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生徒たちの飛躍を願って！
校長 山田 順久 最終下校時刻 ５：３０

３月13日（火）に、第41回卒業証書授与式を実施しました。 （予定は変更されることもありま
１５９名の卒業生が、３年間で大きく成長し、無事卒業することができたのは、ご来賓の方 す。必ず学級での毎日の連絡を確

々はじめ、日頃から本校の教育活動に、ご理解とご協力をいただきました保護者や地域の方々 認して下さい。）
のお陰だと思っています。心より感謝しています。本当に、ありがとうございました。 ５日(金) 第４４回入学式

８日(月) 始業式・赴任式
式辞の中で、卒業生につぎの三つの話をしました。 ９日(火) 離任式・対面式

○保護者の方々に感謝の気持ちを伝えてほしいということ。 １８日(木) ３年実力テスト
○やさしい人であってほしいということ。 ２２日(月)・２３日(火)
○自分を大切にしてほしいということ。 家庭訪問期間

卒業生には、これからの人生、この三つのことを心にとめながら、人と比べるのではなく、 ２４日(水) 全国学力テスト(３年)
自分らしい生き方をしてほしいと思っています。そして、それぞれの「夢」を実現させるよう、 ２５日(木)～３０日(火)
地道な努力を積み重ねてください。 家庭訪問期間

また、卒業生の代表が、答辞の中で話をした「･･･入学してからの３年間、僕たちはいろいろ
なことをたくさんの人から教わった。先輩からは、相手を敬う気持ちの大切さ、後輩からは先
輩としての自覚と責任を持つことを、先生方からは人に優しく接することの大切さを、友達か
らは人と人との絆の大切さを、家族からはそばにいてくれることの大切さを、そして、今日そ
の教えを胸に僕たちは旅立ちます。･･･」という卒業生の「感謝の気持ちと決意」をしっかりと
受け継いで、南中学校をもっともっといい学校にするために努力をしていきたいと思っていま
す。

今後とも、本校の教育活動へのご理解とご協力よろしくお願いをします。

≪学校保健委員会を実施しました≫
３月７日(木)に、学校保健委員会を実施しました。
学校保健委員会は、生徒の健康増進を図るために、学校・家庭・地域等と連携をとりながら、保健活動の充実を図ることを目的に

実施しています。
お忙しい中、内科医さん、歯科医さん、３人のＰＴＡの代表の方々にご参加いただきました。
本校の学校保健・安全教育全体計画、学校保健年間計画、健康・体力づくり全体計画、食に関する指導の全体計画、定期健康診断

の結果を報告したあと、本年度の校内における怪我の状況や怪我を防ぐための学校の取り組みの説明をしました。
参加していただいた方々からは、それぞれの分野からの専門的なご指導いただきました。
今後、ご指導いただいた内容については、保健だより等を通じて、生徒や保護者に情報提供しながら、本校の生徒たちの健康や安

全面の充実を図っていきたいと思っています。
お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございました。

≪第58回読書感想文コンクール入選≫ 【部活動の記録】
大阪府学校図書館協議会主催の第58回読書感想文コンクールで、 ソフトテニス部

１年生の齋藤菜月さんの作品が入選しました。おめでとう！ 大阪狭山市中学校ソフトテニス大会 団体戦優勝
【作品名】 「地球に耳をすませて」を読んで 男子バレーボール部

第５回精華杯 Ｂゾーン 優勝

≪生徒会レクを実施しました≫ ≪１年生がかるたを作成しました≫
３月19日(火)に生徒会主催でレクレーションを実施し １年生では、１月の総合の時間に「学校生活を川柳で詠もう」という学

ました。いろいろなゲームで楽しんだあと、恒例の南中 習をしました。その中の優秀作品を紹介します。
「とくギネス」を実施しました。その結果、南中「とく
ギネス」認定委員会から、３人が南中「とくギネス」に （優秀賞）そうじして、ホコリを捨てて、誇り持つ 井上 結雅
認定されました。おめでとう！ （優秀賞）もう少し チャイムが鳴るまで あと５分 木下 真綺

○バスケット フリースロー ４本
２年１組 瀬口 将輝 （その他の作品）

バスケット フリースロー ４本 学校は みんながおるから 笑顔になれる
２年１組 中山 雄斗 手と手を かさねるだけで エネルギー

○読み上げ暗算 １年１組 濱崎 真実 勉強は 努力しただけ 実力に

≪１年生・２年生が球技大会を実施しました！≫ ≪制服リユースの協力お願いします≫
３月19日(火)に２年生、21日(木)に１年生が球技大会を行いました。 ＰＴＡでは、体操服、かばんなどのリユ
１年生、２年生とも、男子はサッカー、女子はドッジボールをしました。 ースを行っています。卒業していらなくな
球技大会の種目は、クラスでとったアンケートをもとに、学級委員と体育委員が話 ったものや、サイズが合わなくなったもの

