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例会予告 他 

0 1月 18日（木）通常例会 卓話：久喜警察署長 

0 1月 25日（木）久喜ライオンズクラブ合同新年会 

２月２４日（土）第７グループＩＭ 

 

 

 

 新年明けましておめでとう

ございます。みなさんの元気な

お顔を拝見でき、大変うれしく

思っています。今年もどうぞよろ

しくお願いいたします。そして、

本日のお客様、埼玉県立久

喜北陽高校の小林伸子校長先生、ようこそお出でくださいま

した。心より歓迎申し上げます。また本日の、幹事の代役は

金田さんがつとめてくださいます。どうぞよろしく。 

 さて、先ほど新年最初のＢＧＭを流しました。正月らしく、

琴と尺八の演奏にしました。曲は、みなさんご存知の「春の

海」などでしたが、今年１年もこの「春の海」のように、穏やか

なものであってほしいですね。ところで、「穏やか」といえば、年 

末年始の時期になると、私の住んでいるあたりは、車の交通

量が少なくなり、とても静かになります。私は、「昔は世の中、

１年中このように静かだったんだろうな。」と、いつも思います。

私が子どもの頃、静かな日には、自宅にいて、久喜あたりを

通過する東北線の列車の音が聞こえたものでした。５０年

の間に、世の中はますます穏やかでなくなってきたと感じます。 

 ところで、昨年暮れのクリスマス例会はたのしかったですね。

プロの歌手の歌やカラオケなどで盛り上がりました。私も、数

年ぶりにカラオケを歌うことができて、よかったと思いました。今

年も、いろいろなことに挑戦していきたいと思います。 

皆様の御支援よろしくお願いいたします。

 

 

 

～米 山 功 労 者 ～  

 

 

会長挨拶：中山登司男 会長 

 

会長：中山登司男  副会長：夢川善裕  幹事：黒須久雄 

例会日：月 2回木曜日 12:30～13:30 （夜間例会 18:00～） 

例会場：三高サロン 

事務局：〒346-0003久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

 

新年あけまして 

おめでとうございます 

今年もよろしく 

お願いいたします 

 

表彰伝達 

＜お客様紹介＞ 

夢川 会長エレクト 

１． 開会点鐘 

２． お客様紹介 

３． 会長挨拶  

４． 表彰伝達 

５． 卓話  

６． 幹事報告 

７． 出席報告 

８． スマイル報告 

９． 閉会点鐘 

第７回 伴 会員 第７回 野原会員 第３回 倉持会員 
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～新 入 会 員 ～      ～１月 誕 生 祝 い～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久 喜 北 陽 高 校  校 長  小 林 伸 子 様  

 

 皆さんこんにちは。日頃から本校の教育活動に御理解・御協力をいただき、特にインターアクトク

ラブの活動には物心両面から御支援を賜っています。今日は少しでも恩返しになればとやってまいり

ました。 

 さて、県内に学校の教員は何人くらいいると思いますか？約 3万 8千人です。そのうちの半数は小学校教員。高校教員は

約 7千 7百人。男女割合は高校が７：３、中学校は６：４で男性、小学校と特別支援学校は４：６で女性の多い職

場です。高校では平成元年に 38・1歳だった平均年齢が 28年度は 46.4歳となっています。年齢構成は、小中高と上がる

につれ 20代の教員が少なくなり、高校では約半分が 5・60代のベテラン教員です。平均年齢は全校種において若返ってきて

おります。 

 高校教員の年齢構成の推移をみますと、平成 16年には 5％だった 20代教員の割合が 28年度には 14.1％とおよそ 3

倍に増えました。また、学校の中枢として働いてくれる 40代の教員が、16年度には約半分を占めていたのに、28年度には 2

割もいません。バリバリ働き主任層を担ってくれる 40代が少ないことは大きな課題です。また、今後はベテランがいなくなり若手

が増えることが予想されます。企業でも同じだと思いますが教育技術をいかに継承するかも大きな課題です。 

  埼玉県では「21世紀いきいきハイスクール計画」を策定し、高校の再編整備に取り組みました。近隣では、菖蒲高校と

蓮田高校が統合し蓮田松韻高校に、北川辺高校と栗橋高校が統合し栗橋北彩高校に、幸手高校と幸手商業高校が統

合し幸手桜高校になりました。さらに少子化に伴い、現在 134校の県立高校の再編整備計画がたてられています。 

 高校入試も大きく変わってきています。特に大きな変更は平成 22年度から全員に学力検査を課し加算方式にしたこと、24

年度に入試が 1回になったことです。 

 進路状況は全国の資料になりますが、昭和 60年には約 45％が就職でしたが、現在は 17･7％です。30％だった大学短

大進学率が現在は 54.8％です。 

 特別支援教育についても理解が進んでいます。平成 24年の「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教

