
 

 

武蔵野東中学校 学校通信  2022年３月19日発行   2021年度 第10号  通算No.262 

●３学年 京都奈良修学学習   

●１･２学年レクリエーション    

●36期友愛会報告会  ●英語スピーチコンテスト 

●SDGs Day 

ＨＩＧＡＳＨＩ 

   ＣＯＭＰＡＳＳ 

ともに過ごす時間 

  

校長 菊地 知恵子 

 

〇 本気で遊ぶ 

 卒業を控えたこの3月、3年生は京都奈良修

学学習に行ってきました。コロナ禍により校

外学習の計画は大幅に変更となり、本来なら

2年次9月の予定が3回の延期・変更を経てよ

うやくの実現です。万全の感染防止対策のも

と、楽しい思い出とともに帰京しました。 

 同じ期間に、1、2年生は2日間のレクリ

エーションデーを実施。本来ならスキー教室

があった日程です。部活動の停止期間も長

かったことからやや体力不足の生徒たちは、

2日間、思い切り身体を使って遊び、筋肉痛

になっていた生徒もありましたが、その表情

からは心が充分に満たされた様子がうかがえ

ました。その様子は後のページにある通りで

す。2日のうち1日はそれぞれ、歩いても歩い

てもまだ先のある広い小金井公園で思い切り

身体を動かし、ウォークラリーで1年生は

「この木何の木」64種類の樹木探索、2年生

は先生の出すミッション達成（どんぐりや松

ぼっくりを拾う、先生を笑わせるなど）、普

段の校内にはない「ミッション」に笑いが絶

えませんでした。別の日の校内活動では、学

校じゅうをめぐっての（その日はその学年し

か校内にいないので）ゲームや球技など、

チームごとで競い合うイベントを楽しんでい

ました。特に盛り上がっていたのは、1年生

の「謎解きゲーム」や2年生の「しっぽ取

り」、先生たちが加わっての本気のリレーな

ど。普段の学校生活は生徒が自分たちでイベ

ントを企画する機会が多いのですが、今回は

先生たちが生徒のために工夫をこらした本気

の遊びメニューに、生徒たちは本気で遊び、

大満足のようでした。 

 この1、2年生のレクリエーションデー、3

年生の修学学習ともに、行動はAB組生徒と

CDE組の混合班や混合チームが基本でした。

昨今の事情から混合での活動機会が減ってい

たことから、終了後にはAB組、CDE組どちら

からも、やっとたくさん関われた、一緒に

やって楽しかった、話しかけてくれて嬉し

かったなどの感想が多くありました。中には

CDE組はポートボールを体育でやっているか

ら上手で頼りになった、スポ大の時よりなわ

とびが上手になっていて驚いたなど。気心の

知れた3年生は、宿泊を通して互いに積極的

に話しかけ、3年間を締めくくる思い出をた

くさんつくっていました。 

 

〇 ともに生きる 

 ところで14日のSDGs DAYには、UNHCR（国

連難民高等弁務官事務所）協会のファンドレ

イザーの方から講演をいただきました。

UNHCRの名前はウクライナ情勢から、ニュー

スで頻繁に聞くようになりましたが、生徒た

ちは実体験を交えての活動内容を聞き、見え

ていなかった世界情勢を知り、かなり衝撃を

うけていた様子でした。紛争が日常となった

国の同じ年齢くらいの子どものこと、オリン

ピックに出場した難民選手団のバックグラウ

ンドのことから、日本にいる自分には何がで

きるのだろう、行動に変えていきたいと考え

た生徒がほとんどでした。見ていて一過性の

考えではないと感じました。 

 明日は37期生の卒業式です。今年も在校生

の出席はかないませんでしたが、同じ環境で

ともに過ごした経験は共通です。学園の中だ

けで「混合教育」が素晴らしいと納得して終

えてしまうのではなく、この先の社会でいろ

いろな人と出会う中でともに暮らす社会を作

り上げていくこと、世界中の人とともに生き

ることを考え続けていってほしいと願ってい

ます。 
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 １年次から準備を重ねてきた京都・奈良修学学習を実施することができま

