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１０月１１日から１３日に行われた４～６年ＣＤＥ組の宿泊学習の引率に行って

きました。５月の宿泊学習にも同行し、今回が２回目でしたので、子どもたちの成

長ぶりが楽しみでした。集合は８時４０分三鷹駅改札内で、中央本線の上野原駅ま

での切符を買って改札を通ってきます。この時間帯は三鷹駅を利用される方が大変

多く、人の流れに煽られながら改札を通ります。もちろん送り出し側と受け側に職

員が立ち、声をかけて自動改札の通り方の指導をします。電車の中では、大きな

リュックを背負っていますので、乗客の方の迷惑にならぬようにしなければなりま

せん。座席が空いたときの座り方や、席を譲るべき方が乗ってきた時の席の立ち

方、マナーなども教えています。また、車内は静かですので小さな声での言葉がけ

やハンドジェスチャーを送るなど、われわれも周囲の方の迷惑にならぬよう到着駅

を待ちます。宿舎では、リュックサックの中の整理に時間をかけ、未使用、使用済

衣類の分別やたたみ方、入浴においては、身体を洗うタオルとバスタオルの使い

方、さらに身体や髪の毛の洗い方などなど、細かいところまで指導していきます。

また、就寝時刻前には布団やシーツの敷き方、起床時には布団のたたみ方まで練習

します。

児童就寝後の職員の打ち合わせの裏では、当番の先生が一部屋ずつ巡回して、こ

どもたちの安全確認をしています。そして、夜の１１時に引率責任者が一人ひとり

の寝顔を確認して一日が終わります。（トイレが心配なこどもは、２時間おきに起

こす時もあります。）

このように普段の学校生活と違い、宿泊学習には生活時間に余裕がありますの

で、生活面のスキルを伸ばすことに大きな目的が置かれています。集団で生活する

利点は、自分のことは自分で行うという意識が大きく育つことです。先生方は必要

な言葉がけや支援はしますが、できるだけこども自身に行わせるようにします。す

ると、こどもは周りの子の様子を見て真似し、なんとか自分だけの力で行おうと最

後まで頑張ります。これを繰り返していくうちに、今までならば個別の指示がある

まで待っていたこどもも徐々にできるようになり、自信がついてくると自発的に行

い始め、最終的には一斉の指示でできるようになるのです。

また、宿泊学習は親離れ、子離れができる良い機会です。親元から離れ、友だち

や先生と寝泊まりするのは辛いことかもしれませんが、いつもとは違う環境で過ご

したことで培われたものは、自立への一歩として確実にこども自身の力となってい

ます。

今回の２泊３日の宿泊学習の様子を見て、こどもたち

の表情は前回と明らかに違っていました。前回の課題を

ご家庭でも継続して行い続けた成果がしっかりと表れて

いたのでしょう。その顔や活動を見て、とてもうれしく

思いました。今はできないことがあっても、続けている

ことでいつしか必ずできるようになると信じて、なにご

ともあきらめずに継続していきましょう。
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スポーツの秋。食欲の秋。芸術の秋。夏

