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前期も残すところ３週間余りとなりました。学期テストも終わり、各自の到

達目標や課題に向け、しっかりとしたまとめをして夏休みに入らせたいと思い

ます。

今年は関東地方の梅雨入りが例年より早く、うっとうしい毎日が続いていま

す。また、原発事故による節電対策として、教室のエアコンのスイッチを入れ

るタイミングに気を遣ったり、晴天時の昼間は、教室の一部や廊下の照明を消

灯したりと、われわれ教員も子どもたちと一緒に考えながら努力しています。

４年生対象のディベートの授業では、「昼休みの照明の点灯をやめるべきで

ある。是か非か。」という論題で学習を進めてきました。（決勝戦は７月１

日）３年間の環境の授業で学んできたことから、節電や環境への配慮、放射能

のことなどを立論にあげている児童もいました。これまではあらゆる物が豊富

にあり、不自由さを感じていなかった子どもたちに、物を大事にすることの大

切さや我慢することの重要性、資源には限りがあること、これからの日本や世

界が未来に向かってどのような方向に向かっていかなければならないのかを、

真剣に学ばせる良い機会となっています。

先日、劇団四季の俳優による「美しい日本語の話し方教室」を６年生対象に

行っていただきました。この教室では、普段自分たちが使っている日本語が正

しい発音で話せているかどうかを見直させます。そのために、母音（あ、い、

う、え、お）だけで発声する練習をします。例えば「おはようございます。」

は「おあおうおあいあう。」となるわけです。これにより口形がしっかりと作

られて口が大きく動き、とても聞きやすくなるのです。なぜ一語一語をはっき

りと発声することが重要なのかは、この教室の目標の一つでもある「自分の気

持ちを込めて相手にしっかりと伝える」ことにあります。言葉をはっきりと話

すことで、自分の気持ちが相手に正確に伝わります。さらに、目を見て話すこ

とで心がこもった言葉になります。口をはっきりと動かすのは、面倒なこと、

無駄なことと思われるかもしれませんが、相手の口の開き具合から、聞き手は

音だけでなく、話し手の心の声を感じとるのだと思います。

公立学校では今年度から英語の授業（５，６年生）がスタートしましたが、

英語力をつけるためには、まず正しい日本語を理解して話すことが重要です。

正しい日本語の話し方、言葉の意味などをきちんと理解していなければ、英語

やフランス語などの他国の言葉が理解できないのは当然のことです。そのため

にも、先ずは親が正しい日本語の見本を示しましょう。子どもたちは、正しい

日本語のシャワーを浴びることで、自然と言語力が伸びていくのだと思いま

す。
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学校生活をすっかり楽しんでいる１年生で

すが、ここのところの暑さに、体調を崩し気

味の児童も若干います。これから更に暑く

なっていきますので、日々体調には気を付

けていきましょう。

さて６月の１年生は、まず１１日に初めての

「授業参観」がありました。皆張り切って手を

挙げたり、発表したりできました。日頃の頑

張っている成果をご覧いただけたことと思い

ます。子どもたちも頑張っている様子をほめ

てもらい、励みになったようです。１４日には、

１年生全員が体育館に集まり皿盛り給食を

食べました。ゴーゴートレインリレーのメン

バーで集まり、ＣＤＥ組児童はＡＢ組児童が

用意してくれたレジャーシートに一緒に座

歌にのって、校舎に響きわたっていました。

背中がゾクゾクするくらいの声量と気迫のよ

うなものが伝わって来たのと同時に、歌が好

きな子ども達ということも分かりました。

晴れた日に、屋上で大空を見上げながら

みんなで食べたサンドイッチは、格別な味が

しました。

体育祭に向けての練習が入ってきまし

た。学年活動のお祭りグループ以外にも「開

会式の並び順ペア」「学年競技 台風の目

グループ」が組まれ、関わりが多くなってきま

した。開会式の紅組は、Ａ組とＣＥ組。白組

は、Ｂ組とＤ組という組み合わせとなります。

並び順も混ざります。互いの事を分かりあう

には、日常生活の中で、挨拶を交わしたり、

名前を呼び合ったり、話しかけたりすること

が大切と話しています。

雨の日に廊下で紅組、白組に別れて並

び順の確認をし、姿勢や行進の仕方の確

認をしました。また、体育祭の歌「大空賛

歌」を吹奏楽部の子ども達に伴奏のお手伝

いをしてもらいながら歌ったところ、やる気が

３年生だより ３年生の関わりいろいろ

みんなで観察

２年生だより みんなでひとつ２年生・６月の学年活動

観察し、観察記録に記入しました。班の中

での役割を分担しながら仕上げていきまし

た。その後、６月の誕生日会も行いました。

「８歳の目標」を発表した後、学年みんなで

