
１１月末に後期テストがありました。

子どもたちは一生懸命に取り組み、じっ

くり考えられるようにもなってきてお

り、これまでの学習の成果を発揮するこ

とができました。さらに１２月１日の授

業参観でも、日頃のがんばっている様子

を見ていただけたと思います。

６日はＣＤＥ組、１３日はＡＢ組のス

ケート教室が行われました。アイスス

ケートを初めて体験する児童も多くいま

したが、ローラースケートやインライン

スケートの練習を行ってきたこともあ

り、皆どんどん上達していきました。

１１日には西武鉄道の運転手さん、車

掌さんから電車に乗る時のルールなどの

お話を聞きました。公共の乗り物の中で

のルールやマナーを再確認する良い機会

となりました。

１２月は後期前半のまとめとなりまし

た。まず１日に授業参観が行われ、子ど

もたちの頑張っている様子を見ていただ

きました。３日には、西館昇降口と２年

ＡＢ組、２年ＣＤＥ組の教室前に設置し

た水槽に、サケの卵がお目見えしまし

た。子どもたちは、孵化をして元気に泳

ぎ回るサケの赤ちゃんを興味深く観察し

ています。理科の先生に「みんなが、サ

ケのお父さん、お母さんになってあげて

ね。」と言われたこともあって、毎日サケ

が元気に育っていく様子を見守っていま

す。サケが元気に育つには、水温などの

環境を整えてあげることも大切ですが、

何よりも子どもたちの温かい眼差しこそ

が、大きな力になると思います。小さく

ても懸命に生きていくサケの飼育を通し

て、命の尊さや大切さを学んで欲しいと

２年生だより ～「小さな体、大きな命」～

１年生だより ～「元気が１番！１年生！！」～

学 校 通 信
通算２５６号第８号

発行日

平成２４年１２月２０日

学校法人武蔵野東学園 武蔵野東小学校

「サケさん！元気に育ってね！」

「スケートすいすい！

上手になりました！」

「スケート教室に向けて」

「西武鉄道安全教室」

１９日の総合では学年みんなで冬休み

の過ごし方や注意点について話を聞き、

その後１２月のお誕生会を行い、「７歳

になってがんばること」を発表した後、

学年みんなでハッピーバースデイを歌っ

てお祝いしました。

入学してから既に８ヵ月が過ぎようと

しています。学校生活にもすっかり慣

れ、一人でできることが着実に増えまし

た。冬休みは、たくさんのお手伝いをし

て更に大きな成長をしてください。もち

ろん｢挨拶｣は大きな声で言えると良いで

しょう。

１月には心身ともにリ

フレッシュして、また元

気な笑顔で会いましょ

う！！

思います。

６日にＣＤＥ組、１３日にＡＢ組のス

ケート教室がありました。昨年よりも上

手に滑れるようになり、ウィンタース

ポーツの楽しみを味わうことができまし

た。１９日の総合では、冬休みの過ごし

方について話をしました。早寝早起きを

心がけた規則正しい生活を送ること、お

手伝いを進んで行う、テレビやゲームな

どは時間を決めるといった約束を確認す

るとともに、知らない人にはついていか

ないといった、防犯教育についても話し

ました。

２０１２年もあとわずか。今年の目標

を振り返り、来年に繋げてほしいと思い

ます。後期前半も多くのご協力をいただ

き、ありがとうございました。良いお年

をお迎えください。



４年生だより
～「行事で育つもの」＆「学年活動『新春お笑いライブ』開催決定 ～
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３年生だより ～「いろいろな経験を通して」～

