
1 

 

 

 

 

 

 
 

◇令和３年度 生徒在籍数（令和 4年 3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３年度の全教育課程が修了しました！ 
コロナ禍の中学校生活が続きましたが、生徒の皆さんは本当によく頑張りました。 
生徒の皆さんの来年度の更なる活躍と成長を期待しています。 
 
今年の冬は例年よりも寒い日が多いのですが、ガラス越しに教室に

差し込む温かな日差しに春の訪れが感じられる季節になりました。3
月 12 日（土）に第 49 回「卒業式」が行われ、卒業生１２９名が立
派に学び舎を巣立っていきました。そして、本日は令和３年度の修了
日となり、1 校時に体育館にて「修了式」が行われました。2 校時の
学級活動の時間には各担任から生徒の皆さん一人ひとりに通信票と修
了証が授与され、１・２年生・全２６９名が修了・進級いたしました。
お子様の進級まことにおめでとうございます。 
今年度もコロナ禍により、引き続き難しい学校生活となりました。

しかし、生徒の皆さんは決して下を向くことなく、明るく前向きに学習や部活動、行事に取り組む姿が見られま
した。本当にたくましく成長したと思います。各学級、授業への参加姿勢がすばらしく、意欲的に学習に取り組
む姿が多く見られました。今後も学力向上を目指し、高い意識をもって学習に取り組むことができるように、教
科指導や学習支援を進めてまいりたいと思います。そして、「学校が楽しい」と感じている生徒が多いことも八
木山中の特色であり、何よりもうれしいことです（仙台市学習状況調査による）。普段の学校生活では、いつも
明るく、笑顔があふれていました。また、周囲の状況を良く見て、困っている人にそっと手を差し伸べたり、優
しい声がけをしたりできる生徒が多いことも八木山中生の良さだと思います。このように様々な場面から生徒の
皆さんの心の成長を感じることができた１年でした。 
この１年間、生徒の皆さんは自分の良さを伸ばしながら、充実した学校生活を送ることができました。この

成果を大切にして、来年度、新たな学年・学級で新たなスタートを切ってほしいと思います。 
 
この１年間、コロナ禍の難しい学校運営になりましたが、保護者の皆様、地域の皆様より力強い御支援と

御協力を賜り、生徒の皆さんは立派に卒業式と修了式の日を迎えることができました。本当にありがとうご
ざいました。来年度も生徒の皆さんが学習に部活動、そして行事にと精一杯頑張っていけるように教職員一
同全力で指導、支援をしてまいります。保護者の皆様、地域の皆様も、宝物である子ども達を温かく見守っ
ていただき、よりいっそうの励ましと応援を賜りますようにお願い申し上げます。 

 

第 49回 卒業式 が行われました！ 
１２９名が義務教育全課程を修了し、八木山中学校を卒業しました！ 
 

3月12日（土）に八木山中学校第49回 卒業式が厳粛な雰囲気の中
で挙行されました。卒業証書を受け取る卒業生の皆さんの姿はとても
凛々しくとても立派でした。本当にすばらしい卒業式であったと思い
ます。中学校３年間のうち、２年以上がコロナ禍での学校生活になり
ました。部活動が中止になったり、行事の縮小や延期になったりと本
当に悔しく悲しい思いをした２年間だったと思います。しかし、受け
入れ難い困難な決定や状況を真摯に受け止め、すぐに卒業と進路実現
に目標を切り替え、未来に向かって力強く歩み始めました。八木山中
学校が名門校と言われる所以と八木中生のすばらしさを卒業生の皆さ
んは立派に示したと思います。 
３年生の皆さん「御卒業まことにおめでとうございます。」新たな進路での御活躍を心から願っております。

卒業式の前日、1 年生は校内清掃や教室装飾など、2 年生は会場準備などに心を込めて一生懸命取り組みました。
3年生への感謝の気持ちをしっかりと伝えることができたと思います。 
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卒業式では「式辞」として 校長先生から以下のような卒業生へのはなむけの言葉がありました。 
卒業生の皆さん、八木山中学校で過ごした３年間を振り返り、今どん

