1１月の行事予定
１－６年

港 区 立 小 中 一 貫 教 育 校

平成 29 年 11 月 1 日

７－９年

１日 （水） 体育朝会 安全指導

安全指導 ３校時～５校時４５分授業 専門委員会
まなボート（９年）

２日 （木）

６校時 ハイパーQU

第
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

４日 （土）
５日 （日）
６日 （月） 全校朝礼 委員会活動（４年生５時間授業）

全校朝礼 進路面談始（９年） 白丘タイム

７日 （火） 出前授業（５年）

中学校朝礼（英語発表会リハーサル） 白丘タイム

８日 （水） 校外学習（３年） なかよしタイム （４時間授業）

４５分授業 英語発表会（赤坂区民センター）

９日 （木） クラブ活動

白丘タイム

１０日 （金） 保護者読み聞かせ

進路面談終（９年） 白丘タイム

１１日 （土） 土曜授業日 地域合同防災訓練

登校日 合同防災訓練 数学検定（１３：００～）

℡ 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

「港区教育推進月間」の取組
校長

伊

藤

俊

典

秋色いよいよ深まり、夜長の頃となりました。暖かい日もありますが、寒いと感じる日もあ

１２日 （日）

り、日に日に秋が深まってくる気がします。

１３日 （月） 全校朝会
１４日 （火）
１５日 （水）

号

白金の丘小学校・白金の丘中学校

文化の日

３日 （金）

７

４５分授業

さて、港区では、毎年１１月を「教育推進月間」と位置付けています。港区は「教育の港
区」を掲げ、白金の丘学園で取り組んでいる小中一貫教育、小学校からの英語教育、理数教

音楽朝会（３，４年） 体育朝会（５，６年）
（３～５年生４時間授業）

まなボート（９年）

育、プログラミング教育の推進などの先進的な教育施策や特色ある学校づくりに取り組んで

１６日 （木） ４時間授業 就学時健康診断

います。また、１１月は学校での様々な活動の様子や成果などについて保護者をはじめ区民

１７日 （金）

の皆様にお知らせする強化月間になっています。
白金の丘学園では、「港区教育推進月間」の趣旨を大切にして、日常の教育活動に加えて小学校・中学校とも

１８日 （土）

に大きな学校行事に取り組んでいます。

１９日 （日）

小学校では１１月２４日（金）から２６日（日）にかけて本校にとっては初めての展覧会を

２０日 （月） 全校朝会 社会科見学（４年）
２１日 （火）

期末考査 給食なし

開催いたします。現在、学年ごとに創意工夫を凝らした作品作りを行っているところです。是

２２日 （水） 児童集会

期末考査 給食あり

非、多くの皆様に御参観いただきますようにお願い申し上げます。

勤労感謝の日

２３日 （木）

中学校では既に実施しましたが、１０月２８日（土）に第３回学芸発表会に取り組みました。

２４日 （金） 展覧会（児童鑑賞日）

期末考査 給食あり

今年は、「Memory

of best Friends

～最高の演技で思い出を～」をスローガンと

２５日 （土） 土曜授業日 展覧会（保護者鑑賞日）

登校日

して、学年劇・全員合唱・海外派遣発表（8 年）・吹奏楽部演奏を行いました。9 年生が素

２６日 （日） 展覧会（午前）

晴らしいリーダーシップを発揮し、生徒の実行委員会を中心として全生徒が企画・準備・練

２７日 （月） 全校朝会（４時間授業）

習・進行などにチャレンジして中学生自身が協力して大きな成果をあげてくれました。多く

２８日 （火） 音楽鑑賞教室（５年）

の御来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様方に御来校賜りましたことに心から感謝を申し上げます。ありがと

２９日 （水） 音楽朝会（２年） 体育朝会（３，４年） 食育（３年）

まなボート（９年）

うございました。
そして、中学校では、１１月２３日（木）に北里大学で開催される「北里大学特別栄誉教授 大村 智博士

３０日 （木） 社会科見学（６年）
＜お知らせ＞
１２月２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。

（２０１５年にノーベル生理学・医学賞を受賞されました）の講演会」に特別にご招待をいただきました。中学
生にとっては貴重な機会となることと思います。
中学校では期末考査を２１日（火）・２２日（水）・２４日（金）に行います。期末考査ま
で約３週間となりました。９教科全ての学習のまとめや復習を計画的に行っていきましょう。

