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今月上旬の１年生清里山荘合宿に今年度も同行しました。毎年同じ行程で進められるもので
あっても、その年その年によって学年の印象は異なり、一緒に過ごさないとわからないことや発
見がたくさんあります。１年生は入学して初めての校外宿泊活動で学ぶことや楽しかったことが
多かった反面、いろいろと気疲れもあったことでしょう。
合宿を終え、私は電車とバスで自宅に向かいました。宿泊学習の引率は何回経験しても疲れは
それなりで、今回は自分の荷物がいつも以上に多かったので、せめてバスには座って帰りたいと
考えて、１台バスを見送り、次に来たバスで私は座席に腰掛けました。その後も次々とお客が乗
り込んできて、座席はいっぱいになりましたが、出発まもなくというところで、私より10歳くら
い年配の女性が乗車してきました。その女性はゆっくりと優先席近くに歩みつつ、定期券らしき
ものを袋にしまおうとしている様子でしたが、なかなかそれができません。その時、私はその女
性に手の麻痺があることに気づきました。足も少し不自由そうでした。優先席はお年寄りの方で
満席でしたが、一人だけ私と同い年くらいの男性が気難しそうな顔をしてどっしりと座っていま
した。女性が2歩3歩進んできたところで私は女性に声をかけ、席を譲りました。女性は特にお礼
もなく「どっこいしょ」と言いながら座り、私が自分の荷物のキャリーバッグを「席の近くに置
かせてもらいますね」と言うと「はい、どーぞ」と言いました。そして停留所を４つ過ぎたとこ
ろで、その女性は私に「どうも」と言ってバスを降りて行きました。
正直「今日だけは座りたかった」という気持ちはありました。しかしあの時の私は席を譲って
あげた、つまり「～をしてあげる」という気持ちではありませんでした。女性からお礼がなかっ
たことに一瞬「おやっ」とは思いましたが、そのことで損をしたとか腹が立ったということもあ
りませんでした。唯一「あの女性の体の不自由さを他の乗客は本当にわからなかったのだろう
か」という思いが湧いてきましたが、他の人もそれに気づくべきだと考えていくと辛くなってき
て、それが他者への怒りになっていくので、今回も「気づいた人がすればいいこと」と心を整え
ました。
席を譲ろうか、どうしようかを迷った経験は誰もが一度はしているはずです。状況がいつも同
じとは限らず、自分の判断が適切だったかを後で振り返ることもあります。障害を有している人
の中には自分の障害に気づいてほしい、わかってほしいと思っている人がいると思いますが、
「されて当然」という意識ではないと思います。うまく意思表示ができないこともありますが、
今回のケースも女性は降りる直前に感謝の言葉が私にありました。座るときにお礼がなかったの
は、座るのに精一杯であったと考えるのが妥当でしょう。「する側」と「される側」は対等であ
るべきだと言いますが、それは本当に難しいことだと思います。あわれみや善意の押しつけにな
らないようにすることに気をつけていても、そのバランスが崩れ、上下の関係や損得の感情に
至ってしまうこともないとは言い切れません。だからといって、躊躇する必要はなく、自分が必
要と思ったら「May I help you？」の精神で声をかければどうでしょう。「共に生きている」と
考えると「お世話をする」という気持ちではなくなり、「仲間」という言葉が浮かんできます。
そう、本校の生徒たちはこうしたことを日常的に考え、生活しているのです。
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３年グアム学習
＜生徒の感想から＞
◯グアム学習で大きく学んだことは、ミクロネシアの文化でした。今ま
で海外に行ったことがなく、初めての異文化の体験でしたが、食べ
物、気候、匂い、言語など様々なことを感じることができました。英
語では、文法はわかるのに単語が出てこないことが多くありました。
単語力がないことにも改めて気づかされました。現地の文化について
や英語の今の実力など、3年生のうちに確認できたことは、いい経験
となりました。
（N.K）
◯島内の観光では、一年中果物がなることや現地の人の性格、気候、歴
史など、授業では習わない様々なことが学べました。太平洋に浮かぶ
小さなグアム島にも、壮大な歴史と文化が秘められていることを改め
て実感しました。
（A.K）
◯入国審査では、事前に練習をしていた会話以外にたくさんの質問を、
急にされて少し大変でしたが、自分の英語が通じた時は少しうれし
かったです。とてもよい経験になりました。
（S.M）
◯マイクロネシアモールでのランチでは、自分の英語が店員さんにうま
く伝わらず、自分の頼んだものと違うものが出てきた時には、自分の
英語力の足りなさを感じ、これからの英語の勉強を一層強化しようと
決心しました。
（T.Y）
◯僕はグアムの実行委員会としてやってきて、いろいろな事前準備をし
て、長い時間グアムに携わってきましたが、とてもやりがいがありま
した。また、グアム学習も成功し、無事に終えることができましたの
でよかったです。ハマモトフルーツワールドでは、濱本さんの貴重な
お話が聞けてためになりました。こうして海外に来て異文化を実際に
経験し肌で感じることができ、このような貴重な体験はこれから生き
ていくうえでいかせることだと思うので、大切にしたいと思います。
（E.H）
◯生活班では、はじめてCDEクラスの友達と二人部屋でしたが、京都や
スキーでの経験を活かしていろいろおしゃべりしたりすることができ
てよかったと思います。Kマートでの買い物も先にCDEクラスの友達
の買いたいものをチェックしたりして無事に買い物を終えることがで
きました。
（Y.T）
◯恋人岬からの眺めは印象的で、飛行機から見下ろした雲が自分の下に
ある景色は、とても幻想的でした。お土産を家族に渡した時はすごく
喜んでくれました。学んだことが沢山あり、とても楽しかったです。
（T.N）
◯今ではとても平和でのんびりとしたグアムの地に立ち、本当にここで
戦争が繰り広げられたのかと思うと、とても不思議な気持ちになりま
した。今では、アメリカ人も日本人も争わず平和な関係でいますが、
約70年前は戦場であったことを思うと、今、自分がここに立っている
ことに複雑な気持ちになりました。
（K.S）