な思いが胸に去来しているのでしょうか。この２年間はコロナ禍で様々
な制約があり、我慢を強いられることが多くありました。予想もしなか
った状況に困惑し、さぞ辛い思いをしたことでしょう。しかし、その中
で「当たり前の日常」を見つめ直し、学校生活や友達の存在、家族の存
在を大切だと感じたと思います。「本当に大切なものは何か」を考える
機会にもなったと思います。そのことが、皆さんを人間的により一層成
長させたことは間違いありません。義務教育修了の門出にあたって、卒
業生の皆さんに「はなむけの言葉」として、大切にしてもらいたいこと
をお話しします。１つ目は、作家の井上靖さんが残した、「努力する人
は希望を語り、怠ける人は不満を語る。」という言葉を紹介します。こ
れは、私が大切にしている言葉です。人間は弱いので、困難な状況に置かれて辛くなると、誰かのせいにしたり、世
の中が悪いと嘆きたくなったりします。しかし、同じ境遇にあっても、「こんなことを実現したい」「そのために自
分は何をしようか」と考える人は、前向きに努力する方向に進んでいきます。不満をいくら並べ立てても、状況は改
善しませんし、努力をしなくなってしまうものです。皆さんには、自らの夢や希望を大切にし、その思いを熱く語り、
地道に努力を重ねる人になってほしいと思います。もう１つ、大切にしてほしいことがあります。それは、「人に貢
献すること」です。どれだけ人の役に立つことができるか、それによって皆さんの人生の「輝き」は違ってきます。
学生時代の成績や諸活動での活躍は、大人になると、その人の価値を測るものさしにはなりません。コロナ・パンデ
ミックや国際的な紛争、地球規模の気候変動など、グローバルな問題が多く、確かな見通しが持てない時代ですが、
このことを忘れずに心豊かな人生を送ってほしいと願っています。 

 

門出のことば 卒業生代表 3年生 Ｃ・Ｔ さん 
 
「ごまかしの道を拒否して真剣に生きている者なら、誰しも挫折を感じるはずだ。」レーシングドライバーのアイルトン・セナの

言葉です。中学校生活はこのことを強く感じる３年間でした。１０月にあった私たちの最後の合唱コンクールの練習は、一筋縄では
いきませんでした。難易度の高い曲に、伴奏とハーモニーが合わず、何度も練習したクラス、練習がまとまらず、パートリーダーを
中心に工夫を凝らしたクラス、なかなかうまくいかず、困難や壁を感じた人も多くいたと思います。しかし今思えば、一人ひとりが
金賞を目指して努力したからこその壁だったということです。３年生を理由に、受験勉強など、自分のやりたいことをやることもで
きたはずです。その中で「自分はいいや」とごまかしの道を選ぶことなく、努力し続けたことで、本番は努力の成果が感じられると
ても素晴らしい合唱がホールに響いていました。また部活動でも様々な思い出ができました。私の一番の思い出は中学３年生での駅
伝大会です。毎日朝早くから集まり、仲間と協力し合いながら厳しい練習に耐えた日々。そして迎えた市駅伝大会では良い結果が残
せず、大きな挫折を感じました。そこから次の大会に向け、より一層練習の質を高め、選手以外の人も参加しながら切磋琢磨し合い
ました。東北大会に駒を進めることはできませんでしたが、県大会では、チームとしては今までで一番のタイムを出すことができま
した。駅伝に限らず、全ての部活動は一人の力では成し遂げられないものでした。時には仲間と意見が食い違い、気持ちが入らない
状態での活動をしたり、練習をしても良い結果が残せなかったりして、多くの挫折を感じることもあったと思います。しかしその経
験を通して得られた友情や思い出は私たちにとって、かけがえのない宝物になったはずです。１年生の終わりころから新型コロナウ
イルスに翻弄され続けた２年間。様々なことに制限がかけられる中、抗うことのできない現状にもどかしさを覚えることもありまし
た。中学校生活一番の大イベント、修学旅行。全員が、東京に行くことに心を躍らせていましたが、日を重ねるごとに、行先がどん
どん宮城県に近くなり、どんどん宿泊日数が短くなっていき、最終的な行先は岩手県、気分が沈んでいた人もいました。しかし、修
学旅行が終わり、バスから降りてくるとき、誰一人として、楽しくなかったと思う人はいなかったはずです。全員が満足感や、達成
感に満ち満ちた笑顔でした。 小岩井農場の自然を堪能しつくした自主研修、ホテルから月の見えるオーシャンビューを眺めた夜。困
難の中で価値や楽しみを見出すことで、東京では経験できないことを学び、自ら率先して行動することの大切さが分かりました。 こ
のような色々な活動を楽しく、有意義にできたのは熱心に指導してくださった先生方のおかげです。様々な行事を通して、集団とし
て協力し、勝敗に関係なく、より良いものを作ろうとする姿勢、部活動を通して、自主的、自発的に行動し、努力する大切さを学び
ました。勉強のことだけでなく、生涯にわたって、人として大切なことを教えてくださった先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。
そして私たちがここまで成長し、３年間の中学校生活を無事に終えることができたのは、一番近くで見守っていてくれた家族のおか
げです。面倒を見てくれることを当たり前のように感じ、ときには逆らったり、心配をかけたりしたこともありましたが、旅立ちの
時を迎え、改めて、家族のあたたかさ、ありがたさを感じています。八木山中学校という学び舎、ともに同じ時間を過ごしてきた友
達や先生方とは今日でお別れです。寂しさもありますが、この学校目標の「自主」「連帯」「創造」の精神と、３年間で培ったもの
全てをこれからの人生に活かし、どんなに辛く困難なことがあっても、前を向いてこれから先の未来へ邁進していきます。 

