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回 覧 

４月２４日に田口伸一鹿嶋市長が就任しました 

 この度，鹿嶋市長に就任した田口伸一です。 

 子どもたちは，私たちを明るくしてくれる地域の宝であり，未来への希

望です。 

 私は，今後，市政を運営するにあたり設定した主要目標であるＮｅｘｔ

鹿嶋「５本の柱」の一つに「元気で賢い鹿嶋っ子育成」を掲げました。 

文字通り，心身ともに元気で，学力と自ら考え生活する知恵を備えた，郷

土愛をもつ子どもたちを育成してまいりたいと考えております。 

 そこで，幼児教育の充実や児童生徒の「国語・算数（数学）」の力を伸

ばすことに力を注ぐとともに，自ら考え，課題を解決する力を育んでまいります。超スマー

ト社会の到来を見据えつつ，授業の効率的な運営を図るため，教育の場へのＩＣＴ機器の積

極的な活用を推進してまいります。 

 今後とも，皆様方のご支援，ご協力をお願いいたします。 

田口伸一市長 

 

 選手たちが小学校を訪問する「アントラーズ訪問」がコロナ禍で実施できなかった代わりに，

クラブを身近に感じてもらいながら新しい門出を祝おうと，サプライズで２月下旬に鹿島アント

ラーズFCからホームタウン５市の小学６年生２，３００人に２０２１シーズンのレプリカユニ

フォームがプレゼントされました。 

 そのお礼として，平井小学校では６年生が応援のメッセージ動画のDVDを作成し，３月１８

日（金）にアントラーズのマスコットキャラクターの「しかおくん」に贈りました。 

アントラーズFCからホームタウン５市の小学６年生にサプライズプレゼント 

田口伸一市長ご挨拶 

↑ユニフォームを着用しての集合写真（中野東小） 
↑しかおくんとの写真（平井小） 

 

 



