
  

 

 

 

 

 

やり遂げた自信を次の成長のエネルギーに！ 

                                       校長 米塚 裕貴 

深まりゆく秋とともに連合体育大会、学習成果発表会と大きな行事が続きました。連合体

育大会では、前期課程では６年生が練習を積み重ねて大きな成果につなげ、後期課程では選

抜メンバーがそれぞれの種目に真剣に取り組み、本番で練習の成果を発揮してくれました。

学習発表会では、１年生から９年生までそれぞれの発表に真剣に向き合い、そのひたむきな

姿が印象的でした。たくさんの感動が共有できたのではないでしょうか。 

何事にも通じることですが、物事を成功に導くために大切なことは、明確な目標設定と、

そこにたどり着くための周到な準備です。机上での学習活動とは異なり、学校行事では、集

団で力を合わせて取り組まなければはならないのですが、一人一人の得手不得手、好き嫌い

などが異なるために困難な場面も多くなります。それでも目標に向かってリーダーを中心に

努力を積み重ねていくうちに、互いに相手の立場になって理解が深まり、集団としての連帯

感が育まれていきます。より良いものを築くためには一人一人が向上心を持って、意識を高

めていくことが求められます。そうして、多様性を乗り越えてチームとして一つになって力

を発揮できたとき、大きな達成感や充実感が生まれるのです。 

様々な学校行事を通して、子ども達は生きていく上で大切な価値観を学んでいきます。努

力の大切さ、継続は力なり、仲間の存在が喜びは倍に、悲しみは半分にできることなど体験

を通して実感して欲しいと考えています。時には努力しても報われないと感じることがある

かもしれません。それでも向上心を持って努力を続けていけば必ず道は開かれていきます。

一つの成長が実感できれば、必ず自信につながります。学校行事での成功を一人一人の自信

につなげて、次の課題にチャレンジさせたいと考えています。特に９年生は後輩たちが憧れ

る最上級生として立派な背中を見せてくれました。それぞれの進路選択に向けて周到な準備

を進めていくため、一日一日を大切にしながら努力を続けていきましょう。 
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品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   米 塚  裕 貴 

令和元年 11 月 1 日発行 

http://school.cts.ne.jp/ebahi-g/ 

【品川区連合体育大会（前期課程）】 

担当 星野 麻仁 

大井競技場の改修工事に伴い、今年は駒沢競
技場を使用しました。区内３７校２５００人が
集う光景は圧巻でした。 
６年生は朝練習、昼練習、放課後練習を３週

間行うことで、気持ちだけでなく技能も高めて
いきました。真剣にしなやかに踊った「品川甚
句」、ゴールまで失速せずに全員が走り切った
「１００ｍ走」、１ｃｍでも遠くへ挑んだ「走
り幅跳び」、選手は全力でのぞむことができま
した。最後に学園の威信をかけた４００ｍリレ
ーでは、女子は負けん気の強さとスムーズなバ
トンパスで組の１位を、男子は練習の成果と 
走力が結集し、区で総合１位という好成績を残
しました。６８人全員が自信と誇りを持った瞬
間でした。 

【品川区連合体育大会（後期課程）】担当 立花 あい 

１０月８日（火）駒沢陸上競技場で品川区連合体育大会が行
われました。定期考査前で練習時間は少なくなってしまいまし
たが、９年生が中心となり練習に一生懸命励みました。当日も
ベストを尽くし、入賞者が多数出ました。また、仲間を必死に
応援する姿が見られ、思い出に残る１日となりました。 
【入賞者一覧】 
共通女子 800m    
8 年女子 1500m     
8・9 年女子走幅跳 
9 年女子走高跳     
8 年女子 100m 
8・9 年女子 80mH   
8・9 年男子 3000m  
共通男子 200m      
共通女子 200m    
9 年女子 1500m 
8 年女子 400mR       
 
 

【敬称略】 

第１位 2’36”45 
第１位 5’41”14 
第３位 3m94cm 
第３位 1m20cm 
第４位 15”01  
第４位  16”73 
第６位 10’58”52 
第７位 26”88 
第８位 31”60 
第７位 6’12’’22 
第７位  59”94 

８年花井 珠璃 
８年安西 咲季 
８年堀内さやか 
９年織田 汐音 
８年鈴木 里奈 
９年堀江 歩佳 
８年加瀬 敦大 
９年北濱 光樹 
８年中林 小雪 
９年片倉 心響 
８年大戸・中林 

