
９月の行事予定 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９８周年～
令和元年９月２日（月）

Ｎｏ．５（９月号）

中野区立桃園第二小学校

校 長 山崎 義弘

９月の生活目標

なかよく楽しく生活しよう

・友達と外で元気に遊ぼう。

・気持ちのよい挨拶と返事をしよう。

・友達と仲良く協力して仕事しよう。

・話を最後までしっかり聞こう。

◎今月の生活目標
生活指導主任 石原 江美

「おはようございます」と元気な挨拶がよくできるようになり
ました。挨拶ができることは、良好な人間関係を作り、誰からで
も愛される人として成長するために大切なことです。「○お願いし
ます」「○ありがとうございます」「○しつれいします」「○すみませ
ん」この挨拶の「おあしす」を合言葉にすすんで挨拶ができるよ
うに指導します。また名前を呼ばれたら、「はい」と返事をする
こともできるよう声をかけています。

9/2 月
夏休み明け朝会、４時間授業（１～４年）

委員会活動（５校時、５・６年）

3 火 計測（５・６年）算数道場（１・４年）

4 水
児童集会、ＡＬＴ（３・４年）

計測（１・２年）音楽鑑賞（４年）

5 木

ＡＬＴ（５・６年）計測（３・４年）

算数道場（２・５・６年）

あいさつ運動（４年１組）

夏休み作品展始（～１４日）

6 金
あいさつ運動（４年１組）

保護者会（全学年）

7 土

8 日

9 月 音楽朝会、クラブ活動（４・５・６年）

10 火 あんぜんデー、算数道場（１・４年）

11 水

たてわり班活動、歯科検診（１・３・５年）

乗り入れ指導（６年）ＡＬＴ（３・４年）

４時間授業

12 木

歯科検診（２・４・６年）

ＡＬＴ（５・６年）

算数道場（２・５・６年）

あいさつ運動（４年２組）

13 金
算数道場（３年）あいさつ運動（４年２組）

避難訓練

14 土
学校公開日 ３時間授業

道徳授業地区公開講座

15 日

16 月 敬老の日

17 火 算数道場（１・４年）

18 水 児童集会

19 木
桃二まつりオープニングセレモニー

算数道場（２・５・６年）

20 金
桃二まつり

算数道場（３年）

21 土

22 日

23 月 秋分の日

24 火
オープンキャンパス（６年）

算数道場（１・４年）

25 水
たてわり班活動 ４時間授業

校内研究授業（４年１組のみ５時間授業）

26 木
ＡＬＴ（５・６年）

算数道場（２・５・６年）

27 金 算数道場（３年）

28 土

29 日

30 月

全校朝会

軽井沢移動教室

前日検診（５年）

夏休み作品展 氏原 和佐

夏休みに子どもたちが製作・実験・研究した力

作を展示いたします。作品の鑑賞を通して、お互

いの工夫や頑張りを子どもたちが認め合う有意義

な機会となっています。学校公開日に鑑賞できま

すので、ぜひご覧ください。

【日程】

・９／ ５（木）～１４（土）児童鑑賞

・９／１４（土）保護者鑑賞日 12：00 まで

【掲示場所】

各教室・廊下

道徳授業地区公開講座 重原 由紀

９月１４日（土）に道徳授業地区公開講座を行

います。これは、道徳科の授業公開を行うととも

に、道徳について意見交換を行い、保護者・地域

の方々と道徳教育についての考えを深めていく

ことをねらいとしています。

当日は学校公開日です。１校時に４・５・６学

年、２校時に１・２・３学年が道徳科の授業を公

開します。今年度は、全ての学年が「親切・思い

やり」について考えることをねらいとして授業を

行います。３校時は、本多絵理子様による「子育

てにおける礼儀作法の重要性」の講演会を行いま

す。この時間は授業は非公開です。講演会にぜひ

ご参加ください。詳しくは開催についてのお便り

をご覧ください。

夏 休 み を 終 え て 校 長 山崎 義弘

夏休みを終え、本日より前期後半を開始いたします。保護者、地域の皆様には、夏休みの間、子どもたちを見

守りいただき、ありがとうございました。

嬉しいお便り

夏休み中に地域の方から嬉しいお便りをいただきました。本校の子どもが、重い荷物を持って階段を降りようと

しているご高齢のその方に出会った際、「お手伝いします」と言って荷物を持ってくれた、「胸がふるえるくらい感

動した」という内容でした。心温まる風景が目に浮かび、私も嬉しくなりました。おとなでも、正しいと分かってい

てもできないことがあります。子どもたちの心の成長と行動力に頭が下がります。

しつけ・道徳・行動

哲学者で教育者の森 信三先生は次のようなことを述べています。

しつけは、心・身一如という意味において、道徳教育における真の現実的基盤を形成する。しつけをお
ろそかにして集団討議をしても、実行にはつながらない。道徳教育は、まずしつけから入らねばならない。
（『森信三 教師のための一日一語』寺田一清編 致知出版社）

