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７・８月の行事予定
１－６年
１日
２日
３日
４日

（日）
（月） 全校朝礼 安全指導 保護者会（１～３年）
（火） 図工校外学習（６年）
（水） たてわり班遊び（なかよしタイム）

５日

（木） 都学力調査（５年） 保護者会（４～６年）

６日
７日
８日
９日
１０日
１１日
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）

１７日

（火） 避難訓練 オリンピック講話（５・６年）

１８日
１９日
２０日

（水） 音楽朝会
（木） 給食終 夏季学園事前検診
（金） 終業式 大掃除
２１日（土） 夏季休業日始

平成 30 年 6 月 29 日

７－９年

第

全校朝礼 安全指導

教育目標
○相手を思いやり 礼節のある人
○自ら学び 自ら考え 自ら行動する人
○よく運動をし 強い心と健康なからだをつくる人

都学力調査（８年）
木育（７年１組３，４ｈ、７年２組５，６ｈ）

委員会活動（４年生５時間授業）

全校朝会
演劇鑑賞教室（6年） 理科観察（４年） とうもろこし皮むき（２年）

クラブ活動
保護者読み聞かせ 校外学習（４年）

オリンピック講話（６ｈ）
避難訓練

夏季学習

１、３、５年→２３（月）、２５（水）、２７（金）、３１（火）
※５年生は２３日（月）はありません。

夏を楽しく元気に
校長

伊

藤

俊

典

梅雨の晴れ間に厳しい暑さを感じるこの頃です。サッカーの第２１回ワールドカップ（Ｗ杯）
ロシア大会で、日本は強豪国を相手に大健闘しているのは嬉しいニュースです。
さて、６月を振り返ってみますと、日常の授業以外にも様々な学校行事等がありました。６月１日（金）～３
日（日）には、９年生の修学旅行（奈良・京都方面）があり、世界遺産の多い奈良と京都で事前学習を生かした

２３日（月）～２７日（金）三者面談

面）があり、大自然の中で登山・飯盒炊さん・うちわ作り・そば打ち体験・林業体験・酪農体験などの体験活動

２３日（月）～２６日（木）９：００－１１：００夏季補充教室
２３日(月）～２５日（水）１３：００－１５：００プール教室

夏季水泳 （前期）
１、３、５年→２４（火）、２６（木）、３０（月）、８月１日（水）
２、４、６年→２３（月）、２５（水）、２７（金）、３１（火）

Fax 小学校 3441-0762 中学校 3441-0761
HP http://sirokanenooka-ej.minato-tky.ed.jp

給食終
終業式、大掃除
２１日（土） 夏季休業日始

２、４、６年→２４（火）、２６（木）、３０（月）、８月１日（水）

２１日～３１日

℡ 小学校 3441-5363 中学校 3441-5361
Email sirokanenooka-ej@minato-tky.ed.jp

８年職場体験（１日目）
８年職場体験（２日目）
８年職場体験（３日目）
保護者会（ホール）

海の日

号

白金の丘小学校・白金の丘中学校

木育（７年・４ｈ）

中学校合同説明会（赤坂区民センター）

４

２７日（金）夏季学園事前指導・検診（８年）
２９日（日）～１日（水）夏季学園

見学や体験活動などを行いました。また、６月１５日（金）～１８日（月）には、７年生の移動教室（八ヶ岳方
を行いました。晴天に恵まれて楽しくも充実した４日間でした。この他、３年生の社会科見学、水泳指導開始、
セーフティ教室、進路説明会、期末考査、子どもまつりなどがありました。
７月は、１学期のまとめの月です。２０日（金）の終業式には通知表を渡します。通知表をよく見て、１学期
における自分の学習の達成状況を把握しておきたいものです。自分を知ることが成長の第一歩となります。何が
できて、何ができていないのか、これを知ることが成長につながります。
終業式の翌日から夏季休業日が始まります。この期間は、様々なことにチャレンジしたいものです。まずは、

学力アップ特別講座
２３日（月）～２７日（金）１４：００－１６：５０ （第１期）

小学校では、担任の先生から出される課題を中心として学習に取り組んでほしいです。中学校では、各教科の担
当から出される課題を中心として、さらに自主的に１学期の復習や２学期の予習などを毎日、計画的に行い、実

３０日（月）～８月３日（金）１４：００－１６：５０ （第２期）

力を付けていってほしいと思います。
学校では、児童・生徒の皆さんの学習支援のために、夏季補充教室・夏季学習、水泳教室を行い
ます。また、５年生（箱根方面）と８年生（新潟方面）は、夏季学園もあります。豊かな自然環境

９日（木）～１９日（日）
８月

９月１日（土）
９月３日（月）

節電期間のため閉庁 （学校は開いていません）

夏季水泳 （後期）
１、３、５年→２２（水）、２４（金）、２８（火）、３０（木）
２、４、６年→２１（火）、２３（木）、２７（月）、２９（水）
３１日（金）夏季休業日終
始業式、４時間授業、引き渡し訓練（１～６年）

の中で様々な体験活動を行います。都会を離れ、友達と寝食を共にすることで、今まで以上に豊か
な人間関係を築いていってほしいです。８年生は、農家に泊まって過ごすという農家民泊も行いま
す。

