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◎ 考える子
○ 思いやりのある子
○ 元気な子
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年頭のご挨拶
中野区立桃園第二小学校長 山崎義弘

子年 新しい始まりの年

新年おめでとうございます。新しい１年が始まりました。「令和」最初のお正月を、皆様はどのように

過ごされたでしょうか。

「子」（ねずみ）年は、十二支の一番目です。新しく十二支のサイクルがスタートする子年は、新しい

生命のきざしが種子の中に見られるようになる時期であり、新しい物事や運気のサイクルが始まる年に

なると考えられているそうです。縁起の良さがうかがえて新しい年に希望を感じます。それでなくとも新

年を迎えると不思議と心が改まって清々しい気持ちになり、意欲や期待が湧き出てくるものです。

また、今年は、東京で５６年ぶりに２回目のオリンピックが開催され、それとともにパラリンピックが

開催されます。「平和の祭典」が開かれる自由で安全・安心な国、都市に生きられることに喜びを感じま

す。とともに、大きな変革の年となる予感を感じます。

元日の新聞を読んで

元日は、初詣から帰った後、新聞を数誌購入して読みました。各誌とも、「オリンピック・パラリンピ

ック」に関する記事が多く見られました。１９６４年のオリンピック時と今年を比較しながら、政治や経

済、外交に関する展望と課題が、各誌の視点で述べられていました。中でも、「高速・大容量、遅れ・途

切れがほとんどなく、多くの機器を同時接続できる『５Ｇ』という通信規格」が今春から開始されるとい

う話題に関連して、「イノベーション」という言葉が引き続き数多く使われていたのが印象に残りました。

学ぶということ

教育哲学者の林竹二氏の本に、「学んだことの証しはただ一つで、何かが変わるということである。」

（林 竹二『学ぶということ』）という記述があります。知識を得るということは、ものごとを深く考える

上で重要なことです。しかし、学ぶということは、知識を覚えこむこととはちがいます。学ぶということ

は、これまでにはなかった何かを生みだすということなのでしょう。

イノベーションが求めれるこれからの時代に生きる子どもたち

には、「変わる」ことができる柔らかさと強さをもってほしいと考え

ています。自分の考えをいったん保留し、他者の考えを受け入れて、

改めて自分の考えを作り直すには、「柔軟な頭脳」と「勇気ある心」

が必要です。柔らかさと強さのある「しなやかな頭脳と心」を育て

たいと考えます。

学校は、これからの時代を、子どもたちが幸せに生きられるよう、

学力と体力を伸ばし、心を豊かにする使命をもっています。これか

らの時代を生きる子どもたちに、学び・変わることができるしなや

かな頭脳と心を育て、教育に携わるものとしての使命を果たせるよ

う、全教職員で全力を尽くしてまいります。

末筆ではございますが、保護者・地域の皆様には、旧年中は大変

お世話になりましてありがとうございました。本年も引き続きご理