スペイン広場で

濱本さんの話（フルーツワールド）

ビーチで朝の散策

市内観光（恋人岬）

カヤック体験

マイクロネシアモールで買い物
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これから３年間を一緒に過ごす仲間と学級の枠を越えて協力し合い、学年が一つのクラスのよう
にまとまったことで、学習や生活の柱ができ、中学生としての心構えを学んだ３日間でした。
[AB組コメント]
◎２日目のオリエンテーリングが楽しかったです。各場所にいる
先生のところまで行き、問題を解いて進むゲームでした。ぼく
は初めてだったのでとても楽しかったです。午前中は２班抜い
てゴールしました。また昼食のあとにソフトクリームを食べま
した。初めてあんなにおいしいソフトクリームを食べました。
（Ｍくん）

◎プラン立て研修会では、自分のプランで不足しているところを
直したり、自分の勉強についても改めて見直すことができまし
た。
（Ｔくん）
◎校長先生のお話では、「人を気遣う」、「自分から進んで勉強
する」、「ＣＤＥ組の友達と同じところを探す」ということを
学びました。武蔵野東中学校は混合教育のことを深く考える世
界で一つだけの学校なのだなと感じました。
（Ｓさん）
◎楽しかったこと、学んだことは、一日目のレクリエーションで
す。理由はＡ組のみんなやＣＤＥ組のみんなと協力し合い、人
と人の関係をより深くしたからです。
（Ｎくん）
◎学習面では、いつもと違う場所で、いつもよりもたくさん勉強
できたことが良かったです。帰っても清里で学んだことを活か
してやれたことで、母に「よくがんばってるね」と言われ、中
間テストまで頑張ろう！と決心できました。
（Ｓさん）
◎２日目のオリエンテーリングで本物のキジに会うことができま
した。桃太郎に出てくる絵に描くような頭が赤で体が青っぽい
オスのキジです。とてもビックリしたのと感動しました。

