
８月２５日（水） 全国中学校総合体育大会・卓球大会の結果 

◇卓球部・男子シングルスで全国大会に出場しました。 

   １回戦   八景中学校   対   埼玉・幸手中学校       １－３ で惜敗 

  ＊健闘しましたが、残念ながら１回戦で敗退 

   

  ★ ★ 全国の舞台で強豪相手に善戦！よくがんばりました。 

       胸を張って帰ってきてください。  

８月１１日（水） 近畿中学校総合体育大会・卓球大会の結果 

◇卓球部・男子シングルスの結果です。 

   １回戦    八景中学校   対   奈良・王子中学校      ３－２ で勝利 

   ２回戦    八景中学校   対   京都・岡崎中学校      ３－０ で勝利 

   ３回戦    八景中学校   対   大阪・上宮学園中学校   ３－２ で勝利  

   準決勝    八景中学校   対   大阪・市岡中学校      １－３ で惜敗  

  ＊自分らしい戦いで快進撃！近畿大会堂々の３位入賞。 

  ★ ★ 全国大会出場おめでとう！三田・八景中の夢を託します、祈・健闘！！ 

   



８月６日（金） 暑中お見舞い申しあげます 

◇「ひまわりプロジェクト」レポート６ 

 向日葵が咲きそろい、見ごろを迎えました。ぜひ見に来てください！！ 

 生徒会の皆さん、毎日の水やりご苦労さま！ 

   

◇先生たちも勉強しています。 

 夏休みは、時間をかけてじっくり勉強できる時です。 

 先生たちも毎日のように研修。授業の工夫やタブレットの使い方、人権教育や心肺蘇生訓練など様々な分野で勉強し、２学期からの授業の準

備をしています。 

    

  

 ところで、生徒の皆さんの宿題の進み具合はどうですか？  

 一度にやろうとすると大変です。毎日少しずつ、時間を決めてやり遂げることが大事。 

 先生たちは、ひとまわり大きくなった皆さんと出会うことを楽しみにしています。 

８月２日（月） 「ひまわりプロジェクト」レポート５ 

◇ひまわりが咲きました！！！ 

 今朝見ると、膨らんでいたつぼみ咲いていました。 

 「向日葵」の名のとおり、太陽に向かって凛とした姿を披露しています。 



   

 八景中のひまわりはまだ咲き始めたばかりです。学校に来た際には、ぜひ、間近で見てください。 

８月２日（月） 兵庫県総合体育大会の結果 

◇７月２６日・２７日開催の兵庫県総合体育大会・陸上競技大会の結果です。  

 【陸上競技部】  於：加古川運動公園陸上競技場  

   ＜男子＞ 

     共通８００ｍ    予選敗退 

     共通１５００ｍ   予選敗退 

   ＜女子＞  

     共通２００ｍ    予選２位、準決勝へ 

                 準決勝５位、敗退  ※自己ベスト 

     ３年１００ｍ    予選３位、準決勝へ 

                 準決勝５位、敗退  ※自己ベスト 

  ＊いずれの種目も決勝進出はなりませんでしたが、自己ベストの更新や来年へつながるレースができました。 

  ★ ★ 全力のレースに拍手！！新たに目標を定めて練習を積み重ねよう。 

◇７月２９日・３０日開催の兵庫県総合体育大会・水泳大会の結果です。  

 【水泳部】  於：ポートアイランドスポーツセンター  

   ＜男子＞ 

     １００ｍ平泳ぎ、２００ｍ自由形、１００ｍ背泳ぎ、２００ｍ平泳ぎ、４００ｍメドレーリレー、４００ｍリレー 

     に出場 

  ＜女子＞  

     １００ｍ平泳ぎ、２００ｍ自由形、１００ｍバタフライ、１００ｍ背泳ぎ、２００ｍ背泳ぎ、４００ｍ自由形 

     ４００ｍメドレーリレー、４００ｍリレー     に出場 

  

  ＊男子６種目、女子８種目に出場しましたが、力及ばず予選敗退 

  ★ ★ 県大会で泳いだ経験を胸に練習！県新人（８月末）での活躍を期待します。  



７月３０日（金） 兵庫県総合体育大会の結果 

◇兵庫県総合体育大会・柔道大会の速報です。  

 【柔道部】  於：県立武道館  

  （団体戦） 

   ＜女子＞ 

    １回戦    八景中学校   対   白陵中学校   ２－１ で勝利  

    ２回戦    八景中学校   対   武庫川女子大学附属中学校   ０－３ で敗退 

  ＊１回戦は、個人戦の勢いそのまま接戦を制す。２回戦は強豪（団体３位）相手に善戦するも敗退。 

  ★ ★ 県大会の強豪相手に価値ある１勝！堂々の県大会ベスト１６ おめでとう！！  

７月２９日（木） 兵庫県総合体育大会の結果 

◇兵庫県総合体育大会・柔道大会の速報です。  

 【柔道部】  於：県立武道館  

  （個人戦） 

   ＜女子＞ 

    －５２ｋｇ級：ベスト８ 

  ★ ★ 堂々の県大会ベスト８   最後までよくがんばりました！ 

  ＊明日は団体戦に臨みます。祈・健闘！！ 

７月２９日（木） 「ひまわりプロジェクト」レポート４ 

◇ひまわりが咲きそうです！！！ 

 今朝見ると、つぼみが膨らみ、花びらが見えていました。 

 生徒の皆さん、もうすぐ咲きます。学校に来たら、ぜひ見てください。 

  



