
「新年度がスタートして１ヶ月」 校長 木村 修二

 各学年からは、毎日の

新着情報では伝えきれ

ない部分を端的にまと

めた情報を提供しま

す。

 養護教諭からの情報、

武蔵野東中学校からの

情報も４ページにまと

めてあります。

 今年度分だけでなく、

昨年度のバックナン

バーもお時間のあると

きに、お読みいただけ

たらと思います。

学校法人武蔵野東学園 武蔵野東小学校

発行日

平成２４年４月２７日

通算２４９号第１号

学 校 通 信

ここ数年の入学式は、桜の花が散ったあとの葉桜が迎えていたのですが、

今年は気温が低かったために、タイミング良く入学式当日に桜の花が満開と

なり、希望に満ちた新入生を暖かく迎えてくれました。入学式では、元気で

可愛い１年生が「小学校に入学した」という気持ちを全身に表しながら入場

して来ました。ついこの間までは園児でしたが、とても立派な１年生でし

た。二部の新入生歓迎会では、６年生が１年間の東小学校というテーマで、

パフォーマンスを繰り広げてくれました。子どもたち主体で考えた構成で、

６年後にはこのような立派な子どもになれると思うと嬉しくなり、思わず目

頭が熱くなった参列者の方もいたようです。

全校児童は９日（月）より登校してきました。どの児童も早く学校が始

まってほしいという表情で登校してきて、本当に嬉しく思います。１年生に

は６年生が昇降口で待っています。下駄箱のお手伝いや教室までの誘導、さ

らには教科書やノートを、ランドセルから机に入れる手順を教えています。

その後、体操服への着替えやトイレの行き方まで、手取り足取りで教えてい

る姿には、微笑ましくもあり頼もしい６年生が見られました。そして一段落

つくと読み聞かせタイムがスタートします。１年生は６年生が読んでくれて

いる本を、集中して聞き入っており、読み手の６年生も真剣に聞いてくれる

１年生がいてくれるので、恥ずかしさを乗り越えて頑張っています。人とい

うのは、自分を信頼してくれている人がいることが分かると勇気が芽生え、

自分でも知らなかった一面に驚いて、それが様々な自信に繋がっていき、新

しい自分を発見できるきっかけにもなるものだと思います。１年生も６年生

もこの時の感動を忘れずに、これからの学校生活を送ってほしいと思いま

す。

また、３年ＣＤＥ組の子どもは、中央館から西館の教室に変わったので、

今までの習慣で中央館へいってしまった子どももいました。その時は６年生

や先生方に促され新しい教室へいくのですが、その時の表情が可愛らしく

「どうしてなのだろう。」と、キョトンとしています。日が経つにつれ、当

たり前に新しい教室に向かうようになり、また一つ順応力の引き出しが増え

ていきます。

このように新学期の様子の一部を紹介しました。子どもの姿からはあまり

感じらませんが、見えない疲れは溜まっていると思います。明日から始まる

５月の連休で充分に疲れを癒し、充電をして、５月からの学校生活を送って

ほしいと願っています。

学校というのは４月スタート、３月ゴールの繰り返しです。新年度の始ま

りには、１年間の目標を立て心新たにスタートします。そして１年後の３月

では、１年間の振り返りをして成長や成果が表れたことを確認し、また４月

に心機一転スタートを切ります。このように節目で自分を省みられること

は、子ども自身を一回りも二回りも大きくすることができます。このことは

子どもたちだけでなく、私たち教員も同様です。次年度に生かせる大切な節

目ですので、成果や課題を明確にして、今以上の教育の質を高めていけるタ

イミングとして、理論や理屈、外部の評価だけでなく、子どもの成長が指導

結果を表してくれます。このことを見逃すことなく反省を生かし、充実した

１年間となるよう頑張っていきたいと思っています。
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４月８日、満開の桜の中９１名の１年生が元

