
 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

学 校 ニ ュ ー ス  

おめでとうございます。 

○桃一小野球クラブが、第４１回杉並区学童軟式野球秋季大会において、1部で優勝しました。 

○税に関する絵はがきコンクールで、６年生１名が税務署長賞をいただきました。 

○ＭＯＡ美術館児童作品展において、５年生１名が杉並区長賞、６年生１名が金賞、 

１年生１名が銅賞を受賞しました。 

桃井第一小学校  
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「ごんぎつね」に込められた思い 

 
校長 平田 英司 

 

「ごんぎつね」は長い間、教科書に採用され、保護者の皆

様も学んだことのある作品ではないでしょうか。本校で

も、１０月に４年生が授業を受けました。授業では、場面

の移り変わりに注意しながら、登場人物の気持ちの変化

や、情景などについて、叙述をもとに想像しながら読み深

めていました。 

また、児童が互いの考えの共通点や相違点を考えながら

話し合うなどして、一人一人の感じ方の違いに気付いてい

ました。授業を参観していて、優れた作品は児童の想像力

や感性を豊かにしていくと感じました。 

今回は、この作品が書かれた背景をお伝えします。 

新見南吉が「ごんぎつね」を書いたのは昭和６年、１８

歳の時でした。畳職人の家に生まれた南吉は、４歳で母を

亡くします。そして８歳のときに、再婚した父親と新しい

母親の間に弟が生まれると、実の母の実家に養子に出され

ます。突然、家族から引き離された南吉は、祖母と二人だ

けの生活に馴染めず、精神的にはとても不安定な状態でし

た。日記にも「生気をぬかれてしまった」と綴っているほ

どです。 

  生活が貧しく旧制中学校への進学は無理な状況でした

が、学業成績は優秀だったために教師の熱心な勧めで進学

します。卒業後は授業料がかからない師範学校を受験しま

すが、体格検査で不合格になってしまいます。やむなく母

校の小学校で５か月間だけ代用教員となり、僅かな報酬を

得て子供たちと親しく交わりながら書いていたのが「ごん

ぎつね」なのです。  

  いたずら狐のごんはある日、兵十が捕ったウナギを盗

みます。ウナギは兵十が病のおっかあに食べさせるため

に捕ったものでした。数日後、おっかあが死んでしまっ

たことを知ったごんはいたく後悔します。その償いのた

めに、山で拾ったクリや松茸を毎日、兵十の家に届けま

す。兵十はそれが誰なのか気づきません。それでもごん

は毎日クリや松茸を届け続けるのです。ある日、兵十は

家に入ってきたごんの姿に気づきます。「こないだウナギ

を盗みやがった、あのごんぎつねめが、またいたずらを

しに来たな。」そう思った兵十は火縄銃を取って、ごんを

撃ちます。そして近寄って初めてごんが持ってきたクリ

に気づくのです。 

  物語の最後はこう結ばれています。 

「おや。」と、兵十はびっくりしてごんに目を落としま

した。「ごん、お前だったのか。いつもクリをくれたのは。」

ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。

兵十は火縄銃をばったりと落としました。青い煙が、ま

だつつ口から細く出ていました。 

兵十に気持ちを分かってほしかったごん。それは南吉

の心境そのままでした。南吉は亡き母親を慕う思いと、

努力しても報われない自身の寂しさをごんの言葉や行動

に託したのでしょう。 

（「ごんきつねに込められた思い」の筆者 新美南吉記念館  

前館長 山本英夫さんに転載の許可を得ました。） 



 

 

  モモリンピック１４３ 
９月のモモリンピックでは、保護者や地域の皆様に多数ご来校いただき、大声援の中で、児童も

練習の成果を存分に発揮できました。天候不順のため、予備日の開催となりましたが、好天に恵ま

れたことも幸いいたしました。 

今年も、赤、黄、白、青の４色に分かれての実施といたしました。それぞれの色の応援団が工夫

を凝らし、団員の心を一つにして優勝を目指しました。結果は、優勝 赤、準優勝 白、敢闘賞 黄、

青となりました。各学年、各色、精一杯練習に取り組み、一回り大きく成長したように思います。  

本番まで、保護者・地域の皆様にはたくさんのご協力とご理解をいただき、本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

