
 

  

 

 

 

「喝
かつ

」 
校 長   青 木   経 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、穏やかな新年を迎えられたことと存じます。 

昨年の暮れに実施いたしました保護者向けアンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。回収率は 93.1％に上り、学園便りの別紙並びに考察を含めた内容を学園のホームページ

に搭載しておりますのでご覧ください。そもそも、学園評価の目的は、1 年間の本学園が重視してい

る教育活動について保護者の観点から評価していただき、来年度に向けての教育計画に反映させるこ

とにあります。マークシート式の集計結果は、昨年度より数値が上昇した項目が 36 項目、下降した

項目が 4 項目でした。また、昨年度の評価と比べ 9％以上上昇した項目は、Q1.学力の育成、Q14.進

路指導とキャリア教育、Q18.オリンピック・パラリンピック教育、Q16.補習や自習教室の取り組み、

Q39.英語教育の成果の５項目でした。特に、オリンピック・パラリンピック教育については 23.6 ポ

イントの上昇でした。 

逆にポイントが多少なりとも下がった項目を見ると、Q10.児童生徒や保護者からの悩みの相談、

Q19.学習ルール、Q25.問題行動やトラブルへの適切な対応、Q26.いじめの早期発見・組織的対応の 4

項目でした。いずれも重要事項であり、来年度を待たず現時点でできることを積極的に実行してまい

る所存です。またお寄せいただいた自由記述につきましては、一つひとつの内容を検討し、3 学期に

できること、来年度の教育活動に取り入れるもの等に振り分けるとともに、お書きいただいた保護者

の方へは直接文章で回答いたします。 

さて、私ごとですが昨年の 12 月 22 日(土)、渋谷区にある祥雲寺
しょううんじ

のお茶席に招かれ、年の暮れのあ

わただしさの中にも精神的に開放され、ゆったりとした時間を過ごすことができました。祥雲寺は

1623 年に創建された由緒ある臨済宗のお寺です。黒田長政を弔うために建立された寺の敷地に一歩

足を踏み入れると、都会の喧騒がうそのような静寂な世界が広がります。その日は、時雨が色づいた

木の葉を散らしモノトーンの空と一体となって私たちを包み込んでくれるかのようでした。お茶席で

は濃茶をいただきましたが、亭主が心を込めて練った一碗のお茶を 3 人の客が飲みまわし、分かち合

っていただく作法は初めての体験でした。亭主の一つひとつの動作と釜の湯の音、そしてかすかな雨

音がハーモニーとなって宇宙を創造し、小さな空間に無限の広がりを感じるときを過ごしました。今

回は掛軸が利休の長男(道安)、茶杓
ちゃしゃく

は三世の宗旦、花入は四世の仙叟
せんそう

(宗旦の 4 男)と茶の湯の道では

そうそうたるメンバーの共演がなされ、おもてなしの究極を味わうことができました。宗旦は利休の

わび茶をさらに極め、日本独特の文化の根底にある「侘び
わ び

」の精神を形として表現した人でもあると

思います。宗旦が創作した茶杓
ちゃしゃく

を収める筒には「喝
かつ

」という銘が付けられていました。「喝
かつ

」とは仏

教用語で、修行者に対する励まし導きの言葉がけであり、また言葉で表現できない絶対の真理を表す

漢字だそうです。約 400 年前に宗旦は自らの戒めとして、あるいは私たちの生き方への思いを茶杓
ちゃしゃく

に

込めたのでしょうか。 

宗旦は「侘び
わ び

の事」として「不自由であっても、不自由と思うことなく、足らなくても、足らない

という思いを起こさず、調
ととの

わなくても、調
ととの

わないという気持ちを持たないこと」と述べています。

私自身、精神的な高みまでは至らない現実に愕然としてしまうことの連続ではありますが、せめて 5

歳のチコちゃんに叱られない 1 年になるよう努める所存です。 

本年もなお一層のご支援とご指導の程お願い申し上げます。 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   青 木   経 
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【 ８年 東日本大震災 講話 】          担当  能登 美和   

  

１２月に入り、「社会現象と自分とのかかわり」という市民科単元の授業において、防災教育や道徳

教育とも関連させて、「３．１１ 東日本大震災」をテーマに学習を進めてきました。道徳教材『亡き

母のトランペット』の学習、そして１２月１２日（水）には、実際に被災されその地で復興支援を行

ってきた、現役大学生の草野みらいさん、白岩春奈さんの講演を聞きました。お二人ともとても辛く

苦しい経験を乗り越え、今は前を向いて自分の人生を歩んでいる姿に、多くのことを学ばせていただ

きました。生徒の皆さんの授業の感想をお渡ししたところ、「講演を行い、本当によかったと純粋に思

いました。私たちにとっても、学びの多い時間でした。」とお話ししてくださいました。 

     

 

 

                              

 

 

 

 

