
初めに言葉ありき

11 月 17 日（土）におこなわれました市民科授業地区公開講座では「話す活動を取り入れた市民科

学習」として、全学年において本学園で現在取り組んでいる研究主題に沿った授業をおこないました。

当日は品川区教育委員会指導課 学校経営監 浅木 麻人 様に、貴重なご助言とご指導をいただきまし

た。また、協議会に参加された地域・保護者の皆様やアンケート回答からも、先生方にとって励みに

なるお言葉をいただき感謝しております。その中の一部を紹介いたします。

○高学年になってくると、友だち付き合い、グループの中での同調することに神経を使い、自分の考

えを押し殺しがちになるので、自分の考えを持てるように、今後ともご指導いただきたいです。講

演会では、「他者の意見や話をしっかり聞く力・じっくりと自分の意見を深め、考える力・効果的

に発表する力」のすべてが揃うことによって、多面的に考え、ものごとを捉える力が養われること

がわかり大変有用なお話でした。（5 年 2 組・保護者）

○どのグループも皆積極的に発言し自由に討論していました。担任の先生は生徒の意見を決して否定

せず、評価してより考えを深める導き方をして素晴らしかったです。「頭ごなしに他人から否定す

るのではなく、まず受け入れよう」と先生がおっしゃっていたのが印象的でとても有意義な時間で

した。（7 年 2 組・保護者）

○短い時間でしたが大変勉強になりました。大人たちの声、子供たちの声を聴きながら新たな市民科

授業の在り方を考え、地域と学園の交流の機会になっていただければ幸いです。（9 年 1 組・保護者）

冒頭の「初めに言葉ありき」は新約聖書の「ヨハネによる福音書」の一節です。私自身は特定の宗

教の信者ではありません。しかしながら人間の世界にとってあらゆるものは全て言葉によって成り立

っているという解釈をとるとすれば、人間が進化し文明を築いてきた礎には豊かな表現力として人間

だけが持っている「言葉の力」があると思います。私たちは「言葉」で考え「言葉」で意思疎通をお

こない人間同士の理解を深めようと努めます。日本の教育で言語活動が重要視され、本学園の「言語

活動の充実を図る授業の工夫」として「話す活動を軸とした、思考力・判断力・表現力の育成」の推

進も、言語活動の充実が学力向上につながることを実証するための研究です。最近の出版物でも、哲

学的思考に関する本が多く出されています。例えば､｢自分で考える練習 毎日の悩みを解決できる哲学

思考｣(平原 卓著)､｢考えるとはどういうことか｣(梶谷真司著)あるいは｢じぶんで考え じぶんで話せる

こどもを育てる｣(河野哲也著)などです。

 哲学を身近なものとして、誰にとっても考えることの必要性を強く訴えるこれらの書物は、現代社

会において「考える」ことによって一人の人間としての生き方を追求することが問われている結果で

はないでしょうか。「特別の教科 道徳」においても「読む道徳」から「考え、議論する道徳」へと質

的な転換が図られました。文科省のある文章では「問題解決型の学習や体験的な学習を通じて、自分

ならどのように行動・実践するかを考えさせ、自分とは異なる意見と向かい合い議論する中で、道徳

的価値について多面的・多角的に学び、実践へと結び付け、更に習慣化していく指導へと転換するこ

とこそ道徳の特別教科化の大きな目的である」と書かれています。まさに品川区の市民科が追及して

きた方向性が、国によって改めて示されたわけです。

過日、8 年生では英語のみの会話による「ハワイの中学生との交流活動」と手話のみ（サイレント

トーク）による「デフビーチバレーボール」の 2 つの市民科学習がおこなわれました。どちらも普段

の日常の会話では通用しない世界を体験する中で、生徒たちはたくましく会話をする努力をしていま

した。来年の 1 月 25 日（金）にはいよいよ研究発表会を迎えます。発表に向け最終段階となり先生

方にとっては多忙な年末と年明けとなりますが、保護者・地域の皆様には、この 1 年間のご協力とご

支援の感謝と、よいお年をお迎えくださいますよう心よりお祈り申し上げます。
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【 チャレンジジャンプ（長縄記録会） 】     担当 柳 俊吾

