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学校の、「共通語」
校長

菊地

知恵子

〇

5月の学校
この5月には2年生の清里研修、3年生の箱根
校外学習、1年生の校外レクリエーション、全
校スポーツデーなど、中学生らしい活動的な行
事が実施できました。特に3年生の箱根校外学
習は入学以来はじめての宿泊の校外学習であ
り、すべてが新鮮な経験となりました。はじけ
るような笑顔で出かけ、現地では3年生らしい
行動をとりながら思う存分に楽しみ、そして出
発時に倍加する笑顔で帰校しました。この2年
間、思う存分に活動する機会がどれだけ減って
しまっていたかが思われます。またＣＤＥ組の
生徒にとっては清里と箱根ともに、家庭を離れ
ての共同生活をやりきり、ご家庭での準備や気
持ちづくりのおかげと感謝します。
〇 共有体験の「共通語」
中学生にとって何が一番楽しいかといえば、
自分たちの世界を持って、たわいもないことか
ら本音の話まで、友だちとの時間を共有するこ
とでしょう。大人との関係も少し距離をとり、
友だちとの関係が大切な時期です。その時に
は、好きな音楽やスポーツ、マンガやアニメほ
か、大人とは話さない「共通語」が飛び交いま
す。学校生活のあれこれ、行事についての話も
主たる「共通語」です。今、3年生が「オリエ
ンテーリングでさ・・・」と言えば箱根の1日
目に廻ったオリエンテーリングコースでのこ
と、「バレーボール」「ポートボール」と言え
ば月末のスポーツデーのクラス対抗戦のこと、
「自由曲」と言えば合唱コンクールのクラス曲
練習のことです。今年は校内の「共通語」が増
えており、それは学校生活の充実を表していま
す。「共通語」は、学校と家庭との「共通語」
の場合もあります。ＣＤＥ組が実習で買い物体
験に行けば、財布に100円玉でいくら入れて出
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かけ、スーパーで目当ての商品を買えたかどう
か、多分帰宅後に報告する光景は多少なりとも
共通していると想像します。スポーツデーに向
けての練習も盛んな今、実際の活動を見なくて
も「共通語」を介して、我々（生徒・保護者・
学校）は同じ話題や体験を共有しているのでは
ないでしょうか。
同じ日は一日たりともない、毎日が違う日を
過ごし、生徒たちは木々が葉を茂らすように目
覚ましく成長しています。今は中間テストも終
わり、自分の取り組みを見直している時期でも
あります。テストの点数を受け止めたら、それ
を次につながる手掛かりにすること。中学生か
ら先は、自分で考え自分を動かさなければ、次
には進めません。この、自分で自分を動かす力
を手にするまでが、中学生が乗り越えるべき最
大の試練です。大人ができるのは、助言までで
す。褒めるだけでなく、叱るだけでなく、良い
助言ができるか、思春期を見守る大人の力かげ
んも難しいところです。しかし子どもは案外、
経験からたくましさを獲得していくもので、一
日一日の学校生活の積み重ねは貴重です。
〇 気持ちを外にのばして
コロナ禍の2年半、活動の範囲が狭まり、気
持ちのあり方も、内向きになることに慣れてし
まったかのようです。この間、音楽や芸術、ス
ポーツなど「人類共通語」が、心に深く沁みい
ると感じる時がありませんか。
校内で、地下のアミティエホール（音楽室で
はなく広い場所での授業）から、合唱コンクー
ルの練習の歌声が響いてくるようになりまし
た。気持ち込めて、気持ちを合わせて、合唱を
作り上げようとする姿からは、生徒本来の伸び
やかな心を感じます。歌声が響く校内にも、柔
らかな空気が満ちていきます。マスク着用「見
直し」の動きが見られるようになりました。ま
だ楽観的にはなれませんが、内向きに慣れた気
持ちを、少しずつ外にのばしていく時期にきた
と感じます。
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38期友愛会発足会が開催され、友愛会会長、各専門委員
長、またSDGｓプロジェクトリーダーから、今年度自分たちが実
行したい具体的な活動方針が述べられました。生徒が主体と
なって、新たな発想でより良い学校生活をつくり上げていくこと
を目指します。
友愛会会長 ３年 腰原くん
今年度の総務委員会の方針は大きく２つあります。１つ目は「SDGsの学びを生かして行動に移
す」です。これは昨年度の３７期友愛会が行っていた『SDGsを知る、発信する』というテーマを
発展させたものです。２つ目は「学年を越えた縦の関係をより深める」です。各専門委員会と連携
をとりながら、他学年と一緒に行う活動の推進を図っていきたいと思います。

