
---- ２年生の担任をしてま 
すが、クラスはどんな様子？ 
山本 すごく楽しそうに過ご 
してるなあという風に思いま 
す。反応もいいしですし。 
---- じゃあ、何か注文をつ 
けることはありますか？ 
山本 メリハリをつけてほし 
いかな。あと、誰かが調子に 
のると、皆ついていく（笑） 
---- 国語の先生だから聞きたいのだけど、子どもたち
の読み・書きする力について、どう思っていますか？ 
山本 本を沢山読んでくれる子は多いし、図書館もよく
利用してくれてはいます。でも、イラスト入りやマンガっ
ぽい本ではなく、文字ばかりの小説にも、もっと興味をも
ってほしいところです。国語の教師の立場としては、国語
嫌いを無くしていくことができたらと思っています。 
---- 趣味や好きなことは何かありますか？  
山本 そうですね、結構ドラマを観るのが好きです。 
---- 最近のおすすめドラマは？ 
山本 『アバランチ(主演：綾野剛)』が面白かったです。
あと、『二月の勝者-絶対合格の教室(主演：柳楽優弥)』。 
---- 僕もドラマは好き。最近だと、『最愛(主演：吉高由
里子)』とか『真犯人フラグ(主演：西島秀俊)』とか。『日
本沈没-希望の人-(主演：小栗旬)』も良かった！ 
山本 はい、僕も同感です。 
---- では、意見が一致したところで、どうもありがとう
ございました。 
【インタビュー後記】 
 山本先生は、関中学校に教育実習に来られた時から知
っていて、生徒と話をするのが上手いなあという印象で
した。さらに磨きをかけ成長することを期待しています。 
 
★次回は、行方良子先生を予定しています。 

新企画の『TEACHERS＠中部中 リレーインタビュー』 
新年早々の６回目となる今回は、山本啓介先生です。 
 
---- サッカーつながりで、三田先生からバトンが渡さ
れましたが、今のご気分は？  
山本 気分ですか・・・。あっくるかなーって思っていま
した（笑） 
---- そのサッカーですけれど、指導するのと自分でや
るのとではどんな違いを感じますか？ 
山本 自分でやる方が楽というか簡単というか・・・。プ
レーについて、選手に説明するのは難しいですね。 
---- 今年のサッカー部はどうでしたか？ 
山本 本当にサッカー好きで、みんなで楽しくできてい
たと思います。１・２年生も少人数で楽しくやってます。 
---- そう言えば、剣道も習っていたと聞きましたけど。
山本 はい。父親が剣道の指導者なので、小学校の頃やっ
ていました。一応、初段を取りました。 

                                  

 

 

  

 

 

 さて、2022年（令和４年）という年は 
どんな年になるのでしょうか？一般的に 
寅年は、「成長」や「始まり」の年になる 
のだそうです。ならば、中部中にとって、 
どんな成長があるのか、何が始まるのだ 
ろうかと考えてみました。 
 まず、当たり前のことですが、４月に 

なれば、新１年生を迎え、教職員も新た 
なメンバーが加わって、新生中部中がス 
タートするわけです。でもそれは、毎年 
同じことですから特別なことではありま 
せん。他に、2022年から変わることと言 
えば、成人の年齢が 20歳から 18歳に引き下げられるということがあります。中学生ですから、
それで直ぐに何か影響があるかとなると、それほどでもありません。じゃあ何もないのか・・と
なるわけですが、よくよく考えてみると、「成長」とか「始まり」は、あらかじめ用意されたもの
ではなく自ら挑む（いどむ）ものだと思うのです。どんな「成長」があるのか、何が「始まり」
となるのかを楽しみに待ちたいと思います。ちなみに、中部中は、今年で７５周年を迎えます。 
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今年も 

頑張るゾ 

★２０２１年度 中部中学校教育キーワード：「一路邁進（いちろまいしん）」  ※全生徒・全教職員が意識して取り組みます。 

75th anniversary 
K.CHUBU.JHS. 
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三田先生  山本啓介先生 
やまもと けいすけ 

