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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年度の全教育課程が修了しました！ 
コロナ禍の中学校生活 八木中生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。 
 

◇令和２年度生徒在籍数（令和３年 3月 24日現在）◇ 
  １学年：１４７名，２学年：１３２名，３学年：１３６名；計４１５名  

 
校庭の木々のつぼみもふくらみ始め，時折吹く少し暖かな

東風に春の訪れが感じられる季節になりました。 
3 月 6 日（土）には第 48 回「卒業式」が行われ，卒業生

136 名が立派に学び舎を巣立っていきました。お子様の御卒
業まことにおめでとうございました。そして本日が今年度の
修了日となり，1 校時に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
表と修了証が授与され，1・2年生・全279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。 
今年度はコロナ禍により前例のない難しい学校生活となり

ました。長い休校期間からの中学校生活のスタートに不安と
戸惑いを感じた生徒も多かったと思います。しかし，生徒の
皆さんはすぐに元気を取り戻し，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。 
学習面では，どの学年も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ことができました。家庭学

習に力を入れている生徒が多く，着実な学力向上にもつながっています。今後も高い意識をもって学習に取り組
んでいけるように，学校としても適切に教科指導や学習支援を行ってまいります。 
生活面では，「学校が楽しい」と感じている生徒が多いことを何よりもうれしく思います。各学年の雰囲気は

明るく，いつも笑顔があふれていました。もちろん，様々な場面で教員が生徒指導を行う場面もありましたが，
生徒の皆さんは反省と振り返りをしっかり行い，成長につなげることができたと思います。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心優しい生徒が多いことも八木山中の特色です。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，新たな学校・学年・学級生活のスタートを切ってほしいと思います。 
そして，新型コロナについては，この1年間，生徒に一人の感染者も出すことなく，順調に教育活動を進める

ことができました。毎朝の検温や健康観察など御家庭の御協力に心より感謝申し上げます。 
 
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，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 48回 卒業式 が行われました！ 
１３６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6日（土）に八木山中学校第 48回 卒業式が厳粛な雰囲気の中で行われました。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。 
コロナ禍の中，中総体や八木中祭，そして修学旅行も中止になり，3 年生にとっては本当に悔しく悲しい思い
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をした1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3年生・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。 

 

門出のことば 卒業生代表 3年生 S・T さん 
 
肌を刺すような冷たい外気も和らぎ,春の訪れが感じられる季節となった今日の佳き日。私たち136名は,未来に向かって,今旅立とうとしています。私

たちが今手にした卒業証書。新しい道へそれぞれが進んでいくんだと未来に期待する反面,3年間共に過ごしてきた仲間たちと顔を合わせるのが今日で最

後であると思うと,複雑な気持ちです。3年前の春。新たな仲間たちと始まる中学校生活に期待と不安を抱えながらこの八木山中の門をくぐりました。何
もかもが初めてで,とても緊張したことを覚えています。中学校生活初めての行事である山寺での校外学習。皆で励まし合いながら一段ずつ階段を登り
ました。この校外学習で,なんとなくぎこちなかった仲間との距離が縮まっていきました。初めての部活動。とにかく先輩たちに追いつこうと必死でし

た。毎日家に帰る頃には体力の限界で,いつのまにか寝てしまうこともありました。そんな時,心の支えは先輩方の存在でした。こんなかっこいい先輩に
なりたい。先輩たちの姿は私たちにとって理想であり,目標でした。1 つ学年が上がり,後輩たちに「先輩」と呼ばれるようになった春。どこか気恥ずか
しくもあり,でもなんだか嬉しい響き。憧れていた先輩たちに少し近づいたような感覚になったことを覚えています。5月に行われた野外活動。皆で作り

上げたNEWソーラン。各クラス個性あふれる踊りで大盛りあがりでした。民泊では農作業体験をさせていただきました。服が真っ黒になるまで夢中で
取り組みました。民泊先の方々は,私達にとても優しく接してくださり,帰る時には本当の家族と別れるような気持ちでした。月日は流れ,3 年生への階段
を登り始めた 2 年生の冬。これからの八木山中を背負って立つ最高学年になるんだと皆気持ちが高まり始めていたその矢先,新型コロナウイルスという

見えない恐怖が私達を包みました。そんな中,全国の学校で臨時休校の措置が取られました。終わりの見えない休校期間,この生活がいつまで続くのか。
そしてこの先どうなるのか,中総体は,修学旅行は,入試は。そして何よりも,今まで当たり前だと思っていた,あの何気ない話で笑い合っていた友達との時間
は。何度も不安や孤独感に押しつぶされそうになりました。日差しも強くなり始めた６月。やっとの学校再開。仲間と一緒にいる時間がこんなにも楽し

