
 体育祭の練習が少しず

つ始まっています。

 学年競技は時間をかけ

てＡＢ組とＣＤＥ組の

関わりを深めていく場

でもあります。

 昼間の時間は日差しも

あって、汗をかくこと

も多くなりました。

 水分補給が必要な時期

には、各自水筒を持っ

てきても結構です。
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５月は６年ＡＢ組を除いて、いずれの学年も宿泊学習に行ってきました。天候に左右

された学年もありましたが、おおよその行程をこなすことができ、有意義な学習でし

た。たいていの小学校において宿泊学習を体験させるのは、３年生以上からが多いので

すが、東小学校は１年生から行っています。なぜならば、一泊二日の短い時間でも、親

元から離れて過ごすことで親離れを徐々に慣らし、友だちと寝食をともにすることで、

お互いの良いところや悪いところ、一人ひとりの個性などを直接肌で感じ、友だち作り

の基礎を学ぶことができるからです。宿泊学習は集団行動が中心となります。その二日

間ないし三日間の中で、忍耐力・協調性・自己管理力・予想力などを必要とされます。

自立心を養うのに、大変好条件が揃っているのが宿泊学習なのです。それは、ＡＢ組も

ＣＤＥ組も同じで、ご家庭で積極的に親元を離れて生活することを多く体験させている

お子さんは、自分のことはもちろんのこと、周囲の変化に適応する力が備わっているこ

とがはっきりと分かります。

今回、５年ＡＢ組の菅平自然体験学習の引率に行ってきました。一昨年までは福島の

猪苗代で、田植え体験と五色沼散策、野口英世記念館見学などの内容を二泊三日で行っ

ていましたが、遠方のため移動時間の負担減を考え、昨年菅平高原を中心とした宿泊学

習に変更しました。稲作に関しては、茨城県の農家さんにご協力が得られ、日帰りで田

植えと稲刈りを行っています。菅平自然体験学習は２年目を迎え、２日目には青木村の

農家での６人１グループの「ほっとステイ（数時間のショートステイ）」を体験しま

す。受け入れていただけるご家庭をバスで回り、農家の方に迎え入れてもらいます。ど

の子も初めて会う方なので不安そうな顔でバスを降りるのですが、終わった後のバスの

中は、自分たちが体験した自慢話で満開となるのです。その時の子どもたちの表情か

ら、ほんとうに充実した体験と、お世話になった方への感謝の気持ちがひしひしと感じ

られます。都会で育っている子どもたちは、自然の中で生活している方の苦労や大変

さ、自然と共生することの素晴らしさを感じとったのではないかと思います。お世話に

なった方からのアンケートのご感想やご意見が届きましたので、いくつかご紹介しま

す。

○我々の方も受入をしていて楽しかったです。

○始めはおとなしく、後は賑やかに。みんなで楽しく過ごせました。

○学校や家の様子を聞けて良かったし、自然に感動してくれて良かったです。

○ジャガイモの芽かきや小さい苗の間の草取りなど、注意力のいる仕事も「地味な仕

事ですね。」などと言いながら、コツコツとやっていました。

○上手に出来ないと、なんとか工夫しようとしたりして、私たちの方が励まされまし

た。

などと、多くの感想をいただきました。これからも様々なことに感動してほしいと思

います。

さて、小学校には食物や植物を栽培するスペースが少ないので、東館の屋上を有効利

用して、今年度はプランターでの栽培を行っています。各学年のプランターには、ジャ

ガイモや茄子、ミニひまわり、枝豆、ピーマンなどを育て始めました。非常に日当たり

が良いので予想以上に育ちも良く、今から成長した姿を見ることと、収穫をするのが楽

しみです。

来年度には屋上菜園を本格的に進められるよう、先生方

の中から屋上菜園プロジェクトを結成し、夢のある菜園作

りの計画を練っています。植物・食物を育てる苦労と大き

く成長したときの喜び、食材を食べるときの命をいただく

感謝の気持ちなど、体験を通してさまざまなことを学んで

ほしいと願っています。楽しみにしていてください。

電話 ０４２２ (５３) ６２１１

Fax ０４２２ (５３) ９５２６
Email shogaku@musashino-higashi.org
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すっかり学校生活にも慣れ、自分でできる

