
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご入学、ご進級おめでとうございます  

 校庭の桜の花が満開の今日、平成 31(2019)年度の新学期を迎えました。 

 保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。 

 学校長の大野真由美です。昨年度に引き続き今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 平成 31（2019）年度は新入生６８名、転入生５名を迎えて、全校児童３９７名、１２学級、 

教職員も新しいメンバーを加えて開校 41 年目の新しい関谷小学校の教育活動がスタートしました。今年度も子どもたちが生き生きと楽しい学校生活を送

れるよう、教職員一同、力を合わせて教育活動を進めてまいります。 

また、子どもたちの健やかな成長のために、保護者の皆様、地域の皆様との連携をなお一層深めてまいりたいと思います。引き続きご理解とご支援をよ

ろしくお願いいたします。                                        

◇ 本校職員等紹介  よろしくお願いいたします            4月行事予定 

校 長 大野 真由美        

教 頭 梶井 真砂美        

  １組  ２組     

１ 年 秋山 令子  川上 京子     

２ 年 小野 薫  岩澤 幸哉     

３ 年 鵜飼 真理依  大垣 智紀     

４ 年 川野 瞳  後藤 ひかる     

５ 年 大田垣 一郷  篠田 郁子     

６ 年 荒谷 学  米良 三千代     

音楽専科（１～６年） 辻野 航平        

理科専科（４～６年） 藤井 澄夫        

算数 ＴＴ（１～４年） 益宮 陽子        

養 護 三橋 みどり        

栄養士 吉見 佳菜        

学級経営支援 本田 香実        

英語非常勤講師 浦川 よつ葉        

事 務 山本 詩織        

学校技能員 今村 玲子        

学校技能嘱託員 藤井 信夫  今福 真里    

給食調理員 原山 優子  田中 美智江    

給食調理嘱託員 
細井 千里   木原 裕子     

秦 友絵  三浦 真由美     

図書館専門員 山田 久美子        

スクールアシスタント 本間 信子        

ALT シンプソン リースン フィリップ        

英語サポーター 立花 智子  鈴木 さゆり     

心のふれあい相談員 下田 三千代       

学級支援員 山本 美和      

学校警備員 原 宏志      

育児休業 三尾 舞        

育児休業 石川 絵利可        

育児休業 三木 靖華        

         

 

関谷だより 
平成 31 年４月５日 

鎌倉市立関谷小学校 

校長 大野 真由美 

第１号 

学校教育目標 

「強く 美しく よく考える子」 

 5 日（金） 始業式 着任式 入学を祝う集い・入学式 

 ９日（火） １年歩き方教室（２校時） 尿検査配付（全学年） 

       ５・６年身体計測 

 10 日（水） 給食開始（２～６年）尿検査提出（全学年） 

       ３・４年身体計測 鎌教研【給食後下校】 

テストメール 校外指導委員会 

 11 日（木） １年学年懇談会 1 年心臓検診問診票配付６年視力 

       体操服販売 

 12 日（金） 地区別集会 ６年修学旅行説明会・懇談会 

       ５年視力 運動器問診票配付 

 15 日（月） 地域訪問（～22 日（月））４年視力 

 16 日（火） １年給食開始 ３年視力 

 17 日（水） ２年視力 児童委員会活動（５・６年） 

 18 日（木） ６年全国学力・学習状況調査（国・算） 

        １・２年身体計測  

 19 日（金） 運動器問診票〆切り・心臓検診問診票〆切り 

 22 日（月） １年視力 

 23 日（火） ５年宿泊学習打合せ（５年のみ給食後下校） 

        ５年視力 尿検査（二次）配付 1 年生をむかえる会 

 24 日（水） ２・４年授業参観・懇談会 ６年授業参観 

       ３年聴力 尿検査（二次）回収  

 25 日（木） 内科検診（全学年） 

 26 日（金） ３・５年授業参観・懇談会  

３・４・６年耳鼻科希望票配付 

 ☆ 原則として木曜日は朝読書です。 

 ☆ 予定ですので、変更する場合があります。詳しくは各学年の予定表等でご確認ください。 

 