気いっぱいに入学してきました。みんなドキ

ドキした表情でしたが２、６年生のお兄さん

お姉さんが歓迎会をしてくれると、いつの間

にかニコニコ顔に変わりました。翌日からは

６年生が教室まで連れて行ってくれ、朝の

着替えやロッカーの使い方を丁寧に教えて

くれました。１０日の新入生歓迎会では、新し

い東っ子として歓迎してもらい、みんなとても

嬉しそうでした。１１日には、学年みんなで学

校探検を行い、これから使う教室や施設を

見て回り楽しみが広がりました。１２日には、４

月のお誕生会を行いました。７歳になってが

んばりたいことを話し、みんなでハッピー

で取り組んでいました。

３年生では、学年活動の一つとして味噌

作りを行います。また今年度は、東館屋上に

設置したプランター菜園で枝豆栽培を行う

ことも企画しています。どちらも、学年全体を

８つの班に分けたグループで取り組んでいき

ます。

５月には、学校のまわり探検にも出かける

予定です。日常の学校生活はもとより、学年

活動を通して子どもたち同士のつながりをよ

りいっそう深めていく１年間にしていきたいと

思います。ご協力のほど、よろしくお願いしま

す。

各地から届いた大雪の話題がいつしか

桜の便りとなり、新年度が始まってもうすぐひ

と月が経とうとしています。

今年度はＣＤＥ組に３名の新しい友だち

を迎えた９４名の笑顔と元気な挨拶でスター

トしました。Ａ～Ｅ組の教室が同じフロアに

横並びとなったことや、ＡＢ組もクラス替え

があったこと。授業時数や新しい教科が増

え、部活動が始まるなど、いろいろな「初め

て」を経験していく学年です。４月の子どもた

ちは、新しい環境での生活にもわりあい早く

慣れることができて、学習にも遊びにも全力

３年生だより 学年活動はじめの一歩！

きずな、なかま

２年生だより ピカピカの２年生！！

楽しく行うことができました。

今後も毎月の誕生日会をはじめ、たくさ

んの学年活動を行っていきたいと思いま

す。その一つに「野菜を育てよう！」がありま

す。野菜が大好きな子どもはもちろん、少し

苦手だという子どもも、自分たちが愛情めて

作った野菜なら、美味しく食べられるかもし

れません！！

みんなで心をひとつに、２年生としてがん

ばっていきたいと思

います。

新しい友達を４名迎え、９４名で２年生が

スタートしました。８日の入学式では、ＡＢ組

の子どもたちが１年生に歌のプレゼントをし

ました。通学途中や校内で会う初めての後

輩は、とても可愛く、また「良いお手本になり

たい！」という気持ちを高めてくれます。 ２５

日には、生活科の単元である「はるのまち」

に取り組むため、小学校近くの中央公園ま

で行きました。公園内の花、木々、草や生

き物、風や景色を通して子どもたちの視点

で春を実感していました。その後、４月生ま

れの友だちの誕生日会を行いました。学年

みんなからのハッピーバースデーの歌のお

祝いは、心に残る思い出となったことでしょ

う。屋外での学年活動は天候にも恵まれ、
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グループごとの話し合い

