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●学園祭 

●部活動試合結果 

●お知らせ 

更新される伝統 

  

校長 菊地 知恵子 
 

 今年度の学園祭は生徒の発表を主として、生徒の

模擬店、後援会の活動、そしておやじの店などが3年

ぶりに復活し、久しぶりに賑やかさをもって実施す

ることができました。 

 学園祭テーマ“Release‐解き放つ‐”。「コロナ

禍にも蓄えた熱量を解き放つ」という生徒の思いは

諸活動の端々にあらわれ、来校いただいたご家族の

皆様にも感じていただけたことと思います。当日の

生徒たちの笑顔が、なによりも成功のあかしです。 

 行事の節目を越えるごとに、生徒たちは自信をつ

けて成長し、学園祭以降は特に、学校全体としての

一体感や、互いを認め合い、盛り上げていく空気が

校内に満ちています。3年ぶりに復活した活動につい

ては、在校生も保護者の方も元の学園祭を知らない

わけなのですが、コロナ禍にあっても可能な限りを

実現し、受け継がれている伝統の流れを感じまし

た。 

 

 

〇 寺田理事長の胸像設立について 
 学園の創立記念日を控えた11月8日、寺田欣司理事

長の胸像の除幕式が挙行されました。胸像は寺田理

事長の長年にわたる功績を称えて松村謙三理事の発

案により松村氏ご自身からご寄贈いただき、製作は

日本の彫刻界の第一人者である山本眞輔先生による

ものです。武蔵野東小学校の正門を入った右側のピ

ロティの柱を背にして設置されています。除幕式に

は学園関係者、胸像制作に携わった方々、後援会・

むらさき会・OB会の代表が列席され、東小6年生も参

加しました。 

 学園は1964年11月11日に武蔵野東幼稚園として認

可され、今年は58周年を迎えます。寺田理事長は

2003年に第3代の理事長として就任されました。爾来

19年間、その間には、創立者北原勝平・キヨ先生の

残されたものを継承しつつ、私学として確固たる安

定を築くための数々の困難があり、寺田理事長は卓

越した手腕とリーダーシップによりそれを乗り越

え、今日の学園の姿に導かれました。 

 多くの業績の中には、学園創立50周年記念として

の諸事業があります。ご自身により『武蔵野東学園

物語』を執筆され、学園の教育を世に広めるものと

されました。武蔵野東小学校に隣接する国有地の払

い下げの機会を得てこの土地を取得し、そこに学園

本部と小学校教室の一部、教育センター、友愛寮を

含む機能をもつ北原記念館を建設することを発案さ

れ実施、これにより総合学園の形が整えられまし

た。また中学校については、開校以来体育館がな

かったところ、2005年に北原記念体育館建設に着

手、2006年2月に竣工。また前掲の50周年記念事業の

一環として、現在Sky ,Oceanとして使用する建物の

増築と校舎の全面改修が、2009年から2011年にかけ

ての3ヵ年で実施されました。 

 学校といえば、我々は教育内容に目がいきがちで

すが、教育を支える運営面や財政基盤、施設の充実

があって教育は成し遂げられるものです。寺田理事

長が切り開いてこられた道なくして、今の学園の姿

はありません。 

 行事の折にお越しになる寺田理事長ですが、普段

から全園校の教育、子どもたちの活動、中学校なら

行事や部活動のことまで把握されています。ご自身

は、この胸像設立について、子どもたちを見守る象

徴として、とお考えになりました。台座の側面に

は、日々登校してくる子どもたちを見守る言葉とし

て「みんな元気だね 今日も一日がんばろう 車に

気をつけて まっすぐおうちへ またあした」と刻

まれています。また像は「tomorrow」と題した本を

手にしています。未来を展望する子どもたちへの思

いが込められています。 

 

