
12 月にとったアンケートの「お子さまは、読書に親しんでいますか？」という質問に対して、72％の保

護者の方が「当てはまらない」または「あまり当てはまらない」と回答しています。また、3年生の 4 月の

学力調査アンケートでも、「ふだん 1 日あたりどれくらいの時間、読書をしますか？」という問いに対して、

「全く読まない」または「10分以下しか読まない」と答えた生徒が、全体の 65％にのぼっています。

中学生になると、部活動や塾などにより読書時間の確保が難しく、読書離れが進むと言われています。

しかし、本校の場合、全く読書をしない生徒の割合が全国平均より 20%も多く、読書離れは顕著です。先日

の生徒朝礼で、生徒達にもっと本を読んでもらおうと、読書の良さについて次のような話をしました。

まず、本を読むと、「知らなかったことを知ることができる」、「わからなかったことがわかるようになる」

という楽しさや喜びがあります。人間には、誰しも知識を得たいという「知識欲」や、知識と理解を深めた

いという「知的好奇心」があり、読書はこういった欲求を満たしてくれるのです。

次に、読書によって様々な能力が身につきます。第一に、「思考力」と「表現力」です。人間にとって、

言葉は「思考するための道具」、そして、「意志を伝えるための道具」です。読書を通して、語彙量が増え、

様々な表現技法が身につくと、複雑で高度な「思考」や繊細な「表現」ができるようになります。

第二に、「想像力」です。読書は、文字を通して、物語の風景や登場人物の心情を、頭の中に思い描かな

くてはなりません。読書を続けていると、この「想像力」が鍛えられて、本の中の景色や味、におい、行

動、感情などが、まるで自分が実際に体験しているかのように、感じ取れるようになるのです。

第三に、「記憶力」と「情報処理能力」が身につきます。本に書かれている内容を理解するためには、本

の中の情報を随時記憶して、整理しながら読み進めなくてはなりません。小説なら、登場人物、物語の設

定、歴史的背景など、複雑な情報を関連づけて記憶したり、必要に応じて記憶から取り出したりする必要

があります。こういった活動により、「記憶力」が高まり「情報処理能力」が身についていきます。

第四に「集中力」があげられます。読書は、書かれた文章から、情報を整理して記憶し、体験したことの

ないことも想像しながら読み進めなくてはなりません。そういった活動には、高い「集中力」が必要です。

習慣的に読書を続けることによって、確実に「集中力」は養われます。

以上のような多くの能力が身につくことも魅力的ですが、やはり、読書の素晴らしさは、「自分以外の人

の“生き方”、“考え方”に触れることができる」ことだと思います。良い本を読むことによって人は感動

し、作者や登場人物の生き様から、新しい視点、価値観を得ることができます。つまり、本は「自分の人生

に影響を与えてくれるもの」なのです。これが、読書する上で最も価値のあることだといえます。

生徒達には、以上のような読書の良さに気づき、読書に興味・感心をもってもらいたいと思っています。

本年度、本校は、図書室の開館日を大幅に増やし、開館時間も延長するなどして、図書館機能を改善しま

した。また、1、2 年生で、毎朝 15 分間の朝読書の時間を設け、読書習慣の形成に取り組みました。さら

に、3学期には、本に親しむために、地域人材を活用した「絵本の読み聞かせ会」も実施しました。

文部科学省の調査で、小学校から中学校へ、読書の時間は減少しても、読書が好きな児童・生徒の割合

は変わらないと報告されています。ご家庭でも、是非、子ども達が本に触れ、読書習慣が身につくように

働きかけをよろしくお願いいたします。

校長 宮 田 聡
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●平成 30 年度全国中学校体育大会

第 39 回全国中学校スケート大会 出場

フィギュアスケート 3-5 小嶋 孝夏

●平成 30 年度尼崎市中学校バスケットボール大会

第 19 回 1年生大会 男子の部 優勝

●第 86 回全国書画展覧会（書の部）

特選 3-1 山本 弥希

金賞 3-2 川口 瑞稀 3-3 谷内 花菜

3-5 小坂田 夏希 3-5 阪本 佳奈

2-1 川下 元気 2-1 久保 尋斗

2-2 川合 こはる 2-4 中元 歩希

1-1 大田本 果純

銀賞 1-3 立切 晴喜 1-3 松下 大地

1-4 新谷 駆琉

●第 65 回全国少年新春書道展（八つ切半紙部門）

入選 3-1 山本 弥希 3-5 小坂田 夏希

●第 22 回尼崎市立小中学校尼っ子スピーチフェスティバル

佳作 2-5 保科 一葉

①「このにおい母はあらえというけれどなんかすきだな古着のかおり」

②「雨が増え太陽見えぬこの空は地球がきっと泣いているから」

③「一年後こんなプレーをできるかと先輩を見て不安に思う」

④「球児たち人差し指を天高く第百回の夏終わるとき」

⑤「大会だこの一球を大切にナイスボールの応援響く」

⑥「晴れの日に練習開始頑張るぞゴーグルやけがパンダみたいだ」

⑦「歴史ある街見るたびに思うのは昔の日本見てみたいなと」

⑧「炎天下汗がしたたるマウンドで一人投げ抜く不動のエース」

