
１２月２４日（金） ２学期を終えて 

◇たくさんの行事に取り組んだ２学期を締めくくり、終業式を迎えました。  

 感染対策として、全校生徒が体育館に集まることはせずに、放送での終業式となりました。 

 校長先生の式辞では 

    〇今年の漢字が、東京オリンピックにちなんで「金」だった。生徒のみなさんは、２学期を振り返っ

てどんな漢字を思い浮かべますか？ 

    〇八景中の２学期を漢字で表すと、「動」だと思う。理由は、 

     ・コロナの影響で、体育大会の日程が「動」いた 

     ・文化祭では、合唱ではなく体を「動」かすボディーパーカッションに挑戦した 

     ・３年の修学旅行をはじめ、各学年の行事で生徒も先生も「動」きまわった 

     ・３年生は、自分の進路実現へ向けて心が「動」いた 

    〇たくさんのことをした２学期を終えた今、「動」から「静」の時間を作って体を癒し、新しい年の始まりに備えてほしい。 

    〇今年の冬休みは、いつもより長い１７日間ある。「１７日間しかない」と思うのか、「１７日間もある」と考えるのか、考え方次第でできることが

変わってくる。 

    〇心に余裕をもって、冬休みの生活・学習に取り組んでほしい。その取り組みは、必ず、３学期・新しい学年での成長につながる。 

    〇新たな変異株は気になるが、冬休み中も基本的な感染対策を続けていこう 

とお話がありました。最後に『元気に、３学期にあいましょう』と締めくくられました。 

◇表彰伝達 

 「マエナカ杯女子バレーボール大会」「読書感想文コンクール」「人権作文コンテスト」「人権標語」で優秀な成績を収めたみなさんの表彰伝

達を行いました。各クラスでお互いのがんばりを讃えました。 

◇冬休みの生活について、生徒指導担当の先生よりお話 

    〇家族との時間を大切に過ごそう。 

    〇目標と計画が大切。冬休みはエネルギーを貯められる機会。 

    〇約束を守って生活しよう。 

とお話がありました。最後に、『いのちを大切に。１月１１日、八景坂の下で待っています』とメッセージを届けました。 

◇１年間、八景中学校ホームページをご覧いただきありがとうございました。来年もよろしくお願いします。 

 干支は「丑」から「寅」に変わります。後（ウシ）ろ向きな気持ちをふりはらい、いろんなことにトライする２０２２年を迎えましょう。 

 みなさん、よいお年を。  

 

１２月１８日（土） 兵庫県新人バスケットボール大会 

◇１２月１８日に行われた兵庫県中学校バスケットボール新人大会の結果です。 

  ＜男子＞ 

   １回戦     八景中学校  対  甲南中学校（阪神地区）     ３８ － ４８ で惜敗 



  ＜女子＞ 

   １回戦     八景中学校  対  武庫中学校（阪神地区）     ４３ － ４１ で勝利 

   ２回戦     八景中学校  対  大塚台中学校（神戸地区）    ４２ － ５３ で惜敗 

  ★ ★ この経験と悔しさを冬のトレーニングに生かせ！ ★ ★ 

１２月１５日（水） ３年生マナーアップ講座 

◇３年生・進路学習の一環として、講師をお招きして、マナーアップ講座を行いました。 

 これから臨む入学試験では面接試験をする学校があります。また、義務教育を終えて社会に出ると、気持ちよく人と接してコミュニケーションをと

る力が必要になります。 

 そこで、 『ワンランクアップの面接マナー』 と題して、人と出会うときのマナーや話し方、立ち居振る舞いなどを学びました。 

  

    

 生徒とコミュニケーションをとりながら、グッズを使ったり見本を見せてくださったり。 

  

 おかげさまで、こんなにきれいにお辞儀ができるようになりました。 

  

  

  

   

  

◇お辞儀やノックの仕方を学んだ後、実際に面接の流れを練習。これで面接試験はバッチリです。 

   

◇「第１印象が大切！第１印象は３秒で決まる」「見た目、声のトーンが第１印象の９割を占める」「話す時は、自分を知ってもらうチャンス！」など、

面接対策としてだけではなく、社会に出た時、人と接する時に参考になる話もたくさん聞かせてもらいました。 

◇入学試験、進路の決定まではまだまだ長い道のり。焦ることなく、毎日の学びをしっかりと振り返って自分のものとして、一歩ずつ進んでいきま

しょう。進路実現へ向けてがんばる３年生をみんなで応援しています！ 



１２月１０日（金） 「税の作文」で受賞 

◇３年生は、社会科・公民の授業で学んだことをもとに「税の作文」に取り組みました。この度審査があり、本校からは３人の作品が受賞、税務署

や市役所税務課の方から直接表彰されました。 

   

 ＜受賞した賞名＞ 

    三田市長賞 

    三田市租税教育推進協議会代表幹事賞 

    兵庫納税貯蓄組合連合会会長賞 

◇これを励みに、税金に興味を持ったり、文章を書くことに取り組んでください。 

１２月９日（木） １年生校外学習（姫路） 

◇１年生が校外学習に行ってきました。わくわくオーケストラ教室から３週間。 

  スローガンを、 協力・自立・友情 ～１７６人で手を取り合って～ 

と定め、わくわくオーケストラ教室で明らかになった課題を解決すべく、実行委員を中心に学年全体で取り組んでこの日を迎えました。前日の事

前学習の時から、集合や移動の姿は、わくわくオーケストラ教室の時とは見違えるようにしっかりとしたものになりました。さすが中学生という雰囲

気を醸し出していました。 

 出発式でも、実行委員が堂々とみんなの前に立ち、スローガンに込めた思いを話しまし

た。「自分たちで考え、行動する」「あたり前のことをしっかりやる」と校外学習を成功させ

るためにみんなの協力を求めました。 

みんなが実行委員を中心に一つになったと感じる出発式でした。 

 その後の移動や消毒、バスの中での感染対策もバッチリ。一路、姫路へ向かいました。 

  

  

  

