
寒い日が続いていますが、子どもたち

は元気に過ごしています。

１月１６日の「ともに生きていく」の授

業では、相手を思いやることの大切さを

話し、色々な場面を想定し「これって、

思いやり？」ということを考えました。

この話をきっかけに友だちを思いやる場

面が増えていくことを期待します。

２月１日に「豆まき」を行いました。大

きな枡から豆をつかみ、「鬼は～そと！福

は～うち！！」という掛け声と共に力

いっぱい豆を投げました。その後２月生

まれのお誕生会も行いました。７歳の目

標をしっかり伝えると共にみんなでお祝

いをしました。

２月１６日には、１年間のまとめである

発表会が行われます。昨年末から練習を

始め、発表会集中練習期間では、ダン

２月からＡ組に新しい友だちを迎えて

２年生は９５名となり、更に元気いっぱ

いに過ごしています。

１月１６日「こころ」の時間の「とも

に生きていく」では「もっとなかよくな

ろう」というテーマで、学年みんなが楽

しく遊ぶためにはどうしたら良いかを子

どもたちで話し合いました。この日に向

けて、あらかじめみんなで楽しめるゲー

ムを各自が考え、アンケート用紙に記入

しその結果をもとに遊びを決めました。

みんなで考えた遊びは「鬼ごっこ」「迷

路」「ダンス」の３つと、ＣＤＥ組児童が

重点として１年間取り組んできた「いす

取りゲーム」に決まりました。３月にレ

クリエーションの時間を設ける予定で

す。遊びを通して、関わりがより一層深

まることを期待します。

２年生だより ～「福はうち！！」～

１年生だより ～「元気が１番！１年生！！」～
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「鬼は～外！ 福は～うち！」

「発表会がんばるぞ！！」

「発表会に向けて」

「豆まき」

ス、マスゲーム、音楽と出演する演目の

通し練習や部分練習に力を入れ、努力を

積み重ねてきました。６日に行われた発

表会照明合わせでは、自信を持ってしっ

かりと演技をすることができました。

今、まさに目の前に迫った発表会を万

全の状態で迎えようとしています。１年

生にとって“初めての発表会”。緊張や

不安もあると思いますが、練習を通して

一つひとつ身につけたことや成長してき

た成果を存分に発揮してほしいと思いま

す。そして、この達成感を味わうことに

よって、目標に向かって努力することの

素晴らしさを実感できることと信じてい

ます。当日はたくさんの応援と拍手をお

願いします。

２月１日には節分の豆まきを行いまし

た。「鬼は外、福は内！」と大きな声で

元気よく豆をまきました。きっとたくさ

んの福を呼び寄せたことでしょう。さら

に１２月から大切に育ててきたサケの稚

魚も順調に育ち、２日に無事に放流して

きました。そして、いよいよ今週の土曜

日には発表会が行われます。子どもたち

は本番に向けて練習を積み重ねがんばっ

ています。当日は練習の成果を大いに発

揮してくれることでしょう。

たくさんの拍

手とご声援をお

願いします！！



４年生だより ～「笑う門には福来たる！！」～
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３年生だより ～「車椅子体験＆発表会に向けて」～