し合ってきめました。 など、ご家庭や知り合いの方からの提供を
会場となった体育館と運動場は、生徒たちの歓声と熱気にあふれていました。学年の お願いしています。ご協力よろしくお願い

最後に、みんなで力を合わせ、クラスが一つになって取り組んだことは、生徒たちの次 します。
年度の頑張りにつながると思っています。次年度の一層の頑張りを期待しています。 （対象品） 制服・体操服・体育館ｼｭｰｽﾞ

１年 男子 優勝 ３組 準優勝 ５組 制かばん・サブバッグ
女子 優勝 １組 準優勝 ５組

２年 男子 優勝 １組 準優勝 ５組
女子 優勝 ２組 準優勝 ５組

☆ 南中ホームページもご覧下さい。 ｈｔｔｐ：／／ｍｉｎａｍｉ－ｊｈ.ｏｓａｋａｓａｙａｍａ．ｅｄ.ｊｐ／



平成24年度学校アンケートについて
※各質問の後ろの[ ]は生徒への質問です。※保護者・生徒欄の数字はアンケートの中の「よくあてはまる」「あてはまる」の肯定的な回答の割合です。

保護者 生徒
①学校教育目標（確かな学力・規律ある生活・自治精神にみちた仲間・人間関係調整力）の実現・育成にむけて取り組

７７％ ７２％
目 んでいる。[指導してくれた]
標 ②学校は、生徒理解に努め、一人ひとりの個性を大切にし、活躍できる場を提供している。[提供してくれた] ７０％ ６０％
・ ③学校は、環境を整え、豊かな情操を育み、心のふれあいを大切にしている。[大切にしてくれた] ７６％ ６７％
方 ④学校は、生命と人権を大切にし、強くたくましい心身を育成している。[育ててくれた] ７５％ ６６％
針 ⑤学校は、生徒の興味・関心を生かして、学力の向上を図っている。[向上させてくれた] ６３％ ５８％

⑥学校は、適切な生徒指導の方針（きまり・心得）に基づいて取り組んでいる。[適切なきまりをさだめ気持ちのよ
７６％ ５７％

い学校生活を送ることができた]
学 ①授業は、基礎学力の定着をめざして進められている。[基礎基本を大切に指導してくれた] ７１％ ７４％
習 ②朝の読書活動は、学力の向上に役立っている。[学力の向上に役立った] ８０％ ５５％
・ ③テストの点数だけでなく、いろいろな面から学習の評価をしている。[評価してくれた] ７９％ ６２％
評 ④学校は、子どもの能力や努力を適切に評価している。[評価してくれた] ７５％ ６２％
価 ⑤学校は、子どもの将来の進路や職業について適切な指導を行っている。[指導をしてくれた] ６７％ ５６％
先 ①先生は、子どもの間違った言動に対して厳しく指導している。[厳しく指導をしてくれた] ６８％ ６７％
生 ②先生は、子どもの意見や悩みに対して適切に指導している。[適切に指導してくれた] ６４％ ５５％
・ ③先生は、子どもの学習や生活について丁寧に連絡・情報提供している。[情報提供や連絡をしてくれた] ７１％ ５９％
生 ④子どもは、学校が楽しいと言っている。[楽しく通うことができた] ８０％ ６８％
徒 ⑤子どもは、様々な学校行事に楽しく参加している。[楽しく参加することができた] ８０％ ７４％

⑥子どもは、自分の学級は楽しいと言っている。[楽しいと感じている] ７６％ ７１％
活 ①部活動は、充実している。[充実していた] ８０％ ７９％
動 ②生徒会活動は、充実している。[充実していた] ７９％ ６４％
・ ③ＰＴＡ活動は、充実している。[学校の環境などを良くしてくれた] ７４％ ５８％
対 ④学校は、保護者や地域との連携を大切にしている。[大切にして取り組んでくれた] ７５％ ５９％
策 ⑤学校は、地震や台風・登下校の安全について適切な指導をしている。[適切な指導をしてくれた] ８８％ ７０％

⑥学校は、施設や設備の点検、事故防止について配慮している。[配慮してくれた] ８５％ ６９％

学校アンケートへのご協力ありがとうございました。
昨年までは、保護者アンケートはＰＴＡの各委員の方々、生徒アンケートは３年生を対象に実施していましたが、本年度は全保護者、

全生徒を対象に実施をしました。全保護者にアンケートを実施するのが、今年度がはじめてということもあり、保護者アンケートの回収
率は５６％でした。次年度は、学校アンケートへの一層の協力をお願いするとともに、実施時期や実施方法について再検討したいと考え
ています。また、今年は昨年と同じ項目でアンケートを実施しましたが、保護者の方から、項目の内容がわかりにくいとのご意見があり
ましたので、アンケートの項目の見直しをしていきたいと考えています。