   



 大手前駐車場に到着。しかし、１７０人を超える団体の移動は一筋縄ではいきません。全員が周囲をよく見て、往来する人の迷惑にならないよう

考えながら移動しました。そして、いよいよ晴天の下の姫路城、美しい！！ 

    

◇班別活動の様子です。 

＜姫路城＞ 

 天守閣からの眺めです。大改修できれいになった瓦の向こうに、姫路の街並みが広がります。 

    

 長い廊下を忍者のように進みます。  姫路城と言えば、「播州皿屋敷」のお話。いちま～い、にま～い・・・ 

    

 時代劇に出てきそうなロケーション。最後は顔出しです。 

     

＜好古園＞ 

 美しいお庭を堪能しました。お殿様もやったかも？優雅に泳ぐ鯉と戯れました。 



   

    

＜姫路市立美術館＞ 

 迫力にびっくり！同じポーズですが迫力は？？ 

    

＜城見台公園＞ 

 ここからの姫路城は絶景。姫路城が手の中にあります？ 

   

   



＜姫路市立動物園＞ 

 やってきました動物園。いろんな動物を見ました。いくつになっても動物園って楽しいものです。 

    

    

 最後はお約束の顔出し。 

 カメラマンのリクエストに素直に応じてくれました。ベストスマイルをありがとう。 

  

  

  

  

◇集合時間よりも早く最終集合場所へ戻ってきました。 

 たくさん歩いてクタクタ、体を引きずるようにして集合完了。 でも解散式では背筋を伸ばして話し手の方を見て話を聴きます。 

   

 実行委員が「班で活動できたことが何よりよかった」「明日からの生活につなげていこう」とこの日のまとめをしてくれました。 

◇コロナがなければ、５月・１泊２日の転地学習でした。その代わりの１日だけの日帰り校外学習だったけど、５月からの半年分の成長を感じる校

外学習となりました。 

 でも君たちはこんなもんじゃない！まだまだできる！！日々の生活の中で、仲間と共にさらに高めあって良い学年を創っていこう。  

 



１２月４日（土）・５日（日） 兵庫県新人柔道大会 

◇１２月４日・５日に行われた兵庫県中学校柔道新人大会の結果です。 

  

  （女子団体戦） 

   １回戦     八景中学校  対  別府中学校（東播地区）     １ － ２ で敗退  

  

  （女子個人戦） 

   －４８ｋｇ級    ベスト８ 

  ★ ★ この経験を糧に、より高い目標へ向かって力をつけよう！ ★ ★   

１２月３日（金） 第２回オープンスクール 

◇第２回のオープンスクールを行いました。 

 今回は道徳の授業を参観していただきました。今回も、ＰＴＡ役員の皆様には、受付・消毒作業をしていただき、コロナウイルス感染対策にご協力

いただきました。ありがとうございました。 

   

＜１年生＞ 

 資料 『全校一をめざして』 を使って、よりよいクラス活動について考えました。 

 一人一人がクラスの中で役割を果たすこと、それを認め合うこと。また、話し合ってみんなが協力できる雰囲気をつくることなどについて、それぞ

れが意見を持ちながら交流して、考えを深めました。 

 学級・学年の一員としての自覚を高め、１２月９日の校外学習につなげます。 

＜２年生＞ 

 資料 『「いいね」のために？』 を使って、法を守ること、正しい判断とは何かについて議論しました。 

 著作権侵害と思われる行動について、多面的・多角的に考えることによって、著作権を守ることの必要性について考えを深めました。 

 また、パソコンやスマートフォンなどの使い方について、「自分のルール」を考え直す機会にもなりました。 

＜３年生＞ 

 資料 『ハンセン病の向こう側』など を使って、差別や偏見のない社会の実現について考えました。 

 ハンセン病について正しく知ること。そして、これまでどのような差別・偏見があったのか、なぜ現在も差別がなくならないのかについて考えを深

めました。 

 差別の現実から学ぶことにより、差別をしない・差別をなくすことの素晴らしさについて語り合いました。 



◇学校では、教育活動全体を通して道徳教育を進めています。ご家庭におかれましても、週に１回の道徳の授業や日々の生活についてお子様と

お話しいただき、学校と家庭、地域とともに生徒の道徳性を高めていけるようご協力をお願いします。  

１１月２９日（月） 令和４年度生徒会役員選挙 

◇令和４年度生徒会役員選挙の選挙運動が始まりました。 

 生徒会執行部および専門委員長に、２年生３３人が立候補。 

 「来年度の八景中学校をこうしたい！」とそれぞれが考える公約を掲げ、朝の選挙運動と給食時の放送で支持を訴えます。 

   

 選挙運動は１２月３日（金）まで、１２月８日（水）に立会演説会を行って投票します。 

１１月１７日（水） わくわくオーケストラ教室 

◇１年生が「わくわくオーケストラ教室」に行ってきました。 

 １年生は初めての校外での活動。８時の集合では、「わくわく」感が体育館にあふれていました。 

 しかしながら、感染対策は必須です。登校後すぐにきっちり検温。 

    

 出発式では生徒実行委員があいさつや司会進行を務めました。 

 学校外で大人数が活動するので、移動も注意が必要です。 

 バスに乗る前には消毒、バスの中での過ごし方も気をつけました。 

 

 

 

 

 

 



◇芸術文化センター 

 ここでもまずは検温と消毒から始まりました。 

  

   

 とても大きく、素敵なホールでみんなキョロキョロ。わくわくしながら開演を待ちました。 

＜公演プログラム＞  

 ＊メンデルスゾーン：「真夏の夜の夢」より”結婚行進曲” 

 ＊ドヴォルザーク：交響曲 第９番「新世界より」第１楽章 

 ＊スメタナ：交響詩「わが祖国」より”ヴァルタヴァ（モルダウ）” 