「新春初笑いライブ」

『オリジナル詩集」

「鍵盤ハーモニカ」

「車椅子体験」

中から学ぶことができました。

ＣＤＥ組では、まもなく本番を迎える発

表会の練習に全力で取り組んでいます。

「低学年のまとめ」として１，２年生のお

手本になるとともに、１年生の時から頑

張ってきた鍵盤ハーモニカやバランス教材

の練習の成果を大きな舞台で発揮し、高学

年の仲間入りをするステップにしてほしい

と願っています。

発表会当日には、９４名の子どもたち一

人ひとりの活躍をたくさんの拍手で後押し

していただきたいと思います。

思わぬ大雪で通学に大変な思いをしな

がらも、空からのプレゼントに喜ぶ子ど

もたちの笑顔で後期後半がスタートしま

した。

１月１６日には、ＡＢ組で今年度のま

とめとなる「ともに生きていく」の授業

がありました。今回は『自分にできるこ

とは何か？』ということを考える一つの

機会として車椅子体験を行いました。以

前、水墨画の体験などの交流会でお世話

になった高齢者総合センターから車椅子

をお借りし、また職員の方にも来校して

いただいて、車椅子に乗ること、車椅子

を押すことの体験をしました。体育で

使っているマットを敷いて、平らで硬い

路面との違いを感じ、少しの段差でも車

椅子を利用している人やそれを介助する

人にとっては大変さがあることを学びま

した。また車椅子に乗ったときに感じた

不便さや不安などを、自分が車椅子を押

すときには相手に感じさせないための操

作の仕方や心遣いなども実際に体験する

が来ることでしょう。

総合の時間に行った重点「読書」の詩

集作りは、教科書で工藤直子さんの「の

はらうた」を学習した後でしたので、皆

で野原の住人になって詩を作りました。

まずどんな住人になるか考え（作者名も

考えました）、その作者になりきって気持

ちを詩に表してみました。オリジナリ

ティー溢れる詩ができあがりましたの

で、ＡＢ組のクラスごとにリボンで綴じ

詩集にしました。誰でも見られるように

教室に展示してあるので、学年クラスを

越えていろいろな児童や先生方が詩集の

ページをめくっている姿をよく目にしま

す。そこには微笑む顔や楽しそうに感想

を言い合う声が聞こえ、

互いを認め合いながら自

分の力にもしていく学び

合いの姿が生まれていま

す。

２０１３年１月の学年活動は『新春

初笑いライブ』フェスタでスタートしま

した。

人を笑顔にさせる出し物ならＯＫ（但

し、人の悪口やバイオレンス的なものは

ＮＧ）という設定の元、年末に出演者を

募っていました。このライブの狙いは、

個人やグループでの出し物をしっかりと

準備をして人に伝わるように発表をする

という趣旨がこめられていました。「ダ

ンス」「折り紙を盛りだくさんに使った

出し物」「コント」「ピアノ演奏」「山手

線一周全ての駅名を暗唱」「マイケル

ジャクソンのダンス」「マジック」そし

て真打が取りとして登場し「古典落語」

が披露され、語りのテンポと間で一瞬に

してその世界に引き込まれ、情景が目に

浮かび、笑いの渦が巻き起こりました。

芸達者揃いの学年のよき能力開発の場に

もなったと感じました。おおいに笑って

スタートした４年生には、きっと「福」
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５年生だより ～「もうすぐ６年生」～

