
  

 

 

 

 

 
 

「ミーイズム」からの脱却 

校 長  青 木  経 

新年度の教育活動が始まり約一か月が過ぎ、子ども達も新しい学年、新しい学級で順調に学園生活を過ご

しております。 

 さて、5 月に入り各学年の校外学習や宿泊行事など様々な教育活動が予定されています。5月 18日からは

学校公開もあり、保護者や地域の皆様に学園の様子を見ていただくよい機会であるかと存じます。学校公開

の最終日である 5月 20日(土)には、「市民科地区公開講座」で「ボランティアパスポートを活用したハピネ

スフルキャンペーン」について教科書を活用し、考えを述べ話し合う授業を各学年でおこないます。昨年

12月に出された中央教育審議会の答申では、「特別の教科 道徳」について、小学校、中学校においては、

人間としてよりよく生きようとする道徳性として「人間としての生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、

自立した人間として他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性」を養っていくことの必要性を述

べています。 

品川区において、小中一貫要領に基づき教科書を使用した市民科が始まり約 10 年が経ちました。この一

貫要領において、『私たち大人が、自らの生きる意味を一生懸命に問いかけている児童・生徒に対し、大人

の責任として「人間らしい生き方を自覚」させ、「自分自身の生きる道筋を発見する教養」を身に付けさせ

てきであろうか』と訴えています。その上で、児童・生徒にミーイズムとも呼ばれる自己中心的な｢我｣では

なく、社会との関係における｢我｣をとらえさせるとともに、自分の信念、自分の価値観を持って、常に自分

の人生の意味付けを考えながら生きる人間を育てることを目的として「市民科」がスタートしたのでした。

市民科学習では、個の自立を図る自己管理領域において、自らの義務と責任を果たし自主・自立に基づく生

活行動管理をする事実と能力を伸ばします。また、個と集団・社会の関係をつなぐ意識と行動を育てるため

に人間関係形成領域において、自己の個性を発揮しながら、様々な人々とよりよい人間関係を構築し、共存・

共栄を実現するための手段や方法を学びます。 

グローバル社会の到来から、様々な価値観を持った人間の交流が盛んになる一方で、「ミーイズム」の再

来とも考えられる世界情勢が見られます。経済学者の佐藤隆三氏が 1982 年に出版した｢ミー時代のアメリ

カ｣において「他を利することを拒み各個人が何よりも『私』を優先させようと走る」ミーイズムは内向き

な傾向が強い社会思想であると述べています。現在の子ども達が社会で活躍するころの状況は予測不可能で

はありますが、ミーイズムの蔓延る社会は避けたいものです。そのためにも、市民科学習を通して、周囲の

人々に関心を持ち、共存できる考え方や行動を身に付けさせる必要があります。 

今回の「市民科地区公開講座」では、低学年においては主に自己管理能力の育成の視点から、高学年にお

いては人間関係形成の視点から、道徳的な要素を盛り込んだ内容を公開する予定です。本学園では 3 年前か

ら、児童・生徒の意識を変えるためにボランティアパスポートを活用しています。また、他校では珍しい 5

年生から参加できる部活動として「ボランティア部」があります。意識と行動につなげる市民科学習が、子

ども達の心を育てることにもつながります。保護者や地域の皆様におかれましては、「チームえばひら」の

一員として是非ご参観ください。 

飛び石連休につきまして、学園から配布しました｢連休中の過ごし方｣についての文章をお読みいただきま

すとともに、各ご家庭では是非お子様との貴重な時間をお過ごしいただきますようお願い致します。 

荏原平塚学園便り 
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●区内八潮学園より参りました。ラ

グビーをやっています。全体の生活

指導を担当します。「荏平心得」と

いう素敵な５つの言葉に出合いま

した。より一層あいさつの声が響く

学校になり、さらに学園がパワーア

ップするよう全校生、全職員で団結

していきたいと思っています。保護

者・地域の皆様には大変お世話にな

ります。よろしくお願いします！ 

（５年１組）星野 麻仁 

●私は読書が大好きです。最近、私が

読んだ本に次のような文章がありま

した。「見ず知らずの人でも、多少し

か知らなかった人でも、一冊の本によ

り、友だちになることができるんだ。

年齢や、立場、生まれとは関係ないと

ころでわかり合えるような、喜びとい

うか、楽しみというか・・・」私は、

この１年間たくさんの本を読み、たく

さんの本の話をしていきたいと思い

ます。  （９年副担任）白石 俊二 

●今年度、足立区立第九中学校より

転任してきました北原朗子です。子

