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「発想の転換～大逆転は起こりうる～」
新発田市立猿橋中学校 本 間 道 夫
先週、前期の期末テストが終了しました。今週は答案が返却されると思いますが、テストの結果はと
もかくとして、今回の期末テストに対する取り組みはどうでしたか。全力を出し切ったという人もいれ
ば、そうでなかった人もいるかもしれません。一人一人が今回のテストを振り返って次にいかしてもらい
たいものです。
さて、テストに限らず皆さんの今までの経験の中で、取り組む前から「どうせ、できっこない」
「やっ
ても無駄だ」といって諦めてしまった経験はありませんか。もしそんな経験があったらこれからお話しす
る「ものの見方を変えてみる」と言うことを参考にしてみてください。
皆さんは、大相撲を見たことがありますか。そんなに興味がないという人でも、一度や二度、見たこと
があると思います。相撲という競技は体格によって有利と不利があります。身体が大きい人ほど基本的に
は有利といえます。現在、力士の中で一番身長が高い人は２メートル、体重は 200 キロだそうです。そ
んな中で小柄ながら活躍している力士に「炎鵬（えんほう）
」という人がいます。炎鵬関は身長 168 セン
チ、体重は 96 キロだそうです。ずいぶん体格に差がありますが、それをものともせず活躍する炎鵬関を
モデルにしたコマーシャルがあります。そこで紹介されている文章に次のようなものがあります。
皆さんはこの文章を聞いて、どんな感想を持ちま
したか。
私は、ずいぶん弱気だな、やる前から諦めて
大逆転は起こりうる。
いるのでは？そんなふうに感じました。
私はその言葉を信じない。
どうせ奇跡なんて起こらない。
ですが、見方を変えてこの文章を後ろから読んで
それでも人々は無責任に言うだろう。
みると、ずいぶん受ける感じが変わります。これか
小さな者でも大きな者に立ち向かえ。
ら映像を流します。
（映像視聴）
誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え。
今こそ自分を貫くときだ。
土俵際、もはや絶体絶命。
しかし、そんな考えは馬鹿げている。
私はただ、為(な)すすべもなく押し込まれる。
勝ち目のない勝負はあきらめるのが賢明だ。
勝ち目のない勝負はあきらめるのが賢明だ。
私はただ、為(な)すすべもなく押し込まれる。
しかし、そんな考えは馬鹿げている。
土俵際、もはや絶体絶命。
今こそ自分を貫くときだ。
誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え。
どうですか。同じ文章なのに逆から読んでみると
小さな者でも大きな者に立ち向かえ。
ずいぶん印象が変わりませんか。この文章からは「奇
それでも人々は無責任に言うだろう。
跡が起こらないなんて信じない。大逆転は起こりう
どうせ奇跡なんて起こらない。
私はその言葉を信じない。
る。
」と強気で前向きな気持ちが表れていると思いま
大逆転は起こりうる。
す。
つまり、同じものであっても見方を変えるだけで、
積極的な気持ちにも消極的な気持ちにもなると言うことです。炎鵬関が自分より背が高く、体格のいい相
手に、決して弱気にならず、ひるまずに立ち向かっていける理由には、最初から諦めるのではなく、見方
を変えて積極的に物事を考えているからなのだと思います。
このことは、私たちが日々生活していく上でぶつかるであろう困難を乗り越えていく上で大変参考に
なることだと思います。皆さんのこれからの中学校生活の中で学習や部活動、進路選択などで困難や迷い
にぶつかったときは最初から無理だと諦めるのではなく、見方を変えて見てください。きっと新たな道が
開けるはずです。大逆転は起こります。
※引用

そごう西武のテレビ広告「さ、ひっくり返そう」より

『前期学校評価アンケート』の結果と改善策 ①
前期学校評価アンケートの結果を受けて、改善策をまとめました。後期の学校運営に生かしていきたい
と考えています。今号の学校だより及び次号に分けて、保護者の方や地域の方にもお伝えいたします。
今回は『学習』についてです。
※評価 A:肯定的な回答 80%以上 B:60％以上 C:60％未満
評価項目１：
「互恵的に学び、共に成長できる生徒の育成」に関する質問で、肯定的評価を示す
生徒が８０％以上になる。
◇生・設６
「授業中、わからない時、友達に聞
くことができましたか。
」
評価Ａ

