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土曜授業日（クラブなし） 安全指導
白金地区合同音楽会（午後）

第

土曜授業日 安全指導
白金地区合同音楽会（午後）

１日

（土）

２日

（日）

３日

（月） 全校朝礼

４日

（火） 大縄記録会（５・６年） 保護者会（１～３年生）

５日

（水） 大縄記録会（３・４年） ４時間授業

６日

（木） 大縄記録会（１・２年） 保護者会（４～６年生）

７日

（金） 読み聞かせ 学校評議員会

８日

（土）

９日

（日）

委員会活動（４年生：５時間授業）

全校朝礼 三者面談開始

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
℡ 小学校 3441-5363 中学校 3441-5361
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２学期のまとめの時期を迎えて

音楽鑑賞教室（９年） 学校評議員会

校長
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俊
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１２月、師走になりました。朝晩はめっきりと寒くなり、日が暮れるのも早くなっています。

全校朝会 音楽鑑賞教室（５年）
１０日 （月）
子どもサミット(５年生代表児童)

子どもサミット（生徒会８年）

１１日

（火） 大縄記録会（５・６年）

三光幼稚園保育実習（９年）

１２日

（水） 大縄記録会（１・２年）

三者面談終

１３日

（木） 大縄記録会（３・４年）

１４日

（金） なかよし班活動

１５日

（土）

１６日

（日）

１７日

（月） 全校朝会

１８日

（火）

１９日

（水） 児童集会 避難訓練

２０日

（木） 大縄大会 クラブ活動

２１日

（金） 給食終 三光幼稚園交流

２２日

（土）

２３日

（日）

天皇誕生日

２４日

（月）

振替休日

２５日

（火） 終業式 大掃除

学校のケヤキの葉も綺麗に紅葉しています。いよいよ真冬に近付くことを感じます。
１１月を振り返りますと、小学校の学芸会が大きな取組でした。１１月１６日(金)児童鑑賞
日・１７日(土)保護者・来賓鑑賞日に行いました学芸会は、短い練習・準備の期間でしたが、
どの学年の劇も各学年の成長に合わせた内容や演出で、子ども達が新たな才能や個性を見せて
いました。また、合唱・合奏・ダンスを効果的に取り入れていたのも印象的です。当日は多く
の保護者や地域関係者の皆様に御来校いただきました。温かい拍手と御声援をありがとうござ
いました。ＰＴＡの御協力のおかげで運営も円滑に行うことができ、感謝を申し上げます。
さて、１２月４日（火）から１０日（月）は第７０回人権週間です。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、
全ての人民とすべ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のに続き、１９５０年(昭
和２５年)１２月４日の第５回総会においては、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」

避難訓練

と定め、全ての加盟国及び関係機関が、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
要請する決議を採択しました。平成３０年度の第７０回人権週間では、啓発活動重点活動として「《世界人権宣

しょうゆ塾（３年）

給食終

言７０周年》みんなで築こう 人権の世紀 ～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心
～」を掲げて啓発活動が行われます。これを機に、大切な人権をみんなで守るために、「思いやりの心」や「か

終業式 大掃除

けがえのない命」について考えてみましょう。そして、自分も他の人も大切にすることを行動で示していきたい
ものです。ご家庭でも話題にしていただければ幸いです。
２学期もまとめの時期です。毎日の授業を大切にして、２学期に学習する内容は理解しできる
ようにしたいものです。そして、９年生にとってはこれから３月にかけて、目標とする進路の実

１２月２６日～
１月７日

冬季休業日

８日

（火） 始業式 ４時間授業

９日

（水） 給食始

安全指導

始業式 安全指導
給食始

１０日

（木） 席書会（１,２,３,５,６年）委員会活動（４年生：５時間授業）

１１日

（金） 社会科見学（５年） 読み聞かせ 席書会（４年）

１２日

（土）

現に向けての時期になります。受験生であっても授業が基本であることには変わりません。まず
は授業を大切にし、さらにその上で、志望先に合わせた学習や面接・集団討論・作文・小論文な
どの準備も計画的に進めましょう。限られた時間を有効に使い、学力をさらに伸ばしていきましょう。たゆまぬ
努力が自分の道を切り拓くことにつながります。風邪などに気を付けて頑張ってください。応援しています。
１２月２５日(火)に終業式を行い、通知表を渡します。２学期の成果を振り返って３学期の学習
につなげてほしいと思います。
これから一層寒く、そして空気が乾燥してきます。うがいと手洗いを行って、風邪やインフルエ

