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東日本大震災が起こり、間もないうちにスタートした平成２３年度が終わりを告げよ

うとしています。今年度の教育の重点と子どもたちの活動を振り返りたいと思います。

重点の「読書」は、月、水、金の朝の会前の１０分間を、年間を通して「朝の読書」

の時間としました。当初は、本を読むという習慣がクラス、学校全体に弱かったので、

子どもたちの意識の中に位置づけるまでに若干の日時を要しましたが、現在の様子を見

ていると、あたかも当たり前のように読書を行っています。学校が推薦した本もありま

すが、自分で読みたい本を持ってきて読んでいる子どもが多く、心静かに朝の会がス

タートできています。６年生は１年生に対して、１対１で読み聞かせを行いました。読

み聞かせを行ったことのない６年生は、事前練習をたくさん行い、本番の日を迎えまし

たが、どの子も自分の兄弟姉妹のように、優しく接している様子で本当に微笑ましい光

景でした。現在は、読むことで感じたことを文字に表す段階指導に入っています。来年

度は「読む力の向上」「書く力の向上」「自分の意見を述べたり、書いたりする機会の

充実」を目標に行っていきます。（詳しくは３月２６日の教育方針説明会時に説明致し

ます。）

もう一つの重点「リーダーシップⅡ」ですが、１年目は「決断力のある子」、２年目

「リーダーシップ」そして今年度と、３年計画で指導してきました。この重点は、他の

重点と違って、見えにくいものですが、子どもたちの感想やいろいろな活動を通して、

子どもなりに自分の苦手意識の一つである「積極性」を克服しようとする姿勢が、一人

ひとりに表れていたことを嬉しく思います。次世代のリーダーを育てようとする本校で

は、日々の教育から「思いやり」「優しさ」「助け合い」という心の教育を目指してい

ますので、重点として扱わなくなっても、継続して指導していきます。

一方、ＣＤＥ組の重点「他者とかかわる力」ですが、子どもたちにとって楽しい遊び

を通して、友だちとの関わり合いの中から、かかわる力を育ませてきました。鬼ごっこ

などの単純な遊びを始めとして、ルールの複雑なゲームなどを体験し、自分の意見や思

いを言葉や態度で相手に伝えていく力を養っていきたいと思います。社会自立への重要

なソーシャルスキルですから、この重点は来年度も継続していきます。

新しく取り入れた活動としては、５年生ＡＢ組の春の宿泊学習を、長野県の菅平に変

更し、グループに分かれて農家体験を行ったことです。地元の農家の方との数時間の触

れ合いでしたが、学校では学べない貴重な体験やお話を聞いたり、中には販売のお手伝

いをしたりしたグループもあり、忘れることのできない経験を積むことができました。

また、昨年度から続けているミュージックシェアリングのコンサートも開かれました。

子どもたちの心には、いつまでも美しい音色が響いていることでしょう。

明後日の卒業式では、９８名の卒業生が巣立っていきます。入学式ではランドセルが

大きくて、今にも後ろに倒れてしまいそうだった子どもたちが、６年間という歴史を胸

に卒業していきます。ここに至るまでの保護者の皆様のご苦労や励ましがあってこそ、

子どもたちは成長できたのだと思います。卒業生の子どもたちには、ここまで関わって

もらった一人ひとりへの感謝の心を忘れず、これからも大きな夢に

向かって努力を惜しまず頑張ってほしいと思います。そして、人の

ために役立つ人になってほしいと願っています。

在校生の保護者の皆様、ならびに卒業生の保護者の皆様には、こ

れまでのご協力とご支援を心より感謝いたします。
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ドキドキしたあの入学式から１年が経とうと

