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受験シーズンでもありますので、先日読んだ本の中から、ある塾の講師と生徒の

話をお送りしたいと思います。

ある年の６月、大阪にある進学塾に一人の生徒が入塾してきました。彼は、中３

の６月から塾に入ったというのに、授業中にノートも出さないし、宿題もノートに

やってきません。数学の問題も、ノートを使わずにテキストの余白にするものだか

ら、計算ミスばかりしていました。とにかく、一切ノートを持ってこないのです。

そこで、その先生は生徒を呼び出し注意しました。「ノートはどうした。黙ってい

たらわからないだろ。」そう言っても生徒は黙ったままで何も答えません。ついつ

い先生の口調も荒くなり、「ちゃんと言え。ノートはどうした。」そう言っても、

生徒は下を向いて黙ったままでした。次からノートを持ってくるように約束させま

したが、その生徒はまたしてもノートを持ってこなかったのです。先生はとうとう

頭にきて生徒を怒鳴りつけました。「そうやって、俺に反抗する気か。先生がノー

トをやるよ。」そう言って、コピー用紙を５００枚ほど束で机の上に投げ出しまし

た。その生徒は、「ありがとうございます。」と礼を言って帰って行きました。次

の日は、きちんとそのコピー用紙に宿題をやって来ました。

夏になり、今度はその生徒がずっと同じ服を着てくるので、他の生徒が「それが

臭う」と訴えてきました。再び、その生徒を呼び出し、「不潔だろう。ちゃんと着

替えてきなさい。キッチリした生活が受験生活につながり、合格に繋がるのだ。」

そして、生徒にたずねました。「どこの学校に行きたいのだ。」その生徒はボソッ

と「Ｋ学院にいきたい……。」と言いました。「Ｋ学院っていったら難関中の難関

だぞ。そんな生活態度でどうする。」そう諭したのですが、結局、その生徒の服装

は変わることはありませんでした。そんな状況だったので、夏休み前の保護者面談

で、母親にそれをきちんと話すことにしました。するとお母さんは、「あの子は、

小学校の時からこの塾に通って勉強してＫ学院に進学したいと言っており、それが

あの子の夢なのです。でも、先生、大変申し訳ないのですが……、うちにはお金が

ありません。」お母さんはお父さんと死別し、女手ひとつで子供を育ててきたので

す。経済的に非常に苦しかったのです。先生は何も言えなくなりました。「先生、

本当は中学に上がったら、すぐこちらに来させたかったのです。でも、お金が無く

て、中３になったら行かせてやると言って我慢させ、２年間ギリギリの生活をし

て、やっと入塾させることができました。ノートも持たせず、迷惑をかけて申し訳

ありません。ただ、息子は、先生からコピー用紙を頂いて喜んで使っています。本

当にありがとうございます。」先生は、頭をあげることができなかったそうです。

そして、先生は生徒に謝りました。「ゴメンな。おれを許してくれ。全然知らな

かった。だけど、お前も人が悪いぞ。言ってくれればよかったのに」その生徒は、

この塾に来るのが夢だというだけあってとても熱心でした。ライバルたちとはかな

りの差がついていましたが、その生徒の授業への意欲は凄く、たとえ熱があって、

体がつらくても、絶対に授業を休まず、毎日夜遅くまで残って先生を質問攻めにし

たそうです。先生もその熱意に影響され、その生徒を早めに塾に来させ、指導する

ことにしました。 （次ページへつづく）
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その生徒の成績は上がり、９月が終わる頃には、塾の生徒７００人の中でも、

