
 

 

海老名市立社家小学校 249 号 R4.4.15 

令和 4 年度 職員紹介 

校長 梅崎 玲子  教頭 石井 友紀  教務 岩瀬 一哲 

1 年 1 組 羽太 杏香  2 組 外山 仁美   3 組 井上 貴昭 

2 年 1 組 髙橋 一子  2 組 柴田 肇 

3 年 1 組 谷垣 文香    2 組 村田 水萌    3 組 宮本 亮佑 

4 年 1 組  森 達也    2 組 兼松 大聡 

5 年 1 組 大貫 湧己    2 組 濵田 美紗    3 組 渡辺 翔香 

6 年 1 組 滝沢 直子   2 組 井ノ山晴志   3 組 市川 大貴 

さわやか 1 組  牧野有里  2 組 木田 純子 

国際級  樋川 直美      みんなの教室  船崎 輝紀       

音楽専科 坂田 千佳           英語専科  松本 唯斗         

拠点校指導 郡山 敦子             非常勤  井上 浩子 

少人数算数 角田 澄子             非常勤  村上 洋子 

養護 大村 弘美       ことばの教室  岩﨑 敦子 

 事務  中村 和美                      市川祥太郎 

補助指導員 城所賀津子     別室登校支援員 小林喜恵子 

情報支援員 大貫 政義                      池田 芳江 

図書支援員 力丸 純子          日本語指導 宮川 彩子 

用務員 松澤 賢一     スクールカウンセラー 横倉 知子                     

 

ALT 

アリサ カネサカ 

ユウスケ ノセ 

介助員 

寺尾理恵子 

南  朋子 

小野 俊明 

目時 政子 

安全監視員 

壁  正雄 

海老澤克明 

佐藤 裕 

給食配膳員 

今津 芳子    

高梨 純子 

石原奈穂子 

令和 4 年度 スタートしました 

４月７日（木）に 85 名の１年生が入学し 
社家小学校は全校児童 479 名で令和 4 
年度をスタートいたしました。今年度は、昨 
年度１クラスの人数が４０名で２クラスだった現６年
生が３クラスになり、教室空間にゆとりのある環境を
整えることができたことに喜びを感じています。 

今年度は、本校の学校経営方針をわかりやすくお
伝えできるよう「社家小学校学校経営方針グランド
デザイン」を作成いたしました。（裏面参照）また、
「○し ○ゃ ○け 」を頭文字にした標語も本誌タイトル右
横に掲げましたとおり、学校教育目標に則した文言
にリニューアルしました。社家っ子のよさをさらに伸
ばし、未だ眠っている社家っ子の可能性を十分に引
き出せるよう、教職員が一丸となって取り組んでまい
りますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいた
します。 

４月・５月の主な行事予定 

４月 

18 日（月）朝会（代表委員任命式） 

1９日（火）全国学力学習状況調査（６年） 

20 日（水）学校公開日・懇談会（2,3,5 年） 

21 日（木）１年給食開始  進級写真 

      尿検査回収 

2２日（金）４年遠足（箱根方面） 

2５日（月）朝会（音楽） 

27 日（水）PTA 総会（書面開催） 

      避難訓練（２校時） 

      ４年救助袋訓練（３校時） 

５月  

 2 日（月）3 年遠足（子ども宇宙科学館） 

 6 日（金）B5 日課（市研究会のため） 

 9 日（月）個別懇談① B4 日課  

11 日（水）個別懇談② B4 日課 

      交通安全教室（１,２,３年） 

12 日（木）個別懇談③ B4 日課 

13 日（金）個別懇談④ B4 日課 

16 日（月）児童朝会 

個別懇談予備日 B5 日課 

19 日（木）1 年遠足（新江ノ島水族館） 

20 日（金）2 年遠足（ズーラシア） 

23 日（月）朝会 

24 日（火）新体力テスト（～25 日） 

27 日（金）6 年校外学習（東京方面） 

※タクト来校日 4/26，5/10，5/24 

学校教育目標 

自ら学ぶ子 
思いやりのある子 

礼儀正しい子 
たくましい子 

めざす児童像 
し んけんに考え 

学び合う子 
や さしい心をもち 

助け合う子 
け んこうで 

ねばり強い子 

学校公開と久しぶりの学級懇談会 

先日、１，４，６年，さわやか級の学校公開と懇
談会が行われました。今回のような形は初めて
の試みでしたが、たくさんの保護者の皆様がお
越しくださいました。感謝申しあげます。 