いものだったのかと強く実感しました。しかし,辛い現実を受け止めなければならない時もありました。3年間の集大成として目標にしていた中総体やコ
ンクールの中止。やり場のない怒りと悲しみがこみ上げてきました。誰のせいでもない。いくらそう思おうとしてもなかなか飲み込めませんでした。そ
んな時,そばにはいつも仲間がいました。仲間と当たり前のように過ごせる日 ,々仲間たちと笑い合うことができることのすばらしさ。今,自分たちにでき

ることを全力でやろう,仲間たちと過ごせるこの時を,かけがえのない思い出にしていきたい。そう思うようになっていきました。残念ながら中止になっ
てしまった八木山中祭。文化部の集大成を披露することのできる場でした。生徒会が中心となって代替行事を企画しました。文化部の活動をそれぞれ工
夫の凝らした動画を制作し,皆さんに活動の成果として発表することができました。また,昨年度も行っていた全校制作を今年も引き続き実施することも

でき，満足しています。10 月に行われた校内合唱コンクール。３年生になって最初の行事でした。開催できたことに感謝しています。マスクを外して
歌うことができるのも本番の一度きり。不安でした。それでも皆で声をかけあい,心一つに最高の合唱を披露することができました。他のクラスの人た
ちともお互いの合唱を讃えあうことができました。私達の 3 年間の成長を表すことができたと確信しています。どのクラスも優勝を追い求めた校内バ

レーボール大会。大声での声援はできないため,各クラス個性あふれる応援グッズを作成しました。どのクラスも緻密に計算された作戦のもと,日々積み
重ねてきた練習の成果を思う存分発揮することができました。そして修学旅行の代替行事として行ったベニーランド。昨年の休校期間からどこへも行け
ない日々。いつも身近に感じていたベニーランドも,非日常を味わえる場所でした。友人たちとの自由行動,学年の仲間たちと一緒に行くことで,普段とは

違う楽しさを感じることができました。まさに,近所にある夢の国。とてもすてきな時間を過ごせたことに感謝しています。私達は行事を通して友情を
深めてきました。互いを尊重し,認め合う心を大切にすることができました。昨年までとは違った日常,また休校になってしまうかもしれないという不安
の中でも,仲間と手を取り合い,まっすぐに進んできました。どんな辛い困難があろうと仲間を信じ,ともに歩んできました。在校生の皆さん。私達が築き

上げてきたこの八木山中の伝統を受け継いでいってください。あなたたちなら,今以上にすばらしい八木山中学校を作っていくことができるはずです。
仲間との関わりを大切にして一歩一歩前進していってください。先生方,先生方はいつも私達に寄り添ってくださいました。1 年生の時,まだ右も左もわ
からなかった私達をここまで成長させてくださったのは先生方です。先生方の教えを胸にそれぞれの道へと進んでいきます。3年間ありがとうございま

した。そして家族にも感謝を述べたいと思います。15年間,支えてくれてありがとうございました。どんなに苦しいことがあっても,「家族」というあた
たかい居場所がありました。いつも家族がそばにいてくれたから,今日という日を迎えることができました。今までたくさん迷惑をかけ,困らせてしまっ
たこともあると思います。今後,さらに成長した姿を見せることができるよう一生懸命努力していきたいと思います。これからもどうかよろしくお願い

します。今日をもって,私達136名は八木山中学校を卒業し,別々の道へと旅立ちます。3年間八木山中で過ごしたことを誇りに思い,新たな道で輝いてい
きたいと思います。最後に,この八木山中学校の伝統が受け継がれ,ますます発展し栄えていくことを祈念いたしまして,門出の言葉とさせていただきます。 

 

送ることば 在校生代表 2年生 Ｋ・Ｋ さん 
 
厳しい冬の寒さも和らぎ，時折吹く暖かな風に春の訪れを感じる季節となりました。本日，このすばらしい日を迎えられました 3 年生の皆様，ご卒

業おめでとうございます。在校生一同，心よりお祝い申し上げます。思い返すと 2 年前の春，いよいよ始まる中学生活に不安や戸惑いを隠せなかった

私たちを，先輩方は温かく迎えてくださいました。困ったことや分からないことがあったときには，優しく声をかけていただきました。そのおかげで，
不安が期待に変わり，すぐに中学校になれることができました。部活動では，多くの時間を共に過ごしました。どんな時でも頼れて，私たち後輩を励ま
してくださった先輩方は，私たちの憧れの存在でした。そんな先輩方の最後の中総体は中止に。その悲しさや悔しさは計り知れません。しかし，先輩方