「授業参観de柔軟体操」

学年活動

『クリスマスフェスタ開催』

「西武鉄道の方による安全教室」

「スケート教室」

１１日には、西武鉄道の方に「出張電車

安全教室」の授業をＡ組、Ｂ組、ＣＤＥ組

それぞれに分かれて行っていただきまし

た。人が線路に落ちたときは、非常停止ボ

タンを押して駅員さんに知らせるけれど

も、線路に物を落としたときは、非常停止

ボタンを押すのではなく直接駅員さんに知

らせるなど、ホームでの細かいルールも教

えていただきました。エスカレーターで

は、サンダルの他、長靴やゴム製のくつが

はさまれやすいとのことでした。雨の日は

特に気をつけなければいけませんね。授業

の最後にはクリアファイルと西武線のカー

ドのお土産もいただきました。３年生まで

の授業になりますが、「来年もぜひやって

ほしい」と子どもたちからの声がたくさん

あがりました。

後期前半は、毎月のようにある行事の中

から多くのことを学ぶことができました。

保護者の方にも、いろいろな場面でご協力

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。

１２月は、授業参観やＣＤＥ組のス

ケート教室がありました。授業参観では

多くの保護者の方に来校していただき、

子どもたちがいきいきと活動している様

子を見ていただくことができました。特

に前期は雨天のため行えなかったＣＤＥ

組合同体育では、大きな集団の中で一人

ひとりが集中して取り組んでいる様子や

速さとまとまりのあるブロック駆け足な

ど、日々積み重ねてきた力を発揮してい

ました。また最後の参加となるスケート

教室では、「３年間のまとめ」というこ

とを意識して下級生の手本としてけじめ

ある行動をするとともに、講習にも落ち

着いて臨む姿はさすが３年生でした。技

術目標としていたスピードのある滑走感

覚も身につけることができ、楽しみなが

ら良いまとめとすることができました。

「４年生はスキー教室だね。」と早くも

口にしている子どもたちに、新しいこと

にチャレンジするたくましさと自信を感

じた一日でした。

「学年で楽しむもの」にするという意識

が高まってきているのは確かです。今後

の目標として、開催まで準備をしっかり

と行うことや人前で説明や進行するとき

は、相手に伝わりやすい声のトーンで語

りかけることに、もっともっと磨きがか

かると良いと感じています。そこで、１

月の学年活動は「新春初笑いライブフェ

スタ」を開催することにしました。目標

は、「マイクを使う、または会場に伝わる

大きな声で披露すること。」「出演するた

めの準備をしっかりとし、見ている人が

わかるようにすること。」などです。

相手に伝わるように表現することの面

白さ、観ている側の聞きやすさなどの双

方を体験し、今後の活動に活かしていく

試みをします。どんなネタが飛び出すか

楽しみです。

後期前半が終わりました。体育祭、学

園祭、まとめテスト、授業参観といった

目標と課題に向けて準備をし、クリア

し、表現していくというサイクルがこま

めに繰り返され、その中で個々が成長す

るのがこの学期です。インプットとアウ

トプットのサイクルを多く経験していく

ことで、自分なりの覚え方の確立や習得

していく力が確立されていきます。興味

や関心があるものにも深くチャレンジし

ていける心が育っていくものと感じま

す。

また、行事の合間をぬって学年活動

「○○フェスタ」も実行委員が企画運営

していきました。児童主体で行うので互

いに切磋琢磨しながら何とか開催してい

くという流れが作られてきました。プロ

グラムの中に、ＣＤＥ組の友だちも楽し

めるものや披露する場面を盛り込むなど



通算２５６号第８号

５年生だより ～「食の１２月」～

６年生だより ～「思い出がまた一つ増えました」～

「バイキング給食」

「授業参観でスピーチ」

「おいしいね！」

１１月の末日には５年生のバイキング給食

が開かれました。有志で集まった実行委員を

中心に楽しい企画とともにおいしい食事をみ

んなでいただきました。たくさんの料理を前

に目を輝かせる子どもたち。しかし事前学習

により、主菜、主食、副食の３領域から１品

ずつを選んだ３品での食事スタートというよ

うに、計画的に食事が楽しめていたようで

す。Ａ～Ｅ組まで各クラスの子どもが入った

混合グループの中で「早い者勝ち」ではなく

「ゆずり合い」の気持ちで楽しめたのが何よ

りでした。

１２月は各クラス家庭科室にて調理実習が

行われました。ＡＢ組は「お味噌汁」ＣＤＥ

組は「おにぎりと茹でサツマイモ」と極めて

シンプルなメニューを題材に基本的な技術や

知識を学びました。また、１２日には近隣の

二葉栄養専門学校より学生さんたちが東小学

校を訪れ特別授業を行ってくれました。テー

マは「世界の食事」「全国各地のお雑煮」な

ど子どもたちの興味を引くものでした。

今年は稲作に始まり、年末にはこのよ

うにおいしいものを「いただく」「作る」

「考える」経験を通し、子どもたちは

“食”への興味を大いに膨らませてきた

のではないでしょうか。

年末年始にはご家庭で料理のお手伝い

などにも加わって、いつもとは一味違っ

た冬休みの思い出ができることを願って

います。

１日には、６年生にとって小学校での最

後の授業参観がありました。クラス授業、

