
子どもたちが楽しみにしていた行事の

ひとつである学園祭が終わりました。Ｃ

ＤＥ組の劇発表では、はじめて経験する

雰囲気にのまれることなくスポットライ

トを浴びて堂々と演技をすることがで

き、人に見てもらう楽しさや拍手をもら

う喜びを知ることができました。さらに

展示についても普段の学習の積み重ねや

頑張りの成果を見ていただくことができ

ました。また、保護者の皆様には様々な

部分でご協力をいただきありがとうござ

いました。

２２日に行われた「あきまつり」で

は、廃品利用の商品作りなど、自分たち

がじっくり考えながら準備を進めてきま

した。当日は前後半で店番チームと買い

物チームに分かれ、それぞれを楽しみま

した。そしてなによりも「自分たちが

１１月は、学園祭や秋祭りなど楽しい

行事がたくさんありました。

８日の最終劇リハーサルでは、ＣＤＥ

組児童が「さるかにがっせん」を発表し

ました。ＡＢ組児童も一緒に歌を歌った

り、拍手で応援するなど大変盛り上がり

ました。９日には、学園の創立４８周年

を祝う式典が行われました。学園祭で

は、展示や劇発表を通して日頃の学習の

成果を見ていただけたかと思います。展

示の中に「友だちの木」がありました。

これは、Ａ～Ｅ組の友だちが、活動を通

して見つけた、お互いの良い所やがん

ばっている所を葉や実の形をしたカード

に記入し、１本の木を作り上げたもので

す。みんなの思いが詰まった、とても素

敵な木となりました。保護者の皆様には

環境美化部として様々な活動に取り組ん

２年生だより ～「実りの秋！」～

１年生だより ～「元気が一番１年生！！」～
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「こんなに立派な木になりました！」

☆あきまつり☆

「いらっしゃいませ～！！」

「あきまつり営業中」

「みんなでいただきます」

作ったものを売る」という、まさに社会

生活の第一歩を経験し、売り切れた時の

喜びも味わうこともできました。

２６日に行われたバイキング給食で

は、スカラーホールに集まり、学年の班

ごとにテーブルに分かれました。テーブ

ルではお皿にたくさんのごちそうを取

り、みんなで楽しくておいしい時間を過

ごしました。

２８日には、１１月のお誕生会を行

い、学年全体でハッピーバースデイを

歌ってお祝いをすると共に「７歳の誓

い」を力強く発表しました。

学園祭、授業参観、バイキング給食と

盛りだくさんの１１月でした。子どもた

ちは、さまざまな行事を通して、たくさ

んのことを学び、そして学年みんなが一

層仲良しになりました。

でいただき、ありがとうございました。

２２日の「あきまつり」では、がん

ばって準備してきた商品をお店屋さんに

なって一生懸命売ったり、お客さんに

なってお店巡りをして楽しむことができ

ました。どの店もとても大盛況で、商品

がすべて売り切れてしまう店もありまし

た。

２７日には、バイキング給食がありま

した。２年生は、学年の野菜班ごとに座

り、おいしく食べ、楽しい思い出がひと

つ増えました。これから益々寒くなって

きますが、体調

面に注意し後期

前半のまとめを

しっかりと行っ

ていきたいと思

います。



４年生だより ～「秋のスポーツ大会＆租税教室」～
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３年生だより ～「学園祭劇発表＆みその手入れ」～

