10月の行事予定
１－６年

港 区 立 小 中 一 貫 教 育 校

平成 29 年 10 月 2 日

７－９年

１日 （日）

第

都民の日

全校朝礼 安全指導
２日 （月）
委員会活動（４年生５時間授業）

全校朝礼
安全指導

３日 （火） 避難訓練（６時間目→地域班下校）

生徒会朝礼（認証式）
避難訓練（６時間目→地域班下校）

４日 （水） たてわり集会 ４時間授業

区連合体育大会（８年） 駒沢陸上競技場

英語検定（16:10～17:30）

７日 （土）

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

５日 （木） 社会科見学（５年）
６日 （金） 保護者読み聞かせ

６

℡ 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

８日 （日）
体育の日

９日 （月）
１０日 （火）

中学校朝礼（８年生演奏）
音楽交歓会（８年・吹奏楽部）メルパルクホール

１１日 （水） 体育朝会 ４時間授業

４５分授業

１２日 （木） クラブ活動

秋期歯科指導（７年）

１３日 （金） 子どもまつり

７－９年 ６時間目 後期生徒総会

実りの秋に向けて
校長

伊

さわやかな秋晴れの日が続いています。けやきの葉もほんのり色づいてまいりました。全国各

１４日 （土）

地で農作物の収穫が行われていることがニュースでも報道されています。いよいよ秋めいてまい

１５日 （日）
１６日 （月） 全校朝会 個人面談①

眼科講話
９年 １時間目 受験写真撮影

１７日 （火） 区連合運動会（６年）

９年 ６時間目 進路説明会

１８日 （水） 委員会発表集会

りました。これからの季節は、暑くもなく、寒くもなく、学習、スポーツ、芸術、読書などに集
中して取り組めるよい時期であると思います。
９月を振り返ってみますと、日常の授業のほかに、６年生の移動教室（箱根方面、３泊４日）、

１９日 （木）

学芸発表会準備期間始
練習時間（14:30～16:00）

小学校・中学校水泳記録会、中学校中間考査などがありました。移動教室では、好天に恵まれ、

２０日 （金） 個人面談②

学芸発表会練習（14:30～16:00）
漢字検定（16:00～） 卒業アルバム写真撮影（授業）

大自然の中で様々な体験活動に取り組むことができました。そして、寝食を共にすることでよ

２１日 （土）

り一層、人間関係も深まり大きく成長したことと思います。また、水泳記録会では、６年生と
中学生の選手は大活躍でした。

２２日 （日）
２３日 （月） 全校朝会

学芸発表会練習（14:30～16:00）

２４日 （火） 区連合運動会予備日（６年）

学芸発表会練習（14:30～16:00）
卒業アルバム写真撮影（授業）

には音楽交歓会（８年生・吹奏楽部参加）、１７日（火）には港区連合運動会（６年生参

２５日 （水） 児童集会 ４時間授業

校内研究授業 ５時間目

加）があります。さらに、１３日（金）には小学校において「子どもまつり」を、中学校

２６日 （木） 個人面談③ 薬物乱用防止教室（５年） 薬学（４年）

学芸発表会練習（14:30～16:00）
卒業アルバム写真撮影（授業）

において後期生徒総会を行います。そして、２８日（土）には、中学校学芸発表会を行い

２７日 （金） 個人面談④
２８日 （土） 土曜授業日（３時間授業）

登校日 学芸発表会 給食無し

２９日 （日）
３０日 （月） 全校朝会 個人面談⑤

振替休日

３１日 （火）

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。

１０月の生活目標
・すすんで体をきたえよう

ます。授業を中心とした学習による学力向上はもちろんですが、学校行事や連合行事、部
活動、児童会・生徒会活動などにも積極的に取り組んでいくことで、「実りの秋」を実現し
ていってほしいと思います。
また、秋は読書にふさわしい季節とも言われます。学校の図書室は、毎日盛況です。好き
な本を見つけ、じっくりと読んでみてはいかがでしょうか。

※小学校の個人面談日は、１～６年生４時間授業です。

（１－６年）

１０月になりますと、８日（水）には港区連合体育大会（８年生参加）、１０日（火）

（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

様々な活動に取り組める素晴らしい季節になりました。９月に立てた２学期の目標を実
現するために、毎日コツコツと努力をして、白金の丘学園の全児童・生徒が「実りの秋」
を迎えられることを心から期待しています。

藤

俊

典

セーフティ教室（１，２年）

港区立中学校水泳記録会（７～９年）

９月６日

９月６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
９月２０日（水）にセーフティ教室を行いました。高輪警察署の方を講師にお招きし、外で知らない