Ａ～Ｅ合同レク大会

ＡＢ組夜の学習

（Ｉさん）

[CDE組コメント]
◎２日目のハイキングで美し森に着いて景色を見たとき、富士山
や八ヶ岳が見えたりしました。いい景色でした。
（Ｈくん）
◎ぼくの一番の思い出は、最終日に行った甲斐風土記の丘の考古
学博物館の見学です。竪穴住居や銅鐸や土器などの展示をじっ
くり見たので勉強になりました。
（Ｎくん）
◎ハイキングのあと清泉寮で甘くてとてもおいしいソフトクリー
ムをみんなで食べました。とても楽しくてまたみんなで行きた
いなと思いました。
（Ｏさん）
◎自分たちの部屋の中でトランプのババぬきをやりました。とて
も楽しかったです。
（Ｋくん）
◎心に残っている事は、古墳見学です。古墳時代に作られた古代
の王の墓が、今も残っていてすごかったです。
（Ｅくん）

ＣＤＥ組ハイキングへ出発

３日目古墳見学
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４、５月の部活動試合結果
卓球部

陸上競技部

●第10ブロック春季卓球大会（4/30立川第四中学校）

●第19回豊島区春季陸上競技大会兼東京都大会通過認
定大会（5/3 夢の島陸上競技場）

＜シングルス（男子）＞
2回戦まで 3年梶くん、木村くん、2年大串くん、亀井くん

2年篠山さん 2年100m

河原くん
1回戦まで 3年石岡くん、佐藤くん、山内くん、須原くん、

12”72

3位

共通走幅跳 5m10

2位

1年伊藤さん 1年100m

2年山田くん、黒住くん、髙橋くん

13”18

2位

共通走幅跳 4m68

8位

共通4×100リレー

＜シングルス（女子）＞

52”94

(2年篠山、1年伊藤、2年秋葉、石橋）

2回戦まで 2年古田さん、町田さん

＊ 東京都大会出場権獲得

1回戦まで 2年柳澤さん

●第79回東京陸上競技選手権大会兼国体東京都代表選考会

体操競技部

（5/8 駒沢陸上競技場）

●第28回東京都中学校春季体操競技大会
（5/7 北区滝野川体育館）
男子団体総合 第4位（3年濵田、2年金子、1年鈴木）
個人総合

8位

2年篠山さん 共通100m

13”17 7位

●第67回東京都中学校地域別陸上競技大会
（5/21、22 上柚木陸上競技場）

第4位 3年濵田くん
（種目別 あん馬3位、鉄棒2位）

2年篠山さん 2年100m

13”05 1位 (都大会出場)

共通100mハードル 15”78

女子団体総合 第5位（3年海山、村上、2年土橋、鈴木）

4位(都大会出場)

サッカー部
●第10支部夏季サッカー大会（サレジオ中と合同出場）

2年秋葉さん 2年100m

13”64 9位(都大会出場)

共通走幅跳 4m76 3位(都大会出場)

（5/14 立川二中、15 瑞雲中、21 小金井一中、29 学芸大中）

共通4×100リレー

一次グループリーグ
第1戦 対 朝鮮中

0-5 負

第2戦 対 東京電機大中

0-3 負

第3戦 対 小金井緑中

2-0 勝

第4戦 対 中大附属中

0-10 負

グループ4位

51”29 2位

(2年篠山、1年伊藤、2年石橋、秋葉) (都大会出場)
＊28年連続東京都大会出場を決める
●第42回江東区陸上競技選手権大会兼ジュニアオリン
ピック通過認定大会（5/29 夢の島陸上競技場）
1年伊藤さん 1年100m

13″08

優勝

2年篠山さん 2年100m

12″86

2位

2年秋葉さん走り幅跳び 4m80
低学年4×100リレー

53″38

2位
2位

(2年石橋、1年伊藤、齋藤、2年秋葉)
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