
明日のために準備せよ！

校長 米塚 裕貴

秋の気配が感じられるようになり、スポーツ、芸術、音楽、読書など、何ごとにも集中し

て取り組める良い季節を迎えました。学校でも連合体育大会、連合音楽会、学習成果発表会

など大きな行事が続きます。結果だけではなく 、そこに至るまでの努力の過程を重視しなが

ら一つ一つ成功体験を積み重ね、心の成長につなげていきたいと考えています。

スポーツの秋、今年は４年に１度のラグビーワールドカップが日本で開催され、各地で熱

戦が繰り広げられています。ラグビーは相手のゴールエリア内にボールを接地させると得点

になりますが、得点を決めたのになぜ「 トライ」 というのか、ＮＨＫのテレビ番組『 チコち

ゃんに叱られる』 でも取り上げられました。現在のルールではトライを決めると５点、その

あとのコンバージョンキックでゴールを決めるとさらに２点追加となります。ラグビー創成

期の１９世紀後半頃には、トライだけでは得点にならず、トライは「 コンバージョンキック

への挑戦権」 でしかありませんでした。そう考えるとまさにトライ(挑戦しよう、やってみよ

う)という言葉が当てはまります。トライをとるのは難しいことなのにキックが決まらないと

得点が入らないラグビーは、本来の魅力に欠けたものだったのでしょう。時代とともにトラ

イの価値が高められるようルールが変わり、現在のように５点になったということなのです。

さて、前回のワールドカップでは、日本代表が優勝候補の南アフリカを３４-３２で破り大

きな話題となりました。終了間際まで２９-３２で劣勢でしたが、ラストチャンスで相手反則

によるペナルティを得た日本は、ＰＫ(３点)で引き分けに持ち込むか、トライ(５点)で逆転

勝利を狙うかという選択に迫られます。結局、選手たちはスクラムを選択して逆転トライを

決め、スポーツ史に残る劇的な勝利を手にしたのでした。

あの時、日本代表を率いていたエディ・ ジョーンズ氏は試合後に「 日本人の体格は小さい

が、正しく努力すれば世界に勝てることを証明したかった」 と語っています。そのために重

視したのはチームとして同じ価値観と目標を持つこと、そして決められたルールを徹底する

ことでした。ルールは「 時間厳守」 と「 服装・ 身だしなみを整える」 のたった二つだったそ

うです。成功は準備が全て、勝つために相手を上回る準備をしよう、体格差を乗り超えるた

めに素早く賢く動こう、とチーム一丸となって世界一と言われた猛練習に取り組みました。

本番で大きな力を発揮するためには、普段から自分を追い込む訓練をすることが重要ですが、

やみく もに長時間練習するのではなく 、４５分間集中力を切らさないことを念頭に取り組ん

だそうです。選手にはＧＰＳを付けさせ、走行距離が一定量を超えると怪我のリスクが高ま

るため、練習量を調整するなど理にかなっていました。体格差を克服するため、素早いパス

とランを武器にしたプレースタイル、重心を低く してスクラムでも外国チームに押し負けな

い姿は、まさに正しく努力した練習の積み重ねがもたらしたものでした。

あれから４年後、日本代表はどのように進化した姿を見せてくれるでしょうか。エディ氏

の言葉は、これから様々 な行事に取り組み、成長を目指していく児童生徒たちにも励ましと

なるはずです。『 向上心のない努力は無意味。大きな目標を設定し、１００％の努力をしよ

う。勇気とは慣れ親しんだ自分を捨てること。言い訳は成功を阻む。問題は人に指摘される

より自ら気付く方がはるかにいい。成功は準備が全て。明日のために準備せよ。』

荏原平塚学園便り 品川区立荏原平塚学園
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【 ５組 特別支援学級連合スポーツ大会 】 担当 藤田 夕紀

