
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今年度に入り、社会状況と同様に学校でも

徐々にではありますが、学校行事等の実施が再

開できるようになってきています。しかし全く

元通りとはいかず、５月末に行われたモモリン

カップや６月の土曜学校公開等では、参観時間

を分散しての実施で、保護者の皆様にはご不便

をおかけしています。今年度は、“できる限りの

再開”を合言葉にしていきたいと考えています。 

そんな中で、学校行事の運営を支えていただい

ている学校運営協議会、学校支援本部、ＰＴＡ・

地域の皆様をはじめ多くの皆様方に心より感

謝申し上げます。 

６月初めに行われました創立９０周年記念

事業の一つ「航空写真」の撮影では、多くの保

護者・地域の皆様にも参加していただきました。

合わせて１００名を超える方々も、図柄を担当

している子供たちを囲むように並び、撮影に協

力をいただきました。参加した保護者の方から

は「自分は〇周年の時に航空写真を撮った。今

度は親子で一緒に写ることができて嬉しい。」

との言葉も聞かれました。私も、各々感じてい

る９０周年への思いを感じることができまし

た。 

 また、体力テストではのべ１００名のボラン

ティアの方々に協力いただき、無事に終えるこ

とができました。２年間以上続いているコロナ

禍の生活で、子供たちの体力については大きな

課題の一つにです。結果を踏まえ、学校でも子

供たちの体力向上に努めてまいります。 
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地域・保護者の協力をいただいて 

副校長  高橋  伸明 

 

体力テスト(左)、わら馬作り(5年：右)様子 

文科省及び区教育委員会からの通達に従い、感染

症に気を付けながら以下の通りに行っていきま

す。 

 

熱中症対策を優先して「体育授業」「登

下校時」「（暑い・苦しい時の）外遊び」

では、マスクを外すように指導いたし

ます。 
 
※各家庭でもお子さんと話し合いをしていただき

ますようお願いいたします。 



 

 

 

 

 

  

２年生  どんどんいいとこみっけ 心をひとつに！ももしよさこい 

2年生の表現は「心をひとつに、楽しく元気にかっこよく」をテーマに練習に

取り組みました。1年生とは違う「かっこよさ」を表現するために、キレのある

動きと、決めポーズを意識して踊ることで、一人一人がそれぞれの「かっこよさ」

を表現できました。また、今回は伝統の鳴子踊りも取り入れて踊りました。「カ

チャカチャ」と鳴る鳴子の音を合わせるのはとても難しく、何度も練習を重ねて

本番では、最高の演技をすることが出来ました。 

団体競技「それゆけ！ももしたっきゅうびん」では、友達と話し合ってどのよ

うに桃を運べばいいかを考えました。持つ人の配置や走り方、息の合わせ方など、

それぞれ工夫をして、協力して走り切りました。 

モモリンカップを通して、子供たちは最後まで真剣に取り組むことの大切さと

仲間と協力して一つのものをつくり上げる楽しさを感じることが出来ました。出

番が終わったあとの、「やり切った！」という笑顔がとても素敵でした。 

一人一人どの子にも温かいご声援をありがとうございました。 

 

 

 

1 年生  はじめてのモモリンカップ 楽しく！かっこよく！！ 

 １年生にとってはじめてのモモリンカップは、小学校に入学して１年生全員で取り組む初めての大

きな行事でもありました。子供たちが決めた学年のテーマは「楽しく」です。「もっと踊りたい！」

「家でも練習したよ！」という声があがるなど、本番はもちろん、練習の時から楽しみながら取り組

むことができていました。全員での隊形移動や、みんなでそろえた決めポーズは、小学校入学後の成

長した姿をみんなに見せようと挑戦したものです。本番で 

はお家の方からの「おぉ～」という歓声を聞き、誇らしげ 

な表情をしている子供たちの姿が印象的でした。 

 楽しみながらもしっかりと達成感を味わうことのできた 

モモリンカップになりました。 

 

３年生 ももしエイサー～ちむどんどん～ 

３年生の表現「ももしエイサー～ちむどんどん～」では、学年でどんなモモリンカップにしたいか話

し合うことからスタートしました。みんなで考えた「全力・協力・笑顔」をキーワードに、かっこいい

３年生を目指し一生懸命練習してきました。みんなで体の向きやパーランクーの音を合わせたり、クラ

ス毎の振り付けを考えたり、自分が頑張るだけでなく、友達と協力する姿をたくさん見ることができま

した。終わった後の子供たちの「やり切った！」という表情が印象的でした。 

３年生の団体競技「全力！協力！つなげ大玉！！」では、みんなで話し合って決めた３人一組で大玉

をつなぎました。楽しみながら一人一人が全力を出し切ることができました。 

中学年として一人一人が最後まで真剣に頑張る姿に成長を 

感じたモモリンカップでした。様々な面でサポートしていた 

だきありがとうございました。 

 



