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例年になく早い梅雨明けで、本格的な夏の日差しを１週間ほど浴びながら前期の

終業式を迎えました。震災後の影響で節電を意識しながらの学校活動でしたが、子

どもたちの心の中には大人が考える以上に、被災地や被災者、原発事故など、現実

を正面から見つめている姿が見られました。先日、武蔵野市管内で行われた「武蔵

野市青少年問題協議会」に私立小学校代表として出席してきました。この会議は、

市長が座長となり関係団体、行政機関、地域の代表の方が集まり、共通理解を持っ

て相互の緊密な連携を図りながら、青少年の健全な育成に取り組むことを趣旨とす

る会議です。各団体の活動の情報交換の中に、市内の公立小学校は、空調設備が

整っておらず、各階の温度を測ったところ、３２度以上あったというものがありま

した。東小学校は十数年前から全館冷暖房完備なので、学習に大きな影響はありま

せんが、そのような環境で授業を受けている子どもたちがいることを忘れてはいけ

ないと思いました。

ところで、今年度からの「朝の読書」の実施によって、慌ただしい朝の時間に心

を落ち着かせ、本に没頭している子どもたちの姿を見ると、このデジタル時代に生

きていることを忘れさせるかのような、一コマを感じさせます。多くの子どもは、

家でも本を読んでいると思いますが、一人で読むのと多くの友だちの中で読むのと

では、趣が違います。ダイエットや身体を鍛えるトレーニングなどで、一人で黙々

と継続することの難しさを、多くの方々が経験されたことがあるのではないでしょ

うか。途中で挫折してしまう人は、「意志が弱いからだ」と良く言われますが、本

当にそれだけでしょうか。それも原因の一つでしょうが、継続することの難しさは

誰もが知っていることです。強い意志をしっかりと保ち、目標に向かって努力を惜

しまず、達成する喜びを得るに越したことはありませんが、なかなか思うようには

いかないものです。その打開策として、「友だちと一緒に行うこと」が挙げられま

す。自分に負けてしまいそうな気持ちをなんとか立て直すことで、ものごとは継続

できるのだと思います。読書にも同じことが言えます。読書への取り組みが消極的

であった人でも、多人数の中の一員として行うことにより、知らず知らずの内に習

慣化され、当たり前に本を読むようになっていきます。せっかく習慣化された「読

書」を夏休みも継続させていくために、ご家庭での「読書の時間」を設けてみるの

もよいかと思います。学校では、先生たちも一緒に本を読んでいます。ご家庭で

も、そのようなゆとりある時間が必要なのではないでしょうか。

さて、子どもたちが楽しみにしている夏休みが始まります。子どもたちには、夏

休みだからこそ経験できること、普段できない家の手伝いをすること、そして、規

則正しい生活を送り、交通事故や不審者などには充分に注意することなどを例年話

しています。友だち同士で出掛けるときは、必ず行き先と帰りの時間を伝えること

や、緊急の時にはどのようにして家の人と連絡を取り合うのか、見知らぬ人から声

をかけられたときは、どのような行動をとるのか、普段からご家庭内で話し合いを

持っておくことが大切です。また、今年も熱中症になる危険性が高い日が続くかと

思いますので、充分に水分を補給することも忘れずに、元気よく過ごしてほしいと

思います。

私たち教師は、夏休み明けに元気な子どもたちの顔を見ら

れることが最大の喜びです。どの子にも有意義な夏休みになる

ことを願っています。
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「ささのは、さぁらさら…」昇降口から大き