 １０月１１日（木）に１回目のチャレンジジ

ャンプを行い、３分間で８の字跳びが何回でき

るか、ということに挑戦しました。そこから約

１か月間、１回目の記録をもとに、体育の時間

や休み時間を使ってどの学級も練習をしてきま

した。

１１月１５日（木）の２回目では、練習して

きた成果を出そうと、声を掛け合いながら、気

持ちを一つにして取り組む姿がありました。

仲間と協力して１つの目標に向かうことで大きな記録を出すことができた達成感を味わう

ことができました。学級のまとまりもより高まり、今後の学園生活がとても楽しみです。

【 ふくのわプロジェクト 】        担当 西鍵 望  岡田 徹  

１１月６日（火）～８日（木）

東京都オリンピック・パラリンピック教育「スクー

ルアクション もったいない大作戦」の１つとして、

本学園では古着の回収を３日間行いました。

児童生徒会の呼びかけにご家庭の協力と学園の子ど

もたちの優しさが加わり、回収の結果、合計１３５㎏

にもなりました。

こちらは全て東南アジア１５か国を中心に配布され

ることとなります。きっと大切に使ってくれると思い

ます。ご協力いただいた皆様に、学園からも感謝申し上げます。ありがとうございました。

【 茶道教室 】 

１年  担当  柳 俊吾

 １年生は１１月２９日（木）に茶道教室を

行いました。礼儀作法を学び、おもてなしの

心を知りました。お菓子を食べ、お茶を飲む

姿は緊張しているようでしたが、次第に楽し

んで取り組んでいました。

４年  担当  渡邊 浩司

                          ４年生は１１月８日（木）に茶道教室を行いま

した。そこでは、茶道で重んずる精神について、

「礼に始まり、礼に終わる」「一挙手一投足に注

意を払い、相手を敬い感謝を態度で表す」とい

う、日常生活においても大切なことについて学

びました。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、本学園では様々な取組み
を行っています。
その活動の様子をお知らせ致します。



【 ８年 ハワイの中学生との交流 】   担当  能登 美和    

 １１月２９日（木）に、「世界ともだちプロジェクト」として、ハワイ州にあるモアナルア中学校の

７・８年生の生徒たちと国際交流をしました。交流授業では、モアナルア中学校の生徒たちにブラッ

シュロボットの作り方を教えてもらいながら作成し、レースをして速さを競いました。英語のみでの

会話はなかなか難しかったようですが、両校の生徒は身振り手振りで伝え合っていました。その後の

交流給食では、ハワイでの生活や趣味についての話を楽しそうに話していました。 

最後に本校の生徒から、合唱「時の旅人」をお礼に歌い、モアナルア中学校の生徒からは、両校の

校章が刻まれたキーホルダーをプレゼントとして受け取りました。今回の国際交流を初めとして、今

後も両校の関係が続いていくことを期待しています。

【 夢★未来プロジェクト（前期課程） 】    担当  星野 麻仁

１１月８日(木)に、オリンピック・パラリンピック

教育の一環として、トップアスリートを招致し、実技

指導や講演を通して、体力向上への興味関心を高める

ための授業を行いました。

招待した葭原 滋男（よしはら しげお）選手は走り

高跳び、自転車、ブラインドサッカーの３種目におい

てメダリストという経歴をお持ちです。１年生から６

年生全員で経験談を聴き、その後５・６年生はブライ

ンドサッカーを体験しました。

子どもたちからは「挫折に負けず、挑み続ける強い気持ちを尊敬します。」「２０２０のパラリ

ンピックも今から待ち遠しいです！」などの感想が挙がりました。今後も学園をあげて２０２０

五輪を盛り上げていきます。

【８年 デフビーチバレーボール体験・視覚障がい者講話 】 担当 能登 美和  

８年生は、福祉に関する学習を進めています。１１月３０日(金) 

オリンピック・パラリンピック教育の一環として、デフビーチバ 

レーボールの瀬井 達也（せい たつや）選手・三浦 早苗（みうら  

さなえ）選手・牛尾 洋人（うしお ひろと）監督をお招きし、体験 

活動や講演を行いました。 

実際に、サイレントトーク（音のない世界でのトーク）の状態で、 

いかにコミュニケーションを図っていくかを体験しました。聴覚障 

がい選手の方とのスポーツを通して、接し方などを体験し、バリア 

フリーに対する姿勢を学ぶことができました。また、視覚障がい者 

の方の講話などを通して、障がいに対する理解を深め、今の自分に 

何ができるのかを考えることができました。このような学習を通し 

て、少しでも障がいに対する理解を深め、困っている人たちに、そ 

っと手を差し伸べられるようになってほしいと願っています。 



学習成果発表会で発表した英語スピーチ文と、ファイナンスパークの報告です。

荏原平塚学園の中心を担ってゆく８年生、様々な場面で活躍しています。（広島派遣報告は、次号に掲載予定です。）

Do you know the Real Ocean? S. T.
The Ocean when most people hear about the ocean, they think about a variety of marine life and beautiful 

scenery. They also say it is the place where human were born. There are different kinds of living things in vast 
areas of the ocean, but do you know the real ocean? 

