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今年は、６月でも暑さが厳しい日があり、７月はより一層厳しい暑さとなることが予想され

避難訓練 補充教室参加者事前指導

夏季水泳（前期）
１、３、５年→ ２３（火）、２５（木）、２９（月）、３１（水）
８月２（金）検定日
２、４、６年→ ２２（月）、２４（水）、２６（金）、３０（火）
８月１（木）検定日

１２日（月）～２１日（水）

教育目標
○相手を思いやり 礼節ある人
○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
℡ 小学校 3441-5363 中学校 3441-5361
Email sirokanenooka-ej@minato-tky.ed.jp

ます。今は梅雨前線が活発に活動していますが、本格的な夏の到来も近付いている気がします。
さて、６月２０日にＮＢＡアメリカプロバスケットボールのドラフト会議がニューヨークで行われ、アメリカ

終業式 中学校朝礼 大掃除 教育実習終 給食終
２０日（土） 夏季休業日始
２２日（月）～３１日（水）三者面談

合衆国のゴンザガ大学でプレーしていた日本の八村塁選手が１巡目でワシントン・ウィザーズから全体９位で指

２２日（月）～２５日（木）９：００-１１：００夏季補充教室

ルのコーチに「全てはコーチから始まりました。」という報告の電話をしているのがニュースで流れ、恩師が涙

２２日(月）～２４日（水）１３：００-１５：００プール教室

名を受けました。八村選手は、「将来、ＮＢＡを目指しなさい。」と言ってくれた中学校時代のバスケットボー
を流して喜んでいたのは感動的でした。中学校時代のコーチはことあるごとに「ＮＢＡ」という言葉を使って励
まし続けたそうです。八村選手もいつしか「ＮＢＡ」が夢となり、練習に練習を重ね、今回、本当に夢を叶える

２５日（木）夏季学園事前指導・検診（８年）

ことができたのです。八村選手の快挙からは、夢を持ち続けることの大切さを教えてもらいました。

２６日（金）～２９日（月）夏季学園（８年）

それと同時に、自分の可能性を信じてくれる人の存在は、夢の実現に向けての信念を貫くための原

学力アップ特別講座
２２日（月）～２６日（金）１４：００-１６：５０ （第１期）
２９日（月）～８月２日（金）１４：００-１６：５０ （第２期）

８（木）夏季学園事前検診（５年）
９（金）～１１（日）夏季学園（５年）

８月

４

白金の丘小学校・白金の丘中学校

夏季学習
１、３、５年→ ２２（月）、２４（水）、２６（金）、３０（火）
２、４、６年→ ２３（火）、２５（木）、２９（月）、３１（水）
２０日～３１日
８月１日・２日

第

全校朝礼 中学校朝礼 教育実習開始

動力になるものだと改めて考えさせられました。八村選手のＮＢＡでの活躍を心から祈念します。
児童・生徒の皆さんにも、夢や目標を持ち続けることの大切さを改めて認識してほしいと思います。特に、９
年生と６年生は進路選択の大切な時期になっています。夢を実現するために、この夏は大切な期間です。努力を
積み重ねることが夢を実現する唯一の方策です。暑さ対策を十分に行い、頑張ってほしいです。

「学校閉鎖期間」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（木）、２６（月）、２８（水）検定日
２、４、６年→ ２３（金）、２７（火）、２９（木）検定日

今月は、１９日（金）に終業式があり、夏季休業日が始まります。終業式では通知表を渡します。児童・生徒
の皆さんにとって１学期の学習などへの成果が分かるものです。テストだけでなく、日頃の授業での学習への取

２８日（火）～２９日（水）９：００－１１：００夏季補充教室

組や提出物、技能のテスト、作品など幅広い資料を基にして評価を実施しています。通知表を見て大切なことは、

３１日（金）夏季休業日終

評価・評定で一喜一憂することではありません。自分が１学期間どのように学習に向き合ってきたのかを冷静に

３１日（金）夏季休業日終

振り返り、それを基にして今後どうしていくのかを明確にし、実行していくことが大切です。ま

９月２日（月） 始業式、３時間授業後、引き渡し訓練（１～６年）

始業式、３時間授業、集団下校訓練（７～９年）

た、夏季休業は大きなチャンスです。使い方を工夫し努力することで有意義なものになります。

９月３日（火）

給食始

是非、工夫して過ごしてほしいです。

給食始 安全指導

７月の生活目標

（１－６年）
・後片付けをきちんとして、
学校をきれいにしよう

（７－９年）

・１学期を反省し、夏休みの計画を
しっかり 立てよう

１年生から９年生までの全学年の児童・生徒の皆さん、７月は１学期のまとめの時期であると
いうことを意識して、毎日の授業を大切にしていきましょう。また、水泳指導も始まっています。
安全に気を付けながら、目標に向けて頑張りましょう。そして、体調管理に気を付けて過ごし、
暑さに負けずに夏を元気に過ごしていってほしいものです。

