
 

 

 

 

 

 

 

「やってみよう」、「ありがとう」、「あなたらしく」、「なんとかなる」を大切に 

                                          校長 米塚 裕貴 

暑さ寒さも彼岸まで、という言葉の通り季節の変化を実感できる日々が訪れました。作物が実り、

食欲が増すとともに読書、スポーツ、学習、芸術と何をするにも良い季節を迎えています。 

さて、1964 年(昭和 39 年)10 月 10 日(土)、東京オリンピック開会式が行われたこの日の天気を

NHKのアナウンサーは「世界中の青空をここ東京へ集めたような素晴らしい秋日和です」と実況し

ました。統計上、晴れの特異日だったこの日を開会式に決めたことは大成功でした。前夜まで東京

は雨が降り続いていたそうです。午後２時、朝ドラで注目を集める古関裕而氏の作曲による「東京

オリンピックマーチ」にのせ、発祥地ギリシャを先頭に入場行進が始まりました。参加 94 か国の

入場が続く中、途中は有名な行進曲のメドレーをはさみ、終盤のアメリカ、ソ連の二大国の入場か

らオリジナルマーチに戻り、最後の日本選手団の入場まで続いたそうです。当時、冷戦状態にあっ

たアメリカ(USA)とソ連(USSR)がアルファベット順で続いて入場したのも話題になったそうですが、

現在の台湾は参加したものの中国やベトナムは参加しませんでした。 

選手団入場後のセレモニーの後、聖火点灯で最終ランナーに選ばれたのは、広島への原爆投下の

日、1945 年 8 月 6 日に広島で生まれた陸上選手の坂井義則氏でした。このオリンピックは戦争か

らの復興を遂げ、平和を目指す日本の姿を強く印象付けるオリンピックでもあったのです。 

前回のオリンピック当時、日本は高度経済成長期にさしかかり右肩上がりの時代でした。「国民

の幸福度は経済成長とともに高まるが、一定水準を超えると相関関係はなくなる」という研究があ

るそうです。わが国も経済成長とともに「一億総中流社会」を経て、今は「格差社会」と言われて

います。東京オリンピック当時と比較して、家も食生活も都市インフラも格段に向上し、豊かな社

会が実現しました。それでも国民の幸福度は、相対的な生活水準に左右されるせいか、高まるどこ

ろか低下しています。最近のユニセフの調査で日本の子どもたちについて、「身体的健康」は１位

でも「精神的な幸福度」は最低レベルとの結果が報告されています。大人は多様な価値観の物差し

を用意し、幸せはそれぞれの心の持ち方にあることを十分伝えきれているでしょうか。 

令和の東京オリンピックがなんとか実現できることを願うとともに、一人一人が幸福感を持ちな

がら、共生・共助を目指す社会を実現させたいと考えています。幸福をもたらすための働きかけと

して、「やってみよう」(自己実現と成長)、「ありがとう」(つながりと感謝)、「あなたらしく」(独

立とマイペース)、「なんとかなる」(前向きと楽観)という４つの因子が大切であるという研究があ

ります。一歩踏み出す勇気、支えてくれる周囲への感謝、持ち味を生かそうとする姿勢、折れない

心の育成を重視していく必要があります。かつてオリンピックの開会式で青空に五輪を描いたブル

ーインパルスが、今年は医療従事者を励ますために活躍したように、人のために、社会のために貢

献しようとする姿勢が、自分も他者も社会も勇気づけていくのだと思います。 
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【 ７年生 市民科 正しい人権感覚を身に付けるために 】 

 ９月１０日（木）の６時間目、部落解放同盟東京都連合会品川支部長の高城 順様にご来校いただき、

人権に関する講話をしていただきました。食肉加工などの仕事に対する偏見や差別についてのお話しを

聞くことで実際に起きている人権問題に触れ、生徒自身が引き付けて考えることができるのではないか

という学年担当教諭の考えにご理解をいただき、今回の講話が実現しました。 

高城さんは講話の中でこのように話してくださいました。「私たちは動物の命を差し出された上でい

ただいているわけではなく、命を奪っていただいているんです。動物の命は絶たれた後でも繋がってい

くことがある。それは私たちが食べる肉であったり、革製品であったり。様々な場面で私たちの生活に、

何かしらの役に立ってくれているのです。そし 

てそこには、人々の大きな需要がある。私たち 

はその需要に応える仕事をしているだけなので 

す。」  

差別された経験や偏見の目で見られた経験な 

ども包み隠さずお話しくださり、直接このよう 

なお話を聞くことができ、生徒たちも大いに考 

えを深められる授業となりました。 

【 ３年生 校外学習 】 

  

