
11 月の行事予定

１１月の生活目標

物を大切にしよう ～学校の物の使い方～

・身の回りの整理整頓をしよう。

・持ち物の記名を確認し、学用品をていねいに

あつかおう。

・みんなで使う物を大切にしよう。

・使った物の後始末を正しくしよう。

◎生活目標
生活指導主任 石原 江美

学用品や衣類に名前を付けることは、その物を自分

の物として意識して大事に使うことにもつながりま

す。また、どこかに忘れても、持ち主に返すことがで

きます。この機会に、鉛筆や消しゴム等の学用品や衣

類等に名前があるか、ご家庭でも確認をお願いします。

また、使ったものをきちんともとに戻すことや丁寧に

片付けることも指導を続けていきます。

11/1 金
もみじ読書月間・ふれあい月間 始
生活科見学(２年) 算数道場(３年)

2 土

3 日 文化の日

4 月 振替休日

5 火 研究授業(５年２組) 算数道場なし

6 水
たてわり班活動 ＡＬＴ(３・４年)
元気アップ(１・２年) 研究授業(６年１組)

7 木
ＡＬＴ(５・６年) 算数道場(２・５・６年)
ジャイアンツアカデミー(４年)

8 金
あんぜんデー 算数道場(３年)
ブックトーク(４年２組) 学校保健委員会

9 土
学校公開日(健康教育)
琴体験(５年) 米出前授業(５年)

10 日

11 月
全校朝会 避難訓練 代表委員会
委員会活動(５・６年)※６年生写真

12 火 たてわり班活動 算数道場(１・４年)

13 水
ＡＬＴ(３・４年) 元気アップ(１・２年)
パラバドミントン観戦(６年)

14 木
ＡＬＴ(５・６年) 算数道場(２・５・６年)
パラバドミントン観戦(５年)

15 金 社会科見学(４年) 算数道場(３年)

16 土

17 日 昭和地区ふれあいコンサート(３年・音楽隊)

18 月
体育朝会 なわとび旬間(短なわ)
社会科見学(３年)

19 火 生活科見学(１年）ＡＬＴ(５・６年)
算数道場(１・４年)

20 水
なわとびパフォーマンス ＡＬＴ(１・２年)
なわとび授業(１・２・３年)

21 木
ＡＬＴ(５・６年) あいさつ運動(２年１組)
算数道場(２・５・６年)

22 金 あいさつ運動(２年１組) 算数道場（３年）

23 土 勤労感謝の日

24 日

25 月
音楽朝会
クラブ活動(４・５・６年)※６年生写真

26 火 算数道場(１・４年) 教員読み聞かせ

27 水 ＡＬＴ(１・２年)

28 木
ＡＬＴ(５・６年) 算数道場(２・５・６年)
あいさつ運動(２年２組)

29 金
あいさつ運動(２年２組) 算数道場なし
土曜時程(１２：５０頃下校)

30 土

もみじ読書月間 氏原 和佐

読書の秋です。なぜ、読書の秋なのでしょ

うか。昔の中国の詩の一節に「燈火親しむべ

し」という言葉があります。秋になると涼し

くなり、夜も長くなって明かりの下で読書す

るのに適しているというのが、『秋に読書』

の由来になっているそうです。

本校では、毎年１１月に「もみじ読書月間」

を設け、子どもたちが、読書に親しめるよう

にしています。この期間は、全校での朝読書

を実施する他、月曜日の昼読書、教職員によ

る読み聞かせ、図書ボランティアの皆さんに

よるパネルシアターなどいろいろな活動を

行います。図書委員会も様々な企画を予定し

ています。

また、昨年同様「親子読書」のカードを配

布し、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。

体力向上月間の取り組み
～長縄旬間結果、短縄の準備～

生駒 将平

１０月に実施した長縄旬間では、全学級が

中休みに練習に励みました。今年も、長縄旬

間前から練習をする学級が多く、意欲の高さ

が感じられました。

最初は、うまく跳べなかった子も、毎日練

習をすることで、跳ぶことができるようにな

りました。長縄大会では、どの学級も全力で

取り組みました。５分間で一番多く跳んだ学

級は、６年２組の５４６回でした。

１２月は、短縄旬間です。いろいろな跳び

方にチャレンジして、楽しみながら体力づく

りに取り組みます。１８日（月）から短縄を使

用しますので、用意をお願いします。

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

１０月３１日（木）

Ｎｏ．７（１１月号）

中野区立桃園第二小学校

校 長 山崎 義弘

今、できることを。
副校長 川畑 伊豆海

先月の台風１５号に続き、台風１９号や低気圧の影響に伴う記録的な大雨による河川の氾濫、河岸の決

壊、それに伴う家屋の倒壊、浸水により被災された多くの皆様に対しまして、謹んでお見舞いを申し上げ

ます。被災地域の一刻も早い復興を心よりお祈りいたします。

台風のニュースが続く昨今、幼いときの記憶がよみがえります。昭和 50(1975)年 10 月 5 日(日)、台風

１３号が、八丈島を直撃しました。最大瞬間風速 67.8ｍ、急にスピードを上げて進んできたために台風へ

の対策が遅れました。当時小学生だった私は、家の中で柱にしがみ付いていました。「お願いです。早くこ

の台風を遠くに行かせてください。」と繰り返し繰り返し唱えたことを覚えています。そのような中、隣の

家の家族が、「家の屋根が飛んでしまった。避難させてほしい。」と足にけがをしながらやってきました。

その台風では、家屋損壊 2403 棟と大きな被害が出ました。しばらくは停電し、電話も不通になりました。

通っていた学校の窓ガラスも全て割れてしまい、しばらく休校になりました。電気が付いたときの嬉しさ、

電話がつながったときは心から安堵しました。

いつ起きるか分からない災害、多くを想定し、対策をしておく

ことが必要です。学校には「危機管理マニュアル」「災害非常対策

計画」があります。見直しや改善を重ね、実効性あるものにし、

児童の安全を守ってまいります。ご家庭でも、いざというときの

行動について話し合いをお願いします。

今月は、ふれあい月間です。引き続き「いじめ防止」に取り組ん

でいきます。ご心配なことがありましたら、すぐご相談ください。

中休みの長縄練習。目標達成に向け

て、声を掛け合いました。

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(99) ジャンプ(100)ホップ(98)

