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大谷っ子
50 年 つながる絆 これからも

２学期のスタート
秋山範子
今年の夏は、例年に比べて猛暑や天候不順に
より子 ども達 の体 調管 理が大 変だっ たこと と
思いま す。子 ども 達の 元気な 顔をみ て夏休 み
に充実 した時 間を 過ご すこと ができ たのだ と
感じま した。 全国 的に みれば 、まだ 被災さ れ
た方々 も多く 、夏 休み をゆっ くり過 ごすこ と
ができ なかっ た子 ども 達もい ます。 日常を 普
通に過 ごすこ とが でき ること に感謝 し、日 々
の生活を大切にしたいと感じています。
猛 暑 の た め ２ 日 間 に なっ た サ マ ー ス ク ー ル
でした が、多 くの 地域 の皆様 に支え ていた だ
き、学び多き時間を過ごすことができました。
ご協力 ありが とう ござ いまし た。２ 日目に は
地域の 伝統を 知り 、触 れ合う 機会が ありま し
た。おはやし・大谷地区のお話の読み聞かせ・
大谷歌 舞伎を 縦割 りグ ループ で体験 し、素 敵
な時間 を過ご しま した 。地域 に開か れた教 育
課程の 大切さ を文 科省 が発信 してい ます。 大
谷っ子が地域の一員として、地域とかかわり、
地域と 共に育 つそ んな 体験に つなが ったと し
たらう れしい です 。サ マース クール は希望 者
のみの体験活動でしたが、2 学期には４年生の
地域交 流など まだ まだ 地域と のかか わりが 続
きます。どうぞよろしくお願いいたします。

５０周年記念運動会

授業参観・懇談会のお知らせ
９月４日（火）
、６日（木）は、授業参観・懇
談会です。
次の日程で予定していますので、多くの方のご
出席をお待ちしています。
なお、各クラスの廊下には、子どもたちが夏休

☆９月主な行事予定☆
３日（月）
４日（火）

あいさつ運動
給食開始
授業参観・懇談会（３，４，６年）
A５日課

６日（木）

授業参観・懇談会
（１，２，５年、そよかぜ級）
学校保健委員会（５校時）

７日（金）
10 日（月）
12 日（水）

13 日（木）

委員会活動
１年金曜日５校時開始
児童朝会（図書委員会）
集団登校班班長会議（昼休み）
大谷っ子パトロール強化日
４年遠足
（本間木工所・生命の星地球博物館）

14 日（金）

クラブ活動

18 日（火）

５年野外教育活動

～19 日（水）
20 日（木）
21 日（金）
28 日（金）

（YMCA 東山荘）
２年遠足（多摩動物園）
５年のみ A４日課（給食あり）
１年遠足（新江ノ島水族館）
学校公開デー
全校児童集会（１～３校時）

学校保健委員会
学校保健委員会を５年生の授業参観に
合わせて、開催します。今年のテーマは、

み中に取り組んだ作品の一部が展示されていま

「健康な食生活と生活習慣を身に付けよ

すので、そちらも併せてご覧ください。

う」です。保護者の皆様の参加をお待ち

４日（火）…３，４，６年
６日（木）…１，２，５年、そよかぜ級
※５年生は、学校保健委員会で行われる出前
授業に参加するため、体育館で行います。

しております。
日時：９月６日（木）１３：４５～
（受付１３：３０～）
場所：大谷小体育館

授業参観 ５校時（１３：４５～１４：３０）

講師：東海大学 岡崎勝博教授

懇談会

対象：５年生の児童、全学年の保護者

６校時（１４：４０～１５：２０）

全校児童集会について
９月２８日（金）
、学校公開デーの１～３

水泳学習について
９月より水泳学習が始まります。

校時に全校児童集会が行われます。３年生以

水泳学習がある日は、必ずプールカードに

上が教室等でお店を出します。保護者のみな

必要事項を記入し押印の上、お子さんに持た

さまの参観をお待ちしています。

せてください。押印がない場合は、水泳学習

【お願い】

に参加できませんので、ご注意ください。

※原則として、保護者・地域の方は見学の
みとなります。
※授業の一環ですので、ビデオやカメラ等
での撮影はご遠慮ください。

悪天候（台風等）による登校時刻変更の
措置について
今年度は例年に比べて、台風が多く発生し
ています。
台風等の影響で、臨時休業や登校時間を遅

また、自宅では体調に問題がなくとも、登
校後に体調を崩してしまった場合は、学校判
断で、見学とさせていただく場合があります
ので、ご了承くださいますようお願いします。

６年生 社会科見学に行ってきました
７月１３日（金）に国会議事堂と科学技術館
へ社会科見学に行きました。
多くの児童が、国会議事堂の大きさや装飾
に目を見張りながら見学していました。

らせる等の措置が取られる場合には、学校メ
ールにてお知らせすることとなっています。

平成３０年度家庭教育学級

なお、登校時刻を遅らせた場合の登校班の

今年度は、５０周年特別企画として、年３回

集合時刻については、通常の始業時刻（８時

開催します。詳細は、PTA 成人教育委員会から

３０分）から起算した時刻となります。

のお便りをご覧ください。

＜例＞１０時３０分登校の場合

今年度のテーマ

通常の始業時刻が８時３０分なので、２
時間遅れの始業となります。

『ポジティブ・シンキング
～未来へ羽ばたく笑顔を養おう～』

登校班の集合時刻も２時間遅れとなる

☆第１回 １０月１８日（木）図書室

ため、普段の集合時刻が７時４０分なら

『世界に一つだけのハーバリウム』

ば、９時４０分が集合時刻となります。

講師 武道恵先生
☆第２回 １１月５日（月）図書室

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）
９月２８日（金）に第１回学校運営協議会

『えびなっ子しあわせプラン』
講師 海老名市教育委員会

が開催されます。会議の内容等については、
今後学校だより等でお知らせします。
学校運営協議会…学校が地域とともに子どもを育てていくた
めの話し合いの場で、この協議会が置かれている学校をコミ

教育長 伊藤文康先生
☆第３回 ２月７日（木）図書室
『心と身体をほぐす椅子ヨガ』
講師 秀子・セティ先生

ュニティ・スクールといいます

ぜひご参加
ください

大谷小学校サマースクール２０１８
７月２５日と２６日にサマースクールが開催されました。今年度は、猛暑の影響で予定してい
た２日間が開催できませんでしたが、多くの児童が学校の授業では体験できない活動に、楽しみ
ながら取り組んでいました。今年度も、運営にあたっていただいた学校応援団のみなさま、PTA
本部のみなさま、講師として指導にあたってくださった地域のみなさま、ボランティアとして参
加いただいた保護者のみなさまに深く感謝申しあげます。

