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文化活動発表会が終わり、生徒達は落ち着いて学習に取り組んでいます。１１月には、２年生、３年生の

進路説明会が行われました。３年生は、進路希望調査を提出し、いよいよ進路の方向性を決める時期となり

ました。生徒達は、これからそれぞれの目標達成をめざして、学習に取り組んでいきます。

社会心理学では、人が目標を達成したいと求める意欲（やる気）を「達成動機」と呼びます。この達成動

機は、取組結果（成功・失敗）の原因の認知の仕方（原因帰属）によって影響を受けると考えられています。

例えば、テストの成績が悪かったという結果を、自分の努力不足と考える子どもと、頭が良くないから仕方

がないと諦める子どもとでは、同じ結果でも、以後の勉強の取り組み方に大きな違いが現れるというのです。

社会心理学者のワイナーは、成功・失敗の原因帰属と達成動機の関係を、「能力」、「努力」、「課題困難度」、

「運」の４つの原因をもとに研究を行いました。ワイナーは、『自分の要因である「能力」や「努力」に原

因帰属する人は、成功したときに自分に「誇り」を、失敗したときに「恥」を感じ、自分以外の要因である

「課題困難度」や「運」に原因帰属する人は、そういった感情は生じにくい。また、変化しにくい「課題困

難度」や「能力」に原因帰属する人は、次回も同じ結果になるだろうと予測し、変化の可能性のある「運」

や「努力」に原因帰属した人は、同じ結果を予測しない。』と論じています。

人は、こうした自身の成功・失敗に対する原因帰属の影響を受けて、達成欲求が形成されていくのです。

達成動機の高い人は、自己責任感が強く、自分自身に原因帰属する傾向があり、成功の原因を「自分に能力

やる気を育てる

があったから」もしくは「自分が努力したから」と考えるため、満足感にひたることができます。また、失

敗の原因を「自分の努力不足」と考えるため、自分の能力を過小評価せず自信を失わなくてすみます。一方、

達成動機の低い人は、「努力」以外の要因に原因帰属する傾向が見られ、成功の原因を「運がよかったから」

や「課題が易しかったから」と考えるため、自己満足が味わえません。さらに、失敗の原因を「能力不足」

と考えるため努力しようとせず、成功に対する期待も失われていくのです。

ところで、この成功・失敗の原因帰属以外にも、やる気に影響を与えることがあります。それは、「内発

的動機付け」と呼ばれるものです。例えば、部活から帰って少し休憩してから勉強しようと考えていた子ど

もに、お母さんが「グズグズしないで、さっさと勉強しなさい」とガミガミ言ってしまったら、子どもは「今、

しようと思ってたのに！」とやる気を失ってしまうでしょう。内発的動機付けは、好奇心や関心など自分自

身の内からなる動機づけです。先ほどの場合、母親が勉強するよう命じてしまったことで、子どもの自分の

自由意志で勉強する気持ちが差し引かれ、結果、内発的動機付けが低下してしまったと説明できます。

社会心理学者のデシは、内発的動機付けには、自分の行動は自分で決める「自己決定感」と自分の努力で

自分や環境をより良く変化させることが出来るという「有能感」が大切であると主張しています。デシは、

作業に対する金銭など外的な報酬は、逆に内発的動機づけを低下させることを実証しています。

これらの理論は、学校教育において重要な要素ですが、家庭でも、子どもの「やる気」を育てるために活

用できるものです。是非、成功・失敗の自己責任感のある振り返りや何事も自分で決めさせること、子ども

の有能感を高めるフィード・バック等を、心に留めて実践していただきたいと思います。

校長 宮 田 聡



月 火 水 木 金 土 日
１

トライやるウィーク

２ ３

４ 美化点検

2年トライやる事後指導

選挙運動期間～8日

５

生徒会専門委員会

６

歯科相談(希望者)

７ 美化点検 ８ 美化点検

生徒会役員選挙

９ １０

１１

生徒朝礼

2年トライやる事後指導

１２ １３

補充金５

１４ 3年期末懇談

3 年球技大会

朝学なし50分×6

１５ 期末懇談

朝学なし45分×4

(金２３４５)

１６ １７

１８ 期末懇談

朝学なし45分×4

(月２３４，火１)

１９ 期末懇談

朝学なし45分×4

(水２３４５)

２０ 期末懇談

朝学なし45分×4

(道，木１２４)