育的支援を必要とする児童生徒の割合」という調査結果よると、その割合は 6.5％。40人のクラスだとクラスに 2～3人程度

在籍しているというものでした。埼玉県では、発達障害の生徒に対する支援としてたくさんの施策が講じられています。 

 また、学校もＰＤＣＡサイクルで教育活動の改善を進めています。皆様方の中にも、地域の学校の学校評議員を担ってい

ただいている方がいらっしゃるのではないでしょうか。 

さて、課題に移ります。まずは「いじめ」についてです。「本校にいじめはありません」ではなく、いじめはあるものとして考え、どれ

だけ認知できているかが大事です。埼玉県の 1000人当たりのいじめの認知件数は全校種で 12.2。全国では少ない方から

数えて 11位。京都府が一番多く 96.8、一番少ない香川県では 5.0。19倍の差があります。 

  

金澤会員 

卓 話 

埼玉りそな銀行久喜支店 

支店長 小暮 浩 会員 

よろしくお願いいたします 

齋藤（美）会員、 天 野 会 員、 田口（敏）会員 

 

金田会員 鈴木会員 

平澤会員 横山会員 

おめでとうございます 
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埼玉県の高校生の中で、長期欠席（年間 30日以上学校を休んだ）生徒の割合は、全国平均よりやや高い 1000人当

