
平成２９年度 １１月行事予定 【１１月の生活目標】
１ 水 全校朝会 『集中して学習に取り組もう』
２ 木 歯科保健指導 委員会 ２学期も半分が過ぎました。１１月は気候的に暑
３ 金 祝 文化の日 くも寒くもなく、学習に取り組むには最適な時期で
４ 土 す｡これまでの学習を振り返り、学校でも家庭におい
５ 日 ても落ち着いて学習に取り組むようにしましょう。
６ 月
７ 火 音楽朝会 ＰＴＡ代表委員会 ○学校公開（校内音楽会）のお礼

２年生活科 町たんけん １０月２８日(土)
８ 水 体育朝会 の学校公開（校内音

総合的な学習の時間授業研究会 本校会場 授業者４年１組 髙木教諭 楽会）には、ご多用
９ 木 学習タイム 委員会活動 の中多くの保護者や

新座市立小中学校音楽会(代表６の１) 地域の方にお越しい
10 金 読み聞かせ ただきありがとうご

コスモス学級校外学習(所沢航空公園) ざいました。多くの
11 土 いきいき広場「昔遊びお楽しみ会」 方に参観していただ

新座市民まつり文化祭児童生徒作品展(陣屋小） き、子どもたちは練
12 日 新座市民まつり文化祭児童生徒作品展(陣屋小） 習の成果を十分に発
13 月 学習タイム 揮することができま
14 火 県民の日 した。
15 水 体育朝会 資源回収日 ○支援籍交流をしています
16 木 学習タイム 支援籍交流 クラブ活動 １０月１３日､県立

わくわくどきどきﾐﾙｸ教室（３年生） 和光特別支援学校５
17 金 読書タイム 年生の窪田優人(くぼ
18 土 たゆうと)くんが来校
19 日 本多町内会お楽しみ会(お琴ｸﾗﾌﾞ出演) し､支援籍交流をおこ
20 月 学習タイム ないました。「支援籍」
21 火 全校朝会(暗唱･弁論大会ﾘﾊｰｻﾙ) とは障害のある児童

６年生 租税教室 が自分の居住地域と
22 水 ４年生 食育出前授業 の関係を深めるとと
23 木 祝 勤労感謝の日 もに、ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ教
24 金 読み聞かせ 育を推進する目的で、本校でも積極的に交流している
25 土 新座市子ども暗唱･弁論大会 ところです。当日は、５年１組の児童と一緒に体育の
26 日 授業に参加して、交流を深めました。今月の１６日は
27 月 学習タイム ５年２組と交流します。これからも地元に住む友達と
28 火 児童集会 して気軽に声を掛け合っていけるとよいですね。
29 水 英会話ｲﾝﾌﾟｯﾄ ◇ 郷土を描く児童生徒美術展
30 木 クラブ活動 「入選」 １年 近藤 奏帆 ２年 塩田 優心士

２年 込田 理穂 ３年 西山 碧馬
十 １日 (金) 持久走記録会 ４年 森 るなか ５年 桒原 南琉

５日（火）全校朝会 懇談会（低） ５年 河村 優介 ６年 浅見 日向
二 持久走記録会予備日 ◇ 税に関する絵はがきコンクール

６日（水）体育朝会 懇談会（中） 「新座市教育長賞」６年 浅見 日向
月 ７日（木）委員会活動
・ ８日（金）読み聞かせ 懇談会（高･コ） ◇ 南地区小学生陸上競技大会（６年）
一 １２日（火）音楽朝会 ＰＴＡ代表委員会 「男子６０ｍ H」 １位 宇津城 拓也 10秒 03

１３日（水）英会話インプット ３位 相澤 俊介 10秒 29
月 西堀保育園との交流会(１年生) 「女子８００ｍ」 ５位 関口 美海 2分 52秒

１４日 (木) クラブ活動 「男子１０００ｍ」８位 日沼 舜惺 3分 20秒
の １５日 (金) 読書タイム １０位 金子 大翔 3分 26秒

１９日（火）給食終了 「女子走り高跳び」６位 浅井 友楓 1m15㎝
予 ２０日 (水) 資源回収日 ３時間授業 「男子走り高跳び」２位 中山 圭貴 1m26㎝

２１日 (木）３時間授業 大掃除 １０位 松尾 風沙 1m15㎝
定 ２２日（金）２学期終業式 「女子走り幅跳び」１位 長谷川 紗彩 3m68㎝

２５日（月）～１月８日（月）冬季休業日 「男子走り幅跳び」２位 森田 真輝 4m04㎝
「女子ボール投げ」１位 和久本 結華 47m30㎝

１月９日（火）３学期始業式 １０位 臼田 桃香 29m36㎝
１１日（木）給食開始 通常日課 「男子ボール投げ」２位 越前谷龍之助 56m15㎝
２３日（火）６年社会科見学(国会議事堂) 「男子４×１００ｍリレー」入賞 1分 01秒 60
２７日（土）学校公開日(ふれあいまつり･鑑賞教室) 松尾 風沙 越前谷龍之助 伊藤 匠磨 宇津城 拓也
２９日（月）振替休業日 「女子４×１００ｍリレー」入賞 56秒 45

山本 夏恋 和久本 結華 保住 藍衣 関口 美海
◇ 給食費引き落とし日のお知らせ ◇ ごみ減量啓発ポスター・ごみの発生抑制標語
１１月の給食引落日は、１０日（金）です。 「佳 作」 ６年 工藤 旬裕 ４年 舟根 姫衣

１～５年生４０００円、６年生３７６０円です。 ◇ 人権文集「ふれあい」掲載
残高の確認をお願いいたします。 ２年 髙山 歩 「おじいさんとあったこと」

◆お知らせ◆

このコーナーは、配布させて頂きました

『西堀小だより』11月号にて
ご確認ください！


