
１ 火 ＡＬＴ（５・６年生）

２ 水 ＡＬＴ（１年２組・３・４年生）
委員会活動（放課後）

３ 木 あんぜんデー ＡＬＴ（５・６年生）

４ 金
５ 土
６ 日

７ 月

８ 火 区学力調査（２～６年生）
内科検診（１・４年生）

９ 水 ＡＬＴ（２年１組・３・４年生）

10 木 ＡＬＴ（５・６年生）
内科検診（２・６年生）

11 金 内科検診（３・５年生）

12 土 土曜授業
道徳授業地区公開講座（オンライン）

13 日
14 月 避難訓練 クラブ活動

15 火 ＡＬＴ（５・６年生）体力テスト

16 水
ＡＬＴ（２年２組・３・４年生）
歯科検診（４年２組、５年２組、
２年１組）

17 木
ＡＬＴ（５・６年生）
歯科検診（２年２組、１年１組、
３年１組、５年１組、６年１・２組）

18 金

19 土
20 日
21 月 敬老の日
22 火 秋分の日
23 水 ＡＬＴ（１年１組、３・４年生）

24 木 オープンキャンパス（６年）

25 金

26 土 土曜授業 交通安全教室
27 日
28 月 委員会活動

29 火

30 水
ＡＬＴ（１年２組、３・４年生）
歯科検診（４年１組、１年２組）
研究授業３年１組

10/1 木 都民の日
2 金

3 土
4 日

「研究博士になろう」探求的な学習
学力向上主任

今年度、夏休みに全学年の児童が共通で探求的

な学習に取り組みました。低学年は、生活科の学

習で取り組んだことから関連した課題（１年生は

あさがお、２年生は手作りおもちゃに関連した課

題）を、３年生以上は自分で考えた課題を設定

し、夏休み中に課題解決を進めました。

探求的な学習とは、①課題の設定、②情報の収

集、③整理・分析、④表現の問題解決的な活動を

発展的に繰り返していく学習と言われています。
生活科や総合的な学習の時間だけでなく、普段の何

気ない場面から、疑問や課題を自ら発見し、解決して
いく力をつけさせていきたいと考えています。また、
このような力はこれからの時代を生きていく上でも大
事な力になると言われています。
短い夏休みでしたが、子どもたちは自分で考えた課

題に一生懸命取り組みました。写真や表、グラフや絵
などを使って、自分が取り組んできた様子を分かりや
すくまとめています。次からの生活科や総合的な学習
の時間の課題に生かしていくために、各学級では、取
り組んできた課題を交流し、課題設定やまとめ方など
の良い点を学び合います。
９月は、探求的な学習作品展の保護者鑑賞日を設け

ます。詳細は、別途お便りを出しますのでご確認くだ
さい。子どもたちだからこそ気付ける課題がたくさん
あります。個性豊かな作品を、ぜひ、楽しみながらご
鑑賞ください。

〈探求的な学習作品展〉
日時：令和 2年 9月 10 日（木）～24 日（木）

16時～18 時 30 分（平日のみ）

ご来校の際は、次のことにご協力ください。

・マスクを着用してください。

・家で検温し、発熱や風邪のような症状がある場合は来

校をご遠慮ください。

・受付で名簿に記入してください。

・廊下に展示しています。各教室には入らないでくださ

い。ご用の場合は、教職員にご相談ください。

◎今月の生活目標「なかよく楽しく生活しよう」
生活指導主任

夏休みが終わり、学校生活が再び始まります。挨拶は、人と人をつなぐ大切なものです。自分からすすんで挨拶

をすることで、気持ち良くスタートできます。また、友達と元気に遊ぶ、協力して仕事をすることでみんなでなか

よく過ごせる環境作りを目指します。新型コロナ感染についての差別等が報道されています。絶対に許されること

ではありません。どんなことに対しても優しい気持ちをもち、相手の立場に立ち、相手を思いやった言動がとれる

よう指導していきます。

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９９周年～
令和２年９月１日（火）

Ｎｏ．７（９月号）
中野区立桃園第二小学校
校 長 山崎 義弘

希 望 敬 愛 剛 健
校長 山崎 義弘

保護者、地域の皆様をはじめ、本校関係者の皆様、残暑お見舞い申し上げます。

前期前半を終了した翌週から、体温を超える気温が続く酷暑となりました。子どもたちが、ご家庭にお
いて過ごせる状況にあって安心いたしました。本日より前期後半を開始いたします。熱中症の心配は続
く状況です。感染症についても予断を許しません。子どもたちの健康、安全を第一に考えてまいります。
引き続きご支援ご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、夏休みに、開校周年誌を読む時間をつくりました。ちょうど 50 年前の開校 50 周年の記念誌に、
当時の校風について次のように記されていました。