ベスト１０に入るほどになったのです。そして、入試当日を迎え、塾の先生も激

励のため校門のところで待っていると、その生徒が誰よりも早く、試験開始の１

時間も前にやって来ましたが、その生徒の体は震えています。学生服の下にはＴ

シャツ１枚だけだったのです。先生は、塾で用意していた使い捨てカイロを彼の

ポケットに全部押し込み、生徒の右手をさすりながらこう言いました。「今日の

試験を受けるお前にとって、右手は神の手だ。絶対に右手だけは大事にしろ。か

じかんだら答えもかけないぞ。」そして、合格発表の日、先生は定刻より早めに

合格発表の掲示板の前にいました。先生は、真っ先にその生徒の名前を探しまし

た。「あった！」その生徒の名前があったのです。その生徒に祝福の言葉をかけ

るつもりで、その生徒が来るのを待ちました。しかし、待てど暮らせど現れませ

ん。日も暮れ、あたりが暗くなってもやってきませんでしたが、それでも先生は

待ちました。そして、その生徒はようやく夜の７時過ぎにやってきました。お母

さんの仕事が終わるのを待ち、お母さんと弟と一緒にやって来たのでした。その

生徒は、まさか、そんな時間まで先生が待ってくれているとは思わなかったので

ビックリしましたが、恐る恐る先生に聞きました。「先生、どうでしたか。」

「何を言っている。おまえがやった結果だろ。自分で確認してこい。掲示板は

あっちだ。」そして、あとからやってきたお母さんに「おめでとうございます。

受かっていましたよ。」というと、「先生ありがとうございます。」と言って、

お母さんの目から涙があふれ出しました。

生徒の様子を見に掲示板の方へ行くと、掲示板の前でうずくまって泣いていま

した。「やったな！よかったな！これでお前は４月からＫ学院の生徒だな。」そ

ういうと、生徒は立ち上がり、「先生、ぼくはＫ学院にはいきません。公立のＴ

高校でがんばります。」先生は一瞬、頭の中が真っ白になりました。しかし、す

ぐにすべてを悟りました。先生は、お礼を言って帰っていく家族の後ろ姿を見送

りながら「学費は俺が出してやる」という言葉が喉まで出かかっていましたが、

それを言うことはできなかったそうです。そんなことを言い出すのが失礼に感じ

たというのではなく、彼ら家族を見ていて、そのすべてが尊く思え、そんな人た

ちには必要がないと思えたそうです。

それから３年後、その先生は雑誌に掲載された東大・京大合格者一覧の中にそ

の生徒の名前を見つけ、一人喜んだそうです。

この話を読まれて、どのように感じられたでしょうか。本当に心の底からやり

たいものをみつけ、そこに情熱を傾けた時、驚くほどの力を発揮することができ

るのだと思います。どんなに状況が悪くても、どんなに困難や逆境が訪れようと

も、あきらめない限り、いつかはすべてをはねのけ、夢をつかむことはできるの

だと思います。子どもたちには、いつまでも夢を忘れずに、その夢に向かって頑

張ってもらいたいと思います。
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２月３日（金）に「豆まき」を行いました。鬼

に向かって豆を投げると同時に、自分の心

の中にいる鬼も退治しようと子どもたちは一

生懸命でした。どんな鬼を退治したのか聞

いてみると「泣き虫鬼」「好き嫌い鬼」「やだ

やだ鬼」などが挙がりました。鬼退治をした

ことで、気持ちがぐっと２年生に近づいたよう

でした。

２月１８日（土）には、１年間のまとめである

発表会が行われます。昨年末から少しずつ

練習を始め、基本的な決まりごとや「０ポジ

ション」など特別な言葉を覚えながら努力を

積み重ねてきました。発表会照明合わせで

は「素敵な照明にしてもらうんだ！」と、堂々

との関わり合いなどから物事に対する取り組

み方などを学び、百人百色の成長の段階

が演目の中に含まれていることを感じ取って

頂きたいと思います。

舞台上の子ども達の『頑張る！』と観客席

の親御さんの『頑張れ！』の気持ちの掛け

合いと『頑張った！』の一体感を味わってい

きたいです。

応援の程宜しくお願いします。

新年明けても、３年生の元気は健在。発

表会に向けての気持ちも徐々に高まりを見

せて行きました。しかし、集中練習期間が始

まったと同時に、警戒していた流行性の風

邪に猛威をふるわれ学年全体で休まなくて

はならなくなりました。集中練習期間が終わ

りに近づいてきた頃に、ようやく元気な笑顔

が帰ってきました。

子ども達の気持ちは、ここからが勝負とい

う意気込みで、練習を再開。今年度の３年

生の勢いを物語った一場面です。

発表会では、音楽と体育、ダンスという演

目ですが、舞台に立つまでには、演技や作

品の技術の積み重ねだけではなく、４月から

の出会いのなかで生活面、学習面、行事ご

との活動や気持ちの向け方、先生と友だち

３年生だより 勢いで舞台へ

ふくは～うちっ！！

２年生だより みんなでひとつ２年生・１，２月の学年活動

関わりがより一層深まることを期待します。2

月3日の節分では「おには外、福はうち！」と

大きな声で元気よく豆をまきました。きっとた

くさんの福を呼び寄せたことでしょう。さらに１

２月から大切に育ててきたサケの稚魚も順

調に育ち４日に無事に放流してきました。８

日には２月のお誕生会を行い８歳の目標を

宣言しました。いよいよ１８日には発表会が

行われます。子どもたちは本番に向けて練

習を積み重ねがんばっています。当日は練

習の成果を大いに発揮し

てくれることでしょう。たくさ

んの拍手とご声援をお願

いします！！

後期後半が始まり１ヶ月。子どもたちは寒

さを吹き飛ばすほど元気に過ごしています。

１月１８日の「ともに生きていく」の教育では、

「もっとなかよくなろう」というテーマで学年み

んなが楽しく遊ぶためにはどうしたらよいか

を子どもたちで話し合いました。この日に向

けてあらかじめ、みんなで楽しめるゲームを

各自が考えアンケート用紙に記入しその結

果をもとに遊びを決めました。みんなで決め

た遊びは「ドロケイ・逃走中」です。話し合っ

たルールは、チームを３つに分ける・時間を

決め、６分でけいさつとどろぼうを交代する・

逃げる時、追う時は歩く…などです。後日第

１回のゲーム大会を行います。遊びを通して
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さぁ、発表会だ！