ことが増えた１年生。毎日元気いっぱいに過

ごしています。１５日に体育祭に向けての学

年競技練習が始まりました。今年も３人一組

で走るリレーを行います。この日はチームご

とに分かれて、友だちとの顔合わせや一緒

に歩く練習などをしました。当日までどれだ

け仲良くなれて力を合わせられるかがポイ

ントになりそうです。

さらに、ＣＤＥ組は高尾山、ＡＢ組は南房

総へそれぞれ校外学習に行きました。最初

はちょっぴり不安そうな表情もいつの間にか

笑顔に変わり、先生の指示をよく聞いて自

分のことをしっかりと行い楽しい思い出がたく

さんできました。

ングでは、１年生を先頭にしっかりと列を作っ

て歩きました。また宿舎での荷物整理や入

浴、食事、お楽しみ会など、今までの経験を

いかしながらしっかりと行動できていること

に、１年生からの積み重ねを感じました。また

ＡＢ組は、２２日から１泊で野辺山へ宿泊学

習に行きました。乳牛の世話や乳搾り、バ

ター作りなどの酪農体験をしました。２日目

は乗馬体験や広い牧場でのお昼ご飯など、

教室の中ではできな い

貴重な学びの時間で し

た。

３年生の学年活動として例年行っている

味噌づくりですが、今年度はそれに加えて

「枝豆の栽培」を行います。ゴールデン

ウィークが明けた１１日（金）に種まきをしまし

た。学年全体が８つのグループに分かれて

一人一株ずつ、グループのプランターで育

てていきます。種をまく時には、前日に水に

浸した種が大きく膨らんでやわらかくなって

いることにも子どもたちは驚きながら行って

いました。今は発芽して順調に育っていま

す。

今月はＡＢ組、ＣＤＥ組それぞれの宿泊

学習がありました。ＣＤＥ組は、１６日から１泊

で高尾山へハイキングに行きました。ハイキ

３年生だより 枝豆の栽培＆宿泊学習

どんな野菜ができるかなぁ

２年生だより 気持ちをひとつに！

の誕生日会を行いました。みんなからの

ハッピーバースデイの歌の後、誕生日カー

ドが一人ひとりに手渡されました。

そして今月は宿泊学習がありました。ＣＤ

Ｅ組は１６日～１７日に高尾の森わくわくビレッ

ジ、ＡＢ組は２２日～２３日に南房総へ行っ

てきました。どちらも友だちとの楽しい時間

を過ごすことができ、さらに学校内では得ら

れない体験をすることで一回りも二回りも成

長できたように思います。

これから梅雨に入りますが、体調面に気

を配ると共に学年がひとつになっての活動

を増やしていきたいと思います。

新緑が色鮮やかな頃となりました。１５日

には、９月の体育祭の中で行われる学年競

技の練習が始まりました。３人１チームのメン

バーも決まり、チームの顔合わせやルール

の確認と練習に取り組みました。

２１日には、野菜の苗の植え付けを行いま

した。１２の班に分かれ、みんなで力を合わ

せてプランターに土を混ぜ、３株ずつ苗を

植えました。どんな野菜がなるのかは今の

段階ではあえて伏せてあります。どのように

育ち、どんな野菜がなるのか、子どもたちは

興味津々で栽培や観察を続けています。

２８日の中休みには、５月生まれの友だち
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酪農体験

あさがお観察中

３０日のこころの時間には「ともに生きてい

く」の授業を行いました。学年みんなと友だ

ちになるには、まずは顔と名前を覚えて元

気に挨拶し合うことが大切だという話をしま

した。その後行った５月の誕生会では、「○

○くん、おめでとう！」と声を掛け合うことも

見られ盛り上がりました。

今月は、あさがおの種まきもしました。子

どもたちは毎日の水やりや観察を楽しみに

しています。「先生、芽が出たよ！」とうれし

そうに教えてくれます。みんなのプランター

にあさがおが咲く頃には子どもたちもより一