「桃二はかつて『中野の学習院』とうたわれ多くの人材を世に送ったと聞いています。東京に桃
二ありといわれたのもこの頃でありましょう。当時の校訓『敬愛』『希望』『剛健』は桃二の教育
が知的な面ばかりでなく、徳育・体力にも力を入れていたことを物語っています。」（井上実晃校
長先生の言葉より）
「最初に『桃二』が開校以来終戦直後まで『敬愛』『剛健』『希望』の三つを校訓として掲げ、校
風を築いて来たことと、天下の桃二と言われて来たことの原因は何だったのか、その辺からお話
ししていただきたいのですが。・・・この学校のもっともよかったというのは、子どもがすなお
（原文のママ）で、上品であったということだと思うね。敬愛、剛健というような言葉、これは初代
校長の橘先生がそういう方面をきびしく、躾られたんですね。」（座談会『桃二を語る』より）

桃園第二小学校の子どもたちは、保護者や地域の方々に温かく上品に育てられているので、節度をも
って行動できる、学習に熱心で進学する子どもが多かった一方で、人を敬愛する心、たくましい心と体を
育んでいた、ということが伝わってきます。初代校長の橘淳一郎先生は、「知力」の育成はもちろんのこ
と、「躾」を重視し、「敬愛する心」「剛健な心と体」の育成に努められたのだと感じます。「知」を基盤に、
「徳」「体」を重視された大先輩の教えに、敬意の念を抱くとともに心から共感いたします。

希望に満ち、他者を敬愛し、剛健であれという校訓・校風は、本校の校歌に明記されています。

心も広き武蔵野に朝日まずさす喜びの われら少年少女には朝日の如きのぞみあり
やさしく清く美しく桃と雪とをしるしにて 吾と人とのけじめなく敬い愛ずる誓いなり
神山富士のそそり立つ強さ健気さ鑑にて 学び勤しみ励むとき力は強くこもるなり

校歌１番からは、「希望」に満ちた子どもたちの笑顔と志の強さが
感じられます。２番にあるように、子どもたちには、清く美しいも
のの象徴である桃と雪が本校の徽章であることを胸に、誰に対して
も尊敬する心と愛する心をもって接してほしいと考えます。３番に
ある「健気」には、年少者や力の弱い者が困難なことに立ち向かっ
ていくさま、という意味もあります。強さだけでなく、一生懸命さ、
ひたむきさが人の心を打ちます。子どもたちには、そのように学習・
仕事に専念し、生きる力を培っていってほしいと考えます。

開校 100 周年を来年に控え、開校当時の校訓である「希望」「敬
愛」「剛健」について、子どもたち、教職員とともに、再認識したい
と考えます。そして、「希望」「敬愛」「剛健」という地に、新しい時
代を担う人材に必要な知・徳・体の調和のとれた生きる力という彩
を加え、子どもたちを育んでいきたいと考えています。

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
ホップ ステップ ジャンプ

開校100周年を来年に控え、「開

校 100 周年を祝う会」では、100

年史の編纂を進めています。本校

の歴史を調べる上で、各周年誌は

貴重な資料です。

お手元に、開校 40 周年誌をお

持ちの方がいましたら、学校まで

ご連絡いただけますと幸いです。



９月１２日（土）に道徳授業地区公開講座を行います。道徳授業地区公開講座は、道徳科の授業
公開を行い、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。
本来であれば、保護者や地域の方々に授業を公開し、意見交換を行うところです。しかし、今年

度は、感染症の感染拡大防止の観点から、インターネットのビデオ通信の仕組みを利用して、オン
ラインで保護者の方に向けてのみ、授業の様子を配信します。地域、学校関係者の皆様におかれま
しては、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。また、講演会・意見交換会につきまして
も、今年度は実施いたしません。あわせてご了承いただけますようお願いいたします。

