
夏休み明け、１年生は元気に登校して

きました。防災の日である９月１日は引

き渡し訓練もあり、子どもたちは緊張感

を持ちながら訓練することができ、良い

経験になりました。３日の週からは後期

が本格的にスタートしました。ＡＢ組

は、夏休みに頑張って取り組んできた

「一人一研究」の発表をしました。自分

で興味を持ったものを調べたり、好きな

作品づくりなど、一人ひとりの思いのつ

まった発表がみられました。さらに今年

度の重点がスピーチなので、声量や掲示

の仕方を工夫してできるだけクラスの友

だちに伝わるような発表を心がけてもい

ました。

ＣＤＥ組は自転車のマスゲーム練習を

頑張りました。夏休みにたくさん乗り込

んで練習し、みんな前期よりも上手に乗

れるようになっていました。さらに劇の

９月1日。子どもたちは充実した夏休

みを過ごし元気に登校してきました。

5日には、小学校誕生３５周年を記念し

て航空写真撮影がありました。子どもた

ちにとって大変良い記念になったことで

しょう。後期がスタートして、29日に行

われる体育祭に向けての練習が本格的に

始まりました。学年競技である「やさし

くはこんで」は、チームの友だちと昼休

みに練習をしたり、一緒に給食を食べた

り、普段の何気ない生活の中で関わり合

う機会を増やすなどして友情を深めまし

た。そのことがきっかけとなり、その後

の競技練習では、お互いに声を掛け合い

協力しなが取り組めるようになりまし

た。そして、20日の予行演習では本番さ

２年生だより ～「気持ちをひとつに！！」～

１年生だより ～「元気が一番！１年生！！」～
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応援にも熱が入ります！

「がんばれ！がんばれ！」

学年競技「1位をとりた～い」

「力を合わせて 学年競技」

「力を合わせて 大玉送り」

練習も入ってきました。劇はあらすじを

良く理解し、自分達がどんな役目をする

のかを考えて演じられるといいと思いま

す。

１１日からは体育祭集中練習期間が始

まり、開閉会式練習や大玉送り、学年競

技の「ゴーゴートレイン」など、暑さに

負けず元気いっぱいに、本番に向けて

日々練習を重ねることができました。

さあ、いよいよ体育祭です。これまで

にたくさんの練習をしてきました。大切

なことは、いかに練習し、友だちと協力

し、努力できたかということです。結果

ばかりではなく、そこに至るまでの過程

の大切さを学べた１年生は、さらに大き

く成長できたことと思います。

体育祭当日にはたくさんの応援をお願

いします！

ながらの緊張感の中、大いに盛り上が

り、精一杯がんばることができまし

た。予行演習でみえた課題を本番まで

に改善して、更に良い結果が出せるよ

うにしたいと思います。20日は紅組が

勝ちましたが、29日の本番はどうなる

でしょう。楽しみです！！

26日には9月の誕生日会を行い、一人

ひとりが8歳の目標をしっかりと発表で

きました。

6月に種まきをしたコスモスも大きく

なってきました。花がたくさんさきま

すように。

今後も学年がひとつになって、さま

ざまな経験を通してさらに頼もしい学

年に成長することを期待します。



４年生だより ～『盛り上がってます！』～
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３年生だより ～「体育祭に向けて」～