ハッピーバースデイをうたいお祝いをしまし

た。２１日には、体育祭の学年競技「やさしく

はこんで」の練習を行いました。箱がのった

そりを３人１組で紐を引っ張りながら運ぶ競

技です。どうしたら、箱が落ちぬよう運べる

か、先生のアドバイスを参考に、色々な方

法を試していました。来月も暑さに負けず学

年一丸となって前期のまとめに取り組んでい

きます。

１日に「９１人のみぃつけた！」というテー

マで授業を行いました。９１人＝２年生の子

ども全員の数です。友だちのがんばってい

ることや、良いところをたくさんみつけていき

ましょう。そのためには、思いやりの気持ちを

持ち続けていくことが大切だと話しました。

早速友だちの良いところを教えに来てくれ

る子ども見られました。また、先月班ごとに

植えた野菜の苗。当初は子どもたちには内

緒にしていましたが、子どもたちが熱心に世

話をした為すくすくと育ち実を付けました。

苗の正体は、なすとピーマンです。８日の学

年活動では、やさい班ごとに分かれ、苗を
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大空サンド

体育祭もがんばろう！

り、名前を確認したり話をしたりしました。そ

して用意や片付けもなかなかのチームワー

クで進められていたのには驚かされました。

１５日には楽しみにしていた「ジャガイモ掘り」

がありました。皆の思いが通じて良いお天気

になったので、土も考えていたほど泥ではな

く、ジャガイモ掘りにぴったりな日となりまし

た。皆が茎を抜くと、次から次へとジャガイ

モがたくさん。とっても大きなジャガイモも

あって、大はしゃぎでした。どの家もその日

の食卓は美味しいジャガイモ料理だったに

違いありませんね。前期も残り１ヵ月弱となり

ました。学習と生活のまとめを

しっかりとしていきましょう。

１年生だより みんなで一緒に！！



４年生ＡＢ組では国語の授業の一つで

ディベートの学習を行います。「ディベートと

は何か？」「ディベートによってつく力」が何

なのかを教えてもらってから、各クラス１２

チーム、４ブロックに分かれて対戦し、勝率

の高い１チーム（クラス代表）を選びました。

来月行われるディベート学習のまとめとして

Ａ組代表とＢ組代表での対戦に向けて準備

が進められています。クラスの代表チーム

に資料集めなどで協力したり、話し方のテク

ニックをアドバイスする姿が見られることもあ

り、みんなで協力したり互いの意見を認め

合ったりなど、友だちとの関わりを深めること

もディベートを通じて学んでいるようです。決

勝の論題もクラス大会と同じく「武蔵野東小

学校は、昼休みの照明の点灯をやめるべき

である。是か非か。」となります。学年全体で

内容を深め、環境について調べたり考えた

りすることで、エコ活動の充実につなげてい

けることや、相手の意見を受けてすぐに自

分の意見をまとめて発表するスキルが子ど

もたちに大きな充実感を与えてくれることと

期待しています。

も行いました。自然豊かで美しい沖縄、しか

し地元では毎年その美しさが少しずつ、確

実に失われつつあるという現実問題に直面

しています。ビギンが歌った「島人ぬ宝」は

小学６年生にも分かりやすく沖縄の人々の

思いを教えてくれました。６年生は７月初旬

に沖縄に出かけるため、他学年よりひと足

早く前期テストを行い学習のまとめをしまし

た。ＣＤＥ組は２９日に調理実習をしました。

メニューは「ゴーヤチャンプル」と「べにいも

大学いも風」 こちらもよい沖縄の事前学習

となりました。

６月に入り、７月の沖縄学習に向けての事

前学習が本格化してきました。子どもたちに

よる沖縄ソングの歌声は各教室から毎日聞

こえてくるようになりました。そして毎年恒例

の千羽鶴作り。これは沖縄に着いた初日に

ひめゆりの塔に持っていくための物です。今

年の６年生は９７名ですからひとりが約１０羽

の鶴を折る計算です。Ａ～Ｅ組が混ざった１

２の“沖縄グループ”ごとに心をこめて鶴を折

り、つい先日完成しました。毎年６年生が沖

縄に行く目的のひとつは、１９４５年に沖縄で

起きた悲惨な戦争の歴史を学び、それを通

して平和の大切さ、命の尊さを実感して

帰ってくることです。もう一つは沖縄の豊か

な自然を満喫することで環境への問題意識

を確立することです。現地での海洋体験学

習に向け、プールでシュノーケリングの練習

４年生だより ディベート

６年生だより 千羽鶴 平和への祈りをこめて

５年生だより たくさんの笑顔に

いる姿は、まさに小さな先生のようでした。

学校探検の後には、輪ゴムを使った「ぴょん

ぴょんカエル」を一緒に作って遊び、楽しん

でいる年長のお友だちの笑顔に、５年生の

子どもたちもとても嬉しそうでした。

来年度、年長さんが１年生として小学校に