今年度は、全学年「思いやり、親切」をねらいとした授業を行います。各学年、１組が２校時、
２組が３校時に道徳授業を行います。「特別の教科 道徳」がスタートして２年目となりました。
「思いやりとは何か」「本当の親切とはどのようなことなのか」など、子どもたちの発達段階に応
じて、各学級工夫を凝らした授業を考えています。

生物クラブ
生き物を飼育したり、生き物について学んだ

りしています。飼育しているメダカを増やすた
めに水槽のそうじをしたりメダカを観察したり
しています。また、自分の好きな生き物を集め
た夢の図鑑「マイ図鑑」を作るために、生き物
を調べたり、紹介し合ったりします。

ソーシャルクラブ
教科書や本、インターネットを使い、自分の

調べたい歴史や地理、鉄道についてグループご
とに調べていきます。歴史上の偉人の一生を調
べてクイズを作ったり、世界地図を書いたりし
てみんなに歴史や地理を好きになってもらうの
が目標です。

屋外運動クラブ
校庭で、ドッジボールや鬼ごっこなどをして

います。４～６年生が楽しく運動できるよう
に、ルールを工夫したり、仲良くなるための活
動を考えたりして行っています。一人ひとりが
クラブを通して、他学年と楽しく交流すること
を考えて取り組んでいます。

屋内運動クラブ
体育館で、球技や鬼ごっこをしています。４

～６年生が楽しく運動できるように、チームの
力を平等にしたり、ルールをしっかりと決めた
りして行っています。みんなにボールが回るよ
うに、一人ひとりが心掛けています。とても楽
しいクラブです。

クラブ活動では、４～６年生が一緒に活動します。クラブ長を中心に子どもたちが活動内容を話し合

い、異学年で教え合ったり助け合ったりしながら、協力して活動しています。今年度は、感染症対策の

中できるクラブ活動を子どもたちが考え、一新しました。ユニークなクラブも生まれています。

手芸クラブ
手芸では、一人ひとりがオリジナルマスコッ
トを作ります。５・６年生が、まだ家庭科を習
っていない4年生に教えたり手伝ったりして協
力しています。学年関係なく、仲良く楽しく活
動しています。

パソコンクラブ
パソコンで名刺や翌年のカレンダー等を制作

しています。後期から、プログラミングを１か
ら学び、自分だけのゲームを制作していきま
す。分からないことがあれば、担当の先生や周
りの人が教えてくれる、笑顔があふれる楽しい
クラブです。

主題名・教材名 指導の観点

１年生
主題名：親切な心で

教材名：はしのうえのおおかみ 身近にいる人に温かい心で接し、親

切にすること。
２年生 主題名：親切にするよさ

教材名：学きゅうえんのさつまいも

３年生
主題名：温かい心を大切に

教材名：一さつのおくりもの 相手のことを思いやり、進んで親切

にすること。
４年生

主題名：思いやる心を伝えよう

教材名：なにかお手伝いできることはありますか

５年生
主題名：困った人の身になって

教材名：くずれ落ちただんボール箱
誰に対しても思いやりの心をもち、

相手の立場に立って親切にするこ

と。６年生
主題名：親切の大切さ

教材名：心に通じた「どうぞ」のひとこと

科学クラブ
自分たちで活動内容を決めて、様々な実験をして

います。例えば、氷と食塩を使って急激に冷やして
作る「アイスクリーム」や、入浴剤のバブを利用する
「バブロケット」、ボールの空気入れで飛ばす「ペッ
トボトルロケット」などの実験をしています。みんな
と協力して、楽しい実験を通して科学の面白さを学
んでいます。

ミュージッククラブ
自分たちで選んだ好きな曲を合唱したり、合

奏したりしています。多くの人に楽しく聞いて
もらえるように、クラブの時間を大切に、楽し
んで練習に取り組んでいます。

サーカスクラブ
自分たちで話し合い、サーカスの花形である

一輪車を全員が乗れるようになるという目標を
立てました。目標達成に向け、助け合いながら
練習しています。新たな技に挑戦したり、教え
合ったりしながら笑顔で活動しています。

アートクラブ
自分たちで活動内容を決めて、色々な図画工
作に挑戦しています。プラ板に好きな絵を描い
て自分だけのオリジナルキーホールダーや消し
ゴムを材料に好きな形の消しゴムはんこを作り
ます。４～６年生全員が仲良く、自分の作りた
い物を自由に作ることができる楽しいクラブで
す。