 ＊嵐 ふるさと 

 弦楽器、管楽器、打楽器など種類ごとに楽器紹介もあり、楽器のアンサンブルでは知っている曲も聴けました。 

 ※公演中の写真は撮影できません。ぜひ、ライブで聴いた生徒から様子を聞いてください。とても素敵な公演でした。 

◇伊丹スカイパーク 

 芸術文化センターから伊丹スカイパークへ移動。まずはおいしくお弁当をいただきました。 

   



 お弁当の後は、自由に散策。噴水や水と戯れたり、蝶を追いかけたり。 

   

   

 遊具は幼児用。遊びたかったけど、約束を守りました。  こちらは、何をしようか相談でもしているのでしょうか？ 

   

   

 ダンス？をしたり、寝転んで空を見上げたり。ゆったりした時間を過ごすことができました。 



   

 見よ！離陸の瞬間！！                                 集合・点呼では班長が大活躍 

◇解散式でも実行委員が最後のあいさつ・まとめをしました。 

  

 「わくわくオーケストラ教室」での体験を振り返って学びにして、日常生活に生かしていきましょう。そして、次の校外学習での成長につなげましょ

う。期待します。  

１１月１３日（土） 兵庫県新人ソフトボール大会 

◇１１月１３日に行われた兵庫県中学校ソフトボール新人大会の結果です。 

   １回戦     八景中学校  対  夢が丘中学校（但馬地区）     ２ － ６ で敗退 

  ★ ★ この経験と悔しさを冬のトレーニングに生かせ！ ★ ★  

１１月１２日（金） 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、２年生・校外学習実行委員の３人です。 

 １１月５日（金）に実施した京都校外学習の様子をお届けしました。 

 京都の散策の感想、実行委員会の仕事内容ややりがい、苦労したことなどを語ってくれました。 

 

 

 

 

 



 ２年生は出演が初めて。とても緊張したようで、収録がおわり、電話を校長先生に返した時のホッとした表情が印象的でした。 

 放送は、１１月１７日（水）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。 

１１月１０日（水） 第１回オープンスクール 

◇第１回オープンスクールを実施しました。 

 コロナウイルス感染対策のために、昨年度は実施できず、今年度も延期をしていたオープンスクール。やっと保護者のみなさんに授業の様子を

見ていただくことができました。 

 しかしながら、感染は収束したわけではなく、来ていただく保護者の人数を制限したり、ろうかから授業を参観していただくなど、感染予防対策

を講じた上での実施となりました。 

 ご来校いただいた保護者の皆さん、ありがとうございました。 

   

   

 この日も、感染対策として、受付・来校者の確認をＰＴＡ役員の皆様にお世話になりました。ありがとうございました。 

 本来ならば、４・５月に学習や生活の様子を参観いただき、八景中の教育活動に理解を深めていただいたり、生徒の成長を感じていただくオー

プンスクールです。今後も、オープンスクールや通信などを通して、本校教育にご理解とご協力をお願いします。 

 なお、１２月３日（金）にもオープンスクールを予定しています。この日は、道徳の授業を参観いただけるように準備をしています。お忙しい中とは

存じますが、どうぞご来校ください。※案内は、１１月１２日（金）に配布します。  

１１月５日（金） ２年生校外学習（京都） 

◇２年生が校外学習に行ってきました。 

 「京都の歴史や文化に触れること」「修学旅行に向けて自律した行動をとり学年の団結力を高めること」を目的として、生徒による実行委員会

が中心となって行いました。 

 スローガンは、 赤く燃える我らの友情 ～前代未聞の校外学習 ｉｎ ＫＹＯＴＯ～ 



 ★今までに聞いたことがないほど、珍しく、楽しい校外学習にしよう★  と実行委員ががんばりました。 

   

 生徒が中心！出発式の整列や司会進行、代表によるあいさつ 

など、堂々とそれぞれの役割を果たしています。 

 バスの中では会話を控える、感染対策を行った行事です。 

 でも、カメラが向けられると明るくピース！ 

 メリハリがついて、いい感じです 

  

  

 出発地点は三十三間堂。クラス写真の後はいよいよ班別行動。  

＜三十三間堂＞ 

 １０００体もの千手観音に、何をお祈りしましたか？  

    

＜建仁寺＞ 

 京都最古の禅寺。「風神雷神図屏風」は見られたでしょうか。 

  

  

  

  

 

 

 

  



＜清水寺＞ 

 京都と言えば清水寺。坂の上には素晴らしい景色！！ 

    

   

 「清水の舞台」からの絶景。下をのぞくと・・・。京都の街が一望でした。 

    

    

 おみくじやお参り、清水寺を満喫しました。右の写真、ポスターになりそうな１枚です。 

＜円山公園周辺＞ 

 京都らしい町並みです。いい季節なので、散策も楽しいですね。 



   

＜円山公園・昼食＞ 

 円山公園はチェックポイント。みんな順調に班別行動ができています。お弁当をいただき、エネルギーをチャージしました。 

   

＜知恩院＞ 

 大改修できれいになった知恩院の山門 

 とても立派で、圧倒されます。 

  

  

  

  

  

＜京都市動物園＞ 

 やってきました動物園。右の写真、読めますか？ 

   



    

 象、ゾウ。虎、とら。タイガー、タイガー？？？ 

    

     

   

 お約束の顔出し、そして、みんなでジャンプ！！ 

 

 

 



＜平安神宮＞ 

 平安神宮はゴール地点。みんな時間に余裕をもって到着しました。きれいな色の鳥居や社殿をバックにピース！ 

    

   

  

 

◇最後の３枚、今ドキですね～。若者がインスタに載せるとこんな感じになるのかなあ、と思って編集しました。 

 （※今日のホームページ編集は、５３歳の教頭です・・・） 

◇京都の数々の寺社仏閣から、自分たちで行きたいところを決めて、自分たちで計画的に行動した１日でした。ゴールでは、みんな「やりきった

感」がにじんでいました。 

◇ 「赤く燃える」「前代未聞」の京都・校外学習。学年全体で、そして、それぞれの中でたくさんの学びがあったことでしょう。それを生かして、次に

向かう。成長し続ける２年生です。乞う、ご期待！！  

 