専科授業、習熟度別の授業などをご覧いた

だき、子どもたちの成長した姿を感じとっ

ていただけたことと思います。また、ＡＢ

組では、今年度の重点である「スピーチ」

の活動として、体育館に集まって今月の音

読課題の暗唱と、友愛会各部会部長、友愛

会会長によるスピーチを行いました。「声

に出す」「人前で話をする」という積み重

ねの成果をご覧いただけたことと思いま

す。

３日には、子どもたちにとって、年に一

度のお楽しみであるバイキング給食が行わ

れました。一足早いクリスマス気分を味わ

いながら、いつも一緒に活動している友だ

ちや、日頃お世話になっている先生方でぐ

るりとテーブルを囲み、楽しい会食となり

ました。食べる楽しみだけではなく、選

ぶ、取る楽しみもあるのがバイキング給食

の醍醐味です。友だちと声を掛け合う姿

も見られ、学年活動の良いまとめにもな

りました。

後期前半は、体育祭や学園祭など「み

んなで作り上げる行事」を通して、多く

の思い出を作ることができ、子どもたち

は充実した毎日を過ごしたことと思いま

す。６年生として過ごす時間は、残りあ

と約３ヶ月。少しずつ中学生に近づいて

いきます。自分自身を見つめ直し、中学

生に向けての心の準備を少しずつ整えて

欲しいと思います。

明日からはクリスマス、大掃除、お正

月…いろいろなイベントのある冬休みが

やってきます。各ご家庭で、規則正しい

生活が送れるよう言葉がけをお願いしま

す。後期前半も様々な面でのご協力をあ

りがとうございました。怪我や病気に気

をつけ、充実した冬休みをお過ごしくだ

さい。

「お味噌汁作り」



保 健 室 よ り

今年もあとわずかで終わろうとしています。冬休みには、クリスマスやお正月など楽しい予定のある人も多い

と思います。かぜを引いたり、けがをしたりしないで、元気に過ごしてください。

１２月は１年を締めくくる大切な月です。家の中を片づけて、気持ちよく新しい年を迎えられるようにしましょ

う。どうぞ良い年をお迎えください。そして、１月には元気な顔を見せてください。

冬休みの過ごし方
冬休みは、年末年始を挟むので、夜ふかしや朝寝坊が多くなって、生活習慣が不規則になりがちです。生活習

慣が乱れると、病気から体を守る「免疫力」が低下するため、体調を崩しやすくなります。規則正しい生活習慣

で過ごすことを心がけましょう。

【朝の過ごし方】

早起きをして、朝ごはんをしっかり食べよう！

【昼間の過ごし方】

家のお手伝いもして、体を動かそう！

外から家の中にもどったら、手洗い・うがいをしましょう！

【夜の過ごし方】

ゲームをしたりテレビを見たりする時間を決めて、夜ふかししないようにしましょう！

感染性胃腸炎

今年の冬は、全国的に感染性胃腸炎が流行っています。学校でも感染性胃腸炎にかかり出席停止に

なった児童や腹痛や嘔吐を訴える児童がいます。嘔吐下痢症状がみられる感染性胃腸炎については、

２～３日から１週間くらいで治りますが、症状が回復してからも、１週間～１ヶ月間は排泄物ととも

にウイルスが体外に出ると言われています。症状が治まったからと安心せず、トイレ後や食事前は石

鹸での手洗いを家庭でも行ってください。汚物の処理を通して大人へも感染しますので、注意をして

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

クリスマスミニコンサート

１２月１８日(火)の全校業間音楽にて、コールひがし

（武蔵野東学園に在籍する保護者とそのＯＢの方たちで

構成されたコーラス部）と合唱同好会の子どもたちによ

る「クリスマスミニコンサート」が開かれました。

子どもたちは、入場時からコールひがしの皆さんのク

リスマスソングやお正月の歌などで迎えて頂きました。

コンサートの最初は、コールひがしの皆さんから、武蔵

野市の市民音楽祭で歌った『悲しみのようにひそかに』

の発表。その後合唱同好会の子ども

たちによる『この歌を』をコールひがし

の方々と合同で発表。最後に、全校

で『赤鼻のトナカイ』を大合唱し終了

しました。

詳しくは新着情報をご覧ください。

武蔵野東中学校情報

中学校はおだやかな学期末を迎えています。リニューアル

が夏に完了し、生徒たちは新しい環境をすっかり使いこな

し、折々に訪れる卒業生たちからは「ずいぶんきれいになっ

た」「昔より明るく広くなった」などの感想が聞かれます。

12月には１階のロビーと廊下に3枚の絵画を配置しました。

うち2枚はハルオ宮内氏の作品で、もう１枚はシュールレアリ

ズムの絵画です。そして通用門の壁に埋め込まれたアンモ

ナイトや三葉虫、廊下の曲がり角に展示された隕石やオリエ

ントの円筒印章など、ちょっと面白いものが校舎のあちらこ

ちらにあります。『アート＆サイエンス』をテーマに、校内を知

的興味に満ちた環境にしていこうという試みです。

サイエンスと言えば、中学校にはロボットが2台（2頭？）あ

るのです。それはアザラシ型ロボットの“パロ”。多数のセン

サーや人工知能の働きによって、扱う人の呼びかけに反応

し、抱きかかえると喜んだりするほか、豊かな感情表現や動

物らしい行動をします。近年は「世界でもっともセラピー効果

があるロボット」としてギネスブック（2002年）にも認定されて

います。もし中学校に来て見かけることがあったら、ぜひやさ

しく触ってやってください。