鈴木・堀内 
【男子個人 100m】 
1 位 十時 颯大 13’’8 
8 位 佐藤 慶明 14’’4 
【リレー】 
男子区内 1 位 56’’8 
(後藤・佐藤源・十時・柄澤)  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習成果発表会 

１年「あめの えんそく」  担当 塚本 貴子 
 初めての学習成果発表会。一人一人がセリフをはっきりと

大きな声で言うことを目標に取り組みました。何度も練習を

重ね、だんだんと、大きな声で演じることができるようにな

り、掛け声も揃うようになりました。 

本番の発表が終わると「ドキドキした！」「楽しかった！」

と感想を話してくれました。大きなステージで、たくさんの

お客さんの前で演じることを楽しみ達成感を味わうことがで

きました。今回の経験を自信にして、今後の学習や生活に生

かしてほしいと思います。 

２年 劇「たからは どこだ」 担当 遠竹 悠希 
 「自分にしかこの役はできない。」という強い思いで演じ

ることが、２年生の目標でした。練習当初からやる気いっぱ

いで覚えの早い子供たちでしたが、初めての演技には悪戦苦

闘していました。「大きな声を出すだけでなく、抑揚をつける

こと」「友達の台詞の間にも、場面に合った動きをすること」

当たり前のようで難しい技術を、子供たちは何度も何度も練

習し、見事に身に付けました。本番を終えた子供たちは、努

力は実を結ぶことを肌で感じることができ、自信が高まった

ようです。何事も頑張る２年生に、今後も期待しています。 

３年 「八郎」       担当 永安 浩也 
 群読、歌、演奏など盛り沢山の学習成果発表会でしたが、

子どもたちは毎日の練習に一生懸命取り組むことができまし

た。約３０分間、舞台に居続けることはとても緊張したこと

と思います。いざ発表が始まると、子どもたちは堂々と演じ

ることができました。これまで積み重ねてきた力を存分に発

揮できたと思います。 

 命をかけて村を救った八郎の生き様は、子どもたちの心に

も大きく響いた様子です。これからの人生のどこかで思い出

し、勇気づけられる機会となれば幸いです。 

  

 
  