山本啓介先生 



※１．および２．の設問は、「学年」と「クラス」のため省略します。 
 
３． あなたが自分専用で持っているものは、次のうちどれですか？ 
①携帯電話／スマートフォン  ②タブレット  ③パソコン（ノート デスクトップ型） 
④ゲーム機  ⑤携帯音楽プレイヤー  ⑥持っていない 
４．あなたが普段使っているものは、次のうちどれですか？家族等に貸してもらって使う 
ものも含む。 
①携帯電話／スマートフォン  ②タブレット  ③パソコン（ノート デスクトップ型） 
④ゲーム機  ⑤携帯音楽プレイヤー  ⑥使わない 
５．あなたが質問４で選んだものを使って、よくしていることは、次のうちどれですか？ 
①LINE （ライン）  ②Twitter（ツィッター）  ③Facebook（フェイスブック）  
④TikTok（ティックトック）  ⑤YouTube （ユーチューブ）   
⑥instagraｍ(インスタグラム)  ⑦ゲーム  ⑧オンライン小説・マンガ  
⑨ブログ・掲示板  ⑩勉強  ⑪利用していない  ⑫その他（                ） 
６．自分や友達の顔が映っている動画や写真を SNSにアップしたことがありますか？ 
〇一度もない  〇一度はある  〇何度もある  〇SNSを使ったことはない 
７．自分自身の SNSなどへの書き込みや写真にのせることを人から批判や注意されたことはありますか？ 
〇一度もない  〇一度はある  〇何度もある  〇SNSを使ったことはない 
８．他人から SNSなどで悪口を書かれたり、嫌な写真をのせられたりしたことはありますか？ 
〇一度もない  〇一度はある  〇何度もある  〇SNSを使ったことはない 
９．平日（学校がある日）に家庭でネット・ゲーム等を使用する時間はどれくらいですか？ 
〇使用しない  〇1時間未満  〇1時間以上 2時間未満   〇2時間以上 3時間未満   
〇3時間以上 4時間未満  〇4時間以上 5時間未満  〇5時間以上  
10. 1年前より、家庭でネットやゲーム等を使用する時間が増えましたか？ 
〇増えた  〇変わらない  〇減った 
１1．ネット・ゲーム等への課金（ネットでのお金の支払い）の１か月の合計は、 
平均するとどれくらいですか？ 
〇 0円  〇1,000円未満  〇１,０００円以上１０,０００円未満  〇10,000円以上 
１２．ネット・ゲーム等で、実際に会ったことがない人とやりとりしたことはありますか？ 
〇一度もない  〇一度はある  〇何度もある 
１３．ネット・ゲーム等で知り合った人と、実際に会ったことはありますか？ 
〇一度もない  〇一度はある  〇何度もある 
1４．ネット・ゲーム等の使用時間を制限したり、やめるように周りの人から言われたりした 
ことがありますか？  
〇ない  〇あまりない  〇時々ある  〇よくある 
1５.ネット・ゲーム等をする時間を自分でコントロールできますか？ 
〇できる  〇だいたいできる  〇あまりできない  〇できない 
1６. 授業中もネット・ゲーム等のことで頭がいっぱいになることがありますか？ 
〇ない  〇あまりない  〇時々ある  〇よくある 
１７. 寝不足であっても、ネット・ゲーム等を優先することがありますか？ 
〇ない  〇あまりない  〇時々ある  〇よくある 
１８. 食事の間もスマホやゲーム機などが手放せないことがありますか？ 
〇ない  〇あまりない  〇時々ある  〇よくある 
1９. ネットやゲーム等の使いすぎで首や肩、腰がこったり、頭が痛くなったりすることはあ 
りますか？ 
〇ない  〇あまりない  〇時々ある  〇よくある 
２０. ネットやゲーム等の使いすぎで、目が疲れたと感じる時はありますか？ 
〇ない  〇あまりない  〇時々ある  〇よくある 
2１.最近、字が二重に見えたり、視力が低下したと感じることがありますか？ 
〇ない  〇あまりない  〇時々ある  〇よくある 
2２.平日（学校がある日）は、何時に寝ることが多いですか？ 
〇夜 10時より早い  〇夜 10時台  〇夜 11時台  〇夜 12時台  〇夜 1時以降 
2３.平日（学校がある日）の睡眠時間はどれくらいですか？ 
〇５時間未満  〇５時間以上６時間未満  〇６時間以上７時間未満  〇７時間以上８時間未満  〇８時間以上 
2４.ネット・ゲーム等が原因で、大切な人間関係がこわれたり、学校や部活動に支障が出たりしたことがありますか？ 
〇はい（質問 2５へ）  〇いいえ（質問２７へ） 
２５．質問 2４で、「はい」と答えた人にききます。その時あなたはどうしましたか？ 
①友達や家族に相談した  ②先生や警察などに相談した  ③利用するのをやめた。削除した  ④悩んでいたが誰にも相談できなかった 
⑤我慢して、おさまっていくのをじっと待った  ⑥自分も同じようなことをして、仕返しをした  ⑦その他 
２６．質問 2４で、「はい」と答えた人にききます。質問２５の結果、その後どのようになりましたか？ 
〇解決した  〇そのままになっている  〇悪化した 
２７．携帯電話やスマートフォン等を利用するようになって、普段の生活で変わったことはありますか？（複数可） 
①ない  ②寝る時間が遅くなった  ③外で遊ばなくなった  ④成績が上がった  ⑤成績が下がった  ⑥友達と仲良くなった（友達が増えた） 
⑦友達と仲が悪くなった（友達が減った）  ⑧毎日が楽しくなった  ⑨毎日が楽しくなくなった  ⑩その他 
２８．家族の間でネット・ゲーム等に関しての約束やルールは普段から必要だと思いますか？ 
〇はい  〇いいえ  〇わからない 
２９．質問２８について、そう考える理由は何ですか？ 
３０.家族の間で普段からネット・ゲーム等に関しての約束事やルールが決められていますか？ 
〇はい（質問３１へ）  〇いいえ（質問はこれで終わりです） 
３１．質問３０で「はい」と答えた人にききます。約束事やルールは具体的にはどんなことですか 
３２.その約束事やルールを守れていますか？ 
〇守れている  〇だいたい守れている  〇ときどき守れていない  〇全く守れていない 

ネット・ゲーム等 
についての 

アンケート調査 
★昨年１１月にアンケート調査を実施し
ました。とりあえずは、内容をご覧いた
だいて、お子さんの回答を予想 
してみてください！ 

 昨年の１１月に実施した「ネット・
ゲーム等についてのアンケート調
査」について、このたび、結果集計が
できました。 
 このアンケート調査は、亀山市内
の３中学校全てで同じ内容となって
おり、比較して分析することもでき
ます。 
 今回の『学校だより』では、ひとま
ずアンケートの内容を掲載し、保護
者の皆さんにも、お子さんの回答を
予想してもらうとともに、是非、こ
のアンケートをネタにして、親子の
会話をしてみてください。「この番号
の設問はどれを選んだの？」とか、
（あらかじめ、それぞれの選択肢を
選んでおいて）「予想してみたけど、
これであってる？」とか。 
 教師の立場として、特に気になる
のは、９の使用時間や、11の課金に
ついて、また、13のネットを通じて
の出会い、24 の学校生活等への影
響などです。 
 『学校だより』の 
次号には、このアン 
ケート調査の結果と 
その分析を掲載します。 


