
１年間のまとめである発表会では、練

習を始めた頃こそ戸惑いながらでした

が、徐々に、カスタネットやダンスの手

具、バランスボード、ハーモニカ、鍵盤

ハーモニカを楽しみながら扱えるように

なり、本番では堂々と演技、演奏ができ

ました。やらされているのではなく、自

分から楽しんでできたことが、１年生み

んながたくましく育ってくれたことの証

だと思います。

３月１３日には、体育館にて学年みん

なで給食を食べました。友だち同士、話

が弾み、どのグループも笑顔、笑顔で楽

しい時を過ごしました。あわせて３月の

お誕生会も行い、これで全員がお誕生会

で「７歳の誓い」を堂々と発表すること

ができました。

まもなくドキドキした入学式から１年

が経とうとしています。入学当時の不安

発表会では、練習の成果を大いに発揮

した２年生。２・３月も様々な学年活動

を行いました。２月２０日、武蔵野郵便

局へ見学に行きました。局内の見学や郵

便に関するビデオを見ました。今回は特

別にポストの鍵を開けていただき、中が

どうなっているのか見せていただいた

り、みんなが書いて持って行ったはがき

を、機械で仕分けする様子を見学しまし

た。そして、２月２５日より「東っ子郵

便局」を開局しました。朝や休み時間

に、はがきの販売・収集・消印・仕分

け・配達の分担に分かれ、張り切って仕

事を行いました。はがきの書き方につい

てのマナーも呼びかけながらの仕事は、

郵便局見学で学習したことが存分に生か

されたと思います。

３月に入ってからは、学年レクリエー

２年生だより ～「学年活動のまとめ」～

１年生だより～「元気が一番！１年生！！もうすぐ２年生」～
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「ゆうびんやさん大忙し！！」

学年レク大会

「体育館が巨大迷路になったよ！！」

「みんなでいただきます」

「毎月のお誕生会しめくくり」

な表情が今では全く感じられず、すっか

りお兄さんお姉さんとして立派になって

いる１年生。子どもの成長は著しいもの

ですが、東の１年生はその想像をはるか

に超えるものだと感じています。登下校

も手を引かれて、足取りがたどたどし

かった様子から比べると、多少失敗は

あったものの、しっかりとルールを守っ

て通学できるようになりました。学校生

活の中でも、自分で考えて動ける児童が

とても多くなりました。一つひとつの行

事、活動を通して、園児から児童へと少

しずつ変わっていく様子が走馬灯のよう

に思い浮かべられます。

１年生で築き上げたことを土台とし

て、更なる成長を期待しています。保護

者の皆様には１年間のご協力を感謝いた

します。

ション大会を行いました。このレクリ

エーション大会は、１月１６日「ここ

ろ」の授業で、学年みんなが楽しく遊ぶ

ためにはどうしたら良いかということを

考えた上で決定した４種類の遊びです。

３月４日は「椅子取りゲーム＆お誕生日

会」、７日は「迷路＆鬼ごっこ＆交流給

食」、１１日は「ダンス」というよう

に、盛りだくさんの１週間となりまし

た。

この１年間、たくさんの学年活動を通

してＡ組～Ｅ組みんなの絆は、より深い

ものとなりました。来年度は、全クラス

が横並びになることもあり、更に強く深

い絆となっていくことを期待していま

す。

保護者の皆様には、多くのご協力をい

ただき、ありがとうございました。



４年生だより
～「スキー教室＆学年活動フェスタファイナル」～
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３年生だより ～「いろいろな体験を通して」～

