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令和 2 年度の新学期が始まりました！
d.jp/~yagiyama/yagiyamaindex.htm

◇令和２年度生徒在籍数（6 月 25 日現在）

１学年：１４６名，２学年：１３３名，３学年：１３６名；計４１５名

全校生徒 415 名それぞれの目標を胸に学校生活スタート！
校地のアジサイが鮮やかに咲く季節となりました。
いよいよ今月より学校が再開され，2 か月遅れの新学
期を迎えました。
学校再開に先立ち 5 月 29 日（金）に臨時登校日を
設け，学年集会にて学校再開後の新型コロナウイルス
感染症対策について説明しました。今後も心配な状況
は続きますが，感染防止に向けて可能な限りの体制を
整え，生徒の皆さんが安全・安心な中学校生活を送る
ことができるよう教職員一同力を尽くしてまいります。
保護者の皆様の御支援，御協力を今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。

八木山中より梅雨の晴れ間の青空を眺める

さて，6 月 1 日（月）より無事に学校再開となり，令和 2 年度の新学期が始まりました。1 校時には放送によ
る「第 1 学期始業式」を行いました。はじめに，3 学年と 2 学年の代表生徒より，以下のような新年度の抱負の
発表がありました。全校生徒の皆さんは，各教室で真剣に話を聞いていました。
学年代表のことば

３年３組 Ｏ Ｒ さん

進級を前に，私たちは「先輩としてあるべき姿」を考え，自分達の生活を見直してきました。私は最高学年として，次の３つを頑
張ろうと思います。１つ目は部活動です。私はバレーボール部に所属しています。私たちにとって，最後の試合となるその日に向け
て，体力づくりを怠らず，チームの仲間と協力し合い，悔いの残らないよう部活動に取り組んでいきたいと思います。２つ目は生活
面です。私たち３年生は，昨年，職場体験活動に行ってきました。私たちにとって特に印象に残ったのは，あいさつの大切さです。
あいさつは，する側もされる側も嬉しい気持ちになるものだと感じました。あいさつの大切さを考え，積極的にあいさつをしていき
たいと思います。３つ目は学習面です。私たちは，３年生になると同時に，受験生にもなりました。３年生で学ぶことはもちろん，
同時に１年生，２年生で学んだ部分の復習も大切になってきます。受験に向けて限りある時間の中で効率よく学習を進めていくこと
が大切になってくると思います。今年は，コロナウイルスなど大変なことも沢山ありますが，手洗いやうがいをしっかりと行い，体
調管理を心掛けて，３年生としての自覚をもち，一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

学年代表のことば

２年３組 Ｔ Ｓ さん

私たちは今日から“先輩”と呼ばれる中学 2 年生になります。そのため，今まで以上の団結力や知識が必要になってきます。その中
でも，大切なことが２つあります。１つ目は，先輩としての自覚を持つことです。私たちは学校生活でいつも先輩たちをみて活動し
てきました。そこからはどんな時でも先頭に立ち，リードしてくれるかっこいい姿を感じました。私たちがそう感じたように，新し
く入ってくる１年生も私たちの姿をみて活動すると思います。その時に手本となる姿を見せられるように今日からは先輩としての自
覚を持って生活していきたいと思います。２つ目は，行動力です。10 月に延期された野外活動の多くではグループによる行動力が大
切になってきます。いざ活動する時に行動に移せないと大事なことを学べません。新しい発見や学びからはたくさんのことを知るこ
とができ，それを知るためには一人一人の行動が大切になってくるので，その意識を高められるようにしたいです。私の学年は，目
標に向かって突き進む力を持っています。学年が上がり難しい課題や高い壁が現れても，その力で学年全体が乗り越えられるように
頑張っていきたいです。
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続いて渡邊校長からは，「この３ヵ月間，皆さんはきちんと約束を守って生活をするなど本当によく頑張りま
した。このような困難な時だからこそ思いやりの心を持ち，全員が一致団結することが大切です。コロナウイル
スは人と人とのつながりを断ち切るものです。だからこそ，心と心の温かなつながりを大切にする八木山中学校
にしていきましょう。辛いときは一人で我慢しないで何でも相談してください。一つ一つみんなで乗り越え，一
人一人が持つ夢や希望に向かって進んでいきましょう。”Ｄｏ ｙｏｕｒ ｂｅｓｔ”どんなときでも，どんな
困難にぶつかっても，一人一人が，今やれることにベストを尽くしていくことが何よりも大切です。皆さんが充
実した中学校生活を送れるようにいつでも応援しています。」とのお話がありました。
生徒の皆さんにとっては待ちに待った学校生活のスタートとなりました。八木山中学校に生徒の皆さんの元気
な姿と笑顔が戻ったことが何よりもうれしく思います。しかしながら，3 か月間という長い休業期間からの学校
生活スタートとなることで，生活面や学習面に不安のある生徒も多いと思います。教職員一同，学習面はもちろ
ん，生徒の皆さんの「心」が何よりも元気であり続けられるように全力でサポートしてまいりたいと思います。
また，各ご家庭でもお子様の様子で何か心配なことがありましたらいつでも学校までご相談いただければと思い
ます。今年度も学校と家庭が手を取り合い，子どもたちの成長を共に支えてまいりたいと思います。保護者の皆
様，そして地域の皆様，今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

