
平成３０年度 １１月行事予定 【１１月の生活目標】
１ 木 彩の国教育の日 体育朝会 『集中して学習に取り組もう』

歯科保健指導(４･６年) 委員会活動 ２学期も半分が過ぎました。１１月は気候的に暑
２ 金 読書ﾀｲﾑ 個人面談① くも寒くもなく、学習に取り組むには最適な時期で
３ 土 祝 文化の日 す｡これまでの学習を振り返り、学校でも家庭におい
４ 日 ても落ち着いて学習に取り組むようにしましょう。
５ 月 補習学習(２～６年)
６ 火 全校朝会 個人面談② ○学校公開（校内音楽会）のお礼
７ 水 学習タイム 個人面談③ １０月２８日(日)の
８ 木 学習タイム クラブ活動 学校公開（校内音楽会）

新座市立小中学校音楽会 には､ご多用の中､ 781
９ 金 読み聞かせ 個人面談④ 名の保護者・地域の方

１､２年生活科見学(葛西臨海水族園) にお越しいただきまし
10 土 ぱわーあっぷくらぶ た。心より感謝申し上

新座快適未来都市市民まつり作品展(陣屋小） げます。子どもたちは
11 日 新座快適未来都市市民まつり作品展(陣屋小） 温かい声援のもと練習
12 月 高６校時 個人面談⑤ ＰＴＡ代表委員会 の成果を十分に発揮す
13 火 全校朝会(暗唱･弁論大会ﾘﾊｰｻﾙ) ることができました。
14 水 県民の日 ○支援籍交流をしています
15 木 学習タイム 持久走記録会事前検診 昨年度に引き続き、今年度も県立和光特別支援学校

クラブ活動 ２年生活科町たんけん ６年生の児童が来校して､支援籍交流をおこないまし
16 金 体育朝会 個人面談予備日 た。｢支援籍｣とはﾉｰﾏﾗ
17 土 いきいき広場「昔遊びお楽しみ会」 ｲｾﾞｰｼｮﾝの理念に基づ

新座市子ども暗唱･弁論大会 く教育を推進する観点
18 日 学童バザー から障がいのある児童
19 月 高６校時 補習学習(２～４年) と障がいのない児童が
20 火 音楽朝会 一緒に学ぶ機会の拡大
21 水 学習タイム 資源回収日 を図る仕組みです。本
22 木 持久走記録会 クラブ活動 校でも心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを
23 金 祝 勤労感謝の日 育むために積極的に交
24 土 流しており、今年は２
25 日 日間一緒に過ごす機会
26 月 高６校時 補習学習(２～４年) に恵まれました｡初日は６年１組と一緒に「音楽」の授
27 火 児童集会 業に参加し、２日目は６年２組の児童とボッチャ(パラ
28 水 体育朝会 ｺｽﾓｽ学級校外学習(多摩六都科学館) リンピックの種目に入っています)をして交流を深めま
29 木 演劇鑑賞教室 クラブ活動 した｡これからも同じ地域に住む友達として気軽に声を
30 金 読み聞かせ 掛け合っていけるとよいですね。

３日 (月) 補習学習(２～６年) ○西堀小の子供たちの活躍
十 ４日（火）全校朝会 懇談会（低） ◇ 郷土を描く児童生徒美術展

スマホ携帯安全教室（低） 「特選」 ３年 林 蓮斗
二 ５日（水）スマホ携帯安全教室（中） 「入選」 １年 遠藤 良翔 １年 崔 志道

懇談会（中） ２年 針谷 朱莉 ４年 佐藤 憲臣
月 ６日（木）委員会活動 ５年 天川 優妙 ６年 大角 望和

７日（金）懇談会（高･コ） ◇ 南地区小学生陸上競技大会（６年）
の スマホ携帯安全教室（高） 「女子６０ｍ H」 ４位 相川 侑花 11秒 25

１０日（月）高６校時 補習学習(２～４年) ８位 野村 妃菜 11秒 94
予 ＰＴＡ代表委員会 「女子１００ｍ」 ８位 大石 実音 16秒 03

１１日（火）音楽朝会 「女子走り幅跳び」７位 西口 みいな 3m22㎝
定 １３日（木）クラブ活動 「女子走り高跳び」１位 加藤 美央 1m24㎝

１４日 (金) 読み聞かせ 西堀保育園との交流会(1 年生) ７位 髙橋 由佳 1m10㎝
１７日（月）補習学習（２～６年） 「男子ボール投げ」８位 阿部 柚樹 49m62㎝
１８日（火）児童集会 「男子４×１００ｍリレー」６位 57秒 97
１９日（水）給食終了･通常日課 資源回収日 宮越 要→三反田 翔太→櫻井 洸羽→阿部 柚樹
２０日 (木) ３時間授業 「女子４×１００ｍリレー」１０位 1分 3秒 42
２１日 (金）２学期終業式 加藤 美央→相川 侑花→豊田 心音→西口 みいな
２５日（火）～１月７日（月）冬季休業日 ◇ ごみ減量啓発ポスター・ごみの発生抑制標語
１月８日（火）３学期始業式 ポスターの部 「優秀賞」 ５年 舟根 姫衣

一 １０日（木）給食開始 通常日課 標 語 の 部 「優秀賞」 ３年 良 聡太
１６日（水）資源回収日 「佳 作」 ４年 服部 隼斗

月 １７日（木）クラブ活動 ◇ 人権標語･ポスター・作文
１８日（金）６年社会科見学(国会議事堂) 「入 選」 ２年 近藤 奏帆

の 読み聞かせ ３年生ミルク教室 ◇ 埼玉県歯･口の健康啓発標語コンクール
２１日（月）ＰＴＡ代表委員会 「入 賞」 ６年 齋藤 真海

予 ２２日（火）児童集会（給食週間～ 30日） ◇ 給食費引き落とし日のお知らせ
２４日（木）学校運営協議会 １１月の給食引落日は、１２日（月）です。

定 ２６日（土）学校公開日(ふれあいまつり) １～５年生４０００円、６年生３２８０円です。
２８日（月）振替休業日 残高の確認をお願いいたします。
２９日（火）音楽朝会

◆お知らせ◆

このコーナーは、すでに配布させていただきました

『西堀小だより』11月号にて、ご確認下さい。