「いくぜ！白組」

「ガッツだ！紅組」

「学年競技練習」

「マスゲーム練習」

などを見ていただき、想像以上に一人ひ

とりの子どもたちが頑張っていること、

楽しみながら学校生活を送っていること

を実感していただけたように思います。

また２校時と３校時の間のふれあいタイ

ムでは、ＡＢ組は参観いただいているお

じいさま、おばあさまの紹介を行いまし

た。ＣＤＥ組は、段ボール箱を使った空

気砲で一緒にゲームを楽しんでいただい

たりもしました。

体育祭では、さらに多くのおじいさ

ま、おばあさまも応援にいらしていただ

けることと思います。子どもたち一人ひ

とりのがんばりに、たくさ

んのご声援をお願いいたし

ます。

９月に入ってからも厳しい暑さが続き

ましたが、ようやくこのところは秋らし

い爽やかな風を感じられるようになりま

した。子どもたちは体育祭に向けてがん

ばっていました。特に学年競技「台風の

目」では、グループごとに少しでも速く

走れるようにと毎日のように誘いあって

校庭で練習をしていました。また短距離

走やマスゲームなど一つひとつの競技・

演技もたくさん練習をしてきました。Ｃ

ＤＥ組のマスゲームで行う一輪車の演技

は、前期から地道に練習を積み重ねてき

ました。本番ではその成果を十分に発揮

してほしいと願っています。

また今月の中旬に行われた「ふれあい

デー」では、たくさんのおじいさま、お

ばあさまに学校での子どもたちの様子を

ご覧いただきました。各クラスでの授業

や専科授業、体育祭に向けての合同練習

の照明点灯をやめるべきである」です。

クラス大会を経て、学年大会を行いま

す。

ＣＤＥ組は、リングを使っての「回旋

跳び」や「リング回し」を習得し、音楽

に合わせての演技の完成を目指していま

す。学年競技である「８人９脚」は、Ａ

Ｂ組の友だちの掛け声に合わせながら足

を繰り出すペースをつかんできていま

す。「歩く」→「早歩き」→「走る」と

いうようにレベルが上がってきていま

す。「いよいよ、勝負。」声と心を合わせ

てベストを尽くして達成感を味わってほ

しいと思います。

夏休みが明け、児童はそれぞれ思い出

を胸に登校してきました。久しぶりの学

校に疲れもあったと思いますが、体育祭

に向けての雰囲気が一気に高まり活気づ

いた９月となりました。

ＡＢ組の夏休みの宿題の一つである一

人一研究は今年も力作揃いでした。何日

にもわたり観察を続けたものや、実験が

うまくできず苦労を繰り返したもの、試

行錯誤しながら作成した工作、まとめ方

に工夫をこらしたもの等々、何日かかっ

ても見きれないくらい素晴らしい作品が

そろいました。さっそく発表会をし、見

所をスピーチしました。今月いっぱい展

示してあるので、クラスや学年を越えて

見合えるとよいと思います。

また、ディベートの授業も進んでいま

す。論題は「武蔵野東小学校では昼休み
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５年生だより ～「稲刈りツアーに行きました！」～

