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始業式の担任発表時に、子どもたちに聞きました。 

「ドキドキしている人、手をあげてごらん。」 

たくさんの子どもたちの手があがりました。子どもたちにお願いをしました。 

「実は、今、先生たちも、とってもドキドキしているので、先生たちの名前を発表したら、大きな拍手をし

てくださいね。」 

担任発表が始まると、子どもたちから大きな歓声があがりました。 

「やったあ。」「知ってる。知ってる。」「うわあ、新しい先生だ。」 

子どもたちの温かい拍手は、ずっと鳴りやむことはなく、そのなかで、子どもたちの顔にも新担任の先生方

の顔にも最高の笑顔があふれました。 

令和３年度の最高のスタートの瞬間でした。  

 

 

４月１日付けで海老名市立中新田小学校より本校の校長として赴任いたしま

した 奥泉 憲（おくいずみけん）と申します。前任の校長先生や教職員、

保護者の皆様、地域の方々が作りあげたすばらしい海老名小学校の伝統を引 

継ぎ、よりよい学校づくりを目指してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

私自身、平成１０年度から９年間、海老名小学校に勤務させていただきました。当時も校庭には大きな

銀杏の木があり、５，６年の担任時には、子どもたちと一緒に鼓笛隊の練習にもたくさん取り組みまし

た。海老名小在籍時には、素晴らしい思い出がたくさんあるので、今回、再び海老名小学校に戻ることが

出来てとても嬉しく思っています。 

  新メンバーを迎えての着任式・始業式、そして新１年生の入学式（１４５名入学）も無事に終わりました。

始業式の日の子どもたちの顔からは、進級の喜びと１年間の学校生活への期待が感じられ、とてもうれしく

思いました。私たち教職員一同、子どもたちのその心を大切に受け止め、子どもたちの健やかな成長のため、

努力してまいります。  

今週からいよいよ教育活動が本格的に動き出しています。 

本年度も本校の教育活動にご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

最高の笑顔 
最高のスタート 
 

１年間よろしく 
お願いいたします 

離退任式 お世話になりました！  

 昨年度３月に行われた離退任式。感染症対策のため、放送や動画視聴の形で行いましたが、お別れする

先生方と心に残る素敵なお別れができました。 

秋山 範子 校長  退職           和田 波代 教頭   上星小学校へ 

上林 光恵 教諭  退職           佐々木 渓 教諭   東柏ヶ谷小学校へ 

戸塚 勝彦 教諭  退職           横沢 玲生 教諭   上星小学校へ  

後藤 仁  教諭  退職           楠 祐子  総括教諭 海老名市教育委員会へ 

稲田 直美 教諭  退職                     𠮷川 珠代 教諭   今泉小学校へ 

                       髙良 慶太 教諭   杉本小学校へ 

                       奥泉 倫代 教諭   柏ヶ谷小学校へ 

                       淺井 裕子 事務主事 大谷小学校へ 

 

 

Web版は、個人情報保護のためマスキングしています。ご了承ください。 
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１５日（木）５・６年新体力テスト 

１６日（金）３・４年新体力テスト 

１９日（月）１年・ひばり級懇談会（３校時） 

      ２～６年懇談会（６校時） 

２１日（水）１年給食開始・尿検査回収 

２２日（木）避難訓練（地震） 

２３日（金）１年生を迎える会 

      ＰＴＡ総会（書面開催）  

２６日（月）１・３年交通安全教室 

教育相談 ４校時日課（４０分） 

① ２７日（火）・②２８日（水）・③３０日（金） 

 

 

 

６日（木）４校時日課（４０分） 

      ＊研修会のため 

教育相談 ４校時日課（４０分） 

④７日（金）・⑤１０日（月） 

１１日（火）４校時日課（４０分） 

      緊急下校訓練・家庭地域巡回① 

１２日（水）４校時日課（４０分） 

      家庭地域巡回② 

１３日（木）PTA会費集金日 

１５日（土）PTA第１回運営委員会 

２８日（金）English Day 

 

職員紹介  

校長 ☆奥泉 憲 教頭 石田 雅樹 教務 ◎神村 博之 

１－１ ○溝渕 清志 ２－１ ○竹川 諒一 ３－１ ☆○柳川 美穂 ４－１ ○守屋 光成 

１－２ 大友 美波 ２－２ 桂 葉月 ３－２ 長谷川 歩紀 ４－２ 齋藤 愛唯 

１－３ ☆阿部みどり ２－３ 杉本 詩歩 ３－３ ◎奥野 順子 ４－３ 小原 瑠美 

１－４ 山本 理紗 ２－４ ☆内田 賢一 ３－４ 金田 要 ４－４ ☆滝川 陽介 

１－５ ☆本杉 真結 ２－５ 髙瀬 恵子 ひばり ◎佐々木 和美 4－5 和田 朋樹 

５－１ ○山口 友梨 ６－１ ○大河原 悠介 ひばり ☆佐藤 弘樹 専科 木村 惠多 

５－２ ☆田中 康平 ６－２ 岩崎 亜梨紗 ひばり ○小澤 璃愛 専科 ☆荒井 いおな 

５－３ 佐藤 瑞生 ６－３ ☆金野 翔太 ひばり 岩田 将吾 専科 ☆溝口 千恵 

５－４ ☆◎三村 誠 ６－４ 金田一 美幸 ひばり 井上 正 専科 ☆山内 憂 

専科 大木 睦美 養護 横沢 奈津子 事務 人見 櫻子 初任者指導員 ☆畠山 倫子 

専科 川西 康子 養護 近藤 美恵 事務 ☆沼崎 正義 補助指導員 和田 洋子 

専科 永尾 睦子 養護 石見 早咲 ALT ☆ララ ヤマシタ ALT ☆ナオミ・イトス・シライシ 

用務員 長谷川 由美 図書館支援員 森田 理子 情報教育支援員 浅井 るり子 小学校カウンセラー 大下 いずみ 

☆着任された先生   ◎総括教諭   ○学年担当 

 

 

 

 

 

5月の主な行事予定 

着任式・始業式 4月の主な行事予定 

５ 日（月）、新しいクラス、新しい担任に胸を高鳴らせて元

気に登校してきた子どもたち、一つ学年が上がり、気持ちも新

たに頑張ろうとする気持ちが伝わってきました。 

入学式 

６ 日（火）に行われた入学式では、大きなランドセルを背

負ったかわいい新入生、１ ４ ５ 名が海老名小学校の仲間入

りをしました。これから始まる小学校生活では、たくさん学び、

たくさん遊びます。その多くの経験が、子どもたちの健やか

な成長につながることを期待しています。 

Web版は、個人情報保護のためマスキングしています。ご了承ください。 
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