
  

 

 

 

 

 

「ようい、ドン！」 （Ⅱ） 

校 長  青 木  経 

10 月 27・28 日におこなわれました学習成果発表会には、足元の悪い中ご来校いただきましてありがと

うございました。前期課程の子ども達は、運動会から 1 か月後の大きな行事でしたが、学習を怠ることな

く一人一人が精一杯の力を発揮してくれました。また、後期課程の生徒達も短い練習期間の中、時間を有

効に活用しながらクラスや部活動の結束力を高め、人間的にも成長した姿を見せてくれました。保護者の

皆様には、様々なご支援を賜りましたことを改めて感謝申し上げます。開校当時から見守っていただいて

いるご来賓の皆様方からも、集団として規律ある子ども達の姿に称賛のお声をいただきました。 

さて平昌五輪開会式まであと 100 日、東京五輪まで 1,000 日を切り、ますます期待が高まる中、本学園

でもオリンピック・パラリンピック教育の一環として様々な企画が実施されています。6 月号の学園便り

では「ようい、ドン」(１)として、品川区が推進しているオリ・パラ教育の内容についてお伝えしました。

今回は、本学園の具体的な取り組みをご紹介いたします。まず、以下に掲げる 5 つの大きな目標を立てて

います。 

＊年間指導計画に基づき、各学年年間 35時間程度のオリンピック・パラリンピックに関する授業をおこ

なう。（活動内容を学園のホームページでご覧いただけるようにしていきます） 

＊世界友達プロジェクトを主として 5･6年生で取り組み、各国について調べる。 

＊オリ・パラ選手やそれに準ずる選手を招いて競技体験教室をおこなう。 

＊市民科の授業において、全学年で茶道を通しておもてなしの心を培うほか、8 年生では十二単衣・束

帯の着付け講座から日本の伝統文化の理解を深める。 

＊6･7 年移動教室、7・8 年校外学習、9 年修学旅行を日本文化や伝統を学ぶ機会とし、自国の文化に誇

りを持たせる。 

平成 29年度・児童生徒の体力・運動能力を全国や東京都の平均と比較しますと、前期課程では立ち幅跳

びやソフトボール投げ、後期課程では持久走や５０m 走などが男女ともに平均を下回っている学年が多く

みられます。これらの課題を解決するために、一人の教諭がクラス全員を指導するのではなく、2 人の教

諭がそれぞれの場面に応じてティームティチングによって授業を進める形式をとっています。このことに

よって、体育が苦手な児童生徒は勿論のこと優れた資質を持っている児童生徒の力を伸ばすことができま

す。 

また、2学期から 3学期にかけて次のような推進事業が計画実施されます。 

6月 19日(月)･･･元パラリンピック選手の指導によるブラインドサッカー(6年生) 

8月 29日(火)･･･前期課程運動会に向けたＰＴＡ主催による「走り方教室」 

11月 8日(水)･･･元パラリンピック選手の指導によるブラインドサッカー(7年生) 

11月 17日(金)･･･大学生選手によるサッカーの指導 (5年生) 

11月 28日(火)･･･車いすバスケットボール体験(8年生) 

 さらに図工の時間で 5年生が作成したオリ・パラのモニュメントが、１階荏平ギャラリーに飾られてい

ます。12月には、各フロアーで今までオリ・パラ学習で学んできた内容を展示するための「オリ・パラ」

コーナーを設置する予定です。 

 義務教育学校として、１年生から９年生までの発達段階に応じたオリ・パラ学習を進めてまいりますの

でご期待ください。 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   青 木   経 

平成 29 年 11 月 2 日発行 

http://school.cts.ne.jp/ebahi-g/ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
。 