７月２８日（水） 兵庫県総合体育大会の結果 

 ◇各地区を勝ち抜いたチーム・選手による兵庫県総合体育大会の結果をお知らせします。 

 【野球】 於：ウィンク球場（姫路） 

   準決勝    八景中学校   対   鷹匠中学校（神戸地区）   ０－１Ｘ で惜敗 

 ＊息の詰まるような接戦で、互いに得点のチャンスを作るも、初回から０ 行進。 

   堅い守備により、相手に得点を許さず。攻撃的な強気の守備で、絶対に得点を 

   与えないという気迫がみなぎっていました。こちらもホームベースが遠く、最終回に 

   勝負が決しました。 

   ★ ★ 堂々の県大会３位   感動の試合をありがとう！ 

    

    

７月２７日（火） 兵庫県総合体育大会の速報 

◇兵庫県総合体育大会・野球大会の速報です。  

 【野球】 於：ウィンク球場（姫路） 

   １回戦    八景中学校   対   鳴尾中学校（阪神地区）   ４－１ で勝利 

   ＊２８日（水）、１１時から準決勝、神戸地区代表の鷹匠中学校と対戦します。 

     選手の活躍を祈ります。応援よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 



７月２６日（月） 兵庫県総合体育大会の結果 

◇各地区を勝ち抜いたチーム・選手による兵庫県総合体育大会が始まりました。結果をお知らせします。  

 【女子バスケットボール】  於：ヴィクトリーナ・ウィンク体育館（姫路）  

   １回戦    八景中学校   対   津名中学校   ７９ － ７１ で勝利 

    

    

 ＊選手の力が躍動、粘り強く全員で戦い抜き、勝利を手にしました。 

   ２回戦    八景中学校   対   西宮浜中学校   ５０ － １０１ で敗退 

  

 ＊昨年の新人戦の雪辱を果たそうと全力を尽くしましたが、残念ながら敗退。西宮浜中学校の技術・チームワーク・気持ちの強さを讃えます。 

   ★ ★ 県大会ベスト８   最後までよくがんばりました、おめでとう！   

  

 

 【卓球】  於：赤穂市民総合体育館  

  （男子個人戦・男子シングルス） 

   １回戦    ３－０ で勝利 

   ２回戦    ３－０ で勝利 

   ３回戦    ３－２ で勝利 

   ４回戦    ２－３ で惜敗 

   ★ ★ 祝、県大会５位入賞。近畿大会出場おめでとう、祈・健闘！  



７月２５日（日） 吹奏楽部、コンクール出場 

◇７月２５日（日）、吹奏楽部は郷の音ホールで開催の兵庫県吹奏楽コンクール・西阪神地区大会に出場しました。 

 朝から準備、楽器運搬や移動など保護者の方々をはじめ多くの方にお世話になりました。 

   

 演奏は９時４５分から。それまでの間、最後の準備をしました。 

   

 曲目：「風を織る」～吹奏楽のためのセレナード～ 

◇みんなで心をひとつにして、精一杯の演奏をしました。 

７月２５日（日） 「ひまわりプロジェクト」レポート３ 

◇しばらくお休みしていました「ひまわりプロジェクト」、６月１５日以来のレポート再開です。 

   ６月１５日はこんなだったひまわりは… 



 生徒会の皆さんの水やりと初夏の太陽、全校生徒の応援で６月末にはこんなに成長しました。 

   

◇７月１５日には、３年男子生徒の背丈をしのぐ高さにまで大きくなり… 

  

◇今日見てみると、夏の太陽の下でこんなに大きくなりました。 

  

 ◇よく見てみると、つぼみをつけていました。 

 

 

 

   

 空の青さの中に、「今から咲くぞ！！」というエネルギーを感じますね。 

◇花が咲くのは夏休み中、咲いたらまたレポートします。お楽しみに★ 

  



７月２０日（火） １０５日間の１学期を終えて 

◇１０５日間の１学期を終え、終業式を迎えました。 

 コロナウイルス感染拡大防止対策として、全校生徒が一堂に会することはできずＺｏｏｍでの終業式となりました。 

 校長先生の式辞では、 

 〇 （葉加瀬太郎さん、辻久子さん、大谷翔平選手、藤川球児さんの写真を見せながら）同じ目標でも、目標を達成する過程は人それぞれ、人の

アドバイスに耳を傾け、自分で考えて行動しよう。 

 〇２０２１年の夏休みは、生涯一度限り。後悔しないよう、自分の考えを大切に、目標に向かって計画的に取り組んでほしい。 

 〇感染予防に引き続き取り組み、健康に十分に気をつけて。 

とお話がありました。 

   

◇終業式に引き続いて表彰伝達 

 三田市総合体育大会や丹有地区総合体育大会など、たくさんの優秀な成績を収めました。Ｚｏｏｍを使って成績をお知らせし、各クラスで互いの

がんばりを讃えました。 

  

◇２校時「情報モラル講演会」 

 夏休みを前に、スマホやＳＮＳの使い方を考える機会としました。講師を招いて、スライドやマンガ、クイズなどを交えながら、健康との関わりや危

険回避など正しく安全にスマホなど情報機器を使えるように学びました。 

 こちらも感染拡大防止対策として、体育館で直接お話を聞くのは１年生のみ。２，３年生はＺｏｏｍでの参加となりました。 

   



