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９月２４日の体育祭、秋晴れのもと、保護者や来校された方々の心温まる声援を

浴びながら、子どもたちは練習の成果を思う存分出し切りました。今年のテーマの

「君が主役 心でつなげ勝利のバトン」には、一つのことを成し遂げるには、関

わっているみんなの心が一つになり、その心を次から次へと繋ぐことで、いつしか

勝利という結果をつかみとることが出来るのだという意味が込められていたと思い

ます。また、１年生は２年生以上の先輩に囲まれながら、初めての体育祭という大

舞台を経験し、勝ちたいという思い入れの強さや負けたときの悔しさなどを、直接

肌で感じたのではないでしょうか。

今回のタイトルである「和」は、創立者の北原キヨ先生が常々おっしゃっていた

言葉で、幼稚園から高等専修学校、教育センター、事務局の教職員室の中心に掲げ

られています。前学園長の野田彰先生は「和」を笑いのある職場であると言われま

した。現理事長の寺田欣司先生は、お互いに意見を言い合える職場であるともされ

ています。

「信頼」とは家庭においても、学校においても、職場においても、おおよそ人と

人とが関わるすべての場面においてとても重要な要素だと思います。信頼関係があ

ればこそ、自分のなすべき役割に集中でき、信頼関係が築けていない場合は大きな

ストレスを感じます。しかしそれは、「挨拶」や「笑顔」の繰り返しや積み重ねで

築いていくことができるでしょう。「この人はいい人そう、大丈夫。」という安心

感が、ベースとなっていくのではないかと思います。他人に対する「あの人は信用

できない。」、逆に「あの人に任せておけば大丈夫。」という思いを、人間は日常

の積み重ねで判断しているのではないでしょうか。その回数や大きさで、信頼の度

合いは変わってくるものです。ただし、それだけでは真の信頼関係には至りませ

ん。その後の「コミュニケーション」が重要です。このコミュニケーションは、量

だけでなく「質」が非常に重要になります。同じコミュニケーションでも、自分自

身の話や自分にばかり意識の向いたコミュニケーションでは、信頼は徐々に失われ

てきます。

このように一旦信頼が築かれても、その後のコミュニケーションは重要です。

「あの人は大丈夫だろう」という信頼があるが故に確認をしなかったばかりに、失

敗やミスにつながったということもあるのではないでしょうか。一旦信頼関係がで

きてくると、信頼故の遠慮や盲目が出てしまいがちです。けれども、本当の信頼と

いうのは、「言いたいことを遠慮無く言える」関係だと思います。もちろん、礼儀

や話し方は重要ですが、遠慮しているうちは本当の信頼関係とは言えないでしょ

う。また、信頼しているからすべてを委ねないといけないと思いこみ、盲目的にす

べてを委ねるのは危険だと思います。大丈夫だろうと思っていても、コミュニケー

ションによる確認は必要です。その上で信頼関係を強固なものにする非常に有効な

手立ては、ビジョン（計画・展望）を共有することです。お互いに同

じゴールを共有しそこに向かうとき、信頼関係が深まります。その

ゴールが達成されれば、さらに強固なものになります。

以上のように「和」（信頼）は、お互いが笑いやコミュニケーショ

ンを絶やすことなく、ゴールに向かって進むことで、強固な関係を生

むことになります。子どもたちも、体育祭を通して「和」（信頼）を

育んだのではないでしょうか。
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夏休み明け、１年生は元気に登校すること