２８日（火）～２９日（水）９：００－１１：００夏季補充教室
３１日（水）夏季休業日終
始業式（３時間授業）、集団下校訓練（７～９年）

さらに、中学校では夏季休業中に部活動もあります。それぞれの部の計画に沿って積極的に活動
してみてはいかがでしょうか。
なお、夏季はエネルギーの需要が増大するので、特に省エネルギーを行うことが大切です。本校では、港区の
方針に基づいて、８月９日（木）から１７日（金）までを節電対策強化週間と設定し、この間の教育活動は極力

給食始

７月の生活目標
（１－６年）

（７－９年）

・後片付けをきちんとして、学校を
きれいにしよう

・１学期を反省し、夏休みの計画を
しっかり 立てよう

行わず、職員の出勤も必要最小限にする予定です。保護者・地域の皆様・関係の皆様には、御理解と御協力をよ
ろしくお願いいたします。
７月７日は、七夕です。児童・生徒全員の夢や願いが叶うことを祈っています。
これから、１年のうちで最も暑い日が続きますが、健康管理に気を付けて、夏を楽し
く元気に過ごしましょう。

６月１５日（金）～１８日（月）

たくさんの

本校の水泳学習は、室内プールのため天候に左右されずに予定通り、理想的な環境で
水泳の技能向上に取り組むことができます。今年も安全に充分な配慮をしながら、それ
ぞれの児童の目標に合わせて指導ができるようにして参ります。
子どもたちにおいても自分のめあてをもち、水泳級における次の課題を意識しながら
練習に取り組めるように指導しています。1 学期、及び 2 学期の授業内での検定のほか
に、夏季水泳教室においても、2 回の検定日があります。夏季水泳教室は、前期と後期
を合わせると検定日も含めて８回の学習機会があります。できる限り参加して、自らの
目標近づくための練習を積んでください。
生涯体育として、健康増進にも役立つ水泳に親しんでもらいたいと思います。

いい体験

ありがとう

～５・７・５で綴る４日間～

１日目

２日目

３日目

６月１日（金）、４年生は東京都水道局の方々をゲストティーチャーに迎え、水道に
関する学習を行いました。子ども達は、普段何気なく使っている水道水が、実は大変な
手間のかかったものであることに驚いていました。また、実験を通して実際に水の浄化
をすることで、劇的な変化を目の前で体験することができました。

４日目

うちわでね

色が咲く

初めての

はやめの夏を

個性あふれる

仲間と泊まり

楽しんだ

和紙うちわ

笑顔増す

カレー作り

山登り

山登り

みんなで協力

３回登って

自然に触れて

おいしいな

アイスだわ

生かされる

林業で

今までで

切る事も

登った高さは

初体験の

植えるも全て

８メートル

乳搾り

森づくり

そば作り

絶品の

最終日

大変だけど

そばができた

みんなの絆が

楽しいな

よ

深まった

一万円

６月１日（金）～３日（日）

Let’s Enjoy the Culture～深めよ絆・感じよ歴史～（修学旅行スローガン）
９年生は奈良・京都へ修学旅行に行ってきました。１日目は、奈良の
東大寺や法隆寺を見学しました。ガイドさんの話に熱心に耳を傾ける姿
が印象的でした。

※他への転用はご遠慮ください。

２日目は班に分かれ、京都を回りました。奈良から京都に向かうコー
スなので、宇治の平等院や伏見稲荷大社に訪れる班が多かったです。京
都市内では清水寺のほか三十三間堂や八坂神社など班員で事前に決め
たコースを見学しました。宿舎に戻って、「三十三間堂の千体千手観音

6 月 22 日（金）、3 年生は、バスに乗り社会科見学に行ってきました。3 年生になっ
てスタートした社会、子どもたちは自分たちの地域のまち探検から始まり、港区に範囲
を広げて学んでいます。今回の社会科見学では、東京タワーに上って港区やその周りに
６月１５日（金）～１８日（月）
広がる街並みを見ることと、バスで港区全域を巡り、様々な建物や街の様子を見ること
ができました。「北側にはスカイツリーが、南側に学校が見えるよ！」
と、東京タワーでは方位を意識して記録しました。午後
はレインボーブリッジを渡って潮風公園へ行き、梅雨の
～５・７・５で綴る４日間～
晴れ間の青空のもと、力いっぱい学級遊びを楽しみまし
た。見たことをこれからの社会の学習や学校生活に生か
していってほしいと思います。

たくさんの

いい体験

ありがとう

立像に感動したよ！」、
「天井に矢が刺さっていたよ！」などその日感じ
たことを部屋の仲間と語らっていました。夕食後には友禅染の体験もし
ました。
３日目は、班でタクシーに乗り金閣寺や龍安寺など、２日目より遠い
場所へ見学に行きました。タクシーの運転手さんからは、教科書では学
ぶことができないようなお話を聞くことができたようです。
３日間を終え、日誌にはクラスの仲間の素敵な一面がいくつも書かれ
ていました。歴史を肌で感じ、仲間との絆も深まった３日間になりまし
た。

