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９月１３日（土）
に大和地域敬老会が ◆山口県中学校柔道選手権大会
大和総合スポーツセ 男子５５ｋｇ級３位 安野哲平
ンターで行われまし ◆近郊中学校球技大会（聖光大会）
た。本校からは、吹奏楽部が参加し、多彩な音色 野球部 ２位
を奏でました。 ◆光市中学校秋季体育大会

吹奏楽部は、先日行われた県吹奏楽コンクール 女子バスケットボール １位
で金賞を受賞することができました。 その演奏 バレーボール ２位

校長 神 村 信 男 力を、出席者の方々が笑顔や笑いが溢れ、楽しめ 陸上競技の部
るように演出にも工夫を凝らし、一生懸命に演奏 男子走高跳 中村優作 １位

先月の学校だよりでもお伝えしましたが、互いに褒め合う しました。ＴＶでおなじみの「笑点」を楽しい演奏で演出し、部長の３年生 岩田さんのト 男子三段跳 中村広大 ２位
こと、褒めて育てることについて、各国との違いからお伝え ークも冴え、出席者の笑いを誘っていました。 女子１００ｍ 寺嶋文香 ２位
したいと思います。 女子１５００ｍ木村友香 ２位

（財）日本青少年研究所（http://www.odn.ne.jp/youth-study/）が、毎年、いろいろ 今年も光市福祉保健部子ども家庭課の支援を頂き、 ◆全日本吹奏楽コンクール山口県大会中学校
な角度から日本、アメリカ、中国、韓国の高校生や中学生を対象としてアンケート パパママ応援事業 Ｃ部門

調査を行っています。今回は、自己肯定感に関するアンケートの結果とそれについて千葉大 として３年生がみ 吹奏楽部 金賞 コンクール特賞
学名誉教授 村田先生にご意見を頂いたので、その一部を紹介したいと思います。 ちがみ病院（新生児）訪問 ◆光市科学作品展

を行いました。その中で、 自然の部 佳作 橋本千尋 岡 悠里
４カ国の高校生へのアンケート（４段階評価 「全くそう思う」、「そう思う」 グループごとに、①新生児 酒谷 碧 山口侑華

の合計数の割合）（2011年） 訪問、②妊婦疑似体験、③ 林知香瑞 大下七海
（１）「私は価値ある人間だと思う」 （日）36.0％、（米）89.1％、（中）87.7％、（韓）75.1％ 赤ちゃんのお世話、④赤ち 松浦三奈
（２）「私は自分に満足している」 （日）24.7％、（米）78.2％、（中）68.5％、（韓）63.3％ ゃんの沐浴（デモ）等に取 創造の部 佳作 升田翔雲
（３）「親は私が優秀だと思っている」（日）32.6％、（米）91.3％、（中）76.6％、（韓）64.4％ 組みました。初めてのこと 入選 河本知泰

日本の高校生は飛び抜けて、自分を低く評価し、親も自分を認めていないと思っている。これでいいの に戸惑いを見せる様子もうかがえました。少しずつ慣れてきた頃には緊張の ◆光市読書感想文コンクール
だろうか。親は、自分の子のことを面と向かって褒められたら「とんでもない、あの子、ちっとも勉強し 中にも笑顔が見受けられ、将来のパパとして、ママとしてのありようが見え 入選 升田翔雲 大田沙耶香
なくて・・・」と強く否定するのが謙譲の美徳で、正しい会話だと、日本では教えられてきたのだろう。 てきた感じがしました。みちがみ病院の方々には、大変お世話になりました。 水野萌愛 松田美春

それは、単なる社交辞令に対する当然の返答であると思いたい。実は家族は互いに長所を認め合い、強 生徒たちが、今回の経験を今 吉崎優衣 安野哲平
い信頼の絆で結ばれているのなら、それでもよいが、必ずしもそうとは思えず、この謙虚が相当深刻な影 【束荷小：吹奏楽を楽しもう講座】私は束 後の生活に少しでも生かせれ 酒谷 碧 岩田栞歩
響を与えているようである。「親は自分のことを優秀だと思っている」とアメリカの高校生は 91％が答え、 荷小だったので、まず、行き帰りにすごく ばと思います。 國續梨央 古田早希
日本の場合、33 ％しかいない。これは、別の面でも同じように現れる。「私は価値のある人間だと思う」 疲れました。着いてから、準備してすぐ本 中村美月 田村真唯
に対して「はい」は米国の 57 ％に対して日本は 7.5 ％で異常に低い。謙遜する文化だといって片付けられ 番だったので、すごく不安だったし、緊張もして、それが音にも影響してし ◆山口県中学校秋季体育大会
ないと思う。子どもの成績への関心度が日本の母親は最も低いが、父親の場合４カ国中、異常なほど低い。 まって高音を外したり、音がカスカスになったり、周りの音を聴けなかった 柔道の部
関心がないのにマイナスの注意だけはするといった状況が見られる。（村田） りと･･･ボロボロでした。だけど、小学生は楽しんでくれてすごく嬉しかった １年男子５５ｋｇ級 １位 安野洸平

