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令和３年度 西目小学校 学校だより
令和３年４月 ２１日 No．2

４月１５日（木）より，新

４月１２日（月）に，前期 しい調理員（配膳員）さんが

児童会認証式が行われました。 着任いたしました。

選出されたみなさんは，西目 主に，西目中学校の給食を

小のために，３つを中心に 配送・配膳するお仕事で，み

リーダー性を発揮して下さい。 なさんの見えないところでの

①西目小学校のためになること 仕事が多くなりますが，よろ

②学校が楽しくなること しくお願いいたします。

③みんなで気持ちよく生活していくために

みんなで守らなければいけないこと

今年度のＰＴＡ参観日・総会等を４月２

３日（金）に実施します。保護者の皆様は

「健康観察カードの提出，１家族１名限定で」

１０：３０～１１：４５ 授業参観（２・４・６年）

１３：３０～１４：１５ 授業参観（１・３・５年）

１４：３０～１４：４０ 総会（各教室で放送による）

１４：４０～１５：３０ 学年・学級懇談

１５：３０～１５：５０ 学年役員会 ※役員のみ

１６：００～１６：３０ ＰＴＡ役員会 ※役員のみ
＜西目小の玄関前の桜＞

【５月の主な行事予定】
３日（月）憲法記念日 １５日（土）運動会当日

４日（火）みどりの日 １７日（月）振替休業日

５日（水）こどもの日 １８日（火）愛校日

６日（木）安全日 委員会③ １９日（水）計算チャレンジ 園小連絡協議会

７日（金）６年租税教室 ２０日（木）クラブ活動

１０日（月）研修会議 Ｂ日課 ２４日（月）職員会議 Ｂ日課

１１日（火）１年読み聞かせ キピーｽﾀー ﾄ ２５日（火）２年読み聞かせ

１２日（水）漢字チャレンジ ２７日（水）全国学力・学習状況調査（６年） 尿検査

１３日（木）運動会予行 ２８日（金）避難訓練①

智能啓發



西目小学校 前期児童会・委員会組織一覧
【委員会】 ◎委員長 ○副委員長 □書記 児童会担当：津・・・先生，吉・・・先生

５年松組 ５年竹組 ６年松組 ６年竹組

菊・ ・ 佐・・・・ ◎伊・ ・・ 加・ ・・

運 木・ ・ 平・ ・・ ○渋・ ・・ ○佐・ ・・

営 □加・ ・・ □佐・・・・・

熊・ ・・ 茂・ ・・

安・ ・・ 佐・・・・ 畠・ ・・ 朝・ ・

放 釜・ ・・ 齋・・・・ ○内・ ・ ○佐・・・・

送 佐・・・・ 佐・・・・ □村・ ・ 坂・ ・・

須・ ・ □鷹・ ・・ ◎高・ ・・

保 佐・・ ・ 小・ ・・ ○佐・・・・ 板・ ・・

健 千・ ・ 佐・・・・ □阿・ ・・ 栁・ ・・

体 正・・・・ 小・・ ・ ◎佐・ ・・ □鈴・ ・・

育 松・ ・・ 三・ ・ ○平・ ・・

柳・ ・ 工・ ・ □工・ ・・ ○葛・ ・・

購 佐・・ ・ 熊・ ・ ○佐・・・・ ◎鎌・ ・・

須・・・・ 碇・ ・・ □釜・ ・・ 佐・ ・・

買 山・ ・・ 今・ ・・

佐・ ・・ 藤・ ・・ ◎齋・ ・・ 齋・ ・・

図 髙・ ・ 梁・ ・・ □三・ ・・ ○佐・ ・・

書 佐・・・・・ 木・ ・・ □荘・・・・ ○三・ ・・

鈴・ ・・ 今・ ・・

ﾎﾞ 鷹・ ・・ 佐・ ・・ □福・ ・・ ◎佐・・・・

ﾗﾝ 長・・・・ 庄・ ・ ○池・ ・・ 武・ ・・

ﾃｨ 伊・ ・・ 川・ ・・ □石・ ・・ ○加・ ・・

ｱ 金・ ・・ 松・ ・・

三・ ・ 佐・・・・ ○荒・ ・・ 佐・ ・・

給 船・・・・ 佐・・・・ □石・ ・・ 山・ ・・

栁・ ・・ 池・ ・・ ◎佐・・・・・ □齋・ ・・

食 三・ ・・ ○佐・ ・・

【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 ・澤□ □ ・齋□□□ ・佐□□□□□ ・釜□□□ ※今年度は，三密を守っ

４松 ・岡□□□ ・佐□□□ ・池□□□ ・内□ □ て，前期児童会の認証

４竹 ・齋□□□□ ・平□□□ ・斎□ □ ・曽□□□□ 式を行いました。責任

５松 ・安□□□ ・釜□□□ ・佐□□□□ ・船□□□□ を持って，全校のため

５竹 ・工□ □ ・庄□ □ ・三□□□ ・松□□□ に自分の役割を果たし

６松 ・石□□□ ・佐□□□□ ･釜□□□ ・村□ □ ましょう。みなさんは

６竹 ・佐□□□ ・武□ □□ ・加□□□ ・齋□□□ 西目小の機関車です。