おには～そとっ！！

と胸を張って発表ができていました。そして

今まさに目の前に迫った発表会を万全の体

制で迎えようとしています。１年生にとって

“初めての発表会”。緊張や不安もあると思

いますが、練習を通して一つひとつ学習し、

成長してきた成果を存分に発揮してほしい

と思います。そして、この達成感を味わうこと

によって、目標に向かって努力することの素

晴らしさを実感できることと信じています。

１年生だより いよいよ発表会



冬休みも終わり、たくさんの思い出を胸に

子どもたちは登校してきました。休み明けの

初日、ＡＢ組では全校書き初め大会があり、

４年生は「世界の子」という文字に挑戦しまし

た。冬休み中も練習を重ねてきて、当日は、

とめ、はね、はらいに気を配りながら集中して

取り組んでいました。「心を落ち着けて、美し

い文字を書く」機会を新年初登校の日に持

つことができて、よい後期後半のスタートとな

りました。また、５年生から本格的に始まるプ

ランカード作りに向けて、練習も始めました。

毎日の宿題の他に、自分で家庭学習の内

容を決めて実行していきます。自分にとって

得意なもの、苦手なもの、それに対してどの

ような学習の進め方が効果的なのか見通し

の立て方を練習しています。

発表会に向けたマスゲームやダンス、音

楽は、１月に入ってすぐに本格的な練習が

スタートしました。集中練習期間には自主的

に練習する子どもたちの姿も見られ、それは

今も続いています。本番に向けて更に気持

ちを盛り上げていきたいと思います。

ことを「伝えていく」という視点を身につけた

子どもたちに今後期待しています。ＣＤＥ組

の子どもたちは２月１日（水）総合の時間に

「ブックトーク」に挑戦しました。今年度の重

点が「読書」になったことで子どもたちと本と

の距離がぐっと縮まったようです。気に入っ

た本は何度も読んだり、その面白さを友だ

ちに伝える「ブックトーク」ができるまでに発

展してきました。「友だちから紹介された本

を読んでみよう」「面白かったからおしえてあ

げよう」と、楽しい読書の輪が広がりつつあり

ます。進学に向け個々に忙しい生活をおく

る６年生。もちろん発表会練習にも熱中。さ

すがは東っ子、最上級生です。

６年生にとって小学校を卒業し、中学校

に進学する大切な年が明けました。新年に

当り今年もＡＢ組は１月１０日（火）の書初め

大会からのスタートです。よく「書は人をあら

わす」と言われますが今回の作品は力強さ

の中にも、落ち着きがあり立派なものでし

た。この「書」のような心を持って大切な今

の時期を乗り越えていってほしいものです。

１月１８日（水）「こころ」の時間には「ともに生

きていく」が行われました。１年生から行って

きた授業も高学年では障害者、自閉症など

の難しいテーマに入っています。自閉症の

友だちを理解するだけではなく卒業後、自

閉症の知識を全く持たない人々に友だちの

４年生だより 後期後半スタート！

５年生だより 友だちとのつながりを深めるために

もらえるよう、もっと自分をアピールしたい」な

どの感想がありました。今回感じたことをぜ

ひ行動に移していってほしいと思います。

ＣＤＥ組では、クラス合同でお正月遊びを

行いました。自分たちで作ったいろはがるた

を使ってかるた大会をして遊んだり、みんな

で福笑いをしました。福笑いは目隠しをして

いるので、周りで見ている友だちに「右！」

「左！」と教えてもらいながら仕上げていきま

した。こうした遊びの中からも友だちとかか

わる力を育んでいきます。目隠しを外してみ

ると、出来上がった思いもよらぬ顔にみんな

大笑いし、とても楽しい時間となりました。ま

た、書き初めにも挑戦し、みんなで話し合っ

て決めた「友」という文字を一人ひとりが書

き、廊下に作品を掲示しました。

ＡＢ組では、総合の時間に今年度の「とも

に生きていく」のまとめの授業を行いました。

今回は、これまでの活動を通して、どのよう

に友だちと関わることができたのか、具体的

な場面を挙げながら振り返りました。活動を

通して感じたこと、こうしていきたいという思

い、反省など多くの意見が挙がり、友だちと

のつながりをさらに深めていくために、自分

にできることは何であるのかを考える良い

きっかけとなりました。翌日の子どもたちの

日記には、「グループ活動や騎馬戦、劇の

曲の作詞や振り付けなど、ＣＤＥ組の友だち

と一緒に活動したことで、みんなとの絆もさ

