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学校 選手 競技 種目 
全国

順位 

鹿野中  中村 実夢 水泳 
200ｍ自由形 

400ｍ自由形 

４位 

５位 

平井中 関野 華菜 柔道 個人 １回戦 

＜全国大会出場者＞ 

＜関東大会出場者＞ 

学校 選手 競技 種目 
県総体

順位 

鹿島中  

日向寺 真衣 柔道 個人 ２位 

燒田 光輝 

水泳  

50ｍ自由形 

200ｍ個人メドレー 

１位 

１位 

風間 智貴 
100ｍ自由形 

200ｍ自由形 

３位 

４位 

久米 蒼真 
200ｍ個人メドレー 

400ｍ個人メドレー 

５位 

２位 

鹿野中 
長友 政道 

山口 直哉 

ソフト 

テニス 
ダブルス ３位 

平井中  関野 華菜 柔道 個人 １位 

橋本 直樹 水泳 
400ｍ自由形 

1500ｍ自由形 

大野中  

３位 

１位 

戸﨑 はんな 柔道 個人 ２位 

内田 凌都 柔道 個人 ３位 

中学校総体 
関東・全国大会出場おめでとう！ 

 茨城県中学校総合体育大会（県総体）が７月中旬

から下旬にかけて県内各地で開催され，各会場で熱

戦が繰り広げられました。その中で多くの選手が県

総体を勝ち抜き，関東大会，全国大会に出場しまし

た。  

 全国大会には，２名の選手が出場し，日ごろの練

習の成果を存分に発揮しました。 

 ３年生はこの大会をもって引退となり，これから

は，２年生が中心となって，活動していくことにな

ります。今後も鹿嶋っ子の活躍に期待しています。 
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川村 等 教育長 岡見 文彦 委員 

教育委員会が新体制でスタートしました 

大槻 啓子 委員 

  平成30年10月１日付けで，教育委員会委員（教育委員）

の異動がありました。教育長として川村等氏が，教育委員

として岡見文彦氏が再任され，岡見氏は同日付で教育長職

務代理者に就任しました。 

 また，新たに教育委員として前三笠小学校校長の大槻啓

子氏が就任し，８年間，教育委員として活躍された小澤和

夫氏は任期満了で退任となりました。 

 新たな顔ぶれとなります。よろしくお願いいたします。 



 『鹿嶋市授業改善プロジェクト』

のパイロット校（推進校）の１つと

なっている高松小学校と中学校

の授業風景（９月28日）。 

Ａ問題：主として知識を問う問題 

Ｂ問題：主として知識を活用する問題 

“これからの時代を生き抜くために” 

