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【協働型学校評価の目標】 思いやりや感謝の気持ちを持ってかかわり合う生徒の育成 

 
第２学期が始業しました。令和２年度も後半に入ります。卒業・進級に向けて，
生徒の皆さんの学びが更に充実するように教育活動を進めて参ります！ 

 
◇令和２年度 生徒在籍数（10月 23日現在）◇ 

  １学年：１４６名，２学年：１３２名，３学年：１３６名；計４１４名 
  
秋季休業期間が終わり，10 月 15 日（木）より第 2 学期がスター

トしました。全校生徒 414名が元気に 2学期始業日を迎えることが

でき，本当にうれしく思います。1学期はコロナ対応に関わり様々な

制約のある学校生活でしたが，全校生徒が落ち着いて学習や部活動

に取り組み，着実に成長の足跡を残すことができました。生徒の皆

さんの頑張りに感心しております。 

さて，2学期は進級，そして卒業へと向かう大切な期間となります。

コロナ収束の見通しがまだ付かない状況ではありますが，学校とし

ても生徒の皆さんの学びが更に充実するよう，出来うる限りの指

導・支援を行い，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育活動を進めて参りたいと考えて

います。2学期も保護者の皆様の御理解と御支援をどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

第２学期の始業式，４名の代表生徒が立派に
作文発表を行いました！ 

 
10月 15日（木）の 1校時に第 2学期の始業式（放送）が行われました。各学年の代表生徒が 2学期の

自分自身や学年全体の抱負を立派に発表しました。教室で話を聴いている生徒の皆さんの姿勢も立派でした。 
 

3学年代表のことば 4組 Ｏ・Ｉ さん 
 
新型肺炎の影響でスタートが遅れた学校生活もあっという間に時間が過ぎ，今日から始まる２学期は私たち３年生に

とって，義務教育最後の学期になります。学年として残り少なくなってきた日々をより充実したものにするために，私
なりに考えをまとめてみました。まず，学習面では，これまでと比べると学習意欲が向上し，志望校合格のために取り
組む学習の量と時間が増えてきています。しかし，未だに受験生の自覚が確立しておらず，受験との向き合い方が分か
らない人もいるように感じます。学年全員が受験生としての自覚を持つためには，１人１人が受け身ではなく，積極性
を持って学習することが大切だと思います。例えば理解したつもりのことを言葉にすることで，より正確な理解につな
がると思います。学年全体で切磋琢磨し合い，受験に立ち向かっていきましょう。次に，行事への取り組み方です。先
日，合唱コンクールが行われました。学級関係なしに，励まし合ったり，感想を伝え合ったりしている姿が，私にはと
ても印象的でした。３年生になり，合唱コンクールが学級単位のものではなく，学年で認め合えるものになったことが，
私たちの成長を証明したと思います。バレーボール大会や修学旅行の代替行事は，今までに関わりの少なかった人と関
わることのできる良い機会だと思います。できるだけ多くの人と積極的に交流し，充実した時間を過ごしましょう。卒
業までの登校日数は８７日です。それぞれがやるべき事にしっかり取り組みながら，仲間との楽しい思い出をたくさん
残していきましょう。 

 

2学年代表のことば  4組 Ｍ・Ｍ さん 
 
コロナウイルスの影響により，異例のスタートを切った１学期が終わり，２学期が始まりました。臨時休校などもあ

り，１学期に充実した学校生活を過ごせなかった今こそ，２学期の過ごし方がとても重要になります。そのために，今
学期大切にしたいことが２つあります。１つ目は，学年での団結力です。先日行われた合唱コンクールでは，どのクラ
スも練習を重ねたすばらしい合唱を届けていました。また，本番をひかえているバレーボール大会に向けても，優勝を
目指して，体育の授業で練習に取り組んでいます。これらの行事を通し，クラスの団結力は随分高まったと思います。
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しかし，学年全体で見るとどうでしょうか。この先ある野外活動などのためにも，クラスの壁を越えた学年での団結力
を高めていきたいです。そのために，仲の良い友人やクラスメイトだけでなく，活動の輪を広げ学年での交流を増やし
ていけたらと思っています。２つ目は行動力です。部活動では３年生が引退し，私たち２年生が１年生をひっぱってい
かなければなりません。２年生はもうたよられる立場にあるので，自主的に行動するだけでなく，視野を広げ，まわり
に声をかける必要もあります。今まで以上に力を発揮し，誇れる活動ができるようにしていきたいです。また，２学期
には中間テスト，期末テストの両方があります。中間テストまでは約１ヶ月しかありません。２学期の成績で満足せず，
今までの勉強方法を見直して効率よく取り組めるようになっていきたいと思います。これからの八木山中学校を背負う
のは私達です。どのような場面でも，私達が八木山中生であることに自信が持てるようにしていきたいです。 

