
 

  

 

 

 

 

 
 

受動的な能力×能動的な能力 

校 長  青 木   経 

 

6 月 26 日(火)の第 1 回進路説明会には、9 年生以外の保護者の皆様にも多く参加していただき誠に

ありがとうございました。当日は、都立雪谷高等学校 校長 原田能成様にご講演いただき、先生から

は｢中学校(後期課程)と高校の違いとして、主体的に考え、行動することが多く求められるのが高校で

ある。9 年生に期待することとして・将来の目標を立てよう・高校の特色を知ろう・今自分のできる

ことをしよう｣との熱いメッセージが送られました。9 年生にとっては、受験生としての自覚と覚悟が

求められたお話でした。 

ご存知のように、本学園では、一貫教育を進める目的の一つに｢出口保障｣を掲げています。そのた

めに、1 年生から徹底して｢学習スタンダード｣を身に付けさせると共に、学習内容の定着が図られな

いお子さんに対しては、早い段階から補習や習熟度別学習による指導をおこなっています。また、6

月 30 日(金)には 5 年生が初めて定期考査を体験しました。まとまった範囲について学習内容が定着し

たかを図る試験問題は、先生方の手作りによるものです。業者テストに頼らず、教員自らが指導した

内容や方法の検証にもなるテストの実施は、教師の指導力向上にもつながります。昨年度から５・６

年生にまで拡大した自習教室では、児童たちが真剣に自学自習に励む姿が見受けられるようになり、

定期考査の一つの目的が達成されるようになりました。 

8 年生は、7 月 28 日(金)から 3 泊 4 日で勉強合宿に臨みます。前期課程の先生方も講師として指導

に入るほか、少人数による習熟度別学習では、たくさんの学生ボランティアが学習の補助に入ります。

夜の自学自習は、高校で求められる｢主体的に考え、行動する｣ことにつながる学習に対する姿勢を身

に付けさせる時間でもあります。ニュートリノ天文学という新しい学問分野を生み出し、ノーベル物

理学賞を受賞した小柴昌敏教授は２つの能力について述べています。一つの能力は「受動的な能力」

です。「受動的な能力」とは教えられたことを理解し、記憶して正解を導く力です。もう一つの能力

は自分から物事に取り組み、自分で何かをやるか決めて進んでいく「能動的な能力」です。人の能力

は｢受動的な能力｣と「能動的な能力」のかけ算で決まると話されています。英語の「educate(教育す

る)」とは、中から外へ引き出すことを意味しています。日々の学習活動においては、子どもの中にあ

る能力を引き出し、育てることを心がけて教師は授業を進めています。言葉を変えて表現すれば、ま

ず始めに子どもの「受動的な能力」に働きかけ、次に子どもの「能動的な能力」を引き出すように努

めているのです。 

7 月の下旬から長い夏休みに入ります。子どもたちが自ら積極的に｢受動的な能力｣と「能動的な能

力」のかけ算をおこなうことができるようになり、2 学期には一回り成長した姿を見せてくれること

を期待したいと思います。 

 

祝 ＰＴＡ広報誌、3年連続 優秀賞 受賞 

 本学園のＰＴＡ広報誌は区内の中でも注目される冊子ですが、都中学校広報紙コンクールにおいて

3 年連続優秀賞を受賞しました。広報部の皆様、おめでとうございました。 

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 7 月 1 日発行 
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【後期課程運動会】                                   担当 山本 耕平 

【ほたるの夕べ】 ６月１３日（火）     担当 副校長 影山 祥仁 

今年度も、中延一丁目町会 青少年部ほたる飼育担当 

の岡田様、林様のご厚意により、ほたる鑑賞会を実施し 

ました。この「ほたるの夕べ」は、今年で３回目になり 

ました。毎年少しずつやり方を変えていますが、本年度 

は、ＰＴＡ役員の皆様がクイズを企画してくださり、景 

品まで準備してくださいました。ホタルの幼虫とメダカ 

の展示、そして DVD の鑑賞などを行いました。 

そしていよいよ、暗くなった視聴覚室で１００匹余り 

のほたると対面しました。子どもたちや保護者の方々は、 

黄緑色に光る様子を見て、「すごくきれい。」「何かすいこ 

まれそう。」と口々に言いながら、その光を見つめている様子が印象的でした。初めてほたるを見る

人も多く、来年度も実施していただきたいと思います。 

気温も高く、午後は強風による砂ぼこりの中、無事後

期課程運動会を開催することができました。準備期間も

短い中、各学年とも学年種目を中心に、集団行動、組体

操、ダンスの表現種目や応援合戦など、盛りだくさんの

内容を、クラス一丸となって練習してきました。また、

当日は係りの仕事も一生懸命こなし、まさにみんなで作

り上げた運動会だったと思います。 

終わった後は勝負に関係なく、どの生徒も充実感のあ

る笑顔があふれていました。 

７年   担当 江沼 英篤 

本年度、学年種目として初めて

団体行動を実施しました。３クラ

スで得点を競う競技では、各クラ

スがまとまり、集団行動からは全

員協力を打ち立てることができ

ました。運動会当日へ向けた準備

と競技ができました。学年協力に

よる運動会の成功により、７月の

移動教室を十分な準備で臨むこ

とができるようになりました。 

８年    担当 山本 明生 

砂が舞うこともありました

が、全体的に天候に恵まれまし

た。全ての種目でみんなが全力

で取り組み、学年種目では大縄

跳びが引き分け、ミニムカデ競

走は１組、綱引きは２組が勝ち

ました。両クラスが譲らぬ攻防

を繰り広げ、一丸となり、勝ち

負けを通り越した清々しい運

動会でした。 

９年   担当 山本 耕平 

修学旅行明けで時間がない

中、休む間もなく運動会練習

が始まりました。むかで競走

を中心に全員リレー、応援合

戦、さらに組体操とダンスも、

時間と体力とも戦いながら練

習を進めていきました。 

９年生として、最後の運動会

を素晴らしいものにできたと

思います。 
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【 ６年生 日光移動教室 】           担当 渡邊 浩司 