１２月の生活目標
（１－６年）

・・自分の生活を見直そう

（７－９年）

・２学期を反省し、冬休みの計画を
しっかり立てよう。

ンザなどを予防しながら過ごしていきたいものです。

１１月７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
１年「はたけのしたはおおさわぎ」

２年「おかしの好きなかいぞくのおかしなおかし

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。

なおかしなたび」

本校からは９年生の４名がスピーチ部門に出場しました。出場者の４名は、一人一

とです」
「お父さんとお母さんに褒められたことで

初めての学芸会、子供たちは緊張しながらも、練

人が経験してきたことをもとに、伝えたいことを考えスピーチを作り上げました。

す」

学芸会を終えて、一番心に残ったことを聞

習の成果を発揮できました。終わった後、みんな

また、そのスピー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、

いた時の子供たちの感想です。毎日キラキラした

楽しそうな顔をしていたのが印象的でした。みん

試行錯誤して頑張りました。

眼差しで練習し、せりふの言い方を工夫したり、

なで心をひとつに劇をつくりあげることができま

座り方もかっこよくしたりと、どんどん上達して

した。

「たくさんの人からいっぱい拍手をもらったこ

本番に先立ち、１１月５日（月）に、中学校朝礼でリハーサルを行いました。緊張のなか頑張ることができ、
本番に臨むことができました。内容は以下の通りです。
（発表順）

いきました。

スピーチタイトル

概要

本番も、大きな声

Thinking Outside of the Box

技術が進歩し、ＡＩなどの登場により多くの職が失われる世の中でこれから活

で元気いっぱい

躍するためには何が必要かを考えました。

演じることができ
ました。

３年「どんぐりと山ねこ」

４年「セロ弾きのゴーシュ」

初めての学芸会、何かになりきる楽しさやみん

本番４日前、学年全員で改めて話し合い、
「みん

なで一つのものを作り上げる達成感を味わい、や

なの気持ちを合わせよう」と確かめ合いました。

ればやるほど自分たちの劇が大好きになっていき

生演奏をするオケ隊は、放課後を使って音楽の清

ました。得意なことや好きなことがそれぞれ違う

水先生と練習を積みました。演技をするグループ

どんぐりたちは、３年生の自分たちそのもの。

は、パートごとに演技を工夫しながら練習をしま

みんな違ってみんないい！個性のあるみんなが

した。全員の力を合わせて作り上げた劇。終わっ

それぞれ素敵なんだ！

た後の満面の笑顔が

そんなメッセージが、

とても輝いていました。

見てくださった皆さん

そして、学芸会が終

や子どもたちに残ると

わった今でもセリフ

いいなと思います。

や歌を教室で口に
しています。

５年「おとぼけ村物語」

Symbol of the Nation and

今ＡＩや翻訳機器の向上に伴いほかの言語を学ぶ重要性が薄れかけています。

Culture

コミュニケーションのためだけではない言葉を学ぶ意義をお話します。

The Japanese Hot Comics

今若者の間で人気な漫画『東京グール』
。この漫画に隠された想いをお話します。

Be Kind! Be Positive!

世界の人と友達になる大切さを伝えます。

１１月１３日（火）に港区立エコプラザにて、小・中学生の環境に関する自主研究
の表彰式が行われました。港区全体では８９３作品、中学校４７４作品の応募の中か
ら、本校の 8 年生の生徒が「独創賞」を受賞しました。作品名は「酸性雨を電気エネ
ルギーに変える」で、夏休みを利用して実験を行い、まとめあげた結果、
「発想が独
創的である」という高評価をいただき、今回の受賞にいたりました。
今後も、環境に関する興味・関心をもちつつ、思考力や表現力を広げていってほし
いです。

６年「しじみ売り」

元気いっぱいで面白いことが大好きな５年生に

小学校生活最後の学芸会。どんな学芸会にした

は、ぴったりのおとぼけいっぱいの劇でした。練

いのかを考えながら、練習を積み重ねました。役

習から本番まで、楽しみながら取り組みました。

にうまくなり切れなかったり、セリフに動きをつ

お客さんからのたくさんの笑いが子供達のご褒美

つける事に悩んだりしましたが、6 年生全体で協

となった

力し合いながら作品を仕上げていきました。練習

ことで

場面を見合いながら良い刺激をしあって成長した

しょう。

6 年生の劇は、学校生活の
集大成になったと思います。
終演後の充実した子ども
達の表情がとても素敵
でした。

オリンピック・パラリンピック教育の一環として、トライアスロン教室が開催され
ました。今年の日本トライアスロン選手権で優勝した高橋侑子選手にお越しいただき、
トライアスロンの楽しさについて講演していただきました。スイム、バイク、ランを
一人で行うトライアスロンですが、泳いでから自転車で４０km も走るということに
驚きを隠せない生徒がたくさんいました。講演のあとは、実際にスイムの様子を写真
で見たり、ランとバイクの体験をしたりしました。バイクは、普段乗っているものと
は違いタイヤが細く、乗る時に戸惑う様子も見られましたが、スピードに乗ってから
は楽しそうに進んでおり貴重な体験をすることができました。