４年生 みんなの心を一つに、成長した姿を見せよう 
 ４年生は、「見ている人たちにどんな姿を見せたい？」という話し合いから、モモリンカップへの取り組

みをスタートしました。みんなで決めたテーマを達成するためには、どのような表現にしていきたいかを

尋ねたところ「旗は絶対に使いたい」「大きな旗や小さな旗を組み合わせた難しい踊りに挑戦していきた

い」「みんなで振り付けも考えたい」と、意欲的な意見がたくさん出ました。 

今年は実行委員を発足しました。メンバーで様々なことを話し合ったり、毎時間の練習で声掛けをした

りするなど、中心となって活動していました。「自分たちでこのモモリンカップを作り上げるんだ」という

意識が学年全体に広がっていく様子が素敵でした。 

 本番では校庭で見ている人たちに、旗を振り下ろす音やきれいに揃った 

動きだけでなく、成長した姿をしっかりと披露することができました。 

 ぐるぐるタイフーンでは、チームで協力して全力で走りきる姿が 

会場を大いに盛り上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年生 思いをかたちに ～団結・音色・光輝～ 

 5年生は、「史上最高」を合言葉にソーラン節や玉入れ、障害物リレーに取り組みました。 

ソーラン節では、実行委員を中心に話し合いを重ね、練習だけでなく、休み時間も自主的に練習する姿がた

くさん見られました。黒 T シャツには、漢字一文字で自分の思いを表現し、大漁旗はクラスごとにデザイン

を考えました。団体競技も同様に、実行委員を中心に話し合いをしました。特に、自分が参加したい種目を選

び、チームごとに作戦を考え、勝利を目指して取り組む姿が印象的でした。 

本番は、全力を出し、「史上最高」の 5年生の姿を披露することができました。 

最後に、モモリンカップの思い出を俳句にしたので、いくつか紹介します。 

 

「練習の 努力の結晶 汗光る」「吹っ切れた 周りの目なんて 気にしない」 

「声援に 後押しされて 駆け抜けろ」「輝いた みんなの姿が 一番だ」 

「波のうえ 重いあみもち ひっぱるよ」「腰低く その体勢を 保つため」 

６年生 最後のモモリンカップ！ 

 表現では、鮮やかな水色の布を使用して波をイメージした動きをしたり、行進でいろいろな隊形変化にチ

ャレンジしたりしました。自分たちで考えた団体種目は、二人三脚＆障害物リレーと棒引きです。距離をと

り、できるだけ接触しないように工夫しました。競技や演技の他にも、応援団や選抜リレー、係活動と活躍す

る場面がたくさんありました。とても充実した思い出深い一日となりました。子供たちの感想をいくつか紹

介します。 

・学年種目のとき雨が降ってきて、みんなで「晴れろ！」コールをしたらほんとに晴れてうれしかった。 

 今までやってきたことを全て出し切ることができたと思う。 

・応援団では大きな声を出せたのでよかったです。みんなと協力してつくり上げることができました。 

・本番の演技を上から見てみると、すごくきれいで息もそろっていました。 

大成功だと思いました。 

・モモリンカップを終えて成長したところは、自信をもつことです。 

自信がついたのは練習を頑張ったからだと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

   

   

 お兄さんお姉さんになった成長を喜び、張り切っている 2年生。1年生に優しくしよ

う、一緒に遊ぼうなど考えたり、どんなことができるか話し合ったりしました。 

 生活科では、学校探検をして校内を案内しました。1年生が楽しめるよう、内容も工

夫しました。 

 遠足は、徒歩で井草森公園に行きました。1 年生の時よりも歩きましたが、体力がつ

いてきたようで元気いっぱいでした。 

 公園の広場で、クラスごとに決めた遊びをしたり、学年でリレーをしたりしました。

外で食べたお弁当は、とってもおいしかったです。 

 

 1年生が朝顔を植えるときには、一緒に

土を入れたり、種を植えたりするお手伝い

をしました。自分たちの経験をもとに、植

え方を優しく教えてあげられました。 



 

