10月の行事予定
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都民の日

（火） 安全指導 お店体験（３年）

３日 （水） なかよし班活動

図工校外学習（５年）

安全指導

（木） 理科見学（４年）

５日

（金） 避難訓練（６時間目→地域班下校）

図工校外学習（５年）

避難訓練（６時間目）
英語検定１６：００～
区民まつり
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区民まつり

（日） 区民まつり
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１日１日を大切に過ごしましょう

（火）

校長

１０日 （水） 体育朝会

社会科見学（４年）

１１日 （木） 生活科見学（１年）
１２日 （金） 保護者読み聞かせ
１３日 （土） クラブ活動

区連合体育大会（８年）

俊 典

敏行)という歌があります。この季節の素晴らしさははるか昔から人々を魅了してきました。ま
薬物乱用防止教室
学校説明会 ＰＴＡもちつき

た、英語で秋は「autumn」が使われますが、この言葉の語源は、ラテン語からで「収穫期」とい
う意味だそうです。暑過ぎず、寒過ぎず、何をするのにもほどよい季節の秋、そして、学習、

１４日 （日）
１５日 （月）

藤

になりました。古今集に「秋きぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞ驚かれぬる」(藤原

まちたんけん（２年）
ＰＴＡもちつき

伊

つい１か月前には、蝉の鳴き声が盛んに聞こえていましたが、今は秋の虫の音が聞こえる季節

区音楽交歓会（吹奏楽部）
保健歯科指導（７年）

まちたんけん（２年）

号

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

後期生徒総会

６日 （土） 区民まつり

６

白金の丘小学校・白金の丘中学校

色覚検査（４年）

４日

９日
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１日 （月）
２日
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全校朝礼 盲導犬キャラバン（４年）
コミュニケーション講座（２，３時間目）

１６日 （火） 区連合運動会（６年）
１７日 （水） 委員会発表集会

スポーツ、芸術、読書など様々な分野で収穫(実り)の多い秋になります。

全校朝礼
⑥進路説明会
学芸発表会練習期間

お店体験（３年）、理科見学(４年)、社会見学(４年)、盲導犬キャラバン(４年)、図工校外学習(５年)、港区連

個人面談（５－３、６年のみ）

１８日 （木） 生活科見学（１年）

１０月には、毎日の授業の他に、小学校では、生活科見学(１年)、まちたんけん(２年)、生活科見学(２年)、
合運動会(６年)などがあり、さらには１１月の学芸会の練習や準備も始まります。中学校では、後期生徒総会、

予備日

港区連合体育大会(８年)、港区音楽交歓会(吹奏楽部)、薬物乱用防止教室、進路説明会(９年)、眼科講話などが

１９日 （金） 生活科見学（２年）

漢字検定 １６：２０～

あり、さらには、１０月２７日(土)の学芸発表会に向けての練習や準備が始まります。

２０日 （土）

「学習」ということでは、やはり授業が大切です。小学校６年間、中学校３年間の計９年間はあっという間に

２１日 （日）

過ぎ去っていきます。今の学年で学習することは、今の学年でいるうちに身に付けていきたいものです。そのた

２２日 （月） 個人面談①

めには、やはり毎時間の授業に真剣に取り組むことが大切です。涼しい秋だからこそ、学習に打ち込んでみまし

午前授業

２３日 （火） 区連合運動会予備日（６年）

ょう。

個人面談②

２４日 （水） 委員会発表集会

午前授業 （⑤８ー１研究授業）

授業に加えて、小学校の連合運動会（６年）、中学校の連合体育大会（８年）があり、それぞれが区

２５日 （木） 個人面談③

内全校の６年生・８年生(中学校２年生)と一緒に、日頃鍛えた成果を発揮する絶好の機会となります。

２６日 （金） 個人面談④

また、小学校のクラブ活動や中学校の部活動も様々な活動が予定されています。「体力は人間の活動の源」と言

２７日 （土） 土曜授業日（３時間授業）

学芸発表会（給食あります）

２８日 （日）
２９日 （月） 全校朝会

われています。授業やその他の機会に運動をすることで体力向上を図っていきましょう。
「芸術」ということでは、図工や美術、音楽の授業に加えて、学芸会・学芸発表会、図工校外学習(５年)、中

個人面談⑤ ５時間授業

３０日 （火）
３１日 （水） 体育朝会

「スポーツ」ということでは、９月までは水泳で活躍しましたが、１０月には体育や保健体育の

振替休日
眼科講話（８：２５～８：３５）ホール

午前授業

午前授業

※小学校の個人面談日は、１～ ６年 生 ４時 間 授 業 で す 。

１０月の生活目標
・すすんで体をきたえよう

「読書」ということでは、今も毎日、学校の図書室は盛況ですが、さらに、朝読書の機会に本をた
くさん読んでみてはいかがでしょうか。秋は読書にふさわしい季節と言われます。好きな本を見つけ、
じっくりと読んでみませんか。また、１冊の本を何回か読み返してみるのも考えが深まってよいと思

