９月の行事予定
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夏から秋へ

全校朝礼 保護者会（１～３年）
移動教室前日健診（６年）

全校朝礼

校長

（火） 移動教室始（６年）

１１日

（水） ４時間授業

１２日

（木）

１３日

（金） 移動教室終（６年）

１４日

（土）

子」の中に、「夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ蛍の多く飛びちがひたる。また、

１５日

（日）

ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りていくもをかし、雨などの降るさへをかし。秋は

１６日

（月）

１７日

（火）

１８日

（水） 計測（６年）

に鳴いている様子や風の音や草の中の虫の音に耳を傾けて季節の移ろいを感じてみてはい

委員会発表集会
水泳指導終
（木）
計測（５年）
クラブ活動
学校公開（始）
おなか教室（１年）
（金）
東京ガス出前授業（５、６年）
学校公開（終）
土曜授業日
（土） セーフティ教室（５、６年）
学校説明会（新１、７年生）１４：００～ホール

かがでしょうか。

２０日
２１日

号

白金の丘小学校・白金の丘中学校

安全指導

１０日

１９日

５

始業式 避難訓練（集団下校）

伊

藤

俊

典

夏休みが明け、９月になり、２学期が始まりました。児童・生徒の元気な様子が伺わ
生徒会役員選挙

れ嬉しく思います。
この夏は昨年同様、猛烈な暑さでした。平安時代に清少納言によって書かれた「枕草

夕暮れ。夕日のさして山ぎ端いと近うなりたるに、烏のねどころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛びい

敬老の日

そぐさへあはれなり。まいて雁などのつらねたるが、いと小さく見ゆるはいとをかし。日入り果てて、風の音、
虫の音など、はた言ふべきにあらず。」とあります。夏から秋へ変わるこの季節、蝉が行く夏を惜しむかのよう

学校公開（始）

後期専門委員会①

土曜授業日
学校公開（終）
セーフティ教室
学校説明会

さて、８月３０日（金）から９月５日（木）までは、国が定めている防災週間です。その
ため、首都直下地震等の災害が想定される状況の下、本校では９月２日（月）に引き渡し訓
練（小学校）や集団下校訓練（中学校）を行います。毎月行っている避難訓練の成果を生か
して、万が一の時には、全員が冷静に迅速に行動し安全確保を行えるように準備をしていき

２２日

（日）

２３日

（月）

２４日

（火） 計測（４年） 新時間割始 サントリー水育出前授業（５年）

中間考査

２５日

（水） 計測（３年）

中間考査

秋分の日

たいと考えています。保護者の皆様にも御多用の中を御協力いただきますことに感謝を申し
上げます。

２６日
２７日

体育朝会
計測（２年）
（木）
写真美術館見学・体験（５-１,５-２）
なかよしタイム
計測（１年）
（金）
写真美術館見学・体験（５-３）

２８日

（土）

２９日

（日）

３０日

（月） 児童集会

今日から始まる２学期は９月から１２月までの４か月間あり、夏から秋、そして冬へと季
節も変わっていきます。１学期で大きく成長しましたが、２学期はさらに発展させて、様々なことに、より大き
な成果を出せるように頑張ってほしいと思います。

後期専門委員会②

そのために、授業に真剣に取り組みましょう。宿題などの提出物を必ず出し、授業中は積極的に活動や発言な
どをして授業の内容が分かるようにしていきましょう。その上で家庭での復習も大切ですし、テスト前には準備
をしっかりと行うなど地道な努力を毎日積み重ねて学力を高めていきましょ
う。学習以外でも、２学期は学校行事、港区の連合行事、部活動、児童会・生

（１－６年）
・きまりのある生活をしよう

９月の生活目標
（７－９年）

・２学期の計画、目標を立てよう
・基本的な生活習慣を再確認しよう

徒会活動などにも一生懸命に取り組んで、小学生や中学生として一生の記憶に
残るような達成感や満足感を味わってほしいとも思います。学校行事などに積
極的にチャレンジしましょう。２学期の目標を持ち、１日１日を大切にして努
力をして、
「実りの２学期」をめざして活躍することを心から期待しています。
《美術部生徒作品》

6 月末に高輪警察署の方に来ていただいきセーフティ
ー教室を行いました。自分たちで遊びに出かけることも
増える 3,4 年生。自分たちの自転車の使い方を振り返り
ながら、改めて交通ルールを学びました。キックボード
などが「おもちゃ」に分類され、公道の移動には使って
はいけないことを知り、驚いている児童も多くいまし
た。知っているようで実はあいまいな交通ルール。ご家
庭でも確認してみてください。

８年生は７月２６日から２８日まで３泊４日、新潟県上越市で「夏季学園」を行いました。
１日目は、森の学校「キョロロ」にて自然体験プログラム、２日目はグリーンパークトレッキング、
工芸体験、３日目は農村生活体験で民泊を体験しました。生徒たちは自然の中でどんな体験をしたので
しょう。五七五で感想をつづります。

１日目
森の中 不思議がいっぱい 楽しいな

小中一貫教育校である白金の丘学園では、５・６年生が中
学校の部活動を体験することができます。今年度は、来年中
学校に進学する６年生のために、白金の丘中学校の部活動を
公開しました。聞いたことや、何気なく練習の様子を見た事
がある６年生の児童にとっては、部活動ならではの雰囲気を
間近で体験することができ、興味をもって見学しました。各
部活動の部長からは主な活動の内容などを説明してもらい、
うなずきながらしっかり話を聞いていました。白金の中学校
の生徒たちも、笑顔で迎え入れたり、真剣に練習に打ちこん
だりと立派な姿で取り組んでいて、実りのある時間になりました。

蛇を見て 首に巻いて 怖かった
森の中 マイナスイオン 感じれる
虫の声 自然の中で 音を聞く
茎は赤 触れたらかぶれる モリウルシ
美人林 通ったら美人に なれるかな
夜闇に 輝き放つ ホタルたち
森の学校「キョロロ」にてブナ林散策
２日目
山登り かぶれる草が 怖かった
ブナ林 美しい世界が 見えるかな
山登り 自然を感じる 良い機会
涼しげに 木漏れ日漏れる 夏の山
ハイキング ぬかるみハマって さあ大変

６月下旬に、なかよし（たてわり）班による子どもまつりが行われました。体育館と柔剣道場に
分かれ、各班の工夫が詰まったお店を出し合い、全校児童で楽しみました。今回は、開校５周年記

コシヒカリ つやつやもちもち ああうまい
明日から 民泊手伝い 頑張るよ
菱ヶ岳にてトレッキング

念子どもまつりにちなみ、「わくわく５秒ストップ」では５秒ぴったりにストップウォッチを止め
たり、
「キラキラ５ブラックボックス」では５秒以内に箱の中身を当てたりと、
「５」にまつわるお
店の名前にしたり、ゲームをしたりするお店も多くありました。
今回のまつりを通して深めた交流を、これからなかよし班活動に活かしていってほしいです。

３日目
夕飯の おかずのための 魚釣り
初畑 努力した分 腹減った
民泊の 家の近くに 海がある
みずみずしい 割れたスイカは 夏の味
光るもの それはおいしい 野菜たち
星空と 線香花火 きれいだね
スイカ割 花火バーベキュー 楽しいな
民泊先にて野菜の収穫

自然の豊かさと、人の優しさに触れた４日間でした。
この夏の経験は大きな成長につながることでしょう。

