
小鹿野町立小鹿野中学校学校だより 発行日 平成３０年２月１日 第１１号

「豊かな心」とは一体どんな心でしょうか？そして、「豊かな人」とは一体どのような人のこと

いうでしょうか？豊かな人とは、たくさんのお金を持っている人ではなく、また、たくさんの物

を持っている人でもないと思います。他の人に多くのものを与えることのできる人、その人こそ

が豊かな人であると思います。豊かな心も、他の人の心を和らげたり、他の人の悩みを少なくし

てあげたりすることのできる心であり、心づかいができるということです。

埼玉が生んだ詩人・宮澤章二さんの『行為の意味』から抜粋要約したフレーズである＜「ここ

ろ」はだれにも見えないけれど、「こころづかい」は見える。「思い」は見えないけれど、「思いや

り」はだれにでも見える。＞という有名な詩があります。気持ちは見えないけれど、気配りは見

えるのです。他人のことを気遣う心、これが豊かな心であり、そのようなことのできる人が、豊

かな人といえるのではないでしょうか。

【感動・感謝のメモから】（職場見学、職場体験から）

○昨年の１２月に１年生が職場見学（２７事業所）を実施した。先日、見学させていただ

いた各事業所から送られたアンケート結果を見させてもらった。「あいさつや話を聞く態度

がとても立派だった」、「とても礼儀正しかった」、「メモをしっかりとっていて感心した」、

「話す人の目を見て聞いていた」等、ほとんどの事業所の感想で１年生がとても熱心に取り

組んだ様子を褒めていただいた。受け入れてくださった各事業所への感謝とともにとても

立派な態度で臨んでくれた１年生への感動でいっぱいになった。

○先日、２年生の社会体験チャレンジの感想文綴りが届き、２年生全員の感想を読ませて

もらった。すべての２年生にとって、とても貴重な体験であったことが感じられる感想文

であり、とても嬉しかった。体験した仕事の内容がそれぞれ違うこともあり、学んだこと、

感じたことがみんな異なっていて、一人一人の感想がとてもすばらしいと思った。特に仕

事の大変さ楽しさ、働くことの重要性、お世話になった事業所の方々への感謝の気持ちを

しっかりと綴っており、普段の学校では到底学ぶことのできないことが生徒の心にしっか

り焼き付いたと感じた。２年生の成長に感動した。ぜひこの『中学生社会体験チャレンジ

作文集』を多くの方に読んでいただきたい。

（校長 田 隝 昌 司）

大地震の発生を想定し、避難訓練を実施しました。

緊急地震速報を聞き、まず身の安全を確保する。３０秒後に地震が発

生し、緊急放送に従って避難するという訓練でしたが、今回は避難時の

おしゃべりがやや目立ち、課題の残る訓練となりました。先日、本白根

山が突然噴火したように、災害は突然やって来ます。常に心の準備だけ

は怠らないようにしたいものです。

学校教育目標
「誇り高く
志高く
たくましく」

 