 

 

 

 

 

杉並土木事務所の交通安全係の方や警察署の方々から自転車の安全な乗り方

について教わりました。実技講習では、自転車で一本橋やデコボコ道を通りまし

た。最後は、スピードを上げてからの急ブレーキの練習。 

安全確認の仕方や様々な道を走行し、安全な乗り方について楽しく学ぶことが

できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的な学習の時間の一環で、環境ネットワークや学校支援本部、PTAの方々

とプールのヤゴを救う活動を行いました。最初は、ヤゴを触れなかった子も「触

れたよ！！」と笑顔いっぱい。モンシロチョウやアゲハチョウなど、小さな虫た

ちと触れ合う機会が増えた 3 年生は、今、虫に興味津々です。これからも様々

な虫との出会いを楽しんでほしいと思います。 

 

 

３年生  

 

ヤゴ救出大作戦！ 

  

自転車講習会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 曜 行   事 

1 金 
朝学習 保護者会１２３年（ただし、1年３組を除く） 

セーフティ教室１年 

2 土 土曜授業 児童集会 地区班下校     

3 日  

4 月 児童朝会 ５時間授業 安全指導      ○も  

5 火 朝学習 

6 水 特別時程４時間授業 校庭開放（16時 55分まで） 

7 木 朝読書 

8 金 たて割り集会 １～３年４時間 ４～６年５時間 

9 土  

10 日  

11 月 児童朝会 クラブ             ○も  

12 火 朝学習 避難訓練 

13 水 体育朝会 ４時間授業  校庭開放（16時55分まで）                    

14 木 朝読書 保護者会（１年３組） 

日 曜 行   事 

15 金 児童集会 １～３年４時間 ４～６年５時間 

16 土  

17 日  

18 月 海の日 

19 火 朝学習 大掃除 ５時間授業 給食あり ○も  

20 水 終業式 給食なし 校庭開放（16時 55分まで） 

21 木           夏季プール 個人面談 

22 金         

23 土  

24 日  

25 月  

26 火  

27 水  

28 木            

29 金  

30 土  

31 日  

4 年生では、生活目標を子供たちと話し合って決めています。４月からあいさつのこ

とや、モモリンカップに向けての取り組み、様々なことを目標としてきました。「低学年

のお手本となる」「時間を大切にしよう」自分たちで決めた目標を意識して生活できるよ

う、声をかけていきます。 

PTA総務部会   ５日（火） ９：３０  

CS運営協議会  １５日（金）１８：００～ 

○もは、ももしスマイル相談日 

今年度も 6 月２１日（火）より学校のプール（水泳指導）が始まりました。前年度と同様に、コロナ
ウイルス感染防止対策をしっかりととりながら安全に学習できるよう、引き続き子供たちの様子を注意
深く観察しながら水泳指導を実施していきます。 
ご家庭でも、毎日の健康観察（検温を含む）を入念にして、健康観察表にご記入いただきますようご

協力をお願いいたします。また、忘れ物があるとせっかくのチャンスを逃してしまいますので、お子さ
んと一緒に持ち物をご確認ください。 
また、夏休みには合計８日間の「夏季水泳指導」を行います。苦手な泳ぎの練習をしたり、長い距離

を泳ぐことにチャレンジしたりと、目標をもって取り組みます。もちろん、「欠席しない」というのも立
派な目標です。できる限り参加させてください。 

 
夏季水泳教室実施期間：７／１９(月)～７／３１(水), ８／2２(木)～２６(月)   （プール担当 藤井） 
 

今年はほとんどのプランが復活します！ 
・フラワーボランティア「海からのおくりものを使ってテーブルアレンジを作ろう！」 
・図書飾りつけボランティア「本の森であそぼう ももし海岸へようこそ～あつまれ！海の仲間たち～」 
（おうちで作った作品を 2 学期に持ち寄ります。） 
・「図工教室」 
・「盆踊り練習会」 
※詳細は各プログラムごとに配られます。プリントを見てお申し込みください。 

 桃四小の「学校生活のルール」の中に、「持ち物すべてに名前を書く」「学習に必要のない物は
持ってこない」とあります。どうでしょうか、守れていますか？では、なぜこのルールがあるの
でしょうか。ぜひ、お子さんと一緒に考え、学校への持ち物や衣服を一緒に確認してください。
学校の落とし物置き場は、いつも物であふれています。 
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