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「江戸しぐさ」ということばを耳にしたことがおありかと思います。これには、

「人の上に立つ人の心得」という意味合いがあります。一般社会であれば上司と部下

の関係、学校であれば上級生と下級生の立場となるのでしょう。また、江戸しぐさと

は、自分も他人も気持ちよく過ごせる振る舞いであるとも言えます。その江戸しぐさ

の中に、「七三歩き（しちさんあるき）」というものがあります。江戸時代は信号も

なく、多くの人々が行き交う道で、自分が歩くのは必ず道幅の３割、道の真ん中は火

を消す人と、大八車で荷物を運ぶ人、手紙を届ける人などの急いでいる人などのため

に空けておいたそうです。これが「七三歩き」です。それとは反対に、人の行く手を

邪魔していても知らん顔して突っ立っている「仁王立ちしぐさ」というものもありま

す。また、細い道などに立ちふさがる「通せんぼしぐさ」、突然人前を横切り驚かせ

てしまう「横切りしぐさ」なども、江戸時代において、すでにしてはいけないことで

あると言われていました。これらは、同じ空間をみんなで使っているという意識を

持って、譲り合う気持ちを持つことの大切さを教えてくれています。

先日の水曜日の「こころ」の時間に、道徳教育の一貫として、市川教頭より登下校

のマナーや歩道の歩き方、バス定期券の使い方を、ＡＢ組全児童に話をしました。公

共の場所とはみんなで活動する場であり、自分中心の行動が周りの方に迷惑をかけて

しまっていることがあることを話し、周囲への配慮や心遣いがお互いの気持ちを和ま

せ、ちょっとしたトラブルを起こさないことに結びついていることを学ばせました。

また、雨の日の傘のさし方にも触れました。幅の狭い歩道でお互いに傘を傾けるだけ

で難なくすれ違うことができ、お互いに気持ちよく歩道を使用できるようになること

も話しました。（江戸しぐさの中の「傘かしげ」ですね。）

次の日の登校風景を見ていると、今まででならば対向者がいないとつい歩道の中央

を歩き、友だちと一緒であれば、広がりながらおしゃべりをしている様子が見られま

したが、さすがに東っ子です。１年生から６年生まで昨日の話を守ろうとし、きちん

と歩道を右側通行２列で歩いていました。上級生の中には、低学年の児童にそっと右

側を歩くよう、声がけをしてあげる風景も見られました。素直ですぐに行動に表すこ

とができることが嬉しいですね。しかし、前から来る歩行者がいないので、迷惑がか

からないからと横に広がって歩いていると、気付かぬうちにうしろから自転車がすれ

すれに通り抜けようとし、ヒヤッとすることがあるかもしれません。その時の状況に

合わせながら行動すれば良いのでしょうが、子どもには難しいものです。経験を通し

て学ぶことも大切ですが、やはり子どもたちの見本となる大人の振る舞いが、一番重

要となるのでしょう。

これからも子どもたちには、公共の場でのマナーを話していきたいと思います。人

の心が機械に操られそうな現代ですが、文明が発達した社会の中でこういう時代だか

らこそ、人間は自然の仕組みの中で生活でき、人は人に生かされていることを再確認

する時期だと思います。子どもたちには学習の大切さを教えていくこと

は当然ですが、今だからこそ、「江戸しぐさ」がもつ、争いのない社会

生活をつくり、誰かが見ているから実行するのではなく、誰も見ていな

くても気を配る、目を配る、手を配る、誰もが不自由しない、その先を

行動する実行力を身に付けさせていきたいと思います。
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学校生活をすっかり楽しんでいる１年生。６