解とご協力をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 シッティングバレーボール日本代表の

選手・監督・コーチの皆さんと３年生

展覧会でガイドを行う４年生

1/8 水 冬休み明け朝会
委員会活動・代表委員会（４・５・６年）

9 木 音楽鑑賞教室（全学年）

10 金 あんぜんデー

11 土 学校公開日
校内書初め展（～２３日まで）

12 日
13 月
14 火 発育測定（３・４年）

15 水 発育測定（５・６年）
ＡＬＴ（３・４年）

16 木 発育測定（１・２年）
ＡＬＴ（５・６年）

17 金 避難訓練

18 土
19 日
20 月 全校朝会

21 火 社会科見学（５年生）

22 水 ＡＬＴ（３・４年）

23 木 ＡＬＴ（５・６年）

24 金
25 土
26 日

27 月
音楽朝会
クラブ活動（４・５・６年）
クラブ活動見学（３年）

28 火
29 水 たてわり班活動 ＡＬＴ（１・２年）

30 木 消防署見学（３年） ＡＬＴ（５・６年）

31 金
2/1 土
2 日
3 月 体育朝会 持久走旬間始（～１９日まで）

4 火
5 水 児童集会 ＡＬＴ（３・４年）

6 木 警察署見学（３年）
ユニセフ募金活動

7 金
あんぜんデー
演劇鑑賞教室
ユニセフ募金活動

8 土 学校公開日
ユニセフ募金活動

ユニセフ募金

世界に目を向けてみると、困っている子ども

たちがたくさんいます。代表委員会では、世界

の子どもたちの現状やユニセフの活動につい

て調べました。朝の時間を使って全校の子ども

たちに知らせに行きます。様々な国の子どもた

ちの様子を知り、感じたことを大切に、今の自

分にできることは何かを考えるきっかけにし

てほしいと思います。

来月には募金活動に

も取り組みます。ご協

力くださいますようお

願いいたします。

ユニセフ募金の期間 ２月６日（木）～８日（土）

校内 書き初め展

書き初めは、今年１年の目標や抱負を決意し、

字の上達を願って行う正月の行事です。１・２年

生は硬筆、３年生から６年生は毛筆に取り組み

ます。１２月から、「手本をよく見て、文字を正

しく整えて書くこと」を意識し、練習を重ねてき

ました。子どもたちは本日から席書会を行い、学

習の成果を発揮して清書に取り組んでいます。

１月１１日（土）から２３日（木）まで、

書き初め展を行いま

す。一人ひとりの力作

を廊下に掲示します。

地域の皆様もご覧い

ただけます。ぜひご来

校ください。

昨年のユニセフ集会

１月の生活目標
礼儀正しくしよう

・自分からすすんであいさつや返事を
しよう。

・優しい言葉づかいで生活しよう。

・時と場合に応じた話し方できちんと
伝えよう。

◎生活目標
いじめを早期に発見するためのアンケートで、「友達にいやなことを

言われたことがある」と答えた子どもが各学級に少なからずいました。
言った方は、相手を傷つけていることに気付いていないことがほとんど
です。言い方によっていじめにつながります。日頃から、肯定的で優しい
言葉遣いができるように指導していきます。ご家庭でも、優しい言葉遣
いで伝え合うことを心がけるようにお願いします。
また、名前を呼ばれたら「はい。」と返事をすることを引き続き指導を