ができました。防災の日である９月１日は引

き渡し訓練もあり、不慮の災害への意識も

高めることができました。９月２週目からは体

育祭集中練習期間が始まり、本番に向けて

日々練習を重ねることができました。

さて９月の１年生は…ＡＢ組は、夏休みに

頑張って行ってきた「一人一研究」の発表

をしました。自分達が夢中になれた研究な

ので、緊張をしながらも自信を持って楽しく

発表することができました。ＣＤＥ組はロー

ラースケートのマスゲーム練習を頑張りまし

た。滑る練習をしながら、一つひとつの動き

を確認して覚えていきました。そして劇の練

習も入ってきました。劇は内容を良く理解

し、自分達がどんな役目をするのかを考え

各自のライブラリーが増えていくと良いと思

います。

体育祭に向けての取り組みの中でも学年

の友だちの関わりが充実してきました。特

に、学年競技「台風の目」では、各グループ

４名のコミュニケーションをもっと図って、本

番に備えようと、チームで給食を食べ、その

まま校庭に出て昼休みに練習に励むことも

積み重ねました。どのようにしたら上手に進

められるのか色々と声をかけあったり、考え

ながら取り組むシーンが多く見られました。

ＣＤＥ組の児童による一輪車の発表も、コ

ツコツ積み重ね、多くの応援のお陰で頑

張って乗ることができました。

行事を通して成長した３年生です。

後期前半がスタートしてまもなく９月６日

（火）に「第２回 本の見本市祭り」を開催し

ました。友だちに紹介するおすすめの本は、

夏休み中に読んだものから選りすぐりの２冊

です。本の見所や、自分の気に入った所な

どを含めて友だちに紹介し合いました。２回

目ということもあり、紹介の仕方が上手になり

ました。子どもたちに、夏休みに何冊本を読

んだのか尋ねると、５冊

以上読んでいる子がか

なり多くいました。中に

は８０冊という子もいまし

た。「第３回 本の見本

市祭り」は冬休みに入る

前に行なう予定です。

３年生だより 後期も活きがいいぞ！

やった！一位だ！！

２年生だより みんなでひとつ２年生・９月の学年活動＋体育祭

いました。今後は葉や実の形をしたカードに

友だちの良いところやがんばっているところ

を記入し、木の幹の台紙にはっていきます。

この活動を通して更に友だちへの理解が深

まることでしょう。そして、24日の体育祭では

青空の下、これまでの練習の成果が遺憾な

く発揮された１日となりました。たくさんの応

援をありがとうございました。28日には9月の

誕生会を行い、一人ひとりが8歳の目標を

しっかりと発表できました。後期も順調に滑り

出した2年生91名。今後も学年がひとつに

なって、さまざまな経験を通して更に頼もし

い学年に成長することを期待します。

9月1日。子どもたちは充実した夏休みを

過ごし元気に登校してきました。９日の給食

時には、学年競技「やさしくはこんで」でペア

を組む友だちといっしょに給食を食べ、親睦

を図りました。そのことがきっかけとなり、そ

の後の競技練習では、お互いに声を掛け合

い協力しなが取り組むことができました。21

日には、ＡＢ組の子どもたちに「みんなでりっ

ぱな木をつくろう」というテーマで授業を行

いました。前期の学年活動を振り返りなが

ら、ＣＤＥ組の友だちが困っている時にどん

な理由があるのか、どのような声かけをした

ら良いかなどをみんなで考え意見を出し合
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第２回 本見本市祭り開催!