はそれらの感情を一つも感じさせず，黙々と練習に勤しんでいました。そして，代替試合が決まり，今まで以上に努力される姿は本当に輝いていて，気
迫に満ちていました。試合は見られませんでしたが，きっと集大成にふさわしい試合だったことでしょう。合唱コンクールは学年ごとに開催されました。
強化期間中，先輩方の力強く美しいハーモニーは 4 階まで聴こえ，私たちの心に響き渡りました。会場でその歌声を聴けなかったことが本当に残念で

す。生徒会活動での先輩方との関わりは，私にとって一番の思い出です。中でも，文化祭の代替行事の準備を共に行った時間は印象に残っています。文
化祭の中止が決定し，代わりにどのような行事を開催するのか，執行部全員で何度も話し合いました。その後の準備でも，モザイクアートのデザイン募
集や貼り合わせ，メーキング映像の撮影や編集などの様々な作業のほとんどを自分たちの力で進めました。限られた時間で披露会までに完成できたのは，

先輩方のリードと丁寧なアドバイスがあったからこそです。先輩方から学んだことや，これまでの経験を活かし，私たちの代でもよりよい学校を作り上
げていきます。先輩方との思い出を振り返ると，何気なく交わした会話の一つ一つが大切な思い出です。数えきれない思い出が，私だけではなく，在校
生一人ひとりの心に深く刻み込まれています。思い出を振り返るたびに，先輩方の優しさや大きさを実感しています。そして，先輩方とお別れする寂し

さもこみ上げてきます。およそ 1 年前に発生し，今もなお世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス。その影響は私たちの生活にも及んでおり，マス
クを着け，人との距離をとる日々が続いています。このような非日常の生活の中でも，先輩方は私たちを常に正しい方向へと導き，支えてくださいまし
た。だからこそ，私たちはくじけずに前へ進むことができました。これからの私たちの足元を照らしてくれる，そんな先輩方に出会えたことを，私は誇

りに思います。そして今度は，私たちが八木山中学校の伝統を守っていきます。先輩方は，自分の選んだそれぞれの夢に向かって，一人ひとり違った道
へと歩んでいかれます。その中で，様々な困難や試練に立ち向かうことになるかもしれません。そんなときはどうか，この学校で学んだこと，一緒に過
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ごした仲間たちを思い出してください。決して一人ではありません。先輩方なら必ず，どんな壁でも乗り越えていけるはずです。私たち後輩も心から応

援しています。ご卒業される先輩方，今まで本当にありがとうございました。最後になりますが，皆様のご健康とますますのご活躍を，そしてすばらし
い出会いが待っていることをお祈り申し上げ，送る言葉といたします。 

 

第 2学期 終業式が行われました！ 
1・2年生：279名が各学年の教育課程を修了し，進級しました！ 

 

本日1校時に第2学期の終業式が行われました。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。 
この1年間，生徒の皆さんの様子を見て，あらためて中学校3年間というのは身も心も大きく成長するたいへ

ん貴重な期間であると実感しました。身体的な成長は一目瞭然ですが，なかなか気がつきにくいのは「心の成長」
です。生徒の皆さんの何気ない言葉，行動などにこの1年の成長の跡を見ることができます。コロナ禍の難しい
学校生活を乗り越え，内面的に大きな成長を成し遂げた1年間だったと思います。生徒の皆さんはこのことを大
きな自信にして来年度の更なる成長につなげてほしいと思います。 
 
2学年代表のことば「２学期を振り返って」 ３組 Ｋ・Ｎ さん 
  
私は，今学期初めて学年委員となりました。学年委員とはクラスの中心となりリーダーシップを発揮

しなければならない，とても重要な役割です。その役割を，今年担うことにより，私自身，大きな変化
となりました。学年委員を通じて気付いたことがあります。例えば，学年レクリエーションでは，学年
委員が企画した競技を全力で楽しみました。競技する人，応援する人，各クラスで，一致団結した姿を

見ることができました。審判のあり方や勝敗について，様々な思いもあったと思いますが，それぞれが
ぐっとこらえ，我慢し，お互いの頑張りを称賛しあうことができたからではないでしょうか。このよう
に，学年レクリエーションの成功は，自分だけではなく，周りのことを考え，学年全体が支え合ったか