 ここでは画像で

のご紹介になりま

すが、学園事務局

や小学校にお寄り

の際には、ぜひお

訪ねください。 
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 実行委員会中心に生徒主体で運営をした学園祭。この2年間できなかった模

擬店の運営やライブでのステージショーなども実施でき、生徒たちは充実感と

達成感を味わうことができました。また、1･2ABによる探究科プレゼン、3ABの

SDGs発表、CDE組の劇発表は昨年度同様に行われ、展示物と合わせてこれ

までの学習の成果を披露する場となっています。 

 以下は生徒たちの感想を抜粋したものです。 

～生徒の感想から～ 
 

【１年生】 

＜AB組＞ 

 ○学園への理解を深める良い機会となりました。○探究科では直前まで友人と助言をしあい、とてもよいゼミ発表ができたと

思います。○学園祭実行委員としてＨＰの作成に携わりました。先輩たちが全てわかりやすく教えてくれたので、スムーズに

進めることが出来ました。○一番印象に残っているのはCDE組の劇です。3学年全て質が高く、あんな長いセリフをゆっくりと

大きな声で演じるのは私にはできないと思いました。○劇の大道具を担当したことで、CDE組の友だちと話す機会が増えま

した。○CDE組の友だちとの活動は楽しく、また、学ぶことも多くとても充実していました。○2年生の探究科の発表を実際に

見て、来年のイメージがつきました。 

＜CDE組＞ 

○劇の本番の舞台袖では少し緊張したけど、今までたくさん練習をしてきたので落ち着いて演技することができました。来年

も楽しみです。○劇の本番では近くに手伝いをしてくれるAB組の友だちがいて心強かった。○フィナーレの縦割り活動でみ

んなと協力してクイズに全問正解したのがうれしかった。○当日は模擬店やプレイランド・東くじなどがあり、とても楽しく、

あっという間に一日が終わった。 

 

【２年生】 

＜AB組＞ 

 ○探究科の発表練習の回を重ねるうちに人前で話すことがそこまで嫌ではなくなりました。学園祭を通じて、少し違う自分に

変わることができました。○探究科プレゼンの保護者のアンケートから、自分が強調して伝えたいことを理解していただけた

ことがわかり、とても嬉しかったです。○探究科のプレゼンでは、「どうしたら初めて聞く人が理解できるか」などを考え、見や

すい色を使ったり、自分なりに工夫したことで、良い勉強になりました。○去年よりも規模の大きい学園祭となり、実行委員

として忙しく活動しましたが、その分、大きな達成感ややりがいを感じました。○上手にまとめられている先輩たちの展示物

を見て、来年度のよい参考になりました。○CDE組との班行動では普段はあまり話をしたことがなかった友達と、とてもよく

会話が弾み楽しかったです。 

＜CDE組＞ 

○劇ではセリフだけでなく、身振り手振りも意識して演技しました。○練習の時は台詞を言うのが速くなってしまったけど、本

番が近づくにつれゆっくり、はっきり言えるようになりました。○去年はできなかった模擬店などもあり、午後はAB組の友だ

ちと楽しく活動できました。○技能「器楽」で発表する曲のテンポが速くて、最初は無理だと思って練習していましたが、本番

は、ほぼできたので、あきらめずに頑張ってよかったです。 

 