月も様々な活動に取り組みました。まず、９

日に初めての授業参観がありました。前日

にはいつも以上に清掃に力を入れて準備を

しました。参観当日は、みんな張り切って手

を挙げたり、発表したりできました。日頃の

頑張っている成果をご覧いただけたことと思

います。

１３日には楽しみにしていたジャガイモ掘り

がありました。茎を抜くと、次から次へとジャ

ガイモがたくさん顔を出しました。とても大き

なジャガイモもあって、大はしゃぎでした。ど

の家もその日の食卓は美味しいジャガイモ

料理だったことでしょう。

１９日には、学年活動として体育祭で行う

しく味わえる日を楽しみにしています。

ＡＢ組では理科の班ごと、ＣＤＥ組ではク

ラスごとに１ケース行っていたカイコガの飼

育では、毎日たくさんの桑の葉を食べる様

子に驚きながらも大切に育ててきました。よう

やく繭を作りはじめたものなど成長の早さに

差がありますが、毎日登校するとすぐに飼育

ケースの中をのぞいて、その変化に興味

津々といった様子でした。

その他、ベランダで育てているホウセン

カもきれいな花を咲かせ始めました。いろい

ろな生き物や植物に触れた６月の学校生活

でした。

梅雨入りして蒸し暑い日や肌寒い日な

ど、すっきりとしない天気が続くなかでも、子

どもたちは毎日元気に過ごしています。

１３日（水）のじゃがいも掘りでは、雨も心配

されましたが畑のコンディションも良く、みん

なで芋掘りを楽しむことができました。今年

のじゃがいもは、昨年よりもやや小ぶりながら

も次々と土の中から顔を出す芋に子どもた

ちは笑顔を見せていました。カレーライスを

はじめとして、ポテトフライや肉じゃが、シ

チューなど、それぞれが持ち帰った芋をお

いしく味わったようです。学年活動として東

館の屋上菜園で育てている枝豆は、茎も太

くなって葉も増えてきました。みんなで、おい

３年生だより じゃがいも掘り

なすとピーマンができたよ！

２年生だより 気持ちをひとつに！

た。当初、子どもたちに内緒にしていた苗の

正体は、なすとピーマンでした。２６日に試

食会第１弾として、給食の時間に炒めたな

すとピーマンをいただきました。突然の台風

にも負けず、元気に育った野菜たち。来月

も第２弾試食会を行う予定です。

体育祭学年競技「やさしくはこんで」の練

習も始まりました。箱を乗せたそりを３人１組

で紐を引っ張りながら運ぶ競技です。どうし

たら箱が落ちないよう運べるか、先生のアド

バイスを参考に色々な方法を試していまし

た。

来月も暑さに負けず学年一丸となって前

期のまとめに取り組んでいきます。

先月末に「９４人のみーつけた！」という

テーマで授業を行いました。９４人＝２年生

の子どもたち全員の数です。友だちのがん

ばっていることや、良いところをみつけるた

めには、思いやりの気持ちを持ち続けていく

ことが大切だと話しました。その話を受け

て、早速友だちの良いところを教えに来てく

れる子どもや、良いところを見つけようとする

子どもが増えました。

１９日に、学年でコスモスの種まきをしまし

た。秋には、東館屋上がコスモス畑に変わ

ることでしょう。何色のコスモスが咲くか、今

からとても楽しみです。また、班ごとに植えた

野菜の苗は、東館屋上の日差しを浴び、す

くすくと育ち、あっという間に実をつけまし
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今日は、どうなっているかな？