１１月の生活目標「物を大切にしよう」  

 物を大切にすることの基本は、整理整頓です。学校では、机の中やロッカーの収納について、

整理整頓できるように指導しています。児童が、どこに何が入っているか分かることで、余分

で探す手間が省け、その分、学習効率が高まります。 

 整理整頓は、習慣化することが大切です。ぜひ、ご家庭でも話題にしていただき、児童が自

分で物を整理整頓できるように声をかけてください。また、落とし物は持ち主がすぐに見つか

るように記名することについて重ねてお願いいたします。 

 

後期委員会紹介 
１０月２日（火）から後期委員会が始まりました。６年生にとっては小学校生活最後の委員会に

なります。それぞれの委員会の委員長に抱負を聞きました。 

 

代表 
桃一小が明るく元気になるよう

にあいさつ運動などを通してみな

さんを笑顔にしていきます。 

 

理科環境 
活動は主に理科室の整備、花壇

の水やりなどです。委員一同全力

でがんばります。 

 

放送 
全校のみなさんに聞きやすい放

送を目指します。委員一同精一杯が

んばっていきます。 

 

器楽 
きれいな音のハーモニーを聞か

せられるよう努めますので、よろ

しくお願いします。 

 

図書 
図書委員会では本の貸し出し・

返却を行います。委員一同頑張り

ますので宜しくお願いします。 

 

飼育 
飼育委員会では主にルビーのお

世話やルビー小屋での掃除などを

行っています。 

 

集会 
 ６年生、５年生で協力し合って

みなさんが楽しめる集会を考えて

います。 

 

保健 
皆が、健康で安全に過ごせるよ

うに委員一同精一杯がんばりま

す。 

 

運動整備 
みんなが楽しく運動できるよう

に責任をもって取り組んでいきま

す。                                                 

 

新聞 
新聞委員会全員でだれでも読め

て楽しくなるような新聞を書ける

ようにがんばります。 

 

給食 
桃一のみなさんが、完食を目指

して楽しく給食を食べてもらえる

ようにがんばります。 

 

美化 
 美化委員長として、掃除や掃除用

具の点検を見本となるように行っ

ていこうと思います。   

 



 

 

ヤゴの観察・飼育 
プールの中に生息しているヤゴは、そのままだと清掃時に全部流

されてしまいます。そこで、区内在住のヤゴサポーターの方からヤ

ゴの救出の方法や生態について学び、救出しました。 

その後は教室で飼育したり、家庭で飼育したりしながら羽化させ

ることに成功しました。成虫になっている様子を見て、子供たちは

とてもうれしそうでした。 

また、その後の学習として、ヤゴについて興味をもったことを調

べてまとめ、３年生に向けて発表しました。また、９月には、ト

ンボが産卵しやすいように、「ヤゴお誘いセット」をプールに設置

しました。今年はとても多くのヤゴの救出に成功しました。「来年

もたくさん救出できるといいね。」と、楽しそうに話していました。 

 

 

演劇鑑賞教室 
９月には、「座・高円寺」で演劇鑑賞教室がありました。当日の演目は「ピノッキオ」でした。プロの方

の演技をしっかりと見て、十人十色、様々なことを感じることができた子供たち。登場人物の気持ちを表現

した迫真の演技や、本格的な舞台演出、さらには素

敵な衣装まで、様々なところに感動していました。

中でも、出演者数人で、何十もの役をこなしている

ところに子供たちは特に驚いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車は、正しく、安全に  

４月の交通安全教室で、荻窪警察署の方から自

転車の乗り方の指導を受けました。その後、実際

に校庭で自転車に乗りながら実践しました。「出発

時は左右を確認すること」や「降りるときは左側

から」という基本的なことを改めて確認しました。

日頃から正しく、安全に自転車を利用できるよう

にしていきたいです。       

  