６年生だより ～「一日一日を大切に」～

「書き初め大会」

「書き初め大会」

「卒業制作 色とりどりの思い」

平成２５年巳年の登校初日、ＡＢ組では

書き初め大会が行われました。５年生のお

題は「強い信念」。お正月らしい厳かな雰囲

気の中、子どもたちは一画ずつ丁寧に筆を

運びました。４月には、いよいよ最高学年

になります。東っ子としての強い信念を

持ってがんばってほしいと思います。

冬休みが明けて、発表会練習も本格化し

ています。ＡＢ組もＣＤＥ組もそれぞれ集

中練習期間を経て、本番に向けて順調に仕

上がってきました。

ＡＢ組では１月３０日・３１日に国語と

算数のまとめテストが行われ、５年生の総

まとめとして一生懸命に取り組みました。

４年生の終わりから使い始めてきたプラン

カードは、工夫して使いこなせるように

なってきました。その成果がテスト結果に

も現れていることでしょう。進学学習も始

まり、６年生が入試に向けてがんばってい

る様子を間近で感じ、子どもたちの学習に

対する意識も高まってきています。

ＣＤＥ組は、１月２４日に近隣のコン

ビニエンスストアへ買い物実習に行きま

した。今回は、一人２品まで商品を選

び、実践練習をしました。次回はスキー

教室のおやつを買いに行く予定です。

北原記念館で過ごすようになってもう

すぐ１年。東小学校では５・６年生が同

じフロアで生活し、５年生は６年生の姿

を見ながら成長していくという伝統があ

ります。６年生と一緒に過ごせるのもあ

とわずかとなりましたが、先輩たちから

たくさん学び、最高学年になる準備を進

めていきたいと思います。

６年生にとって、小学校のまとめの時期

である後期後半。小学校を卒業し、中学校

へと進学していく年でもあります。新年に

あたり、今年もＡＢ組は１月８日（火）の

書き初め大会からのスタートでした。よく

「書は人をあらわす」と言われますが、子

どもたちが書いた「創造する心」という文

字は、力強さの中にも、落ち着きがあり、

立派な作品となりました。また、ＣＤＥ組

も書き初めにチャレンジし、「心」という

文字を一人ひとりが書き上げました。この

「書」のような心を持って、大切なまとめ

の時期を過ごしていってほしいと思いま

す。

また、６年生の図工では、「卒業制作」

が着々と進んでいます。過去４年間は銅板

による制作でしたが、今年度は色とりどり

のアクリル板を使用した作品です。「一人

ひとりが未来に飛び立つイメージ」を、鳥

や自分が思い描く形を通して表現していま

す。 アクリル板を電動糸のこぎりで切る

のはとても難しいのですが、納得がいく

まで何回も挑戦しています。それぞれが

作り上げたパーツが一つに組み合わさっ

た時、そこには子どもたちのすてきな思

い出と共に、すばらしい作品が出来上が

ることでしょう。

暦の上では２月、３月とあと約２ヶ月

ありますが、子どもたちが実際に小学校

の自分たちの教室に登校してくる日数

は、わずか２０日ほどとなります。一日

一日を大切に過ごし、そして充実したも

のにして、仲間との思い出をたくさん

作ってほしいと思います。

「ＣＤＥ組 マスゲーム練習」



保 健 室 よ り

１月以降、増加が続いていたインフルエンザ感染児童数が減少しています。しかし、「油断大敵」。 インフル

エンザにかからないよう、また、かかっても軽くすむように、日頃から体調管理をしっかり行いましょう！

【家庭や自分でできる対策】

手洗い・うがいの徹底→石けんを使って手首まで洗い、流水でしっかり洗い流した後は、清潔なハンカチや

タオルで拭く。

咳エチケットを心がける→咳・くしゃみが出るときは、マスクや洋服の袖で口を隠すのがエチケット。

規則正しい生活を送る→栄養のバランスを考えた食事と、十分な睡眠をとる。

健康観察をする→登校前に「発熱、咳・くしゃみ、頭痛、腹痛・下痢、鼻水・喉の痛み、倦怠感」等がある

場合は、無理をして登校しない。

【インフルエンザ自宅療養のポイント】

水分補給と十分な睡眠を心がけましょう。

処方されたお薬は、指示通り最後まで飲みましょう。

できるだけ個室で安静に過ごしましょう。

適当な湿度（50～60％）を保ち、時々部屋の空気を入れ換えましょう。

家族がいる部屋へいくときは、マスクをつけましょう。

手をこまめに洗いましょう。

・・・熱が下がっても、２日間は安静に・・・

発熱などの症状がなくなってからもしばらくの間は感染力が強く続くと言われているので、人にうつさないた

めにも自宅で安静にしてください。インフルエンザは、学校保健安全法により、本人の休養と蔓延や流行を防ぐ

ために出席停止扱いになります。医師によりインフルエンザと診断された場合は、医師の登校許可があるまで学

校を休み、家庭でゆっくり療養しましょう。なお、学校への登校の際は、登校許可証明書が必要になります。

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

発表会照明合わせがありました

２月６日(水)に発表会照明合わせがありました。

発表会は一年のまとめと位置付けられていますが、

単にダンスや体育や音楽のまとめ発表ではありませ

ん。すべての学習の、そして、すべての学校生活の

一年のまとめを広い舞台で表現するものです。

この日に至るまでの子ども達の努力や向上心、練

習に臨む意欲、また、友達との協調の姿をご家族の

皆さんに披露する場でもあります。当日は子ども達

の成長した姿をお楽しみいただくと共に、応援のほ

ど、よろしくお願いいたします。

武蔵野東中学校情報

中学校では発表会に向けて、朝や放課後のちょっとした時

間にも生徒たちが自主的に練習に取り組んでいます。中心と

なる役割の生徒が場所や時間の許可をとって進めており、こ

ういった自主性は、先輩たちが残してきた校風によるもので

す。「行事は自分たちで作りあげる」という意識で、全員の

心がひとつになった当日の舞台は、今年も生徒自身の心に刻

まれる、かけがえのない経験になることでしょう。

3年ABの高校受験も半ばとなりました。1月の推薦入試で進

路を決定した生徒が約6割あり、いよいよ私立・公立を一般受

験する生徒たちが大事な時期を迎えています。自分で考え自

分で決める15歳での進路選択の機会に、努力だけではなく結

果も伴わせることに学校全体がサポートしてきました。何冊

もの自主学習ノートやプランノートを振り返れば、積み重ね

てきたものの大きさを、自信をもって実感できるはずです。

実を結ぶまであと少し、学校全体が応援していきます。

部活動では、ダンス部が東京都の新人戦で優勝、テニス部

女子が多摩地区大会で3位、陸上部が東京都ロードレース大会

で2名入賞と好成績をおさめています。また小金井市の『平成

24年度スポーツ表彰』では全42表彰のうち、10表彰が、東中

の部活動における団体および個人に授与されました。