 

送ることば 在校生代表 2年生 Ｋ・Ｍ さん 
 
今思い返せば、皆さんはいつも私たちを導く光でした。２年前の春、初めての校舎、初めての友人、小学校との違いに戸惑う私た

ちを温かく迎えてくださいました。何気ない一言、表情、そして行動のおかげで、不安だった中学校での生活が明るく希望に満ちた
ものに変わりました。私たちにかけてくださった、優しさにあふれる言葉、そして時には厳しい言葉は今の私たちを形作っている大
切なものであり、かけがえのない思い出です。私が皆さんを最初に身近に感じることができたのは部活動でした。生き生きと部活動
に取り組む姿を見て、私たちはこれからへの期待に胸を膨らませました。わからないことがあるときには、親切にアドバイスをして
くださいました。激励会で胸を張ってお互いを高めあうように輝く姿は私たちの憧れでした。八木山中祭では、３年生の皆さんが用
意してくださった興味深い展示やステージに触れることができ、かけがえのない時間を過ごすことができました。今年の八木山中祭
はコロナ禍の影響により、例年とは違う生徒のみでの開催となりました。企画段階から八木山中祭当日まで、密を避けるなどの様々
な制約がありました。その中で、できる限りのことを皆で話し合い、悔いのない八木山中祭にしようと努力なさっていました。私た
ちは、そんな前向きな姿勢に何度も後押しされました。そして、素晴らしいステージ発表や展示で、笑顔に溢れる八木山中祭となり
ました。生徒や先生方をはじめ学校全体が華やかな雰囲気に包まれていたことが、印象に残っています。この八木山中祭を通して、
最後まで諦めずに仲間と共に行動すれば、どんな状況でも輝けるということを教えていただいたと思っています。そして、校内合唱
コンクール。実際に会場で、先輩たちの合唱を聴くことはできませんでしたが過去の音源を聞いて、私たちは一心に皆さんの背中を
追いかけていきました。練習強化期間の皆さんの歌声は、とても感動的で私たち一人一人の心を動かし、学校全体が歌によって団結
していくのを肌で感じることが出来ました。皆さんは八木山中学校をいつもリードしてくださいました。生徒会の最高学年として、
率先して行動し意見を出してくださる皆さんに、時に甘えてしまうこともありました。しかし、いつも優しく私たちに手を差し伸べ
てくださいました。皆さんが部活動を引退し、新しい生徒会執行部が発足してから、私たちは毎日、懸命に「受け継ぐ」ということ
を意識してきました。３年生の皆さんがいない部活動で、執行部で、戸惑うこともたくさんありましたが、安心して卒業できるよう、
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一歩一歩協力して前進することが出来ました。私達は、皆さんの一つ一つの行動すべてが今の八木山中学校を形作っているのだ、と、
今改めて感じています。３年生の皆さんは八木山中学校の光です。それは、これまでも、これからも、ずっと変わることはありませ
ん。皆さんが八木山中学校を大切に思っているということが日常から伝わってくるからこそ、私たちは前に進むことができます。皆
さんが築き上げた伝統や思いを受け継ぎ、この八木山中学校を更に発展させられるよう努力していきます。そして、私達自身が、八
木山中学校を照らす新たな光となれるよう邁進していきたいと思います。ご卒業をお祝いすることができ、嬉しく思う反面、明日か
らはこの学校で皆さんに会うことができないと思うと、心細く、寂しい気持ちが込みあげてきます。しかし私たちは、皆さんが試行
錯誤をし、コツコツと努力を積み重ねてきた姿をずっとみてきました。その大きな背中から学んだことは、これまでの２年間で私た
ちの胸にしっかりと刻まれています。今、３年生の皆さんは、未来への希望や期待を胸に、新たな道への第一歩を踏み出そうとされ
ています。時には道が険しく、くじけそうになったり、不安になったりすることもあると思います。そんな時は、共に過ごしたかけ
がえのない仲間、私たち後輩、そして先生方の笑顔を思い出してください。皆さんはいつまでも私たちの憧れです。これからも私た
ちにとって、輝き続ける存在でいてください。新しい環境でそれぞれの夢に向かって突き進んでいく先輩たちを心から応援していま
す。 

