１０月の行事予定
１－６年

令和元年 9 月 30 日

７－９年

第

都民の日

１日 （火）
２日

港 区 立 小 中 一 貫 教 育 校

（水） 安全指導 ４時間授業

３日 （木） 生活科見学（２年）

研究授業（５－３）

自転車安全教室（３年）

４日

避難訓練（６校時→地域班下校）
（金）
総合 お店体験（３年）

５日

（土） 土曜授業日

クラブ活動（４校時）

安全指導

（月）

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

土曜授業日 学校説明会

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

全校朝礼
理科見学①（４年）

学びを大切にする

（水） 委員会活動（６校時）

区連合体育大会（８年・駒沢陸上競技場）

校長

１０日 （木） なかよしタイム
１１日 （金）

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

全校朝礼

８日 （火）
９日

号

白金の丘小学校・白金の丘中学校

⑥後期生徒総会

６日 （日）
７日

６

読みきかせ
生活科見学（１年）

伊

藤

俊

典

爽やかな秋晴れの日々が続くこの頃です。空を見上げると、あんなにも高いところに雲があるの
理科見学②（４年）

⑥進路説明会（９年・ホール）

１２日 （土） 区民まつり

区民まつり

１３日 （日） 区民まつり

区民まつり

だな、と感心します。猛烈に暑かった夏は遠のいていきました。
１０月は、本校では毎日の授業の他に、中学校説明会（５日（土））、中学校連合体育大会（８
年、９日（水）：駒沢陸上競技場）、小学校連合運動会（６年、１５日（火）：駒沢陸上競技場）、中学校学

体育の日

１４日 （月）
１５日 （火）

区連合運動会（６年・駒沢陸上競技場）
給食試食会（１年）

１６日 （水）
１７日 （木）

習発表会（２６日（土）：昨年度までの学芸発表会を改善）などの教育活動に取り組みます。

学習発表会準備 給食試食会（７年）

さて、本校の教育目標では、「自ら学び 自ら考え

音楽交歓会（メルパルクホール）

自ら行動する人」を掲げています。実りの秋を考える

と、児童・生徒一人一人が「学びを大切にする」ことが重要です。

委員会発表集会
まちたんけん①（２年）

１８日 （金） まちたんけん②（２年）

「学びを大切にする」というのは、児童・生徒自らが学ぶ目的をもち、学ぶ方法を身に付け、意欲的に取り

１９日 （土）

組むことができなければなりません。すなわち、「学力を伸ばすために 自ら進んで 学習に取り組む」こと

２０日 （日）

です。これを実現するために、次のことに取り組んでみてはいかがでしょうか。

２１日 （月） 体育朝会

即位礼正殿の儀

２２日 （火）
２３日 （水） ４時間授業

研究授業（２－１）

２４日 （木）

何のために学習するのかという学習の目的をもつ

②

授業を大切にし、集中して真剣に取り組む

③

授業中のきまりを守る

④

授業中の学習活動（発言、発表、記録、話し合い、観察、実験、運動、実技活動など）に積極的に取り組
む

２５日 （金）
２６日 （土）

①

土曜授業日（３時間授業）
お店体験発表会（３年） 給食なし

土曜授業日 学習発表会 給食あり

２７日 （日）
２８日 （月） 児童集会

振替休日

２９日 （火） キャリア教育（５、６年）５校時

キャリア教育（７、８年）６校時

３０日 （水） ４時間授業

研究授業（６－２）

⑤

分からないこと（できないこと）については、自ら教員に質問するなどして分かる（できる）ようにする

⑥

他の児童・生徒との学び合いを大切にする

⑦

学んで得た知識・技能などを活用する

⑧

授業以外の学習（補習、検定など）にも積極的に取り組む

⑨

予習する→授業に真剣に取り組む→復習するのサイクルを大切にする

⑩

家庭学習の習慣を身に付ける（毎日決めた時間を家庭で学習するなど）

⑪

課題（宿題）については確実にやりとげる

３１日 （木） クラブ活動（６校時）

１０月の生活目標

（１－６年）
・すすんで体をきたえよう

（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

最後に、「灯火親しむ」という言葉があります。秋の長い夜は、灯火の下で静かに読
書をするのに適しているという意味の慣用的な表現です。夜に限らず、昼間でもよいの
で、図書室で本を借りるなどして読書をしてみてはいかがでしょうか。きっと楽しいと
思います。

