
  

 

 

 

 

 
 

ドラえもんの世界 

校 長  青 木   経 

新年度が始まり、約 1 か月経過してどのクラス・学年も順調な滑り出しをしております。連休にな

るとここ数年は、実家に帰り五月人形を飾っています。さほどの作業ではないのですが、施設に入っ

ている母親が残した図を参考にしながら四苦八苦しながら組み立てています。兜や飾り物の入ってい

る箱には、初孫の誕生を祝って両家祖父母の名が墨で書かれています。何しろ６５年前の一式ですの

で、慎重に扱わないと今にも壊れてしまいそうな代物です。それでも当時、私の健やかな成長を願っ

て揃えてくれた五月人形を飾り終えると、今年も無事に飾れたことの報告を仏壇にいたします。 

 ６５年前の祖父母や両親は、私の将来への世界をどのように描いていたでしょうか。時代が急激に

変化する現代において、子供たちの未来を描くことは予測不可能と言われますが、子供たちに託す思

いは昔も今も変わりはないと思います。 

さて、ＡＩ(人工知能)技術やロボットの研究開発は日進月歩であり、各国が競ってその開発に乗り

だしています。それは「ＡＩを制したものは、世界を征服できる」と言われるほどにＡＩやロボット

の存在は人間の生死まで脅かす存在になっているからです。このような状況をどのように見ればよい

のでしょうか。大阪大学の猪木名誉教授は「人間に必要なのは、ＡＩやロボットの技術をうまく使い

こなせるだけの成熟した精神、つまり知性と道徳のバランスを持つこと」と述べています。ＡＩやロ

ボットは、「あくまで人間の役に立つ道具として開発し、人間が生きるうえで貢献できるもの」との

価値観に基づいた知性を人間が持つことであります。そして、道徳観念として、人が一人では生きら

れないように、ＡＩやロボットと共存していく為に必要な「他人への思いやり、命に対する尊厳」を

しっかりと身に付けることです。品川区の独自の教科である「市民科」の授業で培われた道徳的観念

と行動は、これから子供たちが生きていくうえで最も必要になってくるはずです。 

現在の段階では、ＡＩやロボットが発達しても、それをコントロールできる「意思」を持った人間

には敵いません。相手の考えを尊重し、自分の考えをきちんと持ち、相手に伝える方法や手段をもっ

ていること。このことがＡＩやロボットと共存する社会で必要とされる人としての力ではないでしょ

うか。 

将棋の藤井六段はＡＩに勝とうとしているのではありません。ＡＩを相手に練習し、ＡＩを自分の

将棋の力を磨く道具にしています。それは、かつて機械と競争するのではなく、機械を使いこなし社

会を変えた人々のように。近い将来、ＡＩの進歩によって知性と感性を持ったロボットが開発される

かもしれません。その時人間は、ドラえもんがのび太くんを助け、お互いの信頼を築いてゆけたよう

な関係づくりができる力を備えているでしょうか。 

 そのような世界はもう、すぐそこにまで来ています。「ドラえもんの世界」が現実となった時に、

子供たちが幸せな人生を送ってゆけることを願ってやみません。 
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 ●町田市立南中学校から参りまし