◇３校時は学活 

 １学期の学習の振り返りや夏休みの生活などについてのお話がありました。 

 そしていよいよ通知表。担任の先生から一人一人に通知表を手渡しました。 

 学習や生活などについて、１学期間にがんばったこと、これから取り組もうと思うことを自分で考え、家の人と話をする機会にしてくれることを期

待します。 

  

◇３７日間の夏休みを充実させて、８月２７日にお互いに笑顔であいさつを交わしましょう。  

  

７月１９日（月） 丹有地区総合体育大会の結果 

◇７月１９日（月）実施の丹有地区総合体育大会の結果  

 ※７月１８日（日）、雷のため延期 

 【野球部】   於：駒ケ谷球場 

   決勝    八景中学校   対   けやき台中学校・藍中学校   １１ － ３ で勝利 

   ★優勝 

７月１８日（日） 丹有地区総合体育大会の結果 

◇７月１７日（土）実施の丹有地区総合体育大会の結果 

 【水泳部】   於：八景中学校プール  

  ＜男子＞ 

     ５０ｍ自由形       第６位、第８位 

     １００ｍ自由形      第７位、第８位 

     ２００ｍ自由形      第３位、第４位 

     １００ｍ背泳ぎ      優勝 

     １００ｍ平泳ぎ      第４位、第７位 

     ２００ｍ平泳ぎ      第２位、第５位 

     １００ｍバタフライ    第５位、第７位 

     ４００ｍメドレーリレー  第３位 



     ４００ｍリレー        第３位 

     総合             第３位 

  ＜女子＞  

     ５０ｍ自由形       第７位、第８位 

     １００ｍ自由形      第５位、第６位、第８位 

     ２００ｍ自由形      優勝 

     ４００ｍ自由形      第２位 

     １００ｍ背泳ぎ      第２位、第５位、第６位 

     ２００ｍ背泳ぎ      優勝、第２位 

     １００ｍ平泳ぎ      第２位 

     １００ｍバタフライ    第２位、第３位 

     ４００ｍメドレーリレー  優勝 

     ４００ｍリレー        優勝 

     総合             優勝 

 【柔道部】  於：三田学園小寺ホール  

  （個人戦） 

   ＜男子＞ 

    －５０ｋｇ級：第２位 

    －６６ｋｇ級：優勝、第３位 

   ＜女子＞ 

    －４４ｋｇ級：優勝 

    －４８ｋｇ級：優勝 

    －５２ｋｇ級：優勝、第２位 

    ＋７０ｋｇ級：優勝 

 【柔道部】  於：三田学園小寺ホール 

  （団体戦） 

   ＜男子＞ 

    ★第３位  

   ＜女子＞ 

    ★優勝 

◇７月１８日（日）実施の丹有地区総合体育大会の結果 

 【男子ソフトテニス】  於：下青野テニスコート 

  （個人戦） 

    １回戦敗退   １ペア 



    ２回戦敗退   ２ペア 

    ベスト１６    １ペア 

 【男子卓球】  於：三田学園 

  （団体戦） 

   八景中学校   対   柏原中学校  ２ － ３ で惜敗  

  （個人戦） 

    第２位 

 【女子バスケットボール】  於：春日中学校 

   準決勝    八景中学校   対   山南中学校   ７５ － ５０ で勝利 

   決勝      八景中学校   対   氷上中学校   ７９ － ７３ で勝利 

   ★優勝 

 【野球】  於：駒ケ谷球場 

   ２回戦    八景中学校   対   ゆりのき台中学校   ４ － １ で勝利 

   準決勝    八景中学校   対   富士中学校   ４ － ０ で勝利 

   ＊７月１９日、決勝戦へ進出。決勝戦の相手は、けやき台中・藍中チームです。 

 

７月１７日（土） 丹有地区総合体育大会の速報 

◇７月１７日（土）実施の丹有地区総合体育大会の速報です 

 【女子卓球】  於：柏原住民センター 

  （団体戦） 

    八景中学校   対   和田中学校  惜敗 

  （個人戦） 

    ベスト１６ 

 【ソフトボール】  於：氷上中学校 

    八景中学校   対   西紀中学校   １０ － ６ で勝利 

    八景中学校   対   氷上中学校    ３ －１０ で惜敗 

 【女子バスケットボール】  於：春日中学校 

   八景中学校   対   春日中学校   ６５ － ４４ で勝利 

   ＊７月１８日（日）、準決勝へ進出 

 【女子バレーボール部】  於：西紀体育館 

   八景中学校   対   氷上中学校   ０ － ２ （20-25、20-25）で敗退 

 

 



７月１５日（木） ボランティアさんのお力を借りて・・・ 

◇学校支援ボランティアさんに、生徒用の机やイスの脚につけるテニスボールに切れ

込みをいれていただきました。  

 ←こんな風に使います 

   こうすることで、立ったり座ったりする時の音がしにくくなり、とても落ち着いて過ご

せます。 

  

  

  

  

  

◇今日は８人のボランティアさんが来校。テニスボールは結構固く、ナイフの刃を入れるのに力が必要でした。でも、作業中は和気あいあいと会

話もはずみました。 

   

