
９月の終わりに体育祭という大きな行

事を終え、子どもたちは色々なことに自

信を持って活動できるようになってきま

した。１０月３日にはＣＤＥ組の担任よ

りＡＢ組の児童へ「力を合わせて心を合

わせて」という題で話をしました。体育

祭で一緒に頑張った競技を振り返りなが

ら、力を合わせることと同様に心を合わ

せることの大切さを伝えました。

１０日の総合では、「なかよしインタ

ビュー」を行いました。ＣＤＥ組の友だ

ちに、ＡＢ組の児童がインタビューをし

ました。誕生日や好きな食べ物、劇の配

役などを聞きました。なごやかな雰囲気

で進めることができ、より一層なかよく

なりました。

ＣＤＥ組は高尾山へ宿泊学習に行きま

した。５月の宿泊学習と比べると、ハイ

残暑の厳しかった夏が過ぎ、すっかり

秋らしくなりました。すがすがしい陽気

で子どもたちも生き生きしているように

感じます。

３日、「お互いを知ろう」というテーマ

で友だちの良いところをメッセージカー

ドに書いて伝える活動がスタートしまし

た。たくさんの学年活動の中で、お互い

の良いところを見つけ、葉っぱやどんぐ

りの形のカードに書いて伝えようという

活動です。ＡＢ組の子どもたちに活動内

容を話した直後から、友だちの良いとこ

ろをカードに記入する姿が見られ、とて

もあたたかい気持ちになりました。その

姿を見たＣＤＥ組の子どもたちから、自

分たちも書きたいという声が上がり、書

き始めています。木の幹の形をした台紙

に、葉っぱやどんぐりがどんどん増え、

２年生だより ～「お互いに知ろう！」～

１年生だより ～「元気が一番１年生！！」～
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一緒にお掃除したよ！

劇の練習もがんばっています！

「なかよしインタビュー中」

「歌で応援！」

キングではしっかりとした足どりで歩く

ことができ、食事やお風呂、ベッドメイ

キングを含め、一人でできることも増

え、この半年間の成長が感じられまし

た。また、学園祭で行う劇発表へ向けて

練習をがんばっていますが、ＡＢ組の友

だちも劇のフィナーレで歌う曲を一緒に

歌って応援することになりました。２４

日の学年活動では、練習の成果をＣＤＥ

組の友だちに聞いてもらいました。上手

に歌うことができ、拍手をもらえてうれ

しそうな様子でした。

１年間という期間を考えると、ちょう

ど折り返しに入った１０月。体調に気を

つけ元気に過ごし実り多いこの秋で、心

身ともにさらに成長していくことを期待

します。

日に日に立派な木になってきています。

木が完成したときに、みんなで名前を決

める予定です。思いが詰まったこの木

は、学園祭にて展示を予定しています。

１０日には、１０月のお誕生日会を行

いました。今月は、”食欲の秋”という

ことで「ぼく・わたしの好きな食べ物」

をスピーチしました。

現在、学園祭での展示や劇発表で一人

ひとりの頑張りの成果が発表できるよ

う、準備や練習に取り組んでいます。ど

うぞご期待ください。



４年生だより ～「みんなで一生懸命になれる４年生」～
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３年生だより ～「体験をひろげて」～

