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◎ 考える子
○ 思いやりのある子
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全集中 桃の呼吸 校長 山崎 義弘

昨年あたりから子どもたちからよく聞かれるようになったコミック・アニメーションの映画が、この秋、記
録的なヒットをしていると聞きます。「全集中」という言葉は流行語になりそうです。桃園第二小学校の教職
員が、子どものために、呼吸を整えて全集中で行うこと、それは、本校の特色ある教育活動です。

壱ノ型 「わかった・できた」を感じることができる教育的支援の工夫 ～桃二 ユニバーサルデザイン～
11 月 13 日（金）に、中野区教育委員会「学校教育向上事業」研究指定校としての

研究発表を行いました。
本校では、様々な特性をもつ子どもたちが、学習の中で「やってみよう」と意欲を

もち、「わかった」「できた」を積み重ねられるよう、「視覚化」「焦点化」「共有化」
「刺激を少なくする工夫」「整理がしやすい工夫」「ルールの明確化」「認め合う場の
工夫」という視点で授業改善と環境整備に努めています。また、ひらがなや単語の読
みの速度や正確性を調査して、子どもたちの特性を把握し、個に応じた支援・指導を
早期に開始するよう努めています。そして、個々の子どもの特性や必要な支援につ
いて、学校の教職員全体で組織的に検討することを常に行っています。研究に取り
組むことを通して得た成果を、今後も子どもたちのために継続していきます。

弐ノ型 子どもたちの学力を支える ～ 桃二 学びの園 ～
地域に住む専門家や地域の文化・芸術施設等の外部教育力を活用した「地域は学

校 地域は先生」特別授業を推進しています。年間 50回以上を目標に、各教員が外
部の方と折衝して、魅力的で知的好奇心を高める特別授業の実現に努めています。
11月だけでも、「ピアノ・バイオリン演奏会」「世界チャンピオンの縄跳び教室」「蝶
の授業」「図書ボランティアの方の読み聞かせ」「助産師の命の授業」「清掃事務所の
方の環境教室」「能・狂言体験」「中野警察署セーフティ教室」「ファミリーeルール
ＳＮＳの賢い使い方の授業」「ブラインドサッカー」を行っています。講師の先生方
に対して書いているお礼の手紙に、子どもたちの喜びがあふれています。１年生と
６年生の手紙を一部を紹介します。

きょうは おいそがしいなか もも二小へきてくださってありがとうございます。おもしろい
し、なわとびもじょうずなので、とてもとてもびっくりして とびはねました。いそがしくないひ
や おしごとがおやすみのときに またぜひもも二小にいらしてください。いま ころながはっ
せいしていますが おからだをだいじになさってください。（１年生）
コロナウイルスで大変な時期に来てくださってありがとうございました。ユーフォニウムの
重低音ははく力があってすごかったです。「ホールニューワールド」を歌われたときは驚き
ました。歌も上手でうらやましいです。ピアノ演奏は、音色がとても清らかで、まるで川の
流れる音を聴いているような心地よい気持ちになりました。すてきな演奏をありがとうござ
いました。鍵盤を右から左に向かって一気にひくところがかっこよかったです。私もあのよ
うにできるようになりたいです。本日はお越しくださり、ありがとうございました。（６年生）

参ノ型 挨拶・返事・後始末 ～多くの人から愛される人へ～
「挨拶」「返事」「後始末」ができる子は、多くの人から愛されると考えます。「はき

ものをそろえると心がそろう」という言葉を述べた僧侶の方のお話は以前しました。学校で多くの子どもたち
を見てきた経験から、「はきものをそろえると心がそろう。心がそろうと、学びに集中できる。」と感じていま
す。下の写真左は、環境教室の際に４年生が脱いでいた外靴、右は PTA で集まられていた保護者の方々の履き
物です。保護者の皆様、子どもたちの心の清らかさを感じ、思わ
ずシャッターを押してしまいました。これからも、礼儀正しく所
作の美しい子どもたちを育てていきたいと考えています。

今後も、「子どものために 子どもとともに」をモットーとし
て、特色ある教育活動「桃の呼吸」を実践してまいります。

赤ちゃんの人形を抱く 5年生

研究発表会

縄跳び教室↑ ↓演奏会



１ 火 全校朝会

２ 水 家庭学習推進週間開始（12 日まで）

３ 木 ALT(5・6 年)

４ 金 たてわり班活動

５ 土

６ 日

７ 月 あんぜんデー

８ 火 全校朝会

９ 水 ４時間授業 ALT(2-1 34)

10 木 元気アップ（1・2年）

11 金 たてわり班活動

12 土 土曜授業 学習発表会（5年）

13 日

14 月

15 火 全校朝会 ALT(5・6 年)

16 水 ALT(1 年 1 組 3・4 年) ４時間授業

17 木 ALT(5・6 年)

18 金 児童集会

19 土 土曜授業 入学記念撮影（1年）

20 日

21 月 個人面談開始

22 火 全校朝会 ALT(5・6 年)

23 水 ALT(1 年 2 組 3・4 年) クラブ活動

24 木 ALT(5・6 年)

25 金 冬休み前朝会

26 土 冬季休業開始
27 日
28 月 教育活動休止日
29 火 閉庁日
30 水 閉庁日
31 木 閉庁日
1/1 金 元日 閉庁日
2 土 閉庁日
3 日 閉庁日
4 月 教職員が不在の日
5 火 教職員が不在の日
6 水 教職員が不在の日
7 木 冬季休業終了

