
小学校から中学校へ進学する際、よく「中１ギャップ」という言葉が取り上げられます。これは、中学校

に入学したばかりの生徒が、環境の大きな変化に適応できず、そういった不適応が原因となり「いじめ」や

「不登校」等の諸問題が発生することを指しています。

小学校と中学校の環境の違いとしては、小学校では同じ担任が１日指導する「学級担任制」であるのに対

して、中学校は毎時間教員が変わる「教科担任制」であること。中学校では、制服が指定であったり、小学

校よりも多くの細かな校則があったりすること。人間関係では、複数の小学校から児童が集まることや、部

活動に所属すると、同じ学年の横のつながりに加え、先輩・後輩という縦のつながりが生まれること。学習

面では、本格的な「英語」が始まり、その他の教科も高度で専門的になり難しくなること等が考えられます。

このような急激な環境の変化を少しでも和らげ、小学校から中学校への円滑な接続を目的としているのが

「小中連携」です。本校は、七松小学校、立花南小学校、難波の梅小学校の３小学校から児童が入学してき

ます。現在、１中３小の間で行われている連携活動を、幾つか紹介させていただきます。

まず、教員間の連携として、オープン・スクールや授業参観の時に、相互に「授業見学」を行ったり、夏

休み等に教科指導や生徒指導について「合同研修会」を行ったりしています。さらに、生徒理解を深めるた

めに、年度当初に、元６年生担当の小学校教員が入学した 1年生の授業を参観し情報交換を行う、また、年

度末に、中学校教員が入学予定の６年生の授業を参観し情報交換を行う「小中連絡会」を開いています。

それから、小学校の児童に、中学校の勉強や生活への興味・関心を持ってもらい、中学校への進学に伴う

不安を軽減するために、11 月に七松小学校の児童に中学校に来てもらい、中学校の校舎で、中学校の先生

の授業を体験してもらう「ウェルカム授業」を本年度から実施します。さらに、３学期に３小学校の児童を

中学校に招待し、生徒会役員生徒による「学校説明会」と「部活動見学会」を実施する予定です。

その他にも、「トライやる・ウィーク」での各小学校の体験生徒の受け入れや、「ブラスバンド部」の小学

校行事への参加、さらに、今年は生徒会で「自転車交通安全の啓発ＤＶＤ」を作成し、小学生に見てもらう

計画なども立てています。

このように、様々な場面で小中連携活動が進められており、それらの活動は、少しずつではありますが、

教員の他校種に対する理解促進、授業改善、そして、小・中学校教員、児童生徒の一体感の醸成に結びつ

いてきています。保護者の皆さまには、このような小中連携の取組が行われていることを知っていただき、

今後も学校教育活動へのご理解・ご協力をお願いしたいと思っています。

校長 宮 田 聡

本年度の生徒会スローガン「努力の鳥は可能性

の空へ」のもと、文化活動発表会が開催されまし

た。展示発表では、教科、クラブ、学級、委員会

で取り組んだ力作が展示されました。

10 月 26 日には、体育館で舞台発表が行われ、3

年生 豊島未来さんの｢人権作文｣と1年生 河野涼

音さんの｢読書感想文｣の朗読、3年生 谷内花菜さ

んの｢英語暗唱｣、3 年生 黒﨑翔希君の「英語スピ

ーチ｣の発表の他、生徒会映像作品「Safety

Cycling 自転車事故ゼロを目指して｣の上映、そ

して｢吹奏楽部の演奏｣が披露されました。
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日新中学校区小中連携について

文化活動発表会



学年 １位 ２位

１年 ４組 ３組

２年 ２組 ３組

３年 ４組 ２組

全

校

最優秀賞 ３年２組

優秀賞

３年４組

２年３組

１年３組

☆ 頑張る日新中生！☆

●尼崎市中学校新人大会

○第 52 回軟式野球競技大会 優勝

○バレーボール競技大会 女子 第３位

○第 57 回剣道競技大会 女子個人戦

第３位 2-2 吉田 穂乃香

○第 28 回陸上競技大会

共通男子 110mH 第１位 2-3 石沢 侑雅

共通男子走高跳 第３位 2-3 石沢 侑雅

共通男子走幅跳 第３位 2-3 大川 涼輔

共通男子三段跳 第１位 2-3 大川 涼輔

2年生女子 100m 第２位 2-4 山本 和華

○第 45 回水泳競技大会

男子総合 第２位 2年男子総合 第２位

2年女子総合 第３位

2年男子 100m 平泳ぎ 第１位 2-2 永田 一仁

2年男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第２位 2-2 柴田 剛志

2年女子 100m 自由形 第２位 2-5 小西 美月

2年男子 50m 自由形 第３位 2-4 市田 和弘

2年男子 100m 背泳ぎ 第３位 2-1 松本 大典

男子 4×100m ﾘﾚｰ 第２位（市田和弘,神田修葉,松本大典,前田翔太）

男子 4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 第２位（松本大典,永田一仁,柴田剛志,市田和弘）

