
中野区学力調査結果の推移 校長 山崎 義弘

２～６年生が行った中野区学力調査の結果が示されました。毎年、年度の初めに実施しています。そのため、

前年度の学習の成果を反映していると考えます。平均正答率と目標値との差、目標値の達成率について、それぞ

れの学年の児童の過去３年間の推移をまとめました。どの学年においても、設定された目標値を超えています。

一方で、目標値の達成率が 60～70％台の学年があります。また、目標値を５～10点上回っている学年もあれば、

２点台の学年もあります。
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「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」という観点別に見たとき、本校の多くの

学年が目標値と同程度の平均正答率となっています。国語の「知識・技能」「思考・判断・表現」、算数の全観点

で目標値を上回っている学年もあります。主体的・対話的で深い学びを実現する算数科授業を創る研究を進めて

きたことの成果が少しずつ表れていると考えています。７月は、知識・技能の定着や学びに向かう力を育成する

ための家庭学習旬間を行います。子どもたちの学力を高められるよう、努めてまいります。

国語 算数
令和４年度 ２学年 令和４年度 ２学年

校内平均正答率と目標値との差 ＋3.4 ＋2.0

目標値の達成率 77.1 85.4

国語 算数
令和３年度 ２学年 令和４年度 ３学年 令和３年度 ２学年 令和４年度 ３学年

校内平均正答率と目標値との差 ＋2.0 ＋4.2 ＋3.8 ＋2.1

目標値の達成率 69.1 77.4 76.5 71.0

国語 算数
令和２年度
２学年

令和３年度
３学年

令和４年度
４学年

令和２年度
２学年

令和３年度
３学年

令和４年度
４学年

校内平均正答率と目標値との差 ＋4.8 ＋1.5 ＋5.8 ＋6.8 ＋3.2 ＋3.0

目標値の達成率 78.3 64.9 60.3 88.3 75.4 65.5

国語 算数
令和２年度
３学年

令和３年度
４学年

令和４年度
５学年

令和２年度
３学年

令和３年度
４学年

令和４年度
５学年

校内平均正答率と目標値との差 ＋2.8 ＋8.5 ＋3.6 ＋5.9 ＋12.0 ＋9.4

目標値の達成率 72.2 73.0 72.7 83.3 83.8 84.8

国語 算数
令和２年度
４学年

令和３年度
５学年

令和４年度
６学年

令和２年度
４学年

令和３年度
５学年

令和４年度
６学年

校内平均正答率と目標値との差 ＋5.2 ＋1.4 ＋6.3 ＋6.9 ＋4.9 ＋4.5

目標値の達成率 73.3 67.8 75.4 81.7 76.3 82.5

７月の予定
１ 金

授業公開日
家庭学習推進旬間（～１０日）
SDGs 出前授業（３年 ２校時）

２ 土
土曜授業公開
水道キャラバン（４年 １・２校時）
移動教室説明会（５年 ４校時）

３ 日

４ 月
あんぜんデー
図書館見学（３年 １・２校時）
下水道キャラバン（４年 ２・３校時）
委員会活動④

５ 火 全校朝会
日光移動教室前検診（６年）

６ 水 ４時間授業
日光移動教室（６年）

７ 木 日光移動教室（６年）
給食試食会

８ 金 日光移動教室（６年）

９ 土

１０ 日

１１ 月 蝶出前授業（３年 ３・４校時）
家庭学習カード提出

１２ 火 音楽朝会
プラネタリウム（４年 １・２校時）

１３ 水 避難訓練

１４ 木 図書館見学（４年 １・２校時）

１５ 金 児童集会

１６ 土

１７ 日

１８ 月 海の日

１９ 火 ４時間授業
校内研究会（３年）

２０ 水 夏休み前朝会
５時間授業

２１ 木

夏季休業日始
夏季プール（１回目５・６年 ２回目４年）
サマースクール①
個人面談①

２２ 金
夏季プール（１回目２年 ２回目１年）
サマースクール②
個人面談②

２３ 土

２４ 日

２５ 月 個人面談③

２６ 火
夏季プール（１回目３年 ２回目５・６年）
サマースクール③
個人面談④

２７ 水
夏季プール（１回目２年 ２回目１年）
サマースクール④
個人面談⑤

２８ 木 夏季プール（１回目３年 ２回目４年）
サマースクール⑤

２９ 金

３０ 土

３１ 日

子どものために 子どもとともに 保護者・地域とともに歩む 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１０１周年～
令和４年６月３０日（木）