１年             渡邊 裕介 

 １年生は「大きなかぶ」の音読劇と合奏、合唱

の発表をしました。音読劇では、「大きな声で、は

っきりと」を意識して、大きな舞台でも堂々と言

えるように練習をしました。合奏や合唱は友達と

一緒に、心を一つにして演奏すること、歌うこと

の難しさや楽しさを感じることができました。 

本番では、練習の成果を発揮し、楽しみながら

発表することができ、終わった後は達成感に満ち

た表情をしていました。今回の経験を自信にして、

今後の勉強や生活に生かしてほしいと思います。 

３年             塚本 貴子 

「心を一つに力を合わせて表現しよう」をテーマ

に、リコーダー奏、群読とストーリーテリング、

合唱の発表をしました。特に、群読の練習は、一

つひとつの言葉を大事にし、気持ちを込めて言う

練習をしました。また、リコーダー奏、ストーリ

ーテリング、合唱どれも練習を重ねるごとに技能

面の上達はもちろんのこと、友達と協力すること

の大切さや楽しさ、仲間を思いやる心を肌で感じ

取っていました。 

本番は、練習の成果を十分に発揮し、自信をも

って表現することの楽しさ味わいながら発表をす

ることができました。 

４年             関口 順子 

4 年生は、「一致団結」を目標にミュージカル「海

のふしぎ」に挑戦しました。一人一人違う色とりど

りの衣装は、自分で着たい色を選び、自由な発想で

飾りつけをしました。深海魚や先生役の人は、全身

を飾り付け、素敵な色合いで仕上げていました。本

番では、大勢の前で演技することに緊張しながらも、

自分の台詞を大きな声で言い、元気に歌って踊るこ

とが出来ました。舞台終了後、子どもたちに自己採

点を聞くと、全員が９０点から１００点という高い

満足度を感じていました。一人一人が輝き、自分を

表現する貴重な経験となりました。この経験を自分

の自信につなげさらに、成長していって欲しいと思

います。 

６年             中満 麻弥 

６年生は合唱「エスペランサ～希望～」リコーダー

奏「木星」合奏「情熱大陸」を演奏しました。合唱

曲は難しい音程や拍子の曲でしたが、歌詞の意味を

理解するために音読をしたりソプラノ・アルトに分

かれ練習したりしました。合奏では、休み時間や放

課後に自主練習をしたり学年で幾度も練習をしたり

しました。前期課程最後の学習成果発表会。一人一

人が笑顔で魅せられるよう歌い、演奏することがで

きたようでした。音楽について学ぶだけではなく、

仲間と心を一つにしてやり遂げる大切さや楽しさも

学ぶことができたと思います。今後の子供たちの力

になっていくと信じています。 

２年              小松 史 

２年生は「アイウエオリババ」の劇発表をしま

した。小学校での初めての劇でしたが、オーディ

ションから気合十分で、楽しく取り組むことがで

きました。練習を重ねる度に、気持ちを込めてせ

りふを言ったり、動作を付けたりすることが自然

になっていき、役になりきって演じることの楽し

さに気付くことができました。本番は、練習の成

果を十分に発揮し、とても素晴らしい劇を発表す

ることができました。また、スポットライトが当

たっていないところでも、自分たちで岩の開け閉

めも行いました。短い時間で本当によく頑張りま

した。たくさんの方に見ていただき、喜びを感じ

取ることができた発表会になりました。  

 

 

 

５年             清水 麻衣 

初めての合唱・合奏の発表となった今回の学習成果

発表会。合唱は、それぞれの曲の歌い分け、合奏は、

楽器の音の重なり合いを意識し、練習してきました。

練習では、パートに分かれて歌うこと、イメージに

合わせて歌い方を変えること、友達の音を聴き、合

わせることの難しさに苦戦しつつも、音楽の伊藤先

生に、技術面、それぞれの曲のイメージ作りの面な

ど、たくさんのご指導をいただきました。本番は、

友達の声、音を互いに聴き合い、響き合いを大切に

しながら演奏することができました。この経験を生

かし、今後の学校生活でも友達と心を合わせて過ご

してくれることを期待しています。 

学習成果発表会 
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７年             江沼 英篤 

