児童総会

西の子だより

３月８日（火）

平成２７年度のまとめをする児童総会を行いました。山岸児童会長が「学校生活をよりよくす
るために、充実した総会にしましょう」と挨拶をして始まりました。児童会の活動報告、決算報
告、各委員会の活動報告が行われ、その後に質疑応答が行われまし
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３月１７日（木）に第６９回卒業証書授与式が挙行され、本校から３８名が巣立っていき
日
ました。卒業生と在校生が互いに感謝の気持ちを伝え、よい卒業式になりました。６年生が
日
卒業し５年生が次年度に向けて準備を進めています。成器西小学校が更によくなるように、
皆さんの活躍に期待をしています。

た。質疑応答では、２０人以上の児童が質問をして、活気ある総会
になりました。最後に執行部一人一人が、１年間取り組んで感じた
こと「学校を良くすること」「あいさつ運動」「西の子に足りない
もの」「行事のやり方」「みんなで集めた資源」の感想を述べまし
た。執行部の皆さん、各委員会の委員長さん、１年間ご苦労様でし

さて、学校では３月２４日（木）に修了式、４月５日（火）まで春休みになります。休み中は
安全に過ごし、４月６日の始業式には元気に登校しましょう。

た。平成２８年度からは児童会の組織が新しくなり、各委員会の委
員長と各学級の代表で児童会の行事を運営していきます。児童の皆さんの活躍を期待しています。

第６９回卒業証書授与式

読み聞かせ

平成２７年度

３月１７日（木）

第６９回卒業証書授与式を行いました。卒業生・在校生ともに立派な態度で式

を盛り上げてくれました。校長のはなむけの言葉は「故白木ＰＴＡ
会長の功績」「贈る言葉 Challenge difficulties」と「学校行事
での成長と活躍」、教育委員会の梅田教育長様の励ましの言葉は、
大村教授の「至誠天通」と「一期一会」、勝山市の大林総務部長様
のお祝の言葉は、「夢を持つことが成長」「新体育館がジオ・アリ
ーナ」、石上ＰＴＡ副会長様は「支えられて生きていること」「相
手のためにできること」「ＰＴＡ活動へのお礼」のお話をしていた
だき卒業生を祝福しました。
式では卒業生と在校生の温かな感謝の気持ちが伝わり、素晴らし
い卒業式になりました。帰る時、外はポカポカ陽気で、記念写真を
撮りながら気持ち良くお別れすることができました。
本校から６年生３８名が元気に巣立っていきました。卒業生の皆
さんは、中学校へ行っても仲間を大切にして頑張って下さい。皆さ
んの活躍を楽しみにしています。

３月８日（火）

３月８日に本年度最後の「読み聞かせ」がありました。毎週火
曜日に「おはなしばたけ」と「みつばち文庫」の山岸さん、三㟢
さん、藤間さん、土谷さん、多田さん、澤さん、前田さん、佐々
木さん、安田さん、壷内さん、江守さんにお世話になっています。
１年間ありがとうございました。来年度は、毎週木曜日に変わり
ますので、引き続きご協力をお願いします。

６年生を送る会

２月２６日（金）

５年生が企画し６年生を送る会を行いました。各学年がゲー
ム・劇・歌・クイズ・掲示等で６年生に感謝の気持ちを伝えまし
た。１年生は、ペア学年の特権を活かして、「だっこおんぶリレ
ー」をしてスキンシップを楽しみました。２年生は「ミラクル探
検隊の劇」を行い、大きな声とアクションや小道具で笑いをとり
ました。３年生はクイズで６年生の誰か？を考えさせました。４

第３回地域学校協議会

２月２４日（水）

平成２７年度最後の地域学校協議会を開催しました。児童・保護者・職員のアンケート結果を
もとに協議して立てた改善案を説明し、委員の皆さんからご意見を
いただきました。情報交換では「アンケート結果のお知らせの仕方」
「子ども達の地域や学校での様子」「子どもに身に付けさせる力」
「子どもが持っている能力」
「望ましい子どもの姿」
「親子の関係」
「あいさつの状況」「各地区の子ども会の状況」「学級懇談会の内
容」「保護者・児童向けの講演」「国体に向けた取り組み」「英語
教育」等が話題になりました。皆さんから頂いた意見は次年度の学
校経営に生かしていきたいと思います。

年生は劇の中に６年生とのミッションを組み入れて楽しみました。
５年生は組体操、ハピネス体操等を使い、歌で気持ちを伝えまし
た。６年生もステージから下級生に歌とメッセージを送りました。
職員は毎年恒例になっている西の子レンジャーと魔王・魔女の対
決を寸劇にして笑いをとりました。最後のプレゼント交換では、
６年生から「手縫いの雑巾２７枚」が５年生にプレゼントされ、
リーダーのバトンタッチが行われました。各学年の掲示物にも工
夫がみられ、「似顔絵」や「感謝の言葉」がいっぱい貼られて、
送る会を盛り上げていました。
送る会では、５年生が準備から後始末まで大活躍してくれました。