桃園第二小学校では、様々に趣向を凝らした給食をつく

っています。10 月には、バイキング給食と題して、食べる

もの、食べる量を自分で選んで食べられる日を設けました。子どもたちは

大喜びです。そのほかにも、季節や日本の伝統行事に合わせて、「こどもの

日献立」「梅雨入り献立」「七夕献立」「十五夜献立」などを行ってきました。

また、イギリス、タイ、韓国メニューやハロウィンメニューなど、外国の

メニューも取り入れています。11 月は、ラグビーワールカップの決勝戦に

ちなんだ献立もあります。

開校 70周年記念誌に昭和 19 年（1944 年）4月から主食の給食が始まっ

たと記録されています。その後、戦争の影響で一時中断された後、昭和 25

年（1950 年）10 月からパンの給食で再開されたそうです。

給食を前にす
る子どもたちの
笑顔が、喜びを
表しています。

開校 70 周年記
念誌より

お知らせ

今年度の授業改善プランを本校のホ

ームページに掲載しました。

授業改善に重ね、子どもたちが「わ

かった・できたを感じることができる

授業づくり」をしていきます。



本校を会場として、桃花小学校、白桜小学校の６年生と第６３回中野区立

小学校連合運動会を行いました。６年生にとって、努力が実った最高の連合

運動会になりました。

短距離走では、体育の時間にスタート練習やコーナリングの練習をしました。

練習の成果が出て、全力で走り抜けることができていました。

長縄は、連合運動会に向けて、休み時間や朝遊び、放課後を使って練習を続けました。

思うように結果がでないときは、自分たちで話し合いながら、少しでも多く跳べるように

頑張りました。クラスの仲間で助け合い、支え合いながら努力を続けてきました。その結

果、１組も２組もクラスの最高記録を出すことができました。

リレーは、朝と給食前、放課後に何度も何度もバトンパスの練習をして、タイムを少しでも

縮められるように練習を重ねたことで、本番ではその成果を出すことができました。

全ての種目で練習したことを生かし、力を出しきることのできた連合運動会でした。

たくさんのご支援と温かいご声援、ありがとうございました。

１０月２３日（水）

２年生から６年生の各学級の子どもたちが協力して、楽しいお店を開きました。１年生や保護者の方、もちろん

自分たちも、とても楽しい時間を過ごすことができました。

早稲田大学交響楽団の

皆さんをお招きして、ワー

クショップを行いました。

子どもたちは弦楽四重奏

の美しい音色で奏でられ

る名曲の数々に、感嘆の声

を上げていました。

中野区の清掃事務所の

方々による出前授業では、

ごみの仕分けゲームを行

い、子どもたちは楽しく分

別の方法を知りました。さ

らに収集車についても、実

際に見ることで仕組みを

学ぶことができました。

スーパーマーケット見

学としてライフ中野駅前

店に行きました。普段見る

ことのできないスーパー

マーケットの裏側や買い

物に来るお客さんのため

の工夫など多くのことを

見たり聞いたりしてきま

した。

中野区の防災担当の

方々にお越しいただき、起

震車体験を行いました。自

然災害が増える中、「自分

の身は自分で守れるよう

にしたい。」と地震の怖さ

と日頃の訓練の大切さを

学ぶことができました。

１０月２日（水）から４日（金）まで、長野県軽井沢町へ２泊３

日の移動教室に行ってきました。子どもたちにとって、思い出に残

る軽井沢移動教室となりました。時間を意識しながら、スキー場の

山道にあるポイントを探して回ったオリエンテーリングに始まり、

世界で１つのハンカチができた藍染体験、キャンドルサービスを取

り入れたレクリエーションと、初日からたくさんの体験や活動がで

きました。

２日目は、キャベツ収穫体

験をし、穫れたてのキャベツの

甘さに驚き、農協の施設や仕事の工夫について話を聞きました。牧場

では乳しぼり体験や牛の育ち方の話を聞き、放牧から戻る牛の行進を

見学しました。その様子に、子どもたちから感嘆の声が上がりました。

白糸の滝では、水の冷たさを直に感じることができました。

３日目は、リンゴ狩り体験でいろいろな品種を食べ比べ、旧軽井沢

銀座では班で計画した買い物をし、出発前よりも荷物がだいぶ重くな

りました。お土産だけでなく、思い出もたくさん持ち帰ることができ

ました。

移動教室から帰ってきた後、子どもたちにアンケートをしました。

ベスト３を紹介します。

がんばったこと
１位 係の活動
２位 5分前行動
３位 班・グループをまとめること
楽しかった体験・活動
１位 リンゴ狩り
１位 乳しぼり
３位 藍染体験
おいしかったもの
１位 ソフトクリーム
２位 ビーフシチュー
３位 リンゴ

みんなで仲良く藍染体験

キャベツの収穫体験

「いただきます」はみんなでそろってやさしく丁寧にしぼります大迫力の牛の行進

とれたてのリンゴを分け合ってパクリ！

朝会の後、浅間山を見て


