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むさしの学園のカリキュラムが変わります！ 

  臨海学校も、岩井海岸に戻ります！！ 

＝ ニュースなのに、何故か懐かしさを感じる 

学園の近況 ＝ 
むさしの学園小学校 

校長  青木 洋介 

 この会報が、皆様のお手許に届くとき、私たちの日常はどのようになっているのでしょうか。 

この原稿は３月１５日、卒業式の翌日に書かせていただいています。 

政府による全国一斉休校の依頼を受け、休校状態が続いている状況下でしたが、円谷会長のご臨席

を賜り、卒業生と保護者、教職員のみで卒業式を執り行ったばかりです。 

日常があっという間に変わってしまった卒業生の気持ちを思うと、その無念さ、残念さは、簡単に

言えるものではありません。 

 

 学園は、今年、創立９７周年を迎えます。その歩みは決して平坦なものではなかったと思います。

戦時中の教職員記録を読みますと、空襲警報の出る中、学習を継続すること、安全に児童を通学さ

せることの苦心が垣間見えます。そのほか、学園の歴史の中には、記録に残る、残らないに関わら

ず、いろいろな苦労があり、危機があったと思います。それらをその都度、乗り越えて、こうして

たくましく、続いてきたのが学園です。これからも、子ども達、一人一人の個性をそのままに受け

止め、子ども達が、しっかりと子どもらしく過ごせる時間を大切にしていきたいと思います。 

 

 今年度、学園小学校では、いくつかの改革をおこないます。 

 

まず、英語授業の拡充です。これまで４年生からだった英語学習を３年生からとし、５・６年生

は授業時間を増やして、週２時間とします。アメリカン・スクールや東京外国語大学が近いという

地域の特性も活かし、いろいろな面での学びを増やしていきたいと考えています。 

                    -１- 

http://musashino-gakuen.com/dousou/


 

次に、時程を変更します。具体的には、ラジオ体操を昼休みから、朝、始業直後にします。 

かつては、ラジオ体操を屋上で、朝、やっていたと聞いています。もしかすると、懐かしい、と感

じられる方もいらっしゃるかもしれません。 

また、遠方から通う児童も多いことから、下校時刻を繰り上げ、各学年１０分～２０分ほど、早

く終業するようになります。 

 

 最後に、臨海学校が勝浦・鵜原海岸から内房・岩井海岸に変わります。 

鵜原海岸は基本的に海水の透明度が高く、外房のわりに波も低く、臨海学校に適した環境ではあり

ますが、岩井海岸の方が、砂浜が広く、海浜実習には適しており、耐震性に優れた宿舎とのご縁が

あったことから、岩井海岸に移転することにいたしました。 

 

 臨海学校は、場所がどこであれ、１週間近くに渡って共同生活を送る特別なものです。 

また、自然の中に身を置いて、子ども達の豊かな情操を育てることを教育の柱とする学園にとって、

欠くことのできない重要なものです。宿泊行事、中でも海浜実習を含む校外学習は危険も多く、な

かなか、以前のようにはいかないところもあると思いますが、のんびりと、のどかな海の時間を存

分に満喫するものにしたいと考えています。 

 

 このように学園では、時代の要請に応じて、必要な改革を進めていきます。しかし、いつになっ

ても、建学の精神は確固たるものとして、大切にします。キリスト教の精神を土台とし、子ども達

一人一人がそれぞれに、神様から与えられた力を、自らの意思で伸ばす精神と習慣を大切にしたい

と思います。 

 

 学園では、引き続き、卒業生の皆さんが気軽に学園に立ち寄ってくださるのを歓迎いたします。

折に触れて、どうぞご来校ください。お待ちしています。 

 

 

 

◇ むさしの学園は、令和５年（２０２３年）に「創立百周年」を迎えます。 

「むさしの学園同窓会」は、学校と歩調を合わせ、 

２０２３年に「記念祝賀会」の開催を計画しています。 

 

記念祝賀会では、同窓生が集う賑やかなイベントも開催しようと考えています。 

“これぞ！”というアイデアを是非是非、同窓会宛てにご提案ください。 

会報の最後にメールアドレス・URL 等を記載してあります。 

 

 

－２－ 



   学園からのメッセージ  

◇ 学園はいつでも同窓生の来訪を歓迎しております。 

１階の集会室は、卒業生や保護者の方々にお使い頂けます。どうぞご利用下さい。 

 

 

 