がんばれ！がんばれ！！

て演じられるといいと思います。

体育祭までにたくさんの練習をしてきまし

た。「予行演習」では勝敗に一喜一憂してい

ましたが、そこで「勝ちたかった。」と悔やん

でいるだけではなく、負けた理由を考えて、

今自分のできることを考えられるように声を

かけました。「勝ちたければ…練習する。」と

いうことを児童は身を持って経験し、それを

実行できました。

体育祭では結果が出ましたが、その結果

ばかりに目を奪われることないように！大切

なのは、体育祭本番までの間に、いかに練

習し、友達と協力し、努力できたかということ

です。結果ばかりではなく、そこに至るまで

の過程の大切さを学べた１年生は、さらに大

きく成長できたことと思います。

１年生だより 「がんばったぞ！」



９月に入ってからも厳しい暑さが続きました

が、ようやくこのところは秋らしい爽やかな風

を感じられるようになりました。子どもたちは

体育祭に向けてがんばっていました。特に８

人９脚では、グループごとに少しでも速く走れ

るようにと校庭や体育館、サブアリーナなど

で毎日のように誘いあって練習していまし

た。また短距離走や障害物競走、マスゲー

ムなど一つひとつの競技・演技もたくさん練

習をしていて、本番でもその成果を十分に

発揮することができました。体育祭当日はた

くさんのご声援をいただき、ありがとうござい

ました。

またＣＤＥ組の担任からＡＢ組の子どもたち

に話をする「ともに生きていく教育」の授業で

は、『自分たちにできること』と題して先天性

四肢障害児のことを描いた本を題材に話を

しました。子どもたちの感想からは、相手の

ことを思いやって自ら行動していこうというこ

と、金子みゝずさんの詩のフレーズ「みんな

ちがって、みんないい」を思い出したこと、

自分たちができることを今までよりも考えるよ

うになったことなどが挙げられていました。行

事や日々の学校生活を通して、子どもたち

一人ひと り

が確実に成

長している

ことを感じさ

せてくれまし

た。

た。閉会式後には毎年恒例の卒業アルバ

ム撮影がコンクリート山をバックに行われま

した。子どもたちは改めて「小学校最後の体

育祭」を意識したことでしょう。このように一つ

ひとつの行事に気持ちを込め、小学校の思

い出を作っていってほしいです。また１８日

（金）にはふれあいデーが催され、６年生も

たくさんのおじい様、おばあ様の参観をいた

だきました。貴重な交流の時間を持つことも

できました。

夏休みを終え、新学期は体育祭の集中

練習期間からの始まりです。１４日（水）の予

行演習、２４日（土）の本番当日まで、まだ暑

い日もありましたが皆よくがんばっていまし

た。そして今年の体育祭はいつもの年とは

ひと味違うものになりました。それは学校の

リーダーとして体育祭を盛り上げ、たくさんの

役割を分担してくれたからです。選手宣誓、

聖火ランナー、紅白両軍の応援団長を初

め、６年生の児童全員がリーダーの自覚を

持って体育祭に臨みました。きっと５年生は

今年の６年生の姿を見て来年の良きリー

ダーとして育っていくことでしょう。ＡＢ組、Ｃ

ＤＥ組が、がっちりと騎馬を組んで臨んだ６

年生の騎馬戦は今年も名勝負になりまし

４年生だより 友だちとの関わりを通して

５年生だより 稲刈りツアーへ行ってきました！

刈りのスタートです。稲に鎌を入れるとザ

クッと良い音が聞こえます。刈り取りをするク

ラスと、刈り終えた稲を運ぶクラスに分か

れ、交代しながら行いました。予想以上の

重労働に、みんなたくさんの汗を流しながら

もよく頑張っていました。およそ1時間ほどで

稲刈りを終えると、子どもたちは皆、満足し

た表情を見せていました。

今回の稲刈りを通して、お米作りの大変

さ、食べ物のありがたさを子どもたちは感じ

ることができました。食事をする時にする「い

ただきます」という挨拶、これは生き物の命

をいただきますという感謝の気持ちの挨拶

です。今まで以上に食べ物を大切にする気

持ちを強く持ってもらいたいと思います。

１５日（木）に、Ａ～Ｅ組全員で茨城県稲敷

郡阿見町へ行き、稲刈りを体験してきまし

た。学年活動の１８グループがバス３台に分

乗し、移動やバスレク、昼食など１日の活動

の大半をグループで行いました。前日は体

育祭の予行演習がありましたが、そんな疲

れはなんのその、５年生の子どもたちは、行

きのバスの中から元気一杯でした。現地に

つくと、農家の方からお話をいただき、早速

田んぼへ移動です。稲刈りをさせていただく

田んぼに着き、まずはコンバインでの刈り取

りの様子を見せていただきました。黄金色に

色づき、頭を垂れた稲穂が、あっという間に

刈り取られていく様子を見て、子どもたちは

大感激。拍手喝采でした。その後、鎌の扱

い方・稲の持ち方などの注意を確認し、稲
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ザクッ！、ザクッ！

天下の名勝負！

たくさん練習したね！

６年生だより 学校のリーダーとして戦った体育祭！



ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/
shogaku.php
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中学校は夏休みに第２期改

