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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 

 
明日から冬季休業に入ります。令和２年，本校の教育活動に御理解・御協力い
ただきましてありがとうございました。どうぞよいお年をお迎えください！ 

 
◇令和２年度 生徒在籍数（12月25日現在）◇ 

  １学年：１４６名，２学年：１３２名，３学年：１３６名；計４１４名 
  
12月中旬以降は冷え込みが厳しくなり，仙台に久しぶり

にまとまった雪が降りました。冬本番となる中，明日から
冬季休業となります。コロナ感染拡大の心配な状況が続い
ていますが，体調を崩す生徒も少なく，生徒の皆さんが元
気に冬休みを迎えることに安堵しております。 
今年の冬休みは例年より少し短くなりますが，年末年始

は御家族でゆっくりと過ごす時間もとれるものと思いま
す。お子様と今年１年間の振り返りをしながら，来年への
目標や見通しを立てるアドバイスをしていただけるとう
れしく思います。３年生はいよいよ高校入試に向けての最
終段階に入ってきました。休み中も生活のリズムを保ち，
体調管理を心がけながら，計画的に受験勉強に励むよう御
家庭でも御支援お願いいたします。 
さて，2 か月遅れの 6 月から始まった今年度の学校生活

ですが，生徒の皆さんの頑張りで，授業の遅れをほぼ取り
戻しつつあり，進級・卒業に向けて順調に歩みを進めてい
ます。コロナ禍の中の激動の令和2年でしたが，全校生徒
414 名がそれぞれに成長の足跡を残し，新しい年を迎えよ
うとしていることを本当にうれしく思います。 
新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，今年一年，学校を力
強くお支えいただきありがとうございました。新年も本校
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。それでは良い年をお迎えください。 

 

冬休み前の全校集会，各学年４名の代表生
徒が立派に作文発表を行いました！ 

 
本日 12月 25日（金）の 5校時に冬休み前の全校集会（放送）を行いました。各学年の代表生

徒がこれまでの自分自身や学年全体の学校生活を振り返り，その良かった点や課題を的確にとら
え，今後の抱負や決意を含めて立派に発表しました。以下に各学年代表生徒の作文を紹介します。 
 

3学年代表のことば 1組 Ｕ・Ｒ さん 
 
今年はコロナウィルスの影響で，修学旅行や中総体，八木山中祭などが中止となり，中学校生活最後の年を思うよう

に過ごすことができませんでした。そんな中で，私たちに少しでも楽しみを増やしてあげたいと努力してくださった先
生方のおかげで，校内バレーボール大会やベニーランド研修で良い思い出を作ることができました。 
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年が明けるといよいよ高校入試です。私たち3年生にとって冬休みは受験へのラストスパートをかける重要な期間だ
と言えます。今年は 11 日間という短い冬休みですが，それぞれの苦手な教科を克服し，冬休み後の実力考査に備えな
ければいけません。やりたくないことも放置せず，基礎的な問題から挑戦し，少しでも多くの得意に変えていきたいと
思います。冬休み明けからは受験生として，更に気を引き締めて，これまで以上に体調管理を徹底し，受験へとまっす
ぐ進んでいきたいと思います。 
受験が近づいてくると共に，私たちの卒業も近づいてきます。残り少ない中学校生活を，いろいろなことが制限され

る中でも精一杯楽しみ，日々の生活を大切にしていきたいです。また，八木山中学校の最高学年として後輩へより多く
の良いものを残せるよう，3年生一丸となって目標達成に向かって猪突猛進していきましょう。 
 

2学年代表のことば  1組 Ｏ・Ｈ さん 
 
2学期に入り，あっという間に3カ月ほどが経ちました。その中で私の感じた2学年の良い点と改善したほうが良い

点をお話しします。 
まず良い点です。2学期の2年生の良い点は，１学期と比べて授業の雰囲気が良くなっているところです。挙手や他

人の発言に対する反応が明らかに増えています。まだ全員ができているとは言えませんが，1学期と比べ確実に人数が
増えました。この点はこのまま継続し，またさらに挙手や反応を増やしていけると，なお良いでしょう。 
次に改善点です。改善点は様々なことが固定化されているところです。課題を出さない人，授業の準備物を忘れる人，

挙手をする人など，良い事においても悪い事においても同じ人ばかりに固定されていることが多いように感じます。こ
の問題を解決するためにできることは，クラスや学年全体で自分のこと以外にも関心を向け，目標達成のために声掛け
などを行うことだと思います。これは行事だけでなく，授業を作っていく上でも同じです。良い授業にするためにクラ
ス一丸となって全員が課題となっていたことをできるようになれば「固定化」も当然解決されます。また，声をかけら
れた人や自分にできていないことがあると思う人は，どうすれば改善できるかを真剣に考え，実践できるよう意識を変
えることも必要だと私は思います。 
私たちはあと3カ月ほどで最高学年である3年生になります。最近は良いところが増えた反面，新しい課題やこれま