です。その次に、音楽会の練習のお手伝いをして、合奏などもしました。と ２年男子６０ｋｇ級 ２位 安野哲平
日本の場合、子どもや身内を褒めちぎるのは、結婚式と告別式のときでしょう。しかし、それらはやや てもきれいでした。最後に吹奏楽部が演奏して、小学生が歌うのを「恋する ２年女子５２ｋｇ級 １位 田中亨佳

度をこえたような時もあり、本人は、日常から言われたこともない美辞麗句を並べ立てられても、ピンと フォーチュンクッキー」でしました。今年が最後の小中ふれ合い交流あった ◆山口県中学校バスケットボール競技
来ずに、そこまではうれしくないのではと思われます。 けど、また機会があれば小学生と交流していきたいです。 〈２年 橋本千〉 優秀選手 寺嶋文香

もっと、親には、いろいろと頑張ったことを遠回しに言わず、しっかり面と向かって褒めてほしかった
と思います。（～私の経験から～）そうすれば、自分のことを認め、そのことで互いに認め合うことができ、 【三輪小：走る楽しさを味わおう講座】小学生と活動して ２日（日）
もっと頑張ろう、次はもっとこうしてみようと意欲がわいてきて、行動も積極的になると思います。 とても楽しかったです。去年も三輪小に行って教えました。 大和駅伝大

子どもや生徒のよい面、褒めるところを見つけるのは、簡単です。子どもたちを見るときに、デ 動きづくりやミニハードル、ラダーをしました。小学生にうまく教 会
ジタルカメラで子どもたちを撮影しようとすればいいのです。写真を撮るときは、誰だってよいと えることが難しかったけど、少しは分かってくれたのでよかったで ３日（月）祝日：文化の日
ころ格好いいところを撮影しようとすればいいのです。そして、デジタルなら、撮った写真をすぐ す。時間が余って、リレーなどをした時にとても楽しそうにしてい ４日（火）振替休日
に子どもたちと共有して、ここがよかったよと評価することができるからです。私たち教職員も子 たので嬉しかったです。とても短い時間で大変だったけれど、小学 ５日（水）生徒集会 研修職員会
どもたちの活動のすばらしい面をしっかり撮って共有し、これからの教育活動に展開していこうと 生に分かってもらえるようにできたのでよかったです。小学生とふ ７日（金）光市小中音楽会
思っています。よろしくお願いします。 れ合ってとて １０日（月）教育相談①

も楽しかった １１日（火）３年生習熟度テスト
【岩田小：なわとびを楽しもう講座】 今回、自分は岩田小 です。 １２日（水）大和地域青少年健全育成大会
学校へ行き、２年生となわとびをしました。僕は後ろ跳びを 〈２年 金本〉 １３日（木）市教研一斉研修
教えました。まだ２年生ということもあって、よくできない １４日（金）教育相談②

【塩田小：ソフトバレーを楽しもう講座】 人もいました。でも、コツを教えると １５日（土）県駅伝大会
私は、母校の塩田小で５・６年生とソフトバレーをしましたが だいぶできるようになりました。みん １７日（月）教育相談③

みんな思っていたより上手でびっくりしました。小学生だから、 な、ひっかかってもあきらめずに何度 １８日（火）教育相談④
指示が通るか不安だったけど、みんなちゃんと話を聞いてくれた も挑戦して頑張っていました。長なわ １９日（水）テスト週間・部活動中止
し、たまにおもしろいことを言ってみんなを笑わせたりする生徒 では、だいたいの人は跳べたけど何人 ２１日（金）第２回３年生進路説明会
もいて楽しく活動できたと思います。試合も、チームのみんなと かの人ができなくて、でも、みんなが ２３日（日）祝日：勤労感謝の日
協力して、ときには「ここは、こうせんとだめよ」という声も聞 応援したり一生懸命に跳ぼうとしてい ２４日（月）振替休日
こえてきて、真剣にやってくれているのが伝わってきました。塩 たのでよかったです。今回の交流では、 ２６日（水）第４回定期テスト①
田小のみなさんと一緒にソフトバレーができてとても嬉しかった 相手に分かりやすく説明したりするのは大変でした。 ２７日（木）第４回定期テスト②
です。あ、来年も塩田小に行きたいです。 〈１年 大田〉 先生の大変さもよく分かりました。 〈２年 河地徹〉 ２９日（土）ハートフルデー人権教育参観日
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３日間の職場体験を終えて思うことは 初日は、ま
「仕事は大変」ということです。正直、僕 ず、点呼があ

は仕事をなめていました。 り、その後に車両点検といって、ウィンカーやライト、無線
１日目、入ってすぐパソコンに「職場体験先のリストを打て」と言われた の点検をした後、一人か二人の組になって車を拭いていきま

ときは戸惑いました。１時間たって打ち終わると、質問を考え、外でカメラ した。そして、１台ずつ車両の説明があり、１０時から２時
の練習をしました。その後、「えこぱーく」に取材に行きました。カメラも中心をつくるのが難しく、取材 間かけて「訓練礼式」
も質問の内容が浅く、編集長から質問は大事と言われました。帰ってからは、ずっと原稿をパソコンに打 という、「気をつけ、