授業のようす

部活動のようす

第 48 回 入学式が行われました！
146 名の新入生の皆さん！ようこそ八木山中学校へ！
第 48 回入学式が，6 月 2 日（火）13 時より本校体育館で行われました。新入生 146 名は真新しい制服に身を
包み，期待と緊張の入り交じった表情で会場に入場しました。式では担任からの呼名に皆しっかりと返事し，こ
れから始まる中学校生活への意欲が感じられました。先輩方は新入生の皆さんに良き模範を示し，優しくリード
してくれることと思います。新入生の皆さんは安心して中学校生活を楽しんでほしいと思います。一日も早く中
学校生活に慣れ，自分の力を伸ばしていけるように教職員一同，しっかりと支えていきたいと思います。
式辞 仙台市立八木山中学校 校長 渡邊 勝典
新入生の皆さん，
ご入学おめでとうございます。
皆さんの入学を，
本校教職員，
在校生一同，心より歓迎いたします。皆さんは，新型コロナの影響で，この３ヵ
月間，本当に大変な思いをしてこられたと思います。長い時間を家庭で過ごした
り，やりたいことを我慢したりするなど，よく頑張りました。今日からは，八木
山中学校の生徒として，新たな一歩を踏み出すことになります。中学校には，た
くさんの出会いがあります。この出会いを大切に，互いに出会えてよかった，と
いう思いを持てるようにがんばっていきましょう。これからの３年間，様々なこ
とがあると思います。楽しいことばかりではなく，苦しいことや辛いこともある
かもしれません。
しかし，
どんなときでも目標を見失わず，
皆さん一人一人が
「夢」
や「希望」を語り合える学校にしていきたいと思っています。
さて，そのために，私が皆さんに伝えたいことが三つあります。
１つ目は「夢を持つ」ということです。夢という言葉は「目標」という言葉に置き換えても構いません。どんな小さな夢でも構い
ません。夢に向かって，今，自分がどうすれば良いのか，何ができるのかを考え，具体的に動いてほしいと思います。何もしないで
いて，夢のほうから自分に近づいてくることはありません。具体的に行動に移すことで，一歩でも夢に近づいてほしいと思います。
２つ目は，「何事にも本気で取り組む」ということです。当たり前のことですが，とても大切なことです。いい加減な気持ちでや
っていたのでは，何の想いも残すこともできません。何かに気付くこともありません。天にも昇るような喜びも，涙が止まらないほ
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どの悔しさも，本気になって取り組まなければ味わうことができないのです。そして，そういった経験こそが，大きく人間を成長さ
せていくのだと思います。中学校での様々な活動に，本気になって取り組んでほしいと思います。
３つ目は「思いやりの心を持つ」ということです。思いやりとは，相手の心の痛みを想像できるということです。人に優しく，相
手の立場に立って物事を考えられる力を身に付けてほしいと思います。
保護者の皆様，本日は，お子様のご入学，誠におめでとうございます。本来であれば，ご家族の皆様にも，お子様の晴れの姿を見
ていただきたかったのですが，新型コロナの影響で，ご家庭からの出席者も１名に制限させていただいたこと，申し訳なく思ってお
ります。これからの中学校生活において，お子様のより良き成長のためには，保護者の皆様と，私たち教職員が，共に手を取り合っ
て，同じ方向に向かって取り組んでいくことが大切だと思っています。私たち教職員一同，新入生の健やかな成長を目指して，一丸
となって，誠心誠意努力してまいります。是非，保護者の皆様のご理解と，ご協力をお願いいたします。

新入生代表のことば １年１組 Ｙ Ｔ さん
緑を照らす陽光のあたたかさとさわやかな風を感じるこのよき日に，私た
ち１４６名は，この仙台市立八木山中学校に入学します。新型コロナウイル
スの影響で，二度の延期を経て，式の開催も危ぶまれる中，このような立派
な入学式を開いていただき，ありがとうございます。本日新しい制服に身を
包み，いよいよ中学校生活が始まるのだと気が引き締まる思いになりました。
新しい仲間との生活や，本格的に始まる部活動にわくわくしています。一方
で，中学生になると，教科ごとに違う先生が授業を行い，内容も難しくなる
と聞いています。さらに，中間考査や期末考査も実施されます。授業につい
ていけるのか，テストでしっかり点数がとれるのか不安に思うこともあります。先生方の話をしっかりと聞いて，理解を深めていき
たいです。そして，初めての部活動では，先輩方から技術や礼儀を学び，仲間と助け合いながら，充実した活動にしていきたいです。
これから始まる中学校生活は，私たちにとって初めてのことばかりです。どうしたらよいか迷うことや，壁にぶつかることがあるか
もしれません。そのときは，今日一緒に入学したこの仲間たちと，共に考え，はげまし合いながら，乗り越えていきたいと思います。
私たち新入生１４６名は，互いに切磋琢磨し，何事にも全力で取り組んでいくことを誓います。