「衣装を着て

みんなでがんばるぞ」

「劇オープニング曲歌入れ」

「宿泊学習２日目・多摩動物公園」

「お店の方へインタビュー」

た。１年生の時から年２回、わくわく

ヴィレッジでの宿泊学習は今年が最後で

す。子どもたちには、まとめの宿泊学習

として「一人ひとりが自分の課題にしっ

かりと取り組むこと」「１，２年生の良い

お手本となれるように」ということを話

しましたが、指示をよくきいて素早く行

動することができ、その目標をしっかり

と達成できたように思います。春の宿泊

学習の時と比べて、一段と成長した子ど

もたちの姿が印象的でした。

ほかにも、３月にかけて全員で取り組

む「みそづくり」の仕込みなど、多くの

体験をし、充実した学校生活を送ること

ができました。

１０月２日に３年生全員で近隣のスー

パーマーケットへ見学に行きました。店

内の様子をじっくりと見させていただい

たり、普段は見ることのできないバック

ヤードの見学もさせていただきました。

商品の種類や産地・売り場の配置・環境

への取り組みなどを調べるなかで、お客

さんが買い物しやすくなるための工夫を

たくさん発見することができました。そ

の後、ＡＢ組では商店街でインタビュー

をしながら買い物をするという体験学習

を行いました。「おすすめの商品は何で

すか？」「一日のお客さんは何人くらい

ですか？」など、子どもたちの質問に一

つひとつ丁寧に答えてくださいました。

また１２日から１３日にかけての一泊

で、ＣＤＥ組は「高尾の森わくわくヴィ

レッジ」へ秋の宿泊学習へ出かけまし

そこから学年の団結もさらに強まり、

９８人の心が一つになって当日を迎える

ことができました。

その後はすぐに、学園祭で行われるＣ

ＤＥ組による劇発表に向けての取り組み

が始まりました。言語指導の一環として

台詞を覚え、場面に合わせた表現をしま

す。スポットを浴びて拍手を受けて、表

現することへの自信に繋げていくもので

す。今回の取り組みの中では、４年生全

員によるオープニングとエンディングに

使用する曲へ、歌声を吹き込みました。

仕上がりはバッチリ。ひとつになった瞬

間でもありました。

ＡＢ組の友だちの協力

を糧に最終劇リハーサル

と本番は、張り切って表

現していきます。

体育祭では一人ひとりが持てる力を精

一杯出し切っている姿をご覧いただいた

ことと思います。当日の競技・演技の頑

張りもさることながら、それぞれの役割

での活躍も素晴らしいものがありまし

た。体育部員は応援団や大道具係とし

て、放送部員はアナウンスを担当し、プ

ログラムの進行状況を見ながら仕事を確

実に行っている姿に高学年としての責任

感を感じました。当日だけでなく、放送

部員はアナウンスや実況中継の練習を繰

り返してきました。体育部員は前期から

応援歌や振り付けの作成、練習の呼びか

けを行い、毎日ＣＤＥ組や西館の下級生

のところに行き、応援練習を先導してき

ました。その活躍に応えようと、学年で

も朝の会には紅組はＡ組に、白組はＢ組

に集合して練習を繰り返してきました。
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５年生だより ～「収穫の秋」～

