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令和２年西目小学校 学校だより
令和２年５月 ２６日 No．３

・齋藤富恵さん（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） ・秋生 光子さん ・河野 きえさん

・秋 生 茂さん ・増田照美さん ・齊藤 和子さん ・広田 睦子さん

・多賀谷ヨリ子さん ・鷹嶋浩一さん ・秋生 茂さん ・正木 泉さん

学校の授業が終わってから，帰宅する 毎月，「低・中・高」に分かれて，４人

までの時間をお世話いただいておりま くらいずつで読み聞かせをしてくれます。

す。今年もよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

５月１５日（金）に，晴天の中，３年

生は自転車教室をしました。駐在さんや

交通安全協会西目支部のみなさんの協力

の下，正しい自転車乗りについて学びま

した。交通安全には十分気をつけてくださいね。

右・左・後ろも確認！

【６月の主な行事予定】

１日（月）安全日 街頭指導 あいさつチャレンジデー １７日（水）計算チャレ

２日（火）読み聞かせ（低） １８日（木）ふれあいタイム 親水公園清掃作業

３日（水）漢字チャレ ５年校外学習（獅子ｹ鼻湿原等） クラブ

９日（月）読み聞かせ（中） 研究会 ２２日（月）職員会議

１０日（水）学校運営協議会（午後） ２３日（火）愛校日 プール清掃（午後）

１１日（木）クラブ ２９日（月）プール使用開始（予定）

４年校外学習（本荘清掃センター） ３０日（火）市教育委員会訪問

１６日（火）読み聞かせ（高） 由利出張所長訪問

※学校が再会して，活気がもどってきました。ときには甘えさせ，ときには厳しく，子

どもに寄り添っていきましょう。「任せるところは任せること」が大事です。

智能啓發



西目小学校 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

伊藤 尊琉 佐藤 璃空 小野 泰駕 佐藤 柑太朗

運 加川 麗愛 茂木 あこ 佐々木 慶 栁橋 開人

営 甲谷 ほのか 金子 唄子

畠山 夏楓 佐藤 桃羽

福岡 朋弥 佐々木 海希 熊谷 成流 佐藤 元春

放 畠山 竜輝 山木 涼雅 齋藤 彩香 鈴木 翔太

送 荘司 すみれ 坂爪 希維 斉藤 華楠 佐々木 七笑

鷹嶋 寿怜 鈴木 るい 佐々木 朱理 佐々木 日菜子

保 佐々木 徠斗 佐藤 聖雅 齋藤 瑠音 柳橋 瑠華

健 渋谷 徠王 栁橋 海来 栁橋 耀 中澤 暖貴

体 佐藤 凪紗 平尾 優伊 遠藤 琴音 葛西 心

育 三浦 李 小沼 瑠音 齋藤 莉子

永井 百華 佐々木 葵

齋藤 詩一 朝岡 颯 木内 瑛太 小野寺 陸

購 佐々木 歩夢 鎌田 晄王 加川 愛心 川井 果帆

村田 悠 佐々木 いおら 釜台 真里菜 嶋崎 伶桜奈

買 佐藤 愛萊 渡辺 彩月 栁橋 絆

栁橋 蘭

池田 涼太 葛西 崚伍 阿部 大和 岡田 隼

図 工藤 拓馬 佐藤 悠満 髙橋 麻帆 朝岡 心

書 釜台 愛菜 高橋 茉耶 松本 美玖 佐々木 玲果

三浦 瑠奈 三浦 苺花 渡辺 倖 千田 あゆみ

ﾎﾞ 内田 翼 板垣 楽生 佐藤 千隼 笹森 楓満

ﾗﾝ 石塚 瑛介 武内 智瑛 石塚 知沙 奥山 いろは

ﾃｨ 石川 優亜 加藤 美南 佐藤 柚羽 佐々木 彩愛

ｱ 今野 柑那 齋藤 玲奈 髙橋 愛楓 佐々木 結愛

荒川 雅晴 板谷 爽平 赤川 優世 高橋 海翔

給 阿部 琉士 加賀 瑠希 伊藤 悠貴 蘆田 すみれ

熊谷 美南 齋藤 蒼丞 阿部 真琳 佐藤 優音

食 佐々木さくら 佐藤 美空 佐々木 美羽 山本 茉唯

渡辺 笑佳

【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 ・今藤 尊哉 ・熊谷 英士 ・加川 星來 ・三浦 萌 ※今年度は，コロナウ

３竹 ・久村 咲空 ・庄司 仙 ・佐藤 安純 ・関 瑚白 イルスの影響で児童会の

４松 ・千田 暁 ・栁橋 隼 ・木村 虹心 ・平澤 瑠海 認証式を中止しました。

４竹 ・髙橋 諒 ・藤島 拓海 ・佐々木 桃那 ・三浦 柚葵 しかし，責任を持って，

５松 ・石塚 瑛介 ・内田 翼 ・石川 優亜 ・釜台 愛菜 自分の役割を果たしまし

５竹 ・葛西 崚伍 ・佐藤 悠満 ・佐藤 美空 ・平尾 優伊 ょう。みなさんは西目小

６松 ・熊谷 成流 ・栁橋 耀 ・遠藤 琴音 ・佐藤 柚羽 の機関車です。

６竹 ・高橋 海翔 ・中澤 暖貴 ・蘆田すみれ ・山本 茉唯