元気が一番！１年生

バースデイを歌ってお祝いをしました。さら

に６年生が教室に来てくれて入学式でプレ

ゼントしてくれたメダルで一緒にコマを作っ

て遊び、笑顔で楽しみました。１３日には２年

生より一人ひとりにお手紙をもらい、とても喜

んでいる表情が印象的でした。

入学してから６年生をはじめ上級生にはた

くさん声をかけてもらい、色々なことを教え

てもらいました。本当にありがとうございまし

た。これからは自分でできることを増やして

いき、心も身体も元気

いっぱいの東っ子になれ

るようがんばって欲しいと

思います。

１年生だより 元気が一番！１年生！！ ありがとうのスタート



100名の西館Newリーダーが誕生しまし

た。開校当時の最上級生は4年生。学校全

体に関わる仕事に取り組んだ流れをくんで

のリーダーという意味合いを子ども達は受け

継いでいます。各学年から集まる給食の

ケースや器、ジュースのパックなどまとめる

仕事に携わり張り切っている所です。

身体も一回り大きくなり頼もしさが感じら

れ、体力や意欲に勢いがつく年齢でもある

ため、エネルギーの向けどころも考えなくて

はなりません。そこで人の役に立つ事に加え

仲間意識をもっと持つため学年活動「みん

なで踊ろうぜ!YOSAKOI フェスタ」を開催し

ました。男女、クラスの垣根を越えて元気な

掛け声で力強く踊る醍醐味を楽しみました。

元気な声をハッスルして発する子ども達。お

腹から声を出して自信を持った話し方のヒ

ントになれば良いと思った次第です。

朝の会での歌もみんなで毎日うたってい

ます。一生懸命に歌う児童や奇麗な声で歌

う児童が相互に刺激し合って活気がありま

す。今年も重点の要素を取り込みつつ学年

活動「○○フェスタ」と題して展開していきま

す。

い様子です。

また、２週目、３週目に入ると、１年生の着

替えも早くなり、朝、６年生と一緒に楽しそう

に遊ぶ姿が校内のあちらこちらで見られるよ

うになりました。１２日（木）には、入学式にプ

レゼントしたメダルに、もうひとつ折り紙の

パーツをつけて、コマを一緒に作って遊び

ました。楽しそうな１年生の姿に、６年生も自

然と笑顔になります。今後もさまざまな活動

を通して、自分のことだけではなく、下級生

のことや学校全体のことにも目を向け、「気

がつけば６年、ふりむけば６年」と言われるよ

うに、東小のリーダーとして「縁の下の力持

ち」となる場面でも力を発揮していく１年間に

してほしいと思います。

６年生としての最初の役割は、新１年生を

迎えることです。初登校の１年生は、とてもド

キドキしていたでしょうが、それは６年生も同

じです。どんな風に声をかけようか、着替え

の手順や荷物の整理の仕方をどう教えよう

かと少し緊張した様子も初めはありました

が、受け入れ準備のために、７：５０の開門

時間の前にはほぼ全員の６年生が登校し、

少しでも早く着替えて、１年生のお迎えがで

きるように皆頑張っていました。

教室でのお手伝いでは、「これはここに入

れるんだよ。」などと優しく声をかける６年

生。その表情からは、お兄さん、お姉さんと

しての頼もしさが感じられました。６年生に

とっても、１年生から頼りにされることはうれし

４年生だより 合い言葉は、『発する！ハッスル！』

６年生だより 東小のリーダーとして

５年生だより おいしいお米を作りましょう！

んぼに水を入れて土を細かく砕き、丁寧に

掻き混ぜて、土の表面を平らにして、田植

えをしやすくする作業です。４月半ば、田ん

ぼの中はまだ冷たかったようですが、どの子

も泥んこになって代掻きの作業を楽しみまし

た。まだこの水田にお米が実る秋の季節ま

でには、田植えをはじめ多くの作業が必要

です。一つひとつの過程でみんなが一緒に

なって取り組み、稲作の思い出を作って

いってほしいと思い

ます。

始業式の担任紹介でのひとコマです。８

人の担任、副担任が紹介されたあとの舞台

上。

「５年生の皆さん、５年生と言えば？」（先

生） 「稲作！」（一同） 「♪まるまるもりも

りみんな元気に♪おいしいお米を～♪」（先

生たち） 「みんなで一緒に作るわよ！」（・・

先生） 「オ～！」（先生たち、子どもたち）

中にはおにぎりの小道具を持ちあげて踊る

先生の姿も･･･ 東小学校では５年生の学

年行事として、約半年間をかけて稲作に取

り組みます。そのアピールのため、先生たち

もいささか盛り上がり過ぎたというわけです。

校庭にあるミニ水田にはすでに水がはら

れ、先日より時間差で子どもたちによる「代

掻き」作業が行われました。代掻きとは、田
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４月１６日 代掻き