７年生は課題曲の「マイバラード」と、自由曲と

して１組が「心の瞳」、２組が「怪獣のバラード」、

３組が「カリブ 夢の旅」を歌いました。３クラス

による後期課程初めての合唱コンクールというこ

ともあり、どうやって練習したら良いか、というこ

とから始まりました。しかし、朝練習、昼ステップ、

放課後で練習を重ねていくうちにお互いに「合唱が

上手になっていること」を感じることができまし

た。本番では緊張もさながら、各クラスにとって一

番良い合唱を披露してくれました。これからも努力

を積み重ねること、協力することを忘れず、学校生

活に臨んでください。 

 

９年             山本 耕平 

最高学年として、最後の合唱コンクールでし

た。いつものんびりとしているこの学年なの

で、エンジンがかかるまで時間がかかりまし

た。しかしそこは９年生。時間がない中でも最

高学年として恥ずかしくない合唱を作り上げ

てくれたと思います。 

勝ち負けに関わらず、精一杯歌い、終わった

ときには、充実した笑顔も見られました。 

９年生はここから受験に向けて一直線です。 

白木蓮にも似た、その白い翼で、旅立っていけ

るよう、みんなで励まし合いながら乗り越えて

いってもらいたいと思います。 

広島派遣・英語スピーチ    山本 明生 

 ８月に参加した広島派遣の集大成としての発表

となりました。様々な話を聞いたり、施設を見学し

たりすることで、改めて感じた平和の大切さ。その

「平和のバトン」を繋ぐきっかけとなってほしいと

願っています。 

英語スピーチでは、2人の 8年生が頑張りました。

岩田さんは日本と欧米の文化を鋭い視点で比較考

察しました。また、鴨井さんはバレエに対する情熱

を実体験に基づき紹介しました。改善点の修正と更

なるスキルアップを図り、11 月上旬に行われる品

川区英語学習成果発表会で成功を収めてほしいと

思います。 

 

