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今年 3月に「新学習指導要領」が公示されました。学習指導要領は、全国どの地域でも一定水準の教育を

受けられるよう、文部科学省が定めた教育課程を編成する際の基準です。これは、今の子どもたちが大人に

なる頃の世の中を見据え、それにふさわしい資質や能力を吟味し、ほぼ 10年ごとに改訂されています。

では、今の中学生たちが社会に出て活躍する 2030 年ごろの世の中は、いったいどのようになっているの

でしょうか。多くの有識者は、その頃の社会を「予測困難な時代」と表現しています。少子高齢化が進み、

ほぼ 3 人に１人が 65 歳以上の高齢化社会となります。グローバル化の進展は、様々な人種の外国人労働者

が働く社会を生みだし、文化の多様性をもたらします。また、さらなる情報化や技術革新は、人工知能（AI）

を飛躍的に進化させ、ロボットが人の代わりをする社会を生み出すでしょう。今後 10年～20 年程度で半数

近くの仕事が自動化（コンピュータ化）され、消えていくと予測する研究者もいます。

このような予測困難な社会の到来に向けて、学校教育は、そのような社会を生き抜くための力を、子ども

たちに育まなければなりません。新しい学習指導要領は、この「生きる力」を育成するために必要となる資

質・能力として、「①知識・技能」、「②思考力・判断力・表現力等」、「③学びに向かう力・人間性等」の３

つの柱を示しています。そして、それらの資質・能力を育成するための授業改善の視点として、「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた取り組みを促しています。これは、教える知識の質や量だけでなく、ど

のように学ぶか、学びの質と深まりを重視し、「発見学習」、「問題解決学習」、「体験学習」、「グループ･ワー

新しい学習指導要領

ク」、「ディベート」等の手法を取り入れた授業形態です。その他、学校運営の視点として「カリキュラム・

マネジメント」という考え方を示し、各学校の質の向上を図るため、時間割の編成、年間の指導計画、教科

横断的な学習による特色ある教育課程の編成等を、学校が独自に主体的に取り組むことを求めています。

今回公示された学習指導要領は、来年から３年間の移行期間を経て、平成 33 年度に全面実施される予定

です。また、先行して決められた特別の教科「道徳」の導入は、平成 31 年度より実施されます。尼崎市は、

10 月 4 日の市内全体教科研究会で、新学習指導要領の伝達講習を実施しました。本校は、現在「主体的・

対話的で深い学び」や「道徳の教科化」に向けた研究・研修に取り組んでいるところですが、今後も生徒の

実態をしっかり把握したうえで、「確かな学力」、「健やかな体」、そして「豊かな心」の育成を目指し、全職

員がチームとして協働し、教育活動の充実に取り組んでいきたいと考えています。

校長 宮 田 聡

Ⅱ.生徒質問紙 (全国平均との比較) ※特徴的な項目

① 学習習慣････予習する(-12%)，復習する(-13%)

② 読書習慣････読書が好き(-17%)，1 日当たり全く読書

をしない(+26%)

③ テレビ、ゲーム、スマホ等の時間(4 時間以上)････

テレビ(+16%)，ゲーム(+12%)，スマホ(+17%)

④ 地域との関係････地域行事への参加(-28%)，ボランテ

ィア活動への参加(-17%)

⑤ 自尊感情････自分に良いところがある(-11%)

⑥ 学習活動････課題を自ら考え取り組む(-16%)，自分で

課題設定、情報収集、話し合い発表する(-18%)