《美術部生徒作品》

９月６日金曜日、本校で第６７回港区立小学校水泳記録会が行われました。昨年度までは他の港区立小学校と

９月４日港区スポーツセンターにおいて、港区立中学校１０校による水泳記録会が行われ、全校生徒の中から

合同で行い、小学校同士での交流や対決をしてきました。今年度からは全校が自校で記録会を行うことになり、

１５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重

より記録会としての側面が大きくなりました。６年生は２５ｍ・５０ｍ自由形、５０ｍ平泳ぎから一種目を選び、

ね本番に臨みました。当日、選手は練習の成果を存分に発揮し、例年以上に素晴らしい結果となりました。特に

１学期から練習に励んできました。当日は、緊張している児童も多くみられましたが、一人一人が自分の記録を

4 人で繋ぐ２００ｍリレーは第二位と大健闘し、感動を与えてくれました。おめでとうございます！詳しい結果

伸ばせるよう、一生懸命泳いでいました。さらに、６年生全体が泳いでいる友達に対して、精一杯応援している

は、次の通りです。

姿が見られました。
個人の種目が終わった後は、選抜リレーが行われました。代表の男女４名ずつが

女子

1 年５０ｍ平泳ぎ 第一位 1 年５０ｍ自由形 共通５０ｍ背泳ぎ 第二位 共通２００ｍリレー 第二位

５０ｍずつ泳ぐ２００ｍリレーは、とても白熱した勝負になり、会場も大いに盛り

男子

2 年１００ｍ平泳ぎ 第二位 共通５０ｍバタフライ 第三位 2 年５０ｍ自由形 第三位

上がりました。６年間に及ぶ小学校での水泳は終わりましたが、中学校、高校、そ
して大人になっても小学校での経験を生かしてほしいです。
港区では日本の木材について考える｢木育｣という授業を毎年行っています。環境課の企画で始まったもので、
白金の丘中学校では 7 年生を対象に授業を行っており、今年度は 9 月 6 日(金曜日)に港区環境課の方とＮＰＯ法
人木づかい子育てネットワークの木育インストラクターの方々をお招きして授業を受けました。
６年生は９月１０日（火）～９月１３日（金）にかけて、箱根移動教室に行ってきました。移動教室は、昨年
度の夏季学園とは異なり、４人前後の小グループで事前に下調べを行い、３日目に模造紙で作った新聞で発表を
行う、という調べ体験学習を中心に行いました。
１日目は小田原の「わんぱくランド」で、自然と触れ合いました。台風一過の酷暑でしたが、楽しそうにして
いる児童の姿が見られました。宿舎に着いてからは新聞の準備。夜は室内レクで盛り上がりました。

3 時間の授業の中で、最初の 1 時間は｢ものづくりを通して森林について学ぼう｣というタイトルで、世界と日本
の森林の状況などスライドを使いながら、知識を深めていきました。港区の取り組みについての発表もあり、木
材の必要性について考えさせられる 1 時間でした。その後、実技作業に入りました。何種
類もの木材を組み合わせて｢多樹種貯金箱｣をつくり、普段の技術の授業では使わない工具
や新たな発見などもあり、充実した時間となりました。写真はその時の様子です。

２日目は寄木会館、甘酒茶屋、旧街道跡、神奈川県立箱根恩賜公園、箱根関所跡など、箱根の歴史や文化を実
際に体験しながら学びました。夜は実際に寄木を使ったコースター作り。世界に一つしかないコースターを製作
新たな生徒会役員を決めるための選挙が行われました。生徒会会長候補１名、生徒会役員候補６

しました。
３日目は課題別学習として、児童が選んだ自然、芸術、食文化、歴史の４つのコ

名とそれぞれの応援演説者がホールで演説を行いました。選挙管理委員の司会のもと、立候補者１

ースに分かれました。体験学習を中心に、自分の興味・関心のある事柄への理解を

人１人が一生懸命考えた公約を立派に発表していました。どの公約からも学校をよりよ

深めました。宿舎に帰ってきてからはいよいよ課題別の発表会。全員が小グループ

くしたいという思いが感じられました。また応援演説者も、立候補者の人柄や推薦理由

で発表することができました。

を明確に述べており、大変すばらしかったです。選挙活動や当日の運営は各クラスの選

４日目はお土産を購入してから小田原城へ。天守閣や資料館など、様々な側面か

挙管理委員会を中心として進められました。投票には港区の選挙管理委員から投票箱と
記載台をお借りました。後期の生徒会は 10 月から新しく始まります。

ら小田原城とそれにまつわることを学ぶことができました。
今回の移動教室は６年生にとって大切な思い出になりました。

≪令和元年度

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２０日金曜日、ヤクルトの方を講師としてお呼びして、おなか元

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

気教室を行いました。腸の長さを児童と背比べしたり、おなかの中に住

支援員を配置しています。

んでいる菌の重さを体感したりしました。
「腸って〇〇くんよりも長い

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保

んだ。
」
「ぼくのおなかの中にも菌がいるかな。」と、普段目に見えないお

護者の方は１０月３１日（木）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。

なかの中のことを学び、興味をもつ良い機会となりました。学習の終わ

※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、

りに、
「おなか元気宣言」として、代表児童が頑張りたいことを宣言しま

１０月３１日（木）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。

した。学んだ「はやね、はやおき、朝ごはん、朝うんち」を意識して、

特別支援教育コーディネーター

元気なおなかで過ごしてほしいです。
令和元年度秋の交通安全運動のポスタ

小学校：金木真澄、坂本夕子

ーに本校の児童が入選しました。

中学校：荒川紀美子、今村香織
副校長 渡部理恵子、内田理恵、相田雅行

ＴＥＬ ０３－３４４１－５３６３(小学校)
０３－３４４１－５３６１(中学校)