「フェスタファイナル第１部出し物」

『フェスタファイナル第２部

レクリエーション」

「おいしいお味噌ができました！」

「どれにしようかな？」

一つに加え、まとめをしました。また、

初めて学校の正門横にあるチャレンジ

ショップへ行き、レジでの支払い方を学

びました。

また３月８日には、１０月にスタート

した味噌作りのまとめとして試食会を行

いました。月に一度、大切に手入れをし

て出来上がった味噌を野菜スティックに

つけたり味噌汁にして味わいました。

今年度一年間、保護者の方々には大変

多くのご協力をいただき、感謝していま

す。ありがとうございました。

ＡＢ組は、３月４日から６日まで白樺

湖ロイヤルヒルスキー場へ初めてのス

キー教室がありました。バスの中ではレ

クで盛り上がり、また八ヶ岳や富士山を

見て春の野辺山での宿泊学習を思い出す

場面もありました。レッスンは講習班に

分かれ、先生やインストラクターの方に

一から丁寧に教えてもらいました。ス

キーをするのが初めての子もたくさんい

ましたが、２日目には全ての班がリフト

に乗ることができました。ホテルでは、

生活班に分かれて過ごします。頼もしい

６年生の班長さんの言うことを聞いて

しっかりと行動できたようです。天候に

も恵まれて素敵な景色をたくさん見るこ

とができ、最高の３日間となりました。

ＣＤＥ組は、今月は２回の買い物実習

を行っています。自動販売機での実習で

は、釣り銭を忘れずに取ることを手順の

フェスタ ファイナル」をやりたいとい

う声があがりました。スキー教室の合間

という限られた時間の中でしたが児童主

体で案が出されました。「CDE組の友だち

にも楽しんでもらうにはどうすれば良い

のか」という話し合いも見られ、「学年

全体で」という意識の強さが感じられま

した。児童の出し物による第一部、全員

で楽しむレクリエーションによる第二部

という二部構成のフェスタは初めてであ

り、思うように進められなかった部分も

ありましたが、自分たちで何とかしよう

とする子どもたちのたくましさがありま

した。

１年間のフェスタの経験を活かして、

来年度は学校全体のサブリーダーとして

様々な場面で活躍してくれることが楽し

みです。

ＡＢ組は昨年のスキー教室以来２回目

のスキーということで、初日は感覚を取

り戻す日となりました。２日目は天気に

も恵まれ、リフトにもたくさん乗って、

思う存分滑りました。今年のスキー教室

の目標を聞いたところ、「生活班で５年

生の動きを見て来年に備えたい。」「３年

生の面倒をたくさんみてあげたい」とい

う頼もしいスピーチが聞けてうれしく思

いました。技術だけでなく、縦割りの生

活班で他学年から学んでいることを感じ

ました。ＣＤＥ組は初めてのスキー教室

でした。学校での陸上トレーニングをし

て臨みました。手袋と帽子ゴーグルをは

める練習からスキー靴を履き板をつけて

歩く感覚も覚えていきました。その甲斐

があり、雪の上で戸惑うこともなく楽し

んでこれました。すでに来年のスキー教

室のことを話す様子もありました。

２人の児童から学期末最後に「学年
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５年生だより ～「サブリーダーからリーダーへ」～

６年生だより ～「感謝の気持ち」～

「上手にすべれたよ」

「最後の“ともに生きていく”