 

1学年代表のことば  5組 Ｈ・Ｎ さん 
 
私が２学期に頑張りたいことは，勉強面では，予習復習を１学期以上にすることです。１学期にも予習復習はやって

いたけれど，苦手なところが克服できないままだったので，２学期には，しっかり予習復習をして，苦手なところをな
くせるようにしたいと思います。また，１学期の期末考査の時にワークを早く終わらせていなくて，自分の勉強ができ
る時間が少なくなってしまったので，２学期のテスト前には早めにワークなどの課題を終わらせて，自分の勉強の時間
を多く作れるようにしたいです。生活面では，５分前行動を常に意識して生活できるようにしたいです。また，１学期
は学校内でも学校の外でもあいさつをする回数が少なかったので，いつでも気持ちの良いあいさつができるようにした
いです。部活動では，自分の目標タイムで走れるように，練習以外のこともきちんとやり，練習では常に集中して全力
でできるようにしたいです。２学期には，校内バレーボール大会や校外学習があるので，みんなで協力して，行事に取
り組めるようにしていきたいと思います。また，２学期，私は学年委員になったので，１学期にできなかった声掛けや
あいさつを意識して生活していきたいと思います。 

 

ピネス学級代表のことば  2年 Ｋ・Ｈ さん 
 
僕が２学期に頑張りたいことは３つあります。１つ目は，部活動です。僕は野球部に所属しています。僕の目標は，

レギュラーになることです。そのために，外野の守備練習をして，フライを捕れるようになりたいです。バッティング
では，速い球も打てるように素振りやトスバッティングを頑張ります。また，チームメイトが力を出せるように，大き
な声で応援します。２つ目に頑張りたいことは，いろいろな行事です。もうすぐ，バレーボール大会と野外活動があり
ます。クラスの友達と協力して，思い出に残る行事にしたいです。３つ目に頑張りたいことは，生活面についてです。
僕は，友達と楽しく遊んでいても，つまらないことでついカッとなって，喧嘩してしまうことがありました。友達と仲
良く過ごせるように言葉遣いや接し方に気をつけます。そして１学期は，朝の準備をのんびりとしてしまい，遅刻する
ことがありました。朝の準備を素早くして，２学期は遅刻をしないようにします。２学期は，これらのことを頑張って，
楽しく充実した日々にしたいです。 

  

校内合唱コンクール 八木中生の心を一つに！素晴らしい合唱が発表できました！ 
 
 
 

10 月 2 日（金）トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホールにおいて，校内合唱コンクールを開

催いたしました。コロナによる臨時休校等により当初の予定よりも 3ヶ月遅れ，そして会場も変更するとい

う状況でしたが，保護者の皆様の御理解や会場関係者の皆様の御協力で実施することができました。心より

感謝いたします。 

さて，9 月 23 日（水）から合唱強化期間となり，本格的に練習が始まりました。それぞれの学級では，

合唱を作り上げる過程で様々な苦労があったと思います。当日まで，学級全員でいくつかの山を乗り越えて

練習に取り組んできた経験は，そのどれもが学級を成長させるとともに，良き思い出となり，団結力を大い

に高めたことと思います。当日は学年ごとの開催ではありましたが，各学級ともに素晴らしい合唱を発表し，

八木山中生の音楽性の高さと心の豊かさを大いに表現してくれました。審査員の先生からもお褒めの言葉と今

１学年テーマ 笑顔で声を響かせよう 
２学年テーマ 響け歌声 届け思い 
３学年テーマ 僕らのハーモニーで 新たな時代へ いざ出陣 
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後の上達のためのポイントをお話していただきました。そして，当日は多くの保護者の皆様に会場にお越し