私がこの職場で印象に残ったこと ちました。この作業は、３日間で一番長く、辛い作業でした。３日間でのほとんどだったと思います。 休め、敬礼、右向け
は３つあります。 ２日目は「里の厨」に行きました。今回は、１日目よりも取材/写真ともに納得のいくものになりました。 右、左向け左、回れ
１つ目は、クレートの掃除です。 そして帰ったら、全て原稿作業でした。頭がくらくらしました。 右」などの練習をし

クレートとは、犬などが入るケース 最終日は、新聞を作るアプリで作り方を習いました。写真にも、影など色の調整をして間違いのないよ て午前は終わりまし
のことです。けっこう汚れていたの うにしました。さらに社長から呼ばれて見立てを変えた方がい た。午後からは、最
で掃除するのがとても大変でした。 いと言われました。見立ても変えて完成しました。この新聞が 初に「防災センター」
時間がかかったけれど、きれいにな 載るのが楽しみです。学んだことは、「質問から質問をつくる」 の見学をした後、「訓

ったときには「犬も喜んでくれるだろうな」と思って嬉しくなりました。 「見る人がおもしろい!!」と思う作品を作るといったことでし 練礼式」の復習をし
２つ目は、犬と猫のブラッシングと耳掃除です。ブラッシングは、やさ た。新聞一つでも、こんなに手をかけ、作るのかと思いました。 ました。２時からは、
しくていねいにやるとすごく気持ちよさそうにしていました。私は犬のブ とてもいい体験になりました。 〈 岡 田 〉 ホースの延長、収納、
ラッシングしかやったことがなかったけど、猫のブラッシングもできてよ 放水訓練をしました。放水は水圧が強いので二人で
かったです。耳掃除はやさしくやらないと、耳の中を傷つけたり、痛い思 私は３日間、 やらないと大変でした。そして、
いをさせてしまうので大変でした。 ｙａｍａｇｕ 初日が終わり、２日目は、車両
３つ目は、犬の体温/体重測定です。体重計にかごを乗せて、その中に ｃｈｉパン屋に行って職場体験をしました。最初 点検までは同じですが、９時か

犬を入れればいいので割と簡単でした。でも、体温は体温計を犬のおしり はうまくやれるかどうかとても不安でした。でも、 ら「普通救命講習」を受けまし
にさして測らないといけないので、とても難しかったし、大変でした。最 だんだんやっているうちに慣れてきました。配達 た。胸骨圧迫、人工呼吸のやり
初は失敗して何度もやり直しになったけど、だんだん上手になりました。 では、病院、高校、市役所などにパンを届けに行 方、ＡＥＤの使い方、止血のや
今回の職場体験ではすごく貴重な体験をすることができました。それを きました。出会った職場の人にも「おはようござ り方、のどに異物が詰まったと
今後に生かしていきたいです。 〈 酒 谷 〉 います」「ありがとうございました」などの挨拶を きの処置等を習いました。そし

しっかりすることができました。分からないとこ て午後からは、救助訓練をしま
ろがあったら、自分から聞いたり、作業が終わっ した。体操とランニングを３周してロープを渡りました。ロープの
たら「終わりました」や、「何か他にすることはあ 渡り方は、セーラー徒過、モンキー徒過、チロリアン徒過があり、
りませんか」など、はっきりと自分から言うこと 今回はセーラーだけをやりましたが、僕は１回目には半分まで行か
ができたのでよかったです。３日間という短い間 ず、落ちてしまい、２回目は３分の２はうまくいきましたが、残り
だったけれども、働くことの大切さがよく分かっ でバランスを崩して反対側に落ちてしまいました。ロープを渡った
たと思います。この３日間、いい体験ができたの せいで、初めて体中の筋肉が筋肉痛になりました。２日間の体験は、
でとても勉強になりました。 〈 岡 〉 どれも初めてのことで辛かったけれど、とてもいい経験になりまし

た。 〈 井 上 〉
職場 体験

は、大和総合
病院に行きました。
１日目は看護師についてのお話をして

もらいました。話を聞いて、看護師は大
変な仕事だということが分かりました。
しかし、病院は看護師だけでは成り立ち
ません。いろいろと病院に関わる人がい
るからこそ、成り立っているそうです。
リハビリの見学などもしました。
２日目は、総合案内体験をしました。

大和病院に来てくださるお客さんに挨拶
をする仕事です。そして、困っている人がいたら、案内をしてあげたり、教えて

あげたりします。ここ
では大きな声と笑顔で
挨拶をするということ
を指導していただきま
した。
３日目は、病棟を見

たり、手術室を見たりしました。
病棟では、患者さんと少しお話
をしたりしました。手術室は初
めて見ました。たくさんの手術
器具があって驚きました。この
３日間はとてもよい体験になり
ました。これから、看護師にな
れるように努力していこうと思
います。 〈 木 村 〉


