
10 月の行事予定

１０月の生活目標

すすんで学習しよう

・忘れ物をなくし、学習準備をきち
んとしよう。

・話を最後までしっかり聞こう。
・次の学習の準備を早くしよう。

◎生活目標
生活指導主任 石原 江美

１０月は、前期が終わり、後期が始まる節目の時です。「あゆみ」
などを参考にして、前期を振り返り、後期の学習や生活の目標を
改めて立てるよい機会です。ご家庭でも、できたところは大いに
ほめ、もう少しのところは引き続き励ましてください。
また、毎日学習の準備を確認し、忘れ物のないよう声かけを

お願いします。

10/1 火 都民の日

2 水
軽井沢移動教室 始～４日（５年）
元気アップ（１・２年）

3 木
あいさつ運動（３年１組）
算数道場（２・５・６年）

4 金
あいさつ運動（３年１組）、算数道場（３
年）

5 土

6 日 昭和地区まつり

7 月 体育朝会、長縄旬間始（～１７日）、昼読書

8 火 算数道場（１・４年）

9 水
児童集会、ＡＬＴ（３・４年）
元気アップ（１・２年）

10 木
あんぜんデー、ＡＬＴ（５・６年）
算数道場（２・５・６年）

11 金 前期終業式

12 土 秋季休業日始

13 日

14 月 体育の日、秋季休業日終

15 火 後期始業式、算数道場（１・４年）

16 水
たてわり班活動、ＡＬＴ（３・４年）
元気アップ（１・２年）

17 木
ＡＬＴ（５・６年）、避難訓練
算数道場（２・５・６年）

18 金
長縄大会、就学時健康診断のため３時間授業
（１２時４０分頃下校）

19 土

20 日

21 月
全校朝会、昼読書、バイキング給食（４年１
組）

22 火

23 水
児童集会、３時間授業（１～５年）
連合運動会（６年）

24 木
連合運動会予備日、３時間授業（１～４年）
４時間授業（５年）

25 金
生活科見学（１年）、ＡＬＴ（５・６年）
算数道場（３年）

26 土
学校公開日、親子情報モラル教室（１年）
乗り入れ指導（５・６年）

27 日

28 月
音楽朝会、昼読書、クラブ活動（６年写真）
バイキング給食（４年２組）

29 火 駆け込み体験（１年）、算数道場（４年）

30 水

あいさつ運動（３年２組）、たてわり班活動
元気アップ（１・２年）
校内研究 ２年１組：５時間授業

他学級：４時間授業）

31 木

あいさつ運動（３年２組）、脊柱側わん検診
（５年）
ＡＬＴ（５・６年）、算数道場（２・５・６
年）

11/1 金
もみじ読書月間、生活科見学（２年）
算数道場（３年）

連合運動会 伊原 英輔

【 日時 】１０月２３日（水）
【開催時間】１３：２０～１５：３０
＜予備日＞ １０月２４日(木)
桃花小・白桜小と本校の６年生が合同で運

動会を行います。種目は８０ｍ個人走・長縄
跳び・各校代表によるリレーです。当日はラ
イバルですが、半年後には同じ中学生として
一緒に過ごす仲間でもあります。この交流を
通してそれぞれの児童が今までの成長を感
じ、中学生に向けての新たな一歩であること
を自覚してもらいたいと思います。今年度
は、桃二小が会場校となります。当日、皆様
の温かいご声援よろしくお願いします。

★お願い★
・参観される際は、名札を必ず着用してく
ださい。ヒールでの来校は、ご遠慮くだ
さい。

・児童だけでの参観はできません。
・受付で、名簿に○を付けてください。

長縄旬間 生駒 将平

運動するのに気持ちのよい季節となりまし
た。元気よく体を動かし、楽しみながら体力づ
くりに取り組みます。
年間３回の体力向上月間の全校的な取組

として、１０月は全校で「長縄跳び」を行い
ます。１０月２日（火）の体育朝会で、５分
間で何回跳べるかのチャレンジをします。そ
の結果から、学級ごとに目標を立て、１２日
（金）の「長縄大会」に向けて練習します。

オープンキャンパス 棚橋 正太

９月２４日（火）に中野中学校、中野東中
学校に分かれて、第２回目のオープンキャン
パスに行きました。中野中学校では、授業体
験と部活動体験をしました。中野東中学校で
は、授業体験をし、部活動の紹介を聞きまし
た。
中学校の授業を受けて、「小学校では、学

