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◎ 考える子
○ 思いやりのある子
○ 元気な子

－ 学校便り －
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令和２年１月３１日（金）

Ｎｏ．１０（２月号）
中野区立桃園第二小学校
校 長 山崎 義弘

よりよい学校づくりをめざして
副校長 川畑 伊豆海

保護者・地域の皆様には、今年度も、本校の教育活動にご支援とご協力をいただき、心より感謝申し上

げます。平成３１年度で始まった令和元年度も残り２月と３月の２か月間となりました。今、学校では今

年度のまとめと並行して、４月から始まる令和２年度に向けて児童一人ひとりが目標をもって進級でき

るように日々の指導を大切に行っています。そして、令和２年度の教育課程の編成に、教職員一丸となっ

て取り組んでいます。令和２年度から小学校は新学習指導要領が完全実施となります。学習指導要領は、

時代の変化や子どもたちの現状、社会の状況等を踏まえ、およそ１０年ごとに改訂されてきました。今回

の改訂に向けては、平成３０年度から２年間、円滑に移行ができるように学習内容等を一部変更したり追

加したりしながら進めてきました。いよいよ４月からは、教科書も全教科新しくなり、学習評価も新学習

指導要領の趣旨に沿って行っていきます。変化の激しい予測困難な社会において、よりよい社会と幸福な

人生の創り手となるために必要な「知・徳・体」の力をバランスよく育んだ主体的に考えたり行動できる

児童の育成に向け、引き続き教育活動の充実を図っていきます。昨年１２月に行いました「学校教育に関

するアンケート」へのご協力、ありがとうございました。家庭数２９２のうち、２５９家庭の皆様のご回

答をいただきました。新年度計画に生かしてまいります。

※２月の避難訓練は、予告なしで行います。

２／３ 月 体育朝会（持久走）、昼読書、
委員会活動（５・６年）

４ 火 日本語教室（５年）、昔のくらし体験（３年）
算数道場（１・４年）

５ 水 児童集会、あんぜんデー、Ｂ時程、
ＡＬＴ（３・４年）

６ 木 ＡＬＴ（５・６年）、算数道場（２・５・６年）

７ 金 演劇鑑賞教室、算数道場（３年）

８ 土 学校公開日、教育活動報告会

９ 日

１０ 月 全校朝会、保幼小連携（１年）、昼読書
クラブ活動（４～６年）

１１ 火 建国記念の日

１２ 水 たてわり班活動、ＡＬＴ（３・４年）

１３ 木 Ｂ時程、警察署見学（３年）、ＡＬＴ（５・６年）
算数道場（２・５・６年）

１４ 金 算数道場（３年）

１５ 土

１６ 日

１７ 月 音楽朝会、昼読書

１８ 火 消防署見学（３年）、算数道場（１年）

１９ 水 たてわり班活動

２０ 木 Ｂ時程、ももにんぴっく冬（持久走記録会）
ＡＬＴ（５・６年）、算数道場（２・５・６年）

２１ 金 投げ方教室（２年）、算数道場（３年）

２２ 土

２３ 日 天皇誕生日

２４ 月 振替休日

２５ 火 算数道場（１・４年）

２６ 水 ６年生を送る会、お別れ給食会

２７ 木 算数道場（２・５・６年）

２８ 金 保護者会（５・６年）、算数道場（３年）

２９ 土

３／１ 日

２ 月 全校朝会、昼読書、委員会活動（５・６年）

３ 火 保護者会（３・４年）算数道場（１年）

４ 水 たてわり班活動

５ 木 保護者会（２年）、ＡＬＴ（５・６年）
算数道場（２・５・６年）

６ 金 保護者会（１年）、算数道場（３年）

２月の生活目標
健康に注意して生活しよう

・手洗いうがいをしっかりしよう。

・衣服の調節に気を付けよう。

・外で元気に遊ぼう。

・生活のリズムを見直そう。

◎生活目標

感染症予防のために、手洗い・うがいを休み

時間・体育・清掃などの後に忘れずに行うよう指

導しています。また、持久走旬間として中休みに

走り、体力をつけ、病気に負けない体づくりをし

ます。自分で衣服の調節ができるような服装で

登校するようお願いします。

ご家庭で SNS ルールを決めていただいたと

思います。規則正しい生活、「早寝早起き、朝ご

はん」がそろえば、元気に集中して授業に取り組

むことができます。ご協力をお願いします。

教育活動報告会・保護者会
《教育活動報告会》

2月８日（土）は、今年度最後の学校公開

日です。通常通りの授業公開に加えて、中休

みに、図書室にて１年間の教育活動に関する