◇２時間あまりの作業で、１０００個以上のテニスボールに切れ込みが入りました。 

  

◇ボランティアさんのお力を借りて、快適に学校生活が送れるようになります。 

 ありがとうございました。 

７月１０日（土）１１日（日） 丹有地区総合体育大会陸上競技大会（結果） 

◇７月１０日（土）・１１日（日）実施の丹有地区総合体育大会（陸上競技）の結果です。 

 ＜男子＞ 



  共通・８００ｍ       第２位 

  共通・１５００ｍ      優勝 

  共通・走幅跳       第７位 

  共通・三段跳       第５位 

  ２年・１００ｍ        第４位 

  ３年・１００ｍ        第８位 

 ＜女子＞ 

  共通・２００ｍ       優勝 

  共通・１５００ｍ      第６位 

  １年・８００ｍ        第７位 

  ３年・１００ｍ        優勝 

  ２年・１００ｍ        第４位 

  低学年４×１００ｍＲ   第８位 

◇自分の力を尽くしてがんばりました。県大会へ出場する選手は、さらなる記録を期待します。 

７月７日（水） 今年のトライやる・ウィークが始まりました 

◇今年のトライやる・ウィークは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、昨年度に引き続き一斉に事業所等で活動を行うことができませ

ん。学校の実情に応じて、工夫した取り組みを５日間で実施することとしました。 

◇７月７日（水）に１日めを行いました。 

 まずは２年生の先生による全体ガイダンス。５日間の日程や内容などについて説明を聞きました。 

 続いて、人と自然の博物館の協力を得て行う『八景中八景２０２１』についての説明。 

  

 『八景中八景２０２１』とは、八景中学校区の中の“一番おすすめの場所（景色）”の写真を撮ってプレゼンテーションしようというもの。 

◇そこで、人と自然の博物館の館長さんによる講話“身近に見つけよう 八景”を聞いて、イメージを膨らませました。 

 まずは、中国の「瀟湘八景（しょうしょうはっけい）」について、地図や絵柄を見ながらお話を聞きました。よく聞く「近江八景」や「金沢八景」は、

この「瀟湘八景」になぞらえて生み出されたものだそうです。（へぇ～） 

 続いて、琵琶湖周辺の代表的な名勝８か所を選んだ「近江八景」について。聞いたことのある“紫式部”や“石山寺”のお話を聞きました。 



 「瀟湘八景」も「近江八景」も、私たちの心にしみ込こむ風情のあるものばかりですが、注目すべきは八景の選び方。館長さんのお
話によると、どの景色も四季や晴雨などの気象、昼や夜などの時刻の違いを意識して選ばれているそうです。『八景中八景２０２１』を選ぶヒント

ですね。 

  

 館長さんは「『八景』は地域づくりのツールになる」とおっしゃいました。この活動を通じて、八景中学校区をよく知る２年生の皆さんの力で、この

八景中学校区をさらに良くしてほしいという願いが込められているなあ、と感じました。 

◇生徒の皆さんのみずみずしい感性によって選んだ『八景中八景２０２１』を楽しみにしています。 

７月３日（土）４日（日） 三田市総合体育大会結果 

◇７月３日（土）・４日（日）実施の三田市総合体育大会の結果です。 

 【男子ソフトテニス部】 

   （団体戦） 

    ＊１回戦 

    八景中学校  対  藍中学校       １－２ で惜敗 

    ＊敗者復活戦 

    八景中学校  対  長坂中学校     ２－０ で勝利        

    八景中学校  対  上野台中学校    １－２ で惜敗  

   （個人戦） 

    ベスト８：２ペア、ベスト１６：２ペア 

   

 【女子ソフトテニス部】 

   （団体戦） 



    ＊１回戦 

    八景中学校  対  けやき台中学校   ０－２ で惜敗 

    ＊敗者復活戦 

    八景中学校  対  上野台中学校    ０－２ で惜敗  

   （個人戦） 

    ２回戦敗退：２ペア、１回戦敗退：６ペア 

 【柔道部】 

   ＜男子＞ 

    団体戦  第２位 

    個人戦  －６６ｋｇ級：優勝、第２位 

           －５０ｋｇ級：優勝 

   ＜女子＞ 

    団体戦  第２位 

    個人戦  －４８ｋｇ級：優勝、第２位 

           －４４ｋｇ級：優勝 

   

 【野球部】 

   ＊決勝戦 

   八景中学校  対  三田学園中学校  ６－１ で勝利 

   ★優勝 

 

 

 

 

 

 

 



  【女子バスケットボール部】 

   ＊決勝戦 

   八景中学校  対  けやき台中学校   ７７－４６ で勝利 

   ★優勝 

   

 【女子バレーボール部】 

   ＊準決勝 

   八景中学校  対  狭間中学校      ２－０ で勝利 

   ＊決勝戦 

   八景中学校  対  ゆりのき台中学校  １－２ で惜敗 

   ★準優勝 

   

