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●学園祭特集       

●部活動試合結果 

相手の気持ちになる 

  

校長 菊地 知恵子 

 

〇 「共感性」について 

 先日、有識者の方から、こんなお話を伺い

ました。以下は主旨になります。「自閉症児

はいわゆる『心の理論』（論理的な推論）の

理解に弱いが、心の理解を進めるためには言

語の発達は必要条件ではあるが、十分条件で

はないと思われる。それは、言語力のある

ケースで必ずしも正解が得られているわけで

はないからで、心の理解を進めるには、もう

ひとつの方向性として『共感性』をベースに

した支援の可能性が考えられる。」そして武

蔵野東学園のＣＤＥ組の教育を見るに、「集

団教育を基本としており、クラスや小集団で

「相手の身になる」経験をすることが『共感

する心』を育て、それが心の理解につながっ

ているのではないか。」また一方「ＡＢ組の

子どもとＣＤＥ組の子どもとが小さいころか

ら共に過ごすことで『波長が合う場』を経験

し、共感する力が育まれているのではない

か。」 

 

 自閉症スペクトラムの研究者からのお話で

したが、その分野に限らず、人間理解全般に

ついて、非常に示唆に富む内容であると感じ

ました。社会において、人間関係を作ること

や、仕事を進めるためには「相手の身にな

る」ことが欠かせません。 

 

〇 学校の日常、学園祭に向けて 

 学校では、集団の場でこそ学べる人間関係

のさまざまを、生徒たちは日々、失敗からも

含めて学んでいます。目には見えない人の気

持ちを推しはかって（想像して）行動するの

は難しいことです。いわゆる「空気を読む」

は処世術ではあっても、少し自分中心的で

す。先生たちが生徒に良く言うのは「きちん

と言わなければ伝わらない」、「どう伝わる

か考えて」。また「責任の持てないことは言

わない」、「その場にいない友だちのうわさ

をしない」など。要は「相手の気持ちになる

こと」です。 

 10月後半は、世の状況もやや落ち着き、幸

いにして、学園祭に向けての準備に忙しい時

期を迎えることができています。生徒たち

は、作り上げる苦労と完成の喜びのこもごも

を味わっています。ものごとを進めるために

は、相手がどう受け取るかを推測して、わか

るように伝えなければならない、自分の考え

ばかりが先行しては、うまく運ばない、これ

はみんなの為になるのか、伝わるためにはど

うしたらいいのか。「相手の気持ち」になら

ないと進まないことばかりです。 

 昨年度は見送った、ＣＤＥ組の劇発表のＡ

Ｂ組による大道具の手伝いを今年は再開しま

す。例年通り、最終リハーサルを全ＡＢ組で

鑑賞するのを、生徒たちは楽しみにしていま

す。学園祭当日は全生徒が発表の場を持ちま

す。保護者の皆さまには来校いただき、生徒

たちによる実りを、ご覧いただきたく思いま

す。 

 最後になりましたが、「東くじ」景品とし

て金券類のご寄付を多くの保護者の方から頂

き、感謝いたします。学園祭協力金と共に、

生徒の喜ぶ景品に充てさせていただきます。 

 

〇 ありがとう、村上選手 

 本校卒業生の村上選手は東京五輪のゆか銅

メダルに続いて、10月24日世界体操のゆかで

金メダルを獲得（2017年に続き2度目）、世

界の体操界にゆるぎない実績を残して引退を

発表しました。演技終了後の感極まった表情

が印象的でした。長く共に感動を分かち合え

たことに感謝したいと思います。なお東京五

輪でのメダル獲得を祝って、卒業生や在校

生、先生方で制作した寄せ書きのアルバムは

10月初めに、村上選手に贈呈しました。 



地球規模チーム（リーダー：3年梅村君） 
私たちのチームは「多様性」をテーマに準備をしてい

ます。東中の混合教育などを通して、多様性に向けた

取り組みや考え方を動画にまとめ、ＨＰの学園祭特設

ページで紹介する予定です。 

SHOW TIME!!!チーム（リーダー：3年篠田さん） 
オーディションを行い、企画発表をするメンバーが

決定しました。今後はポスターチームと編集チーム

に分かれ、撮影したものを編集したり、ポスターを

作成していく予定です。 

広報チーム（リーダー：3年藤元さん） 
今年の学園祭は「広める」をコンセプトとして準備

を進めています。また、新型コロナウイルスの影響

により一般の方をお呼びできない分、特に特設サイ

トの作成には力を入れて取り組んでいます。特設サ

イトでは学校のことをより多くの人に知ってもらう

ための企画を予定しています。 
企画チーム（リーダー：3年宮崎君） 
保護者の方に今の学校生活を「日常」を

テーマにお伝えできればと思っていま

す。また、学園祭2021記念グッズのクリ

アボトルのデザインなども考えました。

ご購入いただいた方、ご協力ありがとう

ございます。 

テーマ 

学園祭実行委員長 3年井内君 

いよいよ学園祭が始まります。今年のテーマは「The sky’s the limit」です。これは「可能性に限界は

ない」という委員の気持ちと今までにない新しい学園祭を作り上げようという思いを込めると同時に、

皆の日々の活動や東中の特徴をより多くの人に知ってもらいたいという願いも込められています。皆の

思い出に残るような学園祭を委員一同目指していきます。 

学園祭に向けて、現在実行委員の生徒たちが、着々と準備を進めています。今年度は総勢55名の生徒が所

属しており、４つのチームに分かれてそれぞれが活動を進めてきました。以下、実行委員長と各チームの

リーダーからのメッセージを掲載します。 
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学園祭実行委員メッセージ 

