
日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4

萩　高
  １年校内実力テスト  文化の日 ３年進研マーク模試

土曜開放

萩商工高
    文化の日 　

萩西中
  全校集会  文化の日

中村女子高校１日体験入学
中国地区ソフトテニスイ
ンドア大会山口県予選会
秋季陸上記録会

明倫小
  就学時健康診断 委員会活動

１０００日プラン実践研修会
文化の日 児童クラブ学習支援

白水小
  職員会議　集団下校　わ

くわく号来校　ベルマー
ク回収

読み聞かせ 文化の日 わくわく参観日前日準備
（登校日）

萩幼稚園
  芋掘り（年少） 職場訪問（年少）　芋掘

り（年中）

文化の日  

萩光塩学院
幼稚園

  開校記念日　体操教室  文化の日  

山田保育園

  　 移動図書館
お茶ごっこ

文化の日  

日の丸
保育園

   体育教室
英語であそぼう

文化の日  

住の江
保育園

    文化の日  

春日保育園
    文化の日  

5 6 7 8 9 10 11

萩　高
  防災訓練 静岡県立韮山高校来校交

流会
 スクールカウンセラー来

校日
土曜開放

萩商工高
県体（少林寺拳法）
（本校）

 校内進路模試（商業２
年）

  第２回漢字検定  

萩西中
駅伝試走 全学年習熟度テスト  萩・阿武音楽会準備

花生けボランティア活動
萩・阿武音楽会
２・３年萩明倫学舎体験

３年租税教室
萩光塩学院オープンス
クール

萩市長杯バレーボール大
会　野田学園入試説明会
（生徒、保護者対象）

明倫小
職員会議１２月（５校時
授業）

児童クラブ学習支援 萩市小学校音楽会（市民
館）

ふれあい給食
クラブ活動

白水小
 わくわく参観日、秋祭り
バザー

 振替週休日：１１/５分 体重測定（低）
児童クラブ学習支援

 萩市音楽会 体重測定（中）  就学時健康診断　★ノー
残業デー

 

萩幼稚園
  体育教室（年長） お店ごっこ 誕生会　内科検診  参観日・保護者研修会  

萩光塩学院
幼稚園

 神さまの話 誕生会 警察署見学　てんしぐみ
(給食試食会）

避難訓練 体操教室　英語あそび(年
少）

 

山田保育園
 発育測定   秋の遠足(笠山)

お弁当の日
  

日の丸
保育園

  年長児お芋ほり にこにこday 体育教室・英語であそぼ
う

わくわく号移動図書館  

住の江
保育園

       

春日保育園
   弁当の日年長組親子バス遠足　目

的地　周南市徳山動物園
   

12 13 14 15 16 17 18

萩　高
通信制スクーリング  全校集会  　  ３年全統センタープレテ

スト　土曜開放

萩商工高
ものづくりフェスタ（山口）２
級建築施工管理技術検定試験
全商珠算・電卓検定

     計算技術検定  

萩西中
萩時代祭パレード（吹
奏楽）　長門市ソフト
テニス会長杯

校納金振替日 ３年総合学習郊外活動  　 期末テスト日程・範囲発
表

山口県中学校駅伝大会

明倫小

ふるさとまつり（パレー
ド）

朗唱視察訪問（ＳＹワーク
ス）
児童クラブ学習支援

校内授業研究会（図画工作
科）

明倫発表会リハーサル 明倫バザー前日準備
児童クラブ学習支援（児童館）

白水小
 体重測定（高） 学向推Ｒ（2165）

児童クラブ学習支援
校内授業研修会　校納金
振替日　わくわく号来校

読み聞かせ 木間小と交流（６年） 山田神楽舞

萩幼稚園
職場訪問 焼き芋party

体育教室（年中）
 避難訓練 明倫小学校交流会　内科

検診　世界の料理
 

萩光塩学院
幼稚園

神さまの話  七五三祝福式(萩カト
リック教会）

てんしぐみ　英語あそび
(年中・年長）

食育指導訪問 わくわく号　明倫小交流会(年長）  

山田保育園
  避難訓練 移動図書館

誕生会

  

日の丸
保育園

  レストランごっこ 　   

住の江
保育園

  七五三参り 　   

春日保育園
 発育測定 スイミング

萩西中学校ふるさと学習
来園

七五三参り クッキング（給食）  移動図書館
明倫小学校で１年生
と交流会（年長組）

 １１月１９日の「いい育児の
日」にちなんで、園庭開放をしま
す。

萩西中学校区
萩 し ら か べ ネ ッ ト カ レ ン ダ ー

1１月 

平成２９年度          〔共通テーマ〕 

     「きずなで育てよう 地域の子ども」 

萩高校：写真は、昨年８月４日に実施した静岡

県立韮山高校との交流会のときのものです本

年度は、１１月８日（水）に修学旅行団として、

２学年全員が来校をし本校体育館で交流会を

実施します。 
 

日の丸保育園：１０月
１５日（日）にウエルネ
スパーク体育館で「大
運動会」を行いました。
多くの観客の中、園児
たちは練習の成果を
発揮して最後までみん
なで力を合わせて一
生懸命頑張りました。 
 