した。今回は１・３日目のバスに余裕を持たせ、また、２日目の活動はＡＢ

組はタクシーを使い、ＣＤＥ組はバスで移動するなど、特に感染に気をつけ

ました。  

 天気に恵まれて寒さもそれほどなく、さらにいつもの人混みもみられず、

世界遺産の数々をじっくりと堪能することができました。また、久しぶりの

宿泊行事だったので、時間が経つにつれ、学年としてのまとまりが見られる

ようになりました。卒業直前にこのような機会を持つことができ、良い思い

出の１ページになったことと思います。 

「生徒の感想」 

・３日間一緒に生活して気がついたことは学習班・生活班ともに楽しむとき

には楽しむ、見学するときには静かにするなどメリハリがあったというこ

とです。約２年ぶりの宿泊学習で少し心配していましたが、無事終わって

安心しました。初めて京都・奈良に行って、今まではテレビでしか見られ

なかった建物を実際に見学することができ、とても感動しました。特に金

閣寺は、実際に見るととてもきれいで、いつまで見ていても飽きません。

この行事は一生忘れることのない思い出になりました。(ＡＢ組 Ｅくん) 

・寺社見学では、京都・奈良にある昔ながらの文化財を見ました。再建され

たり、色を塗り直したりと次の世代に受け継ぐための工夫が感じられまし

た。学習班と生活班の活動では、守るべきことの中で楽しむことができま

した。その中で、ＣＤＥ組の友達とも分け隔てなく接することができまし

た。思い出に残る修学学習にすることが出来ました。(ＡＢ組 Ｍさん) 

・中央線の遅延で予定の新幹線には間に合わなくなり、不安もありました

が、行きの新幹線からとても楽しく始まることができました。そして一番

思い出深いのは２日目の活動です。タクシー運転手の方が、とても優しく

ておもしろく、ガイドもわかりやすくて、本当にあっという間に終わって

しまいました。その説明が、今まで社会科などで学習してきたこととつな

がったのが、とてもうれしく、もっと歴史を学びたいと思いました。卒業

前に最高の思い出ができました。(ＡＢ組 Ｔさん) 

・京都奈良修学学習で楽しかったことは、三つあります。一つ目は、法隆寺

を見たことです。聖徳太子が昔、この寺をつくった当時の様子を想像する

ことができました。 

 二つ目は、金閣寺です。金閣寺では、文字通り金色で光ってきれいだなと

思いました。 

 三つ目は、太秦映画村です。ここでは、忍者ショーやからくり屋敷などに

行きました。忍者が敵と戦っているところや効果音がとてもかっこよかっ

たのが、印象に残りました。(ＣＤＥ組 Iくん) 
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１年生  

 ３月９日、１０日の２日間、３年生が修学学習に出かけている間に１・２年生がそれぞれレ

クリエーションを行いました。一年間のまとめとして学年やクラスが一体感を味わうため、A

～E混合班での校外活動や球技も行い、いつもとは違う環境の中で楽しむことができました。 

 ２日間に分けて、校内と校外でそれぞれレクリエーションを行いました。１日目は校内活動と

して、「謎解きゲーム」と「ミニオリンピック」をＡ～Ｅ組の混合班で、「バレーボール」と

「サッカー」をＡＢ組とＣＤＥ組それぞれで楽しみました。謎解きゲームではなぞなぞから先生

や学校生活に関するクイズなどの難しい問題もあり、「たくさん考えて、解けたときにはとても

スッキリした」などの感想もありました。ミニオリンピックは５ｍ競走やコーンを倒すボウリン

グ、二重跳びなど、ユニークな10種目で競い合う班員全員参加型の10種目競技です。２日目は校

外活動として小金井公園でのウォークラリー。歩くだけではなく、「この木、なんの木？」とい

う合計４㎞のコースにある木の名前クイズに、班員で協力して答えました。たくさん歩いて疲れ

た様子でしたが、１学年全員での初めての校外活動を楽しめたようです。ＡＢ組とＣＤＥ組の関

わりも多く、思い出作りとともに絆を深めた２日間となりました。 

 １日目の午前は小金井公園で６～７人のチームに分かれ、ウォークラリーを行いました。生徒

たちは公園内の地図を頼りに８カ所のポイントを巡ります。各ポイントにいる先生から課される

ミッションを遂行し「キーワード（ひらがな1文字）」を全て手に入れて言葉を導き出しまし

た。各ポイントでのミッションは様々で、例えば梅林の近くでは梅の木の数を当てたり（外した

らその数だけウィンクをします）、ポイントで待っている先生を笑わせる、チーム全員で大繩回

しを跳んだりと様々です。ミッションはチーム全員の協力が必要なためウォークラリーでは学年

の仲がより深まりました。２日目の午前中は8チームで王様ドッヂボール（ソフトバレーボール

を使用）とポートボール大会。午後は午前の8班を半分の4チームにして障害物リレー、選抜リ

レー、しっぽとり大会を行いました。どの競技も各自の得意な分野を生かしながら協力したプ

レーを見せていました。お互いの絆を深め、大いに楽しんだ２日間となりました。 

２年生  



 