していきます。

昨年の学習の様子



シッティングバレーボール体験（３年生） ブラインドサッカー体験（４年生）

保育園、幼稚園、小学校、中学校と協議会をもち、連携を図ることで学校

生活がスムーズにスタートできるように活動しています。

先日行った展覧会では、それぞれの学び舎から作品をお借りして展示しま

した。学年や月齢に応じた作品が並び､彩りを添えました。桃二の子どもた

ちも園児の作品を観て懐かしく感じたり、中学生の精巧な作品に感嘆したり

しました。

展覧会での交流のほかにも、中野区の連携事業に加え、本校独自の連携を

お願いして、実践しています。

乗り入れ授業では、中学校の先生が小学校に教えに来てくださいました。

オープンキャンパスでは、６年生が授業見学や授業・部活動体験に行きまし

た。５年生は、中学校の音楽祭を鑑賞させていただきました。

また、保育園、幼稚園の公開授業を本校の教員が参観させていただき、園

の活動や就学前の園児の様子を知る機会をいただきました。

本校では、様々な食育に取り組んでいます。

給食では、毎日の献立についての一口メモをクラスに配布し、給食時間中の

放送で給食・保健委員が読んでいます。一口メモには、その日の給食に使われて

いる食材や行事食について書かれていて、子どもたちは毎日学んでいます。

また、月に１回、東京都産の食材、都道府県の郷土料理、世界の料理を取り入

れた献立にし、その地域の食材や料理、食習慣なども学ぶ機会を作っています。

授業では、食材に直接触れる体験として、１年生はとうもろこしの皮むき、２年

生は空豆のさやむきを行いました。また、１１月の学校公開では、低学年で３つの

食品群（赤・緑・黄）についての授業を担任と栄養士が行い、食べものが体の中

でどのような働きをしているのか学習できるようにしました。各学級で年に１回実

施しているバイキング給食では、３つの食品群のバランスを考えて献立を選ぶよ

うに指導しています。今後、４年生は社会科の東京都の学習の一環として、八丈

島産のムロアジを捌く体験、高学年は家庭科の学習で栄養素や食生活について

の学習を行う予定です。

３・４年生
中学年の外国語活動は、今年度年間２０時間行っています。担任が

授業を進めます。正しい発音や文法などについてはアシスタントラン

ゲージティーチャー（ＡＬＴ）の小林園子が補助をしています。

英語に慣れ親しむことを目的として、英語での挨拶や、自己紹介、

簡単な質問の受け答えができるように、歌や映像を使って楽しく学習

しています。3・4年生は来年度から年間35時間行います。

５・６年生
高学年の外国語活動は、年間５０時間行っています。アシスタント

ランゲージティーチャー（ＡＬＴ）のモナ・ラジャビが指導に加わ

り、子どもたちは、正しい発音を聞いて発話したり、聞き取ったりし

て、楽しく学んでいます。今年度から「聞く」「話す」だけでなく、

英語を書くことにも挑戦しています。小学校では、英語を楽しく書い

て慣れ親しむことを目的として取り組んでいます。

５・６年生は、来年度からは、外

国語活動ではなく、教科としての外

国語となり、年間７０時間行うこと

になります。

外国語活動

ＮＨＫ厚生文化事業団の方々と日本シッティン

グバレーボール日本代表監督・選手の方々がお越

しくださり、３年生が、シッティングバレーボー

ルを体験しました。

子どもたちは、夢中になって取り組んでいるう

ちに、シッティングバレーボールの楽しさを体感

していました。

展覧会の園児・生徒の作品

食育

保幼小中連携教育

１２月１０日、ノーベル賞授賞式に

合わせたスウェーデン献立

パラリンピック教育

実施日 実施内容 主な料理
5/15（水） 東京都の食材を使った献立 明日葉入りかき揚げ

6/14（金） イギリス（スコットランド）
スコッチエッグ、スコッ
チブロス

6/17（月） 東京都の食材を使った献立 トビウオのさつま揚げ
7/8（月） タイ ガパオライス
9/30（月） 東京都の郷土料理 深川飯、ごぼうの柳川
10/2（水） 韓国 ビビンバ、ナムル

11/5（火） イギリス
フィッシュアンドチップ
ス

11/18（月） 北海道の郷土料理
鮭のちゃんちゃん焼き、
どさんこ汁

11/28（木）
東京都島しょ地域の郷土料
理

ムロ節ごはん、たたき揚
げ

実施日 実施内容 主な料理

12/3（火） 青森県の郷土料理 せんべい汁

12/9（月） 東京都の食材を使った献立

三色そぼろごはん（トウ
キョウＸ、さくらたまご、
小松菜）、ふろふき大蔵
大根

12/10（火） スウェーデン ショットブラール

1/24（金） スペイン
パエリア、トルティージ
ャ、ソパ・デ・アホ

1/28（火） 福島県の郷土料理 がめ煮

1/29（水） 韓国
ヤンニョムチキン、チャプ
チェ

1/30（木） 東京都の郷土料理 佃煮、関東風おでん

中学校の先生による英語の授業

日本ブラインドサッカー協会から、日本選手権で

ＭＶＰに選ばれた実績をおもちの川村怜選手がお越

しくださり、４年生がブラインドサッカーを体験し

ました。

目の不自由な方がどのようなことに困っているか

を体験する中で、コミュニケーションのとり方を学

びました。

食品群について学習する２年生

地域や世界の食材・料理・食習慣を学ぶ献立