らだと思います。改善すべき点もあります。それは，学年委員企画のパーフェクトキャンペーン， 自
主勉強ノートの提出などに取り組む姿勢です。パーフェクトキャンペーンとは，持ち物を確実にするた
めに行いました。本来忘れ物をして困るのは自分だけであり，あくまで自己責任でした。しかし，クラスという一つのチームで取り組むことで，一人の

責任は全員の責任に変わり，全体の生活力の向上につながります。また，忘れ物をして授業が進まなければ，先生方にも迷惑がかかってしまいます。決
して良い状況で授業を始められないので，マイナスのスタートを切るはめになり，クラス全体の雰囲気が損なわれてしまいます。何事も始めというのは
重要です。良い空気で良い授業が受けられるように，よりよいプラスのスタートをきるためにも，やはり，一人一人が意識を高め，準備物を確実にする

ことが大切だと思います。４月からは最高学年となります。３年生になったら，多くのことを，自分で考え，進めていく力が必要になります。今年は，
パーフェクトキャンペーンという，共通の取組があるので自分を律することができていると思いますが，来年度はキャンペーンに頼らずとも，自分が真
剣に自分について考え，行動できるようになっていきたいと思います。残り一年間をどう過ごすかで，結果は大きく変わります。もう一度，一人一人が

自分のことを見つめ直し，学年全体で，支え合い，協力して，前向きに取り組んでいきたいと思います。 
 
１学年代表のことば 「１年を振り返って」 １組 Ｔ・Ｓ さん 

 
今年は小学生から中学生になるという大切な節目の年でした。それなのに，新型コロナウイルス感染

拡大の影響で入学式が遅れてしまい，僕たちの中学校生活は６月からのスタートとなりました。僕は，

中学校に入学することがとても楽しみだった一方，大きな不安も抱えていました。１つ目は，他の小学
校から入学してきた人とうまく接することができるかということです。学年の多くが他の小学校から来
る人なので，クラスになじめるかとても不安でした。しかし，いざ学校生活が始まると，クラスメイト

のみんなが話しかけてくれたし，先生が明るく楽しいクラスの雰囲気を作ってくれたので，僕の不安は
消えていきました。僕が学級の団結力を実感できたのは，１０月に行われたバレーボール大会です。体
育の授業でたくさん練習を重ねても，ミスをなくすことはできないまま，当日を迎えました。でも試合

では，ミスをしたら励まし合い，声を掛け合ってコミュニケーションを取ることで気持ちを切り換え，次のプレーに集中することができました。２つ目
は勉強です。中学校は小学校に比べて授業のスピードが速くなり難しくなると聞いていました。実際に授業を受けると，やはり進み方が速く，授業時間
だけで全て理解することは無理でした。でも僕は「まあ，いいや」と思い続け，わからないところもほったらかしにしていました。そして，当然ながら

初めての定期考査で痛い目を見ることになりました。「このままではまずい」と思った僕は１週間の計画を立て，実行することにしたのですが１ヶ月も
続かず，結局いつまでもぐだぐだなまま時間だけが過ぎていきました。来年は計画を立てただけでは満足せず，しっかりと継続しなければと思いました。
もうすぐ新しい１年生が入学し，僕は「先輩」という立場になります。後輩に尊敬される先輩になれるように，今年の反省を生かしながら，普段の言動

に気をつけていきたいです。 
 

ピネス学級代表のことば 「１年間を振り返って」 1年 Ｓ・Ｈ さん 
 
去年の６月に中学校生活が始まって,気がつけばもうすぐ僕は２年生になります。長いようで短かった

１年間が終わりました。この１年間を振り返ってみると,成長したことやがんばらなければならないこと

がいくつかあります。まず,成長したことは,落ち着いて生活できるようになったことです。小学校の時は,
けっこう落ち着きがなかったのですが,中学校に入ってからは,だいぶ落ち着いて生活できるようになり
ました。そして,上級生の仕事を手伝ったり,今では上級生と一緒に仕事をしたりできるようになりました。

次に良かったことは,敬語が少し使えるようになったことです。１学期は敬語が全然使えなくて,上級生だ
けでなく先生にも友達言葉で話して,よく注意されました。それで,少しずつ気をつけるようになって,今
では少し敬語を使って話せるようになりました。学習面では,漢字をたくさん書けるようになったことで

す。前までは全然書けなかったのですが,中学校に入って漢字練習をするようになってから,たくさん書けるようになりました。社会もがんばって,テスト
で良い点を取ることができました。次に,がんばらなければならないことです。漢字や社会はがんばったのですが,他の教科は授業中に眠くなって,ついう
とうととしてしまうことがありました。それで,よく先生に起こされました。夜はちゃんと寝ているのですが,授業が難しいと眠くなってしまいます。だ

