
 

地域の特色ある教育活動を応援し，開かれた教育環境を推進するための

情報を掲載していきます。 
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去る11月15日に鹿嶋勤労文化会館において「平成29年度鹿嶋市教育会児童・生徒音楽発表会」

が開催されました。普段の練習の成果を発揮した合唱，先生と一生懸命練習した合奏など，どちら

も学校ごとの持ち味があらわ

れ，工夫を凝らしているのが

感じられた発表となりまし

た。最後に会場にいた全児童

生徒で歌った「Believe」

は，聴いている観客を魅了す

る素晴らしい合唱となり，芸

術分野で活躍する鹿嶋っ子の

姿を見ることができました。 

 

 10月に鹿行地域の各会場において，平成

29年度県東地区中学校新人体育大会（新人

戦）が実施されました。１年生・２年生に

とっては３年生が引退してから，初めての公

式戦となりました。緊張しながらも，この大

会を勝ち上がった多くの鹿嶋っ子たちが同月

下旬に実施された県大会で活躍しました。今

回はその活躍の一端を紹介します。 

 チームとして，個人として，来年度の総合体育大会（総体）に向け，この冬をいかに乗り切るかが

最大のカギとなります。「夢と目標に向かって頑張れ鹿嶋っ子！！」。 

児童・生徒が奏でる美しい音色が響きました 
～「平成29年度鹿嶋市教育会児童・生徒音楽発表会」～ 

学校 選手 競技 種目 順位 

鹿島中  

サッカー部 サッカー サッカー １位 

燒田 光輝 

水泳  

50ｍ自由形 

100ｍ自由形 

１位 

１位 

風間 智貴 200ｍ自由形 ３位 

久米 蒼真 
１00ｍ平泳ぎ 

200ｍ個人メドレー 

２位 

３位 

笹沼 陽奈 新体操 
個人総合 

個人ボール 

４位 

２位 

長友 政道 
ソフト 

テニス 
個人 ２位 

鹿野中  
山口 直哉 

ソフト 

テニス 
個人 ２位 

中村 実夢 水泳 
100ｍ自由形 

200ｍ自由形 

１位 

１位 

大川 優也 レスリング 個人 ２位 

平井中  
長澤 怜磨 

柔道 
個人 ３位 

関野 華菜 個人 １位 

大野中 戸﨑 はんな 柔道 個人 ２位 

 

 
鹿嶋っ子の 

がんばりを 

紹介します！ 

 
新人戦 

波野小学校の合唱の様子▶ 



第74回国民体育大会が2019年に茨城県で開催されます。 

鹿嶋市は，サッカー競技の会場地に決定し，全国各地の予選を 

勝ち抜いた少年男子24チーム，成年男子16チームが熱戦を繰 

り広げます（2019年９月29日から10月３日までの５日間）。 

 また，国体開催前年の2018年には，リハーサル大会として 

「第54回全国社会人サッカー選手権大会」が開催されます。 

 