This summer, one baby whale drifted to the shore in Kamakura. Plastic pieces were found inside the body of 
the whale. They say there are small plastics that affect the animals in the sea. These tiny pieces are called 
“Micro Plastics”. They are less than one millimeter in size. This plastic is very dangerous because it gradually 
becomes smaller and smaller. It then becomes a Nano plastic. Nano plastic invades living tissue and internal 
organs What do you think about unwelcomed invaders? Plastic is very useful, but also very dangerous.   

Plastics are harmful to all the living creatures, especially marine life. They mistakenly eat a plastic and die. 
This happened to the Kamakura baby whale. I can’t stand this tragedy any more. Like this, plastics greatly 
affect all the living creatures. You never know when this may happen to us, but we can change our future.        

From now on, what are you going to do? How about recycling pet bottles or separating garbage? We have 
many other practices, but these are relatively easy ones. For my practice, I will use a paper straw instead of a 
plastic one. Please understand these practices are very important. Just like a baton relay, your recycling 
performance will be passed onto the next person then passed onto another person. This person to person relay 
will never end. This chain reaction will last forever. Can you imagine if this happens? Why don`t you speak to 
your friend or your family about recycling or what I mentioned earlier? I would like many people to know about 
this issue and take a recycling action. It`s all up to you. Wait, wait a minute, it’s up to me? Yes, that’s right. 
However small it is, let’s do something good together. I can save the world. You can save the world. We can all 
save the world. We are the hope of our planet. We will save our future. 