いただき，生徒の発表を御覧いただきましたことに心より感謝申し上げます。生徒の皆さんの笑顔と充実し

た表情に行事の良さを再確認した素晴らしい１日になりました。 
 

賞 / 学 級 自 由 曲 指 揮 者 伴 奏 者 

２年１組 時の旅人 〇Ａ・Ｒ Ｔ・Ｎ 

金賞 ２年４組 次の空へ Ｏ・Ｓ Ｉ・Ｒ 

銀賞 ２年３組 きみにとどけよう Ｃ・Ｔ Ｓ・Ｍ 

２年２組 空高く Ｋ・Ｙ 〇Ｍ・Ｍ 

１年３組 この星に生まれて Ｋ・Ｒ Ｈ・Ｎ 

１年２組 生命の羽ばたくとき Ｍ・Ｒ Ｏ・Ｔ 

１年１組 そのままの君で Ｅ・Ｋ Ｙ・Ｔ 

金賞 １年４組 星座 〇Ｔ・Ｓ Ｗ・Ｋ 

銀賞 １年５組 翼を広げて Ｗ・Ｙ 〇Ｔ・Ｓ 

３年３組 証 Ｔ・Ｒ 〇Ｔ・Ｈ 

銀賞 ３年４組 未来へ Ｔ・Ｍ Ｓ・Ｒ 

３年１組 Ｇｉｆｔｓ Ｗ・Ａ Ａ・Ｒ 

金賞 ３年２組 虹 〇Ｎ・Ｈ Ｈ・Ｋ 

                    ○優秀指揮者賞・優秀伴奏者賞 

市新人大会！八木山中運動部大活躍！  

 市新人大会が 10月 10日（土）・11日（日）に行われました。悪天候の中でしたが，各部選手の皆さん

は正々堂々と試合に臨み，これまでの練習の成果を存分に発揮することができました。 

 陸上部は，男子 4×100ｍリレーが大会新記録で優勝するとともに，7名が入賞，学校対抗で男子が全市 2

位になりました。野球部，バスケットボール部女子が太白区ブロック優勝，剣道部個人や新体操部・女子種

目別個人で優勝者が出ました。 

３年生の皆さんが，心を込めて書いてくれた応援メッセージが昇降口に掲示されています。後輩たちは大

いに励まされたと思います。そして，保護者の皆様には温かな応援をいただくとともに，送迎やお弁当の準

備など朝早くから御協力ありがとうございました。 
 

【仙台市新人大会 受賞記録】 
〇野球部       太白区第１ブロック【第１位】全市大会進出 

〇バレーボール部   太白区【第３位】 

〇ソフトテニス部男子 太白区個人【第２位】Ｏ・Ｓ（２－４），Ｔ・Ｋ（２－４）県大会出場 

太白区個人【第５位】Ｈ・Ｓ（２－３），Ｓ・Ｔ（２－１） 

〇ソフトテニス部女子 太白区個人【第５位】Ｔ・Ｓ（２－３），Ｃ・Ｍ（２－４） 

〇バスケットボール部女子 太白区Ｄブロック【第１位】全市大会進出 

〇剣道部       太白区１年男子個人【第１位】Ｙ・Ｈ（１－１）県大会出場 

〇陸上部            仙台市 男子総合【第２位】 

男子４×１００ｍリレー【第１位】※大会新  

Ｓ・Ｙ（２－１），Ｉ・Ｒ（２－４） 

                                                 Ｓ・Ｋ（２－１），Ａ・Ｋ（２－３） 

男子２００Ｍ 【第３位】Ａ・Ｋ（２－３）【第６位】Ｋ・Ｈ（２－４） 

男子４００Ｍ  【第３位】Ｏ・Ｓ（２－４） 

男子８００Ｍ 【第７位】Ｓ・Ｈ（２－３） 

男子３０００Ｍ【第７位】Ｋ・Ｎ（２－１） 

男子１年走幅跳【第８位】Ｓ・Ｍ（１－３） 

男子四種競技 【第２位】Ｙ・Ｉ（２－４）           ※全市開催 
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〇新体操部      女子１年クラブ【第２位】Ｈ・Ｒ（１－２）【第４位】Ｙ・Ｒ（１－４） 