卒業生の皆様 力をお貸しください 

  学園では、いろいろな分野で、同窓生の皆様の力を必要としています。 

 

◇ 放課後充実化プログラムで、子どもと共に遊んでくれる方（指導員） 

＊下記に詳細 

◇ 記事ライティングのできる方（WEB やリーフレットなどの読み物） 

◇ 広報用動画の編集ができる方（WEB に公開できる短い動画） 

◇ デザインのできる方（百周年記念でロゴやグッズを作る企画） 

◇ 過去の資料をご提供くださる方（学園の歴史展示コーナーを作る計画） 

 

 関心を持っていただけることがありましたら、ご連絡ください。学園ホームページ 

を PC でご覧になる方は上部に、スマートフォンでご覧になる方は、MENU→アクセス・その他

の中に、「お問い合わせ」という項目があります。クリック・タップしていただくと、フォームが

表示されますので、内容をご記載ください。広報から返信させていただきます。 

ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

 

放課後充実化プログラム 

時 給 は 一 律 千 円 で 交 通 費 は 別 途 支 給 で す 。 も し 力 を 貸 し て 下 さ る な ら 、

afterschool@musashino-gakuen.com に、メールをお送り下さい。候補者として登録させてい

ただきます。さて、放課後充実化プログラム自慢のソフト面は、指導員だけではありません。書

道、英語、アートや音楽などの「おけいこ」を教えてくれる講師も魅力です。できる

ことがある、という方もぜひ上のアドレスまでメールでお知らせ下さい。あなたの存在が、後輩

達の育ちを支えます。ぜひ力をお貸し下さい。 

ご連絡、お待ちしています。 
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   同窓会企画のご報告    

むさしの学園創立９５周年を記念した「ホームカミングデイ」を 

開催しました！ 

令和元年（2019）５月２６日(日) 

むさしの学園は、昨年 2018年に 95周年を迎えました。 

同窓会としては、卒業年を起とするため今年が９５周年記念となります。 

そこで、これを記念し５月２６日(日)の「同窓会総会」日に、同時開催と 

して「ホームカミングデイ」を企画しました。 

 当日は１１時頃から好きな時間に来校いただき、学園施設を見学するも 

よし！同窓会総会に参加するもよし！友人と待ち合わせするもよし！と、 

自由な形態としました。 

集会教室には茶菓・飲料が並び、講堂では「むさしの学園の今」動画上映や

自由に書き込める 

「メッセージボード」が用意されていました。 

このような企画のなか、90名ほどの同窓生がお顔を見せてくださいました。 

 

                    クラス会だより    

 

◎ 第３５回「１９５９年卒業吉川学級同窓会」が開催されました 
平成３０年（2018）６月３日 

 

同級生の中山君から、同窓会を開催した報告をまとめてくれと言われ、安請け合いをしてしま

ってから１年以上たってしまいました。書こう書こうと思っていたのですが、「1年間なんて、今

まで生きてきた 70年超の歳に比べれば、2%にも満たない誤差のようなもの」との言い訳を、書き

だしとして、同窓会の報告させていただきます。 

２０１８年６月３日に２年ぶりの同窓会を三鷹駅から、１５分程度の場所にある洒落たレスト

ランで開催しました。 

前回は、スイスの交響楽団で長年主席フルーティストとして活躍し、ハッピーリタイ 

ヤメントを迎えた笠井君をスイスから迎え、参加者１９名と盛大な同窓会でしたが、今 

回はアメリカの日本語学校で頑張っている太田君や、前回は忙しい仕事の都合をつけて参加して

くださった日本のエンターテイメント界の大御所、高平君や矢野君が（都市にもめげず）相変わ

らず忙しい様子で不参加でした。さらに親御さんのお世話で老老介護のため参加を見合わせた方

があって、今回参加したのは男性８名、女性６名でした。 

周りから見れば、老人の集団ですが、前回の同窓会で顔を合わせた人の参加が多かった事もあ

り、小学生の時のかわいい面影を、人生経験豊富な顔の向こうにすぐ思い出しながら、健康の話

や趣味の話など、尽きない話に時間が足りず、食事会が終わった後も、さらに場所を三鷹駅近く

の喫茶店に移した２次会でも、年寄りたちの雑談が続きました。       （荒川 健生） 
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◎８５期生 欅組 同窓会                        令和元年（2019）６月８日（土） 

