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今年も残すところ１０日余りとなりました。３月１１日の東日本大震災から１０

か月が経とうとしています。避難場所での日本人の冷静かつ整然とした行動に、世

界中から賛美の言葉をいただきましたが、未だに多くの方が行方不明であり、放射

性物質による避難生活を余儀なくされている方も大勢いらっしゃいます。被災地の

復興が思うように進んでいない現状から、これからの日本がどのように進んでいく

のか、日本国民はもちろん、全世界が注目していることと思います。

さて、東小の後期前半を振り返ってみたいと思います。体育祭、学園祭、授業参

観、ふれあいデー、宿泊学習（ＣＤＥ組）、JoyDay、ミュージック・シェアリング

コンサート（最終回）、１・２年ＡＢ組スケート教室、１～３ＣＤＥ組スケート教

室、１～３年生西武鉄道による安全教室、３年生以上ＡＢ組ドッジボール大会、４

年生租税教室、５年生稲刈りと稲収穫祭（おにぎりパーティー）、CanDay、６年生

鎌倉学習、６ＣＤＥ東中学校への交流授業、東初協関連発表（水泳、体育、音

楽）、エコクラブ活動、サッカー部対外試合と、多くの活動がありました。

天候に恵まれた体育祭では、「君が主役 心でつなげ勝利のバトン」というテー

マが表すように、一人ひとりが力を出し切ろうと全力で努力する姿が見られ、友だ

ちを信頼する心が勝利につながることを信じて、一つひとつの競技・演技を披露し

てくれました。そこには今まで積み上げてきた練習の自信もありますが、各自が目

標に向かう前向きな姿勢から、子どもが本来持ちあわせている素直で純粋な気持ち

が溢れんばかりに表現された一日でした。これはまた、年度ごとの重点、学年目

標、クラス目標、個人目標など、必ず子どもたちには目標を定めさせ、目標を達成

するためのプロセスを考えさせ、実際に行った結果を考察させる繰り返しの成果だ

と思います。なにも体育祭に限ったことではなく、子どもも大人も大小に関わら

ず、日々の目標を定めることで、一日一日が充実するのだと思います。成功からの

自信を得ることもあるでしょう。失敗からの反省は、そこからの反骨心を生み出す

ターニングポイントとなるとも思います。

明日から冬休みに入りますが、クリスマスやお正月のイベントが控えており、子

どもたちはとても楽しみにしていることでしょう。最終日の校長訓話では、なんで

も良いから家のお手伝いをすること、本をたくさん読むこと、事故や怪我に注意す

ることを話しました。お手伝いは、家族の一員としての存在感をこどもに与えてく

れるとても有効な方法です。たくさん褒めてあげてください。また、夏休み前にも

話しましたが、本をたくさん読んでほしいと思っています。習慣付いてきた読書の

リズムを継続させるためにも、一冊は読破したいものです。

来年の干支は「壬辰」（みずのえたつ・じんしん）です。「壬」の字義は「妊」

と同義で、草木の内部に新しい種子が生まれた状態を表します。「辰」は「振」

「震」の意味を持ち、草木が盛んに成長し形が整った状態を表すともいわれていま

す。また、覚えやすくするために想像上の動物である「龍」の意

味が割り当てられたともいわれています。つまり、これから新し

い物事が生まれてくる準備が整った状態を表していますので、個

人的にも社会的にも「整う」年になってほしいと思います。

新しい年が、子どもたちにも保護者の皆様にとっても良い一年

になることを祈念しています。
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今月は後期テストがありました。今までの