＜お知らせ＞ 

〇益宮陽子先生は、１学期いっぱいで産休に入ります。 

〇今年度より、日課表を一部変更いたします。 

給食⇒昼休み⇒清掃  の順になり、児童の下校時刻の変更は

ありません。 

 また、2020年度の新学習指導要領全面実施を見据え、２学期

よりモジュール（10～15分の短時間学習の時間）を取り入れた

日課を行う予定です。詳細については後日改めてお知らせしま

す。 

関谷小学校の「めざす子ども像」 

〇明るく健康な子 〇心の美しい子 〇よく考え進んで行う子 

〇平和を愛し人権感覚のある子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                             

【お願い】 

＊学校に必要のないものは持たせないでください。特にアレルギーや衛生上の観点から、必要のない食べ物は持ってこないようにお願いします。 

＊メール登録をお願いします。 

 ・毎月おおむね第２水曜日にテストメールを配信します。ご確認ください。届いていない方は、緊急時連絡が受け取れない可能性がありますので、学校までご連絡

ください。確認し忘れやアドレス変更のため届かなかった、ということを防ぐため、ご家族複数での登録をおすすめします。 

＊児童の安全確保について 

 ・登校時間帯（8:10～8:30）を守り、できるだけ近くの人とまとまって登校させてください。 

  ・登下校の時間帯に、お子さんを広い道路等までできるだけ送り迎えしてください。特に下校時間帯に買い物やペットの散歩、ウォーキング、花

の水やり等を行うなど、見回りにご協力ください。また、地域で子どもたちの見守りをしてくださっている方々への感謝の気持ちもお忘れなく。 

 ・下校開始時刻は、通常授業終了後１０～１５分後を想定してください。下校時刻が行事等で大きく変わる場合は予定表等でお知らせします。 

  ・平日、児童の登下校の際に地域の方々によって安全パトロールをしていただいていますが、休日における児童の自転車の乗り方が危険であると

地域のいろいろな方から報告を受けています。各ご家庭で自転車の安全点検や乗り方について、再度ご指導願います。 

  ・遅刻、早退の場合は必ず学校まで連絡をしてください。その際の登下校は保護者の方の付添をお願いします。 

＊学級懇談等の際、お子さんを学校に残す場合は、保護者の責任でお願いします。図書室等ではお預かりできません。 

＊保護者の皆さんは原則車での来校はご遠慮ください。事情がある場合は事前に教頭にその旨ご連絡ください。許可証をお渡しします。許可証の提

示のない車の学校への乗り入れは禁止とさせていただきます。 児童の安全のためにご協力をお願いします。 

＊欠席の連絡について 

  ・お子さんが欠席される場合の学校への連絡は、緊急時以外は、連絡帳を通してご連絡くださいますようお願いします。 

  ・なお、お預かりした連絡帳は、原則、兄弟姉妹を通じて返却します。したがって、兄弟姉妹が在籍していないお子さんの連絡帳については登校

されるまで学校でお預かりすることになります。金曜日に欠席された場合、次週の予定等については、クラスの友だちにお聞きください。 

 ・やむを得ず、電話連絡になる場合は８：３０までに連絡をお願いします。 

＊登校後のお子さんの予定変更等についての保護者からの連絡は学校から折り返し確認の連絡をさせていただく場合があります。 

＊ガラス等の破損について 

  本校では故意またはふざけ等による器物破損をした場合、保護者と相談のうえ、修復費用の一部をご負担していただいております。ご承知おき

ください。 

＊携帯電話・スマートフォン等の電子機器の取り扱いについて 

  お子さんには、原則学校へはこれらの機器は持ち込ませないようお願いします。安全確認上、どうしても必要である場合には、学校にいるとき

にはランドセルの中に入れ、マナーモードにする等のルールを守るようご指導をお願いします。 

＊個人情報に係わる不審電話等について 

  新学期には、電話番号、住所等の個人情報を聞き出そうとする不審電話が時々あります。ご家族のみなさんでご注意願います。 

＊写真等個人情報について 

    関谷だよりや学級通信などで、子どもたちの氏名や活動の様子を写真などで紹介することがあるかと思います。扱いには十分注意してまいりま

すが、掲載に不都合等何かある場合は事前に担任までお知らせください。 

＊原則として授業参観での写真・ビデオ撮影等は禁止です。発表会、運動会等の撮影は可能ですが、ご家族で観賞するなど

にとどめてください。  

＊本校教員の勤務時間は 8:30～17:00 です。電話等でのご連絡につきましては時間等のご配慮をお願いします。  

 ・１８：００から翌朝８：００までは留守番電話対応とさせていただいております。録音機能はついておりませんのでご承知おきください。 

＜学校評議員の皆様＞ 

＊本校の教育活動等についてご意見をうかがいます。 

 石 井 良 一 様 （鎌倉しろやま幼稚園長） 

 鹿 城  譲  様 （スポーツ推進委員） 

泉   久 枝 様 （元民生委員） 

赤 松 紀 子 様 （主任児童委員） 

宮 下  治  様 （青少年指導員） 

☆ 昨年度までお願いしておりました 青木昭美様にかわり、今年度より 

宮下治様に学校評議員をお引き受けいただきました。青木昭美様には長い間学校

のためにご尽力いただきました。ありがとうございました。 

 

＜学校医の皆様＞ 

＊健康診断、環境検査等お世話になります。 

生 田 孝一郎 先生 （内科）  佐 野 尚 子 先生 （眼科） 

岩 武 博 也 先生 （耳鼻科） 寺 木 浩 介 先生 （歯科） 

 金 林 真 子 先生 （薬剤師） 

 

 〇スクールカウンセラー  吉川 博子 さん 

 〇教育センター相談員   岡山 陽子 さん 

 〇体力向上サポーター   則座 博通 先生  

５月以降のおもな行事予定 

5/10（金）芸術鑑賞会 

5/28（火）~29（水）6 年修学旅行 

6/14（金）～15（土）５年足柄宿泊学習 

6/22（土）土曜参観 24（月）振替休日 

6/29（日）自転車乗り方教室 

7/19（金）1 学期終業式 

夏季休業 7/21～8/31 

9/2（月）2 学期始業式 

9/28（土）運動会 予備日 9/29（日） 

9/30（月）振替休日 

10/10（木）･11（金）学校へ行こう週間 

10/18（金）６年陸上記録会・予備日 25（金） 

11/8（金）フェスティバル関谷 

11/21（木）ウォークラリー・予備日 22（金） 

12/24（火）2 学期終業式 

1/8（水）3 学期始業式 

1/17（金）鎌倉市小学校音楽会 

3/19（木）卒業式 

3/25（水）3 学期終業式修了式離退任式 
◎5 年生の音楽会は鎌倉芸術館の改修工事のため、今年度に限り１月開催となります。 


