
今一度 安全・安心のために
校長 山崎義弘

先月８日は、小学校で起きた悲惨な事件から 20 年が経過した日として報道されました。つい先日は、小

学生が自動車事故に巻き込まれたという悲しいニュースが流れました。これからの季節は、台風による風雨

や雷などの自然災害も心配です。子どもたちが安全で安心して生活できるよう、危機管理を徹底してまいり

ます。保護者の皆様にご協力いただくことがございます。どうぞよろしくお願いいたします。

７月の予定
１ 木 家庭学習推進旬間（～１０日）

算数道場（２・５年）

２ 金 算数道場（３・６年）

３ 土

４ 日

５ 月
あんぜんデー
委員会活動④
算数道場（１年）

６ 火 航空写真撮影

７ 水 ４時間授業

８ 木
１年生保護者会
蝶出前授業
算数道場（２・５年）

９ 金 算数道場（３・６年）

１０ 土

土曜授業公開
１００周年記念制作（２年 ３・４校時）
租税教室（６年 １・２校時）
水道キャラバン（４年 １・２校時）
移動教室説明会（５年３校時 ６年４校時）

１１ 日

１２ 月
家庭学習カード提出
クラブ活動⑦
算数道場（１年）

１３ 火 算数道場（４年）

１４ 水 避難訓練

１５ 木 算数道場（２・５年）

１６ 金 児童集会
算数道場（３・６年）

１７ 土
１８ 日

１９ 月
５時間授業
個人面談①
算数道場（１年）

２０ 火
夏休み前朝会
５時間授業
個人面談②

２１ 水 夏季休業日始

２２ 木 海の日

２３ 金 スポーツの日
２４ 土
２５ 日

２６ 月
夏季プール（１回目５・６年 ２回目４年）
サマースクール①
個人面談③

２７ 火
夏季プール（１回目２年 ２回目１年）
サマースクール②
個人面談④

２８ 水
夏季プール（１回目３年 ２回目５・６年）
サマースクール③
個人面談⑤

２９ 木 夏季プール（１回目２年 ２回目１年）
サマースクール④

３０ 金 夏季プール（１回目３年 ２回目４年）
サマースクール⑤

３１ 土

急な暴風雨が発生した場合
4 月 9 日に「台風接近・通過に伴う気

象警報発表時の対応について」を配布し

ています。本校のホームページからもご

覧いただけます。ご確認ください。

笑顔輝き やさしさあふれる 桃二小 ＜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１００周年～
令和３年 6月３０日（水）

Ｎｏ．５（７月号）
中野区立桃園第二小学校
校 長 山崎 義弘

◎今月の生活目標
「計画を立てて実行しよう」

生活指導主任
夏休みが近づいてきました。学校では、夏休みに向け

て、探求的な学習の準備などを始めます。また、ロッカー

や机の中を整理し、計画的に持ち帰りができるようにし

ていきます。ご家庭でも、持ち帰った物の点検、整理、補

充をお願いします。また、夏休みも計画的に規則正しい生

活ができるように心掛け、元気に９月を迎えられるよう

お願いします。

家庭学習推進旬間
子どもたちが家庭での学習習慣を身に付けられるよう

に、また、ご家庭と連携しながら学力向上につなげてい

けるようにすることをねらいとして、家庭学習推進旬間

を設けています。学習内容等は各学年便りでお知らせし

ます。家庭学習カードを配布し、記録をつけていきます。

ご協力をよろしくお願いします。

期間： ７月１日（木）～１０日（土）

※年２回、１２月にも実施します。

個人面談
各担任よりお知らせを配布しています。下記日程で個人

面談を行います。

日程：７月１９日（月）～２８日（水）

時間：一人１５分間

内容：学習・生活の様子 中野区学力調査結果（２年生

以上）

お子さんの学習・生活の様子について、学校と保護者の

皆さんと共通理解を図り、今後の指導に生かすことをねらい

としています。 １５分間と限られた時間ですので、十分なお

話ができなかった場合は、別日に面談をさせていただきま

す。遠慮なく、各担任にご相談ください。

夏季水泳
７月２６日から夏季水泳教室を始めます。今年度は、感

染症予防の観点から、各学年２回ずつの実施です。少しで

も、水に慣れ、水の中の楽しさに触れててほしいです。

７月２６日（月）～３０日（金）（各学年２回ずつ実

施）

第１回の受付は、午前９時００分から行います。第２

回の受付は午前１０時３０分から行います。詳しくは、

後日配布するお知らせをご覧ください。

桃園第二小学校は、令和３年に開校１００周年を迎
えました。１００年の歴史と伝統を振り返り、新しい
１００年に向けてジャンプします。

開校 100 周年

ホップ ステップ ジャンプ

開校１００周年を記念して「ようこそ先輩」を行って
います。同窓会の先輩や、人生の先輩である地域の方を
お招きして、桃園第二小学校や地域の歴史、運動会やお
祭りなどの地域の行事などについてお話いただいてい
ます。

全校朝会という早朝の限られた時間の中でお呼びす
るのは大変心苦しく思いますが、子どもたちにとっては
充実した時間となっています。母校の発展を願う思い、
地域の子どもたちを愛する想いをお聞きする先輩の
方々のお話は、子どもたちの心に響いています。