学校生活推進委員会 ３年

杉本さん

アクティベーション委員会 ３年 内藤さん

図書室で本の貸し出しや蔵書整理を行う図書
グループと、ハンドソープの補充や布巾・ゴ
ミ袋の準備をする美化・衛生グループに分か
れて活動を行います。その他にも、校内の美
化活動などに取り組み、学校生活がよりよく
なるようにみんなで頑張ります。

縦割り活動や校内放送を使った、オリジナルの

ＰＲ委員会 ３年 中平さん

文化推進委員会 ３年 吉田さん

PR委員会は、校内と校外に向けての情報発信
を行っていきます。校内に向けては「生徒が
楽しめる内容を発信し、学校全体を盛り上げ
ること」、校外に向けては「生徒の視点から
学校の魅力を外部の方に伝えること」を目標
に活動します。

今年度は、スピーチ部門、校内文化部門、流
行部門、国際部門、ニュース部門の５つの部
門で活動していきます。生徒の皆さんに様々
な文化を楽しく知ってもらえるよう、委員一
同責任感を持って行動していきます。

スポーツ推進委員会 ３年 菅野くん
今 年度 はス ポー ツデ ーや スポ ーツ 大会 の企
画・運 営 に 加 え て 新 し い 試 み を し ま す。ス
ポーツデーはクラスの団結力を、スポーツ大
会は学年を超えた、チームの団結力を高めて
い き ま す。１ 年 間 ス ポ ー ツ を 楽 し む 環 境 を
作っていきます。

学園祭実行委員会 ３年 大黒さん
今年度の学園祭は、３日間の開催となり、11日
は式典、12,13日は生徒たちの活動日となりま
す。この２年間コロナの感染拡大により制限さ
れた学園祭となっていましたが、今年はその間
でできなかった企画を実現できるよう進めてい
きます。

学習方法等の紹介企画、他委員会とのコラボ活
動を中心に、学校生活の活性化を目指していき
ます。普段の学校生活でも行事の時でも、常に
刺激のある学校にしていきたいと思います。

ＳＤＧｓプロジェクト ３年 阿部さん

今年度の目標は、全校生徒でSDGsを意識した「行動」をしていくことです。そのために、30人
の有志メンバーが提案した様々な企画を、グループに分かれて実行していきます。
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５月12日のレクリエーションデーでは、午前中に小金井公園で、ウォークラリー「この木なんの木
？」を実施しました。クラス混合のチームに分かれ、配布された地図上に示された樹木を探し、樹の
名前を用紙に記入していきます。樹皮や枝葉の特徴を観察しながら、班の生徒で協力して探す様子が
見られました。天気にも恵まれ、汗ばみながらの２時間はあっという間だったようです。ＡＢ組とＣ
ＤＥ組合同での初めての校外活動でしたが、互いに理解を深める良い機会になりました。学校に戻っ
て給食のあと、スポーツデーに向けてＡＢ組はバレーボールを、ＣＤＥ組はポートボールの練習試合
です。クラス対抗戦で盛り上がりました。以下生徒の感想です。
・午前中の小金井公園散策は、目的である『クラスを越えて友達と関わる』ということがしっかりで
きたと思います。初めて話をする友達と仲良くなることができ、とても充実した時間でした。
・今日初めてＣＤＥ組の友達と長時間一緒に行動して、木について詳しかったり、電車のことが詳し
かったりして、話をするのがとても楽しかったです。みんなと協力して行動できて良かったなと思
います。話したことがなかった友達とも話せてうれしかったです。

