
小鹿野町立小鹿野中学校学校だより 発行日 平成２８年２月１日 第１０号

日本はいま少子高齢化の時代を迎えています。そして、これからもこの状況は続いていきます。そこで、
日本の将来、また私たちの生活はどうなっていくのか考えてみましょう。３年生の皆さんは面接練習で、
将来の夢や希望する職業について聞かれたと思います。面接試験では志望動機とあわせて、将来について
聞かれると思いますので、しっかり準備しておいてください。１・２年生は進路学習の時間に将来の進路
計画を立てたはずですので思い出してください。

現在、１億２千万人ほどいる日本の人口は、今後、長期の人口減少過程に入り、３０年後には１億人を
割って９千万人台となり、４０年後には８千万人台になると推計されています。そして、さらに減り続け、
１００年後には４千万人台になると見込まれています。

日本人の平均寿命は、男性が８０.５０歳、女性が８６.８３歳（平成２６年）となり世界一です。今後、
引き続き延びて、４０年後には男性８３.６７歳、女性９０.３４歳となり、女性の平均寿命は９０歳を超え
るといわれています。それにともない、６５才以上の、いわゆる高齢者の人口は増加を続け、１５年後に
３,８００万人でピークを迎え、その後は減少に転じるようですが、高齢者の占める割合は上昇を続け、４
０年後には、４０％に達して、２.５人に一人が高齢者となる社会が到来すると推計されています。さらに、
７５才以上の後期高齢者の割合も２６％となり、４人に一人が７５才以上になります。

一方で、出生数は減少を続け、４０年後には現在の半分の約５０万人になると推計されています。出生
数の減少は、生産年齢人口（１５～６４歳）にまで影響を及ぼし、４０年後には、現在の半分近くになっ
てしまうようです。そのため、現在は２.３人で高齢者一人を支えているわけですが、３０年後には、１.３
人で一人を支える時代がやってきます。このような少子高齢化の社会で、私たちの生活はどのようになっ
ていくのでしょうか。決して現在と同じ生活が続くわけではありません。もっと便利な世の中になってい
るかも知れませんが、やりがいとか生きがいといった面ではどうだかわかりません。皆さんが大人になっ
たとき、物の便利さだけでなく心豊かな生活が送れるよう、今できることを考え、準備しておく必要があ
るようです。

全国には１,８００の市町村がありますが、そのおよそ半分の８９６自治体が今後３０年間の間に有効な
手立てを講じなければ、消える可能性があるという、とてもショッキングな発表がありました。そこでは、
２０１０年から３０年間に子どもを産む大多数を占める「２０〜３９歳の女性人口」が５０％以上減少す
る市町村を「消滅可能性都市」と位置づけています。埼玉県では２１市町村あり、秩父地域では、秩父市
をはじめ４つの町全てが含まれています。自分が暮らす町を守り発展させて行くには、若い人の知恵と力
が必要です。皆さんには、地元はもちろん世界で活躍する人になって欲しいと思います。

次に、イギリス・オックスフォード大学のマイケル・Ａ・オズボーン准教授は、人工知能の発展に伴い、
１０年後には人間の仕事がなくなる──。という論文を発表し話題になりました。「コンピューターの技術
革新がすさまじい勢いで進む中で、これまで人間にしかできないと思われていた仕事がロボットなどの機
械に代わってきています。たとえば、無人で走る自動運転車は、近い将来世界中に行き渡りそうです。そ
うなれば、人手がいらない職業も出てきます。第一生命が小学生に行った「大人になったらなりたいもの」
調査で、男の子の４位の「電車・バスの運転」などは、機械化される可能性がかなり高いと言えるでしょ
う。また、女子１位の「食べもの屋」は、人口減少によりかなり数が減っていくかも知れません。一方で、
男子３位の警察官や女子２位・５位の幼稚園、学校の先生などは人工知能に変わることはできないので、
なくなることはないと言っています。逆に、人口減少やコンピュータ化によって、新たに必要となる職業
も生まれてくるとも言っています。１０年後には、いままで見たことも聞いたこともない仕事がいくつも
できているかも知れません。

いずれにしても、不安もなく安心して１０年後、２０年後を待っていられるような状況ではないようで
す。では、将来に備えて、中学生としてできること、またやるべきことは何でしょう。一つは、自分が暮
らす地域に目を向け、関心をもつことです。二つ目は、様々なことに対応できる力をつけること、つまり、
幅広い知識や技能を身につけることです。三つ目は、自分の将来について考え、夢や目標をもつことです。
四つ目は、いまやるべきことに努力することです。