た、森地 奈津実です。久々の品川区、

初めての義務教育学校と、戸惑うこ

との多い日々ですが、荏平の子ども

たちの人懐っこい笑顔に救われてい

ます。教科は国語科で、９年生と６

年２組を担当します。授業を通して

国語の楽しさ、面白さ、そして奥深

さを伝えていきたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

（９年副担任）森地 奈津美 

●荏原第五中学校より転勤して参りま

した。能登 美和と申します。今年度、

８学年主任となりました。教科は英語

です。７年ぶりに、卓球部の顧問とな

りました。広くて、綺麗な校舎の部屋

数が多く、まだ時々迷ってしまうこと

があります。素直で明るい児童・生徒

たちが、楽しく充実した中学校生活を

過ごせるように、日々努力していきた

いと思います。よろしくお願いいたし

ます。 （８年学年主任）能登 美和 

●目黒区立目黒中央中学校から来

ました、山本 正章です。今年度、

７学年の学年主任・７－１担任に

なりました。教科は、保健体育で

す。 

素直で元気な児童・生徒たちと

日々の学園生活を充実したものに

していきたいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

（７年１組担任）山本 正章 

●荏原平塚学園に配属になりました、

川邊 泰葉です。今年度は８年生の副

担任と国語、５年１組の国語を担当し

ます。素直で優しいえばひらの児童・

生徒と共に過ごせることが大変うれ

しいです。児童・生徒の学園生活が楽

しく充実したものとなるよう精一杯

努めて参ります。よろしくお願いいた

します。（８年副担任）川邊 泰葉 

●今年度改めて荏原平塚学園に新

規採用になりました、１年２組の担

任をさせていただきます、柳 俊吾

です。これからも、えばひらの元気

いっぱいな子供たちと共に過ごせ

ることをとてもうれしく思います。

子供たちが楽しく、明るく、安心で

きるように努めていきます。よろし

くお願いいたします。   

 （１年２組）柳 俊吾 

●町田市立鶴川第三小学校から参り

ました。３年生の学年主任・３年１組

担任をいたします。荏原平塚学園に配

属となり、最初の始業式で子ども達が

真剣に式に参加する姿を見てとても

感心しました。子供たちには他人を思

いやる気持ち、全力で取り組む大切

さ、礼儀を重んじる心を教えていきた

いです。私なりに出来ることを精一杯

努めて参ります。どうぞよろしくお願

いします。（３年１組）永安 浩也 

●前任校に引き続き、荏原平塚学園で

も図画工作科を担当させてもらうこと

になりました。子供が何かを思いつい

た瞬間に立ち会えた時の喜びは格別で

す。贅沢な仕事をさせてもらっている

なあ、と思う日々です。子供たちの方

が、私に気づかせ、教えてくれること

も多々あります。皆がそれぞれの「い

いかんじ！」を見つけるお手伝いをし

ていきたいと考えています。 

         （図工）田邉 寛 

●今年度、算数少人数指導の担当にな

りました、佐藤 史織と申します。荏

原平塚学園に来て、約１か月がたちま

した。えばひらの子供たちの、挨拶が

元気にできて、学習や運動など様々な

ことに一生懸命取り組めるところが

素晴らしいなと感じています。子供た

ちのよいところをさらに伸ばし、共に

成長していけるよう、日々努力して参

ります。よろしくお願いいたします。 

（算数）佐藤 史織 

●北区立浮間中学校から来ました、特

別支援学級５組担任の堀 潮です。明

るく広い荏原平塚学園は、とてもあた

たかく開設した５組を迎えてくれま

した。ありがとうございます。５組の

１期生となった３人は、一人一人が心

の優しい頑張り屋さんです。いろいろ

な場面で児童生徒や地域の皆さんと

触れ合っていくと思います。よろしく

お願いします。  （５組）堀 潮 

 

●今年度から開設された特別支

援学級５組の担任になりました、

藤田  夕紀です。初めてこの学校

に来た時、とても大きな校舎に驚

き、今でもまだ迷子になることが

あります。５組の生徒３人はもち

ろん、他の学級の児童･生徒とも

楽しく学校生活を過ごすことが

できるように、努力していきま

す。よろしくお願いいたします。 

（５組）藤田 夕紀 

 

 

 

 

 

転入した教職員より 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今年度よりたけのこ学級の配属

になりました、田原 里美と申しま

す。廊下ですれ違ったときに挨拶

を返してくれるえばひらの子たち

の笑顔に、いつも元気をもらって

います。子供たちが毎日楽しい学

校生活を送れるように努めてまい

ります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（たけのこ教室）田原 里美 

●世田谷区の二子玉川小学校から参り

ました。たけのこ学級に入ります。初

任校が品川区の学校だったので、故郷

に帰ってきた心境です。初心に帰った

つもりで頑張っていきます。初めて荏

原平塚学園に来た時は建物がとてもき

れいでビックリしました。子供たちの

ために精一杯指導していきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

（たけのこ教室）寺田 昌生 

 

 

 