報告会を行います。どうそご参会ください。

《保護者会》

今年度最後の保護者会を行います。
どうぞご参会ください。
１年生 ３月６日（金）

１５：００～１５：４５
１年生 各教室

２年生 ３月５日（木）
１５：００～１５：４５
２年生 各教室

３・４年生 ３月３日（火）
１５：００～１５：４５
３年生 各教室
４年生 各教室

５・６年生 ２月２８日（金）
１５：００～１５：４５
５年生 各教室
６年生 各教室

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分 まあ十分 やや不十分 不十分

１ お子様は、学校生活を楽しく過ごしている

２ 学校は、特色ある教育活動を推進している。

３ 学校は、一人一人の児童のよさや可能性を伸ばす教育活動を行っている。

４ 学校は、地域の環境や人材を教育活動に生かしている。

５ 学校は、児童に学習内容の基礎・基本を身に付けさせている。

６ 学校は、児童の興味・関心や意欲を引き出す授業の工夫をしている。

７ 学校は、児童に人とかかわったり、自分の考えを伝えたりする力を育てている。

８ 学校は、健康づくり、体力づくりを進めている。

９ 学校は、環境問題にかかわる教育活動を行っている。

10 学校は、思いやりや優しい心を育てている。

11 学校は、児童に自他の生命を大切にする心を育てている。

12 学校は、児童に社会のルールを守る態度を育てている。

13 学校は、教育目標や経営方針を保護者や地域にわかりやすく伝えている。

14 学校は、保護者や地域の方の意見や要望を受け止め、学校改善に生かそうとして

いる。

令和元年度 保護者の皆様へのアンケート 集計結果



その他いただいたご意見について （区へのご意見や校舎改築関係のご意見については、まとめて区へ伝えさせていただきます。）

・先生の対応も丁寧で、安心して、毎日楽しく学校へ行っています。（同様意見多数）

・熱意を強く感じ取れました。感謝！！

・地域の行事、活動に先生方が積極的に参加してくださり、親子共々嬉しく、またコミュニケーションもよくとれます。

・熱意のあるすばらしい先生が多い。規則や時代の流れでの縛りにより、学校のあるべき姿がなくなってきてる感じがします。

・子どもにとって、学校が安心できる。楽しんで行ける。そんな場であり続けてほしいです。

・礼儀はもちろん大切ですが、児童に本質が伝わるよう指導してお願いします。

・伸び伸びと個々の特性を伸ばす教育にも力を入れていただけるとありがたいです。

・一人一人が主体性をもてる授業になるよう、工夫して、取り組んでいただけたらと思います。

・インクルーシブ、多様性を認めることにより、子どもが成長するような、そのような導き方ができるようにしてほしい

と思います。

・高学年になると、先生方の前での顔と友達といる時の顔を使い分けるようになっているのを感じます。いじめと分から

ないようないじめを見極めていただきたいと思います。

・友人関係のことなど、相談に対しての対応が教員によって違う。

・学校公開の数など、フルタイムで働いている人の事も考えて教育活動を行ってほしい。

・経費の削減をしていただきたいです。

・１年間の授業に必要なものは年度始めにすべて教えていただけると助かります。

・毎年行われていた高学年の行事が無くなり残念に思う。

・インフルエンザ等、感染予防についてどの様な指導をされているのでしょうか。

・新しく取り入れたカリキュラムや桃二オリジナルの取り組み等教示していただけるとイメージしやすい。

・教員以外の方の対応についても気を配ってほしい。

ご意見ありがとうございました。いただいたご意見を真摯に受け止めるとともに、これからの時代や社会に

開かれた教育の実現を念頭におき、次年度の教育活動の計画を行ってまいります。

引き続きご協力よろしくお願いいたします。

クラブ活動は、４～６年生が一緒に行う活動です。
クラブ長を中心に子どもたちが中心となって活動内
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。

屋外球技クラブ
野球を中心に活動しています。野球の経験が
ない人でも楽しく運動できるように、やわらか
いボールを使ったり、下投げをしたりして工夫
しています。毎回、チームを変えるので他の学
年の人とも仲良くなれます。また、先生も一緒
に野球をしているので、とても楽しいです。