日 月 火 水 木 24 土

19 20 21 22 23 24 25

萩　高
３年全統センタープレ
テスト

 第２回いじめ問題対策委
員会　スクールカウンセ
ラー来校日

 勤労感謝の日  土曜開放

萩商工高
ラグビー県決勝
日商簿記検定
危険物取扱者試験

 高等学校等学校訪問
（県教委）

  マラソン大会（ＡＭ） 勤労感謝の日  萩商工祭  萩商工祭（一般公開）

萩西中

萩市長杯争奪卓球大会
県鴻城体験学習講座

１年花一輪活動・SCを
囲む会

部活動停止～11/28  勤労感謝の日
むつみ縦走駅伝大会

オープンスクール①
生徒会役員選挙立会演説
会（午後）

オープンスクール②
人権参観日　教育文化講
演会　３年進路手続き説
明会（午後）

明倫小
わくわく明倫発表会・明
倫バザー

振替週休日 児童クラブ学習支援 職員研修・職員連絡会 勤労感謝の日 児童クラブ学習支援（明
倫）

白水小
 代表委員会　ALT来校

ＳＣ来校
児童クラブ学習支援  勤労感謝の日  ★ノー残業デー  

萩幼稚園
 寺院礼拝 体育教室（年長）  勤労感謝の日   

萩光塩学院
幼稚園

   英語あそび(年中・年
長）

バザー準備　英語あそび
(年少）

 光塩バザー(勤労感謝の
日）

 お弁当の日  

山田保育園

   子育て講座
給食試食会

勤労感謝の日 萩焼作り  

日の丸
保育園

  スイミング  勤労感謝の日 わくわく号移動図書館  

住の江
保育園

    勤労感謝の日   

春日保育園
  　  スイミング（年中組） 勤労感謝の日 誕生会  

26 27 28 29 30 　 　

萩　高
通信制スクーリング    第４回考査初日～12.6   

萩商工高
全商ビジネス文書実務
検定 　マイコンカーラ
リー中国大会

　 　 生徒会役員選挙（ＰＭ） 長北地区人権教育担当者
会議（本校：ＰＭ）

  

萩西中
11/25の振替休日 期末テスト①

専門委員会
ストーブ設置

期末テスト② 給食試食会
学校保健安全委員会
学校運営協議会

  

明倫小
川上小との交流学習 児童クラブ学習支援 校内研修（学力定着状況

確認問題の結果分析）
クラブ活動   

白水小
クラブ活動 学向推Ｒ（4321）

児童クラブ学習支援
職員会議 萩宝プロジェクト（６

年）

  

萩幼稚園
 体育教室（年中）  　   

萩光塩学院
幼稚園

 作品展 作品展 　   

山田保育園
   　   

日の丸
保育園

  お誕生日会 体育教室
英語であそぼう

  

住の江
保育園

   　   

春日保育園
 健康診断（年長・年中

組）
スイミング（年長） 避難訓練   

きずなで育てよう　地域の子ども！

　　　  萩西中学校区地域協育ネット　事務局
     　　　　萩西中学校　　（TEL）　０８３８－２６－２４２４
                     　　　　 (FAX)　 ０８３８－２５－０５７５
            　　　　 （E-mail）　haginishi@edu.city.hagi.lg.jp

     行事予定表のポップ字体は、各
幼・保・小･中でのコミュニティ・
スクールの取組を標記しています。 

明倫小学校：１０月１９日（木）、すこやか参観日として全学級
で「人権」にかかわる学習を行いました。多くのご家庭の方や
地域の方、学校運営協議会委員の方に授業を参観していた
だきました。どの学級の子供たちも参観してもらって普段以
上に頑張っていました。当日は、「第４回学校運営協議会」も
開催されました。学校運営協議会委員の方からは「落ち着い
た雰囲気で、子供たちもとてもよく頑張っていた。」などの感
想をいただきました。 

白水小学校：学校運営協議会主催の定置漁協体

験に参加しました。漁師さんたちの邪魔にならな

いように網を引き上げる様子を見せていただいた

り、とれた魚を使って、漁協婦人部の皆様にご指

導していただいたりしまして、食育の観点からも学

ぶことができました。 

萩光塩学院幼稚園：10月7日（土）天候不良のため、

萩光塩学院体育館で運動会を行いました。慣れない

場所での実施でしたが、これまで頑張ってきた練習の

成果を会場の皆様に見ていただけました。年長は、組

体操のフィナーレ、ピラミッドを見事に完成させました。 

萩幼稚園：ふるさと学習
として、古地図を元に自
分たちで地図を作り、実
際に城下町を歩いてみ
ました。昔の町並みがそ
のまま残っていることに
驚き、ふるさと萩の魅力
を感じることができました。
円政寺に寄り道して、ご
住職さんに様々な話をわ
かりやすく教えていただ
きました。金木犀の香り
の中、ゆっくりと歩きなが
ら、五感を通してふるさと
萩を満喫しました。 

春日保育園：１０月１４日（土曜日）萩まちじゅう博物

館の活動発表会オープニングに萩博物館前庭で年

長児が和太鼓演奏をしました。参加者の皆さんにたく

さんの拍手をいただき、園児にとっても嬉しい発表会

となりました。 
 

萩西中学校：１０月１１日（水）地域の方々による花生け活動を実施しまし
た。初回は、全教室やトイレに花を生けました。生けた花は生徒たちが取
りに来て、それぞれの場所に飾ってくれました。次回は１１月８日（水）１
３：３０～１４：３０に行いますので、気軽にどうぞご参加ください。お待ちし
ております。 
来る１１月３０日（木）１３：２０～１５：３０に学校保健安全委員会を開催し
ます。今回は、１０組のゲストティーチャーをお招きして、食や睡眠、アレ
ルギー、目や歯と口、心、人間関係等たくさんの講座を開いて実施しま
すので、ご参観のほどよろしくお願いします。 