「秋のスポーツフェスタ開催！」

「一億円の重み」

「おいしい味噌になりますように」

「自信を持って堂々と。

笑顔も最高！」

また、１５日には、学年活動の一つと

して行っているみそづくりの２回目とし

て「みその手入れ」を行いました。各班

に分かれて、味噌の色の変化を観察した

り匂いをかいだりした後は、友だちと交

代しながらしっかりと天地返しもしまし

た。前回の「仕込み」から約３週間、ほ

んのりと味噌の香りがしている樽や味噌

だまりができている樽など、順調に熟成

が進んでいる様子です。おいしい味噌が

できることを、みんなで楽しみにしてい

ます。

１１月１０日、気持ちよく晴れた空の

もと子どもたちの楽しみにしていた学園

祭が行われました。午前中には、今まで

練習を重ねてきたＣＤＥ組の劇発表会が

行われました。今年度は、一人ひとりの

台詞はもちろんのこと、友だちとの台詞

の掛け合いや全員が声を揃えて言う台詞

に気をつけて練習をしてきました。前々

日の最終リハーサルでは、ＡＢ組の子ど

もたちが見学しているなか落ち着いて

堂々と演じることができ、リハーサル後

は友だちからも「上手だったよ。」「衣装

が、とっても似合っているよ。」と声を

かけられたことは喜びとともに本番への

自信にもつながりました。本番では、緊

張した様子もありましたが、大勢いらし

てくださった観客の方の前で立派に演じ

ることができました。

武蔵野法人会と武蔵野税務署の方々

が、親子租税教室を開いてくださいまし

た。子どもたちに法人会の方より納税の

仕組みや予算を立てる機関、税の種類な

どの説明がありました。消費税の話の中

で、「皆さんも立派な納税者です。」と言

われて子どもたちも驚いていました。も

し税金がなかったら、ごみの処理や公園

など公共施設の管理ができないこと、信

号や道路など街の中で当たり前のように

使っている設備が機能しないこと、更に

は交番や消防が民営化されて、お金を払

わないと利用できなくなっている様子を

見て、改めて税金の大切さを感じていま

した。保護者向けにも税務署の方からお

話をいただきました。子どもたちは、納

税の重要さをしっかりと学ぶことができ

ました。

体育祭が終わった頃、児童の中から２

枚の企画書が提出されました。その一つ

が今回行った秋のスポーツ大会の企画書

です。ＣＤＥ組は今年度の取り組みの一

つとして手つなぎ鬼を行ってきました。

また、日頃から持久走を頑張っていま

す。さらに体育祭でリングに取り組みま

した。それらを取り入れながら、学年み

んなが楽しめるようなスポーツ大会にし

たいというものでした。今回はその企画

の中から手つなぎ鬼と持久走を行いまし

た。

実行委員の司会進行で、皆が楽しい時

間を共有でき、手作りの

賞状やメダルも用意さ

れ、スポーツの秋を満喫

したひと時でした。
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５年生だより ～「シンデレラとおにぎりとさつまいも」～

