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九州の豪雨による土砂崩れや河川の氾濫は、だれの考えも及ばない想像を超越した災害と

なってしまいました。昨年の東日本大震災もそうでしたが、自然災害の驚異と恐ろしさをま

ざまざと見せつけられた思いです。被災地の方々には心よりお見舞い申し上げるとともに、

一日も早い復興を願うばかりです。

２０日（金）に終業式を行い、前期が終了しました。翌２１日（土）には、盆踊りが盛大

に催され、本格的な夏休みがスタートしました。盆踊りは、幼稚園から高等専修学校まで一

同に集まる行事であり、日本中を見渡しても武蔵野東学園にしかないものです。創立者の北

原キヨ先生が「前期（以前は１学期）のご褒美です。」とおっしゃっていたことを思い出し

ます。保護者の方と子どもたちが楽しく踊っている姿を、キヨ先生と勝平先生は温かく見

守ってくださっていたことでしょう。

ところで、今年度の重点「読書」は、３年計画の２年目にあたります。昨年度は種類を問

わずに、たくさんの本を読むことに力を入れてきましたが、今年度の前期は、書くこと（感

想文など）に重点を置いて進めてきました。低学年では「好きでした」「面白かったです」

「嬉しかったです」というような単純な感想を文章にしていましたが、中学年は自分の気持

ちと合わせて、どうしてそのように思ったかという理由を入れ込んだ感想文に仕上がると良

いと思います。高学年では全体のあらすじやさまざまな場面状況を思い浮かべながら、作者

や登場人物の気持ちになりながら自分の感想を取り入れた文章になると、個性的な感想文が

出来上がると思います。このように、さまざまな本に触れることで、思考能力や想像力、感

受性が豊富になるとともに感性が磨かれ、人間性も豊かになるのだと思います。本とはその

ようなエキスが存分に蓄えられている、とても身近な宝物だと思います。

もう一つの重点「スピーチ」ですが、聞き手に自分の考えや意見などを正確に伝えるため

には、万人に分かりやすい話し方をしなくてはなりません。どんなに素晴らしい内容の話で

あっても小さな声であったり、主語がはっきりしなかったりすることで、誤解を招いてしま

うことがあります。親しい間柄では主語を省略して、自分の考えを相手に伝えてしまうこと

があります。そこで今学期は、「ショウ・アンド・テル」という主語と述語、理由を必ず入

れ込む手法を用いて、話し方の基本練習を行ってきました。小さな年齢から習慣づけていく

ことで、当たり前のように分かりやすい話し方が身に付いてくれるはずです。ご家庭でもお

子さんに意識させてみてください。

さて、子どもたちが楽しみにしている夏休みが始まりました。子どもたちには、夏休みだ

からこそ経験できること、普段できない家の手伝いをすること、そして、規則正しい生活を

送り、交通事故や不審者などには充分に注意することなどを話しました。友だち同士で出掛

けるときは、必ず行き先と帰りの時間を伝えることや、緊急の時にはどのようにして家の人

と連絡を取り合うのか、見知らぬ人から声をかけられたときはどのような行動をとるのかな

ど、普段からご家庭内で話し合いを持っておくことが大切です。また、今年も熱中症になる

危険性が高い日が続くかと思いますので、充分に水分を補給することも忘れずに、元気よく

過ごしてほしいと思います。

最後に、これまでの学校通信の形式を９月より変更します。巻頭

の校長のページを無くし、学年からの通信ページ部分を多くして、

子どもたちの情報をたくさん伝えていきます。校長の部分は小学校

のトップページ、および最新トピックスのページに「こんにちは！

校長です」というクリックがありますので、どうぞご覧ください。

電話 ０４２２ (５３) ６２１１

Fax ０４２２ (５３) ９５２６
Email shogaku@musashino-higashi.org
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子どもたちが大切に育ててきた朝顔の花