入学してくると、５年生の子どもたちは６年生

として、４月からとても多く関わりを持ちます。

「お兄さん、お姉さんとして」という意識の高

まりにつながると共に、わかりやすく、丁寧に

物事を教えるという難しさや、伝わった時の

達成感を感じること

のできた活動となり

ました。

２１日（火）に武蔵野東幼稚園年長のお

友だちと交流会を行いました。１２名の実行

委員が中心となり、当日に向けてみんなで

準備を進めました。小学校に着いた年長さ

んを５年生全員で出迎え、交流会のスター

トです。まずは、一人ひとりにメッセージ入り

の探検用カードをプレゼントし、グループごと

に○×クイズをしながら学校探検をしまし

た。小学生になったら使う図工室や体育館

など、色々な場所を紹介しながら「ここには

～があるんだよ。」とそれぞれが東小学校の

ことを一生懸命説明していました。また、年

長さんには水田で稲の苗を植えることも体

験してもらいました。優しく手を添えて、「こう

やって植えるんだよ。」と上手に声をかけて
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一緒に植えてみよう！

できた！９７人の千羽鶴

ディベートとは？



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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6月初旬に行われた球技

大会は、雨のため縮小版での

開催となりましたが、ABクラス

のバレーボールは男女とも

に、またCDEクラスのポート

ボールも3年生が優勝と準優

勝を占めました。3年生のクラ

ス同士で行った準決勝や決

勝は、さすが最上級生という

迫力でしたが、それまでには2

年生が3年生を負かす試合も

あり、たいへんな盛り上がりで

した。クラスが一致団結した

今、7月の合唱コンクールに

向けて、日々校内に歌声が響

いています。

さて6月の学校生活は、2学

期の行事に向けた準備も活

発です。行事の企画と運営

は、各実行委員会が中心的

役割を担います。スポーツ大

会実行委員会は、プログラム

に載せる種目決めや各チー

ムからのエントリー、応援団の

結成などについての段取りを

進めています。また学園祭実

行委員会は、テーマ決定、ク

ラスの模擬店、有志企画、看

板制作やパンフレット制作な

ど、多くの仕事を分担しながら

進めています。今年の中学校

の教育の重点は、『個の力』。

生徒の一人ひとりにかかる責

任を果たし、充実した行事に

なることを期待しています。ス

ポーツ大会や学園祭には、東

小の皆さんもぜひご来校くだ

さい。

今夏は東日本大地震やその震災などに伴う電力供給

不足で、東北・東京・中部電力管轄内で電力不足が予

想されます。そのため、節電の取り組みがなされる中

で、冷房の利用が抑えられ、それに伴い熱中症のリス

クが大きくなるとも言われています。

【 熱中症になりやすいのは 】
（１）梅雨の晴れ間や梅雨明け直後で、急に暑くなったとき。

（２）室内：２５度以上の熱帯夜、２８度以上の締め切った部屋

※室温は２８度を超えないのが理想。

・エアコン設定温度は実際の室温と違う場合があり、

温度計で正しく計測。

・２４度を下回る設定は外気温との差が大きくかえって

体に負担になる。

・扇風機で冷気を対流させたり、遮光カーテンで日光を

防いだりするのが効果的。

（３）野外：２５度以上の無風・高室温、それ以外では２８度以上。

（４）気温はそれほど高くはないけれど、湿度が高い日は注意。

（５）車の中：２０度以上。

【 応急処置 】
（１）涼しいところへ移動し、衣服をゆるめて体全体を冷やす。

（脇の下や首、太ももの付け根などが効果的）

（２）水分補給（スポーツドリンク、食塩水等。なければ水で可）

⇒回復しない場合や、意識がない場合は迷わず救急車を要請し

早急に病院へ搬送。

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

７月１６日（土）に今年も恒例の学園行事、「盆踊り」が行われま

す。例年同様、「むさしのばやし保存会」「東京よさこ

い池袋笑来会」の皆さんをお迎えし、盛大に執り行われ

ます。集合時間等につきましては近日、配布されるお知

らせプリントをお読みください。ご家族の皆様をはじ

め、お知り合いの方や本学園に興味のある方がいらっ

しゃいましたら、是非、お越しくださるよう、お勧めください。

7月16日（土）は楽しい盆踊り！

6月22日（水）オーボエのコンサートがありました。

ミュージックシェアリング主催の第3回学校訪問コンサートが行われ

ました。今回は東京交響楽団主席オーボエ奏者の荒恵美子さんをお

迎えしてのコンサートでした。詳しくはホームページ、また、東だ

よりをご覧ください。