 

令和３年度「修了式」が行われました！ 
１・２年生：２６９名が各学年の教育課程を修了し、進級しました！ 
 

本日 1 校時に令和３年度の修了式が行われました。各学年とピネス学級の代表生徒が今年度の学校生活を振
り返り、その成果や課題、そして来年度に向けての期待や抱負を立派に発表しました。 
  

2学年 代表のことば 「修了式の言葉」 １組  Ｍ・Ｔ さん 
  
２学期を振り返って、私は自分の成長と今後に向けての課題を感じています。自分自身、成長したと考えているのは、様々な視点

で物事を考えることができるようになり、疑問や課題を持つことが多くなったことです。私は「人生ただ生きているだけではおもし
ろくない」と考えています。普段生活している中で感じた疑問や世の中で起こっている出来事への疑問、そして授業や習い事の課題
について、自分なりに考えてきました。自分で調べたり、周囲に相談したりして、立場を変えて考えてみることの大切さに気付き、
自分の考えを深めることができたと感じています。「難しいこと」はたくさんありますが、なぜだろうと考えることで、自分の考え
が多く生まれると思いました。そして、「難しいこと」は「興味」へと変わっていきました。また、改善すべきところを自ら見つけ、
改善しようと試みることが大切だと感じています。それが意識と行動に変わり、成長へとつながると思います。このように考えられ
るようになったのは、自分と向き合えるようになったからです。私はサッカーをしているのですが、自分と向き合うことはとても大
切です。例えば、体のコンディションを知っておくことや強み、弱みを知っておくことでけがを防ぎ、自分の伸ばすべきところを認
知できることで能力向上につながります。自分と向き合うことで自然と意識が高くなり、練習の質が上がりました。今後もしっかり
向き合っていきたいです。一方、私の課題は、一つの事柄に対して深く考えすぎてしまうことです。例えば、試合の内容を振り返っ
て、あの時のあの判断は本当に良かったのかと考え込んでしまうことがよくありました。その原因はわかっています。自分への理想
が高すぎるところです。高い目標を持つことは大事ですが、一気に行おうとしなくてもよいのではないかと気づきました。「継続は
力なり」ということわざのように、小さな努力を積み重ねることが自分を強くするために大切なことです。今後、うまくいかないこ
とはあると思います。そのときは、下を向かず、前向きにとらえ改善し、成長へとつなげていきたいと思います。４月には３年生に
なります。毎日が忙しくなるでしょう。そのときは「今の自分に何が必要か？」「成長するために何をすべきか？」ということをし
っかり考え、一日一日を大切に一歩一歩精進していきたいと思います。 

 

