については、限られた時間の中でどれだけ効率
良くできるかをあらかじめ考えておくということが目標に繋がってくると思いました。例えば、その日のスマホの使
用時間ではなく、何時から何時と予定を立てて使用するということです。2 つ目は、｢部活動での士気を高める｡｣とい
うことです。2 年生は、部活動の中心となり、1 年生を引っ張っていく立場でもあります。なので、中総体で勝つとい
うことを大きな目標として、それに向けてチームが 1 つになれるように、部長中心にまとめていけるようにできるこ
とをしていきたいと思います。私たちサッカー部は、練習の時に最初に基礎練習から始めます。そこで個々の意識を
高める声がけをしています。ただ練習をするより、なぜこの練習をしているかを意識しながらすることで結果が大き
く異なるからです。そして、そのためには自分自身も変わらなければなりません。私に必要なのは練習量です。1 つ

2

目の目標である時間の使い方を工夫し、予定を立てて実行していきたいと思います。３つ目は、｢受験生としての自覚
を持つ｡｣ということです。私たちは 4 月から 3 年生になります。私はある先生から｢冬休みは復習できる機会であり、
受験勉強はフライングしていいんだよ｡｣と、言われたことが心に残りました。その言葉をきっかけに、受験勉強をし
てみようと思ったのですが具体的に何から始めれば良いのか分かりませんでした。そこで考えたことが、まずは、3
年生に進級するまでの 3 ヶ月間を工夫したいと思います。学校の勉強だけでなく、1 年生の復習をしていくことを習慣
化するのです。これもまた、1 つ目の目標でお話しした｢時間の使い方｣を工夫して実践していきたいと思います。これ
らの目標をすべて達成することは簡単ではありませんが、一歩ずつ着実に進んでいきたいと思います。

１学年代表のことば 「新年の抱負」

１組 Ｎ・Ｈ さん

今年、私は学習と学校生活をより充実した一年にしたいと思います。まず一つ目は、学習です。これまで三回行わ
れた定期考査では、教科によって勉強方法があいまいで、自分の思い通りにならない結果もありました。なので、こ
れまでの反省を踏まえ、どんなに疲れていても大変なときでも、諦めるのではなく「毎日コツコツ続ける」ことを継
続したいと思います。それは学習でも部活でも続けるということが結果を出すためには欠かせないものだと思うから
です。二つ目は学校行事です。私は後期学級委員になり、様々なことに取り組みました。合唱コンクールではパート
リーダーを務めたり、学年レクでの企画や運営を行ったりしました。クラスの仲間や学級委員同士が一丸となって取
り組んだことで、大きな成果や笑顔、また一体感が生まれるのだと思いました。今年はさらにクラスで意見、アイデ
ィアを出し合い、みんなが楽しめるイベントを考えていきたいと思います。この春からは二年生になります。私たち
が新一年生の先輩であるべき姿を見せられるようにするためには、日々の生活や行いが大切になってきます。そのた
め、普段からのあいさつを心がけ、自分の課題や活動に積極的にチャレンジしていこうと思います。

１月６日（金）１・２年生、ピネス学級は
「在宅オンライン授業」を行いました！
本校では今後感染症や災害の発生等の非常時において学校が臨時休校となった
場合に、「オンライン学習」を実施する予定です。そこで、冬期休業明け、授業
開始の 1 月７日（金）は 1・2 年及びピネス学級で在宅オンライン授業の試行を
行いました。
Google のクラウドサービス（Google Workspace for Education Fundamentals）を
利用して、学校から授業の映像や課題を配信し、生徒は GIGA スクール用に生
徒個人に割り当てられたタブレット端末（Chromebook）を使用して授業に参加
しました。当日は大きなトラブルもなく、2 校時から 4 校時までの 3 時間、順調
にオンライン授業を実施することができました。教員も試行錯誤しながら授業を
進めている部分もあり、分かりにくい場面もあったと思いますが、生徒の皆さん
が真剣に授業に参加している様子が多く見られ、安心しました。
今後もコロナ禍でも「子どもたちの学びを止めない！」ことを目標に教育活動
を進めてまいりたいと思います。

快挙！第 65 回 日本学生科学賞 宮城県 最優秀賞受賞！
中央予備審査入選 3 等！ 2 年 Ｋ・Ｙ さん
2 年 4 組・Ｋ・Ｙ さんが夏休みに理科の
課題として取り組んだ自由研究「松ぼっく
りの鱗片配列にみられる規則性について」
（仙台市理科作品展・最優秀賞）が、第
65 回日本学生科学賞の県審査最優秀賞に
選ばれました。また、中央審査でも見事に
入選し、この度、読売新聞（1/15）で紹介
されました。
鹿納さんは夏休みに家の近くで収集した
松ぼっくり１２個を１ヶ月間こつこつ調べ
て、規則性を発見し、いくつかのグループ
に分類することを発見しました。審査委員
の皆さんから高い評価を受けての受賞・入
選となりました。
また、２年 4 組のＴ・Ｓ さんの研究作
品「骨の溶解とだ液の関係性についての研
究」も県審査最優秀賞に選ばれました。
県入選２８名のうち２名が八木山中生と
いう快挙でした！おめでとうございます！
（２学年理科担当は Ｋ・Ｈ 教諭）