演劇部            栗原 淳子 

 今回は「夢幻図書館へようこそ」（作 しい

か）を上演しました。５年生から８年まで１５

人の部員たちが『自分たちの魅力を出し切

る！』ことを目標に作り上げた作品です。大道

具づくりからせりふの暗記、動きや間の工夫な

どアドバイスをし合いながらの日々でしたが、

心温まる脚本で、練習も楽しく進めることがで

きました。多くの方に支えられて今日の発表が

あります。みなさまに感謝でいっぱいです。 

１１月４日(土)には、荏原文化センターで区

の発表会が行われます。さらにレベルアップし

た舞台にするべく楽しみながら頑張りますの

で、お時間がありましたら観に来てください。 

８年              長山 靖 

 ８年生は課題曲の「時の旅人」と、自由曲と

して１組が「輝くために」、２組が「COSMOS」

を歌いました。２度目の合唱コンクールという

こともあり、実行委員やパートリーダーなどを

中心に生徒たち自身で練習を進めていきまし

た。時に意見がぶつかり合うこともあり、苦労

したことも多々ありましたが、本番では各クラ

スとも昨年よりも少し大人で力強くなった合

唱を披露してくれました。最高学年となる来年

度は更に力強く、素敵な合唱を響かせてくれる

と信じています。 

吹奏楽部           木村 大介 

学習成果発表会１日目、最後のプログラムと

して吹奏楽部が演奏しました。初めて学習成果

発表会で演奏した児童生徒も多く、全校生徒の

前で演奏する独特の雰囲気を感じられたので

はないかと思います。また９年生にとっはこれ

が最後の演奏発表の場でした。プログラムはす

べて９年生が選曲し練習に臨んできました。時

間がない中での練習で非常に不安だったと思

います。しかし部長を筆頭に９年生はしっかり

と部活をまとめ、本番も良い演奏をすることが

できました。これから新しい編成になりますが

９年生が残してくれたものを引き継ぎ頑張っ

ていきたいと思います。       



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１１月の行事予定 ＊ 

品川区連合体育大会   ６年 中満 麻弥 

１０月１７日（水）晴天の下、大井埠頭陸上競

技場で開催されました。１００ｍ走または、走り

幅跳びのどちらかに出場し、精一杯、走り、跳び、

自分の最高記録を目指して全力を尽くしました。

クラスで挑んだチャレンジジャンプは、緊張から

か思うような記録を出せなかったようですが、約

２週間クラスごとに朝練を行い、絆が深まったよ

うでした。４００ｍリレーでは、女子が３位を取

り、輝かしい結果を残すことができました。競技

はもちろんですが、仲間を応援する姿など胸が熱

くなるシーンが多い大会となりました。 

１日(水)  「品川教育の日」のため４時間授業 

２日(木) クラブ⑦ 進路説明会(9) にこにこ班活動 

２日(木) えばひら合格塾（英） 

６日(月) 全校朝礼 えばひら合格塾（数） 

 ７日(火) 専門・中央委員会 茶道教室(1)  

 ７日(火) 三者面談(9)～11/13 

８日(水) 品川区英語学習成果発表会 

８日(水) ブラッシング指導(3) ブラインドサッカー(7) 

９日(木) 社会科見学(4) 荏原保育園交流(2)  

８日(水) 音楽朝会 えばひら合格塾（英） 

１０日(金) 秋季歯科検診(7-9一部) 

１３日(月)  えばひら合格塾（数）校内漢字検定(1-6) 

１４日(火) 赤ちゃんふれあいボランティア体験学習(9) 

３０日(木) 避難訓練 

１６日(木) 就学時検診（新１年）えばひら合格塾（英）    

８日(水)  体育朝会・チャレンジジャンプ大会(1-5)   

１７日(金)  茶道教室(3) 実力テスト(9) 

１８日(土) 土曜授業 PTA エバヒラもちつき 

２０日(月) えばひら合格塾（数） 

２１日(火) 定期考査(5-9) 

２２日(水) 定期考査(6-9)  

２４日(金) 出前選挙(9) 校内漢字検定補習教室(1-6) 

２７日(月) 読書旬間～12/8 えばひら合格塾（数） 

２８日(火) 車いすバスケ(8)  にこ班ロング遊び 

２９日(水) 秋季歯科検診(1-6) 校内研究⑤ 午前授業 

３０日(木) にこにこ班活動 えばひら合格塾（英） 

３０日(木) 社会科見学(3) 

 

 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

○１０月１０日（火）校区教育協働委員会。 

○１０月７日（土）５年生 稲刈り授業。 

 ８人のボランティアに協力いただきました。 

○１０月～ ５・６年生家庭科ミシン授業補助依頼。 

○１０月５～７日 学校公開受付ボランティア依頼。 

○１０月１３日（金）５年生茶道教室 

○１０月１７日（火）・１８日（水） 

学習成果発表会の衣装制作補助のボランティア 

＊１０月２２日（日）に予定しておりました、パルム 

商店街７０周年記念イベントの吹奏楽部出演は 

台風のため残念ながらキャンセルになりました。 
学校ボランティア連絡用のQRコードを作成しました。 

お気軽にお問い合わせください。 

連合音楽会         伊藤 紗与子 

１０月２５日（水）きゅりあんにて行われた

「品川区立学校連合音楽会」に、５年生と吹奏

楽部が出演しました。今年は５年生による合唱

「たからもの」、吹奏楽部による「マードック

からの最後の手紙」、そして合同で「風になり

たい」の３曲を演奏しました。 

 「風になりたい」は、吹奏楽部が伴奏を吹き、

そこに５年生が歌をのせて、さらに小物楽器を

加えて、とてもにぎやかになりました。音響効

果の良いホールでの演奏は貴重な経験になり

ました。 