ピネス学級 代表のことば  「１年間を振り返って」 ２年 Ｓ・Ｈ さん 
 
この１年間を振り返ると、成長して嬉しかったこともあれば、まだまだ成長が足りない部分もいくつかあります。まず、生活面で

成長した点のひとつ目は、ピネスの教室掃除を、毎日するようになったことです。もともとピネスの掃除は、金曜日に週１回だけで
したが、２年生の２人の仲間と協力して、毎日掃除をするようになりました。ふたつ目は、先生に敬語を使えるようになったことで
す。今までは、つい友だち言葉で話してしまい注意されていましたが、少しずつ気をつけて敬語で話すことができるようになりまし
た。学習面では、漢字を以前より書けるようになったことです。以前は面倒くさがって練習しなかったので、漢字があまり書けなか
ったけど、この１年間で少しずつ練習するようになり、先生にお願いして宿題も出してもらうようになったおかげで、だいぶ漢字が
書けるようになりました。数学でも、授業で班をつくり、分からないことや解き方、考え方をお互いに聞くようなやり方をするよう
になって、今までよりも少しずつ理解できるようになりました。友だちだと聞きやすく、逆に聞かれると自分が分かってないと教え
られないので、自然と自分から学習するようになってきました。次に、成長が足りない部分です。それは相手の気持ちを考えられな
いことがあることです。僕は相手の立場に立って、相手の気持ちを考えることがものすごく苦手なので、つい相手の嫌なことを言っ
て、相手を怒らせたり嫌な気持ちにさせたりすることがありました。それで、先生や親からも注意されることがあります。ＳＳＴの
学習なので、相手の立場に立ってものを考える練習をすると、嫌なことを言われた相手の気持ちが少し分かるようになってきました。
それでも僕はまだまだなので、これからもトレーニングを続けていきたいです。学習についても、少しは学習をするようにはなって
きましたが、僕の行きたい高等部のレベルには達していません。僕は将来、一般就労することを目指したいので、苦手な国語や数学
をもっともっと学習する習慣を身につけるようがんばっていきたいです。４月から僕は３年生になります。去年もコロナで学校の行
事やピネスの行事がほとんどできませんでした。来年こそはコロナが落ち着いて、行事がたくさんできることを願っています。そし
て受験生になります。進路のことも将来のこともしっかり考えながら、充実した１年間にしたいです。 
 

１学年 代表のことば  「１年間を振り返って」 ２組 Ｉ・Ａ さん 
 
入学して早くも１年がたちます。今思うとこの１年間、ここまで本当にあっという間でした。入学した当初は不安と心配の日々で

した。しかし、そんな中、友人たちに支えてもらって１年間を終えることができたと感じています。本当にここまでたくさんの出会
いと経験をしてきました。私がこの１年で一番心に残っているのは合唱コンクールです。私は指揮を担当しました。まだまだ関わり
が少ないクラスメイトもいる中、学級をどうすればまとめることができるのか、どのように声を掛ければ良いのか日々悩みました。
そんな時、友人たちが支えでした。一人で何かをするのではなく、皆で相談し合い、協力していくことの大切さを学んだと思います。
学級も次第にまとまり、銀賞をとることができてとても思い出に残りました。金賞はとれませんでしたが、皆でより良いものを作ろ
うと練習した日々は私にとって大切な時間でした。私は２学期、学年委員を務めました。小学校の時の自分を考えれば学級の中心に
立って何かをするということは考えられませんでした。同じ学年委員の協力や学級の皆の支えもあってここまでやってくることがで
きたと思っています。今までは見えなかった自分の新たな道が見えたように感じました。この１年間で学んだこと、新たに身に付い
た考え方やクラスメイトとの関わりを大切にしていきたいと考えています。もうすぐ私たちは２年生です。「先輩」とよばれる立場
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になります。今まで先輩たちに道を示してもらってきていました。教えていただいたことや見て学んできたことを今度は自分たちも
示していく必要があると考えています。それと同時に、クラス替えが行われるので２年生でも新しい友人との出会いがあると思いま
す。新しい関わりも大切にして、２年生でも皆でもっと成長していくことのできる日々を作り上げていきたいと思います。 

 

