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                    ３学期は１年間のまとめと次のステージへの準 

備を行う時期であると話してスタートしましたが、 

その３学期も約半分が過ぎました。 

 

２月１３日(金)の午後、冷たい風と雪の舞う中、

第６７期の卒業生となる３年生が１０年塔への納

塔式を行いました。南郷中での３年間を振り返り

ながら、『１０年後の私へ』と題して書いた作文を 

納め、１０年後の５月の第２日曜日に開塔式を行い再会しようというものです。南郷中が大切

にしてきた取組みのひとつです。 

１０年塔は昭和５０年に第７代目の大谷 肇 校長先生の発案によって作られたものです。そ

れから、毎年３年生が『１０年後の私へ』の文章を思い出の品などと共に納めてきました。塔

の側面には次のような１０年塔建立の趣旨が刻まれています。 

 

 「七つの里より相集い、この学び舎で、青春の三年間を共に送った私どもは、十年ごとの 

再会を機に、自己の人生を顧み、友情の下、同窓互いに励まし合いつつ、力強く生き抜くため

のきずなとして、職員・生徒・ＰＴＡの総意と協力により、この塔を建立する。」 

                昭和五十年十二月二十日  学校長 大谷 肇 

  

塔の正面には「菜の花」の花びらに南郷中の「南」を図案化した校章、そして、中学校で結

んだ絆を大切に、一人ひとりがたくましく生き、１０年後にこの塔の前でまた逢おうという願

いを込めて「逢」という文字が刻まれています。 

 さらに、塔の上には昭和６０年に行われた第１回目の開塔式にあわせ、当時の上道校長先生

をはじめ多くの方のご尽力により、本校の教育目標である「たくましく生きる人」のブロンズ

像が建てられました。 

南郷中の歴史と様々な方の願いを受け継ぐ１０年塔の取組み。納塔式を終えた３年生だけで

なく、これからの南郷中を担っていく現在の１・２年生にもその歴史や願いを受け止め、南郷

中の新たな歴史を刻んで欲しいと願っています。  

 

                  

                      

                   １月３０日(金)、南郷小・氷野小の６年生を対象

に中学校での体験授業を実施しました。 

                   両小学校の６年生が体育館に並んだ後、先ず中学

校から中学校入学に際して期待することについての

説明、生徒会役員による歓迎の言葉がありました。 

                    

 



                   その後、両小学校から代表児童によるあいさつと

学年の自慢出来るところや頑張ってきたことなどの

紹介がありました。とてもいい雰囲気で来年入学す

る児童の対面ができました。 

                   体育館での説明と対面が終わった後、事前に選択

した教科の授業を体験しました。８教科１０教室で

実施しましたが、両小学校の児童が同じグループに

なり意見交換や相談する場面もあり、楽しい授業体

験になっていました。 

また、中学校側の新入生の受け入れ準備の一環と

して、６年生の授業参観に小学校を訪問しています。

２月１０日(火)の私学入試の日は、多くの生徒が受 

験に行っていることもあり午前中授業の後、３年生の先生を中心に両小学校へ授業参観に行き

ました。下の囲みの文章は、中学校への入学を前に期待することとしてまとめたものを掲示用

に作成し小学校の校長先生にお渡ししました。６年生の教室に掲示してくださっていると思い

ます。 

南郷中学校の７０期生として入学する皆さんへ 

＝入学する皆さんに期待すること＝ 

 １.素直な心の持ち主であること。 

 ２.真面目に努力を積み重ねることのできる人であること。 

 ３.人の話をよく聴くことのできる人であること。 

 ４.ルールを守ることのできる人であること。  

 ５.自分で計画し、１時間の家庭学習ができること。 

                   大東市立南郷中学校長 

 

平成２７年度に向けての準備も着々と進んでいます。 

 

 

 

２月１３日(金)、本年度最後の学習参観を実施しました。３年生は１０年塔への納塔式、１・

２年生は通常の授業の様子を参観していただきました。 

その後、多目的室でＰＴＡ総会を実施し、今年度の事業報告と決算報告を行い承認していた

だきました。また、次年度のＰＴＡ役員についても推薦委員会から推薦され、承認をいただき

ました。ありがとうございました。 

 

