
５月の様子 校長 木村 修二

体育祭の練習が少しず

つ始まっています。

学年競技は時間をかけ

てＡＢ組とＣＤＥ組の

関わりを深めていく場

でもあります。

昼間の時間は日差しも

あって、汗をかくこと

も多くなりました。

水分補給も大事です。

各自、水分補給がしや

すいように、水筒を

持ってきても結構で

す。
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５月２週から３週連続で、１～５年生の宿泊学習が行われました。新学期が

スタートして１か月が経ったこの時期に宿泊学習を経験することで、子ども同

士の気心や性格などをお互いに感じあえる絶好の場となりました。また、教師

にとっても子どもの長所や短所、隠れ持っている特徴などを知ることで、これ

からの指導において個人の目標やクラス、学年の課題などが明確となり、有意

義な宿泊学習となりました。１年生にとっては、親元を離れての初めての宿泊

で、さぞかし不安だったことと思います。それは、保護者の方も同様だったの

ではないでしょうか。バスの中で気持ち悪くはならないか、友だちと仲良く過

ごしているか、荷物の管理はできるか、夜のトイレは大丈夫か、風邪をひいて

はいないかなど、ご心配も多かったことでしょう。私が引率した１、２ＡＢ組

の宿泊学習では、２年生の成長ぶりが素晴らしかったです。ついこの間までは

右も左も分からず、あたふたしていた子どもたちが、１年生に対していろいろ

な場面で指示を出したり、面倒を見たりしている姿は、嬉しさと同時に逞しさ

も感じられ、あらためて１年間の成長が見られました。この宿泊学習は、友だ

ちと寝食を共にすることで、お互いの気持ちを再確認できたり、知らなかった

一面を発見できたりと、普段の学校生活では知り得ない面に触れることがで

き、これまで以上の友愛の心が育まれたのではないでしょうか。

さて、３月１１日の東日本大震災から２か月以上の月日が過ぎました。いま

だに余震と思われる地震があったり、福島第一原子力発電所からの放射能物質

漏れが続いていたりと、まだまだ予断を許さない状況です。毎日のニュースや

新聞などでも報道されていますが、被災地にお住まいの方が、不安な状況下に

も関わらず、明日への希望を捨てずに一日でも早い復興に向けて努力されてい

る姿や声を聞くと、本当に心が痛み、何らかの方法で応援ができないものかと

思います。先日の武蔵野東技能高等専修学校ＨＰの「校長の独り言」（清水校

長）にもありましたが、たわいない言動が差別的な扱いとなり、どれだけ被災

されている方や子どもたちの心を傷つけてしまうのか、本当に寂しい思いがし

てなりません。もちろん、発言した子どもたちは心からそのようなことを思っ

ているのではいないと思いますが、取り方によっては勘違いされる報道内容や

周囲の大人たちの会話が、このような結果を生んでしまったのかもしれませ

ん。情報は「正しいこと」を伝えなくてはなりませんが、それを受け取る側の

立場や考え方で、どのようにも解釈されることの恐ろしさを常日頃から心して

いないと、いつのまにか相手を傷つけてしまうこともあります。だからこそ、

物事を正しく理解、判断する力を持つことと、困難な時こそお互いの立場や状

況を把握した上で、相手を思いやる言動に努めなくてはいけないと思います。

ご家庭においても、被災した小学生などを例に挙げて、改めてお子さまとお話

をしてみてはいかがでしょうか。

電話 ０４２２ (５３) ６２１１

Fax ０４２２ (５３) ９５２６
Email shogaku@musashino-higashi.org
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「先生！校庭に遊びに行ってきます。」