【 ＰＴＡエバヒラもちつき 】        担当  副校長 影山 祥仁 

１２月１日（土）、PTA 主催の「エバヒラもちつき」 

が行われました。全校の児童生徒がもちつきを体験し 

ました。自分たちがついたもちと、同窓会「わかたけ 

会」からいただいたお茶をおいしくいただきました。 

小さい杵でも重そうに持って、ふらふらになりながら 

もちをつく子もいれば、大きい杵で力強くつく子もい 

て、楽しそうに活動する姿が見られました。 

PTA ふれあい委員会のみなさんが何日も前から準備 

し、当日もたくさん方々のお手伝いをいただきました。 

地域の方々や、おやじ魂のお父さん方のご協力もあり、 

盛大なPTA もちつき大会になりました。 

【 ５組 校外学習 】               担当  藤田 夕紀 

 

 １２月７日（金）に、校外学習で江戸東京博物館と 

東京スカイツリー展望デッキに行ってきました。東京 

の歴史と現在への関心を広げるという目的で学習を進 

め、江戸東京博物館では、これまでの授業で学習して 

きた版画や勾玉、太鼓などの鳴物の展示を見ることが 

できました。東京スカイツリーの展望デッキでは、あ 

いにくの天候だったため、遠くの景色を見ることはで 

きませんでしたが、地上３５０ｍの高さから東京の街 

並みを見下ろすことができました。今回の校外学習の 

事後学習の発表会を１月の研究授業で行い、２月の学 

級遠足につなげていきます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２２日(火) 発育測定(6)   私立高推薦入試(9) 

２３日(水)  避難訓練   都立高推薦出願(9) 

２４日(木) 音楽朝会 

２５日(金) 研究発表会  私立高一般出願(9) 

２６日(土) 都立高推薦入試(9) 

２７日(日) 都立高推薦入試(9) 

２８日(月) 1-4・児童生徒会朝会 合格塾(数) 

２８日(月) 和楽器体験(5,7) ～1/30 

３０日(水)  合格塾(英) 

３１日(木) 平塚すこやか園交流(3)  

 

 

 

 

 

１月の生活目標  

規則や規律を守って生活しよう 
生活のリズムを整え、授業の準備をきちんと行い、教室

移動のルールなどを守って過ごせるよう指導していきます。 

【 ＦＣ東京サッカー教室 】            担当   星野 麻仁 

校庭の芝生化に伴い「学園のスポーツを盛り上げたいのです。」と相談したところ、「ＦＣ東京キャ

ラバン隊」が賛同してくださいました。３日間コーチが２人ずつ来て、ボール運動の楽しさやサッカ

ーにつながるゲームを教えていただきました。４・５・６ 

年生の計６クラスの１時間ずつの授業ではありましたが、 

女子からは「サッカーが好きになってまた体育でやりたい 

です。」男子からは「習ってはいるけど改めてこのスポーツ 

のおもしろさを知りました。」などの言葉が挙がっていま 

した。サッカーは世界的にも人気のスポーツの一つであり、 

さらにＪリーグのチームから専門家を招くことができ、良 

い経験となりました。 

 

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いたします。 

【 ハンドボール教室 】             担当   宮崎 伊久美 

１２月５日（水）、３・４年生対象に「トップアス 

リートによる ハンドボール教室」が実施されました。 

講師として、全日本３連覇中のハンドボールチーム大 

崎電気より豊田
と よ だ

 賢治
け ん じ

さんに来ていただきました。ハ 

ンドボールの体験は初めてでしたが、豊田さんの素早 

いシュートに目を輝かせていました。実際にハンドボ 

ール用のボールを使ってドリブル・パス・シュートを 

練習しました。試合に入ると、作戦を立てながら勝負 

に挑む姿も見られました。チームのメンバーで協力し 

てゴールが決まると自然とハイタッチをして喜び合う姿も見られました。 

実際の大会で活躍されていた選手の方に実際に教えていただき、プロの技を身近に体験しながらハン

ドボールの楽しさを学ぶことができました。 

＊１月の行事予定 ＊ 

 
８日(火) 始業式 安全指導日 

９日(水) 合格塾(英) 

１０日(木) にこにこ班活動 

１５日(火) 発育測定(1) 

１６日(水) 教育会のため４時間授業 発育測定(2) 

１７日(木) 英語朝会 発育測定(3) クラブ(4-6) 

茶道教室(2) 校区教育協働委員会 

１８日(金) 発育測定(4) 校外学習(7) 

１９日(土) 土曜授業 ＣＳフェスタ 

２０日(日) 校庭開放(AM・PM) 

２１日(月) 前・後期課程朝会 専門委員会 合格塾(数) 

発育測定(5) 

 