8 金 冬休み明け朝会

家庭学習推進旬間
１２月２日（水）から１２日（土）までを、

今年度１回目の家庭学習推進旬間とさせていた

だきます。子どもたちが家庭学習に力を入れて

取り組むよう、学校でも働きかけていきます。

ご家庭でも子どもたちを励ましていただけます

よう、お願いいたします。詳しくは家庭学習推

進旬間のお手紙と学年だよりをご覧ください。

◎今月の生活目標「仕事を熱心にしよう」
生活指導主任

学校では、どの子にも学級の係や当番活動、委員会活動などの役割があります。その役割を、一人ひ
とりが責任をもって果たすことで、皆が気持ちよく学校生活を送ることができます。「誰かがやればよ
い」ではなく、仕事に責任をもって自主的に行い、お互いに助け合うことを指導していきます。
気持ちよく新年を迎えるにあたって、年末の大掃除などは、子どもたちが家族のために仕事をするよ

い機会です。ぜひ、お手伝いのきっかけを作り、家族の一員として家庭の仕事を担えるようにお声かけ
ください。

冬季休業
１２月２６日（土）～１月７日（木）の冬季休

業中は、教職員・施設管理員が勤務しない日があ
ります。教職員・施設管理員が不在の場合は、学
校内への立ち入りはできません。ご理解・ご協力
をお願いいたします。
期間中に、連絡をとる必要がある場合は、次の

ところへご連絡ください。

A)１２月２６～２８日、１月４～６日…学校へ
ご連絡ください。施設管理員がお受けします。

B)１２月２９日～１月３日
…教育委員会事務局指導室 03-3228-5589

上記の A)、B)において、つながらない場合が
あります。急を要する場合は、こちらへご連絡く
ださい。
→ 中野区役所代表番号 03-3389-1111

中野警察署 03-5925-0110

個人面談
１２月２１日（月）から２４日（木）まで、

個人面談を行います。今年度２回目の個人面談

は、希望する方が対象です。

希望された方には予定表をお配りしています

ので、ご確認の上、各教室にお越しください。



計画委員会
計画委員会では、挨拶が飛び交うことで

明るく元気のよい学校になると考え、朝の

あいさつ運動に取り組んでいます。毎朝、

計画委員が校門に立って元気に挨拶をして

います。今後、さらに学校をよりよくする

ために様々な活動をしていきます。

運動委員会
運動委員会では、みんなが体育倉庫を安

全に正しく使えるように整備し、清掃して

います。また、縄跳び旬間などの全校で取

り組む運動の際に、行い方を説明して各学

級での取組を促しています。全校児童全員

で体力をつけていけるようにします。

集会委員会
集会委員会では、全校で取り組む集会を

企画しています。みんなが楽しめる集会に

するために、内容を考えて行っています。

今年は、実際にみんなが集まらなくてもで

きるように、映像や音声で楽しめる集会を

計画をしています。

給食・保健委員会
給食・保健委員会では、給食の栄養や特徴

を黒板や放送で知らせたり、手洗いのため

の石けんの補充をしたりしています。

今年は、これまでで行っていた残食のチ

ェックができないので、動画を作成して、

食べ物の大切さを伝えています。

放送委員会
放送委員会は、朝や給食の時間に放送し

ています。給食の時間の放送では、チーム

ごとに話し合い、みんなが楽しめるように

内容を決めて放送しています。これからも

多くの人に喜んでもらえるような放送にし

ていきます。

図書委員会
図書委員会では、桃園第二小学校のみん

なが本を好きになれるように活動していま

す。中休みと昼休みには当番が図書室にい

て、本の貸し出しをしています。また、読

書月間のイベントをしたり、おすすめの本

を紹介したりします。

環境委員会
環境委員会では、桃園第二小学校の花だ

んに苗を植え、学校を彩る活動をしていま

す。毎日水やりをして大切に育てていま

す。また、「持続可能な社会づくり」につい

て、何か全校で取り組めることはないか考

えています。

委員会活動は、５・６年生が協力し合

い、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。

それぞれの委員会が取り組んでいる活動内容に
ついて、委員長が紹介しました。



「わかった・できた」を感じることができる教

育的支援の工夫～桃二 ユニバーサルデザイ

ン～」という研究主題のもと、研究発表会を行

いました。

発表を参観した先生方から、「子どもたちが

目をキラキラさせて学習に取り組んでいまし

た。」「共に生きることが日常生活にじんわり

と、しっかりと子どもたちに根付いていると思い

ました。」という感想をいただきました。

今後も本校の子どもたちが、「わかった・で

きた」を積み重ねていけるよう、全教職員で努

めてまいります。

12 月 12 日（土）に、５年生が保護者の

皆様に向けて歌と合奏を披露します。今年

度は連合音楽会が中止となってしまいまし

たが、子どもたちの頑張りや音楽の楽しさ

を伝えたいという気持ちをもって、学習発

表会の練習に取り組んでいます。

合唱は「レッツ サーチ フォー トゥモ

ロー」を、合奏は「ブラジル」を披露しま

す。５年生らしく、明るい楽曲で、指揮、

ピアノ伴奏は担任が行います。それぞれの

パートが織りなすハーモニーの美しさや、

運動会で学んだ心をひとつにすることを生

かして演奏していきます。

開校 100 周年を記念したマスコットの名前を全
校児童から募りました。これからずっと親しんでい
けるよう、子どもたちは様々な名前を考えていまし
た。
その中から選ばれたのは、「もも丸」です。11月

20日にリモート児童集会を開いて、全校に発表し
ました。
桃二のみんなが手をつないで「輪（丸）」になり、

なかよく過ごせるようにと願いが込められていま
す。さらに、丸は、１００の「０」と「○」ともか
けています。
今後さまざまな機会に、多くの方から「もも丸」

と親しんで呼んでもらいたいです。

はじめまして！

「もも丸」です♪

よろしくお願い

します。