９月７日（ 金）、品川区立総合体育館におい

て、区内中学校特別支援学級の連合スポーツ大

会が行われました。これまでの体育の授業で、

先生方の丁寧な指導のもと、繰り返し練習して

力を付け、万全の状態で本番を迎えることがで

きました。当日は一人一人が持っている力を出

し切り、品川学園、伊藤学園、八潮学園と合同

の赤組の優勝に貢献することができました。閉

会式では、司会と終わりの言葉を荏原平塚学園

の生徒が立派に務めました。他校の生徒たちと

団結して取り組んだ、充実した１日になったと

思います。

【 ８年 職場体験 】 担当 栗原 淳子

９月１２日（ 木）、１３日（ 金） の２日間、

３１の職場に分かれ職場体験学習を行いました。

事前の電話連絡や訪問を経て、当日は予定通り

時間を守って体験することができました。最初

は緊張して声が小さかったり戸惑ったりしたこ

ともありましたが、各職場の皆さまの優しいご

指導のもと徐々 にそれもほぐれ、笑顔で活動を

終えました。挨拶や返事を褒めていただいたり、

働く上で大切にしなければならないことを肌身

に感じて学んだりと、とても学びの多い２日間

だったようです。「 楽しかった」 という第一声が２日間の成果と頑張りを物語っていました。

協力してくださった職場の皆様に厚く御礼申し上げます。

【 ３年 平塚すこやか園交流 】

担当 永安 浩也

９月１７日（ 火） に平塚すこやか園の園児

との交流会がありました。「 ケンケンリレー」

などの遊びを一緒に楽しみながら交流を深め

ました。交流会後は、「 分かりやすく説明でき

た。」「 園児のみなさんがとても楽しそうだっ

た。」 など、

それぞれに

手ごたえを

感じている

様子でした。

【 ４年 ふれあい給食 】

担当 渡邉 裕介

９月１３日（ 金）にふれあい給食がありまし

た。おじいちゃん、おばあちゃんや地域の方を

招待し、一緒においしい給食を食べました。

優しく 、時に厳しく見守ってくれている、お

じいちゃんや

おばあちゃん、

地域の方に感

謝の気持ちを

もつきっかけ

になりました。



【 ６年 ビーチバレーボール体験教室 】 担当 星野 麻仁

本種目は２０２０東京大会で品川区で行われるオ

リンピック種目です。今回は協会から３名が来校さ

れました。始めに、ルールや歴史、競技の特徴など

を、映像やクイズを交えながら、詳しく説明してい

ただきました。室内のバレーボールとは異なり、太

陽や風向きなども勝敗に影響を与えることを知りま

した。模範演技の高い位置からの高速なスパイクに

は子どもたちからも感嘆の声が上がっていました。

その後、動きながらアップをし、２人組でレシーブ、

トス、スパイクを練習しました。本物の選手と２時

間ふれあい、直接指導をしてもらえたことは子ども

たちの記憶に残ることでしょう。来年の本番がますます楽しみになったはずです。

【 ４年 読売巨人軍ジャイアンツアカデミー 】 担当 後藤 泰徳

読売巨人軍の方をお迎えし、ボールの投げ方の指

導をしていただきました。ボールを上手に投げるた

めには、手を大きく広げ、肘を肩より高く上げ、腰

のひねりをつけることが大切だと習いました。

習った後にはみるみる飛距離が伸びてみんな嬉し

そうでした。コーチの見本の遠投はとてもすごく 、

感嘆の声が漏れていました。

児童たちは習ったことをさっそく生かしてゲーム

に取り組み、どうすれば得点できるのかを真剣に考

えながら楽しみながらプレーしていました。

今回、教えていただいたことをこれからの体育の

授業に生かし、体力の向上を図っていきたいと思い

ます。

【 ５・ ６年 校外学習 】 担当 星野 麻仁

９月２７日（ 金）、秋晴れのさわやかな気候の

中、江ノ島まで行ってきました。２学年が合同で

校外学習を行うのは今年で３年目となります。

９人で１６班を作り６年生がリードをし、協力

することで鎌倉から江の島のゴールまでたどり着

きました。学園から２時間近く 、マナーを意識し

て場に応じた行動できたことも大きな収穫です。

春の組体操、そして今回とそれぞれの学年が成長

をしてきたことも実感しました。

これからも同じ階の隣り合う教室の仲間として

高め合っていきます。



コミュニティースクールの１０月の活動をご紹介しています。保護者の皆さま、地域の皆さまのよ

り多くのご参加をお待ちしています。

○ １０月３日（ 木） ～５日（ 土） 学校公開にて受付案内のボランティアを募集しています。
また、「 荏平茶屋（ 茶道ボランティアによる３階和室スペースのお茶の提供）」 も行いますので、

是非お立ち寄りく ださい。荏平茶屋は午前のみ１０時から１２時（ 土曜は１１時半まで） です。

○ １０月２日（ 水） １０時から、図書ボランティア定例会を行います。１０月２９日（ 火） ～１１月
８日（ 金） の読書旬間「 朝の読み聞かせ」 の打合せと、メディアセンターのディスプレイを変更し

ます。

○ １０月３０日（ 水） ６年生の茶道教室があります。６年生の保護者の皆様に授業お手伝いの案内を
致します。 ※ 「 大人の茶道教室」 は１１月２６日（ 火） の予定です。

○ ５・ ６年プログラミング教室は第２土曜日の、１０月１２日（ 土） です。
○ ５年生の稲刈り授業は１０月５日（ 土） に行う予定です。

＊１０月の行事予定＊
１日(火) 都民の日のため休み

２日(水) 航空写真(全) 合格塾(英)

３日(木) 学校公開～５日 ①学校説明会

４日(金) 専門委員会 英検

ビーチバレーボール体験教室(7－9)

５日(土) 土曜授業 異学年交流行事 PTA自転車教室

７日(月) 合格塾（ 数）

８日(火) 連合体育大会(7－9) 視力(6)

