港 区 立 小 中 一 貫 教 育 校

１２月の行事予定

令和元年 11 月 29 日

１－６年

７－９年

１日

（日）

２日

（月）

３日

（火） 生活科見学（1年） 大縄記録会（５・６年）

４５分授業 三者面談

４日

（水） ４時間授業

三者面談

５日

（木） 保護者会（４～６年）

６日

（金） 大縄記録会（１・２年）

７日

（土）

８日

（日）

９日

（月） 子どもサミット(５年生代表児童)

全校朝礼
社会科見学（５年） 安全指導
保護者会（１～３年）

大縄記録会（３・４年）

４５分授業 三者面談 全校朝礼 生徒会朝礼
安全指導

土曜授業日
白金地区合同音楽会（13:00～14:30）

８

号

白金の丘小学校・白金の丘中学校
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

４５分授業 三者面談
４５分授業 三者面談 ９年音楽鑑賞教室

土曜授業日
白金地区合同音楽会（13:00～14:30）

第

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

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

人権の大切さ
４５分授業 三者面談 子どもサミット

Enjoy! Music アウトリーチ（４年）
大縄記録会（５・６年）

校長

伊

藤

俊

典

１０日

（火）

１１日

（水） 委員会活動（６校時）

４５分授業 三者面談

１２日

（木） 大縄記録会（３・４年）

４５分授業 三者面談

１３日

（金）

１４日

（土）

中して取り組み、素晴らしい発表をしました。どの学年、どの児童も、持てる力を最大限に発揮し、みんなで

１５日

（日）

力を合わせて最高のステージにすることができました。音楽会の取り組みで学んだことを、これからの学校生

１６日

（月） 音楽鑑賞教室（５年）

活で生かしてほしいと思います。大勢の保護者やご来賓の皆様にご参観いただき、拍手で励ましていただきま

１７日

（火） なかよしタイム

９－１保育実習

１８日

（水） 避難訓練

避難訓練 ７－１副籍交流

１９日

（木） クラブ活動（６校時）

専門委員会

２０日

（金） 大縄大会 保護者読み聞かせ

２１日

（土）

総会においては、世界人権宣言が採択された日である１２月１０日を「人権デー」と定め、全ての加盟国及び

２２日

（日）

関係機関が、この日を祝賀する日として、人権活動を推進するための諸行事を行うように、要請する決議を採

２３日

（月）

択しました。人権とは、誰もが生まれながらに持っている、人間が人間らしく生きていくための権利であり、

２４日

（火）

人類が歴史の中で築いてきた財産です。

２５日

（水） 終業式 給食終 大掃除

４５分授業 三者面談 ９－２保育実習

１２月、師走になりました。
「椎の木に凩強し十二月」
（正岡子規）という俳句があります。寒気
社会科見学（６年） 大縄記録会（１・２年）
交流給食（1年）

が日増しにつのり、冷え込みが厳しくなる季節です。
１１月には第２回小学校音楽会を開催しました。各学年ともに、短い期間でしたが、合唱や合奏の練習に集

したことに感謝を申し上げます。
さて、国際連合は、１９４８年（昭和２３年）１２月１０日の第３回総会において、世界におけ
る自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため、全ての人民と全ての国とが達成す
べき共通の基準として、世界人権宣言を採択したことに続き、１９５０年（昭和２５年）１２月４日の第５回

給食終

終業式 大掃除

我が国においては、法務省と全国人権擁護委員連合会が、同宣言が採択されたことを記念し
て、１９４９年（昭和２４年）から、毎年、
「人権週間」を定め、その期間中、各関係機関及び

１２月２６日～
１月７日

冬季休業日

８日

（水） 始業式 ４時間授業

安全指導

９日

（木） 給食始 委員会活動（６校時）

団体の協力の下、世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及

始業式 安全指導

高揚に努めてきました。本年も、１２月４日から１０日までの１週間を「第７１回人権週間」と定め、世界人

給食始

権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の更なる普及高揚を図るため、全国各地においてシンポジウム、

１０日

（金） 席書会（１～５年）

講演会、座談会、映画会等を開催するほか、テレビ・ラジオなど各種のマスメディアを利用した集中的な人権

１１日

（土）

啓発活動を行います。

１２日

（日）

児童・生徒の皆さんも、
「人権週間」の趣旨を意識して、「思いやりの心」や「かけがえのない命」につい
て、考えてみませんか？また、ご家庭でも、人権の大切さなどについて話題にしていただけ
＜お知らせ＞
１２月７日（土）１３時～１４時３０分、白金の丘学園・ホールにおいて、白金地区合同音楽会を開催いたします。
詳細は、後日お知らせします。

