
新たなるスタート 校長 木村 修二

学校通信では、校長か

らのメッセージを毎月

１回発信しています。

各学年からは、毎日の

新着情報では伝えきれ

ない部分を端的にまと

めた情報を提供しま

す。

養護教諭からの情報、

武蔵野東中学校からの

情報も４ページにまと

めてあります。

今年度分だけでなく、

昨年度のバックナン

バーもお時間のあると

きに、お読みいただけ

たらと思います。
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平成２３年度がスタートして３週間が過ぎました。先般の震災の影響で前

年度の修了式が行えなかったので、子どもたちは友だちに会えたことがとて

も嬉しく、始業式から元気に過ごし、疲れもどこ吹く風のごとく、あっとい

う間に４月が過ぎ去ろうとしています。しかし、子どもの姿からはあまり感

じらませんが、見えない疲れは溜まっていると思います。明日から始まる５

月の連休で充分に疲れを癒し、充電をして、５月からの学校生活を送ってほ

しいと願っています。

４月１５日の下校後のことですが、下校時の子どもの態度について一本の

電話が入りました。電話をくださったのは女性の方で、名前はおっしゃらな

かったのですが、東小学校の児童の下校態度に大変感心したので、その気持

ちを伝えたくて思わず連絡をしたとのことでした。たまたま乗り合わせた三

鷹駅からのバスの車内で、姉妹と思われる、立っていた児童が、途中で下車

する乗客がいると、通路を広く空けて降りやすいようにしたり、空席ができ

ると姉が妹を先に座らせたりするなど、とてもきめ細やかな気遣いができて

いたのだそうです。また、姉妹が下車したあとの歩いている様子を見ている

と、姉が車道側を歩いていた妹に声をかけ、歩道の内側に移動させて手をつ

なぎ、仲良く帰って行ったそうです。女性の方はこの姉妹の所作を見て、大

変感動したことと、このような行動がとれる子どもたちを育てているご家庭

や学校は、とても素晴らしいことと思いますと、おっしゃってくださいまし

た。普段、学校にはお褒めの言葉よりも苦情の連絡をいただくことが多いの

ですが、このような嬉しい言葉をいただくと、次の日からの活力となりま

す。良い子どもを育てることだけが教育ではありませんが、当たり前のこと

を何気なく行動に表せる子ども、それが兄弟であっても、相手を思いやれる

子どもたちであってほしいと願っています。

今年の重点である「読書」（朝の読書）は、校舎内の雰

囲気を落ち着かせ、どの子どもも真剣な眼差しで読んで

います。普段はなかなか自分から進んで本を読もうとし

ない子どもでも、みんなで読む雰囲気があることで、当

たり前のように読書にふけっている光景は、本当に嬉し

く思います。この姿勢をいつまでも継続できるように、

「本当の本好き」になってくれることを願っています。

本は心を豊かにする肥やしとも言います。良い肥やしほど作物は美味しく育

ちますので、思考力豊かな大人になるために、さまざまな本を読んでほしい

と思っています。

今年度も昨年以上に、子どもたちが毎日楽しく通える学校になるよう、努

力を惜しまず指導にあたりたいと思います。今後とも保護者の皆様の温かい

ご支援とご協力を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

電話 ０４２２ (５３) ６２１１

Fax ０４２２ (５３) ９５２６
Email shogaku@musashino-higashi.org
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４月８日(金)はドキドキわくわくの入学式が