たり 26.5 という割合です。その中でも不登校の生徒が多いです。不登校の生徒の推移は、全国では少しずつ低くなっていると

ころですが、埼玉県はいったん下がった割合が上がっています。全日制の生徒では 1213人が不登校となっています。                 

 埼玉県の高校の中退率は、平成 16年度に全国で 2番目に高い中退率を記録したことがありました。常に全国平均より高

く推移していましたが、28年度に初めて全国平均を下回りました。それでも 1521名の生徒が学校から離れています。 

 スマホ、ＳＮＳに関しては、高校生になると 98％の生徒が携帯かスマホを所有しています。29年度データでは中学生の

1割の生徒がトラブルにあったと回答。トラブルの内容は、悪口を書かれた、チェーンメール、迷惑メールです。中には少数です

が、写真の悪用、つきまとい、ネットで知り合った人と会ったというものもありました。今は、位置情報から自宅を割り出されたり、

ピースサインの画像から指紋を読み取られ、カードを悪用されたりする時代です。学校では警察や通信会社による携帯安全教

室等で情報モラルについて学ぶ機会を作っています。 

 また、高校生は 6割の生徒が 1日 2時間以上、スマホを操作しているというデータもあります。5時間以上の生徒が 2割

もいます。このスマホ依存ともいえる実態こそ、家庭と連携して対策をとっていかないと、将来的に大きな課題となるのではない

かと思っています。   

 今どこの高校でも一番の課題として取り組んでいるのが高大接続改革です。戦後最大の教育改革と言われていて、予測でき

ないこれからの時代を生き抜く子どもを育てるための改革です。例えば、i Phone が発売されてから約 10年、LINEがサービス

開始してから約 7年しかたっていません。しかしこれらの機器はあっという間に人々の生活になくてはならないものになってしまいま

した。これは今までにないスピードです。 

 AI が人間の知能を追い越してしまうのではないかという「シンギュラリティ」の時に、今の高校生は 40歳代、働き盛りです。

今ある職業の半分はＡＩに代られてしまうのではないか。さらに人生は 100年時代、今小学 5･6年生の半数は 107歳ま

で生きると予測されています。その時代を生き抜く子どもたちを育てるには、今までの教育のままではではだめだ、ということがこ

の高大接続改革につながってくるのです。 

具体的にどう変わるかというと、まずは今の中 3が受験をする平成３２年から新しい大学入試が実施されます。センター入

試から共通テストに変え、英語外部検定試験・記述式問題・多角的総合的な評価が取り入れられます。 

 そしてもう一つの大きな課題は働き方改革です。私たちの勤務時間は大体が 8:30～17:00 です。その中で生徒指導・進

路指導・学習指導・部活動を行っています。本校の教員の中にも、朝 7時に学校に来て、補習、授業、部活動、教材研究、

夜 9時 10時まで学校にいる者がいます。休日は部活動の練習・練習試合や公式戦です。小学校教員の 3割、中学校教

員の 6割が過労死ラインということですが、高校教員も同じです。 

 最後の課題が家庭・地域との連携です。大阪大学大学院の小野田正利教授によると、1970年代まではほぼ同心円くら

いの大きさで三者の関係を説明できるそうです。ところが 90年代以降は学校の円が膨張します。家庭・地域の円が小さくなり

離れていく中で、その分を学校が吸収せざるを得ない実態となったことを表しています。 

社会の急激な変化（都市化・少子化・高齢化・情報化・国際化）の中で、仕方 

なかったところではあると思います。しかし、この現状の中で、学校の円を小さくできるのか。 

小さくすることは簡単ですが、その分をどこが受け取るのか。教員の働き方改革と大いに 

関連する部分です。 

 日本の子どもの貧困率はＯＥＣＤ諸国の平均より高く、6人に 1人と言われてい 

ます。最近の調査では 7人に 1人に緩和したと報道されていました。一億総中流社会やバブル景気を身をもって感じた世代 

にとっては信じられない日本の姿です。それが現実です。その中で家庭と地域と連携し

ながら、未来を担う子供たちを育てていかなくてはなりません。具体的にどうすればよいの

か、すぐ効く処方箋はわかりません。しかしこれからも、このロータリークラブに所属されて

いる方たちのように、奉仕の精神をもち、人の役に立とうとする気持ちを持つ生徒を、 

学校として教職員一丸となって育成して行く所存です。 

本日はどうもありがとうございました。 
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本日の合計 66,000円 

 

会員数 51 

免 除 11 

出 席 25 

Ｍ Ｕ 5 

欠 席 10 

出席率 75.00％ 

 

 

 

 

＜例 会 のご案 内 ・今後の予定＞  

月 日 例会 卓 話 会 場 

1

月 

18（木） 通常例会 
卓話：久喜警察  平井幸男 署長 

青少年交換派遣候補生紹介  
三高サロン 

25（木） 夜間例会 
久喜ライオンズクラブ合同新年会  点鐘 18時 

＊送迎バス＊ あやめ会館 17:00発⇒久喜 au前 17:30発 
きのえね 

◎インターアクト委員長会議（訪日説明会） 

【日時】平成 30年 1月 16日（火）15時～16時 

【会場】ラフレさいたま５階 

◎幸手中央ＲＣ新年賀詞交換会 

【日時】平成 30年 1月 30日（火）受付 18時 30分～ 点鐘 19時～ 

【会場】ホテルグルーンコア 

 

2770地区第７グループ インターシティー・ミーティング（ＩＭ） 

【日時】平成 30年 2月 24日（土）受付 1時 30分～ 点鐘 2時～ 【会場】三高サロン 

 

 

☆中山会長：小林校長先生ようこそ。卓話よろしくお願いいたします。 

☆伴会員：今年もよろしく☆飯島会員：今年もよろしく☆正倉会員：本年もよろしく 

☆松崎会員：今年もよろしく☆野原会員：本年もよろしく 

☆林会員：今年もよろしくお願い申し上げます☆平澤会員：誕生祝いありがとうございます 

☆金沢会員：今年もよろしく。誕生日ありがとう☆夢川会員：本年もよろしくお願い致します 

☆野口会員：今年もよろしくお願いします☆加藤会員：今年もよろしくお願いします 

☆尾崎会員：今年もよろしくお願いします☆鈴木（つ）会員：今年もよろしくお願いします 

☆進藤会員：今年もよろしく☆鈴木（弘）会員：本年もよろしく 

☆倉持会員：久喜北陽高校小林先生、本日はありがとうございます  

☆金田会員：今年もよろしくお願いします。誕生日ありがとうございます 

☆高木（学）会員：今年もよろしくお願い申し上げます（敬称略・順不同） 

 
 

スマイル報告 

幹事報告 

出席報告 

 

幹事（代）：金田会員 

出席委員長：尾崎会員   今年度目標 80%！ 

ＳＡＡ委員長：新井会員 
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