＜平成２６年度ＰＴＡ役員の皆様＞       ＜平成２７年度ＰＴＡ役員の皆様＞ 

～ありがとうございました。～         ～よろしくお願いします。～ 

役  職 氏  名  役  職 氏  名 

会  長 阿部 幸次 会  長 阿部 幸次 

副 会 長 豊山 晶子 副 会 長 大塚 京子 

副 会 長 山崎 美保 副 会 長 旗手 雪絵 

書    記 今井 琴美 書    記 吉田 眞澄 

会    計 黒田 純子 会    計 宇野 美喜子 

会計監査 加藤 規子 会計監査 音地 美恵子 

会計監査 田中 信子 会計監査 小嶋 久美 

会計監査 馬渡 麻里 会計監査 中道 裕美 

 

２/１３(金) 学習参観・ＰＴＡ総会 

 



 

                      保護者の皆さまにご協力いただき２学期に

実施した学校教育自己診断の結果についてお

知らせします。今年度、質問項目をかなり変 

更しましたので前年度との比較が難しい部分があります。ご了解ください。 

 

Ａ：あてはまる。Ｂ：ややあてはまる。 Ｃ：あまりあてはまらない。 Ｄ：まったくあてはまらない。 

NO 質  問  項  目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 子どもは学校に行くのを楽しみにしている。 33.8 45.8 17.4 2.1 

２ 子どもは自分のクラスが楽しいと言っている。 31.3 41.0 21.8 4.9 

３ 子どもは学校に友だちがいると言っている。 76.1 20.5 1.9 0.3 

４ 先生は子どもを理解してくれている。 22.9 49.8 22.2 4.2 

５ 学校は教育方針をわかりやすく伝えてくれる。 10.5 54.5 29.7 3.6 

６ 子どもは授業が楽しくわかりやすいと言っている。 4.1 37.1 47.0 10.4 

７ 
学習の内容や進度等を学年通信(学級通信)や懇談などに

よって知ることができる。 
18.3 49.3 27.6 3.7 

８ 
通知票の見方や評価の方法についてわかりやすく説明さ

れる。 
20.3 54.6 22.0 1.9 

９ 学校は保護者の相談に応じてくれる。 24.2 54.7 17.9 1.7 

10 
先生は子どもの間違った行動を厳しく指導してくれ

る。 
15.6 45.7 28.2 9.6 

11 
学校はいじめや暴力のない学校づくりに取り組んでい

る。 
13.7 51.7 25.7 7.3 

12 
子どもの心身の健康について、気軽に先生に相談でき

る。 
19.4 44.1 30.2 5.0 

13 学校の生徒指導の方針に共感できる。 11.4 45.0 32.4 9.6 

14 
学校は生徒の将来の進路や職業などについて適切な指

導や情報提供を行っている。 
12.8 51.1 29.5 4.2 

15 
学校は進路に関して、保護者への連絡や適切な情報提

供を行っている。 
14.9 53.3 26.2 3.3 

16 

体育大会、文化祭、宿泊行事(修学旅行・林間学舎)な

どの学校行事は、子どもが積極的に参加できるように

工夫されている。 

28.4 56.2 12.7 1.4 

17 生徒会活動は活発である。 15.1 54.4 25.0 2.8 

18 部活動は活発である。 30.2 47.9 16.4 3.7 

19 
学校は、自分の生き方を考え豊かな心を持った子ども

を育てようとしている。 
11.5 49.1 30.5 7.5 

20 

地震や台風などによる気象警報発令時の登下校などに

ついて、子どもや保護者に対応のためのマニュアルが

知らされている。 

37.5 40.7 16.5 2.8 

21 学校の施設・設備は学習環境面でほぼ満足である。 20.6 53.1 20.3 3.3 

22 
学校は、保護者や地域の人が授業を参観する機会を設

けている。 
38.7 50.5 7.7 0.5 

23 

学校は「南郷中学校だより」・学校ホームページ等で取

組みの様子や子どもの様子についてわかりやすく情報

提供を行っている。 

31.4 54.4 10.7 1.2 

学校教育自己診断の結果について 

 