学習の成果を発揮し、皆よい結果が出せま

した。その後の個人懇談会では、児童の学

習面や生活面などの成長した話をさせてい

ただきました。ご家庭での様子も伺うことが

でき、１月からの指導の参考にさせていただ

きます。

１５日・１６日に、今年最後の行事であるス

ケート教室が行われました。アイススケート

を初めて体験する児童も多くいましたが、

ローラースケートやインラインスケートの練

習を行ってきたこともあり、皆どんどん上達し

ていきました。

入学してから既に9ヵ月が過ぎようとしてい

にて１，２年生の時に取り組んだ経験を思い

出し、更に滑る感覚を楽しんで臨めました。

アイススケートリンクに立っても不安どころ

か、「滑りたい！」という気持ちの方を大きく

持って講習に臨めていました。上達も見られ

ましたので、家族のレジャーに加えていける

と良いです。

「西武鉄道」の職員の方々による、安全教

室が開かれたり、総合では「防犯教育」とし

て不審者から自分の身の安全を守ることを

話しました。留守番する時や一人で出かけ

るときなどの家庭での

決まり事を再確認して

おいてください。では、

楽しい冬休みをお過ご

しください。

１２月１日は、みんなが楽しみにしていた

「バイキング給食」がありました。この会を楽

しく過ごすために子ども達の間にはマナーや

約束事を守ろうという雰囲気が出ていまし

た。また、１２テーブルを１００人の児童と職員

が座ります。当然のことながら、各テーブル

はA組からE組まで混合で会食する設定と

なりました。「いただきます！」の合図と共に

互いにジュースを注いで分け合ったり、おか

わりに行くときには「一緒にいこう。」など誘い

合うなど、和気藹藹と楽しい時間が流れて

いきました。テーブルに並ぶ食事は、徐々に

無くなっていき、全て完食しました。みな満

足でお腹も気持ちも満たされました。

CDE組は、最後のスケート教室に行って

きました。校庭でのインラインスケート練習

３年生だより 和気藹藹

小さな体 大きな生命

２年生だより みんなでひとつ２年生・１２月の学年活動

方について話をしました。早寝早起きを心

がけた規則正しい生活を送ること、大掃除

などのお手伝いを進んで行う、テレビや

ゲームなどは時間を決めるなどの約束を確

認すると共に、知らない人にはついていか

ないといった、防犯教育についても話しまし

た。その後１２月の誕生会を行い、８歳の目

標をしっかりと宣言しました。２０１１年もあとわ

ずか。今年の目標を振りかえり、来年にしっ

かりつなげて欲しいと思

います。後期前半も多く

のご協力をいただきあり

がとうございました。良い

お年をお迎えください。

１２月は後期前半のまとめの月です。ＡＢ

組では後期テスト。ＣＤＥ組ではまとめテスト

が行われ、９月からの学習の確認、まとめに

しっかりと取り組みました。５日にはＡＢ、ＣＤ

Ｅ組の教室前に設置した水槽にサケの卵が

お目見えしました。子どもたちは、孵化をし

元気に泳ぎ回るサケの稚魚を毎日興味深く

観察しています。今後もさまざまな飼育を

行っていきますが、何よりも子どもたちの温

かいまなざしこそがサケにとって大きなエネ

ルギーになるのだと思います。小さくても懸

命に生きていくサケの稚魚の飼育を通して

生命を育むことの大切さを学んで欲しいと

思います。１４日の総合で、冬休みの過ごし
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バイキング給食！