１０月２９日（金） 第３７回文化祭 

◇体育大会に続いて晴天の下、第３７回文化祭を開催しました。 

   

 今年の文化祭テーマ   Ｄｏｎ’ｔ Ｌｏｓｅ ～この時代だからこそできること～  

 文化祭の様子をお届けします。 

◇開会式 

 放送による開会式。校長先生・生徒会長のあいさつ、セレモニーを各教室へ届けました。 

    

◇発表映像 

 吹奏楽部と生徒会は、ライブでの発表ができないため動画を創作。各教室で視聴しました。 

 吹奏楽部の息の合った合奏、生徒会のアイデアとユーモア満載の動画。教室は感動と笑いの渦につつまれました。 

◇音楽活動 

 コロナ禍で合唱の練習ができないため、今年は、合唱曲を「ボディパーカッション」で表現しました。 

 ９月に入ってからの計画変更で誰も経験したことがない取組み。生徒も教職員も手探りで始めた「ボディーパーカッション」でしたが、さすが八

景中生徒！練習を重ねるごとに、リズムに乗って笑顔で手拍子・足拍子！！ 

 楽しんでやっている生徒の姿は、まさに”この時代だからこそ”。見ている人を笑顔に、元気にしてくれました。 

＜１年生＞ 

 

 

 

 

 

 

 



 ＜２年生＞ 

   

＜３年生＞ 

   

   

   

 振り付けやダンス、マスゲームのような表現もあり、会場を盛り上げました。 



   

◇展示発表 

 美術部や家庭部、各教科の取り組みを展示しました。それぞれが時間をかけて思いを込めてつくった作品。あちこちで、「すごいなあ」「どないし

てつくったんやろ？」と称賛の声が聞こえました。 

＜美術部＞ 

   

    

＜家庭部＞  

   

 右上の作品は共同制作。上からのぞいてみると・・・ 



  

 理想の部屋がみごとに再現。実に細やかな力作です。 

＜理科＞ 

   

  

＜美術科＞ 

   



  

＜２年生 トライやる・ウィーク・総合的な学習～八景中八景２０２１＞ 

   

◇体育大会に続いて、ＰＴＡ役員のみなさんが受付を担当。感謝！！ 

    

◇保護者のみなさんのご協力により、コロナウイルス感染対策を徹底して文化祭を実施。安心して参観・見学していただきました。ご協力ありがと

うございました。 

    



    

◇いつも通りの文化祭がやりたかった。それでも、現状を受け入れて前を向く。前を向くから、感動が生まれる。感動するから、互いに

成長できる。 （学校通信『四季彩 第８号』より） 

 この時代だからこその一人一人の成長が、ここにあった。  

１０月３１日（日） 兵庫県新人ソフトテニス大会 

◇１０月３１日に行われた兵庫県中学校新人ソフトテニス大会の結果です。 

 【男子ソフトテニス部】  於：赤穂海浜公園テニスコート   

   （個人戦） ・・・ ２ペア出場 

     １回戦     八景中学校   対   日高東中学校（但馬地区）    ３－２ で勝利 

     ２回戦     八景中学校   対   天王寺川中学校（阪神地区）   ２－４ で惜敗 

              八景中学校   対   朝日中学校（中播地区）      ０－４ で敗退 

  ★ ★ この経験と悔しさを冬のトレーニングに生かせ！ ★ ★ 

１０月３０日（土） 兵庫県新人ソフトテニス大会 

◇１０月３０日に行われた兵庫県中学校新人ソフトテニス大会の結果です。 

 【女子ソフトテニス部】  於：赤穂海浜公園テニスコート  

   （個人戦） ・・・ １ペア出場 

     ２回戦     八景中学校   対   城山中学校（中播地区）     １－４ で惜敗 

  ★ ★ この経験と悔しさを冬のトレーニングに生かせ！ ★ ★ 

１０月２７日（水） 丹有地区駅伝競走大会 

◇１０月２７日に行われた丹有地区駅伝競走大会の結果です。 於：丹波並木道公園コース 

   ＜男子＞ １区～６区：３．０㎞ 

      ★第９位   ※１区…区間賞 

   ＜女子＞ １区：３．０㎞、２区～４区１．８７㎞、５区：３．０㎞ 

      ★第７位 

１０月２３日（土） 兵庫県新人野球大会 

◇１０月２３日に行われた兵庫県中学校軟式野球新人大会の結果です。 



   １回戦     八景中学校  対  報徳学園中学校（阪神地区）     ０ － ６ で敗退 

    ＊名門の強豪相手に善戦するも敗退 

  ★ ★ この経験と悔しさを冬のトレーニングに生かせ！ ★ ★  

１０月２０日（水） 第３７回体育大会開催！ 

◇秋晴れの空の下、第３７回体育大会を開催しました。 

 大会テーマ  竜攘虎搏    

           ～最高の景色を見に行こう～ 

 新型コロナウイルス感染対策を行いながら、 

 様々な工夫をして、全校生徒で実施する体育大会。 

 大会テーマのとおり、互角の力をもった強い者同士が戦い、学級・学年・学校全体の集団作りを進めることができました。 

◇開会の前に行ったエール交換。各ブロックが工夫をこらし、互いの健闘を誓いあいました。 

   

   



   

   

◇全校生徒が堂々たる入場行進               ◇体育委員長と各ブロックリーダーによる選手宣誓 

    

◇プログラム１番・全校体操。これぞ「統一の美」 

   

◇各競技では、一人一人が全力で自分の力を発揮します。 



    

 ＊６×１００ｍリレー                                         ＊１年学年種目 

    

 ＊２年学年種目                 ＊３年学年種目 

    

 ＊新種目の「八景リレー」 

    

 ＊３人４脚リレー                ＊生徒会種目・大縄跳び 

◇競技中も、応援団・３年生が中心となって選手を応援し、大会を盛り上げます 

 

 

 

 

 

 

 



   

◇表彰式も生徒が主体 

 それぞれの健闘を全校生徒での拍手で讃えました。 

  