６年生だより ～「ゆずりはら宿泊学習＆鎌倉学習」～

校庭の稲刈り

「楽しかったアスレチック！」

「大仏と一緒にハイポーズ！」

秋、収穫の季節。５年生の子どもたち

は９月１２日の茨城県での稲刈りツアー

に続き２回目の稲刈りを体験しました。

１０月４日、今回は校庭にあるミニ水田

の稲刈り作業です。５月の田植えから暑

い夏休みも毎日当番で、世話、観察を続

けた稲がようやく収穫の時期を迎えたの

です。毎日遊びや体育で使用する校庭の

片隅にある水田ですから子どもたちはい

つも目にして、とても身近な存在になっ

ています。それぞれの稲には番号がつけ

られており、子どもたちは自分が植え、

観察してきた稲を刈る醍醐味を味わって

いました。刈られた稲は束にして乾燥さ

せ、後日脱穀作業を行いました。機械は

使わずにあえて旧式の千歯こぎ、足踏み

脱穀機を使って作業を行いました。社会

科の先生からは「今日はこの脱穀作業を

５年生全員でやりましたが、農家の方は

通常２～３名程でやります。」というお話

があり、改めて稲作の作業にかかる労力、

お米一粒一粒の大切さを実感する瞬間にな

りました。５年生では田植えからこれまで

の作業を各クラス混合のグループごとに行

い、絆を深めてきました。１１月にはここ

で収穫したお米の試食会（おにぎりパー

ティー）も一緒に楽しむ予定です。

１０月１６日～１８日はＣＤＥ組が２泊

３日で山梨県上野原市での宿泊学習に出か

けました。秋晴れの中、周辺の山でのハイ

キングや相模湖プレジャーフォレストでの

キャンドル作りやアスレチッ

クを楽しんで帰ってきまし

た。往復はＪＲ中央本線を利

用しましたが、公共の交通機

関にもすっかり慣れてきまし

た。

ＣＤＥ組は、１６日～１８日の２泊３日

で、山梨県の「ゆずりはら青少年自然の

里」へ宿泊学習に行ってきました。１日目

はハイキング、２日目は相模湖プジャー

フォレストでキャンドル作りやアスレチッ

クを体験しました。両日とも天候にも恵ま

れ、さわやかな秋の風を感じながら楽しむ

ことができました。３日間、最上級生とし

て自覚を持って過ごすことができ、一人ひ

とりが頑張っていました。宿舎での布団運

びや配膳などみんなで協力をして進めてい

く姿に成長を感じました。今回で最後とな

るゆずりはらでの宿泊でしたが、仲間と多

くのことを学び、絆を深めることができま

した。

ＡＢ組は２４日に気持ち

の良い秋晴れの下、鎌倉学

習へ出かけました。江ノ島

電鉄に乗ったり、由比ヶ浜

で砂鉄取りをしたり、ハイキングコース

を歩き、銭洗い弁天や源氏山公園、寿福

寺や鶴岡八幡宮も訪れました。子どもた

ちにとっては、銭洗い弁天でお金を洗っ

たことやおみくじを引いたこと、ハイキ

ングをして疲れたこと、鶴岡八幡宮で参

拝前に手水をしたこと、大銀杏の姿を見

たことなど、すべての体験を通して“鎌

倉”を肌で感じてきました。そして、平

安時代に源氏と平氏の間で多くの合戦を

交えた後、源頼朝が鎌倉の地にどうして

幕府を開いたのかを、自分の足で歩き、

自分の目で見て学ぶことができました。

「また家族で行きたい」「もっと歩いて見

て回りたい」という声も多くあり、子ど

もたちにとって、思い出に残る印象深い

一日となったようです。

脱穀作業



保 健 室 よ り

１１月８日は、『いい歯の日』です。
「かむ」ことの大切さ

● むし歯予防：よくかむと、唾液がたくさんでます。唾液は、むし歯や歯周病の原因となる細菌

が歯についてしまうのを防ぎます。

● 肥満の予防：よくかんで食べると、お腹がいっぱいと感じるのがはやくなるので、食べ過ぎを防

ぎます。よくかまずに急いで食べると、おなかいっぱいになるまでに時間がかかり、ついつい食

べ過ぎてしまいます。

● 体の免疫力を高める：かむことによって脳の中の神経細胞が活発になり、病気などの外敵から身

を守る“免疫”の力が高くなります。

● 頭が良くなる？：かむことにより脳の中の血行がよくなって脳細胞の働きが活発になり、学習能

力が上がるといわれています。

● 消化・吸収がよくなる：食べ物を細かくかみ砕くことによって、胃や腸での消化・吸収がされや

すくなり、胃腸の調子がよくなります。

● 顔の筋肉のバランスがよくなる：かむことによって顔全体の筋肉が鍛えられます。よくかまない

と、顔の筋肉のバランスが崩れてしまい、顎関節症などの原因になります。

● 顎の発育を助ける：よくかむことで、顎の骨や筋肉がしっかり成長します。逆にかまないと顎が

鍛えられません。顎がきちんと成長しないと、歯がはえる場所ができない為、歯並びが悪くなる

大きな原因にもなります。

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

第２回 JoyDayが行われました

１０月２０日（土）いいお天気の中、２回目

のＪｏｙＤａｙが行われました。朝早くから

Ｅｎｊｏｙのお父さん達とＪｏｙＤａｙサポー

ターの皆さんが準備のために集まり、細長い

ロール状の紙を校庭いっぱいに広げてください

ました。

校庭に広げられた巨大な白いキャンバスや、

ユニークな形をした白いモニュメントが現れ、

子どもたちの期待は一気に膨らみました。今年

のテーマは「遊」。とても大きな紙に、それぞれ

思い思いに、のびのびと絵を描くことができま

した。また、白いつなぎを着たお父さんたち

が、自ら動くキャンバスとなってくれました。

どの子も笑顔

いっぱいで大

満足の一日に

なりました。

武蔵野東中学校情報

先日のスポーツ大会では、遠投王（ハンドボール投

げ）の種目で、3年男子が58ｍという大記録を出し10年

ぶりの記録更新を成し遂げました。東小からも多くご来

場いただき、ありがとうございました。

さて、いよいよ学園祭一色の時期となります。クラス

ごとに企画し運営する模擬店は、店長を中心にして運営

マニュアル、衛生マニュアルなどの準備が大詰めに入っ

ています。運営マニュアルの中には「お客様の苦情への

対応」といった項目もあります。自分たちがもてなす側

になることが先にあり、そして自分たちも楽しむ学園祭

であるのが中学生らしいところです。今年は2年生AB全

員の『研究活動』を展示します。自分の選んだテーマを

掘り下げて、「調べ学習」ではなく「研究」にまで発展

させた成果をご覧いただきたく思います。実行委員会が

発行する中学校の独自パンフレットや大看板の制作も

着々と進んでいます。どうぞ東小の皆さんもお越しに

なって、一日をお楽しみください。（9:45からの劇発表

は、9:15体育館開場となっています。体育館前で並んで

お待ちいただくことはできませんので、時間に合わせて

おいでください。）

また部活動ですが、陸上部の2名が全国ジュニアオリ

ンピック（10/28 日産スタジアム）に出場していま

す。