ありました。昇降口に６年生が迎えに来てく

れて、手をつないで教室まで行き、担任の

先生と初顔合わせです。先生たちも楽しみ

にしていたので、みんなの笑顔に出会えた

時はとても嬉しかったです。温かい雰囲気

で入学式を終えることが出来ました。

初登校の日から６年生が出迎えてくれ、着

替えの仕方や、ロッカーの使い方などを優

しく教えてくれました。

１２日の業間の時間に行われた「新入生歓

迎会」では全校のお兄さん、お姉さんに紹

介してもらい、ニコニコの１年生でした。

１週間経つと、６年生の手を借りなくても少

気分を盛り上げる為に、活動には「○○

○祭り」とネーミングしていくことにしました。4

月20日（水）の総合の時間は、スカラーホー

ルに学年全員が集まり、企画第一弾として、

「みんなで踊っちゃおう祭り」を開催しまし

た。NHK「てっぱん」のオープニングで流れ

ていた踊りに挑戦です。お好み焼を作るとき

のイメージが振りの中に入っていて、その場

で覚えられ、コミカルで楽しいものです。

「あっ。これ知ってる。」「なんだこれ？」など

ワイワイと且つ興味深々な眼差しが向けら

れ、とてもまぶしかったです。男女問わず一

つの踊りでみんなで楽しむことができました。

今後の祭りに勢いがつきそうです。

教室が横並びとなり、児童１００名でス

タートをきりました。今年の3年生のテーマは

「活きのいい3年生！」です。

重点である「リーダーシップⅡ」とCDEクラ

スの重点である「他者とかかわる力」から考

え、学年のレクリエーション活動を活発化さ

せ、企画、運営、進行、ゲームの中で仲間

をリードするなどの機会が子ども達の間で展

開され、また身体を動かす中で関わり方や

ルールに則って一緒に楽しむこと、楽しい雰

囲気に入っていけるというように、それぞれ

の場で活かしていける企画を出来るだけ取

り入れていきます。

３年生だより １００人で元気スタート！

みんなでひとつ２年生

２年生だより みんなでひとつ２年生 ４月の学年活動

生き物、風や景色を通して子どもたちの視

点で春を実感していました。その後、４月生

まれの友だちの誕生日会を行いました。学

年みんなからのハッピーバースデーの歌の

お祝いはきっと心に残る思い出となったこと

でしょう。

屋外での学年活動は晴

天にも恵まれ、楽しく行う

ことができました。今年度

は毎月の誕生日会をはじ

め、たくさんの学年活動を

行っていきます。「みんな

でひとつ２年生」どうぞご

期待ください！！

２年生のテーマは、「みんなでひとつ」で

す。始業式の次の日の７日には、２年生に

なっての最初の授業として、校庭で学年の

顔合わせを行いました。そこで担任、副担

任の自己紹介や「みんなでひとつ」の意味

を説明した後、全体写真を撮りました。この

写真に「みんなでひとつ２年生」の文字を入

れ、常に学年テーマを意識できるよう各教

室の一番目立つ場所にはりました。

１３日の創立感謝の日には、小学校内に

ある、学園資料室を学年で見学すること

で、創立者をより身近に感じました。

２０日には、生活科の単元である「はるの

まち」に取り組むため、小学校近くの中央公

園まで行きました。公園内の花、木々、草や
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１００人でスタートだよ

