
１１月の予定
１ 火 なわとび旬間（短縄）～１６日

もみじ読書月間 開始
２ 水 生活科見学（１年）
３ 木 文化の日

４ 金 授業公開日
図書委員会による集会

５ 土
６ 日

７ 月 あんぜんデー 避難訓練
クラブ活動

８ 火 側湾健診（５年）
９ 水
１０ 木 水曜時程
１１ 金 特別な時程 研究発表
１２ 土 土曜授業公開
１３ 日
１４ 月 社会科見学（５年）
１５ 火
１６ 水 ４時間授業
１７ 木 生活科見学予備日（１年）
１８ 金 たてわり班活動
１９ 土
２０ 日
２１ 月 避難訓練予備日
２２ 火 消防署見学（３年）
２３ 水 勤労感謝の日
２４ 木 Ｂ時程
２５ 金
２６ 土
２７ 日
２８ 月 警察署見学（３年）
２９ 火

３０ 水 脱穀の特別授業（５年）
委員会活動

子どものために 子どもとともに 地域とともに歩む桃園第二小学校
＜教育目標＞
◎ 考える子
○ 思いやりのある子
○ 元気な子

－ 学校便り －
＜桃二小ホームページ＞ http://nk-momo2-e.a.la9.jp/

～開校１０１周年～
令和４年１０月３１日（月）

Ｎｏ．１０（１１月号）
中野区立桃園第二小学校
校 長 山崎 義弘

特別支援教育コーディネーター

今回は、巡回相談について紹介します。「巡回相談」は、臨床心理士、または公認心理士等の巡回相談員が、小

学校を訪問して児童の様子を観察し、必要とする支援の内容や方法について担任に相談や助言を行います。巡回相

談員が行うのは、担任に対する相談や助言が中心で、そのため、スクールカウンセラー（ＳＣ）とは違い、保護者

や子どもへの直接的な対応（カウンセリング、面談、発達検査等）は行いません。定期巡回相談は、年６回行って

います。巡回相談員に助言を受け、子どもたちへの適切な支援ができるようにしています。

もみじ読書月間 図書担当

今月は、もみじ読書月間です。下記の取組を行いますの
で、ご協力お願いします。
（１）朝読書（８時２５分～４０分）
（２）図書委員会児童による集会
（３）図書ボランティアの方によるパネルシアター
（４）家庭読書
（５）教職員による読み聞かせ
１１月１日（火）、親子読書のカードを配布します。親子で
同じ本を読んで、感想を交流し合う時間をもっていただける
ようにしました。秋の夜長、ご家族で、読書に親しんでくだ
さい。
学年で読む時間を設定していますので、読んだ日に色を塗
ってください。裏面も記入して、１２月１日（木）に担任へ
提出してください。

◎１１月目標「物を大切にしよう」 生活指導主任
物をつくる人の苦労に思いを馳せ、地球環境にも優しくなるよう物を大切にできると良いです。物を丁寧に扱
い、大切に使い続ける等の心遣いができるということは、人に対しても優しい気遣いができ、思いやりをもって接
することにつながります。学用品や衣類に名前をつけることで、その物を自分の物として意識し、大事に使えま
す。また、どこかに忘れても、持ち主に返すこともできます。後期が始まって新しく配布された物、鉛筆や消しゴ
ム等の学用品、ハンカチや上着等の衣類に名前があるか、ご家庭でも確認をお願いします。また、自分の物と同様
に学校の物や友達の持ち物も落ちていたら拾う、片付ける等、物を大切にする指導も行っていきます。