広島平和使節派遣報告 

核兵器なき世界を手にするために 
  ８年生 派遣代表生徒 

８月５日、僕は品川区の代表の一人として、広島への平和使節派遣に参加しました。僕が広島のことについて知った

のは、「はだしのゲン」を読んだことがきっかけです。「原爆、原爆」と名前だけを知ったふうに言っていた自分はなん

て無見識なのだろうとその時感じました。僕は、自分の中で原爆について理解を深めるため、そして、皆さんにその実

情を知ってもらい、核兵器なき世界を手にするために何をすべきなのか提案するために広島派遣に応募しました。 

広島に行く前に祖父から先に見ておくものがあると教えられて、岡本太郎の「明日の神話」を見ました。これは井の

頭線渋谷駅への連絡通路の壁画として飾られています。とても大きな作品なので、見たことがある人も多いと思います。

第五福竜丸という日本のマグロ漁船がビキニ環礁でのアメリカの水爆実験で被爆した様子を描いています。 

苦しむ人々だけでなく、それを乗り越え、朗らかに生きている人たちが描かれているこの壁画を通して、岡本太郎は

悲劇を乗り越え、力強く生きた先に、「明日の神話」があると、訴えかけてくれています。このことを念頭に置きなが

ら、発表を聞いていただくととても嬉しいです。 

８月６日の平和記念式典では、多くの人が、平和を祈っていました。８０を超える国々が参列していることも知りま

した。今では世界の重大関心事になっているのだということを改めて感じさせられました。 

広島市長の「核は無くさなければならない絶対悪である」という強い思いに共感することもできました。また、各国

のリーダー達に向かって堂々と核の危険性、そして、廃絶に向けて努力して欲しいと訴える姿を見ることもできました。 

被爆者講話では、小学校３年生で被爆された大隅さんの心の内を聞かせてもらいました。幼かった大隅少年は、突然

カメラのフィルムを通したような光が見えたと思うとその後どうなったかは分からず、走っている中、民家が２軒焼け

ていたのは覚えていたそうです。大隅さんは近所づきあいを大切にしなければいけないと言われていました。原爆が投

下されたときは、助け合いで、近所の人が自分のことを後回しにしても助けてくれたそうです。近所の人との挨拶や関

わりが薄れているという話をよく聞きます。いざというとき助け合いのできるように、日頃から心がける事の大切さを

知りました。大隅さんは、原爆のことだけではなく、こういう日々の生活の知恵も、間に挟みながら語って下さいまし

た。終戦後、舌癌や肝細胞癌に悩まされ、入院している時は地獄のような生活だったと言われました。しかし心身を蝕

まれながらも、妻がいて孫もいて、幸せだと言われた時に、胸につまるものを感じました。 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館では、佐々木禎子さんの鶴のお話を読みました。禎子さんは被爆後、元気だと思

われていましたが、急に原爆症にかかり、入院しました。入院中に「千羽鶴を折ると願いがかなう」ということを聞き、

せっせと折り続けました。最初の千羽は自分の病気が治ることを祈り、それが終わると、今度は家族のために折りまし

た。戦後、貧しい暮らしを送っていた貞子さんの家族にとって、入院費用は大きな負担でした。そんな家族のことを思

って次の千羽を折り始めたのです。しかし、被爆して１０年目に１２歳でその短い生涯を終えました。１３００羽以上

の鶴を折り、闘病生活の中、家族や家計のことまで考えていた思いやりの深さと精神力の強さに心を打たれました。  

彼女の死に衝撃を受けた同級生達は、「原爆で亡くなった全ての子供達のために慰霊碑を作ろう」と、全国へ呼びか

けました。子供達による募金活動が始まり、全国約３１００校あまりの生徒と、イギリスなどの国外からの援助によっ

て「原爆の子の像」が完成しました。てっぺんには金色の折鶴を持つ佐々木禎子さんのブロンズ像があり、平和な未来

への夢を託しています。像の周りには折り鶴置き場があり、ここに、僕達派遣生が折った鶴を捧げました。 

西岡さんによる碑めぐり講話では、広島市の平和記念公園周辺にある慰霊碑の中のいくつかを巡りました。この地図

上だけでも６６の慰霊碑が写っています。どれだけ多くの悲劇が起こったのかがうかがえるでしょう。 

原爆ドームもその一つです。写真で見るのとは別物の迫力でした。これだけの大きさの建物の破壊するほどの原爆の

威力を改めて感じさせられました。 

しかし僕は、西岡さんのお話で、別の見方を知ることにもなりました。原爆が落とされて広島はひどい惨状に見舞わ

れました。しかし、日本ばかりがひどい目にあったのではなく、日本も外国に戦争でひどいことを幾つもしてきました。

「加害の面がある被爆」という言葉に強く打たれました。 

皆さんは僕の発表を聞いて何を感じたでしょうか。 

僕は広島に行き、想像を絶する被害があったことに驚き、復興した姿を見て、また驚きました。原爆を作り、投下した

のは人間です。しかし長崎や広島で被爆し、復興させたのも人間なのです。これだけのすさまじい力を持っているので

す。だからこそ、誤った方向に使わないよう、よく考えなくてはいけないと僕は思います。      

核兵器なき世界を目指すために何ができるか、人任せにせず、考えてみて下さい。考えることが、僕達に最初にできる

何より大切な事だと思います。 