で言われてきたことが顕著になっているように感じます。ですから3月まででクラスや学年で協力し，また一人ひとり
も自覚を持ち，良いところは残したまま改善点を改善して，立派な最高学年になれるようにしていきましょう。 
 

1学年代表のことば  3組 Ｈ・Ｔ さん 
 
この１年はコロナ禍のため戸惑うことが多かったと思います。楽しみにしていた中学校の入学式が 2 ヶ月遅くなり，

その分，期待と不安が大きくなって入学しました。今，1年を振り返ってみると，自分自身で成長したなと思うことが
あります。それは，積極的に発言し，行動する気持ちです。今までは，自分が思っていることや，やりたいことなど，
思っているだけで，その気持ちを外に向け発信することができませんでした。ですが，中学校から始めたバスケットボ
ール部の活動を通して，そのような自分を変えることができたと思います。バスケ部では，目標を立て，その目標に向
かって進んでいきます。みんなで立てる目標なので，部員1人1人が意見を出し合いつくっていかなければなりません。
その目標に近づくためには，積極的な発言・行動が必要です。このように，部活内で話し合いをしていくうちに僕は自
分から積極的に意見を出すことができるようになったと感じます。そして，部活動をきっかけにその積極的な気持ちを
日々の生活の中でも生かせるようになりました。今では，学級委員として帰りの会でその日を振り返り，クラスのみん
なにこうしてほしいと言ったり，常に自分の気持ちを伝えたりすることができるようになりました。僕は中学校から始
まった部活動をきっかけに，自分の気持ちを，思っているだけではなく，他の人に伝えられるようになり，積極的に行
動できるように成長しました。これからもいろいろなことをきっかけに成長していきたいと思います。 
 

ピネス学級代表のことば  2年 Ｉ・Ｙ さん 
 
2 年生としての学校生活も残りわずかとなりました。今年がんばったことは，2つあります。まず 1 つ目は，交流学

級で授業を受けられたことです。特に交流音楽では，授業に一人で行けるようになり，分からないところは，静香先生
に聞けるようになりました。音楽を聴いて，自分が思ったことを書く感想文も，前より書けるようになりました。2つ
目にがんばったことは，学級の係活動です。私は，配膳台係でした。配膳台を拭いたり，配膳台を片づけるときに友達
といっしょに協力して片づけることができました。 
来年の抱負は，2 つあります。1 つ目は勉強に一生懸命取り組むことです。来年度は，3 年生。受験生になります。

苦手としていた問題にもたくさん挑戦し，できる問題を増やしたいと思います。2つ目は，自分から友達に話しかける
ことです。今までは，緊張して話しかけられなかったので，これからはみんなとお話をして，もっと充実した学校生活
を送りたいです。自信を持って3年生を迎えられるように，残りの数か月もがんばりたいと思います。 

 

新生徒会執行部発足！学校をよりよくするために頑張っています！ 

新生徒会スローガン決定！ 「TRY」  
 

10 月に生徒会執行部は代替わりし，1・2 年生 10

名の新体制で活動しています。学校目標である「自

主・連帯・創造」のとおり，八木山中学校は伝統的

に生徒会活動が盛んであることが学校の大きな特

色になってきました。創立48年を迎える八木山中

生徒会の良き伝統を引き継ぎ，執行部10名を中心
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に全校生徒414名と力を合わせ，50周年を迎える八木山中学校の更なる発展と明るい未来の創造