  

  

  

  

 

   ◇受付は、ＰＴＡ役員のみなさんにお世話になりました。名簿の確認や消毒などコロナ対策もばっちり。ありがとうございました。 

   

◇様々な工夫と多くの人々の努力で、今の時代にふさわしい体育大会をつくりあげることができました。 

 この経験とみんなのつながりは、八景中学校のレガシーと言えるでしょう。感動をありがとう。  

１０月１８日（月） 丹有地区新人大会の結果 

◇１０月１８日（月）実施の丹有地区新人大会の結果です。 ※ソフトボールは、１７日（日）雨天順延のため 

 【ソフトボール部】  於：氷上中学校 

   敗者復活戦   八景中学校   対   氷上・柏原中学校    ２－１ で勝利 

   ２位決定戦   八景中学校   対   丹南・西紀中学校    ５－４ で勝利 

   ★第２位 

◇１０月１６日（土）・１７日（日）実施の丹有地区新人大会の結果です。 



 【卓球部】  於：柏原住民センター 

  （団体戦）  

   ＜男子＞ 

    １回戦     八景中学校   対   柏原中学校     ０ － ３ で惜敗 

 

   ＜女子＞ 

    １回戦     八景中学校   対   市島中学校     １ － ３ で惜敗 

１０月１７日（日） 丹有地区新人大会の結果 

◇１０月１７日（日）実施の丹有地区新人大会の結果です。 

 【女子ソフトテニス部】  於：春日総合運動公園テニスコート  

   （個人戦） 

    ★第２位 

 【野球部】  於：駒ケ谷野球場 

    準決勝    八景中学校   対   山南中学校     ３ － ２ で勝利 

    決勝      八景中学校   対   氷上中学校     ２ － １ で勝利 

    ★優勝 

 【男子ソフトテニス部】  於：青垣総合運動公園テニスコート 

   （個人戦） 

    ★第３位、ベスト８（第５位） 

 【男子バスケットボール部】  於：春日中学校体育館 

    準決勝    八景中学校   対   春日中学校     ５４－７１ で惜敗 

    ★３位入賞 

 【女子バスケットボール部】  於：丹南中学校体育館  

    準決勝    八景中学校   対   春日中学校     ４０－４８ で惜敗 

    ★３位入賞  

１０月１６日（土） 丹有地区新人大会の結果速報 

◇１０月１６日（土）実施の丹有地区新人大会の速報です。 

 【男子バスケットボール部】  於：春日中学校体育館 

    １回戦     八景中学校   対   柏原中学校     ５３－３６ で勝利 

    ＊１０月１７日、準決勝（１１時～、対春日中学校）へ 

 【女子ソフトテニス部】  於：春日総合運動公園テニスコート  



   （団体戦） 

    ２回戦     八景中学校   対   篠山中学校     ２ － １ で勝利 

    準決勝     八景中学校   対   市島中学校     ０ － ２ で惜敗 

    ★第３位入賞 

 【ソフトボール部】  於：氷上中学校 

   １回戦      八景中学校   対   篠山・篠山東     ０－１０ で敗退 

   敗者復活戦   八景中学校   対   ゆりのき台中学校  １０－４ で勝利 

   ＊１０月１７日・９時３０分～、氷上・柏原中学校と対戦 

 【男子ソフトテニス部】  於：青垣総合運動公園テニスコート 

   （団体戦） 

    ２回戦     八景中学校   対   氷上中学校     ３ － ０ で勝利 

    準決勝     八景中学校   対   狭間中学校     １ － ２ で惜敗 

    ★第３位入賞 

 【女子バスケットボール部】  於：丹南中学校体育館 

    １回戦     八景中学校   対   山南中学校     ４８－３８ で勝利 

    ＊１０月１７日、準決勝（９時～、対春日中学校）へ 

 【バレーボール部】  於：西紀中学校体育館 

    １回戦     八景中学校   対   篠山中学校     ２ － ０ で勝利 

    ２回戦     八景中学校   対   氷上中学校     ０ － ２ で惜敗 

 【野球部】  於：三田谷公園野球場 

    １回戦     八景中学校   対  青垣・和田中学校    ７－０ で勝利 

    ２回戦     八景中学校   対  篠山・篠山東中学校   ４－０ で勝利 

    ＊１０月１７日、準決勝（対山南中学校）へ 

 【柔道部】  於：三田学園小寺ホール 

   ＜男子＞ 

    （団体戦）     第２位  

    （個人戦）     －６６㎏級   優勝  

   ＜女子＞  

    （団体戦）     優勝 

    （個人戦）     －４４㎏級   第３位 

               －４８㎏級   優勝 

               －５２㎏級   優勝、第３位 



                 ７０㎏級   優勝 

１０月１４日（木） 体育大会レポートその５～予行を実施～ 

◇絶好の秋晴れの下、体育大会予行を実施しました。 

 コロナ感染対策として、全校生徒が集まって練習をするのは今日が 

 初めてなのです。 

 みんな戸惑いながらも、これまでの練習で身につけたことを思い出 

 しながら予行を行いました。 

 最初は入場行進や開会式、全校体操。 

 種目の練習では、同時進行で準備係や放送係などの係活動も練習 

 します。 

  

    

    

    

◇今日の予行でうまくいかなかったところは、明日以降の練習で修正、ブラッシュアップします。 

 １０月２０日の本番が待ち遠しいところです。  

１０月１３日（水） 体育大会レポートその４～明日は予行～ 

◇明日の体育大会予行へ向けて準備をしました。 



 委員会や部活動でとてもよく働いてくれました。委員会は自分の責任を果たすべく仕事をし、部活動では２年生が自ら動いて１年生の手本とな

り、声をかけてリーダーシップを発揮。感心です。 

    

    

 生徒会長は、初めて校旗を持って行進。 

 校旗の重さに戸惑って、少しフラフラしていました・・・ 

  

◇明日は天気も八景中のみなさんに味方をしてくれそうです。 

 体育大会への準備が着々と整っています。 

  