ウォークラリー

スポーツデーに向けて練習試合

中学校開校時から伝統的に行われている合宿で、これまで学んできた武蔵野東中学校の生徒として
大切な柱を、２泊３日で再確認しました。広大な自然の中でのオリエンテーリングやレクリエーショ
ンで思い切り体を動かすとともに、初めての宿泊学習で寝食を共にしたことで交友関係も大きく広が
り、学年の絆が深まりました。加えてＡＢ組は自主学習プランノートのレベルアップ研修、ＣＤＥ組
は身辺自立のトレーニングを行い、その後の学校生活につなげています。
（ＡＢ組）「部屋での自主学習は、班の友だちと一緒にやったことで、自分もやらなきゃと鼓舞さ
れて集中できました。」「普段の学校生活と違いチャイムが鳴らないので、しおりを見ながら時計
を何度も確認していました。」「美し森は登るまでは大変だったけれど、登った後は普段見ること
のできないとてもきれいな景色が見られて、疲れた反面嬉しかったです。」「レクリエーションで
はＣＤＥ組の友だちと話をして、実はこんな一面があったんだとたくさん気づかされました。」
（ＣＤＥ組）「考古博物館で埴輪や土器を見て、今授業で学んでいることを思い出しました。」
「印象に残ったのは活動班で行ったディスクゴルフです。投げづらくて難しかったけど、的に入る
と嬉しかったです。」「自由時間に部屋で８人でやったUNOが楽しかったです。」

ディスクゴルフ

ハイキング

火起こし体験
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５月23日・24日と箱根での校外学習に行きました。コロナ対策も含め、生徒たちの安全を第一に
考慮し、２日間の行程を充実させました。１日目はオリエンテーリングを楽しみました。ＡＢ組は
班ごと、ＣＤＥ組はクラスごとに、日本オリエンテーリング協会公認の本格的なコースを回ってき
ました。生徒たちは慣れない山道に苦戦しながらも班やクラスで協力し、励まし合いながら無事に
このコースを踏破することが出来ています。また、ＡＢ組は夕食後の学習会にて、箱根火山の成り
立ち、箱根関所の歴史と見どころを学びました。
２日目は大涌谷、箱根関所を見学すると共に、芦ノ湖の海賊船による遊覧を楽しみました。観光
がメインとなるこの日は、クラスの仲間とそれぞれのスポットを巡る中で、沢山の思い出を作るこ
とが出来たようです。
帰校直後に印象に残ったことを生徒に尋ねると、部屋での自由時間に友達と話したり、カード
ゲームを楽しんだりしたこと、オリエンテーリングを皆で協力して行えたこと、海賊船や温泉な
ど…。友人と寝食を共にして過ごした時間がかけがえのないものとなっているようでした。生徒た
ちにとっては、日中の活動だけでなくバスでの移動時間やホテルで過ごす時間も大切な思い出に
なったようです。
次の校外学習はＣＤＥ組が６月７日からのチロル学園合宿、ＡＢ組は９月７日からの京都奈良修
学学習となります。今回の校外学習で培った経験を活かしつつ、宿泊することで見えてきた生活面
での課題を、次の校外学習へと活かしていきたいと思います。

オリエンテーリングの様子

部屋でカードゲーム

２日目の海賊船で

ＡＢ学習会

１日目の夕食

大涌谷の景色を堪能しました

５月24日、１・２年ＡＢ組対象の交通安全教室が行われました。ま
ず、自転車に乗る際の基本的なルールの確認を行いました。次に、啓
発用のDVDを視聴することによって、万が一加害者になってしまった
場合どのようなことになってしまうか、過去の事故や裁判の事例を参
考にしながら考えました。普段の生活や下校態度にも結びつくことを
期待しています。
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5月の部活動試合結果
《5月の試合結果》
陸上競技部
●ライジングスター陸上競技大会（5/1 新国立競技場）
3年渡邉くん

走幅跳

5m92

5位

3年石井さん

走幅跳

5m01

6位

●第73回地域別陸上競技大会兼東京都大会予選 （5/14,15 夢の島競技場）
3年渡邉くん

走幅跳

5m87

3位

3年ヘラスくん

走高跳

1m70

優勝
※34年連続東京都大会出場
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