５月３１日（金）～６月３日（月）
6 月 20 日は開校記念日でした。令和元年の今年

嵐・牛・林…そしてほうとう

は、白金の丘学園 5 周年でもあります。そこで、
白金の丘学園の誕生日を祝って 5 周年記念集会が 6 月 19 日（水）朝日新聞社の方をお迎えして、出
開かれました。

前授業が行われました。国語の「新聞を読もう」の

小学校中学校の子どもたちが一堂に会し、
前半は 学習としてお呼びしたのですが、他の教科に関連す
学園ができるまでの歴史や校章や校歌に込められ

る学びも多く、とても有意義な時間となりました。

た意味などについて、スライドを上映し、生徒会の

実際の新聞ができていくまでのお話を通して「相手

生徒が解説をしました。開校当初に比べて、児童、 の話の聞き方・要点を押さえてのメモの仕方・その
生徒数も増えていることが、グラフなどでよくわか 取材をどうまとめ、文章、紙面にしていくか」など

１日目

りました。後半は、小学校の代表委員会の児童によ を学習しました。

７年生は、長野県の野辺山・八ヶ岳方面に３泊４日の移動教室にい行ってきました。１日目は悪
天候の中、車山ハイキングを頑張り、自然の厳しさを感じた１日でした。

る 5 周年クイズで盛り上がりました。校長先生か

最後には実際の取材の練習として「突撃、となり

ら、ＰＴＡの方か

の晩御飯」と題して、身近な扱いやすい題材を取り

らいただいた記

上げていただ

念品の紹介もあ

き、楽しく学習

りました。これか

を終えました。

２日目

午前中は飯盒炊さん、午後は滝沢牧場にてぼくじょう体験をしました。滝沢牧場では、「命の授
業」を通して、動物の命をいただいて私たちは今おいしい牛乳やお肉を食べることができている
ということを学びました。

３日目

八ヶ岳農業実践大学校にて、午前中は森づくり、午後は４つのワークショップに分かれ、普段の
生活では体験できないことを学びました。

らもより良い学

体験内容：きのこ（出荷まで体験）
・ハーブ（様々なハーブの種類を学習）
・森林（２０Ｍほどの

校を作っていき

ところまでのぼり枝を切る体験）・ジャム（野菜のジャム作り）

ましょう。

４日目

ほうとう作りをしました。山梨県の特産であるほうとうを初めて作る生徒も多かったですが、皆
上手に役割分担しながら作っていました。

長野県・山梨県の自然や特産物に触れるだけでなく、集団で協力して行動すること、時間を守り行動すること、
周りへの感謝の気持ちを忘れないことなど普段の学校生活で大切なことを学んだ４日間でした。

3 年生は今、

６月１０日（月）～１２日（水）

4 年生は社会の学習で、
「水」について学習をし

社会科で港区

ています。6 月 19 日（水）には、水道キャラバン

について学習

９年生は奈良・京都へ修学旅行に行ってきました。

の方々をお迎えして、
水道の役割や水道に水が届く

しています。そ

１日目から班行動をし、自分たちで計画したスケジュールで興福寺や

までの仕組みなどを教えていただきました。映像を

の一環として、

伏見稲荷大社などを見学しました。夕食後には全員で加飾塗り体験をし

通じて、
まるで探検するかのように水道施設を学習

社会科見学で

ました。

することができて、子供たちもとても楽しく取り組

は港区巡りを

２日目も班に分かれ、京都を回りました。清水寺のほか三十三間堂や

んでいました。

しました。東京

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。夕食は京料理

水をきれいにする実験では、薬品を使って水の中

タワーから、港区とその周辺の町の様子をみて「高

を食べ、京都の食文化に触れることもできました。

のごみを固めた

いビルがたくさんあるよ。
」
「東側には海がある。お

３日目は、班でタクシーに乗り金閣寺や北野天満宮など、２日目より

り、砂地に通し

台場が見えるよ。
」と、いろいろな発見をしていま

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

てろ過したりし

した。その後バスで区内をぐるりと回り、数々のビ

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。

て、浄水場の仕

ル、迎賓館や新橋駅を見て、レインボーブリッジを

組みを学び、感

渡ってお台場まで行きました。実際に見た経験をも

心していまし

とに、港区パンフレットを作成する学習につなげま

た。

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。

