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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

令和 2 年度 八木山中学校区いじめ防止標語コンクール中学生の部 入賞作品
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優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

わかち合う 優しい心 いつまでも
見つけたら 声出すだけで 変わる未来
心の声 聞いてあげるよ よりそって
大好きな きみの笑顔が うつくしい
一人じゃない 必ず仲間は そばにいる
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3 年生の卒業まで 1 週間，1・2 年生の修了まで 1 か月となります。
今年度1年間の学びと成長を確かめ，来年度の新しいステージでの更なる飛躍へ！
◇ 令和２年度 生徒在籍数（2 月25 日現在）◇

１学年：１４７名，２学年：１３２名，３学年：１３６名；計４１５名

本日は予餞会（3 年生を送る会）が行われました。
3 学年は来週，公立高校入試・卒業式を迎えます。
1 月は「行く」，2 月は「逃げる」というように，年が明けてからあっと
いう間に 2 か月が経過しようとしています。いよいよ 3 年生は卒業まで 1 週
間，1・2 年生は修了まで 1 か月となります。
7 時間授業の実施も 1 月で終わり，2 月からは通常の 6 時間授業が基本の
時程となっています。臨時休校による授業の遅れは解消しており，2 月 10 日
（水）・12 日（金）には第 2 学期期末考査を無事に実施することができまし
た。
新型コロナについては，1 月から感染予防対策レベルが引き上げられるな
ど，未だに心配な状況が続いていますが，スクール・サポート・スタッフの
皆様の毎日の消毒作業などにより，2 月も安全な学校生活を送ることができました。全校生徒 415 名が進級・卒
業に向けて順調に歩みを進めていることを本当にうれしく思います。
そして，3 月は「去る」と言われるように更にあっという間に感じる 1 か月になると思います。それはこの１
ヶ月で今年度の締めくくりと新年度の準備の両方を行う必要があり，忙しくそして充実した期間になるからだと
思います。1 年間の成果を確かめながら反省点を見つけ，来年度の更なるステップアップにつなげるために，ど
のようなチャレンジが必要なのかを考える 1 か月にしてほしいと思います。
特に 3 年生は高校入試・中学校卒業，
そして高校入学の準備を行う必要があります。人生のターニングポイントになるとても大切な期間になると思い
ますので，前向きに充実した生活を送ることができるように御家庭でも御支援よろしくお願いします。
さて，本日の 5・6 校時に予餞会（3 年生を送る会）を行いました。コロナ禍の中で，全校生徒が体育館に入れ
なかったり，合唱ができなかったりと例年とは違う会になりましたが，1・2 年生は生徒会執行部・実行委員会を
中心に，限られた中でできることを一生懸命に考え，3 年生の先輩方にこれまでの感謝の気持ちを精一杯表すこ
とができたと思います。後輩達の思いを受け，3 年生の皆さんは来週の公立高校入試では，自分の力を 100％発
揮できるように頑張ってほしいと思います。
卒業と進級に向け，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・地域の皆様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。
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生徒一人一台のコンピュータ端末配備「ＧＩＧＡスクール」がスタートしました！
GIGA スクール事業；「生徒向けの一人一台端末と，高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し，子ども
たち一人一人に公正かつ個別最適化された創造性を育む教育を，全国の学校現場で持続的に実現させる事業」で
す。GIGA とは Global and Innovation Gateway for All の略。
文科省のGIGAスクール構想により，
1 月 29 日（金）に八木山中学校への無
線 LAN 設置とコンピュータ端末の１
次搬入が終わりました。
生徒の皆さんはコンピュータ端末
の使い方のルール確認や個人の
Google アカウントの設定，教育用クラ
ウド G suite for education（ジー スイ
ート フォー エデュケーション）の操
作確認などを行っています。2 月に入
り各教科や総合的な学習の時間の授業
等で，コンピュータ端末の利用が本格
的に始まっています。今後，家庭学習
での活用も検討してまいりますので，
保護者の皆様の御理解・御協力もよろ
しくお願いいたします。
新しい時代を生きる子ども達にと
って，教育における ICT を基盤とした
先端技術の活用は必須であると言われ
ています。八木山中学校でもコンピュ
ータ端末の効果的活用について研究を
進め，各教科・領域において ICT 教育
に力を入れてまいります。