が咲き始め、夏の到来を感じる中、子どもた

ちは元気いっぱい過ごしています。５日に

は、「ささのは、さぁらさら…」と、昇降口から

大きな声で「七夕さま」の歌が聞こえてきま

した。昇降口に集まった１．２年生の大合唱

です。願い事を発表し合ったり、七夕につい

てのパネルシアターを見たりと楽しい時間を

過ごしました。１１日には音楽のまとめとして、

ＡＢ、ＣＤＥ組がこれまで練習してきた歌や

鍵盤ハーモニカ演奏を発表し合いました。

友だちや先生に大きな拍手をもらい、とても

嬉しそうでした。そして、盆踊りに向けて６年

生といっしょに朝の練習もありました。「ポー

ン！キュ！」など曲に合わせて掛け声をか

け、一生懸命お兄さん、お姉さんを見なが

かりと入っていたのとは大きな差があり、子ど

もたちにとっては「育てる」ことの難しさを学

ぶ機会にもなりました。

ホウセンカ、枝豆、カイコガの飼育など、

命あるものをみんなで協力したり、一人ひと

りが責任を持って「育てる」ということを多くの

場で学ぶことができた前期の学校生活でし

た。

最後になりましたが、今期も保護者の皆

様に多くのご協力をいただきましたこと、感

謝いたします。ありがとうございました。

ＡＢ組で育てていたホウセンカはすでに

花を咲かせ、それぞれのご家庭へ持ち帰っ

ています。ＣＤＥ組では、５月の連休明けか

ら育ててきたホウセンカが白や赤、紫や薄

いピンクなど色とりどりの花を咲かせました。

朝に夕に水やりをして雑草を抜き、、肥料を

あたえて背丈は予想以上にのびました。友

だち同士で花が咲いたことやその色を教え

合いながら、みんなで喜び合っていました。

また、学年活動として育てていた枝豆を

先日、収穫しました。残念ながらサヤの多く

は実があまり入りませんでした。ジャガイモ

掘りでお世話になった農家の方の畑で育て

られていた枝豆は、立派なサヤに実がしっ

３年生だより 大切に育てよう

音楽作品交歓会

「みんな上手だね！」

２年生だより 学年活動：前期のまとめ

してきた作品を発表し合いました。ＡＢ組の

合唱もＣＤＥ組の鍵盤ハーモニカの演奏

も、練習の成果があらわれた素敵な発表で

した。お互いの発表を聴き合い、感想を伝

え合い、良いところを認め合うこともできまし

た。その後、７月・８月のお誕生日会を行い

ました。好きな食べ物や勉強を発表し、歌と

カードのプレゼントをもらいました。お誕生日

会もとても盛り上がり、学年みんなで楽しい

時間を過ごしました。

後期は更に一体感のある学年を目指し

ていきます。前期中は多くのご協力をいた

だき、ありがとうございました。

７月は、たくさんの学年活動を行いまし

た。まずは３日、給食時に、これまで育てて

きた野菜の試食会第２弾をしました。大切に

育ててきたナスやピーマンを炒めて、給食

時にみんなで食べました。「ナスやピーマン

は苦手だったけれど、好きになった！」とい

う声が聞こえ、自分たちで育てた野菜には

愛着がわいたようです。お腹も心も満たされ

た集まりとなりました。５日、１年生と合同で

「七夕の会」を行いました。一人ひとりが短

冊に願い事を書いて笹に飾り、みんなで元

気良く七夕の歌をうたいました。

１２日には、合同音楽を行い、今まで練習
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元気に大きくなりますように