１０月７日（木） 『八景中八景２０２１』決まる！ 

◇２年生が取組んだ『八景中八景２０２１』の大賞と入賞合わせて８風景、『八景中八景２０２１』が先週１０月７日（木）に決定しました。 

 この企画は、地域を知り、地域を愛して誇りに思う心を育てることを目的に、人と自然の博物館や地域の方々の協力を得て、トライやる・ウィーク

の一環として、総合的な学習の時間などを使って取組みました。 

 『八景中八景』とは、”三田八景”や”近江八景”になぞらえて、八景中学校区内で自分の好きな場所や自慢できる景色などの風景を撮影して

スライドを作成。みんなの前で発表・紹介する取組みです。撮影やスライド作成の前には、人と自然の博物館の館長さんから、まちづくりや”近江

八景”などについてお話を聴き、７日の発表会には、校区をよく知る地域の方々も審査に加わってくださいました。 

  ＊発表会の様子                                          ＊審査員による講評 



    

 私たちの地域には、美しい景色、自慢できる場所がたくさんあります。いつもの風景をゆっくり時間をかけて見てみると、実に味わい深いものだと

感じることができました。私たちの『八景中八景２０２１』をご堪能ください。 

   

  ★大賞 山田の滝                        ★武庫川の朝 

   

  ★川除の田園風景                        ★三田小学校遠景 



   

  ★屋敷町の風景                         ★松が丘の公園 

   

  ★欣勝寺                              ★三田の山並み 

  

１０月６日（水） 体育大会レポートその３ 

◇全体練習の２回目、今日は各種目の練習です。 

 先生から、各種目のやりかたやルール、入退場の仕方などの説明を受けます。図を見せて説明すると、わかりやすいようです。 

 入退場も演技のうち。きびきびと入場・退場する姿を見てもらいます。 

   



   

◇ブロックの応援団によるエール練習も２回目。放課後に何度も集まって話し合いや準備をして、みんなができるように指示をしました。そのおか

げで、形になってきました。 

＜黄ブロック＞ 

    

＜緑ブロック＞ 

    

＜赤ブロック＞ 

    

＜青ブロック＞  



    

◇３年生の学年種目 

 さすが３年生、入場もスムーズです。２人組は上手くいくと思いきや・・・ 

   

   

 この瞬間をカメラに収めました！  

◇３年生が修学旅行に行くので、体育大会の練習はひとまず休憩。週が明けたら、１，２年生の学年種目の練習です。 

１０月５日（火） 今年だからこその・・・文化祭 

◇今年の八景中の文化祭は・・・ 

 ２学期は、新型コロナウイルス感染第５波の影響でいろいろな変更を余儀なくされました。体育大会の日程変更をはじめ、新人戦前に部活動が

できなかったり音楽の授業で歌が歌えなくなったりしました。 

 文化祭も・・・ 

◇合唱の代わりに『合唱曲で、創作ボディーパーカッション』 

 ９月。授業で歌が歌えなかったので、クラスの合唱が創れません。文化祭の“華”である合唱コンクールができないのです。でも、「コロナのせい

で合唱ができない」と嘆くのではなく、「ボディーパーカッションで合唱曲を創ろう、みんなでアイデアを出して考えられる機会だ。」と考えました。 

  



 何しろ初めてのことなので試行錯誤。うまくいくかわかりませんが、こんな風に楽しくやっています。 

    

    

◇Ｄｏｎ’ｔ ｌｏｓｅ ～この時代だからこそできること～  

 これは、令和３年度八景中文化祭のスローガンです。 

 クラス合唱ができない文化祭をやるなど考えてもみませんでした。今、この世代だけかもしれません。 

コロナに負けるな！あきらめるな！！ 今年こその文化祭を、自分たちで“つくり”ます。 

◇学校共同制作（大壁画）も始まりました。 

 黙々と一人で塗り上げる人、友達と一緒に相談したり手伝ってもらいながら塗る人。 

どんな壁画ができあがるのか、乞うご期待です。 

    

  