あなたは本当の海を知っていますか？ ８年 男子

海といえば、たいていの人々は、多様な海洋生物や美しい光景について、思いついたりします。そして、また、人間が生ま

れた場所であるとも言われています。広大な海域には、異なる種類の生き物が存在していまが、あなたは本当の海を知ってい

ますか。 

今年の夏休みに、ある赤ちゃんのクジラが、鎌倉の海外に打ち上げられました。プラスチックの破片がクジラの体の中から

見つかりました。海の中には、動物に影響を与える小さなプラスチックが存在しています。これらの小さな破片は、マイクロ

プラスチックと呼ばれるものです。１ミリよりも小さなサイズのものが、マイクロプラスチックです。このプラスチックはと

ても危険です。なぜなら、それが段々とより小さな部分になってきているからです。結局、マイクロプラスチックはナノプラ

スチックに変化しています。ナノプラスチックは生命組織や体内器官へと侵入しています。あなたは歓迎されない侵入者につ

いてどう思いますか。プラスチックはとても役に立ちますが、とても危険です。 

プラスチックは全ての生物に有害です。とくに海洋生物に有害です。海洋生物は間違えて、プラスチックを食べて、死んで

しまうからです。この事件が、鎌倉の赤ちゃんクジラにも、起こりました。私はもうこれ以上、この悲劇に耐えられません。

このように、プラスチックは全ての生物に大いに影響を及ぼしています。私たちにも、 

このようなことがいつ起きるのか決してわかりませんが、私たちは、自分たちの将来を変えることができるのです。 

今から、あなたは何をしようと考えていますか。ペットボトルをリサイクルすることや、ごみの分別については、どうです

か。私たちは、他のたくさんの実践をしていますが、比較的簡単なものばかりです。私が実践していることは、プラスチック

のストローではなく、紙のストローを使うことです。どうかこれらの実践が、とても重要であるということをわかってくださ

い。まさにちょうど、バトンリレーのように、リサイクルの行動が次の人へと受け継がれていくでしょう。さらに、その後で、

他の人へと受け継がれていくでしょう。この人から人へのリレーのバトンは、決して終わりがないでしょう。この連鎖反応は

きっと永遠に続くはずです。あなたは、このようなことが起きるか、想像することができますか。友達や家族に、リサイクル

についてのことや、手始めに何をすべきかを、話しかけてみてはどうですか。私は、この問題点について、たくさんの人々に

知ってもらいたいし、リサイクルの行動についても、起こしてもらいたいと思っています。それは全て、あなたの考え方にか

かっているのです。待ってください。ちょっと待ってください。それは私にも関係することです。その通りなのです。しかし

ながら、たとえ小さなことからでも、一緒に、何か有益なことをしていきましょう。そうすれば、世界を救うことができます。

あなた方も、皆世界を救うことができるのです。私たちは、全員で力を合わせれば、世界を救うことができるのです。私たち

は、地球の望みでもあるのです。私たちは、未来を救うことができるのです。 



保護者のありがたみを実感した１日 ～ファイナンスパークを体験して～   ８年 担当 川邊 泰葉 

  11 月 10 日（土）品川学園にて、ファイナンスパークが行われました。 

当日は多くの保護者やボランティアの方々にご協力いただき、決められた 

年収の範囲内で、１ヶ月の生活設計を行う、という体験学習を行いました。 

  限られた金額の中で、どのような保険を選べばいいのか、買い物をすれ 

ばよいかなど、生徒たちは一生懸命考えて学習に取り組んでいました。ま 

た、体験後の感想では、保護者の方々への感謝の気持ちを綴っていました。 

To Generations of Highly Developed Internet E. M.
As technology developed over time, the Internet became a tool that we cannot live without. We can easily 

access it by using smartphones, computers and SNS. It also allows us to keep in contact with our friends and 
families wherever and whenever. However, a lack of knowledge about the Internet might contribute to serious 
troubles and may even end one’s life. For instance, in 2004, a 12-year-old girl was found dead in her school in 
Japan. This incident surprised the world because the perpetrator was also aged 12. But why did this incident 
happen? The cause traces back down to a lack of understanding about the danger of the Internet. 

The girl was killed using a cutter knife. The two girls, victim and the perpetrator, both went to the same 
school. They were not only friends in real life, but also kept in contact using the Internet. However, this 
friendship fell apart unwillingly. The day before the incident happened, the victim abused the perpetrator by 
writing “She is such a cutesy” and posting it on the Internet. This made the perpetrator rage in anger and 
ended up being the root cause of this miserable incident. 

From this tragedy, we must learn an important lesson. The girl who killed her friend might appear to the 
world as a cruel perpetrator, but what we really must keep in mind is that the perpetrator was also a victim of 
having been written terrible words on the Internet. On the other hand, we should also know that the 
perpetrator had other options to solve this problem other than killing her friend. One way is to consult with her 
parents or teachers about her worries. Moreover, she should have communicated with her friend in person and 
asked the reason why her friend posted such a rude message and told her how she felt. As a generation of 
highly developed Internet, we have a responsibility to understand the risk and danger of it and to pass it on to 
the next generation. 