層成長してくれることでしょう。

１年生だより 元気が一番！１年生！！



５月は、宿泊学習に適した季節です。CDE

組の高学年は山梨県「ゆずり原青少年自然

の里」へ行きました。大きな目標は「親元を

離れ、先生や友だちとともに生活し、自分で

できることを自分でやる」です。三鷹駅より

電車とバス（公共機関）を使っての移動で

は、マナーを実践学習。身の回りのことは、

食事の仕方やお風呂の入り方、ベットメーキ

ングの仕方、自分の荷物管理という点を積

み上げてきました。また、お楽しみとして「三

国山（みくにやま）登山」を体験してきまし

た。山道は、登りきる気持ちの頑張りや、危

険を回避する気付き、途中の休憩で飲める

お茶の美味しさ、仲間と一緒だから頑張れ

る…など、様々なことを教えてくれました。

寝食をともにすることで、仲間意識が更に

高まりました。

AB組は野辺山へ宿泊学習に行きまし

た。JR線で最標高地点の野辺山駅前のホ

テルの窓からは２両編成の小海線が臨め、

列車の通過を楽しみにしていた児童もたく

さんいました。今回の目玉は酪農体験で

す。牛の乳搾り、子牛とのふれあい、えさや

り、バター作りを行いました。２日目は八ヶ

岳を背景に乗馬、バードコール作り、ソフト

クリーム、アスレチックで思い切り体を動か

しました。大自然からたくさんのエネルギー

をもらった２日間でした。

で見たり、実物に触れることができるのが

社会科見学の醍醐味です。

ＣＤＥ組は１８日（金）に東中学校での交

流授業に行ってきました。登校から下校まで

の一日を中学校で過ごし、中学２年生とレク

リエーションを行ったり、美術や体育、生

活、技能の授業もお兄さん、お姉さん達と一

緒に体験しました。子ども達が一番楽しみに

していたのが技能の授業です。クラフト、絵

画、手芸、ＰＣ、切り絵、器楽の中の自分の

やりたいグループに分かれて行いました。先

輩たちと一緒に過ごし、中学校への憧れが

強くなった一日でした。中学生を目標に、よ

り一層生活を充実させていきたいと思いま

す。

ＡＢ組は、１５日（火）に国会議事堂と江

戸東京博物館へ社会科見学に行ってきま

した。あいにくの雨模様でしたが、そのお陰

もあってか、いつもは見学者で混み合って

いる国会議事堂は、とてもスムーズに見学

することができました。議事堂内では、足元

のマーブルモザイクや天皇陛下が休憩さ

れる「御休所（ごきゅうしょ）」を見て驚いた

り、赤いじゅうたんの上を歩いて「国会議員

になったみたい！」と感激したり、中央広間

の銅像（伊藤博文・大隈重信・板垣退

助）、ステンドグラス、四季の壁画を見て感

心していました。江戸東京博物館では、籠

や人力車に乗ったり、纏や千両箱を持った

り、肥桶を担いだりと、昔の文化を肌で感じ

ながらの楽しい見学となりました。自分の目

４年生だより ５月は自然体験だ！

６年生だより 社会科見学＆東中交流授業

５年生だより 校外に出かけましょう！

一方、ＡＢ組は、１１日に茨城での田植え、

１６日～１８日に菅平での体験学習に出かけ

ました。広々とした田んぼで、みんなで列に

なり、こしひかりの苗を植えました。土のぬく

もりが心地よく、泥だらけになりながら楽しく

過ごしてきました。菅平では、５～６名ずつ、

１２の農家に分かれ、一日農村体験をしてき

ました。そば打ちをしたり、おやきを作った

り、りんごの花摘みをしたり、きのこやたけの

こをとったりと、グループごとに様々な体験を

させていただき、一生心に残る楽しい思い

出と、親切にしてくださった方々への感謝の

気持ちを胸に、東京に帰ってきました。

５月は季節もよく各クラス校外学習に出か

け、様々な自然体験をしてきました。まず、

ＣＤＥ組が９日～１１日の間、「ゆずりはら青少

年自然の里」にて宿泊学習を行いました。

ゆずりはらでの宿泊学習は２年目なので行

