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在校生の保護者の方にはご理解をいただいていることと思いますが、「混合教

育」は東学園の教育の特色です。健常児と自閉症児が分け隔てなく、同じ教育環境

で学び、お互いに影響しながらともに成長するシステムといえます。健常児は、友

だちと学ぶ中から多様性を受け入れる心や友愛の心を自然と育むとともに、自閉症

児の最後まで諦めず努力するひたむきな姿を間近に見て、自分も頑張らなくてはい

けないという気持ちを学びます。自閉症児は健常児からの活気に満ちた刺激を肌で

感じ成長していきます。このような教育環境で学校生活を送る子どもたちは、当然

のように「同じでなくていい」「違っていい」「違うことが当たり前なんだ」とい

うことを学び、一人ひとりの個性を認め合っていくことができます。それによっ

て、友だちの気持ちを察することができ、心遣いや思いやりが育ってくるのです。

先日、武蔵野市と三鷹市の市議会議員の方が来校され、学校の様子（混合教育）

を見学されました。東学園の混合教育は、本当に理想的であるとおっしゃっていま

した。公立学校では、なかなか理想どおりにはいかないところがあるようで、これ

からの参考にしたいともおっしゃっていました。

その時の私の話を要約します。

そのほかにもいろいろとお話しさせていただきましたが、少しで

も地域のこれからの役に立っていただければと思います。

明日より１２月に入ります。「師走」といわれるように、１年間

で一番忙しく物事や人々が動き回る時です。体調には充分に留意し

てお過ごしになってください。
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保健室より 4１）東学園はどの子にも教育を受ける権利があるという理念からスタートした学園であり、４５年