昨年度 6 月

全 校
１年生
２年生
３年生

８６％
８６％
８５％
８７％

今

◇生・設７
「授業中、わからない人に全力で答
えることができましたか。
」
回

８９％
８４％
９１％
９１％

◇生・設８
「グループ（ペア活動含む）の学習活動で、
友達に説明したり、また友達の考えを聴くこ
とで、より考えや理解が深まることがありま
したか。」

評価Ａ
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度 6 月
７９％
７４％
７９％
８５％

今 回
８３％
８２％
８２％
８５％

評価Ａ

昨年度 6 月

今 回

全 校
１年生
２年生
３年生

８９％
８８％
８６％
９３％

８９％
８９％
８７％
８９％

【分析】
○設問６・７ 学び合う授業「聴き合い」「支え合い」に関連
・全校の結果は、どちらとも昨年度を上回っている。
・２、３年生ともにどちらとも前年度を上回っている。
・１年生は、設問７で 80％を超えている。
２、３年生は人間関係が構築されたこと、これまでの「学びの共同体」の実践が成果として表れた
ものと考える。１年生は仲間のために答えてあげたいという意識が高いことがわかる。
職員設問３「わからない、と生徒が声を出しやすい雰囲気やその生徒に全力で応える生徒の支援等
に、意識して取り組みましたか」では 81％となった。新型コロナの影響下でも「学びの共同体」を意
識して実践できるよう工夫し、今後も生徒同士が「聴き合える」
「支え合える」授業を行う。生徒がア
ウトプットする機会を増やし「聴くこと」「答えること」に自信をもてるよう支援していく。
○設問８ 学び合う授業「学び合う」に関連
・どの学年も 80％後半と高い数値を示している。
・職員設問２「ペア又はグループでの活動でよい効果があった」
、職員設問４「ジャンプ（発展的）の
課題を有効に設定・提示し深い学びを目指した」ではいずれも肯定的だった。
生徒、職員ともにペア又はグループ活動の有効性や重要性を実感している。今後もさらにジャンプ（発
展的）の課題を精選し有効に設定・提示し、課題解決に向けた適切な活動(ペア又はグループ)を取り入
れていく。そのためにも校内研修や教科部会での意見交換や情報交換、共通理解を十分に行っていく。
評価項目２：
「家庭学習時間は１時間以上」と答える生徒が８０％以上になる。
◇生・設 23
「家では１週間を平均して、１日どのくら
い勉強していますか（宿題、学習塾や家庭教
師との学習等を含む）」

評価Ｂ
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度 6 月
７１％
７９％
６５％
６６％

今 回
７３％
８４％
６４％
７１％

【分析】
・全校の結果では昨年度を上回っている。
・学年によって、数値に差がある。
家庭学習の習慣化を目指し、毎日の自主学習点検、生徒会による家庭学習時間調査、宿題ボードの活
用など多くの取組を行っている。今後も継続していくとともに、各教科における宿題の量や宿題の活用
方法を工夫していく。また、自主学習の内容や方法がわからない生徒に対する個別指導を丁寧に行って
〔徳の分野〕
いく。
具体的な取組として宿題や自主学習をいつ取り組むか、家庭学習プランニングを終学活時に生活ノー
トに記入し目標を明確にさせる。

朝晩の気温がめっきり涼しくなり、日に日に秋の深まりを感じる時季となりました。
例年より短かった夏休みが明けてから１か月が経ちます。その間にもさまざま取組や活動
に熱心に取り組む生徒の姿がありました。

【小学校で朝の挨拶運動

９月１０日（木）･１１日(金)】
SHIPs（猿橋中学校を本当にいい学校にするプロジェクトの船員の意）のメンバーと生徒会総務が猿橋中学校区に元気のよ
い挨拶が飛び交うことを願い、２つの小学校に挨拶運動に行ってきました。元気のよい挨拶
で小学生を迎え、挨拶の輪を広げてきました。

【服のチカラプロジェクト

９月２８日（月）～１０月６日(火)】
学年委員会を中心に海外の人たちに服を送る「服のチカラプロジェクト」を行っています。
今年度は校外での活動はできませんが、少しでも気持ちを伝えたいという生徒の強い思いか
ら校内での実施となりました。多くの皆様からの御協力をお待ちしております。
＜集めている服＞
○赤ちゃんサイズから
160cm までの服
（ズボン等も含む）