７月３日（土） 三田市総合体育大会結果および速報 

◇７月３日（土）実施の三田市総合体育大会の結果です。 

 【水泳部】 

  ＜男子＞ 

     ５０ｍ自由形       第６位、第７位 

     １００ｍ自由形      第６位、第７位 

     ２００ｍ自由形      第４位、第５位 

     １００ｍ平泳ぎ      第２位、第４位、第５位、第８位 



     １００ｍバタフライ    第３位、第５位 

     １００ｍ背泳ぎ      優勝、第２位、第３位 

     ２００ｍ個人メドレー   第３位、第４位、第５位 

     ４００ｍメドレーリレー  第２位 

     ４００ｍリレー        優勝 

     総合             優勝 

  ＜女子＞ 

     ５０ｍ自由形       第２位、第４位、第５位、第６位、第７位 

     １００ｍ自由形      第２位、第４位、第５位 

     ２００ｍ自由形      第２位、第３位 

     １００ｍ平泳ぎ      第３位、第４位、第５位 

     １００ｍバタフライ    優勝、第２位 

     １００ｍ背泳ぎ      第２位、第３位 

     ２００ｍ個人メドレー   第３位、第４位、第５位、第６位 

     ４００ｍメドレーリレー  優勝 

     ４００ｍリレー        優勝 

     総合             優勝 

   

 【サッカー部】 

   八景中学校  対  狭間中学校   ０－３ で惜敗 

   八景中学校  対  富士中学校   ２－２・ＰＫ２－４ で惜敗 

 【男子バスケットボール部】 

   八景中学校  対  ゆりのき台中学校   ４３－５１ で惜敗 

 【女子バスケットボール部】 

   八景中学校  対  富士中学校   １０８－２９ で勝利 

   八景中学校  対  狭間中学校   ７０－４１ で勝利 

   ＊７月４日、決勝戦へ進出 



 【ソフトボール部】 

   八景中学校  対  ゆりのき台中学校   １２－２で勝利 

   ★優勝 

 【卓球部】 

   ＜男子＞ 

    団体戦  第２位 

    個人戦  優勝、第６位 

   ＜女子＞ 

    団体戦  第２位 

    個人戦  第３位、第８位、第１０位、第１１位、第１２位 

   

 【女子バレーボール部】 

   八景中学校  対  けやき台中学校   ２－０で勝利 

   八景中学校  対  長坂中学校      ２－０で勝利 

   ＊決勝トーナメント進出 

     ７月４日、狭間中学校と対戦 

 【野球部】 

   八景中学校  対  ゆりのき台中学校  ９－０で勝利 

   八景中学校  対  富士中学校     ２－１で勝利 

   ＊７月４日、決勝戦へ進出 

  

６月２５日（金） 教育実習が終わりました 

◇６月７日から始まった教育実習が今日で最終日を迎えました。 

 ４人の実習生の皆さんは、毎日、授業や給食、掃除など生徒の皆さんと一緒に活動して実習を積みました。 

 また、教科担当の先生の指導を受けながら授業の準備にも時間をかけて、昨日までに研究授業を実施しました。 



   

   

 研究授業には八景中の先生方も参加して、改善点などアドバイスをしました。 

◇最終日の今日は、お昼の放送で全校生徒にごあいさつ。「八景中の生徒は、元気で気持ちの良いあいさつをしてくれる」とほめていただきまし

た。 

  

 大学に戻られても元気で活躍してください。またお会いできる日を楽しみにしています。 

６月２３日（水） 神戸三田ブレイバーズ・あいさつ運動 

◇神戸三田ブレイバーズの選手が、ユニホーム姿で朝のあいさつに来てくれました。 

 今日来てくれたのは、藤井選手（背番号５５）、島田選手（背番号９）です。 

  

◇これからも神戸三田ブレイバーズを応援します。 

 がんばれ！神戸三田ブレイバーズ！！  



６月１９・２０日（土・日） 三田市総合体育大会陸上競技大会（結果） 

◇６月１９日（土）・２０日（日）実施の三田市総合体育大会（陸上競技）の結果です。 

 ＜男子＞ 

  共通・２００ｍ       第５位 

  共通・４００ｍ       第５位 

  共通・８００ｍ       優勝 

  共通・１５００ｍ      優勝 

  共通・４×１００ｍＲ    第５位 

  共通・走幅跳       第３位、第５位 

  共通・三段跳       第３位、第５位 

  １年・１５００ｍ       第４位 

  ２年・１００ｍ        第３位 

  ３年・１００ｍ        第５位 

  低学年・４×１００ｍＲ   第５位 

  男子総合   第４位 

 ＜女子＞ 

  共通・２００ｍ       優勝 

  共通・８００ｍ       第６位 

  共通・１５００ｍ      第５位、第６位 

  共通・４×１００ｍＲ    第６位 

  共通・円盤投       第２位、第５位 

  １年・８００ｍ        第４位 

  ３年・１００ｍ        優勝 

  低学年・４×１００ｍＲ   第５位 

  オープン・８００ｍ     優勝、第２位 

  女子総合   第６位 

◇選手のみなさんよくがんばりました。丹有大会・県大会へ向けて、さらに練習を積み重ねることを期待します。 

６月１９・２０日（土・日） 三田市総合体育大会陸上競技大会 

◇期末考査が終了し、ここから運動部は一気に総体モードに入っていきます。 

 その先陣を切って、陸上競技部の三田市総体が行われました。 

◇１９日は雨と向かい風、２０日は一転照り付ける太陽の暑い日差しと闘いながら、自己記録更新をめざしました。 

◇感染対策のため、会場の三木防災公園陸上競技場のスタンドは無観客。 

 競技を終えた選手や出番に備える選手たちが、互いを励まし讃える大きな拍手が響いていました。 



◇ここから、丹有、県へと続いていきます。他の運動部の市総体は、７月３・４日です。 

   Dreams come true!   健闘を祈ります！ 

    