在校生歓迎のことば 生徒会長 ３年２組 Ｓ Ｔ さん
初夏のやわらかな日差しが若葉に降りそそぐ頃となりました。陽の光のあたたかさに，これからの学校生活へ
の希望を感じさせるこの佳き日に入学された新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。私たち在校生は，
皆さんのご入学を心から歓迎します。今年はコロナウイルスの影響で八木山中学校も例年とは違う春休みとなり
ました。皆さんも不安なことも多いと思いますが，私たち在校生は皆さんがスムーズに中学校生活を始められる
ように，丁寧にサポートしていきますから，安心してください。
ここで，八木山中学校について紹介したいと思います。八木山中学校は「自主」「連帯」「創造」をモットー
にしています。全校生徒一人一人が，部活動や委員会活動，地域ボランティアなどに自主的に参加し，明るく楽
しい学校を目指しています。学校行事には，クラス一丸となって取り組める校内バレーボール大会や校内合唱コンクール，八木山中
祭，修学旅行や野外活動といった旅行的行事など，多くのものがあります。行事を通して学級や学年の絆が深まり，自分自身が成長
することができます。そして，これらの行事は，皆さん自身で作り上げていくのです。学習面では，教科が増えたり，内容が難しく
なったりします。また，小学校の時のように担任の先生がずっと授業を行うのではなく，教科ごとに先生が変わります。各教科の専
門の先生がひとつひとつ丁寧に教えてくださいます。楽しみにしていてください。生活面では，小学校とは違うことがたくさんあり
ます。楽しみにしている人も，不安に感じている人もいると思います。そんな皆さんに，僕から中学校生活を楽しく始めるためのア
ドバイスをさせてください。それは「友達を作りましょう」ということです。同じ小学校だった人とクラスが別々になってしまい，
周りが知らない人ばかりになった人もいるかもしれません。話ができる人が近くにいないと学校生活がつまらなく感じてしまうでし
ょう。最初は恥ずかしいかもしれませんが，思い切って声を掛けてみましょ
う。一歩を踏み出しましょう。しかし，中にはなかなか自分からは声を掛け
られない人もいます。そんな時に，話しかけてくれる人がいるだけで安心す
ることができます。その人が生涯の友達になるかもしれません。だから，自
分から声を掛け，いろいろな人と早く仲良くなってください。これからは，
小学校の頃とは違い，部活動も始まり，勉強も難しくなります。両立するこ
とは簡単なことではありませんが，今まで体験したことのない楽しさを実感
することができます。中学校は小学校半分の３年間しかありません。あっと
いう間です。ただ何となく過ごすのではなく，多くのことを学び，経験して
実りある３年間にしてください。そのためには，何か夢中になれるものを見
つけてください。私たちも皆さんと送る中学校生活を楽しみにしています。
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学校給食が再開されました。
6 月 3 日（水）より学校給食が再開されました。3 日～5 日まで
の 3 日間はパンと牛乳のみの簡易給食でしたが，8 日（月）より
完全給食となりました。最初のメニューは人気の「カレー」でし
た。

カウンセリングルームは
毎週水曜日開室です。
八木山中学校のカウンセリングルームは北校舎２階にあり，基本的に毎週水曜日に開室しています。開室日は
毎月配付される「カウンセリングルームだより」をご確認ください。学校生活をはじめ，何か困ったことや不安
なことがあったときに相談することができる場所となっています。

学校ホームページがリニューアルされました。
八木山中学校ホームページが
リニューアルされました。左に
「リンク」，中央部に「お知ら
せ」，右に「予定表」という構
成になっています。緊急連絡は
一斉メール配信を利用しますが，
その他の連絡やお知らせはホー
ムページにもお載せします。ま
た「ブログ」により，学校生活
の様子をお伝えしますので，リ
ンクから閲覧してください。
なお，スマートフォン対応ペ
ージにも切り替わるようになり
ました。ぜひ御確認ください。

夏期休業期間に授業日が設定されます。
御案内をしておりましたが，今年度の始業が約 2 ヶ月遅れたことに伴い，授業時数確保のために夏期休業期間
に授業日が設定されます。7 月 21 日（火）～8 月 7 日（金），8 月 19 日（水）～24 日（月）までの計 16 日間
になります。いずれも午前授業となります。（7 月 21 日～31 日，8 月 20 日～は給食あり）
また，7 月 21 日（火）～31 日（金）の午後に教育相談（1・2 年生；二者面談，3 年生；三者面談）が行われ
ます。保護者の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

◇７・８月の主な行事予定
7/ 3（金）地区集会
6（月）生徒会総会（放送）
8（水）学年保護者会・学級懇談会
部活動保護者会
9（木）内科検診（全学年男子）
13（月）職員会議・部活中止
14（火）各種委員会

15（水）中央委員会
21（火）夏季休業期間授業日（～8/7）
教育相談（～7/31 まで）
8/ 8～18 夏季休業（8/11～14 学校閉庁日）
19（水）夏季休業期間授業日（～8/24）
24（月）全校集会
25（火）通常学校授業再開

☆不明な点など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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