記録会が行われ、全校生徒の中から１７名が選手として参加しました。保健

人に声をかけられときの対応を教えていただきました。ＤＶＤを視聴したり、紙芝居を読んでいた

体育科の授業、夏季休業中の水泳教室、放課後練習などで練習をし本番に臨

だいたりして、自分の身を守る知識を学びました。

みました。当日、選手たちは力いっぱい泳ぎ、上位入賞、自己ベストを更新

ついていかない・のらない・おおごえを出す・すぐ逃げる・大人にしらせるという「いかの

することができました。結果は、次の通りです。

おすし」が身を守るキーワードです。
子供たちには、今日学んだことを意識し、安全な生活を心がけてほしいです。

第１位 共通男子５０ｍバタフライ（９年）
第２位 ３年女子５０ｍ自由形（９年） ２年女子５０ｍ平泳ぎ（８年）
第３位 共通男子５０ｍ背泳ぎ（９年） ３年男子１００ｍ平泳ぎ（９年）１年女子５０ｍ平泳ぎ（８年）

車いすバスケットボール体験授業（４年）
2020 年、東京オリンピック・パラリンピックが東京で開催され
ます。そこで、20 日（水）に総合的な学習の一環として、パラリ
ンピアンを招いての特別授業が行われました。
講師として来てくださったのは、バルセロナからアテネまで、４
大会連続で車いすバスケットボールの日本代表選手の神保さんで
す。授業では、
「障害があってもスポーツで世界中を一つにしたい」
という熱い想いの込められた講話を聞くことができたり、実際に車
いすバスケットボールを体験させてもらえたりしました。
子供たちは、今回の授業を通して、
「他者を理解すること」
「夢を
もち、勇気を出して行動すること」の大切さを学びました。

生徒会役員立会演説会・選挙（７～９年）

９月１５日

９月１５日ホールにて、生徒会役員立会演説会および選挙を行いました。
生徒会役員選挙は、９月１日に告示され、会長候補２名、副会長候補１名、
書記候補１名が立候補しました。立会演説会まで、朝の選挙運動やポスター
などで自らの考えや公約を伝えました。
立会演説会では、立候補者は張り詰めた雰囲気の中で「こんな学校にした
い」という自分の強い思いや考えを堂々と演説していました。
演説会後の投票は、港区選挙管理委員会様より実際の選挙で使用している
投票箱や記載台をお借りして、実施しました。記載台や投票箱を初めて見た
生徒も多く、緊張した様子で投票していました。また、一票の重みを感じた
生徒も多かったのではないでしょうか。
なお、８年生の副会長欠員選挙は９月２０日に行われ、新しい生徒会役員

移動教室（６年）

４名が決定しました。新たなスタートです。
「白金の丘 新たな伝統 ～創り
だそう

明るい未来～」のスローガンのもと、充実した生徒会活動につなが

っていくことと思います。
９月１２日（火）から３泊４日、箱根へ移動教室に行ってきました。
「触れる」
「親しむ」
「楽し
む」をテーマに、２学期始まってから準備や計画、学習を進め、当日を迎えました。
１日目は、大雨でしたが、宿舎でたくさんレクリエーションをして楽しみました。
２日目は、旧街道石畳を歩いたり関所跡資料館を見学したり、寄木作り体験をしたりして、箱
根の歴史や伝統工芸に親しみました。また、大涌谷を見学し大自然に触れることもできました。
３日目は、課題別コースに分かれ活動しました。夜には、箱根の自然や生き物、歴史、芸術な
どについて学んだことを報告し合いました。
４日目は、ロープウェイや海賊船に乗り、箱根の町を楽しみました。多くの経験をし、
６年生にとって思い出に残る移動教室となりました。

≪小学校・中学校の特別支援教室の通級及び学習支援員の配置の申し込みについて≫
小学校では、平成２８年４月から、通級指導を行う特別支援教室「けやきルーム」を開室しています。
中学校では、平成３０年４月から、特別支援教室を開室します。特別支援教室とは、個々の生活面や学
習面での困難を個別学習や少人数グループ学習で、克服・改善するための指導を行う教室です。
また、小学校・中学校とも、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、
個別的に支援を行う学習支援員についても、今まで通り配置を希望することができます。
平成３０年４月から、小学校・中学校とも、特別支援教室の通級を新規に希望される保護者の方や、
学習支援員の配置を新規に希望される保護者の方は、１１月１０日（金）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。
※なお、継続して小学校の特別支援教室の利用や、小学校・中学校の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、１１月１０日（金）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
中学校：福田夏子
副校長 松島康明・相田雅行・久野真紀
TEL ０３－３４４１－５３６３（小）
０３－３４４１－５３６１（中）