登校班長・副班長引き継ぎ式

各種大会の結果

３月１５日（火）

登校班の班長・副班長の引き継ぎ式を行いました。平成２７年度
の班長を代表して、松井さんが下級生に「新しい班長は安全に気を
つけて登下校できるように頑張ってほしい」と話をしました。また、
平成２８年度の新班長を代表して木村さんが、「僕達が安全に連れ
て行きます」と誓いを述べました。４月から１年生も加わります。
新しい班長・副班長には、下級生が安全に通学できるように責任を
持って取り組んでもらいたいです。

居住地交流

★第８０回県かきぞめ競書大会入賞者
【準推薦】 ５年 宮本百合奈さん 【奨励賞】 ３年 杉下敦基さん
４年 谷優希さん
【特選】 １年 織田柊太さん
２年 谷知花さん
４年 山田ののかさん
６年 片山夢奈さん 山岸沙也加さん
【秀作】
＜硬筆＞ １年 上山侑大さん 斎藤菜々心さん 白﨑裕將さん 森麗加さん
２年 内田季陽花さん 大倉那月さん
定友咲弥さん 田中優さん
＜毛筆＞ ２年 谷知花さん
３年 大谷萌歌さん 工藤空晴さん 小林美翔さん 松村史織さん
４年 梅原陽愛さん 久保汐里さん 増田美海さん 松井温人さん 横川剛望さん
５年 天野ほのかさん 大谷駿太朗さん 長谷川大さん 森本敬大さん
６年 今井笑梨さん
斎藤風花さん 白木梨紗子さん 松井菜緒さん
松村杏さん
村上誠悟さん

３月１０日（木）

特別支援学校の川上さんが、本年度最後の交流を行いました。２
年生の仲間と給食を食べ、昼休みに体育館で遊び、５時間目の授業
を受けました。この１年で、休み時間に友達と仲良く遊ぶ姿が見ら
れるようになり、笑顔もたくさん見ることができました。川上さん
にとって、楽しい時間になっていたようです。３年生になっても居
住地交流が続くようなので、来年度を楽しみにしたいです。
特別支援学校の上田校長先生を始め、担当の先生方や合理的配慮
協力員の池田先生には子ども達が大変お世話になりました。

【入選】

離任式
日

時

３月３０日（水）

午前９時～

日

程

朝の会＝８時１５分～

日

時

４月６日（月）

日

程

会

場

式場＝体育館

体育館で練習＝８時３５分～

開始＝９時～

入学式
午前９時３０分～

保護者受付＝８時５０分～９時

会

場

式場＝体育館

保護者入場

９時２０分

児童のあいさつの練習＝９時～９時１５分

４月の行事予定
１３：００

５日（火）

入学式準備

１７日（日）

ＰＴＡ総会

６日（水）

新任式８：２５～

１９日（火）

全国学力学習調査（６年）

入学式９：３０～

２０日（水）

振替休日

７日（木）

地区子ども会

２１日（木）

歯科検診

８日（金）

集団下校

６年

授業参観
学校集金

２年生以上の給食開始

２２日（金）

教育研究会部長会・各部会

１１日（月）

教育研究会総会

２３日（土）

勝山市Ｐ連総会

１２日（火）

１年生給食開始

２５日（月）

眼科検診

１３日（水）

心電図（１・４年）

２６日（水）

児童総会

１４日（木）

清掃オリエンテーション

２７日（木）

１年生を迎える会

１５日（金）

身体計測

２８日（金）

歯科検診

検尿

入賞おめでとうございます。

職員会議

＜硬筆＞ １年 大森月花さん 山田帆夏さん 松井ゆきさん 今度沙優さん 白野彩和さん
西野琥珀さん 大滝日向子さん 松井亮太さん 高見吏一朗さん
２年 木村圭太さん 森下祐亮さん 久保藍里さん 大下諒兼さん 立壁晶紀さん
石畝美紅さん 鹿島珠さん 坂下智也さん 片桐花笑さん 田中優さん
＜毛筆＞ １年 白野彩和さん
３年 石塚柊司さん 岡田芽依さん 北川夢来さん 笹村翔さん 立壁史月さん
野邉円華さん 長谷川由花さん
森下倫瑠さん
４年 大下優奈さん 森彩音さん 玉木来知さん 田中萌衣さん 古川陽夏さん
黒田未雛さん 西尾涼華さん 加藤星さん 立壁真菜
大倉美桜さん
５年 木村葵さん 木村匠さん 中辻雅俊さん 舟田早希さん 三谷充仁さん
西尾真美さん 白﨑天海さん 佐々木弥唯さん
６年 森優治郎さん 山田浩仁さん 山川結愛さん 松村達也さん 沼田悠伸さん
村上美結さん 玉木公美子さん 加藤ほのかさん 松井颯乃子さん
佐々木弥法さん 佐々木悠太さん

★市小中学生版画作品展
【佳 作】 ６年 玉木美有さん 中山ゆめさん
５年 長谷川大さん ４年 梅原陽愛さん
３年 松村史織さん
２年 沼田健慎さん １年 織田ここねさん 高見吏一郎さん 濱上凉三さん
【入 選】 ６年
５年
４年
３年
２年
１年

佐々木弥法さん
天野ほのかさん
玉木来知さん
織田涼花さん
内田季陽花さん
白崎裕將さん

加藤ほのかさん 久保田亮さん 松井菜緒さん
沢本結さん
聖山龍也さん
山田晃輔さん 横川剛望さん
野邊円華さん 平林庵央さん
片桐花笑さん 今度結愛さん