しています。入学当時の不安な表情が今で

は全く感じられず、すっかりお兄さんお姉さ

んとして立派になっている１年生。子どもの

成長は著しいものですが、東の１年生はその

想像をはるかに超えるものだと感じていま

す。登下校も手を引かれて、足取りがたど

たどしかった様子から比べると、多少失敗は

あったものの、しっかりとルールを守って通学

できるようになりました。学校生活の中でも、

自分で考えて動ける児童がとても多くなりま

した。思い起こすと、一つひとつの行事を通

して、園児から児童へと少しずつ変わってい

く様子が走馬灯のように思い浮かべられま

を高めていきました。

１０月に仕込みをし、毎月１回手入れをし

てきたみそが出来上がり、各班ごとに試食を

しました。きゅうりやキャベツにつけて隣の班

のみそと交換し、味比べもしました。更に給

食に合わせてみそ汁にしたところ、これも大

好評でした。

学年活動のまとめとして「学年お楽しみ

会」を開催しました。実行委員の児童のリー

ドとみんなの協力により展開よく進みました。

マジック、バトン、盛岡さんさ踊り、鍵盤ハー

モニカと歌、ダンス、一輪車、合奏、バルー

ンアート、お笑い、コント、竹馬ケンケン１分

間勝負などが披露されました。最後には「見

上げてごらん夜の星を」を鍵盤ハーモニカと

歌とギターによるコラボレーションで締めくく

られ、楽しいまとめとなりました。１年間ご協力

いただきまして有難うございました。

ABクラスは、初めてのスキー教室に参加

してきました。子ども達を歓迎するかのように

雪質も天気も良くスキーがますますスキにな

る行事となりました。講習班や生活班に分

かれての活動は互いに刺激を受けてきたこ

とでしょう。

次に、来年度の６月の芋ほりに向けて、

じゃがいもの植え付けを行ってきました。植

え方が浅すぎるとカラスに掘り起こされてし

まうこともあり、慎重かつ丁寧に植えてきまし

た。ホクホクの笑顔の収穫も今後の楽しみ

です。

富士通の方が来校され、環境について

の授業をして下さいました。3Rについての

確認をした上で、パソコンの分解をしてどの

部品がどのようにリサイクルされているかを

学びました。興味を持ちつつ学び、更に地

球の資源は限りがあることも知らされ、意識

３年生だより お楽しみ、総決算！

小さなゆうびんやさん

大活躍！

２年生だより みんなでひとつ２年生・２，３月の学年活動＋まとめ

た。さらに、学年レクリエーション大会とし

て、2月29日には「ドロケイ」、3月5日には

「ドッジボール」＋３月の誕生会を行い２回と

も大いに盛り上がりました。１年間「みんなで

ひとつ２年生」として、たくさんの学年活動を

行ってきました。学年全員での写真撮影か

ら始まり、毎月の誕生会、やさい班の活動、

学年給食、体育祭での学年競技、「みんな

の木」、学年レク等…さまざまな活動を通し

て91人のつながりは強いものとなったはずで

す。来年度もさらに関わりが深まっていくこと

を期待しています。保護者の皆様には多く

のご協力をいただきありがとうございました。

発表会では、練習の成果を大いに発揮

した2年生。2・3月もさまざまな学年活動を

行いました。2月22日には武蔵野郵便局に

見学に行きました。今回は特別にポストの鍵

を開けてくれ、中がどうなっているかを見せ

ていただいたり、みんなが書いて持ってきた

はがきを機械があっという間に仕分けをする

様子を見学しました。そして見学を通して学

んだことを2月27日～3月6日までの、ゆうび

んごっこにつなげました。はがきの収集、配

達、消印押し、仕分けといった作業を班ごと

にローテーションを組んで皆が全ての仕事

を経験できるようにしました。小さなゆうびん

やさんたちは、張り切って取り組んでいまし
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３年生は役者ぞろい！