【第７位】Ｔ・Ｍ（１－３） 

女子２年クラブ【第２位】Ｋ・Ｍ（２－１）【第８位】Ｎ・Ｍ（２－１） 

女子２年ボール【第６位】Ｎ・Ｙ（２－３） 

女子１年リボン【第５位】Ｋ・Ｒ（１－１）【第８位】Ｋ・Ｍ（１－４） 

女子２年リボン【第１位】Ｈ・Ｍ （２－４）           ※全市開催 

〇柔道部       男子６６㎏級 【第２位】Ｏ・Ｋ （２－１）           ※全市開催 

ＰＴＡ関係コンクール 多くの出品ありがとうございました！ 
夏季休業期間に取り組んでいただいたＰＴＡ関係のコンクールにつきましては，多くの生徒と保護者の皆様に

出品いただきありがとうございました。本校からも６作品が入賞しました。入賞者の皆様おめでとうございます。

11月8日（日）にWeb開催の市ＰＴＡフェスティバルにおいて作品が展示発表される予定です。 

『三行詩』コンクール 

優秀賞 Ｏ・Ｒ 様『つきない会話 言葉をつむぐ 心をつむぐ』 

  佳作  Ｋ・Ｃ  様『長い長い休み こんなに一緒に過ごせる事は もうないだろうと宝に思う』 

佳作    Ｔ・Ｍ 様『どんなに激しく衝突しても 思い合う心を声に 「いってらっしゃい 気を付けて」』 

佳作    Ｓ・Ｙ 様『もう買い物へはついて来なくなった息子。「おれも行く！」今日は何か買ってもらい    

たいんだな？ 久しぶりに一緒に歩く。この時間ちょっとうれしい。』 

『守ろう大切な命』ポスターコンクール 

優秀賞 ３年２組  Ｈ・Ｎ さん    

優秀賞  ３年４組  Ｏ・Ｈ さん 

  

ＰＴＡ「八木中ネット」運用開始！ 
八木中ネットの登録に関しましては保護

者の皆様に御協力いただきましてまことに

ありがとうございました。メール等で御案

内のとおり，9月より運用を開始しており 

ます。まだ，登録した方でまだ八木中ネットを利用したことのない方は，メール

で送付されている「ＩＤ」と「パスワード」を使用し，ログインしていただいた

上で，その機能などの確かめていただければと思います。 
 

中学校をきれいにしよう！ボランティア募集中 学校支援地域本部主催 

 11月 15日（日）9時から 12時までの予定で校地内の樹木の伐採作業などの整備作業を行います。中学生

は主に伐採で出た枝葉の片付け，下草刈りなどを行います。人手のいる作業ですので，中学生のボランティ

アはもちろんのこと，保護者の方にも参加していただけると助かります。御協力よろしくお願いいたします。 
 
◇10・11・12月の主な行事予定 
10/ 26（月）３学年校内バレーボール大会 

中央委員会 
27（火）１学年校内バレーボール大会 
28（水）・29（木）２学年野外活動（秋田方面） 
30（金）３学年修学旅行代替学年行事 

11/  2（月）３学年進路説明会（※保護者参加） 
4（水）防災訓練 

   6（金）１年生防災ダック 
   8（日）ＰＴＡフェスティバル（Web開催） 
    10（火）２学期中間考査 

11（水）３年二者面談 ～17（火） 
15（日）学校整備ボランティア（学校支援地域本部主催） 
16（月）教育実習開始 ～30（月）まで 
18（水）職員会議 

19（木）各種委員会 
27（金）中央委員会 
30（月）教育相談 ～12/4（金） 

12/11（金）職員会議 
14（月）各種委員会 
16（水）中央委員会 
25（金）全校集会 
26（土）～1/5（火）冬季休業 

  
☆八木山中学校ホームページの「八木中ブログ」をぜひご覧ください。普段の学校生活や行事の様子が紹介されています。 

☆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） 

Ｏ・Ｈ さん 

◇放射線測定結果◇ 
・測定日時 10月 22日（木）11時 
・測定場所 本校校庭 
・測 定 値 ０．０３４μＳｖ／ｈ 

Ｈ・Ｎ さん 