みんなでコスモスの種を

まいたよ

「ゴーゴートレイン」の練習をしました。最後

に１回競争をしたところ、本番さながらの真

剣な表情で走っていました。これからもたくさ

ん練習をし、チームワークをたかめていきま

す。

２２日には、コスモスの種まきを行いまし

た。Ａ～Ｅ組混合の「コスモス班」に分か

れ、みんなで班ごとのプランターを囲み、一

人３粒の種をまきました。１粒ごと大切そうに

植えている姿が印象的でし

た。今後は東館の屋上で栽培

をし、グループで協力して水や

りなどを行う予定です。「１年生

の花」として、きれいに咲いてく

れることでしょう。

１年生だより 元気が一番！１年生！！



CDE組の重点は「他者とかかわる力」。

７月にはCDE組全体の取り組みとしてレクリ

エーション大会「高学年てつなぎおに」があ

ります。 ルールの理解を深めていくとともに

手をつないだら離さない、気持ちをあわせ

て一緒に走るということを意識していきま

す。体育祭学年競技「８人９脚」も息を合わ

せて一緒に走るということがポイントです。

「手をつなぎ足をつなぎ心をつなぐ」が

キャッチフレーズとなっていきそうです。

５／２５には武蔵野クリーンセンター見学に

行きました。４年生は学校のごみ出し当番も

担当し、社会でごみについて学習をします。

ごみの減量は家庭でも学校でも実践されて

いますが、センターのごみピットに集められ

たごみの量を見ると、さらにしっかりと学習

し、３Rを実践していきたいという思いを強め

られたようです。

６月６日（水）ＡＢ組は武蔵野東中学校の１

日体験日でした。中学生の授業見学や、数

学・社会・理科の授業を中学校の先生から

受けました。さらにダンス部と体操競技部の

迫力のある演技を見て、先輩たちへ憧れの

まなざしを向けていました。中学校の落ち着

いた雰囲気の中で 「1日だけの中学生」に

なった気分で過ごすことができ、充実した1

日となりました。

鶴も、このグループごとに友だちと協力し、

平和への願いを一人ひとりが折り鶴に込め

て作り、順調にできあがりました。

また、海洋教室に向けて、水泳の授業で

はシュノーケリングの練習をしたり、レクリ

エーション係が企画を進めたりと楽しみの部

分も順調に準備が進んでいます。いよい

よ！という気持ちが高まってきました。

沖縄の歴史と自然をみんなで思う存分

味わってきたいと思います。「なまから、ん

じ、ち ゃ ー び ら！」

（いってきます！）

今月は沖縄学習の事前学習に取り組

み、沖縄での時間を大切に過ごすことがで

きるよう準備を進めました。社会科の授業で

は、｢沖縄に関する歌」のビデオを見て、自

然を大事に育む沖縄を原点にして生まれた

曲を、沖縄の美しい映像を見ながら聞き、

歌にこめられた思いを知りました。平和につ

いての学習では、いろいろな資料を読みな

がら沖縄戦についての理解を深めると共

に、６月２３日の沖縄慰霊の日に行われた、

沖縄戦没者追悼式の映像を見て、この日

の意味をしっかりと受け止め、平和の大切さ

を強く感じ、考えることができました。

学年活動グループである“ＯＫＩＮＡＷＡ

１８”は、「沖縄」「大きな和」「大きな輪」という

子どもたちの思いが込められたネーミングで

す。ひめゆりの塔の見学時にささげる千羽

４年生だより 手をつなぎ足をつなぎ心をつなぐ！

６年生だより なまから、んじ、ちゃーびら！

５年生だより 東幼稚園のお友だち、こんにちは！

校庭では麦わら帽子をかぶった「稲おじさ

ん」（先生）と一緒にミニ水田で田植えの体

験をしました。半日の行事でしたが幼稚園

のお友だちには小学校というあこがれの場

所で楽しい時間を過ごしてもらえたようで

す。５年生にとっても学校のサブリーダーとし

て大切なものを学ぶ機会となりました。

その日の日記より。

「今日は年長交流会でした。最初に会った

時に“お姉ちゃんだよ。”“そうだね、楽し

み！”という会話を聞いたら嬉しくなりまし

た。はりきってお世話をしたら私の腕にすが

りつくように年長さんのほうから手をつなぎに

きてくれました。～ 」

６月１９日、５年生は小学校を代表して武蔵

野東幼稚園のかわいいお客様をお迎えしま

した。これは武蔵野東学園の恒例行事のひ

とつで幼稚園の年長さんとの交流会です。５

年生はA組からE組の有志で早い時期から

実行委員会を結成し当日の準備を進めま

した。先生方はサポート役に回り子どもたち

が主体的に企画し、学校探検のイベント準

備やプレゼントのカード作りなどを行いまし

た。当日は天候もよく１９９名の幼稚園児が

引率の先生方と一緒に笑顔でやってきまし

た。幼稚園の子どもたちは２６班に分かれ５

年生の誘導で学校探検をしました。一番人

気のあった教室は理科室で隕石や珍しい

魚の水槽にみんな目を輝かせていました。
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６月１９日 年長交流会

平和への願いをこめて

手をつなぎ

足をつなぎ

心をつなぐ！



保健室より
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今月は小学校のＡＢ組もＣ

ＤＥ組も武蔵野東中学校で内

部進学説明会を実施しまし

た。本校が現在目指している

教育やここで学ぶ生徒たちの

様子を見学してもらい、多く

のことを感じていただけたと

思います。説明会では「生活

習慣」や「学習習慣」につい

て繰り返し話しましたが、な

によりも小学生時代は学校に

楽しく通い、先生の話を素直

に聞いてそれを実行する態度

を持ち続けていてほしいと

思っています。

世の中の変化に合わせるよ

うに高等教育や専門教育は変

化・改革を続けていて、それ

を取り巻く教育ビジネスは新

たな情報を提供してくれるも

のの、時に親を不安にさせま

す。しかし、初等・中等教育

には人間の芯をつくるための

普遍的かつ礎となる教育や躾

がとても大切なことで、もし

土台が築かれないまま成長す

ると、伸び伸びとした発想や

個性をも失うことになりかね

ません。

武蔵野東小学校が実践して

いる教育や一つひとつの行事

を考えてみると、校訓に掲げ

る人間を育成するために、多

くの経験をさせ、知徳体のバ

ランスをもった指導が日々重

ねられています。中学校はそ

のように育てられた東っ子が

進学してきてくれることを楽

しみにしています。

◆熱中症に気をつけましょう◆

熱中症とは、暑さの中で起こる障害の総称で、大きくは、次の３つ

に分けることができる。

①熱けいれん：大量の発汗があり、水のみを補給した場合に血液の

塩分濃度が低下して起こるもので、筋の興奮性が高

まり、四肢や腹筋のけいれんと筋肉痛が起こる。

②熱 疲 労：脱水によるもので、全身倦怠感、脱力感、めまい、

吐き気、嘔吐、頭痛などの症状が起こる。体温の上昇

は顕著ではない。

③熱 射 病：体温調節が破錠して起こり、高体温と意識障害が特

徴。

【熱中症は予防できる！】

※熱中症は室内でも起こるので室内での温度管理にも注意※

①環境条件に応じて運動する。

②こまめに水分を補給する。

③暑さに慣らす。

④出来るだけ薄着にし、直射日光は帽子で避ける。

⑤暑さに弱い人は特に注意する。

【熱中症かな？と思ったら・・・】

①涼しい場所に避難しましょう。

②脱衣させて冷却しましょう。

③水分を補給しましょう。

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

タイムカプセルがやってきた！

1～４年生の昇降口に何やら銀色の大きなものが置かれました。子どもたちは、

「何～？」と興味津々。これは、学園創立５０周年記

念に行われる「タイムカプセル」です。中に入れるもの

は、これからみんなで考えていきます。タイムカプセ

ルを開けるのは１０年後。今年と

来年の卒業生は、卒業時に取り

組みます。１０年後に開けること

を楽しみに様々なものが入ること

でしょう。

来校の際には、ぜひ近くでご覧

になってください。