ばない内容で楽しかった。」「中学校の授業
は、難しいと思った。」と小学校より一つス
テップアップする難しさゆえの面白さを感
じ取ったようです。
部活動体験では、「体験できてよかった。」

「親切に丁寧に教えてくれる中学生の態度
がとても立派でその姿勢を学ぶことができ
た。」と実際に体験し、中学校生活への期待
や憧れをもちました。

開校 100 周年に向けて ステップ(99) ジャンプ(100)ホップ(98)

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３０日（月）

Ｎｏ．６（１０月号）

中野区立桃園第二小学校

校 長 山崎 義弘

九月に感じたこと学んだこと 校長 山崎 義弘

台風１５号で発生した暴風雨とそれに伴う停電により被災された皆様に対しまして、謹んでお

見舞いを申し上げるとともに、被災地域の一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

「おやじ」さんの熱いパワーを感じた「学校に泊まろう会」
ラグビー日本代表が、アイルランドから大きな勝利をあげて日本中が歓喜に包まれた９月２８

日、桃二小の校庭も子どもたちの歓喜の声があふれていました。

おやじの会の方々により「学校に泊まろう会」が実施された

のです。防災訓練、おいしい夕食に、お笑いライブ、宝探しと

いったイベントの連続の中、子どもたちは、学校の友達みんな

とキャンプに行ったような楽しく忘れられない夜を過ごしたこ

とでしょう。「子どもたちのために」と力を尽くしてくださった

お父さん方の熱いパワーと優しさに、心から感謝し、「ありがと

うございます」という言葉を何度も口にしました。

地域の皆様の力強さ
９月１４日は、学校がお世話になっている地域のお祭りでした。

子どもみこし、大人みこしともに活気があり、力強さに圧倒されま

した。地域を愛し、力を合わせてまちを盛り上げる姿を見て、感動

しました。参加させていただく学校の職員を、快く迎えてくださる

とともに、学校を地域の一員としてお守りくださる皆様の優しさを

とてもありがたく感じました。ありがとうございました。

【引き立てられて】→【運をつかむ】→【力を発揮できる】
同じ、１４日に、道徳授業地区公開講座を行いました。多数のご参観をいただき、ありがとう

ございました。企業や大学、専門学校で社員教育・新入社員教育の講師をされている、本多絵理

子先生に講師をお願いし、「子育てにおける礼儀作法」というテーマでご講演をいただきました。

これからの時代において、力を発揮できるのは、周囲の人から引き立てられ、運をつかむこと

ができる人というお話からスタートしました。企業において周囲の人から引き立てられるのは、

他の人への敬意をもつ人、素直な人、一緒にいて安心できる人、礼儀正しい人なのだそうです。

また、企業に採用されやすい学生の傾向として、感謝の言葉が

言える人、共感できる心をもっている人、話していて楽しい人、

前向きにチャレンジできる人というお話も印象的でした。本校

の重点的な取り組みにも通じるものがあると感じました。お聞

きになった保護者・地域の方からも好意的なご感想を多数いた

だきました。今後も、このような機会を作っていきたいと思っ

ています。ぜひご参加ください。

泊まろう会のテント

カレーライスの夕食

子どもみこし連合式に参加する子どもたち

打越太鼓の演奏を披露する子どもたち



１年「はしの うえの おおかみ」
「はなばあちゃんが わらった」

困っている人のことを思い、行動することの大
切さを考えました。また、親切にすると自分も相
手も気持ちが良いことに気付く
ことができました。
＜児童の考え＞

「困っている人を見かけたら
声をかけたいです。」

「誰にでも優しくして笑顔
になってほしいです。」

～｢考え､議論する道徳｣を目指して～

９月１４日（土）道徳授業地区公開講座を行いました。

１・２校時に道徳の授業を公開し、３校時には講師をお

招きしての講演会、意見交換会を行いました。保護者・

地域の皆様と学校とが一緒になって、子どもたちの心の

成長のために必要な日常の取り組み、子どもへの接し方

について考えることができました。

全学級が「思いやり・親切」

をテーマに行った

委員会活動は、５・６年生が協力し合って、集団の一員としてよりよい学校生

活づくりに取り組み、協力して様々な問題を解決しようとする自主的、実践的な

態度を身に付けることを目的に行っています。

計画委員会 委員長

Ｈ．Ｔ．

計画委員会では、桃二小

の１００周年に向けて、学

校をよりよくしていくた

めの活動をしています。今