願いがかないますように

ら踊っていました。１年生がみんな盆踊りを

大好きになった場面でした。

他にも体育祭での学年競技練習、情報モ

ラル教育、七夕の飾りつけ、お誕生会など、

学年みんなで一緒に過ごす場面がたくさん

ありましたが、そこにはいつも満面の笑顔が

ありました。

さあ、いよいよ夏休み

です。すっかり仲良しに

なった１年生の仲間にし

ばらく会えませんが、怪

我や病気に気を付けて

新学期に元気な笑顔

で会いましょう！

１年生だより 元気が一番！１年生！！



前期の締めはやはり「学年お楽しみフェス

タ」でした。実行委員が司会進行、タイム

キーパー、音響をつとめました。出し物は個

人やグループとし、２４組のエントリーとなりま

した。

落語、楽器演奏、マジック、お笑い、ダン

ス、クイズ、剣道、さんさ踊り、ピアノ演奏、器

械体操等々みんなの多才さを見せてくれる

出し物がたくさんありました。ＣＤＥ組は、体

育で練習中のリング「だれが最後まで跳べる

かな」をやりました。頑張っている姿に皆の大

きな声援がとびました。

一つの出し物につき３分間という時間制限

が条件となっている中、グループ内での打ち

合わせや構成など、考える段階からリーダー

シップを発揮している子、エンタテイメント

性を発揮する子、下準備をしっかりとしてき

た子など、様々な場面で活躍する様子も多

く見られていました。ヒマワリ１００本フェスタ

で蒔いたヒマワリも夏にぴったりの鮮やかな

黄色の花を咲かせましたが、皆の笑顔も満

開に輝いていました。今後も「自分たちで企

画運営をして楽しむ」という目標で行ってい

きます。

９月も元気に輝きましょう。

いう言葉に込められた思いをしっかりと心に

刻んでいました。

二日目の体験ダイビングやシュノーケリ

ングでは、海にもぐってたくさんの魚を見た

り、ドラゴンボートに乗ってどこまでも続く青い

海や青い空、沖縄の風を肌で感じたりしまし

た。その他にもレクリエーション大会でみん

なでゲームや歌で盛り上がり、友だちとの絆

を深めたり、三日目のむら咲むらでの体験

学習で沖縄の文化に触れたり、国際通りで

ショッピングをしたりと、とても充実した楽し

い時間を友だちと過ごしました。小学校生

活での大きな思い出がまたひとつ増えまし

た。

７月３日から６日まで、沖縄に行ってきまし

た。那覇空港から一歩外へ足を踏み出す

と、沖縄の強い日差しと、きれいな青空が

子どもたちを迎えてくれました。沖縄学習で

は、「自然を肌で感じ取ること」「沖縄の伝統

的な文化・生活を知り、現在の私たちを見

つめ直すこと」「沖縄での戦争について、そ

の真の姿を知り、平和の大切さを考えるこ

と」の３つを学習してきました。

初日のひめゆりの塔での見学では、資料

館内で元ひめゆり学徒隊の方からお話を伺

うことができました。戦争の悲惨さを伝える

言葉には、とても重みを感じました。その貴

重な言葉を、その場にいた子ども達は真剣

な眼差しで受け止め、沖縄の「命ドウ宝」と

４年生だより 笑顔満開１００de 前期フェスタ終了

５年生だより 稲の生長と伸び盛りの子どもたち

たちにも親切に対応していただき、充実した

買い物の練習になりました。長ねぎやジャガ

イモ、ピーマン、ゴーヤなど様々な野菜や

果物を大切に「エコバッグ」に入れて帰校し

ました。

その他、夏休みに向けての過ごし方や約

束事を各クラス・学年で確認をしました。とく

に、薬物乱用や情報モラルなど、この年齢

であっても危険の伴うことについては、具体

的に話をして約束事を伝えました。ご家庭

でも夏休みの過ご

し方については、

今一度確認をお

願いします。

ミニ水田の稲の丈が、すぐそばにある鉄棒

の高さを超えました。その稲を守るために、

みんなで案山子作りを行っているところで

す。たくましい稲の生長とともに、５年生の子

どもたちもぐんぐんと成長しています。体育

祭の騎馬戦と稲の観察チームである「イー

ネいいね戦国クラブ」では、騎馬戦の練習

だけでなく、毎日のように給食を一緒に食べ

たり、体育祭の応援歌の練習をしたりと、お

互いの仲も深まってきました。先週末に行わ

れた盆踊りも、もちろんチームで一緒に踊り

ました。当日の子どもたちは、笑顔いっぱい

で楽しみました。

１８日には、ＣＤＥ組の子どもたちが近隣の

商店街の八百屋さんへ買い物実習に出か

けました。初めての場所でしたが、お店の方
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６０ｃｍまでのびたよ！

ドランゴンボート出発！

笑顔満開１００

６年生だより 沖縄学習
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中学校ＣＤＥクラスは近年

「教養」分野の学習を幅広く

おこなっています。「一般」の

授業では理科・社会科を中心

に学習を進め、さらに「生活教

養」や「体験」の授業では生活

力を高めることやソーシャルス

キルを身につけるような学習

をしています。

今月中旬にはＣＤＥクラスだ

けの一日校外学習に行ってき

ました。教科で学んだ事柄に

あわせて実際のものを見ると

いう経験によって、より確かな

知識として定着させてくるのが

ねらいです。中学校では自立

に向けた指導とともに、社会

に出てからの「豊かに、楽しく

生きる」ための指導も心がけて

いるわけです。ちなみに今年

度からはＣＤＥクラスのカリキュ

ラム内容を一部改め、一層個

人の力に即したもので、学年

ごとの系統性も考えた学びに

しましたが、同時に会話教材

の充実にも取り組んでいるとこ

ろです。

話はかわり、ＡＢクラスは自

転車の通学を許可しています

が、今年度から自転車通学の

生徒には保険加入を義務付

けました。加害者となって多

額の賠償を負うような万が一

の事態に備えるためです。そ

うした事故を起こさないために

も、最近は道交法や安全運転

の責任といった指導にも力を

注いでいます。

【 もうすぐ夏休み 】
夏バテ（暑さや食欲不振で自律神経の調子が悪くなり、全身の疲労

やだるさを感じた症状のこと）をしないように、健康、安全に気をつ

けて思い出に残る夏休みを過ごしてください。そして、９月には元気

な顔を見せてください。

※夏休みの過ごし方※

◆適度な運動

冷房に頼りすぎず、いい汗をかきましょ

う。

◆水分補給

清涼飲料水の飲み過ぎはＮＧ。水やお茶を飲みましょ

う。

◆バランスの良い食事

夏野菜は元気のもと。積極的に食べましょう。

◆規則正しい生活

休み中は不規則になりがちです。でも、食事と起床の時

間は守りましょう。

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

７月７日（土）

ホームカミングデーがありました
「おかえりなさい！」７月７日七夕の日にホームカミングデーがありまし

た。久しぶりに顔をそろえた卒業生たちは、懐かしそうに校舎内外を歩き

まわったり、お互いの近況報告をしていました。

卒業アルバムをめくると、つい昨日のことのように楽しかった思い出話に

花が咲きます。それぞれが、新しい環境の中で生活をしていますが、一人

ひとりの夢に向かって頑張って欲しいです。そして、また小学校に遊びにき

てくださいね。

署名のお礼
このたびは、高等専修学校（小学校で４３３７筆）ならびに私学助成小中学

校協議会の署名にご協力いただき、誠にありがとうございました。

～保健室より～

夏休みの過ごし方

①規則正しい生活を送りましょう。

②交通事故や水の事故に気をつけましょう。

③外出するときはお家の人に場所と帰る時間を伝えましょう。

④夏休みだからできること・・・をやりましょう。

⑤熱中症には気をつけましょう。

＊約束を守って楽しい夏休みにしてください！！