の暑さが嘘のように、朝夕は冷え込むように

なってきました。１年間という期間を考える

と、ちょうど折り返しに入った１０月。衣替えも

ありましたが、久々に着る冬制服は４月当初

よりも少し小さくなったことに気付くなど、

日々大きく成長している子どもたち。実り多

いこの秋で、心身ともにさらに育ってほしいと

思います。

さて９月の終わりに体育祭という大きな行

事を終え、子どもたちは色々なことに自信を

持って活動できるようになってきました。みん

なで力を合わせれば、自分の力以上のこと

が可能になることなど、大切なことをたくさん

学ぶことができました。１０月に入り、ＣＤＥ組

た。それぞれのお弁当には、家庭のビタミン

愛が含まれており、元気に下山。そして、宿

舎での「自分の事は自分でする」という目標

で荷物の管理や入浴、食事の配膳やマ

ナー、布団やシーツ敷きなどに取り組んでき

ました。楽しげに取り組むことから意欲に繋

がり、実生活でもいかせるきっかけづくりと

なったことでしょう。

ＡＢ組は、グリーンパーク商店街へ出か

け、インタビューをしながら買い物をするとい

う体験学習も行いました。お店の方々も子ど

も達がくるのを楽しみに待ち、快く応じてくだ

さり収穫も多かったと思います。

後期後半は、行事や体験を通して成長

する時期です。まだまだ続きます。

９月末の体育祭を終え、ホット一息「学年

レク祭り」を開催しました。

踊って体と心をほぐし、互いに交流が深

まった学年競技「台風の目」グループでの活

動としました。皆の前に登場したのが、竹の

棒ではなくて、バルーンアート用の長い風船

です。それで「台風の目」がスタート。今まで

と勝手が違い、クニャクニャと曲がったり、強

く握るとわれやしないかハラハラ、ワクワクし

ながら盛り上がりました。

ワクワクといえば、ＣＤＥ組は「高尾のわく

わくビレッジ」１年生から３年生の宿泊学習に

行ってきました。高尾山の１号路を登りなが

ら秋の入り口を感じてきました。日々の体力

づくりの成果もでて、しっかりとした足取りでし

３年生だより 後期も活きがいいぞ！

たくさん話そう

２年生だより みんなでひとつ２年生・１０月の学年活動

た。その後10月の誕生会を行い、「かけ算

九九を覚える。」など、8歳の目標を宣言し

ました。さらに「みんなで木を作ろう」活動が

スタートしました。これはＣＤＥ組の友だちと

一緒に活動したことを振り返りながら、良い

ところやがんばっているところを見つけて葉

や実の形をしたカードに記入していく活動の

ことです。今後は木の幹の形をした台紙に

はっていきます。思いが詰まった「みんなの

木」は学園祭にて展示を予定しています。

現在、学園祭での展示や劇発表で一人ひ

とりのがんばりの成果が発表できるよう、準

備や練習に取り組んでいます。どうぞご期待

ください。

4日に、体育祭の学年競技であった「やさ

しくはこんで」のペアで給食を食べ、5日の

学年活動ではペアごとに「でたとこしょうぶ」

等の競技で盛り上がった後ＣＤＥ組の友だ

ちとじっくり話す時間を作りました。「好きな

食べ物はなに。」などの質問をきっかけに話

がはずんだり、先生のアドバイスに耳をかた

むけ、それを生かそうとする子どももみられ

ました。26日の総合の時間には学年で環境

についての学習をしました。今回は「３R」に

ついて勉強しました。各自が持参した物が

いらなくなったら、３Ｒのどの分類になるかを

自分で考えて各テーブルに置いていきまし
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１０月だよ！全員レク祭り！