    

  

６月１８日（金） 避難訓練・・・ 

◇今日は火災を想定した避難訓練を予定していました。 

 しかし、天候を考慮して避難訓練は行わず、屋内での防災学習を行いました。 

◇担任の先生から、校内で火災が起こった場合の避難経路や集合・点呼の方法について説明があり、万一の場合に、安全で迅速に避難できる

よう備えました。 

◇その後、動画「洪水から身を守るためには」と「熱中症を予防しよう」を視聴しました。 

  

 災害はいつ自分の身に迫ってくるかわかりません。自分や周りの人の命を守れるよう、危険を予測し回避できる力をつけていきたいですね。 



６月１５日（火） ＦＭさんだ（ハニーＦＭ）の収録です 

◇ＦＭさんだの収録をしました。 

 今回の出演は、広報委員長と風紀委員長の２人です。 

 「ひまわりプロジェクト」のことや専門委員会で取り組んでいる「あいさつ運動・交通安全運動」、三田市の総合体育大会のことなどをお伝えし

ました。また、教育実習の先生との楽しい会話や１６日から始まる期末テストへ向けての意気込みも語ってくれています。 

   

  放送は、あさって（６月１７日）１０：２０～『ハニー サウンドマルシェ』 の中です。ぜひお聴きください。 

  

６月１５日（火） 「ひまわりプロジェクト」レポート２ 

◇６月４日に続いて、ひまわりの成長の様子をお知らせします。 

 ６月に入って芽を出したひまわり。 

 生徒会の皆さんが水をやったり、草を引いたり・・・毎日世話をして成長を見守っています。 

   

 おかげさまで、ここまで大きくなりました。  

 つぼみをつけるにはまだ時間がかかりそうですが、全校生徒が毎日の成長を楽しみにしています。 



  

  

６月１４日（月） 三田市総体・吹奏楽コンクール壮行会 

◇三田市総合体育大会、吹奏楽コンクール西阪神地区大会の壮行会を行いました。   

 校長先生から、  

  「スポーツや文化は、人に勇気や感動を与える。」 

  「試合でプレイヤーは、勝敗に一喜一憂しながらも、互いにがんばる気持ちを 

分かち合えるよい機会である。」 

  「八景中の生徒の精一杯の取り組みが多くの人の心に届くよう、完全燃焼して 

ほしい。」 

  「仲間、保護者、先生など多くの人が君たちを応援・サポートしている。」 

 と激励の言葉をいただきました。  

◇生徒会長は、大会を前にした３年生の熱い思いに気持ちを寄せながら、 

  「コロナで部活の時間が制限されたが、短い時間で工夫して練習した。」 

  「試合の前に結果を心配するのではなく、やりきろう。そうすれば、達成感を感じられ、それが財産にな

る。」 

  「大会ができることに感謝、全力を尽くそう」とエールを送りました。 

  

◇その後、各部の部長が大会へ向けての意気込みを語りました。「初志貫徹」など各部のスローガンやスローガンに込めた思い、目標などを全

校生に届けました。部員は各教室で立ち、みんなの拍手を受けました。 

   

◇日程 

  三田市総合体育大会（陸上）        ６月１９日（土）・２０日（日） 



  三田市総合体育大会            ７月３日（土）・４日（日） 

  吹奏楽コンクール西阪神地区大会    ７月２５日（日） 

※各大会は、コロナウイルス感染症拡大防止対策を行ったうえで開催されます。 

  

６月１１日（金） 第１回進路説明会を実施しました 

◇３年生の保護者の皆さんを対象として、進路説明会を実施しました。 

 進路希望調査や学期末の個人懇談ヘ向けて、高等学校の紹介や入試のしくみ、日程などの説明です。 

 参加者の皆さんには事前の健康観察をお願いしたうえで、会場では座席の間隔をとり換気をできるだけ行うなどコロナウイルス感染拡大防止

対策を行いながら実施しました。 

◇校長先生のあいさつでは、「生徒がよりよく進路を決めていくために、  

生徒と保護者の方がたくさん話をしていただくことが大切」とお話があ 

りました。 

  

◇高等学校（市内公立４校）の紹介 

 三田市内の公立高等学校作成の紹介ＤＶＤを上映し、各校の特徴に 

ついて知っていただく機会としました。生徒は前日に視聴しました。 

 「この高校のここが良かった！」など、ご家庭でお話しいただけましたか？ 

  

  

◇進路担当より、公立高校・私立高校や就職などの入試・選考のしくみや日程などについて、資料を元に説明しました。 

   

 参加していただいた保護者の皆さん、熱心に説明を聴いていただきありがとうございました。参加できなかった保護者の方には資料を配布しま

す。 

 ご不明な点やご相談がありましたら、担任や進路担当にご連絡ください。  

６月１０日（木） 生徒会専門委員会活動 盛ん！ 

◇生徒会専門委員会の活動が、活発に行われています。 

 評議委員会……これまで生徒会役員が行っていた朝のあいさつ運動を、昨日から引き継いでくれています。八景坂の下から上まで、６～７人が

それぞれの分担場所で元気にあいさつ。明るいあいさつとともに、登校してくるみんなへのメッセージを、ホワイトボード書いてお出迎え。カラダも

ココロも軽くなる爽やかな朝を演出してくれています！ 

     メッセージは →→→ こちら 

https://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/kyouiku/chuugakkou/hakkei/documents/0609greeting_1.pdf