年はあいさつを重点とし

て考え、開門時刻の８時か

ら８時１５分に毎日立っ

ています。みんなが、挨拶

が習慣になるように頑張

ります。

２年「かっぱ わくわく」
困っている相手に、すすんで親切にすることに

ついて考えました。また、親切にされたときにど
んな気持ちになったかについても考え、親切にす
ることの大切さを学びました。
＜児童の考え＞

「親切にすると、相手も
うれしくなる。」「もっと
人に親切にしたいな。」
「人に優しくすると、自分
にも返ってくるのだな。」

３年「一さつのおくりもの」
登場人物の行動に共感し、「どんな人が、親切

な人なのだろう。」と考えました。多様な視点か
ら親切な人について意見が出ました。
＜児童の考え＞
「困っている人を助けら

れる人」「みんなにありが
とうと言われることをする
人」「人の気持ちを考えら
れる人」「だれにでも優し
くする人」「人のことを一
番に思ってくれる人」

４年「なにかお手伝いできることはありますか」
思いやりの心をもっていても行動する難しさに

共感し、自分の弱さを乗り越え、すすんで親切に
することのよさについて考える
ことができました。
＜児童の考え＞

「相手の笑顔を見ると自
分も嬉しい。」「感謝し
てもらった時、助けてよ
かったという気持ちにな
る。」

５年「くずれ落ちただんボール箱」
困っている人を見たときは、その人の身になっ

て親切にするということについて考えました。さ
らに、「本当の親切とは何か」を考えました。
＜児童の考え＞

「本当の親切は、相手の立
場に立って行うもの。」
「見返りを求めずにするこ
と。」「すすんで行おうと
思った。」

６年「心に通じた『どうぞ』のひとこと」
「親切、思いやり」について学び、今後自分が

どのように生活していくか考えました。また、
「ありがとう」という言葉の大切さも改めて学び
ました。

＜児童の考え＞
「ありがとうの一言を

積極的に言いたい。」

「これからも人に親切

にしていきたい。」

図書委員会 委員長

Ｎ．Ｎ．

図書委員会では、昼休み

に図書の本の貸し出しを

しています。他に、学校の

みんなが本を好きになれ

るようにと思い活動をし

ています。例えば、読み聞

かせを各クラスで行った

り、おすすめの本を紹介し

たりしています。

運動委員会 委員長

Ｏ．Ｉ．

運動委員会では、みんな

が運動しやすいように、毎

日、体育倉庫の掃除をして

います。また、中休みを利

用して、たくさん運動でき

るように、縄跳び旬間や持

久走旬間を計画していま

す。みんなが楽しく運動し

て、体力を高めるための活

動を考えていきます。

放送委員会 委員長

Ｏ．Ｒ．

放送委員会では、朝・給

食・掃除・下校の時間に放

送しています。給食時間の

放送では、みんなに喜んで

もらえるように毎日内容

を変えています。１年生か

ら６年生まで楽しむこと

ができる放送にしたいと

頑張っています。

環境委員会 委員長

Ａ．Ｋ．

環境委員会では、桃二小

の花だんを花々で彩る活

動をしています。苗を植

え、水やりをし、大切に育

てています。また、各教

室・廊下のそうじ用具ロッ

カーが整とんされている

か確認し、いつも気持ちよ

く使えるように整えてい

ます。

集会委員会 委員長

Ｓ．Ｙ．

集会委員会は、桃二小の

みんなを楽しませる活動を

企画・運営しています。集会

では、縦割り班の人や違う

学年の人たちと交流するこ

とで、仲を深めたくさんの

笑顔が見られています。こ

れからも、多くの人と交流

でき、楽しめる集会を考え

ていきます。

給食・保健委員会 委員長

Ｉ．Ｕ．

給食・保健委員会は、健

康で清潔にすごすための活

動をしています。栄養黒板

に給食で使う材料のマグネ

ットを貼ったり、栄養士の

先生からの一言をお昼の放

送で言ったりしています。

他には、手洗い場の石けん

の補充や給食の片付けチェ

ックをしています。

道徳授業地区公開講座の３校時に、図書室にて講演会

を行いました。参加された方々の感想を紹介します。

・先生のお話が興味深く、聞き入ってしましました。社会に出

るとコミュニケーションの大切さ重要性を実感します。時代

が変化しているからこそ、礼儀とコミュニケーションが更に

最重要になっていると感じています。

・参加させていただきありがとうございました。日頃から子育

ては難しいものだなぁと感じながら子どもたちと向き合って

おりますが、先生のお話にあった通り、できないことに目を

向け過ぎず、できること、できたことを子どもと一緒に喜び

合っていきたいです。