の授業」

「いよいよ明日は卒業式」

ＡＢ組は３月４日～６日、ＣＤＥ組は３

月７日～９日に、スキー教室に行ってきま

した。ＡＢ組もＣＤＥ組も天候に恵まれ、

技術的にもレベルアップを図ることができ

ました。ＣＤＥ組の子どもたちも、何本も

リフトに乗ることができ、技術だけでな

く、マナーなども５年生らしく楽しみなが

ら学んできました。

ＡＢ組の縦割りの生活班では、学校のサ

ブリーダーである５年生が副班長を担当し

ました。副班長を務めた子どもの感想を紹

介します。「３日続けて奇跡的にどの日も天

気は快晴。少しガリガリしているところも

あったが、コンディションは抜群。風が強

く、すべり心地も最高なので、まとめも

しっかりできた。生活面では、副班長とし

てばっちり務めを果たしたというわけでも

ないし、トラブルもあったが、明るく陽気

な班で、まとめるのが楽しかった。もう

あと２週間程度で６年生も卒業して、い

よいよこれからは僕らの晴れ舞台。今回

見た班長や６年生の行動を学びとって、

６年生にしっかり生かさなければならな

い。」

発表会、スキー教室と後期後半の大き

な行事も終わり、５年生でいられる日も

残りわずかとなりました。がんばって準

備を進めてきた６年生の送別会では、

リーダーの立場を引き継ぎ、一生懸命に

会を盛り上げることができました。

ＡＢ組では、２月２７日（水）「ここ

ろ」の時間に最後の「ともに生きていく」

が行われました。卒業後に「武蔵野東小学

校はどんな学校？」と聞かれた時にどう答

えるのか、自閉症の知識を全く持たない人

たちに友だちのことをどう「伝えていく」

のか、という視点で授業を行いました。子

どもたちからは、「混合教育を行っている

学校」「ＣＤＥ組の友だちと一緒に学ぶ学

校」という答えが多くありました。授業後

の日記には、「自閉症という個性を持つ友

だちと学校生活を送り、助け合うことの大

切さ、一人ひとりの個性の学べる学校であ

る」「友だちを大切にする友愛の心を学ぶ

学校」「ＣＤＥ組の友だちと自然に接する

ことができたことは、一生の財産」「ＣＤ

Ｅ組の友だちのおかげで自分自身が成長し

た」「ＣＤＥ組のみんなは大切な友だち」

などの感想がありました。創立者の思い、

友愛の心をしっかりとつかんでいることを

感じさせてくれました。

いよいよ明日、９１名の６年生は卒業

式を迎えます。卒業生は舞台上で、一言

ずつ自分の思いを話し、卒業証書が一人

ひとりに授与されます。練習の中で圧倒

的に多い言葉はやはり感謝の言葉「あり

がとう」です。小学校卒業という人生の

節目を迎え、自分自身の小学校生活を振

り返り、「ここまで成長できたのは自分一

人の力ではない、両親や友だち、先生、

その他お世話になった方に感謝の気持ち

を表したい。」そんな一人ひとりの気持ち

が厳粛な式に花を添えます。卒業式当日

は子どもたち、保護者の皆さん、そして

教職員にとっても特別な一日

になることでしょう。武蔵野

東小学校で学んだ「友愛の

心」を中学生になっても、大

人になっても、いつまでも大

切にしてほしいと思います。

「生活班で楽しく食事」



保 健 室 よ り

全国的なインフルエンザの流行をふまえ、感染症を予防しようと保健活動に取り組んできました。一時本校で

も流行が広がり学級閉鎖をすることになってしまいましたが、その後は比較的落ち着いた日々を過ごすことがで

きました。予防のために保健部員の児童が中心となり、手洗い・うがいの励行やハンカチ・マスクの使用などを

呼び掛け、そのことで予防意識も高まりました。今後も児童が自分の健康に関心を持ち、感染症や病気を予防

し、健康な学校生活が送れるよう手助けをしていきたいと思います。ご家庭でも、引き続きご協力をお願いしま

す。

６年生は、東小学校で過ごす時間は明日の卒業式だけです。６年間で、心もからだも大きく成長しましたね。

４月からの中学校生活は、今後の人生にとって、とても大切な時期になります。勉強や運動もそうですが、自分

の将来を決めるような出来事と遭遇したり、生涯つきあう親友との出会いがあるかもしれません。また、１～５

年生は新しい学年に進級し、それぞれに４月から新しい出発が待っています。一日一日を精いっぱい過ごしてく

ださい。そんなみなさんの活躍を保健室から応援しています。

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

卒業記念品

卒業生保護者の皆様より卒業記念品として、ビオトープ

に水車を寄贈していただきました。６年生の子どもたちに

より、水車は、「大きなＷＡ］と名付けられ、１５日に「お

披露目会」をしました。動き出した瞬

間には歓声があがりました。

卒業生保護者の皆様、本当にありが

とうございました。

武蔵野東中学校情報

３月初旬のスキー教室は天候にも恵まれ、

志賀高原の広いゲレンデを思う存分滑ってき

ました。全学年で行きＡＢ組とＣＤＥ組が宿

舎の部屋でも一緒になる、一体感の持てる校

外学習でもあります。帰校してからは、ＡＢ

組は英語のレシテーション・コンテストの決

勝が行われました。レシテーションというの

は、学年ごとの課題文を暗唱して発表するも

のです。英語科からは、例えば運動の技能と

同様に『完全に身につくまで』繰り返し覚え

こむ、英語のアクセントの位置や単語と単語

のつながり方を意識して発音するといった指

導がありました。入賞者はもちろん決勝進出

者は皆、素晴らしい出来栄えでした。１、２

年生ＡＢ組の全員が行う「研究活動」も、こ

のほど1年生の審査が終わり、１、２年生そ

ろっての優秀作品展示会が行われました。特

に２年生では２年間同じテーマで研究した作

品が光っています。

さて、来週はいよいよ卒業式です。３年生

は都立高の入試を最後に全員が進路を決定

し、それぞれの目標に向けてスタートをきり

ます。中学校時代からは自分で自分の歩む道

を切り開くもの。思春期３年間のかけがえの

ない思い出と、切磋琢磨してきた自信ととも

に学び舎をあとにする３年生９５名を、祝福

して送り出します。

平成２５年度 教育方針説明会

３月２６日（火）９：３０～１２：００

平成２５年度の教育方針説明会を行います。１年間の保護

者会の中でも特に大切な会合ですので、必ず出席くださるよ

う、お願いいたします。お休みされた場合、進級書類は４月

５日（木）以降にお渡しすることになります。


