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Be Proud Of Us

2 学期になり、一か月たちますが、落ち着いた雰囲気の中で、学習や部活動に取り組めていま
す。
「笑顔で挨拶」
「読書で心の栄養補給」
「家庭学習で学力アップ」
「ほめてほめられ BE PROUD
OF US」
「地域行事に LET’S GO」という南中 5 つの約束の実現のため、着実な生活をしてくれ
ていると思います。9 月 22 日【金】には文化発表会があり沢山の保護者や地域の方々に参観し
ていただきました 10 月 7 日【土】には体育大会があります。様々な行事の中で、友達のよさや
特徴、個性を知り、互いに大切にしあい、真に楽しいと思える学校にしていきたいと思っていま
す。

～南中祭～ 今年のスローガンは、「一致団結」（We are the best team）です。Team は「南
中の生徒だけでなく教師、保護者、地域」を意味します。
○ 舞台発表
吹奏楽部のオープニング演奏。楽しい演出を入れながら、すばらしい音色を聞かせていただ
きました。教師も参加させていただきましたが「教育」は本来、
「共育」することによって生徒
の心をうつ「響育」につなげていくべきものだと思っています。これからも「共育」と「響育」
に力を注いでいきたいと思います。
「ユニセフの活動から学ぶ」
「沖縄の心」
「これぞ 南中ソー
ラン」
「ガマの中で」
、そしてハイビスカスとジンベイざめを描いた「モザイクアート」の紹介
とそれぞれ努力の成果が見られました。特に、
「ガマの中で」は
３年生とうならせられま
した。
○ 展示発表
非常にレベルの高さを感じました。残念ながら、時間が少なく、すべてをじっくりと見るこ
とができませんでしたが、日々の学習の成果が出ていました。
「我以外皆教師」と言います。私
自身、本当に学ぶことがたくさんありました。そして、生徒たちの「無限の可能性」を再認識
なぁと感じました。また、例年のお茶会、図書館クイズラリー、剣道試技等にも多
し、
くの参加者がありました。

さすが

すごい

（９月２６日）

3 年生、進路に向けて

26 日に「校内実力テスト」が行われました。進路決定に向け、大切な時期になってきました。
その時々の結果に一喜一憂するかもしれませんし、希望する高校に行けるか、かなり点数にこだわ
るかもしれません。最終的には、私たち教師は、その生徒の特徴や・
「良さ」が生かされ、将来に
向けての成長度をも考えて、保護者や生徒と向き合っていくことが大切だと考えています。今回、
うまくいかなかった生徒も、最後まで、
に向かって
れるような努力が
できるように、
家庭でも えてあげてください。なお、「学校
会」や「体 入学会」には
的に参加し、
、 で学校の雰囲気を知ることは大切です。また、 学金 度をはじめ、
や
に思われ
ることがあれ 、
せ に学校までお い合わせください。( 学金 度を
すれ 、私 高
校 の進学も く、あきらめたものではありません。)
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学校カウンセラーの予定（１０月）
岸田カウンセラー ６日（金）1３日（金）2０日（金）２７日（金）
川端カウンセラー ３日（火）１７日（火）

「全国学力・学習状況調査」の結果を元に本校の課題を探り、 今後の教育活動に取り組んで
いきたいと思っています。(3 年生 ４月１８日実施)
質問項目
南中 奈良県 全国
備考
4 物事を最後までやり遂げてうれしかったこと 92.6 93.7 94.7
がありますか
5 難しいことでも失敗を恐れないで挑戦してい 76.1 68.9 71
ますか
6 自分には良いところがあると思いますか
64.2 66.7 70.7
10 将来の夢や目標を持っていますか
70.2 68.8 70.5
15 学校の授業以外に普段、１日どのくらいの時間 71.7 73
69.6 １ 時 間 以
勉強しますか。（塾、家庭教師を含む）
上
17 学習塾に通っていますか
65.7 74.4 61.5
18 学校の授業以外に普段、１日どのくらいの時間 23.9 24.9 29.2 ３ ０ 分 以
読書しますか。
上
27 携帯電話やスマートフォンの使い方について、 43.3 50
50.6
家の人と約束したことを守っていますか
30 家の人は、授業参観や運動会などの学校行事に 86.6 77
84.1
来ますか
31 自分で計画を立てて勉強していますか
52.2 48.9 50.5
34 家で、学校の授業の復習をしていますか
35.8 40.7 50.7
35 学校に行くのは楽しいと思いますか
73.1 79.5 80.9
40 先生は、あなたのよいところを認めてくれてい 67.2 76.2 80.4
ると思いますか
42 今住んでいる地域の行事に参加していますか 59.3 35.7 42.1
51 学校の規則を守っていますか
95.6 93.6 95.2
54 いじめはどんな理由があってもいけないこと 92.5 91.6 92.8
だと思いますか
55 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 92.6 90.9 91.9
74 読書は好きですか
56.7 63.5 69.9
肯定的な答え上位 2 項目の合計ポイント
小数点は四捨五入
国語 A 主として知識に関する問題
全国
奈良県
生駒市
秋田県
７７．０ ７８．０ ８２．０ ８２．０
国語 B 主として活用に関する問題
全国
奈良県
生駒市
秋田県
７２．０ ７２．０ ７７．０ ７８．０
数学 A 主として知識に関する問題
全国
奈良県
生駒市
秋田県
６５．０ ６５．０ ７１．０ ６８．０
数学 B 主として活用に関する問題
全国
奈良県
生駒市
秋田県
４８．０ ４８．０ ５３．０ ５２．０