学年朝会での呼び掛け

【力の限り

※下着、靴下、帽子、
マフラー等は不可

思いを届ける生徒の姿

猿中健児！！

９月２８日（月）】
明日開催される市内新人総体に向けて、激励会が行われました。新型コロナウイルス対策
で、例年とは違った拍手を中心とした応援でしたが、選手を後押しするすばらしい激励会と
なりました。３年生から思いを引き継いだ２年生を中心に、いよいよ力を発揮する番です！
大

会 会 場

陸上競技部
バスケットボール（男子）
バスケットボール（女子）
バレーボール
卓球男子
卓球女子

五十公野陸上競技場
サンビレッジしばた
紫雲寺中学校
カルチャーセンター:アリーナ

柔道

カルチャーセンター:柔道場

剣道

カルチャーセンター:剣道場

サッカー

中央公園多目的広場

軟式野球

真木山公園野球場

テニス男子

サン･スポーツランド

テニス女子

五十公野テニスコート

令和２年度猿橋中学校体育祭迫る！！
１０月１４日（水）実施予定の体育祭が近づいてきました。３年生のリーダーを中心
に、応援･小道具･応援旗の準備が大詰めを迎えています。団を指揮する団長から体育祭に
向けた思いや意気込みを書いてもらいました。
桃団 団長

赤団 団長

今年の体育祭は、コロナウイルスの影響で規模
が小さくなって、例年通りとは行かないことが多
く、悔しい気持ちの人が多くいると思いますが、
猿中の体育祭の歴史の中でナンバーワンの盛り
上がりにして見せます。

僕は、団長として一人一人が楽しめて、輝ける
体育祭にしたいです。そのために、応援リーダー
を中心に盛り上げていきたいと思っています。赤
団の皆さん、バカになって思いっきり楽しんでい
きましょう。

緑団 団長

黄団 団長

僕は団長として、信頼されるリーダーでありた
いと思っています。そのために仲間への感謝や先
生方に対する礼儀を忘れず、時に全力で楽しめる
人間性とピンチでも焦らず、絶対に勝つという気
持ちを大切にしていきます。

黄団団長鈴木流輝です。
「迅雷」というテーマ
にもとづいて、一生懸命頑張ります。みんなが楽
しかったと思える体育祭にできるように光り輝
く黄団をつくり上げていきたいと思います。最高
の体育祭をつくっていきましょう。

青団 団長

黒団 団長

私たち青団は、「飛龍乗雲」のスローガンの下
日々活動しています。楽しくみんなが活動してよ
かったと思える体育祭にしたいです。そのため
に、しっかりと団の全員をまとめられるような団
長になります。

今年は昨年と同じ体育祭とはいきませんが、団
長として例年以上に盛り上げ、全員が楽しかった
と思えるような体育祭にしたいです。大変なこと
もたくさんあると思いますが、みんなが笑って終
われる体育祭にしたいです。

新しい職員を紹介します
スクール･サポート･スタッフ（ＳＳＳ）
おくあき

奥秋 サチ さん
９月１日（火）より猿橋中学校に着任され
ましたので御紹介いたします。
主な業務は以下の通りです。
○新型コロナウイルス感染対策の消毒作業
○学習プリント等の印刷や配布準備
○授業準備の補助
○学校行事等の補助 などです。

学習指導員
おおかわと

ゆ

き

の

大川戸 夢希野 さん
１０月１日（木）から猿橋中学校に着任さ
れますので御紹介いたします。
週２日間の２時間程度になりますが、ティ
ームティーチングとして、授業のサポートに
入っていただき生徒の学習支援を行ってもら
います。

１０月の予定
16 日（金）３年生実力テスト
1 日（木）貧血検査:１年生
19 日（月）合唱祭強調旬間（～28 日）
2 日（金）貧血検査:２年生 英語検定
20 日（火）生徒朝会＋生徒会アワー
5 日（月）職員会議
専門委員会 内科検診男子①
7 日（水）下越地区駅伝大会
22 日（木）耳鼻科検診
9 日（金）前期終業日
23 日（金）眼科検診 漢字検定
10 日（土）PTA グラウンド整備
27 日（火）内科検診男子②
11 日（日）PTA グラウンド整備（予備日）
30 日（金）生徒朝会 教育実習終了
12 日（月）後期始業日 貧血検査:３年生
合唱祭
体育祭予行練習 教育実習開始
14 日（水）体育祭
＊新型コロナウイルス感染防止の観点から合唱祭は会場を学校体育
15 日（木）体育祭予備日
館、規模を縮小し実施します。また、保護者の参観は御遠慮願います。
※新型コロナウイルスに関連する変更が生じることがあります。御理解、御協力をお願いします。