研究主題「主体的・対話的で深い学びを実現する算数科授業の創造
～根拠をもって学びに向かう児童の育成～」

本校では中野区教育委員会「学校教育向上事業」の指定を受け、昨年度から「主体的・対話的で深い
学びを実現する算数科授業の創造～根拠をもって学びに向かえる児童の育成～」を研究主題として、研
究を進めてきました。
１１月１１日（金）に研究発表会を開き、２年間の研究の成果を発表します。この２年間で、授業中に
子どもたちから、「だって～だから！」、「前に習ったことを生かして考えると・・・」など、思考力の高
まりを示す言葉がたくさん聞こえるようになりました。また、問題に取り組む上で、本時の学習で何を明
確にしていきたいかという「めあて」を、自分たちで考え授業を進めることもできるようになってきまし
た。自分たちで学びを進め、深め、広げていけるようになったことは、この２年間の大きな成果です。
研究発表当日は、保護者の方への公開はありませんが、学校公開などを通して、子どもたちの学びの成
長を、ぜひ感じていただければと思います。
なお、当日は、中野区内・外から教員が来校し、
授業を参観します。子どもたちがいる教室に入る
教員は、１０名以下となるようにし、感染予防を
行ってまいります。

《下校時刻について》
下記の児童は、５時間授業後、１４：３０の下校です。
１年生、６年生 ：全員
２年生・３年生・５年生：ぐんぐんコース
４年生 ：がっちりコース
※上記以外の児童は、４時間授業です。
※下校時刻が、算数のコースによって異なります。
お子さまのコースをご確認ください。

学校からの連絡についてのお知らせ

学校からの電話連絡についてお知らせします。本校には、
代表の固定電話の他に、下記の番号の携帯電話が２台ありま
す。下記の番号からご連絡することがありますので、受け取
れるよう、ご協力ください。

０７０－３２４５ー１１６９
０７０ー３２４５ー１３１９

お家の方も読めましたら、☆に色を塗ってください。

地域とともに 未来へつなぐ
副校長 田所 貴美子

桃二小の校区には文園、天神、打越、昭二、昭三の五つの町会があります。

町会や地域の皆様には、朝夕の登下校の安全をはじめ、いつも様々な場面で

子どもたちを温かく見守り、学校を支えご協力いただき、感謝しています。

実りの秋です。地域の行事が３年ぶりに戻ってきました。

10月16日には、昭和地区まつりがありました。町会がそれぞれにお店を出して賑わいました。学校からは、音

楽隊が初めての演奏を披露しました。子どもたちの合唱隊が音楽隊の演奏に合わせて、校歌と「私たちは桃二の

子」を披露しました。和太鼓やエイサー、お囃子の団体の素晴らしい演技もありました。最後の５町会連合神輿

は圧巻でした。威勢よく晴れやかで、町の伝統と誇りを感じました。

10月23日にはファミリー運動会がありました。５町会対抗です。パン食い競走

やチェッコリ玉入れには教職員も参加させていただきました。町会の期待と意地が

かかった「ガチリレー」は、走る人も応援する人も、大いに盛り上がりました。

活発で温かく魅力あふれるこの町の文化は、学校にとっても伝統であり財産です。今の子どもたちが成長して

この町の文化を引き継ぎ、盛り上げてほしいと願います。地域と共に、未来につながる力を育てていきます。

研究発表会のお知らせ



１０月１１日（火）に社会科見学に行きました。
中野サンプラザでは１１階の会場で、中野区のまちづ
くり推進部の皆さんのお話を聞きました。今、進めら
れている中野駅の再開発や皆が住みやすい町にするた
めに努力されていることなど、貴重なお話をうかがう
ことができました。会場から街の様子を眺めながら、
これからの中野の街の未来を想像しました。
哲学堂公園では、昼食をとったり、公園内の建物を
見学したりしました。歴史民俗資料館では、中野の歴
史を知ることができる常設展を見ながら、施設の方の
お話を聞いたり、昔の道具を体験したりしました。

１０月１９日（水）に社会科見学に行きました。羽
村市郷土博物館で、玉川上水について学びました。人
力でとても長い距離を掘り進めたことや分水によって
生活が豊かになったことに感心していました。
小平市ふれあい下水道館では、実際に現在使われて
いる下水道館の中に入り見学しました。子どもたち
は、中の匂いに驚いていました。汚れた水をきれいに
する仕組みや努力を学びました。

