南郷中学校だより

校 訓
素 直
努 力

平成３０年１月３１日号
大東市立南郷中学校
校 長
齊藤 政隆

～２年生職場体験学習～

１月２４日(水)～２６日(金)の３日間、２年生の職場体験学習を行いました。例年にない寒波とイン
フレンザの影響で直前になって参加できなくなった生徒もいましたが、職場体験学習の趣旨をご理解
いただいた６９か所の事業所に２００名近い生徒がお世話になりました。
各事業所の皆様には、本来の業務に加えて本校生徒への対応や指導で様々なご配慮をいただきまし
た。中には、うまく活動できずご迷惑をおかけした生徒もいたのではないかと思いますが、職場体験
学習を終え学校に戻った生徒たちはとても生き生きとした表情で体験内容や職場の様子を報告してい
ました。
とても貴重ないい体験をさせていただいたのだと思います。
本当にありがとうございました。

【 職場体験学習 事業所一覧 】
Relaxation Garden GLISTEN fill

NYNY/Mothers 住道店

hair's BOB 住道店

住道こども園

スーパースポーツゼビオ 東大阪店

上新電機(株) 大東店

豆乃畑 大阪住道店

鶴見 塩元帥

王将フードサービス 大東諸福店

バード プルーム野崎

(株)木曽路 大東店

PACE 鶴見店

ドラッグストアアカカベ 諸福店

こんぱまる 大阪店

不二家 大東野崎店

PACE 今福本店

菓子工房レジェールクロワ 赤井店

大東市立南郷保育所

門真めぐみ幼稚園

さくら幼稚園

たかばたけウィメンズクリニック

(株)冒険王 ホビーゾーン

大東市立諸福幼稚園

ウエダ動物病院

井上産婦人科クリニック 小児科

SPORTS AUTHORITY 四條畷店

大東市立東部図書館

上三箇保育園

はなまるうどん 大東新田旭町店

(有)ローズガーデン

大東市立氷野小学校

仁泉会病院

キャナリィロウ 鶴見緑地店

ザ・ダイソー 住道一番館店

大東市立南郷小学校

聖心保育園

シャ・ノワール 鶴見緑地店

無添くら寿司 諸福店

大東市立南郷中学校

大東中央病院

ＩＺＡＫＡＹＡ火間土 住道店

マクドナルド 外環大東店

大東つくし保育園

チャンピオン

ダイエーグルメシティ 住道店

大東市立住道北小学校

わたなべ動物病院

野崎徳洲会病院

天然温泉 鶴見緑地湯元水春

株式会社 三住建設

窯火堂 河北本店

鴻池学園幼稚園

西日本旅客鉄道(株) 住道駅

ペッツワン 東大阪店

大東中央幼稚園

大東市立中央図書館

ローソン大東太子田３丁目店

COCO 壱番屋 大東諸福店

来来亭 住道店

お好み焼き 偶 住道北口店

大阪ふくちぁんラーメン 大東店

ブックストア談 住道店

石窯工房ハイジ

(株)米源釣具店

野外活動センター（アクロス）

回転寿司ととぎん 大東店

大東楽器株式会社 住道店

ジャパン大東店

モスバーガー 門真岸和田店

職場体験学習終了後、生徒たちは経験したことや各事業所で教えていただいたことをまとめ、今後
の進路や将来の職業について考えていくことになります。職場体験学習で学んだことを糧に、２年生
がさらに成長してくれることの期待できる取組みでした。

～６年生体験授業～
１月２４日(水)、氷野小・南郷小の６年生を対象に中
学校の授業体験を行いました。
２年生の生徒会役員が職場体験学習でいないため、１
年生の生徒会役員と１年生の学級委員が６年生の誘導や
全体会の司会を担当しました。
最初に中学校入学にあたり、６年生に意識して欲しい
ことを２つ話しました。

＝体育館：６年生あいさつ＝

１．今日、この場に集まったメンバーが南郷中の７３
期生になる。南郷中での３年間、このメンバーで
一緒に頑張り、みんなで成長していく。そういう
気持ちになって欲しいこと。
２．小学校と中学校はまったく違う。中学校では大人
になるための土台となる力を身に付けなければな
らない。指示されたことをきちんとやることはも
ちろんだが、自分で考え、正しく判断し、実行で
きることが重要。そのための力を身に付ける努力
が大切。

＝授業体験：美術＝

残り少なくなった小学校での学習や生活をきちんと
やりきることが、中学校入学に必要な力を身に付ける
ことにつながる。

続いて、事前に６年生から質問のあった中学校での生活や学習について、１年生の生徒会役員から
わかりやすく説明がありました。その後、両小学校の代表児童から学年の紹介や取り組んできたこと
や大切にしていること、中学校入学後大切にしたいことなどの発表がありました。やや緊張している
ように感じましたが、穏やかな雰囲気の中、４月から同じ学年になる児童の対面ができました。
体育館での全体会の後、中学校の教科授業を体験しました。各教室の様子を見ていると、両小学校

の児童たちがすぐに打ち解け楽しそうな雰囲気で授業を体験していました。４月の入学が今から楽し
みになる６年生の体験授業でした。
【平成３０年度生徒数・学級数(見込み)】
学
年
１年生 ２年生 ３年生 支援学級
学 級 数
５
６
５
５
生 徒 数 １９４ ２２５ １９４
(３１)

