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春が広がります。 

学校がはじまります。 

入学、進級、新たな歩みがはじまります。 

えびなっ子の歩みを 

みんなで、応援しましょう！ 

みんなって、誰でしょう。 

ご家族、地域の方々、学校の教職員、私、子どもたちの周

りにいるすべての大人たちです。 

 海老名市では、今年度から、市内小中学校全１９校をコミ

ュニティ・スクールとして、新しい形の学校運営に取り組みま

す。 

 学校は、これまで、教職員が学校運営をしてきましたが、これ

からは、保護者や地域の方々が教職員とともに学校運営を

進めるという形になります。 

 みんなで、子どもたちのことを思い、みんなで子どもたちのこと

を話し合い、みんなで子どもを支え、学校を運営するという仕 

組みです。 

 私としては、各学校の子どもたちの様子や各地域の特性

に合わせた、学校ごとの特色あるコミュニティ・スクールを作

り上げてほしいと願っています。 

 そのためには、各学校で保護者、地域の方々、教職員

などが、子どもや教育について、じっくり話し合うことが何より

大切だと考えています。 

 昨年度からスタートした小中一貫教育とともに、これから３

年間をかけて、定着と充実を図りたいと考えていますので、

みなさんのご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 子どもたちの今と将来のしあわせのために、 

みなさんの今と将来のしあわせのために、 

 みんなで力を合わせて取り組みましょう！ 

 みんなで。 

妊娠期から義務教育、青少年まで一貫した支援を行います

えびなこどもセンターが開所 
 ４月１日から、えびなこどもセンターが開所しました。

えびなこどもセンターでは、妊娠・出産期から義務教育・

青少年まで、子どもたちのライフステージに対応した支援

をする部署が配置されています。

教育委員会の窓口がえびなこどもセンター（保健相談

センター）２階に移転しました。届出・申請の窓口が変

更となっていますので、ご注意ください。 

▼所在地 海老名市中新田 377（２階）

▼交 通 厚木駅から徒歩約 15分、海老

名駅から徒歩約 20分、海老名
駅からバス約５分（コミバス

大谷杉久保ルート・えびなこ

どもセンター下車）

▲ 海老名市役所からえびなこどもセンターまでは 

徒歩約５分 

市ホームページ「教育長の部屋」で 
教育長の思いや考えを発信しています→ 

教育長あいさつ 「みんなで」
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▲ 彫刻刀は、小学校は各校４年生の児
童数分、中学校は１校 50セットずつ

配備 

保護者負担軽減策として 

これまで保護者負担により購入されていた、柔道着を市立中学校に、

彫刻刀を市立小・中学校に学校管理物品として配備し、授業の際に児

童・生徒に貸し出します。

これは、７月に立ち上げた保護者負担経費検討委員会での議論や８月

に実施した保護者アンケートで柔道着・彫刻刀の購入等に対して、「負

担と感じている」「使用頻度が低いので学校で貸し出してほしい」など

の意見が多数あったことなどを踏まえ、保護者負担軽減策の一環として

実施するものです。

 なお、同検討委員会では、制服・ジャージ等の運動着・修学旅行等に

ついても保護者負担の在り方について協議しています。

貸与する柔道着は、清潔に保つために定期的にクリーニングを行いま

す。また、柔道着・彫刻刀とも、従来どおり、個人購入やレンタル、ご

家庭にあるものを使うことも可能です。

柔道着・彫刻刀を各校に配備しました 

保護者負担経費検討委員会

学用品の購入等に係る保護者負担経費について調査し、その在り方を検

討、協議し、保護者負担軽減の方策を探るとともに海老名市としての今後

の方向性を定めることを目的として設置したもの。 

▲ 柔道着は各校 80 着ずつ配備

平成 30年度から、新しい教材（Let’s Try・
We Can）を使って、３～４年生は年間 15時
間、５～６年生は年間 50時間、外国語活動の
授業を行います。

English Day を楽しむ児童ら（柏ケ谷小学校）

海老名型コミュニティ・スクールを導入 小学校外国語活動が本格化 
平成 30 年度中に海老名市全小中学校において
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

を導入します。

地域の課題を共有し、学校
を運営（東柏ケ谷小学校） 

保護者、地域住民、教

職員が集まり、学校や地

域の課題、児童・生徒へ

の支援に関することに

ついて話し合うのが「学

校運営協議会」です。

▼

「地域とともにある学校」をめざし、地域ならでは

の創意工夫を生かした特色ある学校づくりを進め

ます。

コミュニティ・スクール
メンバーの話し合い
（東柏ケ谷小学校）

▼

新しい教材

▼

また、全小学校において、１日中英語に

親しむ「English Day」を実施し、英語で会
話をする機会を増やすことで、コミュニケ

ーションへの興味・関心を高めます。

▼
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 少年少女国連大使として、国連本部で研修に参加し、貧困や環境問題など、世界が抱える問題につ