「しつけ」の一つが、例えば、「挨拶」「返事」「後始末」ができるということであるならば、挨拶、返事、後始末を

きちんと行える子どもはその他の面でもよい行動ができるということなのでしょう。だからこそ、学校のすべての教

育活動を通して、道徳教育を行う必要があるのだと感じます。

スペインにバルセロナという世界的に強いサッカーのクラブがあります。ここには、若い選手を育成するラ・マ

シアと呼ばれる下部組織があり、イニエスタ選手、メッシ選手はここの出身者です。このラ・マシアの生活の中で

は、「謙虚さ」「努力」「チームワーク」「野心」「敬意」の５つの価値観が重視されるそうです。「自分はうまい」という

おごりから味方のミスを責めるのではなく、うまいからこそ苦しいチームメートをサポートしたり、仲間が前向きに

なれる言葉をかけたりするには、「謙虚さ」「敬意」が必要なのでしょう。驚いたことに、この５つの価値観の軸にな

るのが「時間を守る」「シャツを入れる」「グラウンドの出入りは並んで歩く」「脱いだシャ

ツはたたむ」という行動規範なのだそうです。森先生の言葉と通じるように思います。

礼儀作法の重要性

９月１４日の道徳授業地区公開講座では、企業や大学にお

いてビジネスマナーやコミュニケーション・プレゼンテーション

等の研修講師をされている本多絵理子先生に「子育てにおけ

る礼儀作法の重要性」という演題で、「敬意」「素直さ」を育てる

大切さについてご講演をいただきます。子どもたちが将来、多

くの人と良好な関係を築いていけるよう、子どもたちの心の成

長について一緒にお考えいただきたく思います。

桃園第二小学校は、令和３年に開校１００周
年を迎えます。

開校 100 周年に向けて

・ステップ・ジャンプホップ

大正 12 年 9 月 1 日 11 時 58 分頃、関東地

方を中心に巨大地震が発生しました。開校 60

周年記念誌には次のように綴られています。

「一年生の二学期が始まった九月一日、
始業式から帰ると間もなく、あの大地震が
起こりました。
あの日の早朝のひどい風雨と蒸し暑さと
晴れた後の地震の後に、東の空に湧きあ
がった大きな入道雲と、翌日から、線路の
土手を下町から焼け出されて、甲州方面
へ歩いていく行列が一週間近くも続いたこ
とは忘れられません。」