 

 37期友愛会報告会が3月14日に行われました。3年生の各委員長等が1年間の活動を振り返り、新た

に始めたことや、工夫を加えたこと、さらには次年度にむけた反省点などを報告しました。どの報告

も、先輩たちから引き継いだ友愛会を自分たちの手で責任をもってつくり上げていくのだという思い

で、この一年間取り組んできたことがよく伝わるもので

した。 

 また、今年の3年生は専門委員長同士の連携がよくとれ

ており、例年以上に行事等でのコラボ活動が活発に行わ

れました。これは37期生友愛会の特色となっています。 

 来年度はいよいよ今の3年生が中心となります。3年生

が残してくれた「これまでのものにとらわれず、新しい

ものを創り出す」という伝統を引き継ぎ、38期友愛会を

大いに盛り立ててくれることを期待します。 
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１年間の英語学習のまとめとなるスピー
チコンテストを3月16日に行いました。各
学年･クラスで行われた予選を経て、17名
の代表者が本選出場を果たしました。各学
年のテーマ（１学年My Favorite、２学年
My  Memory、３学年 My  Opinion  for 

SDGs）に応じて、それぞれの思いを表
現。聞き手により伝わりやすくするため、
話す速さや強弱などの工夫もみられまし
た。その中でも３年生は特に表現力に優
れ、下級生の模範となっていました。 

優秀賞は各学年で１名に与えられます
が、特別選考枠*の生徒が対象となった場
合は、もう１名が一般枠から選ばれます。 

＊(特)…特別選考枠。英語圏からの帰国生または英語の学習  

環境にあった生徒の中から選出。 

＜祝 優秀賞＞  

１年生：鈴木さん・赤池くん 

２年生：山本くん 

３年生：荒川くん・大河原くん 

クラス 氏名 タイトル 

1A 菊地さん My Favorite Subject 

1A 早川くん Curry 

1A 鈴木さん Books 

1B 赤池くん Cat 

1B 市川さん Music 

1B 千葉さん Mugi 

2B 菅野くん My First Trip 

2A 内藤さん Travel to Finland 

2A ヘラスくん Words told by my father 

2B 山本くん Brazilian People 

2B 山本くん Richard 

3B 石黒さん Overcome the Differences  

3A 荒川くん ～, War Will Never End, but … 

3A 仙北谷さん PLASTIC FISH 

3A 大河原くん From Now On! 

3A 秋山さん Mottainai 

3B 本村さん A Step Toward Gender Equality 

＜本戦出場者（発表順）＞ 
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 ３月１５日のSDGs Dayは２部構成で行いました。第１部は有志

のSDGsプロジェクトからの活動報告として、SDGsについての紹介

を行いました。 

 第２部では、国連UNHCR協会の天沼耕平さんをお招きして、

「特別セミナー～UNHCRの難民支援と私たちにできること～」と

いう演題でお話をしていただきました。UNHCR＝国連難民高等弁

務官事務所は、1950年に設立された国連の機関の一つで、紛争や

迫害により故郷を追われた難民・国内避難民を国際的に保護・支

援し、難民問題の解決に向けて働きかけています。講演では、

UNHCRと難民支援、ウクライナ等世界で起きていること、新型コ

ロナウィルスとの戦い、東京2020にて（難民選手団）、未来のた

めにできること（SDGsの視点）などについて、ご自身の体験を織り交ぜながら熱く語っていただきました。

質疑応答も含めて、生徒たちは世界で起こっている現状を深く理解し、「他国で起きていること」ではなく

「自分にも関係のあること」として考えるきっかけになったようです。以下は生徒の感想です。 

 

 ・東京オリンピック・パラリンピックにも難民の人々が出場していると聞き驚きました。「国どうしで 

  は仲が悪くても、人どうしは仲が良い」という言葉がとても心に残っています。（１年生） 

 ・世界の平和を実現するのにあとどのくらいの時間かかるか分かりませんが、行動を起こさないと何も 

  進みません。その行動の源となる「意識」を持つためにも、私たちができる「知る、広める、参加す 

  る、寄り添う」の４つを積極的にしていきたいです。（２年生） 

 ・命がけで故郷を脱して逃げている人々を見、自分の現在の何不自由ない恵まれた生活を送っているこ 

  とに少し罪悪感も感じました。私はまだ将来の夢が明確には決まっていませんが、何か人の役に立つ  

  ような、困っている人たちを助けられるような仕事に就きたいと思いました。（３年生） 