４年 劇「本当の宝物は」  担当 渡邉 裕介 
 前期課程最後の劇の発表でした。今までの経験を基にし

て、どうしたらアリーナの後ろに座ってる人まで声が届くか、

話の内容が伝わるか、役ごとに話し合いをしながら、練習を

進めてきました。リハーサルより児童発表日、児童発表日よ

りも保護者鑑賞日と一段ずつ階段を上がり、最後には今まで

で一番すばらしい演技をすることができました。 

 練習途中で考えてきた、支えている人を大切にするという

劇のテーマをこれからの学園生活に生かして４年生最後の大

イベントの立志式まで協力して進んでいきたいと思います。 

５年 合唱「Voices」 
合奏「ア・ホール・ニュー・ワールド」 

     「アンダー・ザ・シー」 
担当 中満 麻弥 

 初めての合唱・合奏の発表となった今回の学習成果発表

会。合唱は、パートに分かれて歌うこと、合わせることの難

しさに苦戦しつつも、曲のイメージを壊さないように練習し

ました。合奏では、楽器の音の重なり合いを意識して練習し

ました。いよいよ本番では、友達の声や音を互いに聴き合い

ながら演奏することができました。この経験を生かし、今後

の学校生活でも友達と心を合わせて過ごしていくことを期

待しています。 

６年 合唱「旅立ちの時～Asian Dream Song～」 
合奏「ラバーズ・コンチェルト」 

「アフリカン・シンフォニー」 
担当 宮崎 伊久美 

 前期課程最後の学習成果発表会でした。合唱は３部合唱で

難しい曲でしたが、パート練習を重ねてハーモニーを意識す

ることができました。合奏では様々な楽器の音色のテンポを

合わせることに苦戦しましたが、互いの音を聞き合い少しず

つ合わせることができるようになりました。発表に加え、ア

ナウンス・舞台・照明など、１～４年生の発表を陰から支え

る係活動にも全力で取り組みました。前期課程最上級生とし

ての自覚をもつことができた発表会になりました。 

1 年生 ２年生 

３年生 ４年生 

５年生 ６年生 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

５組 劇「スーホの白い馬」   担当 堀 潮 
 生徒の人数が増え、５組として初めての劇に挑戦しました。

約２か月間練習に取り組んできました。一人一人が苦手とする

場面やセリフがあり、苦労することもたくさんありました。中

には１人で複数の役を演じる生徒もいました。練習を重ねてい

く中で、自分に合った演じ方を見つけていき、本番では全員の

力が合わさった素晴らしい作品になりました。 

今回の発表では、実行委員の生徒や８年生の生徒に、照明係

や劇中に助っ人として出演してもらいました。ありがとうござ

いました。 

７年 課題曲「マイバラード」担当 中原 寛子 
 練習初日の後期課程全体練習では全く声が出ず、８・９年の

先輩方に圧倒されました。その後、各クラスの実行委員や指揮

者・伴奏者、パートリーダーが中心となり、泣いたり怒ったり

笑ったりしながら練習に取り組みました。練習の甲斐もあり、

発表会当日は後期課程トップバッターとして、元気のよい歌声

を響かせることができたと思います。１年後、２年後に先輩た

ちのように後輩を感動させるような合唱をするためにも、今回

学んだ、「自分たちで団結し１つの目標に向かって努力する力」

を、日常生活にも生かして欲しいと思います。 

８年 課題曲「時の旅人」  担当 山本 正章 
 ８年生は短い練習時間の中、とても真剣に練習に取り組ん

でいました。クラスごとに練習する時間では、生徒自ら朝練

をしたり、朝練のメニューを考えたりして、熱心に練習に取

り組むことができました。 

当日は、その成果が各クラスの結果に表れていたと思いま

す。１組はパートのバランスも良くなり、しっかりと歌い切

り、２組は歌声の美しさを披露してくれました。一人一人が

真剣に取り組んだ結果、学年全体が力を出し切る大きな経験

ができました。感動をありがとう。 

 

９年 課題曲「あなたへ～旅立ちに寄せるメッセージ～」  
担当 西鍵 望 

９年生は課題曲の「あなたへ」と、自由曲として１組が 

「青い鳥」、２組が「証」を歌いました。限られた練習時間

の中で実行委員を中心に声を掛けあって練習に取り組みま

した。最後の合唱コンクールという事もあり、本番が近づく

につれ緊張感も高まっていきましたが、本番は全員が全力で

歌い切り、大きな感動を与えてくれました。歌い終わった後

の晴れやかな表情が印象的です。今回得た仲間との絆を大切

にして、残りの学園生活も頑張ってほしいと思います。 

広島平和使節派遣・英語スピーチ 担当 山本・黒田 
◆品川区を代表し、８月６日の広島平和祈念式典にも参加した

８年１組西星美さんが、広島平和記念資料館での展示見学など

から学んだ原爆の悲惨さについて、パワーポイントを使いなが

ら発表しました。平和とは何かを強く訴えかけました。 

◆８年１組石井雄大さんは、“Is water unlimited ?”(水は無

限 か ？ ) 、 ８ 年 ２ 組 岡 渉 さ ん は 、 ”To give our best 

‘omotenashi’”(最高のおもてなしをするために)というテー

マで英語スピーチを行いました。両名は１１月５日（火）に行

われる品川区英語学習成果発表会に代表として出場します。 

 

演劇部・吹奏楽部       担当 栗原・木村 
◆演劇部は「スズキくんの宇宙」（作：原くくる）を上演しま

した。哲学的な内容で、転換や着替えも多く難しい作品ですが、

夏休みから劇をつくってきました。今回は、殺陣を演劇の先生

に習い、楽しく立ち回りもしました。１１月４日（月）には荏

原文化センターで区大会があります。ぜひ観に来てください。 

◆吹奏楽部は、今年の８月に行われた吹奏楽コンクールで銀賞

を受賞した「アトラス」という曲で演奏をスタートしました。

その後のプログラムは、９年生がすべて考えました。耳馴染み

のあるディズニーの曲や洋楽やポップスなどを演奏し、学習成

果発表会を盛り上げ、１日目を締めくくりました。 

５組 

広島平和使節派遣スピーチ 英語スピーチ 
演劇部 吹奏楽部 

７－３『変わらないもの』 ７－１『カリブ夢の旅』 ７－２『My Own Road-僕が造る明日-』 

８－１『COSMOS』 ８－２『手紙～拝啓十五の君へ～』  ９－１『青い鳥～Movie Edit Version～』  ９－２『証』 

写真の上のタイトルは、各クラスの
自由曲です。（７－９年） 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※部活動は冬時間、午後６時１０分完全下校となります。 