女子４×100m ﾘﾚｰ 第３位（小西美月,中川栞,石野星奈,森川日萠）

●阪神中学校新人大会

○第 52 回軟式野球競技大会 第３位

○第 34 回阪神中学校陸上競技大会

共通男子四種競技 第１位 2-3 石沢 侑雅

共通男子 110mH 第２位 2-3 石沢 侑雅

共通男子三段跳 第３位 2-3 大川 涼輔

●第 72 回尼崎市中学校総合体育大会

○第 33 回尼崎市中学校女子駅伝競走競技大会

第 4区 第２位 2-5 保科 一葉

●第 55 回尼崎市立中学校総合体育大会

共通女子走高跳 第３位 3-1 志良堂 樂穂

共通女子走幅跳 第４位 3-5 林 愛佳

1年女子 4×100m ﾘﾚｰ 第５位（太田凛花,楊幸美,藤原美梨愛,岸茜）

3 年男子 4×100m ﾘﾚｰ 第７位（田中秀篤,川崎秀輔,佐藤秀磨,岩本陽瑛）

●第 40 回兵庫県中学校総合文化祭

美術部門（ポスター） 特選 3-5 阪本 佳奈

入選 3-5 加治佐 桜 入選 2-4 中牟田 愛哉

書写部門（書写） 特選 2-1 安藤 優理菜

入選 3-5 阪本 佳奈 入選 3-1 山本 弥希

●中学校社会科研究作品展

優良賞 2-5 迫田 志帆 優秀賞 2-5 植木 春花

●尼崎市民まつり 交通安全ポスター 展示

2-4 木原 ひなた

●第 42 回全国学生書写書道展

優秀特選 3-5 阪本 佳奈

特選 3-1 山本 弥希 特選 3-5 小坂田 夏希

特選 2-1 久保 尋斗 金賞 3-2 川口 瑞稀

金賞 2-2 川合 こはる 金賞 1-4 新谷 駆琉

銀賞 3-3 谷内 花菜 銀賞 2-4 中元 歩希

銀賞 2-1 川下 元気 銅賞 1-1 大田本 果純

銅賞 1-3 立切 晴喜 銅賞 1-3 松下 大地

10月25日、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。

26日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「コスモス」を歌った３

年２組がみごと最優秀賞に、「手紙」を歌った３年４

組と「道」を歌った２年３組、「Believe」を歌った１

年３組が優秀賞に輝きました。３年２組は、日新中学

校の代表として、30日にアルカイックホールで開催さ

れた中高合同音楽会に出場しました。

合唱コンクール♪

10月2日、尼崎南警察署と

尼崎少年サポートセンター

の方をお招きし、｢情報モラ

ル講演会｣を実施しました。

ビデオを観て、｢出会い

系｣の怖さや、ネットに写真

を投稿することの危険性を

デジタルタトゥーや写真に含まれる位置情報の話など

を通してお話してもらいました。さらに、ラインやＳ

ＮＳで、トラブルに巻き込まれないために大切なルー

ルやマナーなどについても教えていただきました。

事前のアンケートで、日新中生の85%がスマホを持っ

ているという結果が出ています。是非家庭でも、身を

守る術についてお子様とお話ください。

情 報 モ ラ ル 講 演 会

市 立 総 合 体 育 大 会

10月20日、ベイコム陸上競技場で「第55回尼崎市立

中学校総合体育大会」が開かれました。開会式で少し

小雨がぱらつきましたが、競技が始まると回復し、絶

好の体育大会日和となりました。日新中学校からも38

名の代表選手が参加し、各種目に出場しました。

結果、共通女子走り高跳びで、3年生志良堂樂穂さ

んが3位に、共通女子走り幅跳びで、3年生林愛佳さん

が4位に入賞しました。また、1年女子4×100mリレー

が5位、3年男子4×100mリレーが7位に入賞しました。



月 火 水 木 金 土 日
１

（金１２４５，火３，木６）

進路説明会(１５：３０～)

２

3 年市内学力調査

（火１２４６，月５，学）

３

《 文化の日 》

きょうちくとう運動会

４

５ 教育相談

朝学なし45分×6

特別支援学級代休日

６ 教育相談

朝学なし45分×6

尼崎コンサート

７ 教育相談

朝学なし45分×6

（道，水２３４，月４５）

歯科検診・歯科相談

８ 教育相談

朝学なし45分×6

９ 教育相談

朝学なし45分×6

2 年ﾏﾅｰ講座（56h）

１０ １１

１２ 生徒朝礼

2 年トライやるｳｲｰｸ

事前訪問（56h）

１３

2 年トライやるｳｲｰｸ

事前訪問（予備日）

１４

（道，月２３，火５，水５）

5校時まで

１５ １６

生徒会専門委員会

掃除無し

１７ １８

１９ 期末テスト

（総，社，理，技家）

PTA人権研修(１４：００～)

２０ 期末テスト

（総，国，美，音）

２１ 期末テスト

（総，英，数，保体）

２２ （木１２４５６３）

2 年トライやるｳｲｰｸ

出発式（6h）

※3年7校時まで

２３

《勤労感謝の日》

２４ ２５

２６ トライやるｳｲｰｸ

※3年7校時まで

２７ トライやるｳｲｰｸ

※3年7校時まで

２８ トライやるｳｲｰｸ

補充：金５

※3年7校時まで

２９ トライやるｳｲｰｸ

七松小ｳｪﾙｶﾑ授業

※3年7校時まで

３０ トライやるｳｲｰｸ

＜１２月の主な予定＞ 12/7(金)：生徒会役員選挙 12/10(月)：生徒朝礼 12/13(木)：3年球技大会

12/13(木)～19 日(水)：期末懇談 12/21(金)：大掃除 12/25(火)：終業式

１１月の主な予定