社会科見学
３年生区内めぐり

１０月３日（月）に、打楽器グループ「フラワ
ービート」様をお招きして、ミニコンサートを行
っていただきました。カスタネットやタンブリン
などの身近な楽器から、コンガやジャンベなどの
民族楽器まで、プロの演奏を聴きました。しゃも
じやフライパンを使ったリズムアンサンブルや、
１台のマリンバを４人でコミカルに演奏する「ギ
ャロップ」など、見て楽しめる曲がたくさんのプ
ログラムでした。最後は音楽に合わせて体を動か
し、アンコールの「ミックスナッツ」で盛り上が
りました。

１０月１９日（水）に、白桜小学校と共にオンラインで結び、連合運動会を行いました。
前半は、短縄をしました。全員が、前跳び、あや跳び、交差跳び、後ろ跳び、二重跳びの５種目のうち、１

～２種目にエントリーしました。１分間、ひっかからずに跳ぶことができた児童を紹介し合いました。
後半は、長縄で３分間で跳べる回数を競いました。各クラス目標を決めて、なわとび月間から毎日練習を積

み重ねてきました。学年一丸となって応援し合い、一生懸命に跳ぶことができました。
白桜小学校の人の中には、４月から、同じ学校に通う友達もいます。オンラインでしたが、交流をすること

ができ、中学へ向けての楽しみがより一層高まりました。

１０月１８日（火）の朝会に
中野消防署長 杉本聡子 様 がお越しくださり、

５月に取り組んだ「はたらく消防写生会」の表彰式
を行ってくださいました。1年生と 2年生は体育館
で全員参加しました。
入賞した子どもたちは、作法を身に付け、立派に、消

防署長様から表彰状をいただいていました。
体育館での表彰式は、１年生も２年生も初めてでし

た。緊張した様子でしたが、胸を張ってしっかりと消防
署長様のお話を聞くことができました。

４年生

体力向上月間の取組について 体育主任
１０月４日（火）から２０日（木）まで「ももにんピック秋（長縄旬間）」を行いました。各学級ごとに目標を決めて長

縄の八の字跳びにチャレンジしました。自分たちの目標を達成するために、休み時間に練習を重ねて最後まで全力で取り
組みました。

秋の長縄チャレンジ

1-1 めあて 全員が跳べるようになる。

振り返り あと少しなので続けてやる。

2-1 めあて 全員跳ぼう！めざせ５０回！

振り返り ４１回跳べた。みんなで跳べるよう練習しよう。

3-1 めあて ３分間で１００回跳ぼう！

振り返り ８０回！全員で協力して頑張りました！

3-2 めあて 全員が跳べるようになろう。めざせ６４回

振り返り ６９回！目標達成！全員跳べるようになりました！

4-1 めあて 全員で連続跳びを成功させよう！

振り返り １１０回！全員跳ぶことができました。次は連続跳び！

4-2 めあて ひっかかってもよいから全員で１００回跳ぶ。

振り返り

5-1 めあて 連続跳びをできるようにする。

振り返り 練習では全員連続跳びができ、来年に繋がった。

6-1 めあて

振り返り

みんなで協力 心を一つに頂点へ 声をかけ合い めざせ優勝６－１

6-2 めあて めざせ２５０回！

振り返り 最高２２０回！頑張った！

1-2 めあて

振り返り

縄をしっかりみてスラスラ跳び、３１回以上をめざす。

最初はできなかったけど、みんなで練習したらできてうれしかっ

た。１９回から４３回になった。

2-2 めあて

振り返り
励まし合うことができた。４４回跳べた。回数よりもみんなで
跳べたことがよかった。

くぐったり、ひっかかってもよいから全員が協力して跳ぼう。

みんなで協力したおかげで最高記録更新。２４６回！

１８回増えて８６回跳べた。次は１００回目指そう。