24 
学校は家庭への連絡や意思疎通を積極的に行ってい

る。 
17.8 48.9 27.2 3.9 

25 ＰＴＡ活動には参加しやすい。 8.3 36.4 41.5 9.8 

※質問項目により無回答がありますので、Ａ～Ｄの合計が 100％にならないものもあります。 

 

今回の集計結果について、次のような基準で整理しました。 

 それぞれの質問項目について〔Ａ：あてはまる Ｂ：ややあてはまる Ｃ：あまりあて

はまらない Ｄ：まったくあてはまらない〕で答えていただきましたが、次のように整理

することとしました。 

□Ａ：あてはまる ＋ Ｂ：ややあてはまる＝７０％を上回っている項目については学校の

取組みについて概ね肯定的に評価していただいている。 

□Ｃ：あまりあてはまらない ＋ Ｄ：まったくあてはまらない＝３０％を上回っている項

目については学校の取組みに課題がある。 

上記のような考え方で整理すると、 

①Ａ：あてはまる ＋ Ｂ：ややあてはまる＝７０％ を上回り学校の取組みについて概ね肯定

的に評価していただいている項目は２５項目中１２項目でした。中でも、３番目の「子ども

は学校に友だちがいると言っている。」、１６番目の「体育大会、文化祭、宿泊行事(修学旅行・

林間学舎)などの学校行事は、子どもが積極的に参加できるように工夫されている。」、２２番

目の「学校は、保護者や地域の人が授業を参観する機会を設けている。」、２３番目の「学校

は「南郷中学校だより」・学校ホームページ等で取組みの様子や子どもの様子についてわかり

やすく情報提供を行っている。」については８０％を上回る肯定的な評価をいただきました。

今後も引き続き充実した内容となるよう取り組んでまいります。 

②逆に、Ｃ：あまりあてはまらない ＋ Ｄ：まったくあてはまらない＝３０％ を上回り

学校の取組みに課題があると考えられる項目は２５項目中１１項目でした。６番目の「子

どもは授業が楽しくわかりやすいと言っている。」、１３番目の「学校の生徒指導の方針に共感

できる。」については４０％を上回る保護者から学校の取組みに大きな課題があるとのご指

摘と受け止めさせていただきました。 

 とりわけ、６番目については、生徒にとってより分かりやすい授業をめざし、学校として様々

な取組みを進めてきたところであるにもかかわらず、このような結果となったことについて

真摯に受け止めているところです。ただ、学校として各学期末に生徒対象に実施した「授業

検証アンケート」の「授業で『わかった』と思うことが増えた」という質問項目では、１学

期・２学期ともに「当てはまる」＋「どちらかと言えば当てはまる」の肯定的な回答が８０％

を上回る回答となっています。学校教育自己診断の質問項目の「楽しくわかりやすい授業」

の楽しく
○ ○ ○

」の部分がアンケート結果に影響しているのではないかと考えています。 

１３番目の結果に関しては、「南郷中学校だより」や様々な説明会・会合において説明してき

ましたが、重大な生徒指導上の課題は大幅に減尐し、朝の遅刻もかなり減尐しています。授

業エスケープもほとんど無い状態になっていて、学校として確実に改善傾向にあることを報

告してきましたが、保護者の方に十分に説明仕切れていないことと、生徒たちの日々の登下

校時の服装や態度、学校外での様子などがアンケート結果に影響しているのではないかと考

えています。  

現在、学校として今年度の取組みのまとめを行っていますので、その内容とあわせて次年度 

の取組みに反映させていきたいと考えています。ご協力ありがとうございました。 

なお、２５番目のＰＴＡ活動に関する集計結果についてはＰＴＡ役員の皆様にも報告し、次

年度の活動の参考とさせていただきます。 

 また、アンケートの中で子どもたちの生活状況についての質問項目がありましたが、その結

果については次回の「南郷中学校だより」でお知らせします。 



 