バスケットボールクラブ
みんなの仲を深め、バスケットボールの能力
を上達させることを目標にしています。パスや
シュート等で苦手なことを練習したり、４分間
の試合を総当たりでしたりしています。男女問
わず、会話や協力を多くして、楽しくバスケッ
トボールができるようにしています。

屋内球技クラブ
体育館でソフトバレーボールやドッジボール
など、ボールを使ったスポーツをしています。
みんなでチーム練習をしたり、ルールを確認し
たりするので、初めてのスポーツでも安心して
楽しむことができます。チームで練習するとき
は、上級生が教えながら活動しています。

ダンスクラブ
いつも明るく元気いっぱいのクラブです。み
んなと一緒にダンスを楽しみます。踊りたい曲
をみんなで決めて、曲に合った振り付けもみん
なで考えます。ダンスが初めての人でも、お互
いに教え合ったり、上級生がリードしたりして
楽しむことができます。

卓球クラブ
シングルスとダブルスの試合をしています。
トーナメント戦、総当たり戦など試合の内容は
みんなで話し合って決めています。みんなが楽
しめるように、サーブの仕方やラリーの続け方
などを上級生が教えています。みんなのレベル
が上がってきて、白熱した試合をしています。

アートクラブ
月ごとにイラストや工作を制作しています。
活動しています。何をするかは、自分たちのや
りたいことを出し合い、みんなで話し合って決
めています。１月は、プラ板でキーホルダーを
つくりました。また、展覧会の看板は、アート
クラブのみんなでつくりました。

科学クラブ
みんなで話し合って活動内容を決めて、様々
な実験をしています。例えば、水と砂糖を使っ
て温めて作る「べっこうあめ」や、ろうそくを
溶かしてクレヨンで色を付けた「オリジナルろ
うそく」などの活動をしています。４・５・６
年生で協力して活動しています。

ミュージッククラブ
音楽の授業と違い、自分たちの好きな曲を選
んで演奏することができるので、より楽しみな
がら練習したり演奏したりして活動していま
す。今年度は、合奏曲「Ｌｅｍｏｎ」を中心に
取り組んでいます。みんなの息が合うととても
気持ちがよいです。

パソコンクラブ
１人１台のパソコンでカレンダーや名刺など
を作っています。また、プログラミングソフト
を使ってパソコンで遊びながらプログラミング
を学んでいます。パソコンを使うことが苦手な
人でも楽しむことができるように、お互いに教
え合って活動しています。

将棋クラブ
将棋や囲碁のトーナメントを行っています。

将棋や囲碁ができない人でも、ルールを初めか
ら確認したり、駒の並べ方や動かし方を互いに
教え合ったりして進めています。雨の日の休み
時間にも自主的な活動をしています。学校外の
大会にも参加して、実力を試しています。

料理・手芸クラブ
小物作りやデザート作りに取り組みました。
４年生は、まだ家庭科を学習していないので、
５・６年生が教えながら活動しています。デザ
ート作りでは、班で材料を考えて、クレープや
パフェを作りました。学年を超えて、楽しく仲
良く活動をしています。
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十分 まあ十分 やや不十分 不十分

15 学校は、地域・保護者と協力しながら子どもを教育している。

16 学校は、学校公開の機会や学校だより、ホームページなどで、学校の様子を地域や
保護者に知らせるなど、開かれた学校づくりに努めている。

17 学校は、子どもや保護者の悩みや相談に応じている。

18 学校は、子どもの安全を守るための取り組みを行っている。

19 学校は、熱意をもって指導に取り組んでいる。

20 教職員は、来校時や電話などの際には、親切・丁寧に対応している。

21 学校は、一人ひとりの児童の学習成果や生活の様子をわかりやすく伝えている。

22 学校は、特別支援教育や発達障害等に関して保護者への説明をおこなっている。

23 学校は、学校施設の整備や校内環境の美化に努めている。

24 学校は、土曜授業の実施方法を工夫するなどして、教育内容の充実に努めている。

25 学校は、オープンキャンパスや乗り入れ指導等を通して、児童に進学への安心感
や、中学校への憧れの気持ちをもたせている。

26 学校は、オープンキャンパスや乗り入れ指導等を通して、授業改善に努め、児童の
学力向上、体力向上、心の教育の充実を図っている。

27 学校は、小中連携教育のねらいや様子を、保護者に分かりやすく伝えている。

28 学校は、幼稚園児・保育園児との交流などを通して、児童に小学生になった自覚を
もたせている。
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