９月１１日（金）に平和の森公園フィールドアスレチックに行ってきました。３年生になって初め

ての公共交通機関を使っての移動でしたが、歩き方や電車内のマナーをしっかりと守って行動するこ

とができました。約４０種類のアスレチックを 

前に、子どもたちは目を輝かせながら「次はあ 

れをやってみよう。」「これ、もう一回やってみ 

たい。」と全力で体を動かしていました。小さ 

な子どもや並んでいる友達に順番を譲ったり、 

水のみの声掛けをしてお互いの体調を気にかけ 

たりと思いやりの気持ちについても成長が見ら 

れた校外学習でした。 

【 ５年生 校外学習 】 

  

９月１８日（金）にフィールドアスレチック横浜つくしのコースへ行ってきました。真夏を思わ

せる晴天の中、１学期から大切にしてきた「時間・礼儀・心をそろえる」の３本柱を社会に出て実

践する機会であり、学年で取り組む初めての行事になります。 

一人一人が楽しむ中にも、自分たちの成長を 

試そうという雰囲気を感じました。歩き方、電 

車内、施設内でのマナーは社会でも通用するこ 

とを知り、自信をつけました。久しぶりのお弁 

当の味に、子どもたちは笑顔に溢れていました。 

次は、前期課程陸上競技大会があります。行 

事ができる幸せをかみしめながら日々過ごして 

いきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

【 ６年生 校外学習 】 
 

様々な行事が中止になる中、また、天気が心配される中、９月２５日（金）に無事に校外学

習を実施することができました。後期課程への準備として、お台場内でグループ行動を行いま

した。日本科学未来館・大観覧車・ガンダム像・自由の女神像・海浜公園のそれぞれにミッシ

ョンがあり、グループで協力してミッションクリアを目指しました。 

また、交通機関はもちろんのこと、各施 

設でのマナーについて事前に学習し、実践 

することもめあての一つでした。一人一人 

が意識をもち行動している様子が所々で見 

られ、成長を感じました。前期課程最後の 

校外学習で学んだことを、今後の学園生活 

に生かしてほしいと思います。 

 

【 １～４年生 にこにこ班活動 】 

  

にこにこ班活動は、１年生から４年生までが交流する縦割り班活動です。今年度は感染拡大

防止の観点から１学期は行わなかったので、９月１７日（木）が初回となりました。 

この班活動では、低学年団の最上級生となる４年生の子供たちが、班で協力して準備をすす

めてきました。当日は、下級生に分かる言葉で話しかけたり拍手で盛り上げたりと、それぞれ

の児童が頑張る姿を見せていました。１年生の子供たちにとっては、初めてのにこにこ班活動。

初めは緊張した様子でしたが、優しく接 

してくれる上級生の姿に安心し、次回の 

活動も楽しみにしている様子でした。 

どの学年の子供たちも、他の学年と協 

力し、交流を通して多くのことを学んで 

ほしいと思います。尊敬と慈しみの心を 

育む活動になってほしいと願っています。 

 

部活動のようす 
サッカー部 

茶道部 

ボランティア部 

サッカー部は２５名（５年～８年）で活動してい

ます。サッカーの技術だけでなく、サッカーを通し

て人間性も育んでいます。また、土曜日は練習試合

も行い、日々の練習に一生懸命取り組んでいます。 

茶道部は、後期課程が１２名、前期課程が１４名の計

２６名で活動しています。例年よりも遅いスタートとな

りましたが、多くの新入部員を迎え、今年は前期課程と

後期課程で分かれて活動をしています。 

ボランティア部は、後期課程１１名、前期課程１名の計１２名で

活動しています。毎週月・水曜日の朝に校庭の清掃活動を行ったり、

除菌用の布切れを作る作業を月に２回行ったりしています。現在は

期間限定でエコキャップの回収活動も行っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

１０月の予定・お知らせ 
 

【生活指導部より】 

１０月の生活目標 
落ち着いた生活を心がけ、 
学習にしっかり取り組もう 

規律ある生活で落ち着いて過ごしましょう 

 