いて考え、SDGs（国連が採択した国際目標）普及の啓発活動を行っている海老名市在住の齊藤美瑛

（さいとうみえい）さんから、活動の中で気づいた大切なことや想いを寄稿していただきました。

▲ フランス研修でペアとディス 
カッションする様子 

パリでの 
齊藤美瑛さん 

▲

私は 2016 年に国連本部で SDGｓの研修を受け、17 のゴールの一つ

である「教育の大切さ」について自分の想いを届けるために啓発活動

を行っています。 

講演を中心に様々な活動を続け、1年間でおよそ 3,500 人の方に伝え

てきましたが、まだまだ勉強不足と感じ、昨年はグローバルユース国

連大使として、フランス研修に参加しました。フランス滞在中は現地

の同世代の子とペアになり一緒に生活をする中で、ユネスコ本部での

研修などを通し、世界の教育問題について話し合い、私たち学生でも

できる国際協力について発表してきました。 

現地の学生と話しているとスラスラと英語を話しているため、な

ぜ母国語でもない英語を話せるのかと尋ねてみると、フランスの学

生は母国語、英語に加えもう一カ国を話せるのが当たり前となって

いるのです。日本人は 2カ国語しか学ばないの？と聞かれたとき、

英語だけで大変だと感じている自分が恥ずかしくなりました。 

現在世界中には教育制度が整っていない中でも必死に勉強をし

ている子どもたちがたくさんいます。そのような状況を知った上

で、私たちの教育環境はどれほど恵まれているのかを改めて感じま

した。 

今の私たちがするべきことは、まずは精一杯私たち自身が学ぶこ

と。これが 1番大切なことなのではないのでしょうか。いつもより

少し集中して授業を受けてみるなど、小さな事でもかまいません。

今の私たちにできることを考え、新たな一歩を一緒に踏み出してみ

ませんか？ 

▲ 国際協力について発表 

平成 30年度から小学校に各 45台、中学校に各
６台、タブレットパソコンを導入する予定です。

 教室をはなれて、グラウンドや校外で使うこと

ができるため、学習の幅が大きく広がります。

また、児童・生徒の興味・関心が高まるととも

に、授業の形が大きく変わります。

教育委員会では、このたび「海老名市部活動方

針」を策定しました。これは、平成 29年度に立
ち上げた「海老名市部活動検討委員会」の報告書

を基に、部活動のねらい、活動日数と活動時間、

医療との連携、外部指導者の活用、保護者の部活

動支援等についての方針を定めたものです。

今後も、すべての子どもたちにとって有意義で

将来につながる活動となるようにサポートして

いきます。

世界を見つめて、持続可能な開発目標を考える ～少年少女国連大使として～

タブレットパソコンを導入します 海老名市中学校部活動方針を策定

方針および検討委員会の報告書は

海老名市ホームページに掲載してい

ますので、ぜひご覧ください。
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次号の「えびなの教育」は平成30年10月発行予定です 

４月

 ５日 第１学期始業式

    中学校入学式

 ６日 小学校入学式

10日 小学校給食開始（2～6学年）

17日 中学校給食開始（給食弁当注文方式）

19日 小学校給食開始（1学年）

８月

23日 ひびきあう教育研究発表大会

27日 第２学期始業式

９月

 ３日 小学校給食開始

15日 中学校体育祭

22日 小学校運動会（有馬、門沢橋、社家）

29日 小学校運動会（柏ケ谷、上星、今泉）

海老名市中学校総合文化祭

（～30日）

10月
13日 小学校運動会（中新田）

23日 中学校合唱祭・合唱コンクール

（～31日）

15日 中学校体育祭

12月
19日 小学校給食終了

21日 第２学期終業式

５月

12日 海老名市 PTA連絡協議会定期総会

26日 小学校運動会（海老名、有鹿、大谷、

東柏ケ谷、杉久保、杉本）

酒井道子氏が教育委員に就任

３月

 ８日 中学校卒業式＊

19日 小学校給食終了

20日 小学校卒業式

25日 修了式

６月

 ７日 学校保健会総会

22日 小学校連合運動会
＊は予定の日にちです

 平成 29年 12月 12日付で任期満了となった
岡部二九雄氏の後任として、公募により選考さ

れた、酒井道子氏が、教育委員に任命されまし

た。同年 11 月 29 日の市議会定例会で同意を
得たもので、任期は平成 33年 12月 12日まで
の４年間です。

７月

 ６日 中学校特別支援学級合同遠足

18日 小学校給食終了

20日 第１学期終業式

11月
 ８日 学校保健研究協議会

10日 家庭と地域の教育を考えるつどい

21日 小学校特別支援学級合同宿泊体験

学習（北部～22日）

１月

 ８日 第３学期始業式

10日 小学校給食開始

25日 海老名市中学校総合文化

祭（展示～28日）

伊藤文康氏を教育長に再任
 ３月 31日に任期満了となった、伊藤文康氏は、
市議会３月定例会の同意を得て、教育長に再任し

ました。

 任期は平成 33年３月 31日までの３年間です。
伊藤氏は平成 25 年 10 月から教育長を務め、３
期目となります。

▲ ３期目がスタートした伊藤文康教育長 

平成30年度主な行事予定 

▲ 左から、酒井道子委員、海野惠子委員、 

伊藤文康教育長、平井照江委員、松樹俊弘委員 