６年生だより ～「一人ひとりの掛け声で」～

稲刈りツアー 2012

「茨城県稲敷郡本郷」

「いざ！」

「勝負！」

９月１２日は５年生Ａ組からＥ組みん

なの稲刈りツアーでした。行先は５月に

田植えをした茨城県稲敷郡本郷にある大

塚さんの水田です。約４ヶ月が経ち今回

は稲刈りの作業に出かけました。３台の

観光バスに分乗した子どもたち、“イ～

ネ、いいね戦国クラブ”（稲作と騎馬戦）

のグループごとに仲良く楽しくレクリ

エーションをしながらバスは茨城へ。春

の田植えから暑い夏の季節を越え、やっ

と収穫の時期を迎えた水田は既に黄金色

の頭をたれ、子どもたちが稲刈りに来る

日を「今か、今か」と待っているかのよ

うでした。その風景に子どもたちからも

思わず感動の声がもれていました。すば

やく長靴に履き替え、手袋をしていよい

よ稲刈りの始まりです。各々鎌を使っ

て、ひと株ずつ大切に丁寧に稲を刈って

いきます。鎌で稲を刈る「ジョリッ

ジョリッ」「ザクッ ザクッ」と小気味の

よい音。刈った稲を大切に抱えて運ぶ子

どもたち、農家の方が操縦するコンバイン

が奏でる音色。どれもが初めての体験でし

た。辺りにはカエルやザリガニ、カマキ

リ、イナゴなどの生き物も多く子どもたち

の興味を引きました。稲刈りでよい汗を流

した後は農家の庭や納屋でグループごとの

食事の時間です。大塚さんからふるまわれ

たモロヘイヤのお吸い物は子どもたちにも

好評でした。クラスを越えて友だちどうし

が自然に仲良く関わっていました。その後

バスに乗り込み帰路へ。今回農家の方から

のご厚意、そして「ぜひまた来てくださ

い。」というお言葉には感謝の思いです。車

中では各グループから稲刈りについての感

想が発表されました。「貴重な体験になっ

た」「思ったより作業は辛かった」「コンバ

インの力はすごい！」「これからはお米ひと

粒を大切にしたい」「稲を刈るジョリッ ザ

クッという音から命をいただいている思い

がした」等々。本当に充実した１日でし

た。

厳しい残暑の中、スタートした後期前

半。思い出のスピーチや、一人一研究の

発表などからは、それぞれが充実した夏

休みを過ごした様子が伝わってきまし

た。９月に入り、子どもたちは自分のや

るべきことに毎日一生懸命取り組んでい

ます。

２９日に行われる体育祭に向けては、

準備・練習の段階から、小学校生活最後

の体育祭を盛り上げたいという気持ち

で、６年生は様々な場面で「リーダー」

として自分たちの力でできることに取り

組んできました。体育部員は応援団とし

て、放送部員は競技アナウンス、また多

くの児童が大道具の手伝いも行います。

東エッサッサや校歌ダンスは、１年生に

マンツーマンで教え、東の伝統を伝えて

きました。騎馬戦では、昨年度の経験を

生かし、作戦会議を行って休み時間にも

練習を重ねてきました。先日の予行演習

では、熱い戦いが繰り広げられ、大いに

盛り上がりました。本番も楽しみです。

役割を担うこと、責任を持つこと、そし

て団結することで、またひとつ行事を通

して子どもたちは成長していきます。

様々な場面で一人ひとりが声を掛け合

い、６年生として活躍することでしょ

う。そして仲間との「友愛」の絆をさら

に深めていってほしいと思います。

体育祭当日は、子どもたちへのあたた

かいご声援をどうぞよ

ろしくお願い致しま

す。

稲刈りツアー 2012

「茨城県稲敷郡本郷」



厳しい残暑の中にも、時々涼しい風が吹き、秋の気配が感じられるようになりました。体調を崩さ

ないためにも、早寝・早起き、しっかり朝食をとるなど規則正しい生活リズムを心がけて、毎日元気

に過ごしましょう。

２９日（土）はいよいよ体育祭。体育祭を迎える準備として、前日は早めに寝て体調を整えましょ

う。また、けがの予防のひとつとして、手や足の爪をしっかり切って当日を迎えてほしいと思いま

す。

◆お風呂で夏の疲れを解消して、元気に過ごしましょう！◆

※入浴の効果※

【温熱効果】湯船につかると体温が上昇し、血管が拡張して血のめぐりがよくな

ります。新陳代謝が高まり、老廃物や疲労物質が取りのぞかれ、疲

労回復してこりや痛みが和らぎます。

【水圧効果】湯船につかると水の圧力がかかるため、足などにたまった血液が押し戻されて心臓の

働きが活発になり、血のめぐりがよくなって、足のむくみ解消などに効果がありま

す。

【浮力作用】湯船で浮力が働くため、お湯の中では体重が普段の1/10になり、体重を支えている

筋肉の緊張が和らいでほぐれ、リラックスできます。

★ストレスを解消したいときや、安眠したいときには、40度以下のぬるめのお湯にゆっくりつかること

で副交感神経が優位になり、心身の緊張がとれてリラックスできます。

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

保健室より

創立３５周年記念

９月５日（水）に、創立３５周年記念として

航空写真を撮りました。この日は、とても暑

い中、いろいろな色のエプロンをつけ、汗を

流しながらの撮影となりました。

職員室の廊下の掲示板には、２０周年、３

０周年の航空写真が飾られています。これ

までは、１０年ごとに行ってきましたが、小

学校６年間の中で、一度は関われるように

と、５年ごとに行うことにしました。

航空写真のあとは、全校での集合写真を

撮りました。これらは、下敷きとして学園祭

の時に配られます。また一つ、小学校の歴

史が作られま

した。

武蔵野東中学校情報

中学校２年生は２泊３日で京都奈良学習に行き

ました。ＡＢ組とＣＤＥ組の生徒が班をつくり、息

を合わせて活動します。宿舎でもほとんどの生徒が

混合された部屋で過ごします。今回は「班行動中

に、もし地震などの災害に遭ったらどうするのか」

という行動マニュアルを作成し、あわせて見学ルー

ト近辺の避難所等を示した「防災マップ」も生徒に

配っておきました。このマニュアルにはわが身を守

るための行動パターンが、災害発生後の時間の経過

ごとにわかりやすく説明されていて、安否の連絡方

法も書かれています。マニュアルは冷静に、かつ確

実に行動する助けになるものですが、この年齢に求

められるのはいざという時の判断力と機転です。本

校は、どのような場面でも日ごろの学習や訓練、情

報から得られた知識をフル稼働させて行動できる中

学生を育てています。

10月６日(土)の９時30分から中学校のスポーツ大

会が開催されます。中学生のスピードとパワー、そ

して「友愛」を見てもらいたいです。小学生競技は

中学生との綱引きです。東小学校の児童の皆さんも

奮って参加してください。