のために更に頑張ってほしいと思います。 

○生徒会スローガン「TRY」について 
このスローガンには「よりよい八木山中学校をつくっていくための挑戦を続けていこう」という思いが込

められています。今まで先輩方がつくってきた土台をもとに，新たな八木山中学校を作っていくには，１人

１人が日々の生活の中で小さな挑戦（TRY）を積み重ね続ける必要があります。例えば，自分の意見を発信

してみるという小さな挑戦や，笑顔であいさつをするということです。１人１人の小さな挑戦が学校全体の

力になっていくのです。伝統を守りながら，学校を支えてゆくことは決して簡単なことではありません。で

も，八木山中学校が一丸となって挑戦すればより良く進化した八木山中学校を実現できます。一生に一度の

中学校生活が八木中で良かったと思える学校を一緒に作っていきましょう。 

「責任」 会長 2年3組  Ｃ・Ｔ さん 生徒会長になって2ヶ月ほどしか経っていませんが，とてもいい経験をさ

せてもらえているなと感じています。学校にひとりしかできないこの役職にならせていただいたという責任感と使命感

を常に念頭に置き，学校を少しでもよりよくできたらいいなと考えています。よろしくお願いします。 

「２年目の執行部」 副会長 2年2組 Ｋ・Ｋ さん 新執行部に代わって2ヶ月，今年の執行部は一人一人の志が

高く，去年より活動が忙しく，内容も濃くなっています。中でも行事には力を入れていて，意見の相違も起きました。

今年は様々な活動が規制され，手探りのことも多いですが，今年の執行部に是非期待してほしいと思います。 

「２ヶ月が経って」 副会長 1年 5組 Ｕ・Ｒ さん 生徒会執行部になって２ヶ月が経ちました。目安箱の設置

など順調に進むものがある一方，新たな行事の企画ではコロナの影響もあり，意見がうまくまとまらないこともありま

す。あらためて企画することの難しさを感じました。話し合いではたくさんの意見を出していきたいと思います。 

「挑戦」 役員 2 年 1 組 Ｋ・Ｍ さん 私は執行部として活動を始めて「学校を変える」ということの難しさを

目の当たりにしました。しかし，良い学校づくりを唱えたからには現状維持ではなく変化を求め続ける必要があります。

私たち執行部は全校生徒と共に挑戦し続けます。 

「役員になって」 役員 2年 1組 Ｓ・Ｋ さん ２年生になって初めて役員になって視野の広さを持つことがで

きたと思います。これからは八木中をよりよいものにしていくにはどうすればいいのかを他の委員達と真剣に考えて，

この1年間を意味のあるものにできるようにがんばっていきたいと思います。 

「有言実行」 役員 2 年 3 組 Ｓ・Ｈ さん 生徒会執行部に入るとたくさんの仕事があり，部活の時間が削られ

てしまうことも多々ありました。しかし，様々な視点から物事を考えて実行する力，何が適切なのかを素早く判断する

力，皆をまとめる統率力など様々な力をつけることができました。これからも口で終わらせず結果を残す所までやって

いきたいです。 

「学校行事の裏側」 役員 1年 1組 Ｋ・Ｍ さん 私は執行部に入って強く感じたことがあります。それは企画

を通すにあたっての慎重性についてです。週に数回集まって役員で議論した会議はとても白熱したものでした。これか

らも積極的に会話に参加し，よりよい学校のために案を出していきたいです。 

「１年間を意味あるものに」 役員 1年3組 Ｋ・Ｙ さん 今年は新型コロナウイルスの影響で思うように活動

することができなかった中，あいさつ運動や生徒会放送を通じて私は実際に行動しなければ分からない事がたくさんあ

ると感じました。来年も皆さんからの意見を取り入れながら執行部として精一杯頑張ります。 

「学校が変わった」 役員 1年 3組 Ｋ・Ｔ さん 僕が生徒会執行部に入って2か月が経ちました。中学校が変

わったと感じているのは「あいさつ」です。以前校門に立って行っていたあいさつ運動を，校内を歩きながら行うもの

に変更しました。初めて実施した 11 月頃よりも自然とあいさつしている人が増えており，目的が達成され始めている

と感じます。これからもよりよい学校を目指して頑張りたいと思います。 

「生徒会執行部になって」 役員 1年 3 組 Ｋ・Ｋ さん 僕が生徒会執行部になって成長できたことは 2 つあり

ます。それは責任感が強くなったことと，仲間と協力し合おうという気持ちを持つようになったことです。これからも

新たに成長し，少しでも学校の役に立ちたいと思っています。 

速報！令和2年度 八木山中学校区いじめ防止標語コンクール入賞作品決定！ 

中学校の部   最優秀賞  わかち合う 優しい心 いつまでも       ３年４組 Ｃ・Ｋ 

優秀賞   見つけたら 声出すだけで 変わる未来  ２年１組 Ｏ・Ｈ 

        優秀賞   心の声 聞いてあげるよ よりそって   ２年２組 Ｍ・Ｗ 

        優秀賞   大好きな きみの笑顔が うつくしい   ２年３組 Ｉ・Ｍ 

        優秀賞   一人じゃない 必ず仲間は そばにいる  １年１組 Ｙ・Ｈ 
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【受賞記録・運動部関係】（Ｒ２．１２．２５授与分） 
 
○陸上部 

第32回 仙台市クロスカントリー大会  
・中学たすきリレー男子 第４位 

【 Ｋ・Ｓ（２－３）・Ｋ・Ｎ（２－１）・Ｕ・Ｒ（２－４）・Ｃ・Ｔ（２－３）・Ｉ・Ｙ（２－２）】 
    ・中学たすきリレー女子 第８位   

【 Ａ・Ｒ（２－１）・Ａ・Ｎ（１－３）・Ｏ・Ｋ（１－５）・F・R（１－２）・Ｍ・Ｍ（２－３）】 
○男子ソフトテニス部 

ＬＵＣＥＮＴ ＣＵＰ 宮城県中学校選抜ソフトテニス大会 男子団体 第５位 
【 Ｓ・Ｔ（２－１）・Ｓ・Ｒ（２－１）・Ｋ・Ｆ（２―２）・Ｈ・Ｓ（２－３）・Ｏ・Ｓ（２－４）・Ｔ・Ｋ（２－４）・