集中！

ます。学校生活にもすっかり慣れ、一人でで

きることが驚くほど増えました。だんだんと自

分らしさを出し始めた１年生ですが、失敗す

る場面もありました。失敗したときは、原因を

考え次の行動に生かすようにしています。

冬休みは、たくさんのお手伝いをして更に

大きな成長をしてください。もちろん｢挨拶｣

は大きな声で言えると良いでしょう。１月には

心身ともにリフレッシュして、また元気な笑

顔で学校で会いましょう！！

１年生だより 9ヵ月の小学校生活



ピンと張りつめたような、冬らしい空気が感

じられるようになってきました。先日の雪の

日、子どもたちは降りしきる雪が気になって

仕方がない、何かワクワクさせられる、そん

な雰囲気も感じられました。

今、子どもたちは発表会に向けて合唱の

練習を毎日行っています。１２月からは、他学

年との合同練習も始まりました。特にＡＢ組

では二つのパートに分かれています。お互い

の歌声を聴きながら、きれいなハーモニーを

響かせて欲しいと思います。またＣＤＥ組の

合唱は、間奏部のリコーダー演奏で４・５年

生と６年生のパートに分かれています。４年

生は今年度からリコーダーの練習をしていま

すが、５年生と音を合わせながら、また６年生

の音につられないように気を付けながら頑

張って練習しています。

高学年の仲間入りをして半年あまり。学校

生活においても友愛会や給食当番、ごみ出

し当番など学校全体に関わる仕事に携わり

ながら、「学校全体のことを考え、責任を

持って活動する。」ということが少しずつわ

かってきているように思

います。友愛会などでも

中心となって活躍する

ことも増えてきています

ので、この冬休みを一

つのステップとして有意

義に過ごして欲しいと

思います。

ポポーンチーム」と「I love big まゆ毛」の

２チームがそれぞれフェアプレイで勝ち残り

優勝、準優勝をしました。名前の通りかなり

はじけた好プレイ、珍プレイで大会を盛り上

げました。１５日にはＣＤＥ組が近隣のスー

パーマーケットに買い物実習に出かけまし

た。買い物カゴを持つ姿も様になっていま

す。中には限られた金額で計算しながら複

数品買う子たちもいました。積み重ねの成

果を感じます。年明けには

いよいよ卒業を迎える６年

生。卒業のその瞬間まで小

学校のよい思い出を作って

ほしいと思います。

１２月は１日、２日の後期前半の学期テス

トから始まりました。個々に頑張ったテスト後

のお楽しみは５日のバイキング給食と６日、８

日のドッジボール大会です。バイキング給

食はゆっくりと「何を食べようか」と選んで回っ

たり、優雅にご馳走の数々を楽しんでいた

低学年の頃とは違い、男子も女子も手慣れ

たものです。楽しみながらも手早く好物を

テーブルに運び、まるで普段の給食の日と

変わらない短時間で平らげてしまいました。

さすがは６年生、食欲の面でも大きな成長

です。ＡＢ、ＣＤＥ組の仲間が沖縄学習の時

のように和気あいあいテーブルを囲んだの

がよかったです。ドッジボール大会は「ポポ

４年生だより 歌声を響かせて

５年生だより 冬休みを前に

す。日々の学校生活や行事を通して学ん

だこと、考えたことを振り返り、生活面、学習

面の課題をそれぞれが意識して後期前半

のまとめを行いました。自分自身を見つめ

直し、６年生に向けての心の準備を少しず

つ整えて欲しいと思います。

明日からは、クリスマス、大掃除、お正

月…いろいろなイベントのある冬休みが始

まります。各ご家庭で、お手伝いのことなど、

子どもたちの役割をもう一度確認し、規則

正しい生活が送れるよう言葉がけをお願い

します。後期前半も様々な面

でのご協力をありがとうござい

ました。怪我や病気に気をつ

け、充実した冬休みをお過ご

しください。

子どもたちにとって、年に一度のお楽しみ

であるバイキング給食が１２月２日（金）に行

われました。一足早いクリスマス気分を味わ

いながら、いつも一緒に活動している友だち

や、日頃お世話になっている先生方でぐるり

とテーブルを囲み、楽しい会食となりました。

食べる楽しみだけではなく、選ぶ、取る楽し

みもあるのがバイキング給食の醍醐味で

す。友だちに声を掛け合う姿も見られ、学年

活動の良いまとめにもなりました。

後期前半は、稲刈りツアー、体育祭、学

年レク、学園祭、おにぎりパーティなど「みん

なで作り上げる行事」が多くあり、子どもたち

は充実した毎日を過ごしたことと思います。

５年生として過ごす時間は、残りあと約３ヶ

月。少しずつ最上級生に近づいていきま
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おいしいね！

やっぱり東のバイキングは

最高！

ＡＢ組合同音楽

６年生だより 思い出をたくさんつくっています



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３年生（ＡＢクラ

ス）は、12月初旬の三者面

談を経て、いよいよ志望校

が定まりました。小学校の

保護者の方から「志望校は

いつごろ決めるのです

か？」とのご質問を受ける

ことがあります。高校への

イメージやあこがれは持ち

つつも、本当に突き詰めて

高校選びをするのは、中３

の夏まえから三者面談まで

のごく凝縮された期間で

す。自分の描く高校生活を

実際の高校に重ねあわせ、

将来の希望はどうなのか、

高校では何をがんばってい

くのか、15歳までの経験と

自分の将来像のベクトルを

結んでいくと、それぞれに

「自分はここを目指す」と

胸をはって言えるだけの志

望校決定ができるのです。

15歳での進路選択のよさ

は、生徒自身が、親や先生

の意見は聞いても、自分で

自分のことを決めることに

あります。しかし、ただ漫

然と過ごしていても、こう

いった自己決定はできませ

ん。東中学校の学校生活に

は、全員が力いっぱいに取

り組む環境があり、日々の

学校生活や家庭学習を積み

重ねて得た自信によって、

高校受験もごく自然に乗り

越えていけるということな

のです。“冬来たりなば

春遠からじ”、挑み続ける

中３を学校全体で応援して

いきます。

（教頭：菊地）

保健室より

◆冬休みを健康に過ごしましょう！◆

今年もあとわずかで終わろうとしています。この一年、大きなけが

や病気をせずに健康に過ごすことができましたか？冬休みは、クリス

マスやお正月など楽しい行事がいっぱいです。ついつい夜更かしをし

たり、食べ過ぎたりして生活のリズムがくずれ、かぜをひいたりおな

かをこわしたりしやすくなります。十分注意をして、新年を元気でむ

かえましょう。

【 冬休みの過ごし方 】

たべすぎない（おかしや甘いもの）

のこさずなんでもおいしく食べよう

しょくじの後は歯みがき

いつもの時間に早寝早起き

ふだんから子どもは風の子、外で元気に

ゆっくりきれいに部屋のおそうじ

やけどに注意、冬の生活

すすんで家のお手伝い

みずは冷たくてもしっかり手洗い・うがい

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

一日入学・新入クリスマス会
12月4日(土)、来年度１年生になる子どもたちを招いて、一日入学・新

入クリスマス会が行われました。保護者の皆様には校長より入学に向け

ての心構えなどを話し、子どもたちには先生と一緒に過ごす時間を用意

しました。

後半は友愛会役員や音楽部員、また、友愛会各部の

部長、副部長が歌のプレゼントなどをして歓迎しまし

た。ゲーム、在校生の作ったクリスマスカードのプレ

ゼントもありました。おみやげに、キャンドルサービ

スで使ったキャンドルとケーキを渡しました。

クリスマス ミニコンサート
12月13日(火)の全校業間音楽にて、コールひがし（武蔵野東学園に

在籍する保護者とそのＯＢの方たちで構成されたコーラス部）の皆さ

んによる「クリスマス ミニコンサート」が開かれ

ました。「クリスマスキャロルメドレー」や「落葉

松（からまつ）」の披露、そして、高学年ＣＤＥ組

の「二分の一成人式」、合唱同好会の「翼を抱い

て」の合唱を一緒に歌っていただきました。

詳しくは新着情報をご覧ください。