らに深まり、友だちの趣味や好きな食べ物

など知らなかったことを知ることができた」

「同じグループのＣＤＥ組の友だちとだけで

なく、たくさんの友だちに自分のことも知って
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書き初めにチャレンジ！

発表会練習も全力投球で！

ＡＢ組書き初め大会

６年生だより 卒業の年、東っ子最上級生は！？



ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/shogaku.php
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立春を迎えても寒さ厳しいこ

の２月は、生徒がそれぞれの

目指す目標に向けて力を尽く

す、充実した日々です。間近

となった発表会に向けては、

ABクラスCDEクラスともに時

間を見つけては自主練習を

し、朝の教室には歌声が響い

ています。中学校の演目には

生徒自らが動きを決めている

部分があり、発表会成功への

意識は高まっています。

３年ABクラスは、１月末から

推薦入試をはじめとした高校

入試が始まりました。推薦入試

の形式や内容は様々ですが、

時間をかけた面接諮問、論

文、資料を作成しての自己ア

ピール、実技審査などユニー

クなものも多く、いずれも高倍

率です。今年は私立推薦・都

立推薦ともに難関の高倍率を

突破して合格を果たす生徒も

多く、現在、学年の３分の２ほ

どの生徒が進路を決定しまし

た。

部活動では、ダンス部が東

京都の新人戦で優勝、バス

ケットボール部・女子が多摩地

区の大会で４回戦に進出、陸

上部が東京都ロードレース大

会で４名が入賞と好成績をお

さめています。また年初には小

金井市の『スポーツ表彰』（平

成23年度のスポーツ関係の表

彰）としての全部で29の表彰

者および団体のうち、8表彰

が、東中の部活動における団

体および個人に授与されまし

た。

保健室より

▲インフルエンザ大流行▲
インフルエンザの流行によるとみられる学級閉鎖が、1月23日～29日

の週に前年同期に比べて約7割増加し、患者の6割以上が14歳以下であ

ることが厚生労働省の統計でわかりました。

【インフルエンザの潜伏期間と症状】
インフルエンザの潜伏期間は、一般的に1日から2日と言われ、その

後症状が現れます。38～40度の高熱が出て発病し、それと同時に悪

寒、頭痛、乾性の咳、背中や四肢の筋肉痛、関節痛、全身倦怠感、食

欲不振などの全身症状に続いて、鼻水、のどの痛みや胸の痛みなどの

症状も現れます。発熱は通常3～7日間続き、約1週間の経過で軽快する

のが典型的な症状です。実際にはインフルエンザでも微熱しか出ない

人もいます。

また、インフルエンザの予防接種をしていれば感染しないと思って

いる人がいますがそれは間違いで、軽い症状で済む事が多いようです

が、予防接種をしていてもインフルエンザに感染する場合がありま

す。

【インフルエンザの予防は？】
◆うがい及び手洗い（マスク着用も有効）

咳・クシャミなどからの飛沫感染を防ぐことはできます。マ

スク着用は予防だけでなく、インフルエンザ患者がマスク着

用により、飛沫感染自体を防ぐことができます。もちろん睡

眠や栄養に心がけ、過労や不摂生をさけることが一番大切な

ことです。また、人混みをさける外出自粛もインフルエンザ

が流行る時期には考えましょう。

◆温度と湿度を適度に保つ

インフルエンザウイルスは低温・低湿ですと空気中に長く浮

遊してしまいます。室内の気温20度以上で湿度50％以上にな

ると、インフルエンザウイルスの生存率が3％程度にまで落

ち込むといいます。飛沫核感染を防ぐためには室内の温度・

湿度を保つ必要があるのです。

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

照明合わせがありました
2月7日(火)に発表会照明合わせがありました。発表会は一年のまと

めと位置付けられていますが、単にダンスや体育や音楽のまとめ発表

ではありません。すべての学習の、そして、すべての学校生活の一年

のまとめを広い舞台で表現するものです。この日に至るまでの子ども

達の努力や向上心、練習に臨む意欲、ま

た、友達との協調の姿をご家族の皆さんに

披露する場でもあります。当日は子ども達

の成長した姿をお楽しみいただくと共に、

応援のほど、よろしくお願いいたします。