１１月の生活目標
（１－６年）

（７－９年）

・すすんで仕事に取り組み、
責任をもとう

・教室の整美をしよう
・計画を立て、意欲的に学習に取り組もう

特に、９年生にとっては大切です。授業に真剣に取り組むことを中心としながらも、家庭での
学習を毎日頑張りましょう。応援しています。
「港区教育推進月間」の１１月、この機会に白金の丘学園では、学校の持っている教育の力（学校力）を発揮
して、全児童・生徒がより一層成長できるように取り組んでまいりたいと考えています。

５年生はＪＦＥスチール千葉地区・フクダ電子アリーナ・袖ヶ浦
ＬＮＧ基地の三か所を見学しました。日本の産業の一つである『工
業』の学習では、自動車の生産を主に学習します。その中で重要に
なるのは生産に必要な製鉄業。そしてその際に必要となる化石燃料
の加工です。ＪＦＥスチールでは実際の鉄の製造過程を見学し、そ
の熱気に子供たちも驚いていました。また、クリーンエネルギーで
もある液化天然ガスを運んでくる船を間近で見学し、そのスケール
の大きさに感動していました。その工業の集大成でもあるフクダ電
子アリーナは、そのスケールの大きさに子どもたちも大喜びでし
た。さらに、アリーナの芝生やロッカールームの見学も思い出に残
ったことと思います。
今後は、この驚きや感動を基に、より学習を深め、楽しみながら
知識を積み重ねていけるようにしていきます。

１０月４日駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場において、港区立
中学校による港区立中学校連合体育大会が行われ、８年生が選手として参加
しました。保健体育科の授業と放課後に練習をして本番に臨みました。
結果は、次の通りです。

女子１０００ｍ

１位

女子走り幅跳び

５位

男子走り幅跳び

１位

男子走り幅跳び

６位

男子１００ｍ

２位

女子リレー

７位

男子１５００ｍ

３位

男子走り幅跳び

８位

女子８０ｍハードル

３位

女子８０ｍハードル

８位

男子１００ｍハードル ４位
女子１００ｍ

４位

男子リレー

４位

１０月２４日（火）
、港区立小学校１８校の６年生が集い、江東区立夢の島陸
上競技場において、連合運動会が行われました。９月の移動教室から帰ってき
て早々から練習を行いました。体育の授業だけでなく、朝や放課後などにも練
習に励みました。
１週間延期になってしまいましたが、当日は、自分の記録に挑戦し、一生懸
命取り組む姿は感動的でした。友達への声援も会場に響き渡り、とても熱気あ
ふれた運動会となりました。あきらめずに努力する姿勢を今後も大切にしてほ
しいです。
種目：・１００ｍ走（全員）

・４００ｍリレー（選抜）

・走り幅跳び、走り高跳び、ハードル走、ソフトボール投げ
（４種目の中から１種目選択）

１０月１０日メルパルクホールにおいて、港区立中学校による港区
立中学校音楽交歓会が行われ、８年生と吹奏楽部が学校代表で発表し
ました。８年生は、ミュージックベルで「ハンガリア舞曲 第５番」
「ク
リスマスメドレー」を披露しました。音楽の授業を中心に練習してき
ました。また、１０日朝に７・９年生へ演奏を披露し、本番に備えま
した。タイミングがなかなか合わず、苦労する場面もありましたが、
８年生全員心をひとつにあわせ、きれいな音色を奏でることができま
した。吹奏楽部は、合同吹奏楽で演奏をしました。

生徒会本部と各委員からスローガンと活動内容が発表されました。

10 月 13 日に、白金の丘小学校初めての「子どもまつり」が行われました。児童の「やりたい！」
という声から始まったお祭りで、異学年活動のなかよし班でお店を出して楽しみます。５，６年生
が中心になってお店の構想を練り、準備してきました。短い準備期間だったにもかかわらず、当日
も素晴らしいリーダーシップが発揮され、店員さんとお客さんの両方の立場を楽しみながら、笑顔
いっぱいのお祭りになり、第一回の子どもまつりは大成功でした。

【生徒会本部】
白金の丘 新たな伝統
【学年・学級委員会】
笑顔＋団結＝白金の丘
【生活委員会】
笑顔で大きな声であいさつをし、

【図書委員会】
誰もが心地よく利用できるようにしよう。
【ISO 委員会】
気持ちよく中学校生活をおくれる
ように環境問題を意識し、積極的に
清掃活動に取り組もう。

ルールを守って充実した学校生活を 【放送委員会】
過ごす。
【保健給食委員会】
みんなが健康に過ごせるように
清潔を心がけ規則正しい生活が
できるように呼びかける。

明るく爽快な音楽と声を届けよう。