１２月の生活目標

（１－６年）
・自分の生活を見直そう

れば幸いです。
９年生にとっては、これから３月にかけて、いよいよ目標とする進路の実現に向けて受験

（７－９年）

の時期になります。自分や家族、先生を信じて、体調管理に気を付けながら、頑張っていっ

・２学期を反省し、冬休みの計画を
しっかり立てよう。

てほしいと思います。
《美術部生徒作品》

１１月９日は合同防災訓練が行われました。各地域の集合場所に地域班ごとに集まり、小学生と中学生が一
緒に登校しました。地域の方々、防災協議会、高輪消防署、高輪消防団、高輪地区総合支所、高輪警察署の
方々にご協力いただき、様々な体験をさせていただきました。
「しあわせの花もよう」は、３拍子のリズムに乗せ
合唱「行こうどこまでも」では、１年生の元気で明る

７年生

８年生

９年生

～AED 体験～

～三角巾・タンカ体験～

～簡易トイレ組み立て・ロープ結策～

て２年生のきれいな歌声を体育館に響かせました。

い歌声を響かせました。
「きょうもあしたも１年生」で 「魔法のあいことば」は、明るく可愛らしく歌うこと
は、自分の成長と育てた朝顔の成長を重ね合わせて、 ができました。合奏「晴れたらいいね」は、音域の広
気持ちをこめて歌うことができました。合奏「栄光の

い曲でしたが、練習を重ねていく中で、指を上手に動

架橋」では、リズムや指づかいが難しい曲に挑戦しま

かすことができるようになりました。みんなで一つの

した。友達と教え合い励まし合いながら、曲を作り上

ものを作り上げるという貴重な経験ができました。

げることの喜びを表現することもできました。
１１月６日（水）に赤坂区民センターにて、港区中学校英語発表会が開催されました。港区の公立中学校１０
校から代表者が集まり、スピーチや劇を発表しました。本校からは今年２名の生徒がスピーチ部門で出場しまし
た。

合唱「記念日～希望のバトン～」では、気持ちのこ

合唱「笑顔のヒ・ミ・ツ」
「10 歳をむかえる日に」

スピーチタイトル

概要

Learning

あなたはリーダーを選べますか。今回紹介するのは、アニメ化、映画化もされた不朽

From

“Animal Farm”

の名作「動物の農場」
。自由と平等を求め革命を起こした動物達が直面する真実とは…。

What

皆さんにとって夢とは何でしょうか？夢を持つ必要性とは？進路に悩むこの時期に皆

もった歌声を響かせ、
「なきむしサンバ」は手拍子をつ

では、普段の元気な姿を彷彿とさせる声と、落ち着い

けてリズムよく元気に歌いました。

た声を響かせる二部合唱を披露しました。合奏の「ボ

「A

world」では、世界観を楽しみなが

ヘミアン・ラプソディー」では、緩急のある難しい曲

ら素敵な合奏をしました。練習するごとに音が重なり

に対して一丸となって取り組むことができました。全

合い、みんなの大好きな曲になりました。自分たちの

員が一生懸命に演奏することができた素敵な発表で

チをどのように伝えていけばよいのか朝や放課後の時間を使って練習に励みました。本番は大勢の方々の前

もてる力を出しきった 3 年生。最高の宝物ができまし

した。

で、練習してきた成果を発揮することができました。

Whole new

Dream?

Is

Your

さんに伝えたいことがあります。

出場者の２名は、夏休みから何をスピーチで伝えたいか、試行錯誤しながら考えました。また、そのスピー

た。

環境に関する自主研究の表彰式が行われました。これは毎年夏休みに理科の環境に関する自由研究として７,
８年の全生徒が取り組んでいるものです。港区内の全応募数６８８作品の中から、今年は本校の７年生が優秀賞
を受賞しました。研究主題は「活性炭およびバイオリアクターによる池の水の水質改善テスト」です。水中の有
合唱「毎日バースデー」
「夢の八分休符」は、元気な張

「地球の家族」
「道の途中で」は、6 年間の集大成と

りのある歌声と美しく響く頭声発声の二つの歌声を。 なる美しい歌声で、歌い切りました。各学級で話し合
そして合奏は「He’s Pirate」の歯切れよく迫力のあ

った曲のイメージを聞いている人に届けることがで

るリズムを。どちらも高学年らしい一つにまとまっ

きました。合奏では、壮大な曲のイメージを全員が共

た、聞く人の心を震わせることのできる、素敵な発表

有し、心を一つにそろえ

ができました。

た作品へと仕上げること

機物を酸化するために必要な化学的酸素要求量（COD）の測定を通して水の汚れを調べる実験です。本研究で身近
な水質の改善に繋げられる期待がもてました。また、今年は
学校賞も受賞することができました。生徒の熱心な取り組み
の賜物です。受賞作品一覧は令和２年２月２４日～３月５日
まで、みなとパーク芝浦、1 階中央アトリウムにて展示され
る予定なので、ぜひご覧ください。

ができました。終わり
の言葉の時間までを

～ユニセフ募金７４,１４９円集まりました。

6 年生の一つの作品に
することができました。

ご協力ありがとうございました～