どうぞ、よろしく

しずつ自分たちでできることが増えました。

下校も少しずつ一人で帰れる１年生が増え

て、たくましさを感じました。

もうすぐ１か月が経ちますが、いつの間にか

“園児”から“児童”へと成長してきていま

す。しかし憧れの６年生に会うとたちまち幼

さが前面に現れ、甘えながら遊んでもらって

いる様子をみると「本当に大好きなんだ

なぁ。」と感じます。この１年生が６年生に

なった時、今の自分

たちが感じたような

“憧れの６年生”にな

れることを期待してい

ます。

１年生だより ６年生、ありがとう！！



ここ数年の暖冬傾向で桜の開花が早まっ

ていましたので、久しぶりに４月の桜の開花

とともに新年度がスタートしました。

ＡＢ組では、「西館の最高学年としての自

覚を持ち、西館のリーダーとして下級生の

手本になること」を年間の目標として頑張っ

て欲しいと思います。すでにＡＢ組で始まっ

ている給食当番や週番など学校全体に関

わる仕事は、その第一歩と言えるでしょう。

先日の友愛会会長・副会長選挙では、真

剣な表情で演説に聞き入り、投票する姿に

東小学校の一員として頑張ろうという意欲

が見えたような気がしました。

ＣＤＥ組では、「高学年の仲間入りをした」

ということを日々子どもたちに伝えています。

高学年の自覚を持つことで更にステップ

アップしていくための土台をこの１年間でしっ

かりと築いてほしいと願っています。

４年生では身近なこと（自分のこと）から社

会生活（学校全体のこと）へと視野を広げ、

体験を積む学習が増えてきます。５月には

宿泊学習が行われます。特にＣＤＥ組は初

めて２泊での宿泊学習であり、

友だちと一緒に公共の交通機

関を使って行くことになります。

自然豊かな環境で、心を磨

き、経験の幅を広げることで更

なる成長を期待しています。

は人のために自分の精一杯の気持ちを尽く

すという経験です。以下に６年生のある子ど

もの作文を紹介します。

「４月１３日（水）入学式が終わり１年生が

登校してきました。わたしたちは１年生が来

る前に着がえを終え、くつ箱で出むかえまし

た。初めての１年生はとてもきんちょうしてい

ました。わたしたちもきんちょうしていました。

着がえはわたしたちが一から教えます。いっ

ぺんに二つの事を言ってしまうと分からなく

なるので、一つずつ言うことにしています。

着がえが終わると石山で遊びます。わたし

はこのごろ石山で遊んでいなかったので楽

しくなりました。まだまだ友だちを作って思い

出となる一年にしたいです。」

例年よりも少し長い特別な春休みを終

え、６年生の子どもたちが元気に学校に戻っ

てきました。第２週目からは最上級生として

新１年生の登校時のお手伝いを担当してく

れました。少しの不安な気持ちをもって登

校してくる新入生を優しくエスコートし、教室

まで案内する仕事。着替えや荷物の整理の

仕方を一つひとつ丁寧に教える事、そして

校庭や教室で楽しく一緒に遊ぶ時間。さす

がは６年生、実によくやってくれました。１年

生も楽しく安心な小学校生活のスタートが

切れたようです。６年生にとっては朝いつもよ

り早く登校したり、給食を早く食べ昼休みの

時間をさいて自主的に１年生の教室に足を

運ぶ事がとても良い経験になりました。それ

４年生だより 桜の開花とともに

６年生だより 新入生の受け入れ役として

５年生だより サブリーダーとして

に集まり、当時の北原キヨ先生を知る先生

方から話を聞き、キヨ先生の人柄や子ども

たちへの熱き思いを知ることができました。

また、後日東館２階にある、学園資料室の

見学を行いました。小学校をはじめとする、

学園の歴史が展示されており、子どもたち

は興味深く資料を見つめていました。翌日

の子どもたちの日記には、創立者である、

北原キヨ先生・勝平先生への感謝の言葉

や、キヨ先生の願う、立派な東っ子になりた

いという頼もしい言葉が綴られていました。

創立者の想いに触れたことで、サブリー

ダーとしての意識を高めることにもつながっ

たようです。

新年度が始まって約１ヶ月が経とうとしてい

ます。５年生は、ＡＢ組、ＣＤＥ組にそれぞれ

新しい友だちを２名ずつ迎え、学年９６名で

スタートしました。生活の場が西館から北原

記念館へと移り、新しい教室などの使い方

を確認しながら、子どもたちは、サブリー

ダーという学年になったことを実感し始めて

いる様子です。ＡＢ組の友愛会の各部会決

めでは、積極的な立候補があり、一人ひとり

が意気込みをしっかりとスピーチしていまし

た。これから５年生のみんなには、

友愛会各部会の副部長や書記、

また縦割り清掃班の副班長として

活躍してほしいと思います。

４／１３（水）には、創立感謝の日

ということで、学年みんなで体育館
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創立者北原キヨ先生の思いを知る