修工事を終了しました。通学

アプローチと昇降口が新しく

なり、増築により４つの小教室

（２階にはOCEAN、３階には

SKYという、生徒から募集した

名称がついています）が出

来、また家庭科室やPC室、ロ

ビー付近などが広くなりまし

た。運動場の人工芝も新しく

なっています。そして、Ａ～Ｅ

クラスの５教室が向かい合う配

置となりました。小教室ができ

たことで小人数制の習熟度別

授業も快適で、９月に入った２

台の電子黒板なども活用しな

がら意欲的な学校生活が送

れています。

さて、夏休み中の部活動の

大会結果の一部をお知らせし

ます。《ダンス部》東京都ダン

ス選手権で優勝(7年連続18

回目)、東京都創作ダンスコン

クールで第2位。《体操競技

部》東京都大会と関東大会

（山梨県）を勝ち上がり、全国

大会（大阪府）は女子団体総

合で優勝、昨年に続き全国大

会２連覇を達成しました。最後

は2位との差が僅か0.15という

激戦を制しての全国優勝でし

た。男子団体総合は6位。《陸

上競技部》東京都大会は4種

目で優勝・入賞、関東大会

（山梨県）に3種目で出場。私

学大会は11種目で優勝・入賞

し、女子は総合優勝。他にも

バスケット部男子が小金井市

大会で優勝、テニス部女子が

都大会への出場を決めまし

た。 （教頭：菊地）

保健室より

◆薬と健康の週間…正しく上手に利用しましょう◆

１０月１７日～２３日は「薬と健康の週間」です。私たちのまわり

にはいろいろな薬品があります。近年、法律が改正されたことで、手

に入りやすくなったものもあります。しかし、こうした身近に販売さ

れている薬品や、医療機関で処方された薬品でも、使い方をきちんと

守らないことは『薬物乱用』につながってしまいます。薬は本来、病

気そのものを治すものではなく、痛みを和らげたり熱を一時的に下げ

たりして、体が病気と闘う手助けをするものがほとんどです。その意

味では、「薬さえあれば・・・」と安易に頼るのではなく、病気に負

けない体（体力）づくりがまず第一だといえるでしょう。

◆学校管理下の薬（与薬）についてのお願い◆

やむを得ず薬を持って登校しなければならない場合には、以下の点

に注意をして持参してください。

（詳細は、教育方針説明会資料の中をご確認ください。）

①薬は、医師から処方されたものに限る。

②連絡帳で、薬持参の旨を知らせる。

（薬剤名・数量・与薬時間等記載）

③与薬する薬は、１回分のみ小袋に入れ、記名をして持参する。

※病院を受診し、薬を処方される場合には、学校では与薬をしてい

ない旨を医師に伝え、できる限り１日２回（朝・夕）の与薬にし

てもらってください。

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

９月１日（木） 引渡し訓練が行われました。
警戒宣言が発令され、さらに小学校での引き渡しが困難な場合を想定

した引き渡し訓練が行われました。当日は、実際に学校で地震を想定し

た避難訓練をした上で武蔵野中央公園へ移動し、保護者の方々への引き

渡しを行いました。子どもたちも保護者の方々も緊張感を持ちながら訓

練することができ、良い経験になったことと思います。今後も万が一の

ときに備えて安全に避難できるように取り組んで行きたいと思います。

９月９日（金） 第２回 学校説明会が行われました。

１０月７日（金） 入試説明会が行われます。
第２回学校説明会が行われ、多くの方にご来校いただきました。次

回は１０月７日（金）の入試説明会となります。在校生の保護者の皆

様のお知り合い等で学齢期の方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介

ください。多くの皆様の参加を心よりお待ちしています。

日時 平成２３年１０月７日（金） １０時００分～

（詳細はホームページに掲載されています。）

９月１６日（金） ふれあいデー（シニア参観）が行われました。
今年も敬老の日にちなみ、おじいさま、おばあさまに子どもたちの

様子を見ていただくふれあいデー（シニア参観）が行われました。日

頃のお孫さん達の様子を見ていただくとともに、自己紹介をしていた

だいたり昔の様子をお話しいただいたりと、各学年でそれぞれ、ふれ

あいタイムが設けられ、温かいひとときを過ごすことができました。