みんなでドッジボール

「がんばれ～！！」

す。特に感じられたのは発表会でした。初め

は戸惑いながらでしたが、徐々に、ばちや

ダンスの衣装、ホッピング、ハーモニカ、鍵

盤ハーモニカを楽しみながら扱えるようにな

り、本番では堂々と演技、演奏ができまし

た。やらされているのではなく、自分から楽

しんでできたことが、１年生みんながたくまし

く育ってくれたことの証だと思います。１年生

で築き上げたことを土台

として、更なる成長を期

待しています。保護者の

皆様には１年間のご協力

を感謝いたします。

１年生だより もうすぐ２年生



ＣＤＥ組は３月１日から３日まで、初めてのス

キー教室に行きました。初めての行事である

と同時に、今年度の宿泊学習のまとめでもあ

ります。事前にブーツのはき方や脱ぎ方、ス

キー板の着脱や歩行などを体育の授業で

練習をして当日を迎えました。スキー場に到

着後、昼食をとってゲレンデに立ちました。

今年は雪が多く、１日目は体を動かすと汗ば

むくらいの良い天気に恵まれて気持ちよく練

習することができました。２日目には、このス

キー教室で初めてスキーをした子どもたちも

含め４年生全員がリフトを使ってたくさん滑る

ことができました。ホテルの中では、荷物整

理や寝具の準備・片付けなど「自分のことは

自分で行うこと」もしっかりと取り組み、食事や

入浴など一人ひとりの課題もそれぞれ頑

張って行いました。休憩時間には持参した

おやつを食べましたが、友だち同士はもち

ろん、担任や学年の先生方も含めて交換を

し、それもまた一つ楽しい思い出になりまし

た。

高学年の一員と

して、この１年、子ど

もたち一人ひとりが

成長できたことは

保護者の皆様方の

ご協力とご理解が

あったからこそと思

います。ありがとうご

ざいました。

表したい。」そんな一人ひとりの気持ちが厳

粛な式に花をそえます。１８日の卒業式当日

は子どもたち、保護者の皆さん、そして教職

員にとっても特別な一日になることでしょう。

先日行われたＡＢ組最後の美しい文字の

時間には、「卒業を目前にひかえた今の心

境」を漢字一字で表現し、廊下に展示しまし

た。「卒」というストレートなものや「始」「新」

「夢」「希」「旅」などのこれからの自分に期待

するもの、「友」「愛」「仲」など友愛を表現し

たものなど廊下を通る人々の目を引いてい

ました。

雪の白樺湖、スキー教室から東京に戻っ

た６年生にとって、残された小学校生活の

日々は２週間足らずとなっていました。早速

卒業文集の清書作業、卒業式練習に取り

掛かりました。卒業生には卒業証書が一人

ひとり授与され、その後舞台上でひと言ず

つ担任の先生に話をする場面があり、東小

学校の卒業式の特徴になっています。練習

の中で圧倒的に多い言葉はやはり感謝の

言葉「ありがとう」です。小学校卒業という人

生の節目を迎え、子どもたちなりに小学校

生活を振り返り、「ここまで成長できたのは自

分ひとりの力ではない、両親、友だち、先生

その他お世話になった方に感謝の気持ちを

４年生だより 初めてのスキー教室

５年生だより 最高学年に向けて

滑ることができました。技術の面でも、プ

ルークで確実に止まれるようになったり、トレ

インで滑ることができるようになったりと自信

をつけることができました。ホテルの中で

は、友だちとおやつ交換をしてパーティをし

て盛り上がったり、２回目ということで気持ち

にもゆとりが感じられ、荷物整理や寝具の準

備などの生活技術も身に付き、友だちと協

力して作業を進める様子にも子どもたちの

成長を感じます。４月からの小学校最後の１

年間、特に生活面において今一度、基礎基

本を見直すとともに、次のステップへとつな

げることを念頭において、一日一日を大切

に過ごして欲しいと思います。

今年度も、保護者の皆様には様々な場面

でご協力をいただきまして、本当にありがと

うございました。

ＡＢ組では、先日のスキー教室において、

多くの児童が生活班の副班長、あるいは上

級生として活躍することができました。下級

生に指示を出すなど、教えることの難しさも