 風紀委員会……登校時の交通安全呼びかけが始まりました。八景坂下の歩道橋周辺は、一般の方や高校生の往来も多く、一列にならなけれ

ば車道にはみ出してしまう危険があります。中学生がマナーを守り、広く交通安全を呼びかけるために風紀委員会が名乗りを上げてくれました。

黄色の横断旗があるだけでも、みんなの意識が変わってきます。 『人もクルマもゆずり合い！』 互いに交通安全に気をつけまし

ょう。 

    

６月７日（月） 教育実習が始まりました 

◇今日から教育実習が始まりました。今回実習に来られた４名の皆さんは本校の卒業生。先生になるために、授業やクラスのことなど様々な実習

を経験されます。 

 初日の今日は少々緊張気味。でも全校集会では、自己紹介や実習に対する意気込みなどさわやかに話をしてくれました。 

   

◇給食の配膳の様子。生徒と一緒に活動してふれあえる良い機会です。 

   

◇これから少しずつ、教科の授業でも実習が増えていきます。実習生の皆さんを応援よろしくお願いします。 

  

６月４日（金） 「ひまわりプロジェクト」レポート１ 

◇５月２５日に植えたひまわりの種、今週になって芽を出し始ました。 

 恵みの雨とたくさんの光を浴びて、日に日に成長していきます。 



  

  

  

 毎日少しずつ大きくなっていくひまわりを見ているとうれしい気持ちになりますね。 

 これからも「ひまわりプロジェクト」のレポートをしていきます。 

 「ひまわり」と八景中学校生徒の成長に、乞うご期待！！ 

  

５月２５日（火） ひまわりプロジェクトが始動！ 

◇５月１７日の生徒総会で、生徒会執行部が提案・承認された「ひまわりプロジェクト」が、生徒会役員の手で始まりました。 

 校務員さんにもお手伝いいただいて、種を植える花壇の準備。 

 草を引いたり土を耕したりしました。 

  

  

  



◇そして今日、種まき。力強く太陽に向かって咲くことを願って、丁寧に種を植えました。しばらくすると種が芽を出し、生徒の皆さんと一緒に成長。

２か月ほどすると、大きく力強い花を咲かせることでしょう。 

      

  

  はるかのひまわりプロジェクトについて（PDF：189KB） 

  

５月１７日（月） 生徒総会を行いました。 

◇今年度の生徒会の活動方針を伝え、採決を行うために生徒総会を行いました。      

 コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も放送とスライドでの総会となりました。 

◇生徒会長、校長先生のあいさつの後、議事へと進みます。 

   

◇執行部および各専門委員会の活動方針が述べられ、教室では関連するスライド 

 により、活動について具体的に知ることができました。              

 それぞれの活動方針について、各クラスから質問がされ、 

 執行部や専門委員長は全校生の承認と協力が得られるよう 

 丁寧に回答を行いました。 

◇採決では、みんなの協力を得て活動方針に承認が得られました。 

◇生徒会役員のみなさん、今年１年、八景中学校がみんなにとって 

https://www.city.sanda.lg.jp/kosodate/kyouiku/chuugakkou/hakkei/documents/harukanohimawari.pdf


 居心地の良い学校になり、笑顔で楽しく過ごせるようよろしくお願 

 いします。全校生の力を結集して、学校を盛りあげていきましょう。 

  

  

  

  

５月１４日（金） 実力テストを行いました 

◇令和３年度初めてのテスト、実力テストです。 

 これまでに学んだことを確認し、これからの学習に生かすために実力テストを行いました。 

 何が理解できていて、これから何をどのように勉強しようか考えられる良い機会です。 

 また、１年生は中学校に入って初めてのテスト。テストの受け方についても先生から説明を受け、テストの意義を確認しました。 

 ２，３年生は真剣そのもの、教室では「さあ、やるぞ！」と気迫を感じました。１年生は少し緊張した様子で、国語、数学、社会、理科、英語の順番で

テストを受けました。 

   

 来週からテストの結果が返ってきます。問題ごとに振り返ってみて、次の勉強に生かしましょう。 



４月２１日（水） 自転車免許講習 

◇１年生を対象に、自転車免許講習会を実施しました。 

 八景中学校では多くの生徒が自転車で通学しています。全員が毎日、安全に登下校できるよう安全教育に力を入れています。 

 会の初めに校長先生から参加者に対して、「一番大切なものは命。自分の命と友達の命を守るために、しっかりと学んでほしい。」と願いが伝え

られました。 

 講師として、三田警察の警察官と市役所の安全指導員さんが来てくださいました。安全な運転の仕方についてお話を聞いたうえで、「自転車走

行訓練」と「自転車点検」を行いました。 

    

    

 講師の方から、道路交通法をもとにルールを守る大切さ、安全に自転車を運転するために「公共の道だから並走しない」ことなどを教わりまし

た。安全確認がとても大切だと感じました。 

 明日は２，３年生が講習を受けます。 

  

 ここでクイズです。２，３年生の皆さん、この道路標識は何の標識か 

 わかりますか？ 

  

  

  

  

  