な声で「七夕さま」の歌が聞こえてきました。

７月７日の七夕の日に、昇降口に集まった

１．２年生の大合唱です。この日の七夕の会

で１年生は、７．８月のお誕生日会もしまし

た。大勢のお友達が名前を呼ばれ、とても

嬉しそうでした。喜びを共有できた場面でし

た。

また総合の学習では、一緒に話を聞く場

面がたくさんありました。情報モラル教育で

は、紙芝居を元にルールを守ることや友達

に優しくすることの大切さについて学び、夏

休みの過ごし方についての話では、楽しい

夏休みを過ごすための約束事を確認しまし

た。Ａ～組の児童が、それぞれ感想を発表

するなど活動を共にし、共に学べた場面で

「おすすめの本」をアピールするのです。店

主とならない時間帯はお客さんとなり、CDE

クラスの友だちと色々な出店をのぞき紹介

を聞きいてまわります。お客さんを呼び込ん

では、何度でもアピールすることができるの

で、「自分の話に興味を持って聞いてくれる

ことが嬉しかった。」などの感想もありました。

また、色々な本を一挙に知ることもでき、夏

休み中に読む本

の参考になったの

ではないでしょう

か。アピール原稿

は、回収して展示

しておきたいと思

います。

朝の始まりの様子は曜日によって違いま

す。

月、水、金は、「朝の読書の時間」から始

まり、自分で選んだ本を静かに読みながら１

０分間過ごします。４月からスタートして積み

重ねていくうちに読み終えた本の数がふえ

てきました。そこで、夏休みに入る前に学年

活動として「『本』見本市祭り」を企画しまし

た。内容は、朝の読書の時間に読んだ本の

中で「ぼくの私のおすすめこの一冊」というア

ピール原稿を作成し本と一緒に各自が持ち

寄ります。スカラーホールにお祭りグループ

分の椅子２０脚を並べ、出店をかまえまし

た。各グループ５人いますので、ローテー

ションで一人の持ち時間５分間、店主となり

３年生だより もうすぐ夏休みだ！『本』見本市祭り開催！

夏をみつけた!

２年生だより みんなでひとつ２年生・７月の学年活動

中央公園に夏をさがしに行きました。前回

訪れた春の頃に比べ、夏は何よりも木々の

濃い緑が印象的で、ひまわりも咲いていまし

た。子どもたちは暑さに負けず、夏の自然を

満喫していました。その後、教室にもどり「規

則正しい生活をする」などの夏休み中の約

束を確認しました。合わせて７、８月合同の

お誕生日会も行いました。１４名の友だちが

お祝いされました。

前期はさまざまなことに学年で前向きに

活動できました。後期はさらに一体感のある

学年を目指していきます。前期中は多くの

ご協力をいただき、ありがとうございました。

７月は、さまざまな学年活動を行いまし

た。まず、６日の給食時に体育館において、

これまで大切に育ててきたナスやピーマン

を炒め物に調理して食べました。なかには、

「今までナスやピーマンは苦手だったけれ

ど、今度のことで好きになりました。」という声

も聞かれました。自分たちが育てた野菜に

は、やはり愛着がわくのでしょう。お腹も心も

満たされた集いとなりました。７日

は、「七夕の会」を行いました。一

人ひとりが短冊に願い事を書い

て笹に飾り、みんなで元気良く七

夕の歌をうたいました。１３日には
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おすすめの本はこれだ！