６年生は６月５日から７日まで日光移動教室に 

行ってきました。天候に恵まれ、青空のもと日光 

国立公園の自然の美しさ・雄大さに触れることが 

できました。また、日光彫りを体験したり、日光 

東照宮では、ガイドさんの話を聞いたりして文化 

遺産に触れる文化的、歴史的視野を広げることも 

できました。 

 バスの行き帰りや、宿舎での肝試しやキャンプ 

ファイヤーでは自主的に企画し、友だちとのつな 

がりを深める思い出深いものとなったようです。 

 帰校式での子どもたちの顔から、またひとつ成 

長が感じられた移動教室でした。 

したようです。 

 

【３年生 校外学習】              担当 塚本 貴子 

６月１６日（金）に平和島フィールドアスレチ 

ックへ行ってきました。天候に恵まれ、暑い日差 

しの中で子どもたちは、元気いっぱい楽しく活動 

していました。グループごとにアスレチックを回 

り、協力したり助け合ったりしながら活動してい 

ました。電車の乗降車の時やアスレチックでの活 

動においても班のリーダーが先頭に立って集合、 

整列させ素早く行動することができました。 

3 年生は今後、社会科見学等で校外に出ること 

もあります。今回の学習を次回に生かせるよう、 

今後も指導してまいります。 

 

【５年生 スチューデント・シティ】        担当 清水 麻衣 

５年生は、６月２４日（土）に市民科の学習で 

スチューデントシティの活動をおこないました。 

子どもたちは品川学園内に再現された街の中で、 

各会社に分かれ、一社会人として自分に割り当て 

られた役職の仕事をおこないました。 

「とても楽しいです！」と話し、生き生きと仕 

事に取り組む子どもたちの姿や、会社や役所の職 

員の方から仕事を教わっているときの真剣な表情 

から、どの子にとっても大変貴重な体験になった 

ことがうかがえました。当日は、ボランティアと 

して参加してくださった保護者の方々にも大変お 

世話になりました。ご協力いただき、ありがとう 

ございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊７月の行事予定 ＊ 

 

【防災学習】                担当 山本 耕平 

 

６月１７日（土）防災学習では約５０人の町内 

会の方々と、荏原消防署の方を中心として、荏原 

消防団の皆様、東京消防庁災害時支援ボランティ 

アの皆様、防災課の方々を講師に迎え全学年体験 

学習と集団下校を行いました。 

首都圏直下型地震を想定して、まずは自分の身 

を守る自助。そして、地域と連携した共助。この 

自助共助の意識が高まった時間となりました。 

集団下校では各地域の避難所の確認もしました。 

ご家庭でも避難所の確認と万が一の時の家族の集 

合場所など、約束を決めておきましょう。 

１日(土) 土曜授業 定期考査(6-9) ＰＴＡ行事(1,4) 

２日(日) 品川区「家庭の日」 

 ３日(月) 全校朝礼 専門・中央委員会 

 ４日(火) セーフティ教室 漢検補習教室(2-4)    

５日(水) 教育会のため４時間授業 

６日(木) 音楽朝会(1-4) 

６日(木) 児童・生徒の学力向上を図るための調査(5,8) 

７日(金) 林間学園説明会(5)  ＧＴＥＣ(9) 

１０日(月)  1-4,児童・生徒朝会 移動教室前検診(7) 

１１日(火) 漢検補習教室(5,6) 

１２日(水) 移動教室(7)～14 日 

１３日(木) にこにこ班活動(1-4) クラブ④ 

１４日(金) 日本舞踊体験(9) 

１５日(土) ＰＴＡエバヒラ夏祭り 

 

１７日(月)  海の日 

１８日(火) 避難訓練 

１９日(水) 校内研究② 

２０日(木) 終業式 大掃除 

２１日(金) 夏季休業日始 夏季水泳教室(1-6) 

２４日(月) サマースクール・夏季自習教室 

６日(木)  個人面談 ラジオ体操  

２６日(水) 勉強合宿前検診(8) 

２７日(木) 第１回学校保健委員会 

２８日(金) 勉強合宿(8)~31 日 

２９日(土) 荏三区民まつり(京陽小) 

 

 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

○５月１９日（金）～６月１日（木）に、３級から５級の英検受験生の希望者を対象に英検合格塾を行いまし

た。計９回を本校卒業の大学生４人にお願いして、過去問を中心にしっかり指導いただきました。大学生の

先輩方の指導は英検を受ける生徒の皆さんの応援になったと思います。 

○６月７日（水）本年度第１回目の４年生の茶道教室が行われました。学校ボランティアと保護者のボランテ

ィアの皆さんにご協力いただき、とてもスムーズな授業のサポートができました。 

○６月７日（水）図書ボランティアの朝の読み聞かせに向けて、お話会の高橋周子さんに読み聞かせ講座をお

願いしました。はじめて読み聞かせをされる方にとても心強い講座になりました。 

○５月３１日（水）品川かぶの種取りを３年生が行いました。種は２年生に引き継ぎます。 

○６月１３日（火）～６月２３日（金）の読書旬間に、 

のべ２０回の朝の読み聞かせが行われました。１年生から４年 

生までボランティアの読み聞かせを楽しみました。 

 

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。 