の間、健常児教育、自閉症児教育、そして混合教育ともに、より良い教育環境を目指し今

日に至っている。

２）自閉症児教育は、幼稚園から高等専修学校までの一貫教育（生活療法）を行っており、身

辺自立、生活自立、そして社会自立を目指したカリキュラムを構築している。

３）健常児と自閉症児が学びあい、お互いに成長していく学校である。

４）学園には「ＦＩシステム」があり、子ども一人ひとりを対象に考え、よりよい環境下で学校生活

（健常児クラス、または自閉症児クラス）を送らせる態勢を整えている。

５）入学を希望している保護者には、健常児と自閉症児とが、一緒に学ぶ混合教育を行って

いる学校であるということを理解して入学していただいている。

６）混合教育が成立するのは、健常児の受け入れ態勢が整っていることが肝要で、健常児の

頑張りとその保護者には感謝している。

７）保護者は学校を応援する立場であり、先生方を支援する存在であってほしい。

（後援会組織）

８）子どもの健やかな成長を促すためには、学校と保護者の協力は欠かせないものである。

（子ども－学校－保護者の三位一体）

９） 形だけの教育態勢を整えても、そこにいる人たちが同じ方向に意思統一されているかで、

子どもの成長が良くも悪くも変化する。

10）子どもは子どもの中で育つもので、学校生活の中からお互いのことを学ばせている。

11）教師は子どもの成長を願い、労を惜しまず、日々教育活動に全力を注いでいる。



子どもたちが楽しみにしていた行事の一つ

である学園祭が終わりました。ＣＤＥ組の劇

発表は、一生懸命演じることができました。

それは、ＡＢ組の友達が小道具の花を作っ

てくれたり、応援の言葉をかけてくれるなど

影で支えてくれたお陰だと思います。普段

の学習の成果が出された、思い出に残る学

園祭となりました。また、保護者の方々には

模擬店を始め、様々な部分でご協力いた

だきスムーズに過ごすことができました。

ＡＢ組とＣＤＥ組の友達同士の関わり方も

ずいぶん変わってきました。４月当初に比

べ、クラスを越えて積極的に「一緒に遊ぼ

う！」と声を掛け合う姿も多く見られるように

なりました。２８日(月)に行われたバイキング

活動のCDE組劇発表「３年生『７人の小人た

ち』」では、一人ひとりの台詞や演技による一

生懸命さが響いたようです。何度も繰り返し

て練習していくうちに劇の話に入り込み、場

面を演じていけるようになった姿にうれしさが

こみ上げてきました。本番が一番の出来でし

た。保護者の皆様もホッとされたのではない

でしょうか。

ビンゴ大会では、体育館に熱気と喜びの

声が響いていました。ビンゴ部のお母様方

は、景品選びや当日の流れの確認など、細

かいところまで気を配って準備を進めて下さ

いました。当日のお手伝いのお母様方の協

力もあり、すてきな参加賞も子ども達に渡り、

笑顔がいっぱいでした。ありがとうございまし

た。

１１月１１日（金）は、学園の創立４７周年を

祝う式典が行われました。学園歌斉唱から

スタートし、３年生の列からは、良い歌声が

響いていました。というのも、毎日、朝の会で

「今月の歌」を歌っており、「歌が好きな子ど

も達」と思わせるほどの声量ときれいな歌声

が、ABクラスの両方の教室からステレオサ

ラウンドのように廊下に響いているのです。

積み重ねの成果だと思います。CDE組の子

ども達も一緒にその環境になるべく参加し

て、よい刺激を受けたいと思い、それぞれの

教室に参加して歌っています。学園の誕生

日という節目の意味合いも感じながらの歌

声が会場に響いていました。

響いたのは歌声だけではなく、言語表現

３年生だより １１月の『響き』

友だちの木

２年生だより みんなでひとつ２年生・１１月の学年活動

り上げたものです。みんなの思いが詰まった

素敵な木となりました。保護者の皆様には

環境美化部として様々な活動に取り組んで

いただきありがとうございました。２２日には

誕生会を行い８歳の目標を力強く発表しま

した。２９日のバイキング給食では、学年班

ごとに座りみんなでおいしく食べ楽しい思い

出がひとつ増えました。そして今日はあきま

つりがありました。１，２年生の行事ですが、

上級生として実行委員などに熱心に取り組

むなど良いお手本となりました。これから

益々寒くなってきますが、体調面に注意し

後期前半のまとめをしっかり行っていきま

す。

2日の総合の時間には学園創立４７周年

記念式典に向けて校訓・校章・校歌それぞ

れの意味を学習したところ、思った以上に

意味を理解しており、頼もしさを感じました。

１０日の劇の最終リハーサルでは、「いっすん

ぼうし」の歌を学年みんなで合唱し、大いに

盛り上がりました。そして学園祭では、展示

や劇発表を通して日頃の学習の成果を見

ていただけたかと思います。展示の中に「友

だちの木」がありました。これは、ＡＢ組の友

だちがＣＤＥ組の友だちとの活動を通して

見つけた良い所やがんばっている所を葉や

実の形をしたカードに記入し、１本の木を作
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３年生の響き

楽しい！おいしい！

バイキング給食！！

給食では、Ａ組からＥ組の友達がスカラー