 3月 11日 東日本大震災から 11年。「防災集会」を行いました。 
 

3 月 11 日（金）の１校時に「防災集会」を行
いました。今年度は次の日に卒業式を控えている
３年生も参加しての全校集会になりました（３年
生は体育館、1・2 年生は教室からオンライン参
加）。最初に震災当時に中学生であった丹野先生
と庄子先生から中学生として震災にどのように関
わったのかという経験について講話を行いました。
同じ部活動の仲間とともに避難所でのボランティ
ア活動を行った話などがありました。次に生徒会
執行部から「仙台市の小中学校による復興プロジェクト」についてスライドで説明があり、七夕祭りで飾られる
予定の全校生徒で制作した「折り鶴」の披露がありました。これからもこのような取り組みを継続し、震災・防
災を学び、次の世代に伝えて行くことが必要であると思います。 
また、３月 16 日（水）に県内で震度６を超える地震が発生しました。避難所の開設準備をいたしましたが、

避難者はおりませんでした。幸いにも八木山中に大きな被害はなく、翌日から授業を行うことができました。 
 

世界に羽ばたく八木中生へ  実業家 八木 久兵衛 の「志」に学ぶ 
  
皆さんは「八木 久兵衛」という人物を御存知でしょうか？ 
明治の仙台の実業家で、市議会議員や国会議員も務めました。後にあの

渋沢栄一の推薦で七十七銀行の頭取になり、仙台経済界の発展のために手
腕を振るった人物です。大正 13 年には私財を投じて約 150 万坪に及ぶ雑
木林の広がる八木山（当時は越路山）を買い取りました。吊り橋や道路を
造り、高台には遊園地や公園、陸上競技場を造りました。昭和４年には八
木山球場が完成し、あのベーブルースがホームランを打ったことで有名で
す。開発を終えると八木家は施設のすべてを無償で仙台市に寄付しまし
た。それでは、なぜ久兵衛は私財を投じて八木山の地を開発したのでしょうか？実は当時の仙台は結核の死亡率
が高く、その状況を憂いた久兵衛は市民の健康増進のために空気の良い八木山に運動施設を造ることを考えたの
です。人生を八木山の開発に捧げた久兵衛の生き方、功績は偉大であり、真に尊敬すべき人物であると思いま
す。来年、新一万円札の肖像になる渋沢栄一。仙台にはその渋沢が認めた郷土の大偉人、八木久兵衛がいたので
す。久兵衛が高い志をもち、仙台市民の幸せを願い拓かれた八木山地区。生徒の皆さんには、この地にある八木
山中学校で学ぶことに誇りをもち、大きな「志」をもって世界に羽ばたいてほしいと思います。                                

（教頭・伊藤） 

連絡 
 

・離任式について 
３月２８日（月）午前８時４０分より校庭において行います。（雨天の場合などは体育館及び教室よりオンライン

実施になる場合があります。）なお、教職員の人事異動につきましては明日の朝刊で御確認ください。 
 

・明日からの春期休業について 
明日 3 月２５日（金）から 4 月 7 日（木）までの 2 週間が春期休業となります。新年度の準備で忙しい期間にな

りますが、御家庭で新年度の予定を確認し、目標をもって良いスタートが切れるように御支援願います。時にはゆ
っくりと体を休め、心身ともにリフレッシュして新年度を迎えることができると良いと思います。 

 

◇４・５月の主な行事予定◇ 
4/ 5（火）新入生予備登校（１年） 

8（金）着任式・1学期始業式（２・３年） 
9（土）入学式（13日が予備日） 
11（月）振替休業日 
14（木）仙台市標準学力検査 
15（金）対面式  

 18（月）各種委員会・発育測定 
 19（火）中央委員会 全国学力・学習状況調査（３年） 
 21（木）～23（土）3年修学旅行（東京方面） 
 25（月）・26（火）1年宿泊研修（栗原市） 

5/  2（月）授業参観・学級懇談会・学年保護者会 
ＰＴＡ総会 

   6（金）職員会議・地区生徒会 
10（火）２学年野外活動（～12日）（秋田・岩手県） 

 11（水）３年ファイナンスパーク（～13日） 
16（月）前期教育実習開始（～6/3） 
18（水）各種委員会 
26（木）中央委員会 
30（月）生徒会総会 
31（火）部活動保護者会 

☆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） 