インターネット世代で生きる私たち           ８年 女子 

時を超えて、テクノロジーの発展につれて、インターネットは、なくては生きていけない道具になりました。私たちは、ス

マートフォンやコンピューターを使って、インターネットにアクセスすることがたやすくなりました。SNSなどによって、

どこにいようとも、必要な時はいつでも、友達と連絡をとることが可能です。しかしながら、インターネットの知識の欠如に

よって、重大なトラブルの原因になり、命を落とす可能性さえ出てきました。たとえば、日本で、２００４年に、１２歳の少

女が学校で、亡くなっていたのが見つかりました。この事件は、加害者もまた１２歳であるということで、世界を驚かせまし

た。しかし、なぜ、このような出来事が起きてしまったのでしょうか。これはインターネットの危険について理解が欠けてい

たことが原因です。 

この少女は、カッターナイフを使って殺されました。被害者と加害者は両方とも、同じ学校に通っていました。彼女たちは、

実際の生活では、友達であったばかりでなく、インターネットを使って連絡をとりあっていました。しかし、不本意ながらこ

の友情は、薄れて離れていくことになりました。その出来事の前の日に、こんな事件が起こりました。被害者が加害者に向け

て「気取ってんじゃないわよ！」とSNSに投稿して、侮辱したのです。このことによって、加害者の怒りは激怒にかわり、

この不幸な出来事の原因のもとになって、悲しい結末を迎えてしまいました。 

この悲劇から、私たちは重要な教訓を学ばなければなりません。友達を殺した少女は、残酷な犯罪者として世界中に広まっ

てしまうかもしれませんが、本当に心にとどめておかなければならないことは、加害者もまた、インターネットでひどい言葉

を書かれて、犠牲者になったということです。ただ、一方で、私たちは、加害者が友達を殺してしまうよりも、この問題を解

決するべき他の選択肢があったのではなかったのかいうことを知っておくべきです。一つの方法は、彼女の両親や先生に悩み

を相談し、助言を求めることです。さらに、彼女は個人的に、友達とコミュニケーションをとるべきだったと思います。そし

て、なぜそのような乱暴なメッセージを、彼女の友達が投稿したのかという理由をたずねたり、どのように感じたかをその友

達に伝えるべきです。高度な発達をとげたインターネット世代として、私たちは、その危険やリスクを理解し、次の世代にそ

れを伝える義務があるのです。 



コミュニティースクールの１２月の活動をご紹介しています。 

保護者の皆さま、地域の皆さまのより多くのご参加ををお待ちしています。 

○１２月３日（月）１０時～、図書ボランティア定例会とメディアセンターのディスプレイ変更を行います。

○１２月１３日（木）２・３校時、７年生の茶道教室、１月１７日（木）には２年生の茶道教室があり

ます。当該学年の保護者の皆様のお手伝いをお願いいたします。

当該学年保護者の皆さんにご案内のプリントを配付しています。

ご興味・時間がありましたら、お問い合わせください。

＊１２月の行事予定 ＊ 
１日(土) 土曜授業 ＰＴＡエバヒラもちつき 

１日(土) ホッケー体験(6,7) 

３日(月) 全校朝礼 個人面談(～12/10) 

４日(火) 人権週間 ＦＣ東京サッカー教室(5) 

５日(水) 教育会のため午前授業(1-8) 合格塾（英） 

 ８日(土) 外部講師によるがん教育(9) ハンドボール教室(3,4) 

６日(木) 音楽朝会(1-4) ＦＣ東京サッカー教室(6) 

 ７日(金) 校外学習(5組) 

 ８日(土) しながわ人権のひろば 2018(～12/10) 

 ８日(土) 第１９回中学生の主張大会(スクエア荏原) 

 ９日(日) 区内一斉防災訓練 

１０日(月) 合格塾(数) 

１１日(火) 専門委員会 ＦＣ東京サッカー教室(4) 

１２日(水) 合格塾(英) 

１３日(木)  にこにこ班活動(1-4) 茶道教室(7) クラブ(4-6)

１７日(月) 1-4・児童生徒会朝会 合格塾（数） 

１８日(火) エバヒラ宅急便訪問 

２０日(木) 英語朝会(1-4) 脊柱側わん症検診(5,7) 

２１日(金) 全校美化清掃 

２３日(日) 天皇誕生日  

２４日(月) 振替休日 

２５日(火)  終業式 給食あり 

２６日(水) 冬季休業日始 ～1/7 まで  

【 ４年 東京グローバルゲートウェイ 】   担当  宮崎 伊久美

４年生は１１月２０日（火）に TOKYO GLOBAL GATEWAY（ＴＧＧ）に行きました。ＴＧＧとは、体験

型英語学習施設です。児童に English only の環境を与え、施設 

内にある様々な空間（空港エリア・レストランエリア等）の中 

で、英語で会話することに挑戦できる場です。児童８人に 1人 

のＴＧＧスタッフ（エージェント）が付き、お店で欲しいもの 

を注文したり、旅行会社で行きたい場所を話したりといった課 

題を与えられます。初めは緊張していた子どもたちでしたが、 

楽しくコミュニケーションをとるうちに楽しそうな表情に変わ 

っていきました。英語を話してみたいという意欲をもつきっかけになったと思います。 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

１２月の生活目標  

えばひら５つのきまりを守ろう 
あいさつ、返事・言葉・服装・時間・姿勢の徹底 

基本にもう一度立ち返り、２学期のまとめの時期をきちん
とした態度で過ごすよう指導していきます。 

現在産休中の北原朗子養護教諭ですが、11 月 11 日

に元気な女の子を出産しました。母子ともに健康だそう

です。教職員一同心からお祝い申し上げます。おめでと

うございます！ 

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。 

しながわ！ コミュニティ・スクール フェスタ のご案内◆

平成３１年１月１９日（土）午前１０時～午後３時３０分 豊葉の杜学園アリーナにて開催されます。

品川区内の小中学校が集まり、「コミュニティスクールについて」グループに分かれて紹介します。

本学園グループは「和の空間」をテーマに、お茶の提供もありますので、是非足をお運びください。