学ぶことができたことでしょう。また、友愛会

送別会の企画や運営、新入生歓迎会での

パフォーマンス練習や、プレゼント作りなど

を通しても、「卒業生や新入生の為に頑張り

たい」「相手を喜ばせたい」という気持ちを

持つことや、やり遂げた達成感を味わうこと

で、心の成長につながりました。最高学年で

ある６年生に向けて、気持ちは充実していま

す。『相手の気持ちを理解する』ということの

大切さを胸に、４月からは東小学校で一番

年上のお兄さん、お姉さんとして活躍して欲

しいと思います。

ＣＤＥ組のスキー教室は、みんな楽しんで
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石山の前にみんな集合！

卒業式練習

気持ちを込めて！

青空の下でスキー練習

６年生だより 卒業のとき、最後の言葉は「ありがとう」



ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/shogaku.php
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３月初旬のスキー教室は、

志賀高原の広い範囲のゲレン

デを使い、技術別の班で技を

磨き、思う存分楽しんできまし

た。帰路は関越自動車道の寄

居ＰＡにて休憩をとりました

が、このＰＡは１年前、スキー

教室の帰路に震災の影響を

受け、昨年の１～３年生全員が

バスの車中で一晩を過ごした

場所なのです。２、３年生はな

つかしさと共に、いまだ癒えな

い震災の影響を思い、感慨深

い表情でした。

１、２年生ＡＢ組の全員が行う

「研究活動」は、このほど審査

を経て優秀作品の展示会が

行われました。「調べ学習」の

域を越え、予測をたて考察し

オリジナルな結論に導く「研

究」でなければなりません。１年

生は自分の好きなことをテー

マにした、また２年生は昨年の

経験から深みのある作品が目

立ちました。

さて、来週は卒業式を迎えま

す。３年生は全員が進路を決

定し、それぞれの目標に向け

てスタートをきります。どの生

徒にも、この３年間に学習だけ

ではなく、学校生活のあらゆる

場面で培い身に着けた、個性

や人格的な成長があり、それ

を強みにして未来を切り拓い

ていく姿は頼もしい限りです。

「思い出」よりも重い様々な思

いを胸に、思春期を過ごした

学び舎を去っていく２７期生９８

名を、学校全体で祝福して送

り出します。

（教頭：菊地）

保健室より

今年度は、１月よりインフルエンザが流行し、現在もなお数名

の児童が感染中ですが、延べ１９６名の児童が感染しました。中

にはインフルエンザＡ型とＢ型に感染した児童もいます。また感

染拡大防止のため学級閉鎖にしたクラスも８クラスありました。

保護者の皆様には、多くのご理解とご協力を頂き、本当にありが

とうございました。

日向では暖かさを感じられる季節になってきました。今年度も

まとめの時期を迎え、児童もそれぞれに寂しさや楽しみなど様々

な思いを抱いているようです。６年生は、卒業式を残すのみとな

りました。卒業後はひとり１人がそれぞれの進学先で活躍してく

れる事を願っています。１年生から５年生は次の学年への進級

と、新しい出発が待っています。４月から、

気持ち新たに元気よくスタート出来るように

今から準備をしましょう。

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

卒業記念品
卒業生保護者の皆様より卒業記念品として、

サブアリーナ用の音響設備を寄贈していただき

ました。サブアリーナでの体育やマスゲーム、

また、小規模のミーティング時などに活用でき

ます。とても良い音で鳴っています。卒業生保

護者の皆様、本当にありがとうございました。

平成２４年度 教育方針説明会
３月２６日（月）９：３０～１２：００ 平成２４年度の教育

方針説明会を行います。１年間の保護者会の中でも特に大切な会

合ですので、必ず出席くださるよう、お願いいたします。お休み

された場合、進級書類は４月５日（木）以降にお渡しすることに

なります。