１０月４日（月） 三田市新人大会の結果 

◇１０月２日（土）実施の三田市新人大会の結果です。 

 【柔道部】  於：三田学園小寺ホール 

   （個人戦） 

     ＜男子＞ 

        －５５ｋｇ級   第３位 

        －６０ｋｇ級   第２位 



        －６６ｋｇ級   優勝  

     ＜女子＞ 

        －４４ｋｇ級   第３位 

        －４８ｋｇ級   優勝 

        －５２ｋｇ級   優勝、第３位 

          ７０㎏級   優勝 

１０月３日（日） 三田市新人大会の結果 

◇１０月３日（日）実施の三田市新人大会の速報です。 

 【男子ソフトテニス部】  於：下青野テニスコート 

   （個人戦） 

    ★第２位、第３位、第５位、第９位、第１３位 〔丹有大会出場〕 

 【男子バスケットボール部】  於：城山公園体育館 

    決勝     八景中学校   対   三田学園中学校    ５０ － ３９ で勝利 

    ★優勝 

 【女子バスケットボール部】  於：城山公園体育館 

    決勝     八景中学校   対   けやき台中学校    ５７ － ４７ で勝利  

    ★優勝 

 【女子ソフトテニス部】  於：下青野テニスコート 

   （個人戦） 

    ★第２位、第４位、第９位 〔丹有大会出場〕 

 【陸上競技部】  於：沢谷駅伝コース 

  （男子駅伝） １区～７区：３．１㎞ 

    ★第５位   ※１区…区間賞 

  （女子駅伝） １区：３．１㎞、２区～４区２．２㎞、５区：３．１㎞ 

    ★第３位   ※２区…３位、４区…区間賞、５区…３位 

 【野球部】  於：城山球場 

    決勝     八景中学校   対   三田学園中学校    ２ － ４ で惜敗 

    ★第２位 

 【サッカー部】  於：富士中学校 

    八景中学校   対   富士中学校   ０－０、ＰＫ戦４－５ で惜敗 

◇１０月２日（土）実施の三田市新人大会の結果です。 



 【陸上競技部】  於：三木防災公園陸上競技場 

  （男子） 

    共通８００ｍ        優勝（大会記録） 

    共通４×１００ｍリレー   ４位 

    共通走高跳        ３位 

    共通走幅跳        優勝、６位 

    共通三段跳        ２位 

    ２年１５００ｍ       優勝（大会記録） 

    ★男子総合        ５位 

  （女子） 

    共通１５００ｍ       ２位、４位 

    １年１００ｍ        ４位 

    １年８００ｍ        ４位 

    ２年８００ｍ        ３位、６位 

    オープン８００ｍ     優勝 

    ★女子総合        ５位 

 【男子バスケットボール部】  於：城山公園体育館 

    １回戦     八景中学校   対   狭間中学校       ６７ － ３４ で勝利 

    準決勝    八景中学校   対   けやき台中学校     ６３ － ４６ で勝利 

    ＊１０月３日、決勝戦へ（１２時４０分～、対三田学園中学校） 

 【女子バスケットボール部】  於：藍中学校体育館 

    １回戦     八景中学校   対   三田学園中学校    １０５－ ３ で勝利 

    準決勝    八景中学校   対   ゆりのき台中学校    ６８ － ３５ で勝利 

    ＊１０月３日、決勝戦へ（１３時３０分～、対けやき台中学校） 

１０月２日（土） 三田市新人大会の結果速報 

◇１０月２日（土）実施の三田市新人大会の速報です。 

 【男子ソフトテニス部】  於：下青野テニスコート 

   （団体戦） 

    １回戦     八景中学校   対   長坂中学校        ３ － ０ で勝利 

    準決勝    八景中学校   対   狭間中学校        ２ － ０ で勝利 

    決勝      八景中学校   対   富士学校         ２ － １ で勝利 

    ★優勝 



 【女子ソフトテニス部】  於：下青野テニスコート 

   （団体戦） 

    １回戦     八景中学校   対   藍中学校         ３ － ０ で勝利 

    準決勝    八景中学校   対   ゆりのき台中学校    ２ － １ で勝利 

    決勝      八景中学校   対   けやき台中学校     １ － ２ で惜敗 

    ２位決定戦  八景中学校   対   狭間中学校        ２ － １ で勝利  

    ★第２位 

 【バレー部】  於：駒ケ谷体育館 

    八景中学校   対   ゆりのき台中学校    ０ － ２ で惜敗 

    八景中学校   対   狭間中学校        ２ － ０ で勝利 

    ★第３位 

【野球部】  於：三田谷公園 

    八景中学校   対   けやき台中学校    ７ － ０ で勝利（コールドゲーム） 

    八景中学校   対   ゆりのき台中学校  １１ － ０ で勝利（コールドゲーム） 

    ＊１０月３日、決勝戦へ（城山球場） 

 【サッカー部】  於：長坂中学校 

    八景中学校   対   けやき台中学校   ０ － ４ で惜敗 

    ＊１０月３日、５位決定戦へ（１０時２０分～、富士中にて）。 

 【ソフトボール部】  於：ゆりのき台中学校 

    八景中学校   対   ゆりのき台中学校   １１ － ５ で勝利 

    ★優勝 

 【柔道部】  於：三田学園小寺ホール 

   ＜男子＞ 

     団体戦   第２位 

   ＜女子＞ 

     団体戦   優勝 

 【卓球部】  於：八景中学校 

   ＜男子＞ 

     団体戦   第２位 

     個人戦   第３位 

   ＜女子＞ 

     個人戦   第３位 



１０月１日（金） 体育大会レポートその２ 

◇全体練習（ブロック練習）に引き続き、学年種目の練習も始まりました。 

 こちらも感染防止対策が必要です。今までの種目を見直して、”ウィズ・コロナ”で演技内容の変更を行いました。 

 ＊１年生学年種目 …ＨＡＫＫＥＩ２０２１～より速く より多く～ 

   

 演技の”速さ”と、入れた球の”多さ”で競い合います。 

 ＊２年生学年種目 …エキサイティングボールトスゲームス２０２１ 

    

 しっかりと説明を聴き、統一した美しさをめざします。もちろん、演技は楽しみます。 

 ＊３年生学年種目 …持続可能な”団結”目標 Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ”Ｄａｎｋｅｔｕ” Ｇｏａｌｓ  

   

 地域の方からいただいたテニスボールを隣の人と拳で挟んでリレー。でも、４人はなかなか大変そうです。 

   

 はじめての種目なので、みんなで試行錯誤。先生も初めてなので、一緒にやってみました。 



◇どの学年も、身体的距離を保つなど工夫をして演技を考えました。「今までと同じ種目ができない」ではなく、「今、こうしたらみんなで楽しめ

る」と考えて種目を見直したのです。 

 しなやかに考え、楽しく取り組む。人間の力ってすごいなあと感じます。 

  

 ここから練習を重ね、各学年ともブラッシュアップ。本番でどんな演技を見せてくれるか楽しみでなりません。  

９月３０日（木） 体育大会レポートその１ 

◇９月２８日に結団式を行い、本格的に体育大会の練習が始まりました。  

 右の写真がその全体写真です。「あれっ？」と思うかもしれません。 

 今年の体育大会は、新型コロナウイルスの影響で１０月に延期と 

なりました。また、感染防止のためにいろいろな変更をすることとな 

り、何度も話し合いをしました。そして、これまで全校生徒でやってい 

た練習を、密をさけるためにブロックごとで行うことにしました。 

 全校生徒が一堂に集まって、心を合わせ、動きを合わせることが 

できなくなったことは残念ですが、例年の３分の１の人数で集まり、 

効率よく練習ができています。 

◇ブロックごとに練習をするので、３年生のリーダーが前に立って活躍する機会も多くなります。 

    

        ※ブロック全体の前に立って指揮をする３年生のリーダー 

◇ブロックの応援団によるエール練習。全体の前に立つのも２８日に続いて２回目となり、少し慣れてきました。３年生の応援団は放課後に残って

準備を進め、練習も波にに乗ってきた感じです。 

   

