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武 蔵 野 東 学 園

　武蔵野東学園は、「心と体の健やかな子どもを育てたい」という親の願いをこめて設立された武蔵野東幼稚園

〔1964 年（昭和 39 年）・東京都武蔵野市〕からスタートした学園です。開園時に志願者の中にいた自閉症児を受け

入れたことがきっかけで、健常児と自閉症児が分け隔てなく共に学ぶ体制『混合教育』と、自閉症児への愛と根

気による独自の教育『生活療法（Daily Life Therapy®）』が始まりました。

　「同じ教育方針・方法で貫かれた上級校を設立してほしい」という保護者達の強い願いが創立者や教師の思いと

一体となり、当時文部大臣をされていた奥野誠亮先生の温かいご支援を受け、武蔵野東小学校〔1977 年（昭和 52

年）・武蔵野市〕を設立、そして６年後に武蔵野東中学校〔1983 年（昭和 58 年）・小金井市〕を、さらに３年後に

は自閉症児の社会的自立のための職業教育の場として武蔵野東技能高等専修学校〔1986 年（昭和 61 年）・武蔵野市〕

を設立しました。

　学園の最大の特色は、自閉症児と健常児の双方に見られる教育成果の大きさにあります。その一端を挙げると

次のとおりです。

　平成 22 年度（2011 年 3 月卒業）までに高等専修学校を卒業した自閉症児は 726 名、そのうち企業などへの一般

就労は 372 名（51％）、作業所などへの福祉就労は 263 名（36％）、大学・短大・専門学校などへの進学者は 81 名（11％）。

教育は困難といわれている自閉症児ですが、幼児期の身辺自立から始まり生活自立、さらに社会自立にむけた一

貫教育の成果として、これは世界に類のない数値です。

　自閉症児とたえず接している健常児は、障害のある友達に対しての接し方や心構え（「生きた福祉の心」）を自

然に身につけるだけでなく、自閉症児の努力する姿に刺激されて自己の可能性に挑戦する気構えが育ちます。中

学生を例にとれば、学習と部活動またはボランティア活動などを両立させつつ、難関校といわれる国・公立・私

立高校に多くのものが合格し全員が上級校への進学を果たしています。また、部活動では体操競技部が 7 年連続

で全国大会に出場し、平成 19 年度と 21 年度に男子団体で、22、23 年度に女子団体で 2 連覇、全日本選手権や国

際大会でも活躍しています。さらに陸上競技部やダンス部も全国大会において優秀な成績を収めています。

　自閉症教育の評判は海外にも広がり、とりわけアメリカの親たちの強い要望もあり、1987（昭和 62）年には姉

妹校ボストン東スクール（アメリカ・マサチューセッツ州）を開校しました。同スクールの教育は世界各国の専

門家からの評価も高く、武蔵野東の教育は今も世界に広がりつつあります。

　学園外の自閉症児も「生活療法」を受けられるシステムを構築し、より多くの自閉症児と保護者の力となるこ

とができないだろうか。このような目的から学園は平成１8 年の北原記念館完成に伴い「武蔵野東教育センター」

の本格運営を開始しました。さまざまな療育プログラムを実施し、460 名を超える子ども達が参加しています。

　学園の創立者は北原勝平（1914 - 1995）と北原キヨ（1925 - 1989）。教職員は遺業を受け継ぎ日々の実践と研究

に取り組んで現在に至っています。

　2014 年（平成 26 年） 11 月、学園は創立 50 周年を迎えます。

※ Daily Life Therapy®（生活療法）は学校法人武蔵野東学園の登録商標です。

50 周年記念ロゴマークは下枝真依子教諭（本学園高等専修学校）の作品、「半世紀　そして未来へ」
のコピーは釘村佳伸教諭（同校）の作品が多数の応募作品の中から採用されました。

'11.10.6.　

３
校



「半世紀、そして未来へ」

● 創立50周年に向けて

　当学園は創立以来今日まで、自閉的傾向を持つ児童生徒を積極的に
受け入れ、健常児との混合教育という世界に例のない教育システム
を導入し、自閉症児のコミュニケーション能力の向上とあわせ、健
常児の生きた福祉の心を育んでまいりました。さらにボストン東ス
クールや教育センターを創設し、広く学外の自閉症児に対する療育
も推進してまいりました。
　今学園は創立 50 周年を目前にして、教職員一同さらなる教育施設
の充実と教育プログラムの開発に取り組んでいるところです。皆さ
まにはどうぞ、当学園の教育活動にご理解をいただき、50 周年記念
事業の充実に向け、絶大なご支援をお願い申し上げます。

学校法人武蔵野東学園
　理事長　寺田　欣司

● 夢は必ず実現します

　これは武蔵野東学園 創立の母である北原キヨが残した言葉です。
　学園で学ぶ園児・児童・生徒、教職員ともに、この言葉を常に心
に刻み、それぞれの夢の実現のために日々切磋琢磨してまいりまし
た。お陰様をもちまして、2014 年 11 月に創立 50 周年を迎える運び
となります。
　この創立 50 周年に期して、本学園の特色であります「混合教育」・