担任の出張等により、学級ごとに日程が異なりますので、詳しくは個人面談のお知らせをご覧ください。

（１－６年）

学校音楽交歓会（吹奏楽部）などがあります。

（７－９年）
・ 協力と責任をもち、委員会や学級活動に
積極的に取り組もう
・冬の標準服を整えよう
・行事に積極的に取り組もう

います。
秋の日の１日１日を大切にして、本校で学ぶ全児童・生徒にとって収穫期であるように、この１０月の教育活
動を充実させていきたいと考えています。

９月５日港区スポーツセンターにおいて、港区立中学校１０校による水泳記
９月１１日（火）に４年生はみなとリサイクル清掃事務所の方々をお迎えして、地域のごみの分別や収
集について学習しました。この日は、内部が見える透明な清掃車を用いて、清掃車の仕組みやその仕事
にまつわる苦労、気をつけていることなどを教えていただきました。また、ホールでは家庭で出るごみ
の分別についてクイズを交えて楽しく学ぶことができました。不燃ごみや資源ごみなど、普段はあまり
意識しないごみの分別に真剣に取り組み、身の回りのごみへの理解を深めることができました。

録会が行われ、全校生徒の中から１７名が選手として参加しました。１学期か
ら保健体育科の授業、夏季の水泳教室、放課後練習などで練習をし本番に臨み
ました。当日、選手は練習の成果を存分に発揮し、上位入賞、自己ベストを更
新することができました。結果は、次の通りです。
第２位 １年男子５０ｍ平泳ぎ（７年）
第３位 共通男子５０ｍバタフライ（７年）共通女子５０ｍ背泳ぎ（７年）
３年女子５０ｍ平泳ぎ（９年）

２００８年の北京オリンピックの４×１００Ｍリレーで銅メダルを獲
得した、塚原直貴選手が講演と実技指導をしてくださいました。塚原選
手の選手としての生き方を学ぶことができました。楽しむために走って
いたことや選んだ道に責任を持つことなど塚原選手の言葉がとても印象
的でした。５時間目６時間目に、全学年が塚原選手から、走り方などを
教わりました。初めてのことでしたが、楽しそうに体を動かしていまし
た。最後は、生徒の数名が塚原選手と５０Ｍ競争をして塚原選手の速さ
３年生は、社会科の学習でスーパーマーケット見学に行きました。普段買い物をしているスーパーマー

に驚いていました。大変貴重な体験でした。

ケットも、学びの視点をもって見ると新しい発見がたくさんあります。子供たちは、陳列されている商
品や、お店のようす、働くお店の人から見て学び、
「どんなことに気を付けていますか？」
「大変なこと
は何ですか？」など質問して学びました。また、お店の方のご協力で、バックヤードに入らせていただ

９月１３日（木）ホールにて、後期生徒会役員立会演説会および選挙を

き、臭いや温度(マイナス 20 度以下の冷凍庫！)も体感させていただきました。お店で働く人の仕事や思

行いました。後期生徒会役員選挙は、９月３日に告示され、会長候補１名、

いをたくさん知って、教室でもまた学び合います。

副会長候補２名、書記候補１名がそれぞれ立候補し、選挙戦に臨みました。

総合的な学習の時間には、白金北里通り商店会と白金商店街の商

玄関前で、朝の選挙運動をし、ポスターや選挙公報などで自らの考えや公

店でお店体験をします。地域の皆さんに支えられ、ご協力の中で

約を訴えました。また、立会演説会では、応援責任者とともに壇上で、演

３年生は学んでいます。ありがとうございます。10 月 2 日に行う

説をしました。立候補者は、自分の思いや考えを訴え、応援責任者は、立

お店体験も子供たちは楽しみにしています。かわいい店員がいる

候補者の人柄や的確さについて訴えました。演説会後投票になり、投票箱

かもしれません。ぜひお店を覗いてみてください

や記載台は、港区選挙管理委員会様より実際の選挙で使用しているものお借りして、実施しました。生徒は、
投票用紙に自分の意思を記入し、投票箱に入れました。信任された生徒会役員を中心に、よりよい学校生活
を送れるよう生徒会活動を実施してほしいと思います。
≪平成３１年度

特別支援教室の通室及び学習支援員の配置の申込みについて≫

発達について気になる児童・生徒を対象に、生活面や学習面での困難を克服・改善するための指導を行うた
めに、本校において通室指導を行う特別支援教室（けやきルーム）を開室しております。
9 月 11 日から 4 日間。6 年生は移動教室に出かけました。今回の移動教室のめあて
は集団生活のルールを守り、楽しみながら学習を行っていくことでした。ニコニコ

また、通常の学級の教室内での一斉指導において、苦手な部分を補うために、個別的な支援を行うために学
習支援員を配置しているところです。

学園では、部屋長を中心にして、時間を守って行動したり、生活のルールを見直し

現在、これらの支援を受けておらず、今後、特別支援教室の通室あるいは、学習支援員の配置を希望される

たりして過ごすことができました。食事係・レク係・生活係・保健係もそれぞれの

保護者の方は１２月１０日（月）までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長に御相談ください。

役割を果たし、どのプログラムでも時間通りに進み、余裕をもって学習を行いまし

※なお、来年度も継続して特別支援教室の利用や学習支援員の配置を希望される保護者の方につきましても、

た。1 日目の室内レクや毎日の食事、そして 3 日目の課題別学習など様々な活動で
子どもたちの成長が見られ、実りのある移動教室になりました。課題別学習の報告
会は学校公開でも行い、これからの学習につなげることができました。

１２月１０日（月）までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長に連絡してください。
特別支援教育コーディネーター
小学校：金木真澄、山﨑章義

ＴＥＬ ０３－３４４１－５３６３(小学校)

中学校：福田夏子、上野好喬

０３－３４４１－５３６１(中学校)

副校長 久野真紀、渡部理恵子、相田雅行