           

※今年度の学園祭は学内限定行事です。一般の方への公開はしていません。 
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１年生 

ケチで嫌われ者のスクルージは、クリスマスのイブの夜に３人の精霊と出会います。その翌朝、目覚めた彼に大き

な変化が…。初めての舞台、それぞれが自分の役を楽しんで演じます。  

２年生 

魔法によって人間の姿になった猫、ライオネル。彼を待っていたのは人間の素晴らしさか？それとも醜さか？人の

喜怒哀楽、個性的なキャラクターを全力で表現します。  

３年生 

フランスの児童文学が原作です。触るだけで花を咲かせることができる指を持つ少年が、その力で戦争を阻む

物語で、平和への切なる願いがテーマとなります。  

本番に向けて、日に日に練習にも熱が入ってきました。

以下に担当の先生からのコメントを紹介します。 

１ＡＢ ゼミテーマ 担当教諭 

「NO!人種差別 今後の課題」 

・世界に存在するさまざまな人種差別・なぜ差別は起こるのか 

・最近の事例や国、団体の取り組み・今後の改善策について 

児島 

中西 

「数字から考察、ＳＤＧｓ」 

・グラフなどの統計資料から、現在の問題点を探る 

（入試選抜における男女平等、社会における多様性など）  

矢作 

「燃料電池について」 

・燃料電池のしくみを実験を通して理解し、普及に向けての課題を探る 

佐竹  

盛川 

「 MOTTAINAI！ 身の回りの食品ロスを減らせ！」 

・食品ロス問題の現状と、解決に向けた様々な取り組みを調べる 

・身の回りの食品ロスの実態を調査する 

中野 

木村 

「中学校における傷害の発生要因と防止～自己管理能力、危険回避能力を高めるためには～」 

・中学校における傷害の実態を調べる ・傷害の発生要因を探る 

・けがをしないための自己管理能力や危険回避能力について考える 

丹治 

田代 

昨年度からSDGsプロジェクトチームのみならず、友愛会にお

いてもSDGsの考えを一つの軸として活動を進めてきました。

今年度の学園祭では、3年AB組の生徒全員が、「貧困をなく

そう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」等の17

の目標から、最も関心のあるテーマについて発表をします。 

国連がSDGsを掲げ、目標達成の期限としている2030年。多くは社会人として活躍している今の中学3年生

の発表にご期待ください。 

約半年間をかけて、ゼミの先生のもと探究の基礎を学び

ながら、グループで調べまとめた内容を発表します。 



2年B組 

No 氏名 テーマ 

1 阿部さん ボディランゲージは語る 

2 石川さん プラスチックゴミ削減に向けての取り組み 

3 伊藤さん スマホ時代の速記と需要 

4 伊藤くん プログラミング教育について 

5 内片くん 完全自立型 海に浮かぶ家 

6 大野くん 泥から発電 微生物は新エネルギーになるのか？ 

7 加藤さん 日本における音楽療法の可能性 

8 菅野くん 
ヒットするファンタジー映画の特徴 ～僕も大好き キミ

も大好き みんな大好き～ 

9 坂口さん 合理的な買い物とは～ミニマリストからの視点を通して～ 

10 佐藤くん 
これからの時代に求められる車をこれまでの車と比較して

自分で構造を考えてみる 

11 塩田さん 飼育用イルカ不足の解決方法 

12 清水くん 火山灰の利用 

13 白須さん ダイラタンシー現象について～非ニュートン流体～ 

14 鈴木くん 
貧困地域を想定した河川（雨水）の浄水方法の提案 ～簡

単な材料で、より飲料水に近づけるには～ 

15 須長さん 10年後の未来のために考えよう！～プラスチック問題～ 

16 須原さん 心が落ち着くピアノ 

17 髙橋くん プログラミングをひとつに 

18 立川さん ディズニー映画と原作の関係 

19 堤さん ごみと様々なものの関係性 

20 土橋くん 巨大地震のためのDIY防災グッズ 

21 中尾さん 
色の見方、見え方 ～国のそれぞれの色の見え方、色覚多

様について～ 

22 中平さん 色彩計画を利用し、様々な建物に合う色を考える 

23 野﨑さん ＡＩの発達が人間社会に及ぼす影響 

24 花巻くん 最強の城 The strongest castle 

25 平工さん 自動車事故と色の関係性 

26 吹山くん ゴミのポイ捨てによる影響と改善策 

27 宮之原さん 映画音楽の裏側 

28 森田そ くん 
成人年齢18歳 ～民法改正に伴う少年法改正の課題点を考

える～ 

29 山本こ くん House ターゲットに合う最高の家 

30 山本れ くん 英語と日本語の歌詞の比較研究 

31 渡辺さん ポスターにおける色彩の効果について 