き帰りの電車、バスにも慣れていて２泊３日

「自分のことは自分で」を目標にしっかりと集

団生活をしてきました。親元を離れ、荷物

の管理から布団敷きに至るまで人に頼らず

自分で行う経験は、将来の自立に向け大切

なことです。２日目、三国山でのハイキング

では誰一人弱音をはくこともなく、たくましさ

を感じました。
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たけのこ掘り

（ＡＢ組 菅平高原自然体験学習にて）

国会議事堂の前で

５月は自然体験だ！



第１回 学校説明会

保健室より
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５月の連休明けに１年生は清

里山荘合宿(２泊３日)、３年

生はグアム学習(４泊５日)に

行きました。山荘合宿では互

いを知り、学園のことを知

り、そして中学生としての自

覚を一層もつことを目的とし

ます。東小以外から入学した

生徒たちとも同部屋になるの

で、この合宿で親交を深める

ことも多く、ＡＢ組とＣＤＥ

組の一緒の活動で互いのこと

をよく分かり合う機会とも

なっています。グアムでは初

めて自分のパスポートを持

ち、緊張感と期待感を胸に海

外の生活に触れてきました。

グアムの気候、くらし、歴

史、そして自然。入国審査や

買い物などを通じて英会話の

腕だめしも貴重な経験となっ

たでしょう。

先日、中学校で卒業生が「三

十路を祝う会」を催しまし

た。会社の中堅としてバリバ

リ仕事に励んでいる人、結婚

をして楽しく育児をしている

人とさまざまでした。出席者

は自分たちが通っていたとき

にはなかった体育館を見て感

動していました。また当時担

任をしていた先生たちも数多

く出席し、学校生活の思い出

や今の自分のことを語らい、

再会を喜びました。卒業して

もお世話になった先生たちが

ずっと母校にいるというのは

私学の良さといえるでしょ

う。

あじさいがきれいに咲く季節になりました。この時期は、ム

シムシ暑い日があったり、肌寒い日があったり、体調を崩しや

すくなります。気温や湿度に合わせて衣服の調整をし、バラン

スのよい食事や睡眠をしっかりとるなど、生活リズムを整え

て、毎日元気に過ごしてほしいと思います。

◆６月４日は 歯の衛生週間（６月４日から６月１０日まで）

歯みがきの習慣づけが、むし歯予防の第一歩。学校では昼食

後、歯みがきを行っています。ご家庭でも、毎食後に磨く習慣

をつけ、最後は大人が確認するようにしましょう。

◆食中毒に要注意◆

温度と湿度が高くなるこれから、食中毒が多く発生する時期

です。食物の保存などに十分注意しましょう！また、手洗いや

うがいなどをきちんと行い、予防しましょう。

６月２１日（木）１０時より、学校説明会を行います。

校長から武蔵野東小学校の教育についてのお話をしたり、授業見

学をしていただくなど、本校の教育をよく理解していただける場と

なっています。

お近くに興味を持たれている方がいらっしゃいましたら、説明会の

ことをお知らせいただければ幸いです。予約は不要です。

また、個別案内もしています。個別案内につきましては、電話での

予約をお願いします。

今年も第２回目として、学校説明会を９月７日（金）にも予定してい

ます。

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

９月８日（土）のＡＢ教育懇談会ですが、同じ日の午前中に東中の

保護者会があります関係で、午後に開催いたします。

１３：３０～１５：３０の２時間を予定していますので、お間違えのな

いようにお願いします。詳細につきましては、７月１８日（水）にお知

らせプリントを配布いたします。

９月の行事について