ドッコイショ！ドッコイショ！ 
モモリンピックの表現では、南中ソーラン節に

挑戦しました。４年生で近年取り組んでいるソー

ラン節。みんなが見たことのある踊りだからこ

そ、細かなところにこだわって練習し、かっこよ

く踊るためには、どうすればよいか考えた練習の

日々でした。力強い漁師の動きを表現するため

に、腰を落としたり動きにメリハリをつけたり

と、真剣に練習に取り組みました。本番では、こ

れまでの努力が実を結び、大成功！子供たちも満

足そうな表情を浮かべていました。たくさんの応

援、ありがとうございました。 



11月の予定
行事予定 給食献立 PTA関係 校庭開放

1 木 B時程　分区連合運動会（予備）
麦ごはん　あじの南蛮漬け
肉じゃが　大根サラダ

2 金 児童集会　安全指導　お弁当給食 献立はお楽しみに！

3 土 文化の日

4 日

5 月 避難訓練　クラブ活動 麦ごはん　さんまの姿煮　豚汁　柿

6 火 今川ケアハウス訪問（3年3組）
おろしスパゲティ　ブロッコリーのサラダ
スイートポテト

卓球

7 水 B時程　午前授業
麦ごはん　松風焼き
糸寒天のごま酢和え　けんちん汁

バレーボール

8 木
B時程　午前授業　理科出前授業（５年）
就学時健診

凍り豆腐ご飯　ししゃもの青のり揚げ
具だくさんみそ汁　みかん

9 金 児童集会  理科出前授業（５年）
麦ごはん　おから入りメンチカツ
ゆかりキャベツ　たまごスープ

バドミントン

10 土 バレーボール 13:00-17:00

11 日 9:00-17:00

12 月
全校朝会　　会場準備（6年）
体育館使用禁止（～２０日）

麦ごはん　ガイヤーン
ほうれん草のサラダ　わかめスープ

13 火
今川ケアハウス訪問（3年４組）
小児生活習慣病予防検診（4年）

麦ごはん　家常豆腐　さつま芋のごま団子
チンゲンサイの中華酢和え

14 水
麦ごはん　白身魚のフライ
じゃこサラダ　せん切り野菜スープ

15 木 青菜ご飯　おでん　野菜のごま和え

16 金 桃一美術館（児童鑑賞日）
アップルトースト
何でも千切りサラダ　豆乳スープ

17 土
土曜授業　造形活動（３，４校時）
桃一美術館（保護者鑑賞日）

大豆入りドライカレー 　ぶどうゼリー
ゆで野菜のキャロットドレッシング

18 日 9:00-17:00

19 月 振替休業日

20 火 会場片付け（5年）
鶏肉のクリームライス
じゃがいもとベーコンのスープ　りんご

21 水 午前授業　研究授業（４年３組）
五目あんかけ焼きそば
もやしとニラのナムル　白玉フルーツポンチ

バレーボール

22 木
社会科見学（3年）
井荻中英語授業（6年）

五穀おこわ　いわしのさんが焼き
いそあえ　秋野菜のみそ汁

23 金 勤労感謝の日 バドミントン

24 土 13:00-17:00

25 日 9:00-17:00

26 月 全校朝会　委員会活動
麦ごはん　鹿児島さつま揚げ
大根のレモン醤油和え　さつま汁

27 火
麦ごはん　鮭の豆乳マヨネーズ焼き
ごぼうサラダ　白菜スープ

卓球

28 水 音楽朝会　連合音楽会（5年） マーボーライス　野菜のナムル　乳ない豆腐 バレーボール

29 木 【月曜時間割】　保護者会（低） 麦ごはん　のりあげくん　五色煮　みそ汁

30 金 児童集会　保護者会（中）
きな粉揚げパン
チリコンカン　パリパリサラダ

バドミントン

※ 行事予定は変更される場合もありますので、お子さんの連絡帳や学年からのお知らせをよくお読みください。
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