学校といたしましては、今回実施したアンケート結果を真摯に受け止め、生徒たちが、より楽しく充実した学校生活を送ることのでき
るように、本校の教育活動の一層の充実を図っていきたいと思っています。今後とも、本校の教育活動へのご理解ご協力よろしくお願い
いたします。

≪アンケートの結果と考察≫
○目標・方針について

※③④につきましては、生徒たちに対し目的やねらいを明確にしながら、これまでのさまざまな取り組みの充実を図っていきます。
※⑤につきましては、中学校の学習の中で授業のスピードが速くなり、内容も難しくなるなかで、学習内容が難しいと感じている生徒

たちが多くなっていると思われます。授業研究をすすめるとともに、少人数授業の実施、ＩＣＴの活用、放課後の学習会、テスト前
勉強会、補充授業などの取り組みの一層の充実を図っていきます。

※⑥につきましては、保護者と生徒の回答に大きな開きがありました。保護者の方々の「きまりを守らない生徒をどのように指導して
いるのか」という観点と、生徒の「きまりをゆるくしてほしい」という観点の違いからだと思われます。集団生活において、すべて
の生徒たちが、気持ちよく学校生活が送れるようにするためには、「意味のあるきまり」は必要です。４月当初に、保護者と生徒に
あらためて学校生活の「きまり」の周知徹底を図りながら、生徒たちを指導する予定ですので、ご協力よろしくお願いします。

○学習・評価
※「学校生活の中心は授業」との認識で、授業の一層の工夫や充実を図っていきたいと考えています。また、評価については、学習

指導後だけではなく，学習指導前や学習指導中の形成的評価も重視していきたいと考えています。
※⑤のキャリア教育につきましては、昨年度より取り組んでいる保幼小学校園と連携した取り組みの一層の推進を図っていきます。

年度はじめに、南中校区で作成したキャリア教育についてのリーフレットを配布しますのでご覧ください。
○先生・生徒

※②③につきましては、普段の生徒たちとの関わりだけでなく、生徒たちの意見や悩みを受け止められるように、カウンセリング、元
気調査等を実施しています。今後、これらの取り組みの充実を図るとともに、日常の生徒たちとの心のつながりを大切にすることで、
生徒との信頼関係を醸成していきたいと思っています。

※④⑤⑥の行事や学校生活については、より生徒たちが充実した学校生活を送ることのできるよう、生徒たちが主体となった取り組み
を推進していきます。

○活動・対策
※③～⑥については、今後とも保護者の方々や地域の方々と協力・連携しながら充実を図っていきたいと思っています。ＰＴＡの方々

のご協力で作成いただいたメーリングリストを運用することで、台風や落雷等についての緊急の情報提供をすることができました。
○保護者の記述から

※一部の生徒たちの「下校時の喫煙、ローソンや公園でのたむろなどの行動」「カラコン、ピアス、茶髪など生徒の生活や服装面の乱
れ」「近隣への自転車の放置」について厳しい意見がありました。また、「学校に責任があるとは考えられない点も多く、保護者へ
の働きかけが重要ではないか」との意見もありました。これらのことにつきましては、保護者の方々には、適宜、状況を伝え、協力
をお願いするとともに、該当生徒たちに対して粘り強く繰り返し指導をしています。また、下校指導につきましても、一層の充実を
図っていきたいと考えています。

※「授業中、着席しない生徒、注意を聞かず静かにしない生徒に対して、きちんと指導をしてほしい」との意見がありました。一人ひ
とりの生徒に対し保護者とも連携しながら指導をするとともに、学校全体の授業規律の向上、集団の質の向上のための取り組みを一
層すすめていきたいと考えています。

※「目標や方針についてわからない。もうすこし情報発信が必要」「気になる点について、個人懇談などではじめて知らされることも
ある」などの意見がありました。南中通信やホームページを活用した情報提供、学年や学級からの情報提供、また授業参観、行事へ
の参加等を実施する中で、情報発信の充実を図っていきたいと考えています。また、生徒たちの学校生活や家庭での様子につきまし
ては、学校と家庭との連携を一層密にしながら、双方向で情報交換していきたいと考えていますので、ご協力よろしくお願いします。

※「中学校では体罰の調査はしないのか」との質問がありました。２月18日(月)に臨時に全校朝礼を実施し、校長より体罰に関する調
査について説明し、調査を実施しました。なお、大阪狭山市では市内のすべての小中学校で体罰調査を実施しています。

※「いつ学校に行っても階段や廊下がきれい」「生徒の気持ちを大切にしてくれる学校」といった意見や学校に対する感謝や励ましの
意見もありました。