Ｙ・Ｓ（２－４）・Ｓ・Ｋ（１－５）】 
    第9回ヨネックス杯 宮城県中学校選抜ソフトテニス大会 男子団体 第５位 

【 Ｓ・Ｔ（２－１）・Ｋ・Ｆ（２―２）・Ｈ・Ｓ（２－３）・Ｏ・Ｓ（２－４）・Ｔ・Ｋ（２－４）・Ｓ・Ｋ（１－５）】 
    第18回太白区中学校選抜ソフトテニス大会 男子個人第２位 
                                   【 Ｏ・Ｓ（２－４）・Ｔ・Ｋ（２－４）】 
○女子ソフトテニス部 

第9回ヨネックス杯 宮城県中学校選抜ソフトテニス大会 女子団体 第５位 
【 S・C（２－２）・Ｆ・Ｎ（２－２）・Ｔ・Ｓ（２－３）・Ｈ・Ｍ（２－３）・ 

Ｈ・Ｍ（２－３）・Ｃ・Ｍ（２－４）】 
仙台市中学校ソフトテニス１年生ビギナーズカップ 第３位   【 Ｃ・Ｅ（１－２）・Ｎ・Ｙ（１－３）】 
第18回太白区中学校選抜ソフトテニス大会 女子個人第５位 
                               【 Ｓ・Ｃ（２－２）・Ｆ・Ｎ（２－２）】 

○サッカー部 
第22回宮城県ジュニアハイスクールカップサッカー大会 第４位 

【 Ｏ・Ｈ（２－１）・Ｅ・Ｈ（２－３）・Ｓ・Ｍ（２－３）・Ｃ・Ｒ（２－３）・Ｔ・Ｓ（１－１）・Ｔ・Ｈ（１－１）・
Ａ・Ｙ（１－２）・Ｎ・Ｈ（１－２）・Ｏ・Ｙ（１－３）・Ｋ・Ｒ（１－３）・Ｋ・Ｒ（１－５）・Ｓ・Ｋ（１－５）・
Ｈ・Ｙ（１－５）・Ｈ・Ｎ（１－５）】 

○女子バスケットボール部 
第1回宮城県Ｕ15バスケットボール選手権大会 兼第1回全国Ｕ15バスケットボール選手権大会宮城
県予選 第１位（優勝）               【 Ｈ・Ａ（２－１）・Ｍ・Ｍ（２－３） 】  

○硬式テニス 
宮城県体育大会テニス競技 男子シングルス 第１位 

        宮城県ジュニアサーキット第３戦ブリヂストンカップ 第３位       【 Ｉ・Ｈ（１－４）】 
                                                        

冬季休業，御家庭で安全・安心な生活をお送りください。 
 
冬休み中は様々なトラブルが多くなる時期です。お子様がトラブルに巻き込まれず，安全な生活を送るこ

とができるように御支援をお願いいたします。※特にＳＮＳ等でのトラブルが増加しています。本日，「情
報モラル」に関するリーフレットも配付しました。ぜひ御家庭で一緒にお読みください。 
新型コロナ感染防止のために，特に繁華街等の人が密集する地域への不要不急の外出は控え，普段の生活

でも十分な感染防止策をとるようにお話しください。また本日，教育委員会からの文書「新型コロナウイル
ス感染症対策・冬季休業中の対応」を配付しました。こちらも御確認いただければと思います。 
 

◇1・2・3月の主な行事予定 
12/25（金）全校集会 

26（土）～1/5（火）冬季休業 
1/ 6（水）授業開始 

8（金）全校集会 
12（火）実力考査（全学年） 
13（水）私立高校・仙台高専推薦入試 

職員会議 
14（木）各種委員会 
18（月）新入生保護者説明会 
21（木）中央委員会 

2/ 2（火）私立高校入試（Ａ日程） 
4（木）私立高校入試（Ｂ日程） 
10（水）・12（金）２学期期末考査 
16（火）新入生授業見学会（予定） 

2/17（水）職員会議 
 18（木）各種委員会 
 25（木）予餞会 
 26（金）中央委員会 

学校評議員会 
3/ 4（木）公立高校入試 

5（金）同窓会入会式 
  6（土）卒業式 
  9（火）職員会議 
 10（水）各種委員会 
 12（金）学年末保護者会・学級懇談会 
 15（月）中央委員会 
 16（火）公立高校入試合格発表 
 24（水）修了式 

☆1月6日（水）・7日（木）は学習補充日のための授業日となります。弁当持参になります。 

冬期休業期間は12月26日（土）～1月5日（火）となります。 

☆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） 