着がえたら遊ぼうね！！

初めての投票



友愛会 会長副会長

ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/
shogaku.php

保健室より
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入学・進級から１ヶ月。中学

１年生にとっての『中学生生

活』は、まだまだ新鮮な驚きに

満ちています。小学校よりも少

し早いペースで物事が進むこ

と、先生の話に少し難しい言

葉が混じること、ＡＢクラスは

英語・数学の習熟度別授業、

ＣＤＥクラスは「技能」の見学・

体験なども始まりました。先週

のプランノートに、こんな記述

がありました。「いろいろな教

科もやって、その後に部活に

出て、それから帰る。今日は

なぜか達成感がありました。こ

んな１日をたくさんやったら、

すごく楽しいと思いました。」

今まさに中学校生活をスター

トさせた１年生が、日々を大切

に過ごしてくれることを望んで

います。

さて今年の中学校の重点は

『個の力』。昨年までの『運用

力の育成』という重点により生

徒たちによる行事、学校生活

が充実の度合いが高まってき

たところを、今度は個々の生

徒が更に力をつけ、深めてい

こうという目標です。今年の行

事に向けての活動も、スタート

を切りました。今年も創造性や

行動力に満ちた新しい試みが

展開されることでしょう。

ところで第２期工事の方は、

運動場に増築棟の鉄骨が立

ち、地下アミティエホール入り

口に屋根の骨組みが出来、こ

ちらも順調です。

（教頭：菊地）

４月は、たくさんの保健行事があり、保健関係のプリントや提出物

も多くお手数をおかけしましたが、児童の健康診断も無事終えるこ

とが出来ました。ご協力ありがとうございました。

今年度も保健室では、子どもたちが心もからだも元気でいられるよ

うにお手伝いをしていきたいと思います。１年間どうぞよろしくお

願いします。

◆健康診断について◆

学校での健康診断はスクリーニング（病気の疑いのある人

を見つけ出すもの）なので、受診の結果、「異常なし」と診

断されることもあります。ご了承ください。むし歯や視力低

下などの場合は、あと延ばしにしないで、すぐに治療した

り、メガネをつくったりすることが大切です。

◆学校感染症について◆

学校感染症（麻しん、水痘、風しん、インフルエンザ、流行性耳下

腺炎など）は、他の児童への感染を防ぐために出席停止となります

ので、診断されたらすぐに連絡をしてください。登校の際は「登校

許可証明書」が必要となります。（詳しくは、教育方針説明会資料の

１１ページをご覧ください。なお、新型インフルエンザ対応は、５月から解

除となります。）

友愛会（委員会活動）の前期（４月～１０月）会長と副会長が６年

生と５年生から選ばれました。立合演説では、Ａ～Ｅ組全体で活動

するなどの公約を掲げていました。

できる限り公約を守れるように実行していって

欲しいと思います。

会長 ６年 新堂 舞花 さん

副会長 ６年 中野 花菜 さん

５年 山内 奏人 くん

世界に一つだけの

混合教育を実践している

武蔵野東学園 武蔵野東小学校

本年度は、Ａ～Ｅ組までの学年親睦会を水曜日に実施してくださる

学年が４つあります。スカラーホールの空き状況に併せて実施日を

決めてくださいとお願いしたところ、そのようにしていただけました。

幼稚園にご兄弟がいらっしゃる方にはご苦労をかける部分もあるか

と思いますが、どうぞ、ご理解ご協力をお願いします。

児童だけでなく、保護者同士の関わりも大変に重要ですので、仲

間作りのきっかけとしていただければ幸いです。

学年親睦会

献立表

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ運動の一環とし

て、５月より献立をＷＥＢにてお知

らせいたします。

なお、アレルギーに関するプリン

トは今まで通りに個別に配布しま

す。