すっかり学校生活にも慣れ、自分で出来る

ことが増えた１年生。子どもたちの表情から

緊張が消え、毎日笑顔で過ごしています。

登下校に関して、ＡＢ組では一人で登下校

できる児童が増え、自信に満ち溢れていま

した。ＣＤＥ組でも登下校のルールを確認し

て日々練習をしています。学習にも力が

入っていて、自主学習をどんどん進める児

童が増えています。何事に対しても積極的

に進められるようになってきました。その反

面、慣れから来る登下校での態度やマナー

が悪く、一般の方よりご指摘を受けることが

多くなっているのも事実です。学校でもその

都度指導をしておりますが、ご家庭の方でも

学校、浄水場、消防署、図書館を回りまし

た。特に印象に残ったのは、消防署での訓

練の様子と「外で大きな地震にあった場合

の対処」という話です。まとめると、「ブロック

塀からは、離れること」「ガラスの窓やドアが

ない所を選ぶ」「頭をカバンなどで守りなが

ら、物が落ちてこないところを選ぶ」「登下校

のルート途中でいくつかの避難待ち合わせ

場所を家族で決めておくこと」です。各ご家

庭で、登下中の避難待ち合わせ場所を

チェックして、食卓での話題にしておきましょ

う。体験学習は、「CANDAY」「高尾の森ワク

ワクビレッジ」「図書館見学」「箱根」があった

月です。ここでは書ききれないので日々の

ホームページでチェックをお願いします。

学年保護者会では、「踊りあり、笑いあり、

ディスカッションあり」と楽しい一時を過ごす

ことができまた。とてもよい雰囲気でして更

に活発化する子ども達の学年活動を各ご家

庭からもバックアップしていただけるという機

運が高まってきました。ご協力有難うござい

ました。さて子ども達は、サンドイッチ給食の

日にお祭りグループでの会食をしました。写

真を撮って回ると、おどけてバナナを頭に

載せてポーズをとる子、それをまねする子、

おかしくて笑っている子などまさに入り混じっ

て笑顔に満ちていまいした。また、社会科の

学習の一環として事前に地図記号を覚える

にことに取り組み、その後地図を片手に学

校周り探検へ出かけていきました。市役所、

３年生だより ５月は、体験を活かす月

みんなで育てよう

２年生だより みんなでひとつ２年生・５月の学年活動＋宿泊学習

日会を行いました。みんなからのハッピー

バースデイの歌の後、誕生日カードが一人

ひとりに手渡されました。

また、ＣＤＥ組は１７日～１８日に高尾の森

わくわくビレッジ。ＡＢ組は２４日～２５日に河

口湖にて宿泊学習を行いました。どちらも友

だちとの楽しい時間を過ごすことができ、さ

らに学校内では得られない体験をすること

で一回りも二回りも成長できたように思いま

す。

これから、梅雨に入りますが、体調面に気

を配ると共に学年がひとつになっての活動

を増やしていきたいと思います。

新緑が色鮮やかな頃となりました。１０日

には、９月の体育祭の中で行われる学年競

技の練習が始まりました。３人１チームのメン

バーも決まり、チームの顔合わせやルール

の確認と練習に取り組みました。１２日には、

野菜の苗の植え付けを行いました。１２の班

に分かれ、みんなで力を合わせてプラン

ターに土を混ぜ、３かぶずつ苗を植えまし

た。どんな実がなるのかは今の段階ではあ

えて伏せています。一体どのように育ち、ど

んな実がなるのか、子どもたちは興味津々

で栽培や観察を続けています。さらにこの

日の業間には、５月生まれの友だちの誕生
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お祭りグループで