  ●戸越台中学校から異動して参りまし

た髙地 理恵です。事務室で学校納付金

（給食費や教材費、行事費など）の会計

に関する業務に携わります。義務教育学

校に勤務するのは２校目で、小学生から

中学生までが同じ学び舎で過ごす醍醐

味を久しぶりに味わっております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

（事務）髙地 理恵 

●はじめまして。品川区立浜川

小学校から参りました、田中  

良一と申します。  

荏原平塚学園の元気な子供

たちと楽しい学校生活が送れ

るように頑張ります。  

どうぞ、よろしくお願いいた

します。  

（用務）田中 良一 

【児童・生徒会紹介】 

 会長  

９年１組 辰已 あんりです。この学園のトップとして、 

エバヒラをもっともっと盛り上げていきます。 

 副会長  

９年２組 岩田 真奈です。児童･生徒会メンバーの一員 

でいられるのも残り少なくなりました。最後まで学園のた 

めに頑張ります。 

８年２組 堀江 歩佳です。目安箱を活用して、より一層 

意見を取り入れられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

７年１組 岡 渉です。児童･生徒会の役員として手本になれるように頑張ります。よろしく

お願いします。 

 本部役員  

９年１組 飯島 伸治です。慣れないことも多いですが頑張っていきます。 

９年１組 太田 遥乃です。あと少しの期間ですが、荏原平塚学園のために頑張ります。 

８年１組 片倉 心響です。たくさん意見を出していきたいと思います。また、目安箱を設置

したので、その意見を実現できるようにしたいです。 

７年２組 枝松 直輝です。良い学校を築いていきたいです。よろしくお願いします。 

６年２組 鈴木 寿祈です。平和な学校にしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

６年２組 豊島 來実です。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

    【３年 校外学習】                担当 竹内 麻衣子 

４月２４日（火）に、３年生は平和の森公園 

へ行きました。行き帰りと電車での移動でした 

が、しっかりした足取りで行動ができました。 

公園内ではアスレチックを班の仲間と声を掛 

け合って、約１時間半、楽しみました。これか 

らも仲間と助け合って、毎日の生活をしていけ 

るよう指導していきます。 

５月の生活目標 時間を守ろう 

（①遅刻をしない②チャイム着席③下校時刻） 

＊５月の行事予定 ＊ 

 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

コミュニティースクール事業は 3 年目となりました。 

コーディネーターは引き続き髙田と、新たに 4 月より荒井で 

担当させていただきます。今年度もこちらのコーナーより、 

学校支援地域本部の活動をお知らせしていきます。どうぞよ 

ろしくお願いいたします。 

○茶道ボラ：5/17 に 5 年生の茶道教室を予定しています。 

保護者の方のお手伝いお待ちしてます。 

○図書ボラ：5 月のディスプレイは、鯉のぼり・季節のお花です。ご覧ください。 

○学校花壇ボラ：4/21 7 年 5 組の生徒と一緒に、耕運機 

を使って田んぼを耕しました。5 年生の稲作準備が始ま 

り、5/1 に種まきの予定です。 

 

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。 

１日(火) 心臓検診(1,7,他) 平塚すこやか園交流(3) 

 ２日(水) 保護者会(9) 

 ７日(月)  1-4・児童生徒朝会 視力検査(1) 

 ７日(月)  夏服移行期間始   

８日(火)  校外学習(4) 視力検査(2) 

９日(水) 教育会のため４時間授業 視力検査(3)  

１０日(木) 英語朝会(1-4) 耳鼻科検診(1-３) 校外学習(5,6)  

１１日(金) 耳鼻科検診(4-6)   部活動保護者会 

１３日(日) わんぱく相撲（アリーナ） 

１４日(月) 全校朝礼 専門委員会 視力検査(4) 

１５日(火)  視力検査(5)  集団下校訓練 

１６日(水) 視力検査(6) 

１７日(木)  学校公開①(～19 日)  クラブ 

水道キャラバン(4) 茶道教室(5) 

１８日(金) 学校公開② 林間説明会(5) 

１９日(土) 土曜授業 学校公開③ 異学年交流(1) 

２１日(月) 眼科検診(4-6) 

２２日(火) 定期考査①(7-9) 眼科検診(1-3) 

２３日(水) 修学旅行前検診(9) 

２４日(木) 避難訓練 

２５日(金) 運動会前日準備(1-6) 

２６日(土) 前期課程運動会 

２８日(月)  後期課程朝会 振替休業日(1-6) 

      腎臓三次・心臓二次 

２９日(火) 修学旅行(9)(～31 日) 

３０日(水)  品川教育の日① 午前授業(1-6)      

５時間(7,8) 

３１日(木) にこにこ班遊び 音楽鑑賞教室(8) 

＜生活部より＞ 

５～９年生は８：１０の開門後、８：１５ま

で玄関で待たせずに、そのまま校舎内へ入れる

こととします。朝の読書、学活の時間を確保す

るためです。 


