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ＨＩＧＡＳＨＩ 

   ＣＯＭＰＡＳＳ 

 ● 小金井市体育協会表彰 

 ● 各部活試合結果・予定 

   

大舞台に挑む日 

 

校長 菊地 知恵子 

 

〇 発表会に向けて 

 いよいよ明後日は発表会を迎えます。従来

小・中合同開催の行事ですが、この3年間は

客席にゆとりをもたせるために分散開催とな

り、今年度も開催できる運びであることは何

よりです。 

 発表会は、机上の学習では得られない総合

的な経験の集大成になります。一部の演目に

ついては生徒たちが演技構成に関わっている

ことも自分たちの行事としての意識づけと

なっています。自分たちで納得いくものを作

り上げよう、さらに完成を、そして学校全体

が一体となってはじめて発表会が成り立つこ

とを理解して、学校全体が発表会の成功を目

指しています。どの学年にも、この1年間の

成長を経ての完成形の姿があり、まさしく年

度の最後を締めくくるにふさわしい行事で

す。 

 創立者の北原キヨ先生は発表会について、

外部の会場で行い、プロの演出家、プロの照

明家による舞台経験を踏ませる、大舞台を経

験して自分を表現することに意義があると

折々に話されていました。卒業生に発表会の

思い出を聞くと、「広い舞台で大勢の観客を

前に発表した経験からの本番度胸が身につい

た」、そんな自信になっていると言います。

当日は安全のためにリハーサルを行ってから

の開演となります。大舞台でプロの照明を浴

びて演技・演奏をするのは、学校ではできな

い経験です。1年生には初めての大舞台とい

う生徒もいますが、練習通りの力を出せるこ

とと思います。当日は短い時間ではあります

が、生徒たちの挑戦の姿を、どうぞ十分に感

じ取ってください。 

〇 将来に挑む 

 さて、3年AB組は高校入試のただ中にあり

ます。私立高の入試がほぼ終わり、最終であ

る都立高の入試まで1週間となりました。1月

末の推薦入試開始から約1か月、長い試練の

時が続きます。15歳で自分の進路を決めるこ

と、これは東中の生徒にとって中学校生活最

後の目標となるものです。受験とは、受験勉

強を指す以前に、自分で高校に出向いて見学

をし、将来観を描き、実力をふまえて志望校

を定めることができる、そこがスタート地点

です。全員が受験をするので皆が励まし合っ

て勉強できるのは強みです。しかし受験本番

にはひとりで会場に行き、入試を受け、それ

ぞれの結果を受け止める。15歳までのすべて

の経験が、この1か月を乗り越えさせるので

あり、成功も挫折もすべてが糧になります。

自立の時期をむかえて、親ができることは少

し距離をとっての応援にすぎません。15歳ま

でに獲得した力、乗り越える強さを信じるの

も親の務めです。あと少しの挑戦に全力を尽

くし、最終的に自分の力で獲得した進路をか

けがえのないものとして自信をもって次の3

年間に挑んでほしいと思います。 

  