＊１１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 

1１月の生活目標  

けじめのある行動を心がけよう 
服装、時間を意識しながら落ち着いて学習をします。 

 ３日(日) 文化の日 

 ４日(月) 振替休日 

 ５日(火) 三者(進路)面談(9)(～11日) 区英語学習発表会 

      FC東京サッカー教室(1) 

６日(水) 荏平合格塾(英) ブラッシング指導(3) 

７日(木) 音楽朝会 品川区立学校理科発表会 

８日(金) 秋季歯科検診(7-9一部)  校外学習(5組) 

１０日(日) 校庭開放 AM・PM 

１１日(月) 全校朝礼 避難訓練 校内漢字検定(1-6) 

荏平合格塾（数） 

１２日(火)  校区教育協働委員会 

坂井市交流給食 出前授業(5) 

１３日(水) 教育会のため４時間授業 荏平合格塾(英) 

明電舎ものづくり教室(6) 

１４日(木) 体育朝会 茶道教室(1) 専門委員会 

１５日(金) 校外学習(2) 

１６日(土)  土曜授業 エバヒラ餅つき 

 

１８日(月) 1-4児童生徒朝会 えばひら合格塾(数) 

１９日(火) TGG(4) FC東京サッカー教室(3)  

      家庭教育学級（大人 CAP） 

２１日(木) 英語朝会 クラブ(1-4) 社会科見学(3) 

２２日(金) 算数復習タイム 第 4回領域診断テスト(9) 

２３日(土) 勤労感謝の日 

２５日(月) 1-4児童生徒朝会 定期考査(5-9) 

２６日(火) 定期考査(6-9) CAP(3) 大人の茶道教室 

FC東京サッカー教室(2) 

２７日(水) 秋季歯科検診(1-6) 英検 IBA(9) 

２８日(木) にこにこ班遊び 

２９日(金) ブラッシング指導(8) 英検 IBA(7) 

学校ボランティア連絡用の

QRコードです。⇒ 

 

【 児童・生徒総会 】               担当  大串 康裕 

１０月１９日（土）に児童・生徒総会がありました。生徒会・各委員会からの提案があり、すべ

ての提案が承認されました。これからの活躍が楽しみです。児童・生徒会長になった８年枝松さん

の今後の抱負を掲載いたします。 

 

 

コミュニティースクールの１１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をお待ちしています。 

○１０月２９日（火）～１１月８日（金） 読書旬間の朝の読み聞かせを行います。（１～４年生、１クラス３回） 

○１１月１１日（月）１０時～ 図書ボラ定例会。読書旬間読み聞かせの反省とディスプレイ変更です。 

○１１月 7日（木）３年生が工場見学を行います。地域のものづくりの現場に伺い現場を見せていただきます。 

○１１月１４日（木）１年生の茶道教室があります。１年生の保護者の皆様に授業お手伝いの案内があります。 

○１１月１２日（火）ＣＳ研修 各校のコーディネーターが集まり、１月１９日（日）のＣＳフェスの準備をします。 

○１１月１２日（火）校区教育協働委員会を開催します。 

○１１月１５日（金）２年生「おみせたんけん」２年生の児童が戸越銀座商店街へインタビューに伺います。 

○１１月２６日（火）「大人の茶道教室」を行います。申し込みはメールで学校支援地域本部まで。 

○１１月２８日（木）５年生「稲作」脱穀・もみすり 

（パルシステムの出前授業です） 

 

 

こんにちは。児童・生徒会長の枝松直輝です。私が実現した 

いことは２つあります。１つ目は目安箱の意見に応えられるよ 

うにすることです。昨年度までは、その意見を公表せずに生徒 

会室で話したままになったり、お応えできそうな意見にも応え 

ることがなかなか出来なかったりしました。今後は生徒会新聞 

に意見を載せたり、朝会等で報告したりできるようにしていき 

ます。２つ目はどんな人からも信頼される児童・生徒会にする 

ことです。地域の様々なボランティアにも積極的に参加してい 

きたいです。また、今年度は荏原平塚学園開校１０周年になり 

ます。この１０周年を機に様々な改革をしていきたいです。１年間全力で務めますので、よろしく

お願いいたします。 

 