 どんなエール交換になるか楽しみです。 



９月２８日（火） 三田市新人体育大会壮行会 

◇１０月２日（土）、３日（日）に三田市新人体育大会が、１０月３日（日）に三田市駅伝大会が開催されます。 

 新チームになって初めての公式戦、今日は、壮行会を行いました。 

◇校長先生から 

  

  ・３年生からバトンを受け継いだ君たちの声が、グランド・体育館・武道場から聞こえてくるたびに勇気をもらっている 

  ・満足な練習ができなかっただろうが、今の環境の中で、最高のパフォーマンスをめざしてやってきた君たちを誇らしく思う 

  ・今回は新人戦。めざすは９か月後の総合体育大会。『利他の精神』で、仲間のため、チームのために全力を尽くそう 

  ・成功の対義語は失敗ではない、何もやらないこと。チャレンジ精神をもって、試合に臨もう 

と激励の言葉をいただきました。 

◇各部の部長がマイクに向かい「〇〇部、起立」と声をかけると、各クラスで部員が立ち、部長の意気込みの後、各クラスは激励の拍手に包まれ

ました。 

   

◇各部の意気込みは、新館２階の窓に掲示しています。 

   

 がんばれ！八景中チーム！！  

９月２８日（火） 体育大会練習始まる！ 

◇中間考査が今日でおわり、１０月２０日（水）に延期となっていた体育大会の練習が本格的に始まります。 



 その最初として、結団式を行いました。もちろん、コロナウイルス感染対策を行いながらの実施となりました。 

◇各ブロックの構成クラスは次のとおりです。 

 緑ブロック・・・１年１組、２年４組、３年３組 

 赤ブロック・・・１年３組、１年４組、２年５組、３年４組 

 青ブロック・・・１年２組、２年１組、２年６組、３年１組 

 黄ブロック・・・１年５組、２年２組、２年３組、３年２組 

◇各ブロックの３年生の応援団の人たちは、夏休み前から「エール交換」の内容を考え、準備してくれました。 

   

   

◇時間をかけて準備をしてきたとはいえ、多くの人の前で話をするのは大変です。 

 緊張しないように、わかりやすく・・・ 

 がんばれ！応援団、３年生。八景中のリーダーとして、全校生徒を引っ張ってください！！ 

９月２７日（月） 一斉下校指導 

◇校区が広い八景中学校では、登下校の安全を確保するため、安全指導に力を入れています。 

  

  今日は、２学期最初の一斉下校指導。校区内１３か所に分かれて、全職員で安全指導を行いました。また今日は、ＰＴＡ愛護部のみなさんにも

協力いただき、重点箇所で安全に下校できるようお声掛けいただきました。 

  



   

   ↑ 八景中学校下バス停付近                  ↑ 西山自転車レーン 

  ← 三田駅北ロータリー 

  交通ルールを守り、登下校のマナーを向上させる。周りをよく見て、危険を予測して事故を回避する。 

  生徒のみなさんがこんな力をつけられるように、八景中学校では、先生も保護者も、そして地域の方々も生徒のみなさんを見守っています。 

９月２７日（月） 

◇９月２５日・２６日開催の兵庫県新人体育大会・陸上競技大会の結果です。  

 【陸上競技部】  於：神戸総合運動公園ユニバー記念競技場  

   ＜男子＞ 

     １，２年８００ｍ    優勝 

     １，２年１５００ｍ   第５位 

  ★ ★ 県大会優勝おめでとう！すごい！！ 

      冬のトレーニングの目標を立て、さらなる飛躍を期待します ★ ★ 

９月２２日（水） 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、生徒会執行部運営担当と給食委員長の２人です。 

 授業でのタブレットの使用状況や学校でＳＤＧ'ｓについて取組んでいること、感染防止対策として行っている「黙食」について思うことなども語っ

てくれました。給食委員会で行った”好きな給食アンケート”の結果もお答えしています。 



  

 放送は、９月２８日（火）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。 

９月４日（土）５日（日） 丹有地区新人体育大会（陸上競技）の結果 

 【陸上競技部】   於：三木総合防災運動公園陸上競技場  

  ＜男子＞ 

     共通８００ｍ       優勝 

     共通走幅跳       第２位 

     １年１５００ｍ       第２位 

     ２年１００ｍ        第５位 

     ２年１５００ｍ       優勝 

     ＊総合          第７位 

９月８日（水） ＺＯＯＭ接続テストを行いました 

◇１年生がタブレット端末を家に持ち帰り、学校と家とでＺＯＯＭの接続テストを実施しました。 

 時間を決めてミーティングを開始、６日のトレーニングの甲斐もあって、多くの人がスムーズにミーティングに参加することができました。 

 教室から先生が名前を呼んだり手を振ると、画面の向こうで元気に答えてくれました。ビデオやミュートなどの使い方もお手のもの、見事に教室

と家がつながりました。 

 先生たちはチームを組んでテストに挑みました。夏休みの研修の成果を発揮する場となり、ホッとしましたよ。 

   

◇明日（９日）は２年生、１０日（金）は３年生が接続テストの番です。よろしくお願いします。 

 なお、それぞれの日にテストができなかった人は、１３日（月）を予備日としてテストを行いますので安心してください。 



９月６日（月） ＺＯＯＭ接続テストへ向けて 

◇水曜日から、タブレット端末を家庭に持ち帰りＺＯＯＭ接続テストを行います。 

 家庭でスムーズに操作・接続できるように、ＺＯＯＭとスクールワーク（授業支援アプリ）の使い方を学びました。 

   

◇接続テストは学年ごとにわけて行います。 

  １年生  ９月８日（水） 放課後 

  ２年生  ９月９日（木） 放課後 

  ３年生  ９月１０日（金） 放課後  ※予備日９月１３日（月） 

 詳細は、本日配布の文書にてお知らせしています。ご協力をお願いします。 