４月２１日（水） ＦＭさんだの収録 

◇ＦＭさんだ（ＨＯＮＥＹ ＦＭ）の収録をしました。 

 今回の出演は、生徒会役員の２人です。 

 １９日（月）に行った新入生オリエンテーションの様子と生徒総会についてお知らせしました。 

 オリエンテーションの苦労話やおもしろかったこと、生徒総会を前に八景中学校をどんな学校にしていきたいかなどの意気込みを話してくれまし

た。 



    

  放送は、明日（４月２２日）１０：２０～『ハニー サウンドマルシェ』の中です。お楽しみに。 

  

４月２０日（火） １年生、部活動見学始まる 

◇新入生オリエンテーションで見た部活動紹介を参考に、１年生は今日から部活動見学が始まりました。 

 どの部活動に入ろうか、友達と相談したり先輩や先生に尋ねたりしながら、活動の様子を見ています。２７日（火）からは、仮入部も始まります。 

  どの部活にしようかなあ・・・ 

  

  

  

  

  

  早くやりたいなあ・・・ 

  

  

  

  

  

  先輩かっこいいなあ、あんな風になりたいなあ・・・ 

  

  

  

  

  

 部活動を通して、自分の好きなスポーツや文化活動などを追及したり、先輩・後輩との交流の中で人間関係を深めたりするなど成長することを

期待しています。 

４月１９日（月） 新入生オリエンテーション 

◇新入生に生徒会や中学校の生活を説明して、生徒会活動の意義を伝えるために「新入生オリエンテーション」を行いました。 

 例年ならば、全校生が体育館に集まって行う新入生オリエンテーションですが、コロナ禍のため、各クラスで映像を使っての実施です。 

 生徒会役員が作成した学校生活や生徒会活動、部活動の紹介映像を各クラスで視聴。笑いや驚きが教室に響きました。 



      

      

  

４月１９日（月） 全校集会 

 全校集会を開きました。コロナ対策のため、今年度もしばらくの間放送で行います。 

◇校長先生のお話 

 ・今日は「地図の日」。１８００年４月１９日、伊能忠敬が日本地図をつくるために、蝦夷地（今の北海道）を目指して江戸を出発したことが由来し

ています。 

 ・伊能忠敬が国土の正確な測量のための第一歩を踏み出したということで、「最初の一歩の日」とも呼ばれるそうです。 

 ・伊能忠敬はこの時５４歳。１７年の歳月をかけて４万キロを歩き日本地図を作りました。伊能忠敬のことを思うと、「何を始めるにも遅すぎること

はない」「いつまでもチャレンジし続けたい」と感じます。 

  【放送室での様子】              【教室での様子】 

  

 ・生徒の皆さんは、今日はどんなことにチャレンジしますか？  

４月１４日 １年安全教室 

 １年生を対象に安全教室を行いました。 

 校区が広い八景中学校。生徒の皆さんが安全に登下校できるよう、通学路の危険個所についてスライ

ドを使って確認しました。また、登下校のルールについて詳しい説明を聴いて、安全な通行の仕方を学び

ました。 

  

  



４月１３日 １年給食開始 ２・３年は通常授業 

 １年生も、いよいよ今日から給食が始まりました。午前中は身体測定や学校探検。少しずつ中学校に慣れていきましょう。 

 ２・３年生は、当たり前のように通常の学校生活に入っていきました。 「さすが、先輩！」 授業の様子は、落ち着きと活発さが同居しています。とて

もよいスタートですね。その調子、その調子‼ 

 【１年の給食風景】              【食器返却】                  【これが３年の心意気】 

          

 【授業の様子】 

   

４月９日 第３７回入学式 

 晴れの門出を祝うかのような青空のもと、八景中学校に１７６人の新入生が集いました。「おはようございます」のあいさつが、鶯のさえずりさえ

もかき消してしまうような元気な声が校舎に響きます。式場の体育館には、凛とした空気が流れ、第３７回入学式が行われました。 

 新入生のみなさん、保護者の皆様、本日はご入学おめでとうございます。充実した中学校生活となるように、今日からいっしょにがんばっていき

ましょう。 

   

    



   

４月８日 離任のあいさつ・入学式準備 

 今日は、離任された先生方からのビデオレター。それぞれの教室で、温かいメッセージをいただきました。その後は、学活でクラスの組織づくり。

委員や係をきめて、さっそくお仕事スタート！給食や授業連絡など、スイスイとやっていくあたりはさすが２．３年生です。午後の入学式準備も、手際

よく丁寧にやってくれました。新入生にとって、気持ちのよい教室と式場に仕上げてくれました。どうもありがとう。 

    

４月７日 着任式・始業式 

 令和３年度（２０２１年度）が始まりました。気持ち新たに八景坂を、急ぎ上っていく２・３年生。めざす

は先には、今年度の活動をともにする新しいクラスメイトの発表です。一期一会の出会いを大切に！ 

 教室に入って着任式。先生たちとも、別れと出会い。新しく八景中学校にやってこられた先生たちと直

接出会うことはできませんでしたが、各教室と ZOOMでつないで、モニターをとおしてあいさつを聞き

ました。 

 その後、始業式を放送で行い、学活の時間に一年間学習する教科書を手にし、さっそく中をぱらぱら

と。 

 人や教科書との新たな出会いを大切にして、充実の、飛躍の一年にしていきましょう！ 

    


