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いよいよ卒園を迎える年長児。 

毎年、卒園式では、一人一人が 3年間の中で楽しかったこと

や、頑張ったこと、小学校への抱負などを園長を目の前に、

壇上で語ります。「縄跳びで二重跳びができるようになった

のが嬉しかったです」「大好きな友達とたくさん遊んで楽し

かったです」「小学校に行ったら算数を頑張ります」「大きく

なったら宇宙飛行士になりたいです」など。その背中にはラ

ンドセルが見えそうなくらい立派です。 

 

いろいろな人、コト、場へその気持ちを表現しています。 

そのなかの２つを紹介します。 

〇花育 

おうちの人への感謝の気持ちを込めて、一人

一人が生花のフラワーアレンジメントを作り

ます。日頃の遊びでは体験しないことなので、

その特別感を味わいながら丁寧に花に触れて

いく姿、プレゼントすることを心待ちにする

姿などがとても可愛らしいです。 

 

 

 

 

 

 

〇部屋の飾りつけ  

自分たちの卒園を祝い、また次に年中になる

友達のためにと、クラスごとに相談して工夫

して部屋を飾り付けています。窓一面を大き

なひまわりにしたり、桜の花びらを部屋中に

散らしたり。友達とおしゃべりしながら飾り

付けていく時間はとても愛おしいものです。 

 

 

 

 

 

〇最後に・・・ 

 私も、武蔵野東幼稚園を卒園しました。当時は、卒園式を高等専修学校の体育館で行いました。

私自身、幼稚園のホールよりも、とても広い体育館に心を躍らせていました。また、小学生にな

ることに期待で胸がいっぱいだったこと、髪型にこだわって前日から母にセットしてもらったこ

と、かっこよく卒園したくて一生懸命姿勢を正していたことを覚えています。これから卒園して

いく子供たちも、一人一人いろいろな思いを抱えると思いますが、卒園 20年近くたっても思い出

せるような特別な思い出になればいいなと思います。 

また、卒園間近な幼稚園

のなかには「ありがと

う」の気持ちも溢れてい

ます。 

「ありがとう」について

思うことを子供たちが話

し合い、家族へ、友達へ、

部屋や靴箱へ・・・など、 
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卒業生からのメッセージ
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 この１年間、体育祭や発表会練習などを通し、学校全体の⼀⼈ひとりの�
気持ちが繋がり前進することが出来ました。６年間でたくさんの事を学び、�
知って、たくさんの友達と遊ぶ楽しい⼩学校⽣活を送って下さい。

 3⽉に⼊り、6年⽣は卒業が近づいてきています。�
新型コロナウイルスやインフルエンザの影響で⽣活が制限されながらも�
新しいことを取り⼊れた学園祭や発表会が⾏われた1年となりました。�
東⼩学校で過ごした6年間はどんなものだったのでしょう。�
そしてどのような思いで卒業をするのでしょうか。6年⽣を代表して�
それぞれのクラス役員から後輩へメッセージをお届けします。

 これからの貴重な学校⽣活を価値あるものにできる様、友達との協⼒を
続けていって下さい。武蔵野東⼩学校で友愛の⼼というものをしっかりと
つかみ取っていきましょう。これからの時間を有意義に使って下さいね。

 後期友愛会役員になってから⾊々と話し合って企画を実⾏していく
ことが出来ました。CDE組の皆さん、ぜひ友愛会役員になって⾃分の
やりたいことをやってみてください。

発表会
　合唱以外はマスクをはずすことになり、表情がよく見えるようになりました。AB組のマス
ゲームやダンスはクラスごとではなく、合同で舞台に立つことが出来るようになり、舞台上で
演技する時間が長くなりました。家族に見てもらう座席の抽選は、私たち児童が行いましたの
で、ドキドキしながらくじを引きました。

掃除
　横割り清掃では、A組～E組がグループに分かれ、グループ活動として決まった場所で掃除
をします。コロナの感染予防のため学年を越えた縦割り清掃ができないため、その代わりに
生まれたものです。日ごろから一緒にいることの多い学年の友達との活動の場がさらに増
え、学年の絆はさらに深まりました。

タブレットの活用
　全学年が、色々な授業や活動の中でたくさん活用する
ようになりました。AB組の高学年はキーボード付きを 
使用しているため、文字入力がしやすくなりました。



 
 
 

 

 

 

 

 
 