そうなんだあ～！！

は宿泊学習に行きました。５月の宿泊学習

と比べると、ハイキングはもちろん、食事や

お風呂、ベッドメイキングを含め、一人でで

きることが増え、この半年間の成長が感じら

れました。今は１１月に行われる学園祭や１，

２年生の秋祭りの準備に皆一生懸命です。

また総合の時間にＣＤＥ組の先生からお

話があった「なかよしインタビュー」を実際に

やってみました。「ゴーゴートレインリレー」で

ペアだったＣＤＥ組の友達に、ＡＢ組の児童

がインタビューをしましたが、誕生日や好き

な食べ物を聞き、今まで以上に友達のこと

を知ることができて楽しかったようです。なか

よしインタビューは今後も続きます。もっと

もっとお互いを知っていきましょう！

１年生だより みんなで大きくなろう！！



１０月１１日（火）から１３日（木）まで、ＣＤＥ組

は今年度２回目の宿泊学習に行ってきまし

た。天候にも恵まれ、爽やかな秋の風を感じ

ながら３日間を過ごすことができました。初日

の夜は、グリーンレーザーを使って月や星の

観察を行いました。月の形や星の輝きだけ

でなく、夜空にまっすぐにのびて、まるで月ま

で届いているかのように見えるレーザーの光

にも子どもたちからは驚きと喜びの声が聞か

れました。２日目には、バスで桂川ウェルネ

スパークへ出かけました。アスレチックに興

じたり、学年ごとにガイドの方と森の散策をし

て集めた木の枝や色づいた葉を使った作品

づくりなどイベントを楽しむこともできました。２

回目のゆずりはら宿泊学習ということで、気

持ちの面でもゆとりを持って子どもたちは臨

むことができたようです。特に寝具の準備や

片づけは学校でも事前に練習をしていたこ

とで、友だちと協力しながらスムーズに行え

ていました。荷物整理も手順を覚えてしっか

りと行うことができ、経験を重ねることの大切

さをあらためて感じました。

またＣＤＥ組の子どもたちが学校をあけて

いる間、各クラスで育てている二十日大根

の水やりなどをＡＢ組の子どもたちがしてく

れていました。久しぶりに登校した１７日（月）

の朝には、「おかえりなさい！」「楽しかっ

た？」などのメッセージやイラストが黒板に

書かれていて、賑やかに子どもたちを迎え

てくれました。

していただき、自然を相手にたくさん遊ぶ体

験をしました。葉っぱのワッペン、手品がで

きる魔法のねこじゃらし、リスがかじったクル

ミの実など森には自然の宝物がたくさんあり

ました。１０月１９日（水）にはＡＢ組が鎌倉に

出かけました。毎年６年生は社会科の学習

の一環でこの時期に鎌倉を訪れます。授業

で学んだ歴史を現地で体感してくるという目

的です。思った以上に大きかった大仏、海

や緑の自然と美しい歴史的建造物など。秋

の一日、住み慣れた東京をほんの少し離

れ、子どもたちは友だちと一緒に忘れられ

ない思い出を作り戻って来ました。

１０月はＡＢ組、ＣＤＥ組それぞれ秋の校

外での学習に出かけました。まず１０月１１日

（火）からＣＤＥ組が２泊３日で山梨県のゆず

りはら青少年自然の里に行ってきました。天

候に恵まれ、見事な紅葉の山々を満喫して

きました。初日はそれぞれ家から持ってきた

お弁当をナップに入れ、登り慣れた山々で

のハイキング。今回で５回目になるため、さ

すがに崖に面した細い山道や丸太の橋な

どもどんどん進んで行く子どもたち。たくましく

なりました。２日目は桂川ウェルネスパーク

での自然観察。現地のインタープリターと言

われる専門のガイドさんたちに野山を案内

４年生だより ２回目の宿泊学習

５年生だより 実りの秋

テーマに企画をし、大縄跳び、だるまさんが

ころんだ、ハンカチ落とし、椅子取りゲー

ム、トランプなどそれぞれの活動を楽しみま

した。２回目は「ハロウィンパーティ」と題し

て、ＡＢ組のレク係が企画・進行をしました。

各教室を使ってボーリング、スーパーボール

すくい、宝探し、輪投げなど７つのゲーム

コーナーをグループごとに回っていくというも

のです。技術よりも“運”や“偶然”にできるも

のが多く、「みんなが楽しめる遊びをしたい」

という子どもたちの考えが生かされたレクリ

エーションとなり、大いに盛り上がりました。

実りの秋。今後も活動を重ねるごとに友だち

との絆が深まり、“友情”という実を結んでい

くことでしょう。

今月の５年生は学年活動が充実した一ヶ

月間となりました。まず、５月から始めた稲作

では、いよいよ稲刈りの時期を迎え、一人二

株ずつの黄金色の実をつけた稲穂を手際

よく刈り取っていきました。そして１７日には、

校庭に大きなシートを広げ、グループごとに

足踏み式の脱穀機や千歯こきを体験した

り、牛乳パックの注ぎ口を使い、手ですいた

りして脱穀を行いました。この後はひたすら

籾摺りとなります。「米」＝「八十八」＝「八十

八の作業・苦労がある」といいます。おいし

いおにぎりになるまでには、まだまだ頑張ら

なければなりません。

もう一つは学年活動としてレクリエーション

を２回行いました。１回目は学年活動の１８の

グループごとに「みんなが楽しめるレク」を
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レク係の企画で