Ⅰ.国語･数学の学力 (全国平均正答率との比較）

① 国語Ａ(知識)････全体は(-4%)で、特に「読むこと」

の領域に課題(-7%)が見られた。

② 国語Ｂ(活用)････全体は(-6%)で、特に「話すこと･

聞くこと」の領域に課題(-8%)が見られた。

③ 数学Ａ(知識)････全体は(-2%)で、特に「図形」の

領域に課題(-3%)が見られた。

④ 数学Ｂ(活用)････全体は(-6%)で、特に「資料の活

用」の領域に課題(-12%)が見られた。

◎ ３年生全国学力･学習状況調査結果(４月実施) ◎



学年 １位 ２位

１年 ５組 １組

２年 ４組 ５組

３年 １組 ３組

全

校

最優秀賞 ３年１組

優秀賞
３年３組

２年４組

月 火 水 木 金 土 日
１ 月 6,2,3,4,5,1

1年，2年福祉体験

中高合同音楽会

２ 3h 総合

4h 日新検定

5,6h 芸術鑑賞会

３

《文化の日》

４ ５

６

3 年学力調査

3 年進路説明会

７

朝学なし45分×6

８ ９ 教育相談

朝学なし45分×6

１０ 教育相談

朝学なし45分×6

１１

きょうちくとう運動会

１２

１３ ﾁｬｲﾑ着席週間

教育相談 生徒朝礼

朝学なし45分×6

生徒会役員選挙公示

１４ ﾁｬｲﾑ着席週間

2 年進路説明会

１５ ﾁｬｲﾑ着席週間

朝学なし45分×6

立候補受付～17日

教育相談 補充月５

１６ ﾁｬｲﾑ着席週間

教育相談

朝学なし45分×6

１７ ﾁｬｲﾑ着席週間

2年トライやる事前訪問

ノーチャイムデー

１８ １９

２０

期末テスト

（総,理,音,技家）

２１

期末テスト

（総,国,社,美）

２２ 期末テスト

（総,英,数,保体）

トライやる事前訪問予備日

２３

《勤労感謝の日》

２４

生徒会専門委員会

2年トライやる事前指導

２５ ２６

２７

トライやるウィーク

２８

トライやるウィーク

２９

トライやるウィーク

補充月６

３０

トライやるウィーク

１２／１

トライやるウィーク

●平成 29 年度第 44 回尼崎市中学校新人大会

＜第 44 回水泳競技大会＞

男子 4×100ｍメドレーリレー 第２位

（瀧野 真, 豊永 直希, 松本 大典, 永田 一仁）

男子 4×100ｍフリーリレー 第３位

（瀧野 真, 豊永 直希, 松本 大典, 市田 和弘）

女子 4×100ｍメドレーリレー 第３位

（石野 星奈, 小西 美月, 火口 諒美, 中川 栞）

２年男子 100ｍバタフライ 第２位 2-4 瀧野 真

１年男子 100ｍバタフライ 第２位 1-2 柴田 剛志

２年男子 100ｍ平泳ぎ 第２位 2-4 瀧野 真

１年男子 100ｍ平泳ぎ 第３位 1-5 永田 一仁

１年男子 100ｍ背泳ぎ 第２位 1-3 市田 和弘

２年男子 100ｍ自由形 第３位 2-4 豊永 直希

１年男子 200ｍ個人メドレー 第３位 1-3 松本 大典

１年女子 50ｍ自由形 第３位 1-4 中川 栞

１年女子 100ｍ自由形 第３位 1-3 小西 美月

＜第 56 回剣道競技大会＞

男子団体戦 優勝

男子個人 優勝 2-2 和辻 大輝

●第 12 回 U-15 全国ＫＷＢ野球秋季大会

全国大会出場 3-3 志良堂 陸

●中学校社会科作品展

優秀賞 3-2 山崎 翔吾, 3-5 栗田 天実

●第 41 回全国書写書道展

優秀特選 2-3 阪本 佳奈,優秀特選 1-2 久保 尋斗

特選 3-2 川部みゆき, 特選 3-5 川満つかさ

特選 2-5 小坂田夏希, 金賞 3-2 樋口 理加

金賞 3-3 藤田 香乃， 金賞 2-4 山本 弥希

金賞 1-1 中元 歩希, 銀賞 3-3 椛谷 美琴

銀賞 2-1 谷内 花菜, 銀賞 1-1 川合 こはる

銀賞 1-2 川下 元気, 銅賞 2-5 川口 瑞稀

銅賞 2-3 鶴田 夢叶

10 月 26 日(木)、学年合唱コ

ンクールが行われ、各学年の優

秀クラスが2クラスずつ選ばれ

ました。どのクラスも音楽の授

業とクラス練習の成果を発揮

し、学級の団結力を歌声に表し

てくれました。

本年度の生徒会スローガン「今 この瞬間 咲きほこれ」

のもと、文化活動発表会が開催されました。展示発表で

は、各教科、委員会活動、クラブ活動で取り組んだ力作

が展示されました。また、10月27日(金)には、体育館で

☆ 頑張る日新中生！☆

いいお話

＜１２月の主な予定＞ 12/8(金)：生徒会役員選挙 12/15(金)～12/21(木)：期末懇談（3年 12/14～）

12/22(金)：大掃除 12/25(月)：終業式

合唱コンクール

１１月の主な予定

文化活動発表会

舞台発表が行われ、｢人権作

文｣、｢読書感想文｣の朗読や

｢英語暗唱･スピーチ｣等学習

成果の発表の他、生徒会執行

部の｢映像作品｣や生徒有志に

よる｢ダンスや演奏｣、｢吹奏楽

部の演奏｣が披露されました。

今回の文化活動発表会は、

生徒一人ひとりが、個性豊か

な色とりどりの花を元気いっ

ぱい咲きほこらせてくれた発

表会でした。

27 日(金)の合唱コンクール本選では、各学年の優秀ク

ラスの合唱が披露され、選択曲「心の瞳」を歌った３年

１組がみごと最優秀賞に、「コスモス」を歌った３年３

組と「今日は君の Birthday」を歌った２年４組が優秀賞

10月4日夕刻、2年3組の鶴田夢叶さんが、迷子になった

小学生を見つけ保護し、小学校に電話で知らせ、その小

学生は無事家に帰ることができました。鶴田さんの行動

は、本当に勇気と思いやりのある行動でした。

先日の生徒朝礼で、今回の鶴田さんの素晴らしい行動

を紹介し、感謝状を贈呈しました。他の日新中学校の生

徒にも、この行いを模範としてほしいと思います。

に輝きました。

最優秀クラスは、日新中

学校の代表として、11月 1

日(水)にアルカイックホ

ールで開催される中高合

同音楽会に出場します。