⑨「冬季練己に負けず積み重ね嬉し涙で引退するぞ」

⑩「にぎやかにボールの音と人の声響きわたる秋の夕暮れ」

⑪「帰り道夕日の色にそまる空癒してくれる今日の疲れを」

⑫「色づいて美しく咲く葉っぱたち散って知らせる冬の訪れ」

⑬「走り出す仲間の応援背に受けて思いを込めたたすきをつなぐ」

※短歌の番号は「頑張る日新中生」の入賞者番号に対応して

います。

☆ 頑張る日新中生！☆

名 短 歌 1 3 選

●第 16 回契沖顕彰短歌大会

契沖大賞 ①2-2 牧野 美海

尼崎市教育委員会賞 ②2-2 永田 一仁

契沖賞 ③2-5 中川 福大

山の井賞 ④2-1 西谷 小次郎 ⑤2-1 小林 左季

⑥2-2 森川 日萠 ⑦2-3 小野 楓華

⑧2-3 岩元 裕夢 ⑨2-4 山本 和華

⑩2-4 大和 雅 ⑪2-4 山崎 悠奈

⑫2-5 前田 愛依 ⑬2-5 保科 一葉

●第 19 回尼崎市吹奏楽連盟ソロコンテスト１年生の部

１年生の部 優秀賞 1-1 田代 陽菜

優良賞 1-4 祖母井 悠花 1-4 堀 美咲

２年生の部 優秀賞 2-2 大江 伯斗

優良賞 2-5 植木 春花 2-5 前田 愛依

●平成 30 年度尼崎市児童・生徒文化発表会（美術展） 出品

1年生

白崎 翔子 岸 茜 中村 真穂 西谷 信之介

片山 朔 德千代 涼 三浦 瑠菜 久保 眞也

堺井 ちはる 稲田 欣綺 西谷 勝太 髙木 翔希

藤原 美紅

2年生

鳥飼 なな 山本 真緒 松本 大典 横山 彩奈

赤木 駿之介 北地 未來 山本 来実 竹本 登士

石井 咲希 池中 拓己 宮前 詠 岩元 裕夢

大西 夏奈 東平 秋花 中牟田 愛哉 前田 美咲

琉子 美咲 梅田 結衣 植木 春花 原 宗志

3年生

木村 香 村山 凜々花 次山 華菜 倉橋 美羽

奈良 杏樹 鈴木 瑠菜 堺井 慶一郎 谷内 花菜

壁總 優花 洼畑 春希 戸山 姫那 和田 咲千夏

佐久間ほのか 万代 陽子 林 愛梨 芝中 友香

加治佐 桜 阪本 佳奈 小坂田 夏希 辰己 聖剛

井手 希泉 川嶋 太陽

●第 25 回尼崎市中学校技術･家庭科作品展 出品

3年生

多田 恵太 近藤 彩心 池上 乃愛 柏木 梨夏

宮田 帆乃佳 山中 歌乃 豊島 未来 洼畑 春希

谷内 花菜 木下 朋香 堺井 慶一郎 木村 有沙

万代 陽子 野並 羽菜 早田 美優 井手 希泉

卒業生を送る会（特別支援学級）

2月23日に市内中学校特別支援学級の卒業生を送る会

が武庫地区会館で開催されました。今年、日新中学校

の特別支援学級から、4名の生徒が卒業します。

本校の生徒は、成良中、中央中の生徒と一緒に、扇

子を持って勇ましい「黒田節」を披露しました。他の

中学校からは、器楽演奏や

劇、拡大紙芝居などの発表

がありました。どの発表

も、卒業生のために一生懸

命練習したことが伝わって

くる内容でした。

この心のこもった送る会

は、良き思い出として、卒

業生の心の中に、いつまで

も残ることでしょう。

２年生性教育講演会

2月1日体育館で、市内産婦人科病院「ウィメンズク

リニック横田」院長の横田光先生にお越しいただき、2

年生を対象に性教育講演会を開催しました。

講演では、｢10代でおこる体と心の変化｣について、

わかりやすく説明していただきました。さらに、｢望ま

ない妊娠｣や｢性感染症｣、｢性暴力(ＤＶ)｣等の危険につ

いても、詳しくお話いただきました。
生徒は皆、真剣に先生の

お話を聞いていました。今

回の講演を通して、体の変

化だけでなく、性の多様

性、生命の尊さ、人間の尊

厳などについて、深く考え

させられました。

尼崎出身の国学者で、歌人としても知られる

契沖（けいちゅう）にちなむ第16回契沖顕彰短

歌大会で、本校2名の生徒が特別賞に、他11名

が優秀賞に選ばれました。

今回入賞した作品を紹介します。



月 火 水 木 金 土 日
１ ２ ３

４ ５ ６

卒業式予行（3,4h）

７

卒業式準備(（午後）

８

第57回卒業式

９ １０

１１

生徒朝礼

１２

公立高校学力検査

１３

総合学科実技検査

補充金５

１４ 朝読なし 45 分

（木１２３５）

希望者懇談

2 年球技大会

１５ 朝読なし45分

（木４５６金３）

希望者懇談

1 年球技大会

１６ １７

１８ 朝読なし 45 分

（総,月２３４）

１９ 朝読なし 45 分

（火１２３４）

公立高校学力検査

合格発表

２０ 朝読なし 45 分

（道,水２３４）

２１

＜春分の日＞

２２ 朝読なし 45 分

（金１２３,整備）

大掃除

２３ ２４

２５

修了式

２６

春季休業日

２７

春季休業日

定時制高校再募集

２８

春季休業日

２９

春季休業日

３０ ３１

３月の主な予定

＜４月の主な予定＞ 4/8(月)：着任式・始業式 4/9(火)：離任式 4/10(水)：入学式 4/11(木)：対面式、2,3 年身体検査

4/12(金)：生徒朝礼 4/15(月)：生徒朝礼、クラブ紹介 4/18(木)：全国学力学習状況調査

4/19(金)：1年自転車教室 4/19(金)～21(日)：3年修学旅行 4/22(月)～26(金)：1,2 年家庭訪問