いただきます！

力を合わせて出発～！

登下校について話し合う時間を作っていた

だけると有り難いです。

また、体育祭に向けて学年競技練習が始

まりました。学年競技は今年も３人一組で走

るリレーを行います。みんなで息を合わせて

走ることができれば、きっと早く走れることで

しょう。最初の顔合わせでは、紅２チーム、

白２チームに分かれて一緒に走る練習など

をしました。どのチームも、とても初めてとは

思えないくらい良く走れていました。当日ま

でどれだけ仲良くなれて、力が合わせられ

るかがポイントになりそうです。

今日も「石山のてっぺんで待ち合わせ

ね。」という可愛い言葉が交わされ

ています。

１年生だより すっかり、東っ子！！



ＣＤＥ組では１１日から２泊３日、初めての

「ゆずりはら青少年自然の里宿泊学習」があ

りました。事前学習で日程や活動内容につ

いて、画像も交えて詳しく伝えていたことも

あり元気に三鷹駅で集合しました。４年生は

「自分のことは自分で行う」という大きな目標

があります。残念ながら天候には恵まれず１

日目はハイキングに行けませんでしたが、

荷物整理や寝具の準備、片付けなど身の

回りのことを一つひとつ確認しながら、また

友だちと協力しながら、いつも以上に時間を

かけてじっくりと取り組みました。２日目は、午

前中に自然の里周辺のハイキングに出か

けました。山道で慣れない足取りながらも慎

重に、そして一生懸命に歩いていました。

２０日には、Ａ～Ｅ組で武蔵野クリーンセン

ターへ見学に行きました。ビデオ上映も含

めて説明を伺った後、３グループに分かれ

て見学に回りました。焼却炉を覗く小窓から

の熱気など、見て、聞いて、感じて学ぶこと

ができました。クリーンセンターの方から「環

境を守るためにも、ごみを減らすことに取り

組んで欲しい。」との言葉もいただきました。

ご家庭でも、ぜひお子さんと一緒に考

えてみていただければと思います。

雨天続きでハイキングは２日目の午前中し

か出来ませんでしたが、室内でボール遊び

や長縄跳び、屋内カーリング、またトラン

プ、カルタなどのレクリエーションで充実した

時間を過ごしました。

９月の体育祭に向けては、混合競技であ

る騎馬戦のグループ決めを子どもたち自身

が行ないました。ＡＢ組、ＣＤＥ組が混ざっ

て紅白で戦うことになります。一つの騎馬は

４～５人、それぞれの騎馬のメンバーのチー

ムワークが勝利の鍵になります。そのため

に、給食をグループごとに一緒に食べるなど

自然にコミュニケーションを深めています。

これから練習が本格化していくでしょう。

各教室からは沖縄の音楽が流れてきた

り、廊下には沖縄についての本が置かれる

など少しずつ７月の沖縄修学学習に向けて

雰囲気が出てきました。季節は確実に春か

ら夏に流れ始めています。

ゴールデンウィークが明け、まず１０日

（火）ＡＢ組が国会議事堂と江戸東京博物

館の見学に出かけました。社会科の授業の

一環として児童たちはクリップボードを片手

に熱心に見学していました。一番盛り上がっ

たのは江戸東京博物館１階おみやげ屋さん

での買い物の時間でした。一人５２５円の予

算で思い思いのおみやげを選びました。け

ん玉やおはじき、ブリキのおもちゃ、コンペイ

トウなど。子どもたちにとってはとても珍し

かったようです。

１１日（水）～１３日（金）には２泊３日でＣＤ

Ｅ組が山梨県のゆずりはらに宿泊学習に出

かけました。毎年２回実施されるこの宿泊学

習の行程に子どもたちはよく慣れていて、電

車やバスでの移動もスムーズでした。４～６

年生が一緒ですが、さすがに６年生はリー

ダーとして食事の準備や布団運びなど宿舎

でも主体的に動き、大活躍でした。当日は

４年生だより 校外活動

６年生だより けん玉・騎馬戦・沖縄ミュージック

５年生だより ゆずりはら＆菅平 宿泊学習

ＡＢ組は同じ日程で、菅平高原への宿泊

学習でした。今回のメインは２日目の「農村

体験」です。子どもたちは、１２家族の農家の

お宅でお世話になりました。前日があいにく

の雨だった為、畑での農作業はできません

でしたが、山菜を採りに行ったり、りんごの受

粉のお手伝いをしたり、ビニールハウス内で

野菜の種まきをしたり、そば打ちをしたり等、

どのグループも東京では体験できない、自

然を体いっぱいに感じる活動をさせていた

だきました。今回の農村体験を通して、人と

人との触れ合いや、自然の恩恵、食と農の

関わりについて学ぶことができました。人生

の大先輩から学んだことを、これからの自分