Ｎｏ．４（７月号）
中野区立桃園第二小学校
校 長 山崎 義弘

◎今月の生活目標
「計画を立てて実行しよう」

生活指導主任
夏休みが近づいてきました。熱中症予防のため、水筒を

必ず、持たせてください。学校では、夏休みに向けて、探

求的な学習の準備を始めます。また、ロッカーや机の中を

整理し、計画的に持ち帰りができるようにしていきます。

ご家庭でも持ち帰った物の点検、整理、補充をお願いしま

す。また、夏休みも計画的に規則正しい生活ができるよう

心掛け、熱中症や事故にも気を付けながら過ごし、元気に

９月を迎えられるようお願いします。

おうちで学ぼう
学力 up！ 夏の10days～家庭学習推進旬間～

学力向上委員会
子どもたちが家庭での学習習慣を身に付けられるよう

に、また、ご家庭と連携しながら学力向上につなげてい

けるようにすることをねらいとして、家庭学習推進旬間

を設けています。学習内容等は各学年便りでお知らせし

ます。家庭学習カードを配布し、記録をつけていきます。

ご協力をよろしくお願いします。７月１１日（月）にカー

ドの提出も重ねてご協力よろしくお願いします。

期間： ７月１日（金）～１０日（日）

※年２回、１２月にも実施します。

個人面談 教務主任
各担任よりお知らせを配布しています。下記日程で個人

面談を行います。

日程：７月２１日（木）～２７日（水）

時間：一人１５分間
内容：学習・生活の様子

中野区学力調査結果（２年生以上）

お子さんの学習・生活の様子について、学校と保護者の皆
さんと共通理解を図り、今後の指導に生かすことをねらいとし
ています。 １５分間と限られた時間ですので、十分なお話がで
きなかった場合は、別日に面談をさせていただきます。遠慮な
く、各担任にご相談ください。

夏季水泳 体育行事委員会
７月２１日から夏季水泳教室を始めます。今年度も、感

染症予防の観点から、各学年２回ずつの実施です。少しで

も、水に慣れ、水の中の楽しさに触れてほしいです。

実施日：７月２１日（木）、２２日（金）

２６日（火）～２８日（木）

（各学年２回ずつ実施）

第１回の受付は、午前９時００分から行います。第２

回の受付は午前１０時３０分から行います。詳しくは、

後日配布するお知らせをご覧ください。



いつも楽しく

セーフティ教室
１、２年生は、６月１１日（土）に体育館で中野警察署の方のお話を聞いて、安全について学習しま

した。人について行かない、大きな声で助けを求めるなど、自分の身を守るための行動を「いかのおす

し」の合い言葉を唱えながら学びました。

３～６年生は、ＮＴＴドコモスマホケータイ安全教室をオンラインで実施しました。スマホなどを利

用した直接会わないときのコミュニケーションや、友達とのコミュニケーションについて、スライドや

動画を視聴しながら講話を聞きました。「改めて、スマホの使い方を見直そうと思いました。」「相手が分

かっていても文字だけの会話なので相手の気持ちを考えて正しく使おうと思いました。」といった感想

が子どもたちからあがっていました。これからもトラブルに巻き込まれないように安全に気を付けて生

活できるよう声かけをしていきます。

オープンキャンパス
６年生は、６月１０日（金）に中野中学校、中野東中学校に分かれてオープンキャンパスに参加しまし

た。今回は、各中学校共に授業や校舎内の見学を行ったり、生徒会による学校紹介を聞いたりしました。

どちらの中学校も、校舎が綺麗で広いことに、子どもたちは感動していました。また、生徒会が中心となって

行う学校紹介では、とても丁寧で分かりやすい紹介をしてくれました。「中学生になると、自分たちでこんなこ

とができるようになるんだ。」と、中学生の自主性に感心していました。

「中学生になるのが楽しみになりました。」「制服を着るのが楽しみになりました。」など、中学生になる

ことへの期待が高まりました。次回の９月のオープンキャンパスでは、授業体験、部活体験が行われる予

定です。今から心待ちにしています。

６月 20日は開校記念日です。今年は、6月１７日（金）に開校記念日をお祝いする集会を行いました。

昨年、１００周年という大きな節目を迎えました。今年は、新しく入学した一年生に学校のことを知ってもらお

うと、「学校探検」をイメージした劇とクイズを行いました。歴史の中でも身近にあるものや行事に関連したこと

で、２～６年生も意外と知らないことはないかということをテーマにクイズを作成してきました。

代表委員会では、「桃園第二小学校」を更に過ごしやすい学校にしたいという、思いを形に表していこうと

話し合いを重ねています。休み時間で遊べる遊びを紹介しようや、上履きの整頓週間を作ろうなどの計画を

練り、全校児童へ提案できるようすすめています。一人一人の成長が学校の成長につながっていきます。みん

なが「桃二大好き」と思えるような学校作りを子どもたちと一緒に行っていきます。

スマホを使
う時は慎重に
しよう。

いかのおすしを
おぼえました。

知っている人にも
知らない人にもつい
ていかないよ。

開校記念集会 ６月１７日（金）

ゲームのや
りすぎにも気
を付けよう。

【はじめの言葉】
自分が楽しく学校生活が

送れていることに感謝して
いきたいと話しました。

【校長の話】
「桃園」という地名
の由来、学校名のうつ
りかわり、開校当時の
学校の様子などにつ
いて話しました。

owarino
【終わりの言葉】
自慢できる挨拶を桃二の歴
史の一つとして残していきた
いと話しました。

果物に関するクイズ 歴代校長先生に関するクイズ 西校舎に関するクイズ

運動会に関するクイズ 生き物飼育に関するクイズ

中野東中 校長先生のオールイングリッシュのお話に拍手喝采でした。

桃二小の６年生が積極的に、質問していました！

中野中 ファッションショーのように制服紹介をしてくださいました。

生徒会の人たちの活躍に感動していました！


