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令和２年西目小学校 学校だより

令和２年 1０月 ２８日 No．１５

西目っこのがんばり おめでとうございます。！

■令和２年度 由利本荘市民まつり「書道展」

半紙の部 ＜金賞＞

【６年】・松本○○ ・甲谷○○○ ・木内○○ ・髙橋○○ ・佐藤○○

・佐々木○○○ ・朝岡 ○ ・佐々木 ○ ・佐々木○○

【５年】・佐々木○○○ ・佐藤○○

【４年】・木内 ○ ・佐々木○○ ・正木○○○

【３年】・今藤○○ ・佐藤○○ ・佐藤○○

半紙の部 ＜銀賞＞

【６年】・遠藤○○ ・小沼○○ ・渡辺○○ ・斉藤○○ ・金子○○

・佐々木○○ ・山本○○ ・蘆田○○○ ・佐藤○○

【５年】・加川○○ ・釜台○○ ・熊谷○○ ・佐藤○○ ・茂木○○

・佐藤○○ ・齋藤○○ ・佐々木○○○

【４年】・金子○○ ・船木○○○ ・齋藤○○○ ・木村○○ ・長谷部○○

・佐々木○○ ・池田○○ ・須藤○○○ ・佐々木 ○

【３年】・梶原○○ ・佐々木 ○ ・伊藤○○ ・鈴木○○ ・佐々木○○

・関 ○○ ・渋谷○○○ ・佐々木 ○ ・佐藤○○

１０月１２日（月）から

後期がスタートしました

が，それに伴って児童会組

織も一新しました。後期始業式の後，後期児童会認証式

を行いました。一覧は，次ページに掲載しています。

全校の模範となって，「自分がされてうれしいことは相

手もうれしい」ことを軸にして，率先して計画し，実行

できたらいいですね。

朝の送迎の際の駐車につきまして，以前通知したようにご協力いただきありがと

うございます。おかげで，駐車場内では危ない場面が見られず，安心しています。

ところで，駐車場に出入りする際に，ウィンカーをつけ忘れたり，狭い道路での

スピードの出し過ぎが見られ，地域の方から警察を通して苦情が届いています。駐

車場内だけでなく，駐車場外でもマナーの遵守をお願いいたします。

智能啓發



西目小学校 後期児童会・委員会組織一覧
【委員会】 ◎委員長 ○副委員長 児童会担当：小池郁子先生，小島由美子先生

５年松組 ５年竹組 ６年松組 ６年竹組

渋谷 ・・ 加賀 ・・ 小野 ・・ ○佐藤 ・・・

運 熊谷 ・・ 佐々木 ・・・ ◎佐々木 ・ ○栁橋 ・・

営 甲谷 ・・・ 金子 ・・

畠山 ・・ 佐藤 ・・

荒川 ・・ 板谷 ・・ ○熊谷 ・・ 佐藤 ・・

放 内田 ・ 佐藤 ・・ 齋藤 ・・ 鈴木 ・・

送 村田 ・ 齋藤 ・・ ○斉藤 ・・ ◎佐々木 ・・

佐藤 ・・ 高橋 ・・ 佐々木 ・・ 佐々木 ・・・

保 阿部 ・・ 鎌田 ・・ ○齋藤 ・・ 柳橋 ・・

健 伊藤 ・・ 佐藤 ・・ ◎栁橋 ・ 中澤 ・・

体 加川 ・・ 鈴木 ・・ 遠藤 ・・ 葛西 ・

育 今野 ・・ ○小沼 ・・ 齋藤 ・・

永井 ・・ 佐々木 ・

工藤 ・・ 葛西 ・・ ◎木内 ・・ 小野寺 ・

購 畠山 ・・ 武内 ・・ 加川 ・・ 川井 ・・

釜台 ・・ 坂爪 ・・ 釜台 ・・・ ○嶋崎 ・・・

買 茂木 ・・ ○渡辺 ・・ 栁橋 ・

栁橋 ・

齋藤 ・・ 佐々木・・ 阿部 ・・ 岡田 ・

図 佐々木 ・・ 齋藤 ・・ ○髙橋 ・・ 朝岡 ・

書 佐々木 ・・・ 加藤 ・・ 松本 ・・ 佐々木 ・・

荘司 ・・・ 佐藤 ・・ ○渡辺 ・ ◎千田 ・・・

ﾎﾞ 池田 ・・ 朝岡 ・ 佐藤 ・・ 笹森 ・・

ﾗﾝ 福岡 ・・ 佐々木 ・・ 石塚 ・・ ○奥山 ・・・

ﾃｨ 三浦 ・・ 佐藤 ・・ ◎佐藤 ・・ ○佐々木 ・・

ｱ 鷹嶋 ・・ 平尾 ・・ 髙橋 ・・ 佐々木 ・・

石塚 ・・ 佐藤 ・・ 赤川 ・・ 高橋 ・・

給 佐々木 ・・ 栁橋 ・・ 伊藤 ・・ ○蘆田 ・・・

三浦 ・ 山木 ・・ 阿部 ・・ 佐藤 ・・

食 石川 ・・ 三浦 ・・ 佐々木 ・・ ◎山本 ・・

○渡辺 ・・

【学級委員】 ※皆さんの「一生懸命」をよろしくお願いします！

３松 ・齋藤 ○○ ・佐々木○○ ・伊藤 ○○ ・亀井 ○○ ※まだ，コロナウイルス

３竹 ・池田 ○○ ・三浦 ○○ ・熊谷 ○○ ・佐々木 ○ の影響でもとの生活に

４松 ・長谷部 ○○ ・菊池 ○ ・伊藤 ○○ ・金子 ○○ 戻っていませんが，西

４竹 ・釜台 ○○ ・佐々木 ○ ・佐々木 ○ ・須藤○○○ 目小の後期リーダーと

５松 ・伊藤○○ ・佐々木○○ ・佐々木○○○ ・加川○○ して，全校を引っ張っ

５竹 ・鎌田 ○○ ・佐藤 ○○ ・高橋 ○○ ・三浦 ○○ ていってください。

６松 ・赤川 ○○ ・齋藤 ○○ ・斉藤 ○○ ・永井 ○○

６竹 ・小野寺 ○ ・鈴木 ○○ ・朝岡 ○ ・奥山 ○○○