 高松小学校及び高松中学

校の小中一貫教育がスター

トして４年が経過しまし

た。 

 小中一貫教育の特色とし

ては，小中学校計９年間を

通して計画的に学習を行うことができ，また，

小学校の高学年を対象に，部活動の体験，一部

教科担任制をとることができ，中学校へ進学し

た場合でもスムーズに学校生活を送れるように

なっています。 

 令和４年度は高松中学校で大規模改造工事を

行っており，高松小学校で小学生と中学生が一

緒に生活しています。令和５年度からは，中学

校の校舎で児童生徒が授業を受ける施設一体型

小中一貫教育となります。 

高松小中学校 

 高松小 

マスコットキャラ 

「まつき」さん 

小中合同人権フォーラム 
 豊津小学校は，明治１１年に創立（当時，大船

津小学校）され，今年で創立１４４年を迎える

歴史ある小学校です。平成２０年に改築をして

おりバリアフリーとなった校舎は子どもたちに

とって過ごしやすい空間となっています。 

 豊津小学校では，少人数という特徴を生かし

て，児童一人ひとりの個性に合わせた指導を

行っていくことで，児童に合った教育を実践し

ています。 
 

豊津小学校 

豊津小 

マスコットキャラ 

「ハート」ちゃん 

１．個に応じた指導の充実 

 児童一人ひとりの個性を十分に

生かし，状況に応じながら指導を

変化させ，それぞれの児童に合っ

た教育をしています。 

２．学校間交流 

 同じ中学校となる鹿島小学校と

交流をしており，英語学習や歴史

の体験学習などを行っています。 

 令和４年度は鹿島高等学校附属

中学校とも，連携を図りながら交

流を行います。 

小中一貫教育 

小中一貫教育・少人数教育を希望される場合 

 市内全域から就学できます。 

 他学区にお住まいの方で，高松小中学校の小中一貫教育や豊津小学校の少人数学級を希

望する場合は，鹿嶋市教育委員会総務就学課までご相談ください。 

 鹿嶋市の大小志崎にあるハマナス自生

地は，太平洋側の「ハマナス自生南限地帯」

として，大正１１年に国の天然記念物に指定

されています。 

 ハマナスは寒い地域に自生する植物で，北

海道や東北地方の海岸には普通に見られ，南

に行くに従って次第に少なくなります。将来

にわたって保存上の適地であるかどうか，そ

のためにもある程度まとまった生息が確認で

きるところ，ということが重視され大小志崎

の地が指定されました。 

 昭和４０年代頃から指定地の周辺環境が変

化し，昔より株数がやや少なくなってきては

いるものの，今も５月～７月頃にかけて紅紫

色の美しい花を咲かせています。 

 

↓
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ズ
大
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と
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６
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※見学を希望される場合は，各学校へお問合せください。 

 ＜主な事業＞ 

・ＩＣＴを活用した教育の充実 

・英語教育の充実 

・中学生国際交流事業 

＜主な事業＞ 

・教育や就学の相談 

・適応指導教室の開設 

・研修講座の実施 

＜主な事業＞ 

・コミュニティ・スクールの推進 

・文化財の保護 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラ 

 ブ） 

＜主な事業＞ 

・入園，入所の受付相談 

・延長保育，一時預かり，病児保育等の充実 

＜主な事業＞ 

・スポーツ団体，指導者の育成支援 

・オリンピック・パラリンピックスポーツの普及 

 

＜主な事業＞ 

・小中学校，幼児教育保育施設の維持補修工事 

・社会教育施設，体育施設の維持補修 

＜主な事業＞ 

・学校図書館の環境整備 

・電子図書館の充実 

総 務 

就学課 

 小中学校へ通う児童生徒の学びの充実

のために，学習環境を整備し，安心し

て，楽しい学校生活を送ることができる

よう，就学支援を行っています。 

＜主な事業＞ 

・小中学校の保健衛生環境の整備 

・就学援助 

・小中一貫教育の推進 

 

教 育 

指導課 

 児童生徒が安心して学校に通うための

環境づくりを支援します。さらに学力向

上のため，教職員に対する研修や指導を

行い，教職員の資質能力の向上を図って

います。 

 教育 

センター 

 鹿嶋市の子どもたちの健やかな成長に

向けて，子どもたちや保護者，教職員を

総合的・専門的に支援します。 

社 会 

教育課 

 青少年から高齢者までが，日常生活を

通じて自発的に学習活動を続けられるよ

う，団体等と連携を図りながら生涯学習

活動を支援します。 

幼 児 

教育課 

 認定こども園・保育園・幼稚園にかか

る幼児教育の窓口を公立・私立ともに一

本化し，幼児教育の質の向上を目指しま

す。 

スポーツ 

推 進 課 

 心身の健全な発達と豊かな生活に欠か

せないスポーツ活動の普及・拡大に向け

て各種スポーツ大会の開催やスポーツ団

体の支援をしています。 

教 育 

施設課 

 小中学校，幼稚園，保育園，認定こど

も園，公民館，体育施設等について，維

持管理や修繕・改修工事により，安心・

安全な教育環境の整備に取り組んでいま

す。 

中 央 

図書館 

 従来の図書による貸出しの他に電子図

書館の認知度を高め，地域の知の拠点と

して市民にとって便利で役立つ図書館を

目指します。 

中 央 

公民館 

 住民同士がつどう，まなぶ，むすぶこ

とを促し，主体的な人づくり，地域づく

り，まちづくり活動を支援しています。 

鹿嶋市教育委員会事務局各課紹介 

＜主な事業＞ 

・地区公民館を拠点としたまちづくり 

 

＜問合せ先＞ 

高松小学校 

ＴＥＬ：０２９９－８２－４６２０ 

 