ハロウィンパーティ！

鎌倉学習にて

作品名「ハリネズミ」

６年生だより 秋を探しに



ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/shogaku.php
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実りの秋がやってきまし

た。10月初めのスポーツ大会

は、新しく張り替えられた緑あ

ざやかな人工芝での開催でし

た。男子400mリレーでは11年

ぶりに大会新記録(55秒20)が

更新されました。部活動は

今、秋の大会が目白押しで

す。陸上部では、富士通所属

の堀池選手（種目は走り幅跳

び）が来校して陸上クリニック

を行ってくれました。国際大会

で活躍する選手からのアドバ

イスに、意欲も倍増したようで

した。

さて学園祭まであと2週間と

なりました。「生徒が作る行

事」として年々活性化していま

す。特にクラスが企画・運営す

る模擬店は、店長や会計責任

者を中心に春から沢山のこと

を決めてきました。メニューや

業者の選定、手作りをするか

どうか、利益を見込んだ値段

や当日売り数の決定などを経

て、今は接客マニュアルや当

日のシュミレーション、店舗の

装飾などにとりかかっていま

す。中学校独自のパンフレッ

トや巨大看板の制作も進んで

います。11/13にはCDEクラス

の劇や有志のステージも行わ

れます。東小の皆さんも、ぜ

ひ中学校にお越しください。

（9:45からの劇発表は、9:15体

育館開場となっています。体

育館前で並んでお待ちいた

だくことはできませんので、時

間に合わせておいでくださ

い。）

（教頭：菊地）

保健室より

カゼと間違える「マイコプラズマ肺炎」
（過去10年で、今年が一番感染者が多いと言われている。）

マイコプラズマ肺炎は、肺が細菌にやられ、発熱、全身がだるい、

乾いたセキが出るのが主な症状です。初期のうちは聴診器ではわかり

にくいため、普通のカゼといわれることが多く、胸のレントゲンや血

液検査で発見できます。また症状にもかなり個人差があり、2～3日で

治る人もあれば、1ヶ月以上かかる人もいて、5歳未満の幼児では、感

染を受けても、症状が軽いか無症状の場合がほとんどであったりと、

感染したからといって必ず発病するわけではありません。

感染力はインフルエンザほど強いものではありま

せんが、東小学校でも10月に入り、十数名の児童が

感染しています。「マイコプラズマ肺炎」と診断さ

れた場合は、その日のうちに学校への連絡をお願い

します。また、登校の際には、「登校許可証明書」

が必要となります。

朝の健康観察をお願いします。

① 顔色はよいか。 ② 食欲はあるか。 ③ 睡眠時間は十分か。

④ だるい、頭痛、気持ち悪いなどいつもと違ったところはないか。

朝起きてから家を出るまでの時間に余裕がもてるように心がけ、少

しでも「おかしいな」「へんだな」という時は体温計で熱を測ってみ

ましょう。

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

10月7日（金） 入試説明会が行われました。
平成24年度児童募集の入試説明会が行われ、多くの方にご来校いただ

きました。在校生の保護者の皆様からもたくさんのご案内をいただきま

した。ありがとうございました。11月12日(土)の学園祭（展示発表・模

擬店・バザー・劇発表）は公開行事です。保護者の皆様のお知り合い等

で未就学の方がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いください。

10月22日（土） 第２回 JoyDayが行われました。
当日はあいにくの雨でしたが、朝早くからＥｎｊｏｙのお父さん達

とＪｏｙＤａｙサポーターの皆さんが準備のために集まり、細長い

ロール状の紙を体育館いっぱいに広げてくださいました。

体育館一面に広げられた巨大な白いキャンバスや、ユニークな形を

した白いモニュメントが現れ、子どもたちの期待は一気に膨らみまし

た。今年のテーマは「絆」。とても大き

な紙に、それぞれ思い思いに、のびのび

と絵を描くことができました。また、白

いつなぎを着たお父さんたちと何人かの

先生が、自ら動くキャンバスとなってく

れました。どの子も笑顔いっぱいで大満

足の一日になりました。