ホールに集まり、体育祭で行った学年競技

のチームごとにテーブルに分かれました。

テーブルではお皿にたくさんのごちそうを取

り、皆で仲良く美味しい時間を過ごしまし

た。

学園祭、授業参観、バイキング給食と盛り

だくさんの１１月でしたが、最終日の今日は

「あきまつり」がありました。それぞれのクラス

で試行錯誤しながら準備を

進めてきた「あきまつり」。

“自分たちが作ったものを

売る” という、まさに社会生

活の第一歩経験し、喜び

が味わえたと思います。

１年生だより もっとなかよく、なりました！！



みんなが楽しみにしていた、学園祭。ＣＤＥ

組の子どもたちは劇発表に向けて練習して

きました。ＡＢ組の子どもたちは「何か手伝え

れば。」と劇中の小道具を作って応援をして

くれました。最終劇リハーサルの前には、「Ａ

Ｂ組の友だちのためにもがんばろう！」とＣＤ

Ｅ組の子どもたちも意気込んでいました。練

習の時から「みんなで力を合わせて」を合い

言葉にしてきましたが、演じたＣＤＥ組だけで

なく、ＡＢ組の力も加わった４年生全員の素

晴らしい劇となりました。子どもたちにとって、

達成感を味わい、良い思い出になったことで

しょう。学園祭後のＡＢ組の子どもの日記に

は、「台詞がしっかりと伝わってきました。」や

「来年はどんなを手伝いができるか今から楽

しみです。」などの感想が書かれていまし

た。自分から行動することで得られるものの

多さと大切さを感じたことでしょう。

また１６日には、ＡＢ組を対象に親子租税

教室が行われました。難しい内容もありまし

たが、生活の中で税金がどのように使われ

ているのかを知ったり、一億円の見本を持

たせてもらってその重さを体験したりと、貴

重な経験となりまし

た。冬休みまであと少

しですが、後期前半

をしっかりとまとめられ

るよう、風邪などひか

ないようにがんばって

ほしいと思います。

ました。伝記物という難しいテーマにも関わ

らず、大成功を収めました。エンディングで

は、東北出身の主人公である英世を通し、

今年起こった東日本大震災にまつわる子ど

もたちからの強い決意の言葉が語られ、感

動の拍手をいただきました。

１８日の金曜日には、ＣＤＥ組が東中学校

を訪れました。東中学校の生徒と交流しな

がら、中学校生活を一日体験するためで

す。中学２年生の体育やテニスの授業に参

加したり、コンピュータ、ギター、陶芸、切り

絵などの多彩な技能の授業の活動に参加

し、有意義な一日になりました。

最高学年としての学園祭。お客様を学校

にお招きするために、前日からの掃除や椅

子・テーブル運びなど、ＡＢ組はたくさんの

仕事を担当しました。学園祭終了後には、５

年生と協力して後片づけの力仕事を実に

手際よく行いました。こうした仕事を通し、お

客様をお招きする心や「自分たちが学園祭

を作る」という自覚が芽生えていくことでしょ

う。当日は算数の授業で交流を持ってきた１

年生（１年生が解く文章題を６年生が作りま

した。）と一緒に展示見学をしたり、友だち

同士でスタンプラリーやゲームコーナーなど

を回り、おおいに楽しみました。ＣＤＥ組は１２

日の土曜日に劇「野口英世物語」を発表し

４年生だより 劇発表＆親子租税教室

５年生だより おにぎりパーティ

りでは、給食の時に数回練習してきたおか

げで楽しみながら手際よく行うことができ、出

来上がったおにぎりを食べた子どもたちから

は、「おいしい！」という歓声と笑顔があふれ

ていました。シンプルな塩むすびでしたが、

お米本来の味が引き立っていたことと、自

分たちで大切に育ててきたお米だということ

が格別な味わいとなったのでしょう。

この稲作学習を通して、「命をいただいて

いること」、「食」に関すること、「農家の方の

苦労」など、多くのこ

とを学ぶことができま

した。これからも食べ

物への感謝の気持

ちを大切にしてほし

いと思います。

１８日（金）に、稲作学習のまとめとして、お

にぎりパーティを行いました。準備は、テー

ブルのセッティング、米とぎ、味噌汁作りな

どをみんなで分担し、協力しながら進めて

いきます。４月からの稲作学習で代かき、田

植え、稲刈り、脱穀、籾摺りと作業を重ね、

この日はその玄米を子ども達の前で精米し

ました。精米機にかけると、玄米はいよいよ

普段見慣れている白米へと変わっていきま

す。今年、東小学校の水田でできた「東米

（ひがしまい）」の収穫は、約２キロでした。今

回のおにぎりパーティでは、東米を家庭科

室で炊いたものと、稲刈りを体験した茨城で

収穫された「コシヒカリ」の両方をおにぎりに

して味わいます。

メインの学年活動グループでのおにぎり作
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気持ちをこめて

にぎりました！

劇発表直前 控え室にて

親子租税教室

６年生だより 小学校最後の学園祭 小中交流授業



ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/shogaku.php
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武蔵野東中学校情報