〇 国枝選手の活躍と引退 

 ところで最近、車椅子テニスの国枝選手の

引退、そして国民栄誉賞授与が検討されると

いうニュースがありました。長く世界ランク

1位の座にあり、ウインブルドン大会での優

勝も果たした国枝選手は、インタビューで、

車椅子テニスが障害者スポーツの枠を越えて

社会に認知されること、スポーツとして感動

や興奮を与えられるものであることにこだ

わった、と語っていました。健常者と障害者

の垣根のなさを教えてくれた国枝選手のすば

らしさとともに、共生社会への示唆がそこに

あると感じました。 



ＨＩＧＡＳＨＩ ＣＯＭＰＡＳＳ         Page 2 

 16日はいよいよ発表会です。武道・ダンスの授業では、生徒が自主的に創作したりアレンジしたり、

作品の構成にも関わってきました。当日は、これまでの練習の成果を存分に発揮し、一人ひとりが達成

感を味わってほしいと思います。以下、体育科と音楽科の先生からの発表会に向けたコメントです。 

◆音楽「メモリアルアーティストメドレー」1・2年ABクラス 
 日本の音楽シーンを彩ってきたアーティストたちの

名曲から、１年生は「Tomorrow never knows」「ハナ

ミズキ」「栄光の架橋」、２年生は「さくら」「蝶々

結び」「春よ、来い」のそれぞれ３曲を、合唱とハン

ドベルを中心とした、様々な楽器を用いた編成でお送

りします。もうすぐ訪

れる「春」を感じさせ

る曲を中心とした選曲

で、来たる春が、そし

てその先の未来が明る

いものであるよう、願

いを込めて演奏しま

す。（佐藤） 

★ダンス「Art＆Peace」1・2年生ダンス選択、CDEクラス女子 
 ダンスの授業では技術・表現力・創作力の向上を目標の中心にしています

が、その３つの要素全ての成果を発揮する場が発表会です。今年度は『平

和』をテーマに、４つの芸術作品を題材にしました。２年生はピカソの「ゲ

ルニカ」、キース・へリングの「全世界」、ゴッホの「ひまわり」の３作品

を、１年生は岡本太郎の「太陽の塔」１作品を創作しました。どの題材も美

術の教科書に取り上げられているものです。芸術作品の持つエネルギーを感

じながら、全身で表現していきます。どりーむホールの舞台に立って表現す

る喜び、ダンスの魅力を、大いに味わってほしいと思います。（丹治）  

★体育「Crew!!」 1・2年生CDEクラス男子 
 1年生は小旗、2年生は大旗のマスゲームに挑戦しま

した。このマスゲームでは鮮やかでダイナミックな

旗の動きと隊形移動が組み込まれており、成功のた

めに多くの時間を費やし何回も練習を重ねました。

作品名には「仲間ととも

に頑張っていってほし

い」という願いを込めて

います。当日は大きな舞

台で“仲間”と共に輝い

ている生徒たちを見て成

長を感じていただきたい

と思います。（田代）  

★体育「Resist The Fate」1・2年生ABクラス武道選択 
 日頃授業で行っている合気道や空手の型をアレンジ

し、1年生は素手を中心とした静と動のメリハリのあ

る型を、2年生はスピード感のある杖と素手の型を表

現。作品の中には生徒たちが自ら考えた動きもあり

ます。また、日々の練

習では、特に型の精度

を一人ひとりが追求し

てきました。新しい自

分を切り開いていくこ

とをテーマとした力強

い動きにご注目くださ

い。（盛川）  

◆音楽「いのちの歌」1･2･3年生CDEクラス 

 これまで強弱や声質、お互いの声をよく聴きな

がら歌うことに気を付けて練習してきました。自

分のパートを歌いながらお互いの声を聴くことは

簡単ではありませんでしたが、回数を重ねるうち

に少しずつハー

モニーが美しく

なりました。発

表会では「私た

ち」の思いが少

しでも伝わるよ

う、心を込めて

歌います♫ 

（宗像） 
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Introduction 

 

 Hello! My name is Erick and I am from Vancouver, Canada. I have come here to Japan to par-

ticipate in the JET Program and to teach at Musashino Higashi Junior High School. I grew up 

in Canada alongside a couple Japanese friends who told me all about Japan and inspired me to 

visit one day.  

 In Vancouver, I studied audio engineering for films. I am passionate about editing music, re-

cording dialogue and everything to do with audio. My family is from Hong Kong, my dad immi-

grated to Canada to study university and my mom came to Canada for work.  

 I have been enjoying my time in Japan very much, the school staff and students are very en-

joyable to talk to. I hope to visit Hokkaido one day to try the seafood there and to visit the 

mountains to go snowboarding.  I have been enjoying my time at Musashino Higashi Gakuen so 

far. It is enjoyable to teach English and to see the student’s English improve with every lesson. 

 