９日(水) 教育会のため午前授業 視力(5) 合格塾(英)

校外学習(1)

１０日(木) クラブ(4－6) 視力(4) 避難訓練

１１日(金)  定期考査(7－9) 視力(3)

１５日(火) 進路説明会(9) 視力(2) 専門委員会

航空写真(予備日)

１６日(水) 開校記念日 連合体育大会(6)

１７日(木) 視力(1) 領域診断テスト (9)

１８日(金) 漢検

１９日(土) 土曜授業 児童生徒総会

地域清掃(5－7)

２１日(月) 合格塾(数)

２５日(金) 学習成果発表会

２６日(土) 学習成果発表会 給食あり

２８日(月) 振替休業日

２９日(火) 連合音楽会 茶道教室(6) 読書旬間始

３１日(水) にこ班遊び 就学時健康診断(新1年)

【 ５～９年 児童生徒会役員選挙 】 担当 大串 康裕

９月２６日（ 木） に児童生徒役員選挙が行われました。１０人

の立候補者は襷をかけ、朝早くから大きな声で挨拶をしながら選

挙活動をしていました。

投票では区議会選挙で使用されている本物の記載台と投票箱を

使用し、少し緊張感をもって投票に臨みました。新しい組織とな

り、これからの児童生徒会の活躍が楽しみです。

★ ★選挙結果報告

生徒会長 ８－１ 枝松 直輝 本部役員 ８－１ 古宮 衛琉

生徒会副会長 ８－２ 岡 渉 ７－３ 笠原 環

７－１ 水野 純鈴 ７－３ 鈴木 絢音

６－２ 佐藤 慶明 ６－１ 岩田 恵実

５－１ 平川 徹

５－２ 三宅 俊輔

学校地域コーディネーターからのお知らせ

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
授業に集中し、座る姿勢や話の聞き方に気を付けます。

学校ボランティア連絡用の

QR ⇒コードです。



品川区では、外国の文化を学ぶために、各中学校・ 義務教育学校からニュージーラ

ンドへ派遣する事業を行っています。今年度の本校は９年生１名が代表として派遣さ

れましたので、そのご報告をいたします。

【 ニュージーランド派遣報告】 ９年生徒

私は７月２５日から８月２０日の２５日間、ニュージーランドへ語学派遣生として行ってきま

した。そして、３週間のホームステイや現地での学校生活を通して、英語やニュージーランドの

文化や自然などをたく さん学びました。

私のホストファミリーは、お父さんのマジード、お母さんのチャンダ、同い年の女の子のキャ

ロル、１３歳の男の子のラッセル、９歳の女の子のクリスタルの５人家族でした。さらに、私の

他にも韓国人の女の子と２人の中国人の女の子がホームステイをしていました。最初はとても緊

張してしまい、自ら話しかけることやすぐに英語を聞き取ることができずにいました。しかし、

キャロルやラッセル、クリスタルたちと鬼ごっこやかくれんぼ、ボードゲームなどをしていく中

で、すぐに仲良くなり、まるで本当の家族のように接してくれました。ただ会話をするだけでな

く 、英語の発音や文法、新しい単語まで丁寧に教えてくださったので、ホームステイの終盤には

長い会話を流暢に続けることができるようになりました。

また、平日はリンフィールドカレッジという現地の

学校に通い、英語やニュージーランドの先住民マオリ

について学んだり、日本語クラスや体育のクラスに参

加したりしました。ニュージーランドは多国籍国家と

いうだけあり、学校にも様々 な国籍の方がいました。

そこで、私は「 毎日、休み時間には現地の方に必ず話

しかける」 という目標をもって、悔いのないように過

ごしました。もちろん、最初はとても緊張しましたが、

せっかくのチャンスを無駄にするわけにはいかないと

思い、勇気を振り絞って話しかけました。すると、現地の方々 はとてもフレンドリーですぐに仲

良くなり、３週間で２５人もの友達ができました。さらに、最後の日にはみんなから寄せ書きを

してもらいました。

私がこの語学派遣で得たものは、英語やニュージーランドについて学んだことだけではありま

せん。多くの方々 がありのままの私を認めてくださったことにより、自分に自信をもてるように

なりました。そして、人の優しさにたく さん触れ、友達や家族など、人と人が支え合うことの大

切さや、日常生活で当たり前だと思っていることに対しての感謝に気付くことができました。

今回のこの語学派遣を経て、「 将来は英語を使う仕事をしたい。」「 また、海外へ行きたい。」 と

いう思いがとても強くなりました。そのためにも、今は一生懸命勉強をして、目の前の高校受験

という大きな壁を乗り越えなければいけないということを改めて実感しました。また、この経験

は私の世界観や可能性を大きく広げてくれたと感じています。このような貴重な経験ができたの

は、家族や先生方、ホストファミリー、現地で出会った方々 のおかげだと心から思い、本当に感

謝しています。