合 計
２１
６１３

なお、今回体験授業を受けた６
年生が入学する平成３０年度の
全校生徒数と学級数は左表のよ
うになる見込みです。

学校教育自己診断の集計結果 ＝保護者編・その２＝
前回の「南郷中学校だより」(１月２２日号)では、学校教育自己診断＝保護者用＝の「学校の教育
活動に関する内容」の集計結果をお知らせしました。今回は、「家庭での様子に関する内容」につい
てお知らせします。

集計表の見方
○それぞれの質問項目について、「よくあてはまる」・「ややあてはまる」・「あまりあてはまらない」・
「まったくあてはまらない」の中から選択して答えていただきました。集計表では、Ａ：「よくあて
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」としています。
○質問項目により無回答のものもありますので、Ａ～Ｄを合計して 100%にならない場合があります。
○【家庭での様子に関する内容】についての質問項目「７」・「８」は、Ａ：「はい」Ｂ：「いいえ」
としています。

【家庭での様子に関する内容】
NO

質 問 内 容

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

1
2
3
4
5

子どもは、早寝早起きを守っている。
子どもは、毎日朝ごはんを食べている。
子どもは、家庭で学習している。
子どもは、家庭で読書をしている。
子どもとよく会話をする機会がある。
子どもに携帯電話(iPhone などのスマートフォンを含む)
を持たせている。
6 の質問で「はい」と答えられた方への質問。
携帯電話(iPhone などのスマートフォンを含む)の取り扱
いについて、保護者として使用についてのルールを決めて
いる。
子どもを学習塾に通わせている。

16.8
72.0
28.6
13.0
53.2

37.3
14.8
30.2
16.9
35.1

31.9
5.9
26.2
32.3
5.9

9.5
2.6
10.3
33.0
1.1

82.5

13.0

71.0

12.7

55.2

40.1

6

7
8

＜【家庭での様子に関する内容】について＞
□ 集計結果からわかる家庭での様子です。南郷中生の全体的な様子を把握する資料としてご覧く
ださい。それぞれのご家庭でのお子様の生活の様子を振り返る時の参考としてください。
□ 質問項目７について、携帯電話等の取扱いについて、それぞれのご家庭で使用についてのルー
ルを定めているご家庭が昨年度より増えています。様々な情報から携帯電話等によるメールや
「ライン」等のトラブルが数多く発生していることはご存じのことと思います。近年は予想も

できないようなトラブルが小学校低学年で発生しています。お子様を被害者にも加害者にもし
ないため、それぞれのご家庭で携帯電話等の使用について話し合い、しっかりとしたルールを
定め、それを守らせることが必要です。是非、各ご家庭でお考えいただくようお願いします。

お 知 ら せ ～１～
体操服メーカーが倒産したため、新たな体操服の選定を行わなければならないことは「南郷中学
校だより」(１月１０日号)でお知らせしたとおりです。
その後、校内に体操服選定委員会を設置し、品質・デザイン性・耐久性・価格等について総合的に
検討を重ねた結果、下記のとおり新体操服が決定しました。選定にあたっては、保護者負担が大幅に
増額にならないよう考慮しましたが、結果的に負担増となりました。ご理解ください。
「南郷中学校だより」では具体的なデザインや品質等が伝わらないと思いますので、学習参観・納
塔式・ＰＴＡ総会を実施する２月１３日(火)に下足室前に展示します。是非ご覧ください。
新体操服に入れる南郷中学校のロゴマークは、２月１３日(火)には間に合わないのでデザイン画を
掲示しておきます。ご確認ください。
〔学校ＨＰにもデザイン画を掲載します。
〕
新１年生の授業や学校行事を支障なく行うことができるよう、限られた時間の中で様々な準備を進
めています。何かと行き届かない点があると思いますがご理解ください。
記
１．メーカー
２．価

格

現在：ミナト商事株式会社
品

名

ジャージ(上)
ジャージ(下)
半袖シャツ
ハーフパンツ
合

計

現

在

変更後：菅公学生服株式会社
変更後

２,４５０

５,１００
３,２５０
２,５００
２,４００

１２,７００

１３,２５０

４,３００
３,８００
２,１５０

※体操服の販売店〔タニグチスポーツ〕に確認したところ、現在使用している体操服の在庫は各サ
イズ１０着程度だそうです。そのため、新２・３年生で新たな体操服の購入をお考えの場合は、
現在の体操服でも新体操服でも可とします。授業、学校行事、クラブ活動等で新旧の体操服が混
在することがしばらくの間続きます。新旧の体操服の混在を可とする期間は現在検討中ですので、
決定次第連絡させていただきます。

お 知 ら せ ～2～
なのはな学級の担任をしている西尾 牧子教諭が体調不良のため病気休暇を取得することになりま
した。市教育委員会に代替講師の派遣を要請していましたが、１月２９日(月)から代替講師として近
下 昭夫講師が派遣されました。西尾教諭が担当していた業務内容の引継ぎを行い、１月２９日から授
業を担当しています。年度末が近い時期の教員の交代で保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解のほどよろしくお願いします。