32 渡邉くん 空手の世界人口の増加とこれから 

2年間の探究活動の成果として、2AB全員がプレゼン

テーションを行います。一人ひとりの個性あるテーマを

紹介します。 

2年Ａ組 

No 氏名 テーマ 

1 荒井くん タイムトラベルの可能性 

2 石井さん 冷凍で食品ロス削減 

3 稲宮さん ディズニーリゾートの魅力 

4 宇田川くん サッカークラブ経営で収益を多く出すためには？ 

5 梅田さん 現代まで人を引きつける日本茶の魅力 

6 大黒さん 社会現象を反映する本 

7 大城さん 男女兼用服を考える ～服デザインとLGBT～ 

8 太田くん 生ゴミの有効活用 

9 大森くん 企業が成長する方法 

10 影浦くん プログラミングで永久機関を検証 

11 賀澤さん これからの購買意欲をかう商品とは 

12 黒沢さん 犬猫の殺処分削減へ 

13 腰原くん 過疎化した村を盛り上げよう！ 

14 坂原くん 新しい和食料理の創作 

15 鈴木さん 映画から分かるジェンダー平等 

16 諏訪くん 安楽死は日本で認められるのか 

17 棚田くん テニスラケットの廃棄後の行方 

18 内藤さん イヤーワームを起こしやすい曲の作り方 

19 萩原さん コロナ禍の人々の心理状況とヒット曲の動向 

20 花岡くん 核のメリットデメリットその後 

21 早瀬さん YouTubeの広告による経済効果 

22 ヘラスくん ドローンのビジネス活用について 

23 保谷くん 日本のサッカー戦術への提言 

24 真壁くん ＳＮＳトラブルへの対策 

25 牧野さん 目に留まるＨＰとは 

26 増田さん 実践！子供の背が伸びる可能性を秘めた健康生活 

27 松島さん 阿波踊りの自分流の踊り方 

28 溝田さん 酵母づくり 

29 南澤くん 自衛隊の現状と未来 

30 森田は くん 自動車事故削減への課題 

31 山本し くん 怖さを感じさせない緊急地震速報の音源作成 

32 吉岡さん 交通事故の実態 ～今後に必要な設備とは～ 

33 吉田さん 子ども食堂の実態と問題 
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  １0月の部活動試合結果（～10/24) 

陸上競技部 

●第52回ジュニアオリンピックカップU16全国大会 

   （10/20～23 愛媛県総合運動公園陸上競技場）    

  3年村松さん  三段跳   11m13 6位 

（村松さんのコメント）長い間目標にしていたジュニアオリンピック

で、これまでの練習の成果を出せて、入賞することができ、うれし

かったです。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。 

※ジュニアオリンピックは各都道府県代表が集まる大会で、中学  

 生～高校1年生まで対象の中、東京都代表として出場。 

●第74回中学校東京都支部対抗陸上競技選手権大会 

                            (10/16、17  夢の島陸上競技場）  

  （入賞者） 

  3年村松さん 3年走幅跳  5m32  1位優勝 

  3年網木さん 3年走高跳  153cm  3位 

  2年石井さん 1.2年走幅跳 4m84  6位 

  2年渡邉くん 1,2年走幅跳 5m86  5位 

 

卓球部 

●中体連第10ブロック令和3年度新人卓球大会（個人） 

           （10/16 立川四中,10/17 小金井一中） 

   2年渡辺さん  3位（都大会出場） 

    2回戦まで  2年荒井くん 

   1年鈴木さん、1年赤池くん 

 

バスケットボール部 

●令和3年度強化練習大会兼新人戦シード決め市内大会 

                                                        （10/3 小金井緑中） 

＜男子＞ 対 中大付属中  17対22  負け 

  対 東京電機大学中 26対29  負け 

＜女子＞ 対 中大付属中  16対24  負け 

  対 東京電機大学中 19対9  勝ち 

 

硬式テニス部 

●東京都中学校新人テニス選手権大会予選第10ブロック大会   

             （団体の部）（10/23  昭和中,10/24 福島中） 

＜男子＞ 対 小金井二中  5-0  勝ち 

  対 昭和中    0-5  負け 

＜女子＞ 対 小金井緑中  1-4  負け 

 

フィギュアスケート 

●第25回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会 

                   （10/24 滋賀県立アイスアリーナ） 

  1年早川くん   ノービスＡ男子 5位 