Erick  

 ＪＥＴプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）より、１月からＡＬＴ（外国語指導助手）とし

てエリック先生が中学校に勤務しています。エリック先生はカナダのバンクーバー出身で、日本の文化に興

味をもっていることが、来日を決めたきっかけになったそうです。英語をはじめとした授業や学校生活で、

生徒たち全員と関わっていきますが、早くもアニメの話で盛り上がるなど、生徒たちと打ち解けた様子でコ

ミュニケーションをとっています。 

 1月28日に、１・２年生希望者が「ふれあい天文学」に参加しました。「ふれあい天文
学」は国立天文台の天文学者が日本全国の小中学校等で授業を行う取り組みで、
武蔵野東中学校が参加するのは今回で5回目になります。中学校から比較的近いこ
ともあり今回は国立天文台に足を運んで授業を受けました。 
 講師は天文情報センターの萩野正興先生で、専門は太陽物理学です。内容も太陽
をはじめ太陽系のことが中心でした。萩野先生は「フレア博士」というキャラクターに
扮して楽しく講義してくださったので、終始和やかな雰囲気でした。授業は「Dagic 
Earth」という半円球状のスクリーンに映像を映す装置を使い、立体感のある迫力の
ある映像を映しながら進められました。その後は天文台内の施設を見学。第一赤道儀室と
大赤道儀室の望遠鏡は、現在は観測に使われていませんが、実際に手動で操作してその
動きを見せてもらいました。また、子午環や太陽フレア望遠鏡など、普通の見学では見るこ
とのできない施設も見学することができました。 
 ところで国立天文台の敷地内に古墳があることをご存じでしょうか。今回はその解説もし
ていただいています。古墳時代末期の上円下方墳という形式で、石室への入り口が真南に
あり、真西には同じ形式の府中熊野神社古墳があり、方位が正確で関連性があるそうで
す。当時の測量技術を偲ばせるもので、それが天文台の中にある偶然に歴史のロマンを感
じます。今回の「ふれあい天文学」は理科だけでなく社会科の学習もできるので、コラボ学
習になりました。 

天文台内の古墳 
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 小金井市体育協会から2022年度スポーツ分野で活躍した部活動と選手に対して受賞者の発表がありました。例年

会場での表彰式になりますが、新型コロナの影響により、賞状と記念品は学校に届けらます。2021年11月～2022年

10月の結果を対象としています。 
 

 ★ 栄光賞（ダンス部） 全国中、高ダンスコンクール優勝（2021年度） 

 ★ 特別奨励賞（3年ヘラスくん） 陸上・関東大会 共通走高跳2位 

 ★ 特別奨励賞（体操競技部） 東京都大会 男子団体優勝 

 ★ 奨励賞（3年石井さん）   陸上・東京都大会 共通走幅跳2位 

 ★ 奨励賞（1年押木さん）    陸上・東京都大会 １年走幅跳2位 

 ★ 奨励賞（1年平井さん）  陸上・東京都大会 1年100m3位 

 ★ 奨励賞（陸上競技部）      東京都大会 1年女子リレー2位 

 ★ 奨励賞（3年森田くん）     体操・東京都大会 跳馬3位 

 １２～２月の部活動試合結果 

卓球部 

 ●第64回東京都中学校新人卓球大会（シングルス）  

              （12/26 江戸川区スポーツセンター） 

    2年新田さん 2回戦まで 

 ●中体連第10ブロック令和4年度新人卓球大会（団体） 

                                          （1/9 小金井一中） 

   女子団体 1回戦 対 立川七中B 3-1  勝ち 

          2回戦 対 小金井一中A   0-4  負け 

    ベスト12決定戦 対 小平五中A 1-3  負け  

   男子団体 1回戦 対 上水中B 3‐0  勝ち 

          2回戦 対 瑞雲中A 1‐4  負け 

 ●中体連第10ブロック令和4年度新人卓球大会（個人1年） 

                                          （2/5 小金井一中） 

       (2回戦以上) 

       1回戦    2回戦 

 1年小辻くん 3‐1(国2) 2-3(中附) 

 1年山本くん 3‐1(上水) 0-3(瑞雲) 

 1年中山さん 3‐1(瑞雲) 0-3(平6) 

 1年柳本さん 3‐0(平2) 1-3(創価) 

 

 

ダンス部 

 ●第41回東京都中学校ダンス競技会新人大会 

                                         （1/14 世田谷総合体育館） 

 学校対抗戦 2位 

 オープン 2位 

 

陸上競技部 

 ●第61回東京都中学校ロードレース多摩大会 

                （1/22 明星大学青梅キャンパス） 

    (入賞者) 

     1年押木さん     1年女子1000m  3分39秒  1位 

     2年谷田くん   2.3年男子2000m  6分53秒  7位 

 

サッカー部 

 ●東京都冬季リーグ（2/5 小平六中） 

   対 東村山二中 0-7  

テニス部 

 ●第8ブロック冬季大会予選リーグ(団体の部) 

                                 （2/5 創価中、小金井一中） 

  男子団体 対 小金井一中、創価中  0勝2敗 

  女子団体 対 国分寺二中、創価中、立川九中 0勝3敗 