【お知らせ】 

１ 夜間等電話委託対応の導入  

品川区内の学校では、教職員の業務負担軽減の取組の一環として、9 月 1日より夜間の電話については、夜間等

電話委託になりました。 

荏原平塚学園では夜 7 時～翌朝の 7時 30分は下記電話番号にお掛けください。夜間等電話等委託会社のオペレ

ーターが内容を聞き取ることとなり、学校の確認・対応は翌登校日以降になります。ご理解とご協力をお願いいた

します。 

荏原平塚学園夜間電話番号  03-4330-2194  （午後７時００分～午前７時３０分） 

２ 学校説明会  

令和 3年度入学者を対象にした学校説明会を実施します。ご質問等は副校長までご連絡ください。 

   10 月 2 日(金) 新１年生対象  15 時～   新 7年対象  17 時～  （１階視聴覚室） 

   10 月 3 日(土) 新１年生対象  11 時～   新 7年対象  13 時～  （５階ホール） 

３ 学校公開  

10 月 2日（金）8時 30 分～15時 30分、3 日（土）8時 30 分～11時 30 分、対象：入学希望者、保護者 

保護者の方の参観については、新型コロナウイルス感染症対策として、学籍番号の奇数と偶数で参観できる時間帯

を分けております。（詳しくは 9月２日付通知の案内をご覧ください）また、10月 3 日(土)3校時に実施する市民

科地区公開講座は全学年対象としますが、三密を避けるため交替で参観していただきますよう、ご協力をお願いい

たします。 

 

【１０月】 
１日(木) 衣替え移行期間(～16 日まで) 
２日(金) 学校公開 英語検定１次 

学校説明会(15時～新 1年、17時～新 7年) 
３日(土) 土曜登校日 学校公開 市民科地区公開講座 
     学校説明会(11時～新 1 年、13 時～新 7年) 
５日(月) 全校朝礼 視力検査(6年) 

 ６日(火) 耳鼻科(7,8,9年、5 組) 
８日(木) クラブ(4-6 年) 
９日(金) 専門委員会 生活科見学(1年) 
     進路説明会 

１２日(月) 1-4・児童生徒朝会 
１３日(火) 後期課程「えばリンピック」(7-9年) 
１５日(木) 領域診断テスト(9年) 
 

 
１６日(金) 前期課程陸上競技大会前日準備(6年) 
１７日(土) 土曜登校日 前期課程陸上競技大会(1-6年) 
１９日(月) 聴力検査(5年) 
      児童生徒会役員選挙(動画→投票) 
２０日(火) 避難訓練 聴力検査(3年) えばﾘﾝﾋﾟｯｸ予備日 
２１日(水) 前期課程陸上競技大会予備日 
２２日(木) にこにこ班活動(1-4年) 耳鼻科検診(1-6年) 
      ドリームジョブ(8年) 
２３日(金) 漢字検定 
２６日(月) 前後期課程朝会 読書旬間(～11/6) 
２７日(火) 校外学習(4年) 
２８日(水) 前期課程 4時間授業、後期課程 5時間授業 
３０日(金) 校外学習(2年) 

【 交通安全標語 】 
 子どもの交通事故防止を目的とした荏原警察署管内の交通

安全標語コンクールで、６年２組 栫井 音緒さん の作品が

小学生交通安全標語最優秀作品に選ばれ、賞状と記念品が贈ら

れました。おめでとうございます。 

｢まがり角 心とハンドル ブレーキを｣ 
 

【 児童・生徒の声が聞こえましたか？ 】 

 ９月より１日３回(12:00、15:00、17:00)、武蔵小山商店街のアーケード内に、 

本校の児童・生徒が自転車の歩行マナーを啓発する放送が流れています。 

これは、本校の校区教育協働員会発案の「荏平魂♡プロジェクト」に、同商店 

街事務局のみなさんが賛同してくれたことで実現しました。「注意喚起なのにな 

ぜだか安心するね」「子供の声に気持ちが癒されるよ」などと、お店の方や通行 

する方からの評判も大変よいそうで、１０月の第２弾も企画中です。 

 今後もえばひらは、地域を愛し、地域に愛される、地域とともにある学校を目指していきます。 

 

 