中学校の学園祭には東小

からも多くのご来校をいた

だき、ありがとうございま

した。増築校舎や新しく

なった人工芝の運動場、模

擬店を運営する生徒たちの

様子をご覧いただけたこと

と思います。生徒模擬店

は、店舗ごとに運営マニュ

アルを作成し、ずいぶん本

格化してきました。独自パ

ンフレットの作成や模擬店

やポスターのコンクール、

オープニングステージの運

営など実行委員会が中心と

なるものもありますが、模

擬店の運営をはじめとして

CDEクラスの劇をABクラ

スが手伝う、または有志の

ステージ発表であるCDEク

ラスの「器楽」メンバーの

演奏にダンス部がコラボ

レーションするなど、あら

ゆる場面で今年のテーマで

ある『結（ゆう）～個の

力・みんなの力～』を具現

化した、生徒主体の行事と

なりました。

さて話は変わりますが、

先日ABクラス生徒を対象に

生命科の授業の一環とし

て、卒業生の保護者の方に

「金融と経済に関する講

演」をしていただきまし

た。なかなかお金について

の教育は家庭でも学校でも

する機会がありません。身

近な例から分かりやすくお

話しいただく中で、生徒は

お金をめぐる世の中のしく

みや世界や日本の経済情勢

について、たいへん興味を

覚えたようでした。

（教頭：菊地）

保健室より

【 健康な体づくりが、風邪の予防に 】

気温が下がり、空気が乾燥してくると、気をつけたいの

が風邪。うがいと手洗いが風邪の予防の基本です。また、

規則正しい生活で、ウイルスを寄せつけない強い体を作る

ことも、予防になります。ご家族皆さんで気をつけていき

ましょう。

【 マイコプラズマ肺炎、インフルエンザ…感染症に警戒の季節 】

〈読売新聞より〉

◇ マイコプラズマ肺炎 患者数が最多 ◇

国立感染症研究所によると、１１月２週のマイコプラズマ肺炎の平

均患者数は２００１年以降の最高値を記録。マイコプラズマという細

菌による呼吸器系感染症で、症状が風邪に似ていて外来ですぐ診断す

るのは難しく、重症化してしまうケースもある。また、ワクチンはな

く治療は抗生物質が中心で、薬が効かない耐性菌の増加が拡大の要因

になっている可能性もある。

◇ インフルエンザ 年明けに流行か ◇

今年の発生ペースは遅く、今のところ確認されているウイルスのほ

とんどはＡ香港型。しかし昨季と同様の傾向をたどれば年明け以降に

Ｈ１Ｎ１型が流行する可能性もある。

【 感染症と診断されたら・・・ 】

学校感染症と医師に診断された場合は、学校にその旨を届け出るこ

とにより、その日より出席停止となります。登校するにあたっては、

医師により感染の恐れがなくなったことを証明する「登校許可証明

書」が必要になります。登校時に必ず持参してください。「登校許可

証明書」は小学校ホームページからダウンロードしてください。

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

部活動や東エコクラブが大活躍しました
11月20日(日)は武蔵野市サッカー協会冬の大会(サッカー部)と武蔵野

リーグ(ミニバスケットボール部)、23日(水)は東初協体育発表会(ミニバ

スケットボール部・サッカー部・ダンス部)と善福寺自然観察会(東エコ

クラブ)、27日(日)は武蔵野市サッカー協会冬の大会

(サッカー部)と東初協音楽祭(吹奏楽部)と三鷹駅前

清掃(東エコクラブ)がそれぞれ活躍し、日頃の練習

の成果を発表しました。活動の様子は小学校のホー

ムページをご覧ください。

音楽鑑賞会が行われました。
11月11日(金)、第47回学園創立記念式典のあと、恒例の音楽鑑賞会

が行われました。サウンド・マジックの皆さんをお招きし、楽しいコ

ンサートを開いていただきました。また、16日(水)には世界で活躍さ

れる鮫島有美子さん、小川典子さんをお招きし、

第4回ミュージック・シェアリング学校訪問コン

サート(最終回)が行われ、美しい歌声とピアノの

音を聴かせていただきました。

当日の様子は小学校ホームページ、また、東だ

よりをご覧ください。