【３年生】 

＜AB組＞ 

 ○SDGsの発表は1･2年生のときに養った力を生かして完成させることができ、満足できる発表になった。○1･2年生の時は

できなかった模擬店では、売る商品から値段を決めることまで自分たちでできてよかった。○アクティベーション委員として

学園祭実行委員とのコラボで活動もでき、3年間の中で一番楽しく、内容の濃い学園祭だった。○（部門の）リーダーとして

携わり、学園祭が終わったあと、友達に「学園祭楽しかった、ありがとう！リーダーお疲れ様」と言ってもらえて、本当にうれ

しかった。○SHOW TIME にはたくさんの3年生が出ていて、知らなかった友達の一面を知ることもでき楽しめました。○CDE

組の劇は去年以上に台詞がはっきり聞こえただけでなく、喜怒哀楽の感情も伝わり、観ていてとても楽しかった。○CDE組

劇の大道具を務め、1年生の頃からずっと一緒に学校生活を送ってきた仲間たちが生き生きと舞台に立つ姿を間近にみて

とても感動した。 

＜CDE組＞ 

○劇では1･2年生の時と違い、より感情を込めて台詞を言うことができました。また、お客さんを楽しませたいと思う気持ちを

もちながら役を演じました。○私は動物の役をしましたが、どうやったら動物のように見えるのかを役になり切りながら、工夫

して演技しました。○3年間劇を支えてくれたAB組の友だちに感謝しています。○この2年間できなかった模擬店やプレイラ

ンドなどもAB組の友だちと一緒に楽しむことできて、本当に良かったです。 
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ダンス部 

●第75回全国中学校・高等学校ダンスコンクール 

           （11/23 日本女子体育大学総合体育館アリーナ) 

         奨励賞  「JONGARA～棘の道」 

バスケットボール部 

●101地区新人大会兼東京都中学校新人大会 

101地区予選会（11/19 小平一中） 

  男子 １回戦 対 小平四中    20-66  

美術部 

●第50回 東京都私立中学高等学校「生徒写真・美術展」 

（11/18～23 東京都美術館にて展示） 

  特選 3年 廣島さん  「十五の夏」 

  入選 2年 成清さん  「棚田」 

    2年 千葉さん  「菜の花畑」 

    1年 鎌田くん  「休日」 

テニス部 

●東京都中学校テニス選手権大会予選第8ブロック大会 

                   （11/3 立川九中、創価中） 

  男子 2回戦 対 中大付属中   1-4  

  女子 １回戦 対 国分寺四中   0-5  

体操競技部 

●第63回東京都中学校体操競技新人大会 

                    （11/12 江東区第二南砂中学校) 

 2年 山下くん   個人総合40位 

 

陸上競技部 

●第74回 小金井市陸上競技大会（11/3 学芸大学競技場） 

 (入賞者) ※2年生は共通の部、1年生は1年の部 

 2年 伊藤はさん  走幅跳 4m09 2位 

 2年 伊藤ゆさん   100m  14.60 2位  

       400ｍ  69.01 1位 

 2年 大久保さん  100m  14.23 1位 

       走幅跳 4m61 1位      

 2年 有賀さん    砲丸投 5m41   2位.                              

 2年 谷田くん     400m  63.08 2位 

       走幅跳 4ｍ31 3位 

 2年 三浦くん    100ｍ  12.75 3位 

       走幅跳 5ｍ14 2位 

 1年 平井さん   100m  13.57 1位 

       砲丸投 7m67 1位 

 1年 渋谷さん   100m  14.40 2位 

       走幅跳 4m28 2位 

 1年 内藤さん     走幅跳 4m20 3位 

 1年 藤村くん   100m  12.94 3位 

 1年 竹内くん   砲丸投 5ｍ97 1位  
 1年女子4×100mR  

    渋谷さん 平井さん 飯島さん 落合さん       56.86 1位 

 共通女子4×100mR  

    有賀さん 大久保さん 伊藤はさん 伊藤ゆさん 57.29 1位 

 共通男子4×100mR  

    竹内くん 三浦くん 谷田くん 藤村くん      51.81 2位 

  １１月の部活動試合結果 

   

  第36回毎日カップ「体力つくりコンテスト」にて、『日本学校体育研究連合会賞』を受賞しました。このコ

ンテストは、毎日新聞社が、「体力つくり」の実践を通して「たくましく生きる力」の育成に取り組み、成果

をあげている学校を表彰することを目的として主催しているものです。 来月、毎日新聞社本社で行われ

る表彰式には３年生の代表者と体育科の先生が参加する予定です。 