自然災害はいつ発生するか分かりません。

子どもたちの安全を第一に考え、備えをして

まいります。

7 月 13 日中野チャンプルーフェスタで
3・4 年生がエイサーを披露させていただきました



３年1組「夏祭り」

場所：３年１組教室

５つの屋台を回り、スタンプを集めよう！本物

の屋台さながらの楽しい夏祭りの空間を再現し

ました。みんなで出し合った工夫によって、より

楽しいものに！今年最後の夏祭りをぜひ、３年１

組で味わい、忘れられない思い出を作ろう！

３年２組「キーワードあつめアドベンチャー」

場所：3年2組教室

４つのミッションをクリアすると、キーワード

がもらえます。ミッションは、頭も手も口も足も

体全体を使い、友達とも協力してクリアを目指し

てください。どんなキーワードが出るか、お楽し

みに！！

５年２組「ミッションイン５年２組」

場所：5年2組教室・各階廊下

校内にいる妖怪をさがして、暗号をゲット！

その後、教室に戻って集めた暗号を解き、ミッ

ションを完了！さて、どんな妖怪が待っているで

しょう？そして、一番速いタイムで解けるのは、

誰でしょう？ぜひ、遊びに来てください。

５年1組「ターゲット！？を探せ！！」

場所：5年1組教室・各階廊下

海賊、化け物、お姫様、歴史上の人物、などな

ど…不思議な人々（人じゃないのも）が桃二まつ

りに現れた！謎のターゲット（！？）たちから話

を聞いて、クイズに答えよう！いったい、彼らは

何を語るのか…ぜひチャレンジしてください！

６年２組「神かくし～ここにいるよ～」

場所：東多目的室

夕暮れ時、古い神社に遊びに来た女の子。女の

子はなぜかその場からいなくなり行方不明になっ

てしまう…。…神かくし…。それ以来、この神社

に子どもが近づくと…。そんな神社に迷い込んだ、

あなたの運命は…。

６年1組「行かないで～私を一人にしないで～」

場所：理科室

一人ぼっちってさみしいですよね？みんなには

家族がいて、友達がいて、親切にしてくれる大人

たちがいて…それが当たり前だと思っていません

か？とある桃二の理科室には、一人ぼっちのさみ

しい女の子がいます。みんなならどうしますか？

2年２組「２－２人生ゲーム」

場所：２年２組教室

1年生から６年生まで、みんなに楽しんでもら

えるように考えました。教室全体を使って、ゴー

ルまで進みます。サイコロを振って、止まったマ

スで、出された問題に答えてください。

初出店！！力を合わせて頑張ります！！

2年1組「もぐボーランド」

場所：2年1組教室

みんなで考えた「もぐらたたき」＆「ボーリン

グ」みんなに楽しんでもらえるようにペットボト

ルや紙コップを利用したり、モグラの出方もいろ

いろなバージョンを考えたりしました。

初めてのお店、力を合わせて頑張ります。

日時：9月２0日（金）

8時 40分 ～ 11時 50分

7月２２日（月）から２４日（水）に、夏休みチャレンジ教室を実施しました。今年は３日間で７つの

講座を開き、希望した子どもたちが様々な活動を体験しました。一部ですが、その様子をお伝えします。

他に、絵手紙、バドミントン、プリン作り、琴演奏、ボール運動の教室を行いました。

各教室で、講師の方や地域・保護者の皆様にご協力をいただきました。この場を借りてお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。

６年生は、2泊3日の日光移動教室に行ってきました。

日光の代表的な伝統工芸である日光彫体験をしたり、日

光東照宮を見学したりして歴史や文化を学びました。ま

た、キャンプファイヤーや戦場ヶ原オリエンテーリング

などを通して自然に囲まれながら仲間と過ごす心地よさ

を体感することもできました。宿舎での集団生活も含め

て、普段経験することのない多くのことを学び、たくさ

んの思い出を作ることができた3日間でした。

☆楽器演奏に

チャレンジ☆

中野東中学校の吹奏

楽部の先生・生徒の皆

さんに木・金管楽器の

吹き方や打楽器の叩き

方を教えていただくと

ともに演奏を聴きまし

た。中学生による迫力

ある演奏を聴いてあこ

がれをもちました。

☆消しゴムはんこ

作りにチャレンジ☆

紙に書いた絵を消し

ゴムに写して彫り、はん

こを作りました。出来上

がったはんこを使って

柄をつけて、カラフルな

バッグを作りました。好

きな動物やマークなど、

自分だけのはんこがで

きました。

4年 1組

「人生 〇〇！」

場所：4年1組教室

ここは、一攫千金を夢見て

集う場所。

「ハイ＆ロー」次の数は、今

より大きいか小さいかを予

想しよう。

「ビンゴ」ルーレットからで

る色と数字をピタリと当て

よう！

「JACKPOT」コインが水の

中をゆらゆら落ちる。落ち

た先のポットに入れば何倍

に！？

目指せ億万長者！！

夢中になり過ぎにご用心！

4年２組

「洞窟大冒険」

場所：4年2組教室

いにしえの洞窟に眠

る、すばらしい宝物を探

す冒険の旅！

どの学年でも楽しめ

るように工夫して、みん

なで力を合わせ、迷路を

作りました。ぜひ遊びに

来てください。

２年生以上が学級ごとにお店を

出します。どんなお店を出したいか、みんな

が楽しめるお店にするためには、どんな工夫

をすればよいか等、話し合い、７月から準備

を進めてきました。

当日は、保護者の方も参加できますので、

ぜひお越しください。
桃二まつりは、子どもたちの子ども

たちによるお祭りです。子どもたちが
主体的に企画・立案・準備・運営する
ことを通して、所属感・連帯感・自主
性を育むことをねらいとしています。

キャンプファイヤーで

は、校長先生が演じる火の

神登場に、子どもたちは大

いに盛り上がりました！