防災訓練 1/9（火）

主な成績 主な成績

【平面の部】

特選賞 １年Ａ組 出浦智佳 県特選 ３年Ｃ組 近藤和穂（中央点出品）

２年Ａ組 足立つぐみ 秋葉香菜 特 選 ３年Ａ組 八宮道馬 ３年Ｂ組 大木茉美

２年Ｂ組 土橋尚輝 ２年Ｃ組 守屋拓海 ３年Ｃ組 吉田波奈

３年Ａ組 新井七奈 新井彩音 入 選 ３年Ａ組 新見晏士 島田宙武

３年Ｂ組 大場羽乃花 ３年Ｂ組 赤岩寛隆 栗原康介 強矢千絵

３年Ｃ組 近藤和穂 竹内理佳 間部椋斗 野田萌里

入 選 １年Ａ組 新井桃花 岩田紅葉 竹内菜歩 松本 迅

斉藤寛太 ３年Ｃ組 板倉香織 加藤真樹朗 中村百合菜

１年Ｂ組 新井柚那 坂本千衿 関口侑生 久野駿人 斉藤萌々 常木彩名

播磨貴羅奈 中山直哉 【立体の部】

１年Ｃ組 野田幸妃 逸見悠斗 県特選 ２年Ｃ組 出浦 空

あかひら 小指颯杜 鳥山航世 特 選 １年Ｃ組 栁原沙羅 ２年Ａ組 秋葉香菜

２年Ａ組 新見花妃 加藤桃樺 ２年Ｃ組 豊田真菜 ３年Ｃ組 杉田琉雅

２年Ｂ組 髙田美依奈 山﨑千凡 入 選 １年Ａ組 黒沢晟瑚 島﨑慶人

２年Ｃ組 猪野秀成 萩原瑞稀 １年Ｂ組 浅香汐来 関口侑生 藤野美南海

栁原亜緒衣 中村 楓 １年Ｃ組 五十嵐空蔵 石田薫 長濵未織

あかひら 鷹啄 渉 髙橋依吹 久保美羽音

３年Ａ組 宮本紀佳 ２年Ａ組 猪野大我 寺井萌恵 濵田正司

３年Ｂ組 近藤亜美 強矢千絵 髙橋柚貴 ２年Ｂ組 髙田美依奈

竹内理佳 ２年Ｃ組 萩原瑞稀 守屋拓海

３年Ｃ組 板倉加奈 笠原志保 中村百合菜 ３年Ａ組 垣堺杏美 坂本崇太

あかひら 黒沢優友 濵田敬一 ３年Ｂ組 入澤友飛 加藤杏菜

３年Ｃ組 中村朱里

２月の主な行事予定
1(木) 全校朝会 10(土) 未来塾 21(水) 委員会 学級の日

2(金）学校保健委員会 13(火) スクールカウンセラー来校 テスト前部活停止

6(火) あいさつ運動 14(水) ３年期末テスト 22(木) 開校記念日

7(水) 授業参観・保護者会 １・２年学力向上対策 ３年生県公立高校志願先変

(１・２年) 15(木) ３年期末テスト 更期間（２３日まで）

３年学年朝会 部活なし 秩父特別支援合同発表会 23(金) ふれあいデー

8(木) 生徒朝会（給食感謝の会） 16(金)３年生県公立高校願書等 24(土) 未来塾

県立美術館との連携授業 提出（２０日まで） 27(火) スクールカウンセラー来校

(２年) 特別支援学校合格発表 28(水) １・２年期末テスト

9(金) １年学年朝会 救命救急講習(２年）

特別支援学校入試 20(火) スクールカウンセラー来校

（敬称略）

2月1日（木）より下校時刻が17:30になります。

裏面に学校評価と生徒アンケート
の結果を掲載しています。

1月27日（土）・28（日） （敬称略）

寒さに負けずにすすんで行動しよう。

1月20日（土）・21（日）



平成２９年度 第２回学校評価〔教職員による評価〕より

【考察】

・基本的な生活習慣は概ね良好ですが、

「元気なあいさつ」「身の回りの整理・整

頓」にやや課題があります。身辺を整え、

しっかりあいさつすることで、メリハリ

のある学校生活を送りましょう。

【考察】

・「運動への関心・意欲・態度」「食習慣と

健康管理」は良好です。健康的な生活が

送れています。

・「考えを文章でまとめる力」は徐々に向上

してきています。朝読書や朝ＮＩＥへの

取組が、実を結んできたと思われます。

【考察】

・鹿中オリジナルの生活記録ノートを上手

に活用する生徒が増え、家庭学習への取

組が徐々に向上しています。

・ここでも「あいさつ」が課題となりまし

た。授業に臨む気持ち、集中して授業を

受ける態度は、学力向上の第一歩です。

平成２９年度 第２回学校評価〔生徒へのアンケート調査〕より抜粋

【生徒自身に関する項目】
○私は、この学校に悩みなどを相談できる友人がいる。 ４．１
○私の学校生活は充実している。 ４．０
○私は、宿題や予習・復習（家庭学習）にきちんと取り組んでいる。 ３．５
○私は、進学や将来の夢について、目標を持ち毎日の学習に取り組んでいる。 ３．４
○私は、場に応じたあいさつや大きな返事ができる。 ３．８

【学習指導に関する項目】
○鹿中は、授業の教え方に様々な工夫をしている先生が多い。 ３．７
○鹿中の先生は、私語や姿勢など、学習態度について適切に注意する。 ４．１
○鹿中では、宿題や課題がよく出される。 ３．１

【生活指導に関する項目】
○鹿中の生徒は、生徒の悩みや相談を聞いて丁寧に対応してくれる。 ３．７
○鹿中の先生は、色々な問題を見逃さずに対応してくれる。 ３．６

【考察】

・生徒たちの多くは、充実した学校生活を送れていると感じています。家庭学習への意識も高まってき

ています。

・教員の側の課題として、「宿題の出し方」があります。改善し、学力向上に努めます。また、 生活指

導にも、保護者の皆様と連携を取りながら丁寧に対応して参ります。
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