自身の生活に生かしてほしいと思います。

ＣＤＥ組では１１日からの２泊３日、「ゆずりは

ら青少年自然の里」にて宿泊学習を行いま

した。１日目は、あいにくの天気だったので

室内にて図工をしたり、レクリエーションをし

て過ごしました。特に初めて行ったカーリン

グは大いに盛り上がりました。また、自分自

身のことをしっかりとやるために荷物整理も

行いました。２日目は、子どもたちの祈りが

通じたのか、雨があがって曇りになり、午前

中はハイキングをすることができました。全

員が最後まで歩くことができ、クラスや学年

で集団行動に励んできた成果が表れてい

ました。今回の宿泊学習で出た成果や課題

を今後の学校生活に繋げていきたいと思い

ます。
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お世話になった農家の方と

騎馬戦グループで食べよ

布団をしこう



第１回 学校説明会

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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連休明けには1、3年生の校

外学習がありました。1年生の

清里山荘合宿では、AB組は

校長先生の講話をはじめとし

て学園理解研修やプラン立て

研修、CDE組は生活面の再

確認など、中学校生活の基本

となる活動がありました。そし

て学年合同でのレクリエーショ

ンや体験（甲斐風土記の丘に

て）ではお互いの個性を知り、

これから3年間を共に過ごす

仲間との団結力も高まりまし

た。

一方3年生のグアム学習は、

最大の思い出となる宿泊行事

です。常夏の気候の中マリン

スポーツや英会話を使っての

買い物など、グアムならでは

の体験をする4泊5日。ホテル

ではABクラスとCDEクラスとで

ペアになる部屋がほとんどで

すが、チームワークも抜群で

す。グアムの夕日、紺碧の空

と海は、友情と共に一生心に

残ることでしょう。

さて今月は小学校3年生が

CAN DAYで中学校を訪れま

した。好奇心いっぱいに中学

校の先生の授業を受け楽しん

でいたようでした。最近は「お

父さん（お母さん）が東中の卒

業生」という児童もいて、歳月

の流れを感じます。現在の6

年生が東中に入学すると、30

期生ということになります。

（教頭：菊地）

【 食中毒に気をつけましょう ！！ 】
食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、

やっつける」です。簡単な予防方法のポイントをきちんと守り、食

中毒にならないようにしましょう。それでも、もし、お腹が痛く

なったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなったりしたら、病院に

行って相談しましょう。

《 食中毒を予防するための心得 》

１．手や調理器具を清潔にする（調理前やご飯の前は特に

きれいに洗いましょう）

２．生の食品と加熱した食品を分ける（生の食品の菌が他にうつ

らないように）

３．十分に加熱する（菌は熱に弱いのでよく加熱しましょう）

４．菌を増やさない（冷蔵庫を利用するなど保存に注意!!）

５．安全な材料を使用する（新鮮な食品を選びましょう）

６月２３日（木）１０時より、学校説明会を行います。

校長から武蔵野東小学校の教育についてのお話をしたり、授業見

学をしていただくなど、本校の教育をよく理解していただける場と

なっています。

お近くに興味を持たれている方がいらっしゃいましたら、説明会の

ことをお知らせいただければ幸いです。予約は不要です。

また、個別案内もしています。個別案内につきましては、電話での

予約をお願いします。

今年は第２回目として、学校説明会を９月９日（金）にも予定してい

ます。

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

５月１６日（月） １年生広報部より「武蔵野の風」、職員紹介の冊

子が配布されました。編集にあたっていただいた役員の皆様、ご苦

労様でした。

また、６月１３日（月） ２年生研修部による研修会が行われます。

講師は昨年度に引き続き、バースコーディネーターの青木千景さん

です。１４１名の申し込みがありました。楽しみですね。

後援会活動

プール工事

大震災のときに、被害を受けたボ

イラーの排気管工事が終了しまし

た。ご迷惑をおかけしました。併

せて、壁の化粧直しもしました。