６年生だより ～「小学校最後の学園祭」～

「劇“ガラスのくつ”」

「１年生と一緒に」

「おくのほそ道」

１１月の５年生は、まず学園祭から始まり

ました。ノートを中心にした学習展示では各

教科ごとに日々の地道な積み重ねが現れ、授

業中に何を学んできたかが伺えるようでし

た。５年生で特に目を引いたのは稲作の展示

です。稲作カレンダー、観察レポートをはじ

め、春から取り組んできた稲作学習が収穫ま

で簡潔にまとめられ、迫力がありました。実

際にミニ水田をすずめから守ってくれた案山

子や子どもたちが持ち寄った日本全国のお米

の空き袋のユニークな展示も目を引いていま

した。高学年になると子どもたちの友だち関

係も深まり、幅も広がります。各々友だちを

誘い合い、思い思いのゲームやアトラクショ

ンを楽しみ秋晴れのよい一日になりました。

ＣＤＥ組の子どもたちにとってもこの日は

大きな一日になりました。９月からこの日に

向けて練習してきた劇「ガラスのくつ」の舞

台の本番を迎えたのです。予想を超える多く

のお客様を前に緊張した雰囲気がありました

が、２３名の子どもたちが見事にひとつに

なって堂々と発表を成功させてくれました。

今回よかったのは何より子どもたち自身がこ

の物語に興味を持ち、主体的に劇を仕上げて

いってくれたことです。

１６日、金曜日には体育館、家庭科室を使

い先日収穫したお米の試食会として、おにぎ

りパーティーを行いました。お米は茨城県稲

敷郡本郷の水田と校庭のミニ水田で収穫した

２種類のお米です。全員で根気よくもみすり

の手作業をしたお米を精米機にかけ、白米に

なる瞬間を全員で確認し、一斉におにぎり、

味噌汁、さつまいもの調理の作業に分かれ

て、みんなでおいしい食事会をしました。さ

つまいもは先日、東館屋上の菜園で収穫した

ものです。子どもたちは自分たちで育て、収

穫し、調理した食物に囲まれ、普段とは違っ

た豊かな食事会を楽しみました。“イ～ネ、

いいね戦国クラブ”（稲作と騎馬戦のグルー

プ）の仲間たち、本当に仲良く育ちました。

先日の学園祭では多くの保護者の皆様に

ご協力をいただきました。気持ちの良い晴

天の下、６年生にとっては小学校最後の学

園祭を、本当に心の底から楽しむことがで

きました。ありがとうございました。

ＡＢ組では、学園祭を迎えるにあたり、

北原キヨ先生の著書を読みました。東小学

校設立時のことや、キヨ先生の東っ子への

思いを知り、一人ひとりが今の自分と照ら

し合わせながら、感じたことを作文にまと

めました。これまで東小で過ごしてきた時

間に多くのことを学び、成長できたのは、

様々な人の支えがあったからであることを

改めて感じ、自分自身を見つめ直す良い機

会となりました。学園祭当日は、１年生と

一緒に展示見学を行いました。自分たちが

受け継いできたものを次へつなげていく…

校内のいたるところで微笑ましいやりとり

が見られました。

ＣＤＥ組の劇発表会の演目は「おくの

ほそ道」でした。今年度もＡＢ組の友だ

ちがエンディング曲の作詞をしたり、劇

紹介の冒頭文の暗唱を行うなど、学年み

んなで作り上げてきました。本番直前の

最終リハーサルでは、ＡＢ組の友だちも

暗唱や歌に参加し、劇を一緒に盛り上げ

ていました。ＣＤＥ組の子どもたちは、

ＡＢ組の友だちから大きなパワーをもら

い、本番に臨むことができました。小学

校最後の劇発表会、それはみんなの気持

ちがこめられた、思い出深いものになっ

たことでしょう。

「おにぎりパーティー」



保 健 室 よ り

１１月５週に水ぼうそうがはやり学級閉鎖をするクラスが出ましたが、その後は大き

く流行することなく現在は終息に向かっています。しかし、水ぼうそうの潜伏期間が２

～３週間と言われているため安心は出来ません。また、季節性インフルエンザが流行す

る季節でもあります。ご家庭でも引き続き健康観察をよろしくお願いします。

【インフルエンザ出席停止の期間延長】

学校保健安全法の施行規則（省令）で「解熱後２日」と定められていましたが、新しい

薬の効果でウイルスが残っていても熱が引き、２日を過ぎても感染力が続くことから、

「インフルエンザ発症後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては、３

日）を経過するまで」と改訂となりました。

【学校感染症と診断されたら・・・】

学校感染症と医師に診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、その日よ

り出席停止となります。登校するにあたっては、医師より感染のおそれがなくなったこ

とを証明する「登校許可証明書」が必要になります。登校時には必ず持参してくださ

い。「登校許可証明書」は、小学校ホームページからダウンロードをして使用してくだ

さい。

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

部活動や東エコクラブが

大活躍しました！

11月23日(金)は、東初協体育発表会が

あり、ミニバスケットボール部・ダンス

部が参加しました。

25日（日）には、サッカー部が武蔵野

市サッカー協会冬の大会に出場。また、

東初協音楽祭に、吹奏楽部が参加。東エ

コクラブは、三鷹駅前清掃を行い、それ

ぞれがいろいろな場所で活躍しました。

活動の様子は小学校のホームページをご

覧ください。

武蔵野東中学校情報

部活動のニュースから。ダンス部が、全国ダンス

コンクールで13回目の優勝を果たしました。惜しく

も優勝をのがす年が続きましたが、ようやく4年ぶ

りに優勝杯を持ちかえったことになります。作品は

“プロメテウス ～第二の神の火～”。ギリシャ神

話のプロメテウスと、原子力という第二の火を手に

入れた現代の人間を題材にしています。東中を訪問

した4年生・5年生の中には、ダンス部の演技を見た

児童もいるのではないでしょうか。他にもテニス部

女子が多摩新人大会予選で準優勝し本選に進出。美

術部は東京都私立学校美術展で奨励賞を獲得（200

点の出展作品中の上位7位以内）して、作品は上野

の東京都美術館に展示されました。

部活動への入部は個々の自由ですが、AB組は9割

以上が入部しています。勉強や行事以外にも自分の

可能性を広げ、仲間と協力して、達成感を知り、

「部活は中学校生活の最大の生きがい」といえる充

実感を味わっている生徒が多くいます。生徒の自治

に任される部分も多くなり、後輩または先輩として

運営における一人の役割の重さも感じることでしょ

う。活躍の場が全国レベルであっても地区大会レベ

ルであっても、心に満ちる思いは変わりません。

まったくもって、青春ですね。