どもたちが休み時間に元気よく体を

動かしている姿を見て、パワーをも

らっています。そして、すでに多く

の健康診断を実施していますが、私

の説明を真剣に聞いて、静かに待つ

ことができる素晴らしい子たちだな

と感激しています。これからの学園

生活が楽しみです。どうぞよろしく

お願いします。（養護）北原 朗子 

●こんにちは。１年２組の担任をさ

せていただきます、渡邉裕介です。

今年度、新規採用ではありますが、

昨年度より荏原平塚学園で教員生

活をスタートしました。これから

も、えばひらの子どもたちの健やか

な成長を願いながら、楽しく、明る

く、元気よく過ごしていきたいと思

います。よろしくお願いいたしま

す。 

    （１年２組）渡邉 裕介 

●初めまして。大串康裕と申します。

今年度から荏原平塚学園の７年生の

副担任を務めます。教科は社会科で、

サッカー部の顧問となりました。学生

時代は、小・中・高とサッカー漬けの

毎日を送ってきました。荏原平塚学園

の綺麗な校舎と、元気いっぱいの児

童・生徒たちの雰囲気に早く馴染める

よう、一生懸命頑張りますので、よろ

しくお願いします。   

（７年副担任）大串 康裕 

●今年度よりたけのこ学級の担任にな

りました、寺山恵里香と申します。昨

年度まで文京区立礫川小学校で３年生

の学級担任をしておりました。とても

きれいな校舎と、元気いっぱいな児童

生徒のみなさんと出会うことができと

ても嬉しく思っています。子供たちが

毎日楽しい学校生活を送ることができ

るように努めてまいります。どうぞ宜

しくお願い致します。  

（たけのこ学級）寺山 恵里香 

●今年度より、たけのこ学級の担任

になりました、細井有希子と申しま

す。昨年度まで京都市立西陣中央小

学校で通級教室の担任をしており

ました。東京は初めてで毎日新鮮な

出会いに溢れています。荏原平塚学

園の子どもたちの笑顔は本当に素

敵で、毎日顔を合わせられることが

とても嬉しいです。これからよろし

くお願い致します。 

（たけのこ学級）細井 有希子 

●初めまして。今年度から荏原平塚学

園の３年２組の子供たちと１年間過ご

しますことになりました。柳俊吾と申

します。昨年度は足立区の栗原北小学

校に勤めておりました。今は子供たち

の元気なパワーや大きな校舎に驚きの

毎日です。そんな元気いっぱいな子供

たちと一緒に、学習も遊びもどんなこ

とにも全力で取り組んでいきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。                       

ああああああ（３年２組）柳 俊吾 

●この度、荏原平塚学園でお世話にな

ることとなりました、事務主事の濵田

智子です。荏原平塚学園の子供たちは

とてもご挨拶が上手で、すれ違うとい

つも挨拶してくれます。そんな元気い

っぱいの子供たちとの出会いを私自

身とても楽しみにしてきました。少し

でも子供たちの学校生活のお手伝い

ができるよう、全力で取り組んでまい

ります。一年間、どうぞよろしくお願

いします。   （事務）濵田 智子 

●初めまして。京陽小学校からまいり

ました。今年度より用務主事としてお

世話になる日高と申します。学園での

仕事は初めてですが、今までの経験を

生かして児童・生徒が気持ちよく学園

生活が送れる様に心掛けていきたいと

思っております。不慣れな点も多くご

迷惑をお掛けすると思いますが、皆さ

んとコミュニケーションを取りながら

楽しく仕事ができる様にしていきたい

と思ってお ります。宜しくお願い致

します。    （用務）日高 稔之 

●はじめまして。豊葉の杜学園から

まいりました、用務主事の土田志江

子です。こちらにお世話になるにあ

たり、まずは２つ目標を立てました。

ひとつ目は迷子にならない事。学園

は広いですから。もうひとつは、早

く「エバヒラ」の人になる事。まだ

まだ不慣れで、不手際も多いかと思

いますが、よろしくお願い致します。 

 

（用務）土田 志江子 

●２年前に江東区から転任し、１年生の

担任を経験後、１年間お休みをいただ

き、今年復帰しました。あの時、かわい

かった１年生が、２年生を経て、３年生

として健やかに成長している様子をみ

ると、「子どもの１年間の成長は、大人

の何年分だろうか。」と、思います。子

どもたちが、落ち着いて学校生活を送り、

一人一人の良さを発揮できる場を提供し

ていきたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。   

（４年２組）関口 順子 

転入した教職員より 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【離任式・ＰＴＡ歓送迎会】           副校長 守屋 直孝 