１月１５日 読売新聞
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◇校内書きぞめ展 入選者◇
全校生徒が 12 月から国語の授業で取り組んできた「書き初め」作品が各学年の廊下に掲示されてあります。
以下に入賞された生徒の皆さんを紹介します。（写真は下線の生徒の作品です）
３年 毛筆の部 金賞 Ｆ・Ｎ(3-1) Ｋ・Ｋ(3-3)
銀賞 Ｓ・Ｈ(3-1) Ｓ・Ｈ(3-2)
Ｙ・Ｙ(3-4)
銅賞 Ｋ・Ｔ(3-1) Ｋ・Ｍ(3-1)
Ｓ・Ｍ(3-3) Ｍ・Ｍ(3-4)
硬筆の部 金賞 Ｋ・Ｋ(3-3) Ｈ・Ｍ(3-3)
銀賞 Ｋ・Ｔ(3-1) Ｋ・Ｍ(3-1)
Ｙ・Ｙ(3-4)
銅賞 Ｔ・Ｙ(3-2) Ｈ・Ａ(3-2)
Ｃ・Ｍ(3-3) Ｎ・Ｒ(3-3)

Ｈ・Ｍ(3-2)
Ｔ・Ｙ(3-2) Ｉ・Ｓ(3-4)

２年 毛筆の部 金賞
銀賞
銅賞
硬筆の部 金賞

Ｓ・Ｍ(2-3) Ｎ・Ｙ(2-4)
Ｋ・Ｔ(2-3)
Ａ・Ｋ(2-5) Ｋ・Ｎ(2-5)
Ｔ・Ｍ(2-2) Ｈ・Ｒ(2-4)

Ｕ・Ｎ(2-2)
Ｋ・Ｍ(2-1)
Ｓ・Ｍ(2-1)
Ｋ・Ｍ(2-1)
Ａ・Ｋ(2-5)
銀賞 Ｓ・Ｍ(2-1)
Ｙ・Ｔ(2-4)
銅賞 Ａ・Ｗ(2-2)
Ｋ・Ｒ(2-5)

Ｔ・Ｍ(2-2)
Ｏ・Ｋ(2-3)
Ｓ・Ｗ(2-2)
Ｓ・Ｍ(2-1)

Ｉ・Ｎ(3-3) Ｏ・Ｒ(3-3)
Ｍ・Ｍ(3-3) Ｉ・Ｓ(3-4)
Ａ・Ｒ(3-2) Ｄ・Ｙ(3-2)
Ｓ・Ｍ(3-3) Ｃ・Ｔ(3-3)

Ｓ・Ｙ(2-1) Ｏ・Ｋ(2-3) Ｓ・Ｍ(2-3)
Ｈ・Ｈ(2-2) Ｔ・Ｓ(2-4) Ｏ・Ｋ(2-5)

１年 毛筆の部 金賞 Ｏ・Ｋ(1-1) Ｔ・Ａ(1-1) Ｓ・Ｋ(1-4)
銀賞 Ｗ・Ｈ(1-1) Ｏ・Ｓ(1-3) Ｓ・Ｓ(1-3) Ｎ・Ｏ(1-3)
Ｏ・Ｙ(1-4)
銅賞 Ｏ・Ｒ(1-2) Ｍ・Ｙ(1-2) Ｏ・Ａ(1-3) Ｇ・Ｋ(1-3)
Ｈ・Ｍ(1-4)
硬筆の部 金賞 Ｔ・Ａ(1-1) Ｏ・Ｓ(1-3) Ｓ・Ｓ(1-3) Ｏ・Ｙ(1-4)
銀賞 Ｏ・Ｋ(1-1) Ｔ・Ｍ(1-2) Ｏ・Ａ(1-3) Ｎ・Ｏ(1-3)
Ｓ・Ｋ(1-4)
銅賞 Ｓ・Ａ(1-1) Ｔ・Ｎ(1-1) Ｔ・Ｋ(1-2) Ｉ・Ｊ(1-4)
Ｏ・Ｊ(1-4) Ｔ・Ｍ(1-4)
ピネス 毛筆の部 金賞 Ｉ・Ｍ（3年） 銀賞 Ｉ・Ｓ（1年） 銅賞 Ｋ・Ｈ（3年）
硬筆の部 金賞 Ｉ・Ｍ（2年） 銀賞 Ｉ・Ｙ（3年） 銅賞 Ｓ・Ｈ（2年）

◇2・3 月の主な行事予定◇
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）新入生児童への学校説明（オンライン）
16（水）職員会議・わたげの会
17（木）各種委員会
24（木）予餞会
25（金）中央委員会
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

★保護者の皆様、八木山中学校の「教育活動に関するアンケート」につきまして、御協力ありがとうござい
ました。集計結果（回答）は 2 月末に配付予定です。
《新型コロナ関係のお願い》
・発熱や濃厚接触（検査対象者）により、本人や御家族がＰＣＲ検査を受ける場合は学校まで早めに御連
絡をお願いします。
☆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）
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