１年生と一緒に！

どっこしょ どっこいしょ！！



友愛会 会長副会長

ホームページもご覧ください。
www.musashino-higashi.org/
shogaku.php

保健室より
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初夏の気配のする今日この

ごろ、入学から１ヵ月たった中

学１年生は、日々驚きと喜び

に満ちあふれた毎日を送って

います。クラスの友達とも仲良

くなり、委員会や部活など活

動場所も広がります。でも、中

学生はやることがいっぱい

あって大変。各教科の先生た

ちからの「中学生としての学

習」についての話、プラン立て

や自主学習ノートの提出、部

活動への入部など、「いかに

時間を有効に使い、勉強を自

分のものにしていくかが大切

だということを知った」（週末の

プランノートの一言）というの

が実感でしょう。いろいろなこ

とを、自分でどう選んでやって

いくかも中学生になって求め

られる力です。しかし中学校

生活は自分ひとりでやってい

くものではありません。別の生

徒のプランノートの一言。「今

日の仮入部で、先輩から、慣

れてくるとうまく自主学習の時

間を見つけられると教えてもら

いました。」個性あふれる先生

たち、先輩や友達からもたくさ

ん学んでもらいたいもので

す。

さて一方先輩たちは、はや７

月の合唱コンクールについて

の話し合いをクラスでするな

ど、学校生活のペースに完全

にのっています。今年も「個の

力」を充実させ、個性的な学

校生活を作り上げていくことで

しょう。 （教頭：菊地）

４月は、子どもたちがよりよい学校生活を送ることができるよう

に、発育の様子や健康状態を調べる為にたくさんの保健行事があり

ました。保健関係のプリントや提出物も多くお手数をおかけしまし

たが、健康診断を無事終えることが出来ました。ご協力ありがとう

ございました。

今年度も保健室では、子どもたちが心もからだも元気でいられる

ようにお手伝いをしていきたいと思います。１年間どうぞ

よろしくお願いします。

◆健康診断について◆

健康診断で疾病異常やその疑いのある結果が出たときに

は、保護者の方にお知らせします。医療機関を受診してい

ただき、その結果をお知らせください。すでに受診している場合

は、その様子をご連絡いただければ改めて受診する必要はありませ

ん。なお、学校での健康診断はスクリーニング（疑わしいものを選

び出すもの）であるため、受診の結果“異常なし”と診断されるこ

ともありますのでご了承ください。

◆学校感染症について◆

学校感染症（麻しん、水痘、風しん、インフルエンザ、流行性耳下

腺炎など）は、他の児童への感染を防ぐために出席停止となります

ので、診断されたらすぐに連絡をしてください。登校の際は「登校

許可証明書」が、必要となります。（詳しくは、教育方針説明会資料の

１１ページと４月１０日配布の感染症の種類及び出席停止の期間の基準変更

のお知らせをご覧ください。）

友愛会（委員会活動）の前期（４月～１０月）会長と副会長が６年

生と５年生から選ばれました。立合演説では、Ａ～Ｅ組全体で活動

するなどの公約を掲げていました。

できる限り公約を守れるように実行していって欲しいと思います。

会長 ６年 山内 奏人 君

副会長 ６年 竹内 力 君

５年 田中 凜 さん

世界に一つだけの

混合教育を実践している
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昨年度末から行っていた校舎西側の歩道

工事が、ほぼ終了しました。道路は、バスが

通るようになり少し広がり、歩道はきれいに

補修されました。５月の連休明けには、木の

柵もでき完成する予定です。

歩道の工事

献立表

今年度も、献立をＷＥＢにてお

知らせいたします。

なお、アレルギーに関するプリン

トは今まで通りに個別に配布しま

す。