一年を振り返って 
2・3学期に行った行事の中から、2つを紹介します。 

〈学園祭〉 

今年度は 1・2年 AB クラスの探究科プレゼン、3年 AB クラスの

SDGsに関する個人発表、1～3年 CDE クラスの劇発表、全教科学

習・作品展示、東くじ、記念グッズ・技能作品の販売など、盛りだくさん

の内容でした。show time では、12組の有志団体が参加し、それぞ

れ動画とステージでの発表で、学園祭を盛り上げました。 

フィナーレでは、アクティベーション委員会が縦割り班でのクイズ企画を

実施。クイズを協力して解いていくことで、縦の繋がりがより深まったと

思います。今年は 2日間開催に加え、show timeのステージ発表、模

擬店の 3年ぶりの復活で、思い出に残る行事となりました。 

〈発表会〉 

体育の部では、3年ぶりにマスクを外して演技ができたので、表

情が見えるようになり、より世界観が表現できたと思います。 

音楽では、合唱はマスクをつけていたものの、楽器のパートは外

しての演奏ができました。指揮者を中心に全員が団結して、1つ

の作品を作り上げることができたと思います。体育、音楽どちら

も朝や昼休みにも練習をして、少しずつ完成度を高めていきまし

た。発表会本番では、照明を浴びながら堂々と発表することがで

き、最高の思い出となりました。 

（文：友愛会副会長 ２年伊藤さん・菊地さん） 

色々教えていただいて、学園

祭に向けてスムーズに準備

を進めていくことができまし

た！ありがとうございました。 

（学園祭実行委員会） 

各部門のリーダーをやっていただい

たおかげで、企画の実行だけでなく、

改善点や工夫できる点を見つけるこ

とができました。今後の委員会でも生

かしていきたいと思います。高校に行

っても頑張ってください。 

（文化推進委員会） 

動画の撮影やブログは先輩の

おかげでうまくいきました。毎回

の委員会が楽しみでした。今ま

でありがとうございました。 

（PR・広報委員会） 

中
学
校 

卒業おめでとう 

ございます 
～後輩から先輩へのメッセージ～ 

中学校では、この一年各委員会が 

様々な活動を行って、学校生活を支え、 

豊かなものにしてきました。その取り組みに 

触れながら、３年生に感謝の気持ちを伝えます。 

 

学校全体を楽しませるような企画を考

えて、実行してくださりありがとうござ

いました。 高校でも学校を盛り上げる

ために頑張ってください！ 

（アクティベーション委員会） 

委員会では、会長を中心に様々な活動

をしていくことができました。例えば、

SDGsの取り組みや縦割り班での交

流クイズなど、新しい企画を実行するこ

とができました。これからもリーダーと

して活躍してください。 

（総務委員会） 

委員会でリーダーとしてかっこい

い姿を見せてくださってありがと

うございました。先輩の後を引き

継いで頑張ります。 

（学校生活推進委員会） 

 

委員会を引っ張ってくださり

ありがとうございました。 

スポーツ大会や朝ジョグの企

画などは、先輩方がいなけれ

ば成り立たないものでした。

これからも、勉強もスポーツ

も頑張ってください。 

（スポーツ推進委員会） 

先輩方は太陽光発電やポスター制

作など、様々な「アクション」を起こし

てくれました。来年からも「アクショ

ン」を大切に活動していきます。

（SDGsプロジェクト） 
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友愛会書記 Y.O 

いつも後輩たちを気遣い、声をかけていただきありがとうございました。先輩方が常に全力で取り組む姿

勢に心から感謝と尊敬をしています。そして私たちを引っ張り活躍された、存在感の強い三役だったと思い

ます。多くのことを学ばせていただきました。これを糧に恩をしっかり引き継いでいきたいと思います。 

友愛会副会長 S.S 

コロナ禍とちょうど重なってしまい、また行事が少ない中、先輩方からたくさんのことを学ばせて

いただきました。最高学年として、副会長として、先輩方のようにカッコよく、そして目標にされる

存在でありたいと思います。これからも頑張ってください。 

 

野球部 R.F 

コロナ禍ということもあり、あ

まり交流することはありませんで

したが、いつも元気で何事にも集

中して取り組む姿は素敵でした。

皆さんのようなガッツのある人に

なれるよう頑張りたいと思いま

す。卒業しても頑張ってください。 

ラグビー部 N.K 

部活で活躍する姿がとてもかっこよかったで

す。卒業してもまた遊びに来てください。これか

らも体に気をつけて頑張ってください。 

陸上部 M.Y 

３年生の皆さん、進路が決定し、面接やら学校行事やら、大変お疲れ様でした。先輩

からのアドバイスや優しさを胸に、心がキラキラした先輩になれるよう、部員一同頑張

っていきます。安心して未来へ歩んでください。３年間ありがとうございました。 

卓球部 R.M 

私は高校生になって初めて卓球をやりました。最初はラケットの振りが

強すぎて、台の中にボールを入れることができませんでした。そんな時に

先輩方がラケットの振り方や力の入れ方を教えてくださいました。その結

果、今ではスムーズにラリーができるようになりました。私を一から育て

ていただき、本当にありがとうございました！ 

 

茶道部 H.I 

進路活動、大変だったと思いますが、本当にお疲れ様

でした。今までお稽古を優しく、そして丁寧に教えてく

れてありがとうございました。社会人になっても諦めず

に頑張り続けてください。 

コンピューター部 M.F 

コンピューター部では、Tシャツ

を作ったり、動画を作ったりしま

した。最初の頃は何もわかりませ

んでしたが、少しずつ面白いなと

思うようになりました。これも先

輩方のおかげです。ありがとうご

ざいました。いつでも遊びに来て

ください。 

～ 編 集 後 記 ～ 

多くの制限のある中、皆さまのご協力のおかげで、今回も無事に新聞を発行することができました。ありがとうございました。コロ

ナ禍共生の時代、たくましく学園生活を送った、卒業生、卒園児に向けたメッセージをメインテーマとしました。学園で培った生きる

力を武器に、次のステージでも大いにご活躍されることを祈っています。     （友愛会会長 高等専修学校 2年 影山 直生） 

美術部 S.S 

いつも暖かく、そして笑顔で接してくださ

った先輩方、本当にありがとうございました。

相談に乗ってくれてありがとう！たくさん笑

わせてくれてありがとう！本当に楽しい時間

を過ごせました。卒業してもいつでもいいの

で遊びにいらしてください！待ってます。 

卒業生に向けて贈る言葉 ～三役より～ 

 
友愛会会長 N.K 

今回私たちは「部活の先輩に向けて」というテーマで各部長からメッセージをいただきま

した。メッセージを通して、「自分たちもこんな先輩になりたい」と強く思うようになりまし

た。では、各部活の思いや感謝をまとめましたので、どうぞご覧ください。 

部長から一言 

 


