
令和３年４月１２日発行 

コミュニティ・スクール 

春日市立大谷小学校 

    春日市大谷４－１    

    ℡ ５７３－２９２２  

 文責 教頭 藤木 清   

生活目標「時間を守ろう」 給食目標「正しい準備の仕方を身に付けよう」 保健目標「進んで健康診断を受けよう」 

【校章】 

周囲…つながる６つの大 

中心…小銅鐸と谷 

文化の継承と開拓 

令和４年４月１２日現在 

児童数    ４２１ 名 

【本校のコミュニティ・スクール共育目標】 

考え、想い、鍛え合う谷っ子の育成 
【めざす谷っ子の姿】 

○考え合う子供…自分の考えを相手に伝え合い、互いの考えを深め合う 

○想い合う子供…人を大切にする言動を心がけ、他者とのつながりを大切にする 

○鍛え合う子供…目標に向かって努力し、向上心をもってやり抜こうとする 

 

                      

 

 桜の花びらが春風に舞う中、令和４年度がスタートしました。 

お子様のご進級、おめでとうございます。 

今年度も、「考え合い」「想い合い」「鍛え合い」を大切に、 

共に伸びていく谷っ子を育んでいきます。保護者の皆様、地域の 

皆様のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

４月２日（土）、「おやじの会」主催のイベントが開催されました。

「逃走中」とは、近年、テレビ番組で人気を博している鬼ごっこで

す。時間の経過と共にハンターが増員されたり、じゃんけんや玉入

れ、棒引き等のミッションが発動されたりする本家さながらの展開

に、子供達は大はしゃぎでした。ハンター役として、保護者だけで

なく、中学生も多数参加してイベントを盛り上げてくれました。子

供達の笑顔がはじける楽しい行事を企画してくださった「おやじの

会」の皆様に、心から御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                     

 

                    

転出・転入職員の紹介 
【転 出】 
髙瀬 雄大  校長先生 糸島市立怡土小学校へ 
山下 知子  先生（主幹教諭） 筑紫野市立山口小学校へ 
衛本 幸恵  先生 大野城市立大野小学校へ 
玉井 桃子  先生（事務） 春日市立春日野小学校へ 
井手 佳奈映 先生 那珂川市立岩戸北小学校へ 
三喜 緩那  先生 春日市立春日小学校へ 
岡  久勝  教育相談員 春日市教育支援センターへ 
【転 入】 
井上 文美  校長先生 春日市立春日東小学校から 

鬼塚 有紀子 先生（主幹教諭） 春日市立春日小学校から 
齊藤 光成  先生 熊本県から 
井口 えり子 先生 春日市立春日小学校から 
西田 晴彦  先生 春日市立白水小学校から 
佐藤 恵   先生（事務） 春日市立春日野小学校から 
芋生 直美  先生 那珂川市立安徳北小学校から 
田中 眞子  先生 春日市立春日西小学校から 
瀧本 郁子  先生 春日市立春日小学校から 
日野 いづみ 特別支援教育支援員 太宰府市立国分小学校から 
森  明浩  教育相談員 春日市立春日野中学校から 
【退 職】 
大山 晃一  先生 
 
本年度のチーム大谷の職員です。よろしくお願いします！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈４月の主な行事予定〉 

６日（水）離任式 

赴任式 

前期始業式 

 ７日（木）発育測定（２・３年） 

８日（金）給食開始（２～６年） 

発育測定（４・５・６年） 

１１日（月）入学式準備 

１２日（火）第４４回入学式 ※在校生参加なし 

１３日（水）視力・聴力検査（５年，６の１，６の２）  

１４日（木）視力・聴力検査（３・４年） 

１５日（金）視力・聴力検査（２年，６の３） 

１８日（月）全校部伍会 

ＰＴＡ運営委員会（兼ＰＴＡ委員総会） 

学校運営協議会 １４：００～ 

１９日（火）１年給食開始 

      全国学力・学習状況調査 

（６年生：国語・算数・理科） 

視力・聴力検査（１年） 

１９日（火）～２２日（金）個人懇談 ※児童下校１３：５０ 

１９日（火）大和町 大谷 C 

２０日（水）小倉東 大谷 D 

２１日（木）大谷 B 小池台 

２２日（金）セントレ 大谷 A 

２０日（水）発育測定（１年） 

２１日（木）クラブ活動決め（４，５，６年） 

      クラス写真撮影 

２５日（月）個人懇談予備日 

２６日（火）代表委員会 

      避難訓練 

２７日（水）歓迎集会・歓迎遠足 

集団下校 

２９日（金）参観・ＰＴＡ総会 

※４月２９日は「昭和の日（祝日）」ですが、出校日で

す。４月２９日の振替休日は５月２日となります。 

 

※新型コロナウイルス感染状況によっては、急遽、
行事を中止したり内容・方法を変更したりするこ
とがございます。ご承知おきください。 

職名等 氏   名 職名等 氏   名 職名等 氏   名

校　　長 井上　文美 ６年１組 井口 えり子 図書司書 佐野 ますみ

教　　頭 藤木　　清 ６年２組 西山　隆文 市支援員 光永　聡美

主幹教諭 鬼塚 有紀子 ６年３組 松﨑　　孝 市支援員 黒木　鈴奈

１年１組 井石　祥太 かがやき１組 池邉　桃子 市支援員 日野　いづみ

１年２組 本多　咲耶 かがやき２組 田中　眞子 Ａ Ｌ Ｔ ホランド・トーマス

１年３組 中村　信子 かがやき３組 山口　舞子 Ｊ Ｔ Ｅ 新堂千佳子

２年１組 髙田　泰成 かがやき４組 吉井　悠平 外国語専科 東口　純子

２年２組 平山　日葉 通級指導 瀧本　郁子
日本語指導

補助員 江頭　祥子

２年３組 帆足　尚子
算数専科
(高学年) 福田 由美子 校 務 員 松尾　改介

３年１組 日永田 美和子 指導工夫 井上　峰子 教育相談員 森　　明浩

３年２組 脇内 明日香 指導工夫 芋生　直美
地域

コーディネーター 池田　杏子

４年１組 齊藤　光成 養護教諭 出水 あかり
スクールサポート

スタッフ 宮迫　加苗

４年２組 元田　里奈 栄養教諭 山本 加誉子 ＩＣＴ支援員 佐々木 寿生

５年１組 岡本　真代 企画主査 佐藤　　恵 ＩＣＴ支援員 隈部 かほり

５年２組 西田　晴彦 事務補佐 出田　朋枝 ＳＳＷ 松本　智美

ＳＣ 森口　満里

学校だより  ４月号 

 

 

 

 

ご進級おめでとうございます！ 

 

「逃走中」開催！ ～「おやじの会」の皆様に感謝！

～ 

 

 

こちらのＱＲコードから、 

「谷っ子ボランティア」のＬＩＮＥに

アクセスすることができます。 

活動に興味のある方やボランティ

ア情報をご覧になりたい方、是非一度

アクセスしてみてください。 

谷っ子ボランティア募集中！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