２１ 期末懇談

朝学なし45分×4

(木５６，金１２)

２２

金３４５，大掃除

２３

＜天皇誕生日＞

２４

２５

終業式

ｵｰﾙｸﾘｰﾝ作戦

２６

冬季休業日

２７

冬季休業日

２８

冬季休業日

２９

冬季休業日

３０

●平成 29 年度第 39 回阪神中学校新人剣道大会

男子団体戦 優勝 ※県大会出場

(武本 莉玖, 山添 信之介, 今川 力太香, 広永 光輝,

和辻 大輝, 賀好 凌冶)

●第 61 回尼崎市長旗剣道優勝大会

団体戦 中学生男子の部 準優勝

(武本 莉玖, 山添 信之介, 今川 力太香, 広永 光輝,

和辻 大輝, 賀好 凌冶)

個人戦 中学生男子の部 第３位 2-4 武本 莉玖

●第 59 回尼崎市陸上競技選手権大会

中学女子 総合 第３位

中学女子 100ｍH 第１位 2-2 林 愛梨

中学女子走高跳 第１位 2-3 辻 彩音

中学男子走幅跳 第１位 2-1 江藤 怜真

中学女子 4×100mR 第３位

(山本 和華, 倉橋 美羽, 吉田 梨紗, 林 愛梨)

●第 68 回尼崎市中学校英語祭

暗唱の部 出場 3-4 山本 紗愛

スピーチの部 出場 3-1 藤原 広空

●平成 29 年度理科作品展 出品

2-1 谷内 花菜 2-3 吉田 梨紗 2-5 遠藤 花帆

2-5 黒崎 翔希 2-5 橋本 健汰

●第 67 回「社会を明るくする運動」作文コンテスト

尼崎市推進委員長賞 中学校の部 銀賞 2-2 細川 玲

●第 45 回阪神地区中学校技術・家庭科研究大会 出品

2-5 奥 大芽 1-1 宮前 詠

1-4 大西 夏奈 1-5 太田 汐音

●第 33 回全国硬筆コンクール

優秀特選 2-5 小坂田 夏希 特選 3-2 樋口 理加

特選 2-1 谷内 花菜 特選 1-1 川合 こはる

金賞 3-5 川満 つかさ 金賞 3-2 川部 みゆき

金賞 2-3 阪本 佳奈 金賞 1-2 久保 尋斗

銀賞 2-4 山本 弥希 銀賞 2-5 川口 瑞稀

銀賞 1-2 川下 元気 銅賞 3-3 藤田 香乃

銅賞 1-1 中元 歩希

本年度も、学力向上アクションプランの一環として、

｢日新検定」を実施しました。これは、漢字力･計算力･

英語力の基礎・基本の定着をめざし、目標をもって学習

する習慣を身につけさせ、自ら学び続ける｢自律的学習

者」を育てることを目的としています。

☆ 頑張る日新中生！☆

＜１月の主な予定＞ 1/9(火)：始業式 1/17(水)：防災訓練 1/26(金)：2年学習到達度調査

1/27(土)：授業参観日・新入生説明会 1/29(月)：代休日

きょうちくとう運動会

１２月の主な予定

日 新 検 定

実施方法については、10月30日から11月2日を日新検定

週間とし、全学年の生徒が、朝学習の時間帯等を活用し

て、「漢字の読み書き」､「計算技能の習得」､「英文の

暗写」に取り組みました。そして、最終日に日新検定に

チャレンジしました。生徒は、正答率を基準として、１

級から６級まで認定を受け、今後、認定書が発行される

予定です。この取組を通して、生徒の自律が促され、今

後の継続的な学習活動につながってくれることを期待し

ています。

11 月 11 日(土)、ベイコム総合体育館で、「第 36 回き

ょうちくとう運動会」が開催されました。これは、市内

中学校の特別支援学級の生徒が集まり演技を行う運動

会です。日新中学校からも７人の生徒が参加しました。

元気な入場行進のあ

と、選手宣誓が行われ、

17 中学校が、赤、緑、黄

のグループに分かれ、大

玉ころがしや玉入れ、徒

競走、綱引きなどを競い

合いました。最後は、観

客も一緒になって、「みん

なのうた」の曲にあわせ

てダンスを踊りました。

ちなみに、キョウチク

トウは、尼崎市の市花で、

市民を元気づける天災や

戦災からの復興のシンボ

ルとされています。