１００年前には、１年かかって変化していたことが、今は１日で変わってしまう時代です。すばやく柔
軟に対応できる力をつけ、準備をしておくことが大切です。

学校教育目標
「誇り高く
志高く
たくましく」

 

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、緊急放送に従って校庭に避難する、という訓練でした。ほとんどの生徒

が真剣に取り組み、避難指示放送後、およそ３分半で避難が完了しました。

日本は地震国であるということを忘れず、常に心の準備だけは怠らないよ

うにしたいものです。
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主な成績 主な成績

【平面の部】

推薦賞 ３年Ａ組 大場北斗 （県展出品） 県特選 ２年Ｂ組 今井有莉

特選賞 １年Ａ組 新井彩音 大場羽乃花 特 選 １年Ｂ組 柴﨑駿佑

近藤和穂 入 選 １年Ａ組 新井彩音 新井小登美 常木彩名

１年Ｂ組 新井七奈 １年Ｂ組 新井七奈 志賀愛実

２年Ｂ組 石川日菜乃 今井有莉 ２年Ａ組 柴﨑伊吹

大野恵美 ３年Ａ組 荻原夕海

３年Ａ組 日野原唯人 ３年Ｂ組 原口愛斗花 今回も鹿中生が各

３年Ｂ組 新井三奈 今井理帆 【立体の部】 方面で頑張りまし

優良賞 １年Ｂ組 志賀愛実 南 奏羽 茂木麻衣 県特選 ３年Ａ組 日野原唯人 た。

山中佳祐 特 選 １年Ｂ組 八宮道馬 みなさん、おめで

２年Ａ組 飯塚光留 隅田翔太 入 選 １年Ａ組 近藤和穂 とうございます！

藤元菜々海 １年Ｂ組 髙橋柚貴

２年Ｂ組 新井正矩 出浦主雅 ２年Ａ組 飯塚光留

３年Ａ組 荻原夕海 関田千隼 丸山華子 ２年Ｂ組 大野恵美 濵田麻梨亜 横田 梢

３年Ｂ組 原口愛斗花 ３年Ａ組 大木亜美

あかひらＡ 古田樹里 あかひらB 黒沢優友 ３年Ｂ組 加藤彪雅 篠田 栞 南 佳吾

２月の主な行事予定
2(火) あいさつ運動 15(月) ３年期末テスト（５教科） 23(火) あいさつ運動 ＳＣ来校

3(水) １・２年授業参観・保 16(火) 登校指導 鹿数検 24(水) ３年生県公立高校志願先変

護者会 ＳＣ来校 民生・児童委員との懇談会 更期間（２５日まで）

4(木）賞状伝達朝会 ALT （４５×６） 25(木) １・２年期末テスト ALT

秩父地区特別支援教育 17(水) ＳＣ来校 26(金) ３年鹿単

合同学習発表会 18(木) 学校朝会 テスト前部活 １・２年期末テスト ALT

5(金) 朝NIE ALT 停止 ALT 三送会実行委員会

9(火) あいさつ運動 19(金) ３年生県公立高校願書等 29(月) １・２年期末テスト

10(水) 生徒委員会（４５×６） 提出（２２日まで）

11(木) 建国記念の日 朝NIE ALT

12(金) ３年期末テスト（４教科） 22(月) 開校記念日（授業日）

学校評議員会

（敬称略）（２月５日(金)まで校内に展示して
ありますので、ご覧ください）

2月1日（月）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23日（土）・24（日）

防災訓練 1/8（金）

（敬称略）

寒さに負けずにすすんで行動しよう。



平成２７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、

「あいさつ」や「身の回りの整理・整

頓」に課題があります。身辺を整え、

気持ちよく生活し、授業に取り組みま

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。

・「考えをまとめる力」「将来の目標、学

習への意欲」は、やや低調な結果とな

りました。朝 NIE や進路学習への取組

を今後見直していきたいと思います。

【考察】

・「話を聞く態度」にやや課題が見られま

す。

・「家庭学習への取組」が依然として課題

です。生活記録ノートを活用し、学校

での学習を家での学習に、また、家庭

での学習を学校での学習につなげるこ

とが大切です。

平成２７年度 第２回学校評価〔生徒へのアンケート調査〕より

【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。 ４．２

△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。 ３．３

○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。 ３．６

【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。 ３．９

○鹿中の先生は、私語や姿勢など、学習態度についてよく注意する。 ３．９

△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、場に応じたあいさつや大きな返事ができる。 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。 ３．５

【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。

・「あいさつ」「家庭での学習」「将来の目標」については、教員と生徒の感じ方にややギャップがあります。

・教員の側の課題として、「宿題の出し方」があります。また「諸問題への対応」もやや課題と考えます。

今後改善に努めてまいります。
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規 律