４月２８日(金)、離任式が行われました。離任さ 

れた１０名のうち９名の教職員が出席され、思い出 

話や児童・生徒への願いをお話しされました。 

代表の児童・生徒は花束や手紙を渡すとともに、 

これまでの感謝や「先生に教えてもらったことを忘 

れず、これからも頑張っていきます 。」というこれ 

からの決意も伝えることができました。懐かしい先 

生方との再会に、児童・生徒も、そして先生方から 

も、胸いっぱいの思いが溢れた式となりました。 

また、式後にはＰＴＡ主催の歓送迎会が催されました。たくさんの保護者の方にも参加していただ

き、こちらも思い出深い時間となりました。 

転出した先生や主事さん方の、新天地で更なるご活躍をお祈りしています。 

【１年生を迎える会】          児童生徒会担当 大串 康裕 

１０日（月）１時間目に、１年生を迎える 

会が行われました。今年度は２年生から９年 

生まで、全学年がアリーナに集まって１年生 

を迎えました。 

 お兄さんお姉さんを前にした１年生は緊張 

ぎみでしたが、背筋をのばしてしっかりと話 

を聞くことができていました。 

 この日は、児童生徒会からの歓迎の言葉に 

続いて、全員で学園歌を歌いました。その後、 

２年生から１年生へ、朝顔のたねをプレゼン 

トしました。このたねは、２年生が１年生の時に植えた朝顔からとれたものです。 

【５－９対面式】          児童生徒会担当  西鍵 望 

 １１日（火）の５，６時間目に５－９対面 

式が行われました。児童生徒会から７年生へ 

鉢植え贈呈を行ったあと、各委員会の取り組 

みの説明や、７学年の先生方の紹介をおこな 

いました。 

その後の部活動紹介では、各部活動の部長 

を中心に、活動日や練習内容を紹介しました。 

また、練習を実演することで各部活動の雰囲 

気が伝わり、７年生はどの部活に入ろうか、 

とても楽しみにしているようでした。５年～７年のブロックのリーダーとして、これから

の７年生の活躍に期待します。 

 



 

 

 

 

【児童・生徒会紹介】             

 会長  

９年２組 舘恒太朗です。児童・生徒の意見を取り入 

れて頑張ります。 

 副会長  

９年１組 平川慧です。児童・生徒が快適に学校生活 

を送れるように日々努力します！ 

８年１組 太田遥乃です。学校が良い方向に向かうよ 

うに頑張ります。 

 本部役員  

９年１組 後藤城史です。明るく活気のある学園にしたいです。 

８年１組 辰已あんりです。荏原平塚学園を楽しい学校にしたいです。 

８年２組 岩田真奈です。会長や副会長のサポートが上手にできるように頑張っていきます。 

７年２組 菊地祐季です。児童生徒会として下級生の手本になれるようにしたいです。 

７年３組 安重優翔です。楽しい学園生活を送れるよう、みんなのお手本になりたいです。 

６年１組 古宮衛琉です。児童・生徒の手本になるような行動をし、みんなが楽しい学校生活を送れる

ように色々なアイデアを出していきたいです。 

６年２組 岡渉です。学校のためになれるように頑張ります。 

＊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２年目となりました。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。 

○４月１０日（月）の全体保護者会にてコーディネーターから学校ボランティア募集のお話をさせていただ

きました。「荏平ガイド」最終ページに登録申込書が綴じられています。ご確認ください。また、「荏平ガ

イド」は学校ボランティアの皆さんに綴じ作業をしていただきました。ありがとうございます。 

○４月１６日（日）に学校花壇の日を行いました。稲作の 

耕しと畑の除草・片づけを行いました。稲作が始まりま 

す。皆様のご参加をお待ちしています。 

 

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。 

１日(月) 全校朝礼 安全指導日 

２日(火) 校外学習(5,6) 

 ８日(月) 前・後期課程朝会 夏服移行期間始 

 ８日(月) 視力検査(1) 

 ９日(火)  視力検査(2) 修学旅行説明会(9)    

１０日(水) 教育会のため４時間授業 視力検査(3)  

１１日(木) にこにこ班活動  耳鼻科検診(1-6)   

１２日(金) 音楽鑑賞教室(5) 

１５日(月) 前・後期課程朝会  専門・中央委員会 

 ８日(月) 視力検査(4) 

１６日(火)  視力検査(5) 

１７日(水) 定期考査(7-9)  修学旅行前検診(9) 

 ８日(月) 視力検査(6) 

１８日(木)  学校公開 音楽朝会 水道キャラバン(4) 

      クラブ② 移動教室説明会(6) 

１９日(金) 学校公開 

２０日(土) 土曜授業 市民科授業地区公開講座 

１９日(金) 学校公開② 

２０日(土) 土曜授業 学校公開③ 給食あり 

２０日(土) 市民科授業地区公開講座 PTA 総会   

２１日(日) 修学旅行(9)～２３日(火) 

２２日(月) 1-4、児童・生徒会朝会 眼科検診(4-6) 

２３日(火) 校外学習(4)  眼科検診(1-3) 

２４日(水) 振替休業日(9) 

２５日(木) 英語朝会  避難訓練【地域班下校】 

 ８日(月) ５時間(1-9) 

２６日(金) 校外学習(3)  荏原保育園交流(2) 

２７日(土) PTA 自転車教室 

２９日(月)  前・後期課程朝会 

３０日(火) 音楽鑑賞教室(8) 

３１日(水) 品川の日① 午前授業(1-6) ５時間(7-9)  