6 月 22 日に、昭三自

治会長 佐藤清一郎様

にお越しいただき、校

庭のヒマラヤスギとク

スノキは、100 年間桃

二の子どもたちを見守

っているというお話を

お聞きしました。

6 月 29 日に、同窓会

会長 矢島寛典様にお

越しいただき、同窓会

は同窓生どうしの交流

と母校の発展のために

日々活動しているとい

うお話をお聞きしまし

た。

遅刻・早退の際
遅刻・早退する場合は、必ず保護者の方に付き添

っていただきます。通学路に多くの児童がいないた

め、事故等にあっても分からなくなることが多いた

めです。

下校先変更等の電話をいただいた際
「今日は下校先を変更します」といったお電話を

いただいた際に電話番号が確認できない場合には、

折り返し学校から、お届けいただいている連絡先

へ、確認のお電話をさせていただくことがありま

す。電話の声だけでは保護者の方という確認が難し

いためです。お仕事等でご多用のことと思います

が、ご理解ください。

校内への入出について
学校のすべての門は、児童の登下校時間帯以外は

施錠します。来校されて学校内に入る場合は、通用

口でインターホンを使用して、氏名、在籍学級、用

件を述べてください。門のところにいる施設管理員

は、保護者・地域の方のお名前や顔を把握できてお

りません。お手数をおかけしますが、お願いいたし

ます。

８月末～９月上旬にかけて割り振られているパラリンピック観
戦については、都や区より連絡が来ましたらお知らせします。



オープンキャンパス
６年生は、６月１１日（金）に中野中学校、中野東中学校に分かれてオープンキャンパスに参加しま

した。感染症感染拡大防止のため、中学校の先生方がリモート等で工夫してくださいました。６年生は、

それぞれの中学校での授業や部活動の様子を動画で見ながら説明を受けました。

「部活動や授業の教科など、小学校よりもたくさんあって、いろんなことができそうだと思いました。」

「小学校にはない、技術室や和室などの施設が見られて新鮮でした。」

といった感想が子どもたちのあがっていました。次回の９月のオープンキャンパスがさらに楽しみに

なりました。

６月１２日に道徳授業地区公開講座を行いました。オンラインでの配信となりましたが、多くの方に視

聴していただきました。ありがとうございました。

当日は、全学級「命の尊さ」について考える授業を行いました。子どもたちは、命が大切だということ

は、小さい頃から何度も何度も教わってきています。しかし、簡単にリセットできてしまうゲームの中の

命、命を奪い合うゲームやアニメやまんがなどの流行など、子どもたちの身の回りには、命が軽く扱われ

てしまうものがたくさんあります。だからこそ、道徳の授業を通して、改めて命について考えることが大

切になってきます。

今回の授業では、子どもたちの発達段階に応じて、動物や家族の誕生、別れ、自分自身の成長の振り返

り、先祖からの繋がり、動物の安楽死など、様々な面から命について考え直しました。

子どもたちの振り返りを載せます。子どもたちの素直な気持ちが表れています。ご家庭でも、命の大切

さについて話し合いをし、子どもたちの心を耕していただければと思います。

・命の大切さは知っているけど、授業を通して命のことがよく分かりました。

・ぼくも３年前に飼っていたうさぎがいきなり倒れて、亡くなった記憶があります。

・私も昔、おばあちゃんが亡くなってしまって、「なんで、おばあちゃんなんだろう…。」

と思って、とても悲しくなりました。だけど、おばあちゃんは私のことを大切にして

くれたので、次は私が天国のおばあちゃんを幸せにしたいと思いました。

・命が大切なことは分かっていたけれど、命がなくなったとしても、自分の心の中

で想像すれば、大切な人は心の中で生き返って幸せになれると思いました。

・これからは、命をもっと大切にしていきたいと思いました。

６月 20日は開校記念日です。今年は日曜日のため、6月１８日（金）に開校記念日をお祝いする集会を行

いました。まず、校長から開校記念日が 6月２０日になったことについての話がありました。次に、集会を運営

する集会委員会が、桃二小の１００年の歴史の概要を紹介しました。その後、クイズを行いながら桃二小の歴

史について、全校で楽しく学びました。最後に、西校舎と東校舎の間のあいさつハッピーロードに飾る横断幕

の披露を行いました。標語は、あいさつが気持ちよくできるようにと、代表委員会が話し合っ決めました。

今年度、児童は様々な場面で桃二小について学んでいきます。11 月には代表委員会による開校記念集

会があります。また HPや紙面等でお知らせいたします。

① ペギ－葉山さんの有名な曲
は？

② 今の校名になる前の校名は？
③ 昔、今の太鼓橋の所にあった
遊具は？

④ 初代校長先生はどの写真の
方でしょう？

⑤ 今まで女性の校長先生は何
人？

⑥ 最初にプールができたのは？

集会委員会
⑦ 図工室は以前どこにあったで
しょう？ 【答え】

① ドレミの歌
② 桃園尋常小学校
③ ジャングルジム
④ 初代校長 橘 淳一郎 先生
⑤ １人
⑥ 昭和１８年
⑦ 図書室

集会委員会によるクイズ７問です。お子様と一緒に挑戦してみてください。

中学校の勉強って
小学校と違うな！

中学生の作品
はすごいな！

図書室に難しそ
うな本がたくさん
ある！

中学校について
教えてください！