はなの舞 新宿東南口店にて 

卒業生１８名参加 

青木先生、大内先生、須藤先生もお越しくださいました。 

SNS で繋がっている同級生に声をかけたところ、大人数が集まり大盛況に終わりまし

た。今後もまた機会を設けて同窓会を開きたいと思います。 

８５期生欅組同窓会 伊藤綾香   
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学園の行事予定 （下線は、学校内の公開行事） 

4.10    入学式              5. 1    新１年生歓迎音楽会    

 5.11～15  ６年生修学旅行         5.21    学校説明会 

6.13    けやき会主催・催し物（予定）   

7.18～21  臨海学校（幼 2～3 年生）        ７.21～26  臨海学校（4～6年生）   

9.26    運動会             10.15    入試説明会                  

10.1７    けやき会主催バザー・ひかり祭  11.11～12  入学試験                    

12.12    入学試験二次考査        12.18     クリスマス礼拝・終業礼拝    

12.20～22  スキー学校（4・5年希望者）   3.1～12  卒業作品展示（美術科・家庭科） 

3.15    第９７回生卒業式 

※ 新型コロナウィルスの影響により、予定が変更になる場合がございます。 

 

教職員紹介 （下線は、卒業生） 

＜理事長＞ 江幡 眞喜子  

＜校 長＞ 青木 洋介  

＜小学校・常勤教諭＞ 

 須藤 信晴 大内 美和子 森山 ゆかり 影山 郁絵 赤羽 俊紀 河野 哲平 大沢 大介 

 瀬川 和香子 矢部 岳洋 中川 美和 山本 龍樹 佐野 美加 田中 開 菅野 佑介 

 平田 正子 松浦 帆花 

<小学校・非常勤教諭> 

 江幡 清彦（相談役） 内藤 朝子 青木 夕紀 川瀬 晴美 松原 晴子 片桐 香代 

 内八重 めぐみ（２０２０年４月から幼稚園に異動） 

<事務・警備> 

 入間田 徹夫  石川 圭子  大塚 麻美 榎本 美織  小木曽 賢 山本 信 

<校医> 

 野崎 道郎（内科医）  樋口 洋一（歯科医）  山田 加世子（薬剤師）  計 ３４名 
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２０２０年度（令和２年）同窓会総会 

コロナウィルス感染症拡大に伴い、今年度総会は 

中止させていただきます。 

 日時:   ５月３１日(日)   中止いたします 

議題： 令和元年度決算、令和２年度（２０２０）予算     他 

＊ 今年度総会代わりの討議は、監事審査と同窓会幹事間のメール審議とさせていただきます。 

  なお、「同窓会報」の封筒に「決算・予算案」を同封しています。 

  総会議事案、決算・予算案等、ご意見がございましたら、下記メールアドレスまでご投稿 

ください。         musashinogakuen_dsk@yahoo.co.jp 

  かつて経験のない状況となっております。 

  この状況に鑑み、同窓会総会を中止する旨、ご了解いただきたいと存じます。 

                          むさしの学園同窓会会長  円谷洋一 

 

  事務局からのお願い  

◎ 同窓会費の納入をお願いいたします。 

終身会費は、 1 万円です。 

同封しました郵便局の「払込取扱票」に金額の記入がないのは未納の方、記入があるのは 

残金のある方です。 

郵便振替口座:００１５０－０－１１９３５９  加入者氏名: 武蔵野学園同窓会 

・通信欄に卒業年度と回数・組を記入し、氏名にフリガナを付け、数字はハッキリと。 

・近況もご記入ください。  

                   ● ● ● ● ● 

◎事務局への連絡方法： クラス会報告、ご感想やご意見、ご提案 等をお待ちしております。 

・ご連絡は、下記まで郵送か FAX もしくは E-mail でお願いします。 

送付先: 〒183-0002  東京都府中市多磨町１－１９－１ 

          武蔵野学園内 むさしの学園同窓会   FAX：０４２－３６１－７２８８ 

または、 神保 等（３７回生）  176-0021 練馬区貫井２－２４－３－１００７ 

TEL（携帯）： ０９０－３１３０－０３０９ 

E-mail ：        hjimbo3611@nifty.com      まで 

● ● ● ● ● 

 同窓会ホームページ  http://musashino-gakuen.com/dousou/ 

    ＊ 同窓会 HP に「同窓会報」のバックナンバー（No.45～）を掲示しておりますが、 

個人情報保護の観点から『同窓会新会員（新卒業生）・新会友』『同窓生の子・孫の 

通学状況』『同窓生の消息（物故者）』の欄を削除して掲載しております。 
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