願いごとが叶いますように！

した。そして盆踊りに向けて朝の練習もあり

ました。「ポーン！キュ！」など曲に合わせ

て掛け声をかけ、一生懸命６年生を見なが

ら踊っていました。１年生がみんな盆踊りを

大好きになった場面でした。

今月もたくさんのＡ～Ｅ組の児童が一緒に

過ごす場面がありましたが、そこにはいつも

満面の笑顔がありました。初めての学期テ

ストも無事に終わり、いよいよ夏休みです。

すっかり仲良しになった

１年生の仲間にしばらく

会えませんが、怪我や

病気に気を付けて新学

期に元気な笑顔で会

いましょう！

１年生だより みんなで一緒の場面！！



子どもたちが楽しみにしている夏休みが

始まる７月になりました。今月は携帯電話を

安全に使う為の教室（ＫＤＤＩケータイ教室）

がＡＢ組対象に行われ、使ってよい場所と使

用をひかえる場所、ネット上での著作権や肖

像権、チェーンメールに注意！等など、携帯

電話の意外な落とし穴や使用のマナー、相

手の気持ちを考えて使うことの大切さを確認

しました。また、武蔵野市第２浄水場へ４年

生全員で見学に行き、武蔵野東小学校へ

送られてくる水が訪問した第２浄水場から送

られていることを知りました。子どもたちが浄

水場について学習した中で疑問に思ったこ

とを見学中に質問し、たくさんのことに答えて

いただきました。最後は武蔵野市が東京都

から購入している水と武蔵野市の地下から

汲み上げた水の飲み比べ体験をさせてもら

うなど有意義な１日でした。

今週は夏休みを楽しく過ごすために休み

中の約束事などを学年で集まって確認をし

ました。挨拶をすること、テレビやゲーム、イ

ンターネットは時間を決めて楽しむこと。外

出時には行き先と帰宅時間を伝えること、

夜は一人での外出をひかえること、最後は

交通事故や水の事故に気をつけることを話

しました。４年生になって泳ぐことにも少しず

つ自信をつけてきている子どもたちですが、

充分に気を付けるように話しました。暑さに

負けず充実した夏休みを過ごし、また元気

に全員で始業式を迎えたいと思います。

もたちが気づいたのは沖縄の砂浜の色がと

てもきれいであること、水が澄んでいて海底

までよく見えるということでした。インストラク

ターに渡された餌をまくと周囲に魚たちが集

まってきます。３０ｃｍ程の大きなタイやきれ

いなクマノミなど色鮮やかな魚たちがすぐ触

れる距離に集まってくる光景に皆感動しまし

た。３日目以降はむら咲きむらや首里城な

どにも訪れ、たくさんの思い出とお土産を

もって帰ってきた東小学校の校庭。久しぶり

の先生や家族との再会。沖縄のバスガイド

さんの言葉を思い出しました。「沖縄には素

晴らしい宝があったでしょう？同じようにあな

たたちの故郷にも宝物があるはずです。そ

れを大切にしてくださいね。」

今月は３泊４日の沖縄学習に行きました。

今年の東京が暑すぎるせいか、思いがけず

沖縄の風は涼しく、さわやかに感じられまし

た。沖縄に着いてまず訪れたのは、ひめゆり

の塔です。この日のために子どもたちが心

を込めて作った千羽鶴を届けるためです。

今回の旅行の大きな目的のひとつは「太平

洋戦争による悲劇を自分の目や耳、肌で感

じ取ってくること」です。この場で犠牲になら

れた多くの方々のことを知り、平和の大切さ

を考える機会になりました。2日目は、みゆき

ビーチでの海洋教室です。小グループに分

かれ現地のインストラクターの方とコミュニ

ケーションをとりながらダイビングやシュノー

ケリングの体験講習を受けました。まず子ど

４年生だより 浄水場見学＆夏休みに向けて

５年生だより 騎馬戦練習＆情報モラル教育

６日（水）の総合の時間に行った、「情報モ

ラル教育」では、ＫＤＤＩの方を講師としてお

招きし、携帯電話やメールのことについて授

業をしていただきました。ＡＢ組では多くの

児童がすでに携帯電話を持っているようで

す。家族との連絡をとるために持っていると

いう児童が大半でしたが、メールを友だちと

の連絡に使っている児童もいます。メールや

インターネット、携帯電話は便利さばかりが

言われていますが、使い方を間違えるととて

も危険なことにもつながります。良い・悪いの

判断をしっかりすることが大切であることを

授業で教わりました。これから夏休みを迎え

ます。ご家庭でもぜひ、使用する際のルー

ルを今一度確認し、安全に使えるようにお

願いします。

体育祭の５年生の学年競技は騎馬戦で

す。ＡＢ組の体育部員が中心となってグ

ループ決めを行い、練習を重ねています。

騎馬を組むことにもだいぶ慣れ、先日の練

習でも、全ての騎馬が組み上がるまでだい

ぶスムーズになりました。この競技で大切な

のはチームワークです。「手を離さない

で！」「こっちに行くよ！」と声を掛け合う様

子が各グループで見られます。実際に紅白

での対戦も何度か行いました。夏休み明け

には、９月の体育祭本番に向けて、休み時

間を上手に使って練習したり、

グループで給食を食べながら

作戦を考えたりと、子どもたち

は自分たちで色々と考え、行

動していくことでしょう。
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いざ勝負！

ニモに会えたよ！

浄水場の木陰にて

６年生だより 行ってきました、沖縄学習！



ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/
shogaku.php
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1学期も無事に、締めくくりの