「生活療法」を更なるステップに進めたく環境を整えたいという大き
な夢を抱いております。そして、未来の日本を背負い、リードする
心豊かな子どもたちを育て続けていきたいと願っております。
　創立 50 周年にかける本学園の教職員のこの思いに、多くの皆さま
からご賛同をいただき、記念事業の資金募集にお力添えを賜りたく、
切にお願い申し上げる次第です。
　夢を実現させるために。

学校法人武蔵野東学園
　常務理事　清水　信一
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▼  募金要項

● 募金目標額

5 億円

● 募集期間

2011（平成 23）年 11 月から 2015（平成 27）年 3 月 31 日まで

● 募金金額

・個人　　1 口　　1 万円　　1 口以上　　　・法人　　1 口　　10 万円　　1 口以上

● 申込みおよび払込方法

お申込みは同封の「創立 50 周年記念事業寄附申込書」にご記入の上、返信用封筒にて記念事業募金委員会ま

でお送りください。また、ご寄附につきましては、

1．一括払いでのご寄附の場合

同封の払込用紙をご使用いただき、所要事項をご記入の上、最寄りの郵便局よりお払込みください。手数

料は不要です。

2．分割によるご寄附の場合

同封の払込用紙にて第 1 回を最寄りの郵便局よりお払込みください。第 2 回以降の払込用紙はあらためて

お届けいたします。

なるべく多くの口数を 4 年間継続してお申込みいただければ幸甚に存じます。

● 税制上の優遇措置

・個人のご寄附について

　 個人のご寄附で金額が 2 千円を超える場合、特定公益増進法人への寄附として所得控除制度と所得税の税額

控除制度のいずれか一方の制度を選択し適用を受けることができます。手続きに必要な証明書は記念事業募

金委員会からお届けいたします。

・法人からのご寄附について（優遇措置は 2通りあります）

　 受配者指定寄附金をご選択の場合、同封の日本私立学校振興・共済事業団宛寄附申込書にもご記入の上、学

園用寄附申込書とともに返信用封筒にてお送りください。

● 寄附者の顕彰

寄附者の芳名録を作成いたします。また、寄附者すべての方々のご芳名を「創立 50 周年記念事業寄附者銘板（仮

称）」に刻み、末永く顕彰させていただきます。

在校生保護者の方は、銘板のお名前をお子様のお名前とすることもできますので、寄附申込書通信欄にてご指

示ください。また、匿名をご希望の方は、その旨をご記入ください。

● 武蔵野東学園創立 50 周年記念事業募金委員会

180-0012　東京都武蔵野市緑町 2 － 1 － 10

Tel.  0422 － 52 － 2211　　Fax.  0422 － 53 － 1090

http://www.musashino-higashi.org

寄附者
受け手

法　人

学
　
園

受配者
指定寄附金 寄附金の全額が損金算入できる

特定公益
増進法人

一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できる
［損金算入限度額］＝（資本等の金額× 0.25％＋当該年度所得× 5.0％）× 1／ 2
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▼  創立 50 周年記念事業計画

　当学園は、創立 50 周年に向けて、学園の「混合教育」をこれまで以上に社会的意義のあるものとするために

必要な学園施設の拡充を行うとともに、「混合教育」の成果を広く公開することで社会の認知度の向上を目指す

こととし、以下の諸事業を行います。一人でも多くの皆さま方のご支援をよろしくお願いします。

● 50 周年を記念する諸事業

1. 幼稚園関係　園庭のリニューアル  50,000,000 円

2. 小学校関係　教室等のリニューアル  70,000,000 円

3. 中学校関係　増改築および校庭リニューアル、校用地の買収  640,000,000 円

4. 高等専修学校関係　自閉症者自立支援施設の建設

山梨友愛寮（仮称）　　農業従事を通じて自閉症児の社会自立を支援するための

研修所兼グループホームを建設する  200,000,000 円

5. 教育センター関係　教育記録データーベースの構築

創立以来蓄積してきた自閉症児の教育観察記録を電子化、データベースを構築

することで、自閉症児教育の質的向上と自閉症研究の深化を図る  20,000,000 円

6. 公開授業および記念美術展の実施

「混合教育」に対する社会の理解の深まりを目指し、全園校で公開授業を実施し、

また公共美術館で児童生徒の作品展示を行う  2,000,000 円

7. 奨学金制度の創設

同窓会、後援会 O Ｂ会等を中心とした奨学金制度創設に対して支援を行う 10,000,000 円

8. タイムカプセル

全園校でタイムカプセルを設置し 10 年後に開封する  1,000,000 円

総額　993,000,000 円

● タイムスケジュール

［2010 年］ ［2011 年］ ［2012 年］ ［2013 年］ ［2014 年］

（中）第 1 期工事 （中）第 2 期工事 （中）第 3 期工事 （第二幼稚園） （高）山梨友愛寮
多目的ホール

正門、正面ロビー
【完了】

増築棟、校庭、
教室改修

（中）校用地の買収
【完了】

教室改修
教育記録の電子化

及び DB 構築

園庭リニューアル
（小学校）
教室等の

リニューアル

奨学金制度創設
公開保育・授業
タイムカプセル

記念美術展

'11.10.6.　

３
校



第二幼稚園　園庭リニューアル（構想）

小学校　教室等のリニューアル（平成 23年度東館改修）
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高等専修学校　山梨友愛寮（構想）

中学校　増築・既存校舎全面改修（平成 23年度　増築棟完成）
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（平成 23 年 11 月）
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