から,これからはもっと集中力をつけて,寝ないようにしたいです。漢字ももっと使えるようにしたいです。生活面では,もっと敬語を使うことです。まだ,
先生とかにも友達言葉で話してしまって注意されることがあります。新入生が入ってくるので,お手本になるよう気をつけたいです。４月から僕は２年
生になります。去年はコロナで学校の行事やピネスの行事があまりできませんでした。来年はコロナが落ち着いて,行事がたくさんできると良いです。

あと,２年生になったら,進路のことも考えて学習しなければなりません。充実した中学校生活ができるようがんばります。 
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 3月 11日 東日本大震災から 10年。「防災集会」を行いました。 
 

3月11日（木）の6校時に「防災集会」を行いました。今年度始めて
体育館で 1・2 年生が集まり全校集会行いました。最初に生徒会執行部
が準備したスライドによる防災教室を行いました。様々なシチュエーシ
ョンで地震が起こった場合にどのような行動をすればいいのかを考えま
した。次に震災当時に気仙沼市の中学校に勤めていた 大野 博之 先生と
南三陸町の中学校に勤めていた 浅野 佑一 先生から津波被害の様子と
震災を乗り越え頑張る教え子達のお話をお聞きしました。そして 14 時
46分震災で犠牲になったすべて方々へ「黙祷」を行いました。これから
も防災意識を高め，命を守る行動ができるように学校での防災教育にも
力を入れてまいりたいと思います。震災・防災を学び，次の世代に伝えて行く意識を高めることが今の中学生に
必要であると思います。また，2月13日（土），そして3月20日（土）と震度5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，避難してくる方々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，翌月曜日から通常の授業を行うことができました。 

 

 全校制作作品・モザイクアートを仙台赤十字病院に贈呈しました。 
 

生徒会が企画し，８・９月に全校生徒で制作しモザイクアート作
品を 3 月 22 日（月）に仙台赤十字病院に贈呈しました。この作品
には，困難な状況の下，コロナと戦う医療従事者の方々への感謝の
気持ちと，コロナに負けずに未来を明るく照らしていこうとの願い
が込められています。贈呈式には元生徒会執行部の Ｓ・Ｒ さん と 
Ｎ・Ｈ さん, 原案のイラストを考案した Ｋ・Ｍ さん の３年生，
３名の卒業生が参加しました。ＴＢＣ東北放送の取材も入り，夕方
のＮスタみやぎで紹介されました。コロナの影響で厳しい状況は続
いていますが，このモザイクアートが少しでも病院で働く方々や患
者の方々に，元気や勇気を与えることができるのなら幸いです。今
年度の最後に全校生徒で制作した作品が明るいニュースとして紹介
され，本当に良かったと思います。 
 
連絡 

 

・生徒会費の一部繰り越しについて 
今年度，コロナウイルス感染症の影響により中体連の大会が中止になったことに伴い，中体連加盟金（520円）が

一人あたり400円減額されました（120円負担）。3年生には現金で返金しましたが，１・２年生分につきましては返
金せずに来年度の生徒会費に繰り越し,来年度の中体連負担金として使用させていただきます。その分，来年度の生徒
会費は400円の減額で集金（120円）させていただきますので御了承ください。 
 

・離任式について 
3月30日（火）に予定されておりました離任式につきましては，仙台市でのコロナの急激な

感染拡大のために縮小して実施することになりました。別にお配りした文書を御覧ください。
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（木）から4月7日（水）までの2週間が春期休業となります。仙台市独自のコロナ緊急事態宣言

が出されています。4 月 11 日（日）までは不要不急の外出を控えるようにお願いします。御家庭でゆっくりと体を
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ように御協力お願いいたします。 
          

◇４・５月の主な行事予定               ※変更の可能性があります 
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）学級懇談会・学年保護者会・ＰＴＡ総会 

※授業参観の実施については年度が明けましたら改めてお知らせいたします。 
  26（月）中央委員会 

5/ 12（水）市中体連抽選会 
  14（金）各種委員会 
  17（月）前期教育実習開始（～6/4） 
  18（火）３学年修学旅行（～20日）・栃木県 

19（水）２学年野外活動（～21日）・秋田県 
  21（金）１学年校外学習・山形県 

26（水）職員会議 
27（木）全国学力・学習状況調査 
    中央委員会 
31（月）生徒会総会 

☆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） 