時期を迎えました。7月5日に

は合唱コンクールを三鷹市芸

術文化センターにて行いまし

た。合唱コンクールは音楽の

授業の一環ではなく、友愛会

の行事運営委員会が運営の

中心となり、すべてクラスの生

徒たちの力で取り組んでいき

ます。選曲や曲の理解、わず

かな時間をも惜しんでの練習

など、自分たちでつくりあげた

合唱ならではの思い入れを込

めて、当日の演奏を迎えまし

た。結果は、3年B組が優勝

（自由曲は“ひとつの朝”）3年

A組が準優勝（“雲の指標”）、

3年CDE組が特別賞（“遠い日

の歌”）と、すべての賞を3年

生が独占し、また変声期を迎

えつつある1年生もさわやかな

歌声で素晴らしい合唱を披露

していました。

さてこの夏休みは、中学校

校舎の改修工事のうちで最も

大規模な工事となる第2期の

工程を迎えます。校舎内には

立ち入れないため、2年生と3

年生の夏期講習も、今年は近

隣の法政大学小金井キャン

パスの講義室をお借りして実

施します。大学の雰囲気を感

じて、良い刺激を受けながら

の講習になることでしょう。そし

て部活動も、夏の大会を迎え

ます。今年も地区大会から全

国大会まで、仲間を信じ自分

を乗り越える、熱い夏が始まり

ます。 （教頭：菊地）

保健室より 夏休みを健康に過ごすために

✿  リズムある生活をする。

早寝早起きのリズムを確立するには、つらくてもまずは早起きが

大切です。

✿ 一日３食きちんと食べる。

朝ごはんは、一日を元気にスタートさせる大切なエネルギー源で

す。朝ごはんを食べれば、脳も体もしっかり目覚めてきます。

✿ 昼間は元気に体を動かす。

昼間の運動量が少ないと、夜になってもなかな

か眠くならないものです。元気に体を動かすこ

とが、夜ふかしせずにぐっすり眠れるコツ！

✿ 冷たいものをとりすぎない。

✿ クーラーにあたりすぎない。

✿ 熱中症に気をつける。（水分補給・帽子着用等）

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

ニッポン放送私立学校安否情報
９月１日９：００～９：１０と１０：００～１０：１０の２回、ニッポン放送（１２４２ＫＨｚ）

で、災害時安否情報の放送が行われます。武蔵野東小学校は１２支部に属

しますので、１２支部の放送に注目してください。ただし、すべての学校の模

擬放送が行われるわけではありません。

７月２日（土）

旅立とう未来を信じて（ホームカミングデー）
３月１１日の震災により、平成２２年度卒

業式は執り行いましたが、その後に予定して

いた「卒業を祝う会」が延期になりましたの

で、今までのホームカミングデーよりも少

し、規模を大きくしての会となりました。卒

業して３ヶ月、皆、それぞれの進学先で勉強

や部活に励んでいるようで、安心しました。会の最後には先生方全員で

合唱曲「旅立ちの日に」を披露して閉会となりました。

署名のお礼
このたびは、高等専修学校（小学校で５０８０筆）ならびに私学助成小中学

校協議会の署名にご協力いただき、誠にありがとうございました。

７月１４日（木） コールひがし「ミニコンサート」がありました。
武蔵野東学園後援会のサークル活動として行

われている「コールひがし」（母親コーラス）

の皆さんがミニコンサートを開いてくれまし

た。美しい歌声ときれいなハーモニーで奏でら

れた合唱は、子ども達がちょうど音楽の前期の

まとめをしている時期に重なり、とてもよい鑑

賞の機会になりました。