懇談会の様子を拝見しまして、保護者同士
が顔を合わせることや、担任の話を直接聞くこ
との大切さを改めて感じました。 

２，３，５年生につきましては来週２０日（水）に
予定していますのでよろしくお願いいたします。 
 

１年生の下校見守り始まる 

今里・社家の自治会長さんが中心となって回
覧板やポスティング等で通学路の見守りを呼び
かけてくだり、４月８日より１年生の下校時に通
学路の見守り活動を始めてくださっています。地
域で子どもの安全を守る第一歩として、この下
校見守り活動に心より感謝申しあげます。 
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令和４年度  海老名市立社家小学校学校経営グランドデザイン 

 

 

   

学校教育目標 

心身ともに健康で、心豊かな子の育成をめざす 
 

◇すべての児童が楽しく学べる学校 

◇一人ひとりが大事にされる学校 

◇さわやかなあいさつが響く学校 

◇安全・安心で信頼される学校 

◇児童の心に寄り添い児童一人ひ
とりを大切にする教職員 

 
◇自ら学び続け、児童の可能性を

引き出す教職員 
 
◇人間性豊かな、保護者や地域か

ら信頼される教職員 
 

めざす児童像 

◇○し んけんに考え学び合う子 

◇○や さしい心をもち助け合う子 

◇○け んこうで、ねばり強い子 

めざす学校像 めざす教師像 

本年度の重点目標 

 
授業づくり 集団づくり 

授業で子どもを育てる 
学びのコミュニティーをつくる 

 

 
振り返りや学習中の「疑問」や「わからないこと」を明ら
かにし、他者と関わり合う協働的な学びの質を高める。 

 生活上の諸問題の解決に向けた、協働的な活動を通し
て思いやり支え合うことのできる人間関係を作る。 

まなび 
こころ 

からだ・いのち 

☆家庭学習の充実 … 家庭学習の手引きを保護者に周知

☆基礎学力の定着 … 朝学習の効果的な活用  

☆教師の授業力向上 …校内研究（国語科）を中心とした 

授業公開・研究協議、職員勉強会 

〇読書活動の充実 … 読み聞かせ、朝読書の実施、図書 

支援員と連携した取り組みの実施  

〇「総合的な学習の時間」のカリキュラム改編 
〇ICT を活用した授業実践 
〇道徳教育の充実 

☆心の教育の充実  
・「思いやり」の取り組み 
・人間関係づくりの推進 

・あいさつの活性化 

   ・道徳教育の充実 

   ・人権教育の推進  

… いじめや差別を許さない教育の推進   
〇支援教育の推進・充実 

   ・支援体制の充実 

・インクルーシブ教育の推進 

 

☆基本的生活習慣の確立 

  ・『早ね・早起き・朝ごはん、テレビやゲームは時間を決めて』 

☆新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底   

☆安全・安心な学校づくり  

・緊急時の対応について周知徹底を図る。(教職員、家庭)  
・地域と連携した大規模災害時対策体制の確立 
・命を大切にする自覚と態度の育成 … 命を守る学習の実施 

〇健康維持・体力の増進（なわとび運動等の実施） 

〇食育の推進 (食育指導、食物アレルギーの理解と対応研修) 

 

 自ら学ぶ子 思いやりのある子 礼儀正しい子 たくましい子 

＜カリキュラム地域連携部・研究部＞ ＜児童指導・支援教育部＞ 

＜健康安全部＞ 

学校運営協議会 

学校応援団 

学習ボランティア 

PTA 

家庭・地域 

有馬中学校区 

小中一貫教育 