高松中学校 

ＴＥＬ：０２９９－８２－１５４５ 
＜問合せ先＞ 

ＴＥＬ：０２９９－８２－１１３９ 

← 

鹿嶋デジタル

博物館に掲載

しています 

 給食 

センター 

 栄養バランスに配慮し，衛生的で安全

な食事を提供するとともに日常における

食事について正しい理解を深めることが

できるよう，食育を推進します。 

＜主な事業＞ 

・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校の給食調理 

高松小ＨＰ 

高松中ＨＰ 豊津小HP 

 
今が見頃！ 

 
鹿嶋市の歴史第2弾！ 

 ハマナス自生南限地帯 

ハマナス自生地 

↓
学
校
間
交
流
（
鹿
島
小
） 

↑『ハマナス自生南限地帯』の看板 

教育センターHP 

中央図書館HP スポーツナビHP 

中央公民館HP 
給食センターHP 

少人数教育  日頃より鹿嶋市の教育行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。 

 教育委員会では，「地域が育て 地域を創り 未来を拓く 鹿嶋っ子」をスローガンに学

校教育，社会教育，スポーツの分野で様々な事業を展開しています。子どもたちの生き

る力と豊かな心を育むとともに家庭や地域と連携し，子ども達が安心安全に学校生活を

送ることができるよう，取り組んでまいります。保護者の皆様には，今後とも，ご理解

とご協力をお願いいたします。 

鹿嶋市教育委員会教育長 川村 等 

 保護者の皆様へ 

http://www.sopia.or.jp/takasyo/wp/
http://www2.sopia.or.jp/takatyu/wp/
http://www2.sopia.or.jp/toyotu/wp/


 各企業様より寄贈いただきました 
 右表のとおり各企業様から小

学校１年生への入学祝品や学校

図書館への寄贈がありました。 

 それぞれいただいたものは，

児童や，学校が有効に活用して

います。 

企業名 寄贈物 

株式会社常陽銀行 防犯ブザー（小学１年生） 

なめがたしおさい 

農業協同組合 

黄色い帽子，連絡帳 

（小学１年生） 

鹿島石油株式会社 

鹿島製油所 

童話の花束（本） 

（小学１年生） 

茨城読売中部会 不織布マスク（小学１年生） 

株式会社高正建設 図書費（高松小中学校） 

 

鹿嶋市内の小学５・６年生を対象とした『令和４

年度かしま子ども大学』が３０名の学生をむかえ７

月９日(土)に開校します。 

３年目となる本事業は，子どもたちの知的好奇心

を刺激しながら，学ぶ楽しさを育み，将来の夢や可

能性をひろげることを目的として，地域の専門性の

高い人材を講師として講座を展開します。 

今年度のテーマは「うみ出す・つくり出す」。開

校式の後，第１回授業は「気象の不思議」(古川武

彦先生/気象コンパス)からスタートし，

全７講座を予定しています。詳しくは

ホームページを参照ください。 

かしま子ども大学が開校します！ 

↓
寄
贈
品 

 ↑鹿嶋市HP 

「かしま子ども大学」 

 ありがとう 

ございました！ 

 

 5月25日（水），東京2020オリンピック サッカーホンジュ

ラス代表応援のお礼として，在ホンジュラス日本国大使館の中原

淳特命全権大使が，鹿嶋市長及びホンジュラス応援校のひとつで

ある鉢形小学校を訪問されました。 

 令和３年７月に本市のカシマスタジアムで開催されたサッカー

競技において，新型コロナウイルス感染症対策で来日できない海

外サポーターの代わりに，各小中学校が応援するためのグッズを

作成して，各国代表の応援を行いました。このような活動に対し大変感謝をいただき，学校訪

問が行われました。 

 訪問当日は，中原淳特命全権大使より，ホンジュラス代表チームへの応援に対するお礼，ホ

ンジュラスの紹介や大使の仕事などについてお話しをいただきました。 

今回の交流によって，子どもたちの興味や知的好奇心が高まり，国際理解を深めていくこと

につながるなど，新たなオリンピック開催都市のレガシーとなることが期待されます。 

在ホンジュラス日本国大使館特命全権大使による鉢形小学校訪問 