鹿嶋市 

授業改善プロジェクト 

『鹿嶋市授業改善プロジェクト』 

●グループワーク 

（４～５人で） 

 これからの日本の教育はどのように進むのでしょうか？文部科学省は，『急速かつ激しい変化が進行する

社会を一人ひとりの人間が主体的・創造的に生き抜いていくために，教育に今求められているのは，①子ど

もたちが，基礎的・基本的な内容を確実に身に付け，自ら学び自ら考え，主体的に判断・行動し，よりよく問

題を解決する資質や能力，②自らを律しつつ他人とともに協調し他人を思いやる心や感動する心などの豊

かな人間性，③たくましく生きるための健康や体力などの［生きる力］をはぐくむこと』とし，これらを今後10年間

の日本における教育の指針として，新学習指導要領の中で重要なねらいとして位置付けています。 

期待される効果 

 鹿嶋市では，この新学習指導要領の実施を見据えて，2014年から『鹿嶋市授業改善プロジェクト』を始動

しました。このプロジェクトでは市内の小・中学校の教員が新学習指導要領のポイントを正しく理解し，授業を

実践できるように，元文部科学省教科調査官の井上一郎氏を講師として迎え，実際の授業を通じ，指導い

ただいています。 

授業の工夫 

●クラスワーク 

（学級全体で） 
●パーソナルワーク 

（１人で） 

 平成26年度に始まったこのプロジェクトも今年で５年目となり，鹿嶋市全体での継続した取り組みを通して，

市内，どの学校の授業においても児童生徒が意欲的に取り組む姿が，多く見られるようになりました。 

 授業の中で，児童生徒が自分の考えを積極的に発表したり，表現したりする場面が増えてきています。今

後も，よりよい授業の展開に向けて，授業改善の推進に励んでいきます。 

 ねらいに応じた様々な方法で，児童生徒の思考が活発になるような

授業展開の工夫，地域性や児童の実態など，各小・中学校の状況

に応じたカリキュラムの作成を行っています。 

 今年度，第３回目となる「鹿嶋市授業改善

プロジェクト」が午前中に高松小学校で，午

後に高松中学校でそれぞれ実施されました。 

 そこでは，児童生徒同士が意見交換し，ク

ラス全体やグループで発表する場面などが

見られました。先生の話を座って聞く受動的な

授業ではなく，まるで児童生徒たちが主役の

ような，児童生徒たちが話す！聞く！発表す

る！という主体的で新しい学びの形が展開さ

れていました。 

９月28日高松小学校・中学校にて 

高松小学校２年１組「国語」の授

業公開。児童はグループワークな

どを通して，仲間の意見に熱心に

耳を傾け，最後にグループの意見

をクラス全体で発表。 

授業の目標（ねらい）を定め 

児童生徒に認識させる 

高松小学校６年２

組「外国語（英語）」

の授業。児童たちは

グループに分かれて

自分たちの夏休み

の思い出をグループ

の仲間とＡＬＴに紹介

しあった。 

高松中学校１年Ａ組。「数

学」の授業の中ではペット

ボトルのキャップを使って，

一次方程式を学習。 
高松中学校３年Ｂ

組。「国語」の授業。

複数のポスターを比

較，分析し，話し合う

生徒たち。 

◯実施日……平成30年４月17日（火） 

◯対象………市立小学校12校（小学校６年生），市立中学校５校（中学校３年生）の児童生徒 

◯調査内容…①教科に関する調査（国語，算数，数学，理科）  

         ②質問紙調査（学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸側面等 

概要 

【小学校６年生】        

国語Ａ：全国平均を上回る 

国語Ｂ：全国平均並み 

算数Ａ：全国平均並み 

算数Ｂ：全国平均並み 

理 科：全国平均並み 

結果 
【中学校３年生】 

国語Ａ：全国平均を大きく上回る 

国語Ｂ：全国平均を大きく上回る 

算数Ａ：全国平均並み 

算数Ｂ：全国平均並み 

理 科：全国平均を大きく上回る 

 ※理科は３年ぶりの実施となりました。 

平成30年度 

全国学力・学習状況調査  

鹿嶋市の結果について 児童生徒の学力や学習状況を適切に把握して，分析すること

により，学校における教育指導の充実や学習状況の改善に役

立てることを目的として全国的に実施されているものです。 
目的 



2020年度 

から 

市内小中学校通学区域 

     見直し（案）がまとまりました 

日時 会場 

10月29日（月） 19時～20時30分 市役所 ３階 会議室301 

10月30日（火） 19時～20時30分 大野ふれあいセンター ２階 会議室 

10月31日（水） 19時～20時30分 高松公民館 多目的室 

11月  1日（木） 19時～20時30分 鹿島公民館 会議室 

11月  2日（金） 19時～20時30分 平井公民館 集会室 

＜問合せ＞ 

 鹿嶋っ子育成課 

 ℡：0299-82-2911 

 （内線521～523） 

※説明はどの会場でも同様の内容です。※詳細は，市のホームページをご覧ください。 

 近年の児童生徒数の変動や宅地の開発等により通学区域を取り巻く状況が大きく変化

し，様々な課題が生じていることから，市では通学区域の見直しを行ってきました。 

 このたび，下記基本方針のもと，見直し（案）がまとまりましたので，市民の皆さん

からご意見を伺う機会として，下記日程により住民説明会を開催します。 

 なお，2019年度に小・中学校に入学予定および在校する児童生徒も，今回の見直し

を考慮し，指定学校変更の申請を受け付けます。 

平成30年度 教育懇談会を開催します 

♦日 時：平成30年11月９日（金）       

      午前10時から 

♦参加対象：鹿嶋市在住の方 

♦出席者：教育長，教育委員 

♦テーマ♦茨城国体を活用した学校での取り組み 

      オリンピック・パラリンピック教育推進事業 

 教育委員会では教育委員が幼児教育・学校教育・社会教育などについて市民の皆さん

との意見交換の場として，下記の日程で教育懇談会を開催します。 

 子育て中の保護者，地域の方，教育に関心がある方など，お気軽にご参加ください。 

♦会 場：鹿嶋市まちづくり市民センター 

     鹿嶋市宮中4631-1 

     ℡：0299-83-1551 

＜問合せ＞ 教育総務課 

 ℡：0299-82-2911（内線521・532） 

平成31年度 鹿嶋市奨学生を募集します 

【対 象 者 】 平成31年度に高校，専門学校，短大，大学などに在学または 

       入学予定の方 

【願書交付】 平成30年12月14日（金）まで教育総務課で交付 

                     ※9:00～17:00（土・日曜日，祝日を除く） 

【出願期間】 平成30年12月10日（月）～平成30年12月25日（火） 

       ※9:00～17:00（土・日曜日，祝日を除く） 

無利子 

貸与型 

併願可 

＜問合せ＞ 教育総務課 ℡：0299-82-2911（内線532・534） 

♦基本方針♦・同じ行政区（子供会）の児童が別々の学校にならないこと 

        ・１つの小学校から複数の中学校へ進学することがないこと 