子どもに自信をつけさせる！ 目標の立て方
子どものやる気に火をつけたいと学習やスポーツにおいて「目標」を立てさせている保護者の
かたも多いと思います。ただ、目標設定に失敗してしまうと、子どもの意欲をかえって低下させ
てしまうこともあるそうです。
学習やスポーツなどの活動において、子どもに目標を立てさせるのは、モチベーションを高め
るためにとても有効な方法です。ただ、目標を立てたからといって、それ自体が子どものモチベ
ーションを高めるわけではありません。自分が立てた目標が達成できたとき初めて、
「自分はが
んばればできるんだ」という自己有能感が高まり、活動へのモチベーションとなるのです。反対
に、目標設定に失敗し、目標を達成することができなければ、自己有能感が喪失し、モチベーシ
ョンを高めるどころか、かえって子どもの意欲を低下させる可能性もあります。
子どものやる気を高めたいのでしたら、子どもが達成できそうな目標を立てることが大切で
す。時として子どもは自分の能力を正しく把握していませんから、自分の能力に見合わない大き
な目標を掲げてしまうこともあると思います。その場合は、達成できそうな目標を具体的に提案
してあげるようにしましょう。たとえば「○○高校に行く」ことが目標なら、
「英単語を毎日 50
個覚える」
「1 日 3 時間勉強する」などその子どもにとってちょっとがんばればできそうな目標
を提案してあげるのです。小さな目標を達成して自信をたくさんつけさせることが、大きな目標
を達成させるための第一歩になります。
＜目標設定のポイント＞
① 子どもの達成できそうな目標を立てる
② 具体的な数字や期間を入れた目標を立てる
③ 自分の能力によって達成できる目標を立てる
④ できれば複数の目標を立てる
⑤ 子どもと話し合ったうえで目標設定を

期待が人を成長させる!?|「ピグマリオン効果」
「期待」。たとえば，教育場面で教師が生徒へかける期待というものがあります。
実は，人間は，そういったかけられた「期待」の通りに，成長の方向性が決まってしまうので
す。これは「ピグマリオン効果」として 説明されています。
「ピグマリオン効果」とは，アメリカの心理学者，ローゼンタール（Rosenthal, R.） が提唱した
概念です。教育心理学の用語で，「教師期待効果」とも呼ばれます。教師の期待が生徒の成績の変
化に影響を与えるというものです。これを明らかにした実験があります。
研究者らが，あるクラスに学習の潜在能力を測るテストを受けてもらった後，その結果とは無関
係に生徒を数名選び出します。研究者らはその選びだした生徒を，担任の教師に「この生徒たちは
成績が伸びる潜在能力を持っています」と伝えます。
この時，教師は実際の潜在能力テストの結果を知りません。
すると，「成績が伸びる」とされた生徒たちは，他のクラスメイトに比べて，実際に成績の伸びが
良いという結果になったのです。
つまり，潜在能力の高い低いに関係なく，教師が「成績が伸びる」と思い込んだ生徒の成績がよ
く伸びたのです。
これは，ひとつは教師の期待が教授行動に影響を与えたことが要因だと考えられています。
つまり，教師が特定の生徒に期待をかけることが，その生徒に対する反応や声かけの数や質を増加
させているとされているのです。
このように反応や声かけの増加を贔屓とも言われてしまいそうですが，教師としては無意識的に
それを行っているところが大きいように思われます。

これを実際にはどのような場面で活用できるのでしょうか。
教育の場面では，いま述べたように生徒の成績を上げるために活用することもできるでしょう。
さらに他の様々な場面でも活用はできるかもしれません。
では，人に期待をするだけで，成績が向上するのでしょうか。
そうとは言えません。
「成績を伸ばさせるためには期待をかけるだけでいいんだ」ということではありません。
期待をかけるだけでは，自分の中で思っているだけです。期待をかけた人に対して，何らかの「は
たらきかけ」が必要なのです。
「はたらきかけ」が，生徒の成績をあげることに直接的に繋がっているのです。
しかし，このはたらきかけは無意識的になされるものなので，実はさほど意識していなくてはな
らないものというわけではないようです。
ここで，先ほどの実験を振り返ってみましょう。
教師は「潜在能力が高い」という生徒の良いところを信じて期待をしていますね。ということは，
その生徒の長所に対して期待をかけることが前提かもしれません。その生徒の良いところにまずは
目を向ける。そのことによって，良いところを伸ばそうとしてあげられるのではないでしょうか。
ピグマリオン効果とは，「生徒のよいところを信じて賭ける」というようなものなのかもしれま
せん。
重要な点は，
• 良いところにを見つけていること。
• 本当に期待をかけること。
• 実際にはたらきかけをしていること。
ではないでしょうか。
最後の「はたらきかけ」をするは，他の 2 つができていれば自然となされる（無意識にしてしま
う）ものだと思います。なので，ピグマリオン効果は，「いいところ探し」の延長線上にある結果
なのかもしれませんね。
あなたの命を守るのはあなた自身以外ありません
～ 弾道ミサイル発射時の対応 ～
J アラート又は防災行政無線で
メッセージが流れたら、直ちに以下の避難体制を取ってください
＜屋外にいる場合＞
○ 近くの建物の中に避難する。
○ 近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る。
＜屋内にいる場合＞
○ できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。