 現在，教育委員会では試合会場となる競技場の改修工事を行っており，「ト伝の郷運動公園多目的球技場」

が2018年３月に，「高松緑地多目的球技場」が2018年９月に整備が終了する予定です。大会をとおして鹿

嶋市の魅力を発信し，市民のおもてなしの心で全国からの来訪者をお迎えしましょう！ 

大会マスコット いばラッキー 

茨城国体 検索 

https://www.ibarakikokutai2019.jp/   

詳しくは⇒  

 新春恒例の鹿嶋市駅伝大会が，県内外から188チーム（約1,100人）の参加により開催されます。沿道からの

ご声援をよろしくお願いします。なお，当日は通行止め等の交通規制が予定されていますのでご注意ください。 

【参加チーム】 

（24ｋｍ）鹿島神宮鳥居前スタート 

 中学男子37チーム，一般・高校生男子52チーム 

（10ｋｍ）鹿島大野駅スタート 

 中学生女子33チーム，一般・高校生女子５チーム 

 エンジョイ52チーム 

【主な見どころ】 

・24ｋｍの優勝は，一般男子か，高校生男子か。 

（昨年は高校生男子が優勝） 

・市外中学生女子VS市内中学生女子！ 

（昨年まで，市外中学生女子８連覇中） 

http://kashimashi.info/ekiden/ 

鹿嶋市駅伝大会 検索 

スポーツのまちカシマ    問合せ スポーツ推進課 0299－82－2911（内線561） 

◆スポーツの祭典，４５年ぶりに茨城で開催！  

～翔べ 羽ばたけ そして未来へ～  

 いきいき茨城ゆめ国体２０１９ 

「ＫＡＳＨＩＭＡキッズダンス応援隊」が市内小学校３年

生から高校１年生の27名で結成されました。2019年のい

きいき茨城ゆめ国体鹿嶋市開催に向けて，ダンスコンテスト

や市内イベントに参加し，ＰＲ活動を行っていきます。 

 12月９日（土）につくば市ノバホールで開催された「ダ

ンスコンテスト 君が主役だ！ そして未来へ」へ参加し，

日頃のレッスンの成果を披露しました。 

 茨城国体終了まで笑顔と元気いっぱいの鹿嶋っ子をアピー

ルしていきます。 

◆ＫＡＳＨＩＭＡキッズダンス応援隊 

ＱＲコード⇒  

11月は「いばらき教育月間」 

 茨城県では，教育に対する関心と理解を一層深める期間として，毎年11

月１日を「いばらき教育の日」，11月を「いばらき教育月間」としていま

す。この期間に，茨城県では，11月１日に開催の「いばらき教育の日推進

大会」をはじめとした，各種講演会や啓発活動により，学校と家庭・地域

社会が連携し，社会全体で子ども達を見守り，育むことの大切さを考える

機会となりました。 

 本市は各小中学校で行われた地域公開事業を始め，文化祭や音楽発表

会，各地区の公民館まつりにおいて，学校・地域が交流し，市全体で学校

教育や文化振興を実践する期間として，各種事業を実施しました。 

◆鹿島小学校 地域公開授業「12歳のハローワーク」 

◆教育懇談会 

 「いばらき教育月間」にあわせて，去る11月16

日教育センターにて，子育て中の保護者の方を主な

対象者として教育懇談会を開催しました。 

 今年度は，①教育センターの役割 ②学習指導要領

改訂に向けた取組 ③訪問型家庭教育支援の３つの

テーマにより，市教育委員会が実施している事業に

ついて紹介し，出席者と教育委員が活発な意見交換

を行いました。 

 11月11日，鹿島小学校６年生の「総合的な学習の時

間」において，「人はなぜ働くのか」をテーマに職種の

違う８名をゲストティーチャーとして招き，地域公開授

業が行われました。 

 鹿嶋市教育委員会から建築士がゲストティーチャーと

して招かれ，仕事内容ややりがい，鹿島小学校で行われ

た大規模改修工事について話しました。自分達の学校の

工事に児童たちは真剣に耳を傾けていました。 

 児童たちは多種多様な職種で実際に働いている人たち

の「生」の話を聞いて，働くことの意義や喜びを考える

きっかけになりました。 

詳しくは⇒  

◆第43回鹿嶋市駅伝大会 ～新春の風になれ～ 

 １月21日（日）開催！ 10時スタート！ 

  

  

 

 

②学習指導要領改訂に

向けた取り組み 
③訪問型家庭教育支援 

●授業改善プロジェクト● 

 「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けて新学習指導要領が

国から示されました。市内小中学

校では鹿嶋っ子に自ら進んで学習

できる力を身に付けさせるため

に，先生たちも研修に励んでいま

す。 

①教育センターの役割 

●英語教科化に向けた取り組み● 

小学３・４年生 年間35時間 

小学５・６年生 年間70時間 

 鹿嶋市は2007年から英語教育

に力を入れています。鹿嶋っ子の

国際感覚をさらに養えるよう教育

環境を整えます。 

保護者の支援を通じて 

  子育てを支える 

 