2 月 18 日（木）ＰＴＡ運営委員会が開催されました。 ＰＴＡ活動も引き継ぎの時期になります。
本年度役員の皆様の御尽力に心より感謝申し上げます！来年度の役員の皆様よろしくお願いします!
2 月 18 日（木）に今年度最後のＰＴＡ運営委員会が行われ，ＰＴＡ本部と各委員長から今年度の事業報告等が
行われました。今年度はコロナ禍の中，様々な制約がある中での活動になりましたが，委員・会員の皆様は知恵
を出し合っていただき，学校のため生徒のために積極的に活動していただきました。心より感謝申し上げます。
また，今年度はＰＴＡ会員相互や学校との連絡ツールとして「八木中 NET」を導入していただきました。多く
の皆様に登録していただいていますが，来年度からは本格運用となります。
ＰＴＡ活動をとおして，保護者の皆様と教職員の連携のもと八木山中学校の教育活動の活性化を図ってまいり
たいと思います。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。
次ページは 11 月に行われた仙台市ＰＴＡフェスティバル（Web 開催）に出品した学校紹介パネルです。お忙
しい中，総務委員の皆様に制作していただいたものです。本当にありがとうございました。
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自分の生き方を考え，「志」を立てる。
2 学年が「立志発表会」を行いました！
2 月 4 日（木）の 5・6 校時に 2 学年が「立志発表会」を行いました。
2 学年は 1 月から総合的な学習の時間において「生き方教育」取り組
んでおり，その成果発表の時間となりました。
立志の意味は，文字どおり「志を立てる」ことです。「志を立てる」
とは「夢を目標に変えること」。何となく「こうなったらいいな」で
はなく，「自分はこうするんだ」と決意することであると思います。
生徒の皆さんは実に堂々と，自分のこれからの生き方や夢，進む道な
どについて大きな声で発表しました。他の生徒の立志にも大いに刺激
を受け，会場は共にみんなで頑張ろうという雰囲気に包まれていまし
た。学年全体の成長を大いに感じる発表会でした。その凜とした姿に
担任の先生方は大いに感激していました。
２年生の皆さんは，間もなく進級し，最上級生となります。今回の
発表会の姿から八木山中学校をしっかりとリードしてくれる先輩とな
る。そんなたくましさと期待を抱く素晴らしい発表会になりました。

【受賞記録】（R3.3 月授与予定）
○2021 県中体連スキー アルペン記録会 中学男子 大回転 第２位 回転 第２位 Ｔ・Ｐ（2-1）
○第 51 回 仙台市中学校「私たちの作品展」（ピネス学級）
優秀賞 Ｈ・Ｚ（3-1） Ｉ・Ｓ（3-2） Ｋ・Ｈ（2-1） Ｉ・Ｍ（2-3） Ｉ・Ｙ（2-4）
Ｉ・Ｍ（1-2） Ｓ・Ｈ（1-3） Ｓ・Ｈ（1-3） Ｋ・Ｈ（1-5）

○第 9 回 仙台市中学生英語コミックコンテスト
審査員特別賞 Ｈ・Ｍ（2-4） Ｋ・Ｙ（1-3） Ｕ・Ｎ（1-5）

○第 23 回 「絵で伝えようわたしたちの町のたからもの」ユネスコ子ども絵画展
仙台市長賞 Ｎ・Ｒ（1－２）

○第 27 回 矢沢宰賞（詩の作品展）

奨励賞 Ｈ・Ｒ（1－２） 入選 Ｗ・Ｙ（1－５）

○第 74 回宮城県小・中学校児童生徒書きぞめ展覧会
優秀賞 毛筆の部 Ｏ・Ｃ（3-4） Ｓ・Ｒ（3-4） Ｋ・Ｋ（2-2） Ｓ・Ｍ（1-1） Ｏ・Ｋ（1-5）
硬筆の部 Ｋ・Ｋ（2-2） Ｍ・Ｍ（2-3） Ｓ・Ｍ（1-3） Ｎ・Ｙ（1-3）

○第 74 回仙台市小・中学校児童生徒書きぞめ展覧会
入選

毛筆の部 Ａ・Ｒ（3-1） Ｈ・Ｚ（3-1） Ｏ・Ｈ（3-4） Ｈ・Ａ（2-1） Ｈ・Ｍ（2-4）
Ｓ・Ｍ（1-4）
硬筆の部 Ｄ・Ｍ（3-2） Ｈ・Ｔ（3-2） Ｉ・Ｓ（3-2） Ｔ・Ｍ（3-3）
Ｏ・Ｉ（3-4） Ｈ・Ｍ（2-4） Ｙ・Ｙ（2-4） Ｋ・Ｍ（1-1）
Ｓ・Ｍ（1-4） Ｓ・Ｙ（1-4）

◇3・4 月の主な行事予定

※4 月は変更の可能性があります

3/ 4（木）公立高校入試
5（金）同窓会入会式
6（土）卒業式（13 日・予備日）
8（月）振替休業日
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
16（火）薬物乱用防止教室（2 年）・中央委員会
公立高校入試合格発表
24（水）修了式
30（火）離任式

4/ 5（月）新入生予備登校
8（木）着任式・1 学期始業式
9（金）入学式（13 日・予備日）
14（水）対面式
15（木）仙台市標準学力検査
16（金）各種委員会・発育測定
19（月）職員会議
23（金）授業参観・学級懇談会・学年保護者会
ＰＴＡ総会
26（月）中央委員会

☆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）
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