抱え込み 

孤立 

専門家への橋渡し 

【家庭教育支援チーム】 

教員OB，民生委員・児童委員， 

元家庭相談員等 

保護者 
子育ての 

不安や悩み 

訪問型家庭教育支援 

話の傾聴 情報提供 

平成27年度開設 

【教育相談】 

 幼児，小・中学生の保護者，教

職員を対象に様々な問題について

電話や来所による教育相談。 

どんな施設 

【適応指導教室「ゆうゆう広場」】 

 学校に行けない，教室に入れな 

い児童生徒に対する教育相談や学 

習支援。 

【就学相談・特別支援教育】 

 障がいの状態に応じた，よりよ

い就学や支援方法をアドバイス。 

支援 

https://www.ibarakikokutai2019.jp/


 鹿嶋市教育委員会の教育委員として平成12年から平成28年ま

で在職された，伏見 文さんが文部科学大臣から表彰を受けまし

た。 

 今回の受賞は，長年にわたり地方教育行政の充実・発展に尽力

し，顕著な功績を挙げられた地方教育行政における功労者に贈ら

れたものです。伏見前教育委員は，16年という長い間，鹿嶋市の

教育行政の基本方針，重要事項の審議・決定にご尽力いただきま

した。ありがとうございました。 

 今後とも本市の教育行政を見守りいただくとともに，ますます

のご活躍をご祈念申し上げます。 

 文部科学省講堂にて表彰状を受ける伏見 文
ふ し み  ふ み

さん▶ 

 前教育委員 伏見文さんが 

 文部科学大臣表彰を受賞 

 ～永きにわたりありがとうございました～ 

＜問合せ先＞  

教育総務課   

℡：0299-82-2911（内線532） 

 鹿島中学校は，昭和42年４月に鹿島中

学校，波野中学校，豊郷中学校の３校が

統合されて，新生鹿島中学校として発足

し，今年で創立50周年を迎えます。去る

11月11日，文化祭「鹿華祭」に併せて

「鹿島中学校50周年記念式典」が鹿嶋勤

労文化会館で開催されました。 

 記念式典では錦織市長出席のもと，第2

回卒業生の松岡重喜前鹿島中学校長の記

念講演やスライド発表が行われ，創立当

時の古い校舎や歴代校長，周辺の町並

み，学校行事や部活動の様子など鹿島中

学校のこれまでの歴史が紹介されまし

た。その後の「鹿華祭」では，合唱コン

クールやすべての生徒が，未来の夢など

を書いたパネルを一人ずつ提示した姿を

上映したスライド発表（未来の部）など

が行われました。生徒・職員一人ひとり

にとって記憶に残るものになりました。  

 鹿島中学校が 

 創立50周年を迎えました 

◀生徒・職員による航空写真の様子 
写真提供 スカイワールド 

●鹿嶋市教育センター：子ども，保護者の教育に関する相談全般 

 TEL：0299-83-1246，メール：center-k@city.ibaraki-kashima.lg.jp 

●子どもホットライン：18歳未満の人の悩み事全般（24時間体制） 

 TEL：029-221-8181，FAX：029-302-2166 

 メール：kodomo@edu.pref.ibaraki.jp  
●鹿行地区いじめ・体罰解消サポートセンター：いじめについての相談，知らせたいこと 

 TEL：0291-33-6317 

 [いじめなくそう！ネット目安箱]✉rokkouijimekaisho@edu.pref.ibaraki.jp 

●茨城いのちの電話：悩み・不安全般（24時間体制） 

 TEL：029-350-1000（水戸），029-855-1000（つくば） 
 ※メールでの相談は返信を受け取れるようにPC等の設定をお願いします。 

 
困ったときは 

連絡してね。 

鹿嶋市公認 

マスコットキャラクター 

ナスカちゃん  


