
ラグビー代表から学ぶダイバーシティ 

校長 米塚 裕貴 

 本格的な冬の訪れを感じさせる寒い日が多くなり、いよいよ師走を迎えました。世間で

「流行語大賞」や「今年の漢字」などが話題になるこの時期、一年を振り返りながら自身の

成長を確認し、決意を新たにして新年を迎えることは、節目を境にさらなる成長へとつなが

るはずです。今月実施する個人面談では、それぞれ自分が目指す姿の実現に向けて、具体的

な行動へとつなげられるよう相談できればと考えています。 

さて、今年の流行語大賞にノミネートされた言葉を見ると、『４年に１度じゃない、一生に

一度だ。』、『ジャッカル』、『ワンチーム』などラグビーワールドカップ関連の言葉が多く連な

っています。ラグビーのワールドカップでは、日本代表の進化した活躍ぶりが列島中に大き

な感動をもたらしました。日本代表と言っても外国人選手がずいぶん多いと感じた人も多い

と思います。それもそのはず、日本代表３１人中１５人が外国人選手だそうです。ラグビー

は１９世紀初頭イングランドで生まれたスポーツですが、その後、ウェールズ、スコットラ

ンド、アイルランドへと広がり、大学などでも盛んに行われるようになります。大学でラグ

ビーを経験した若者たちは、やがて当時の大英帝国の植民地にラグビーを伝え、ニュージー

ランド、南アフリカ、オーストラリアなど様々な国で盛んになります。その頃から国籍より

も居住している国や地域の協会を重視する考えが生まれ、現在まで続いているようです。国

籍が異なる国の代表としてプレーできるのは、①出生地がその国、②両親、祖父母のうち１

人がその国出身、③その国で継続して３年、または通算１０年以上居住などの条件がありま

すが、一度でも外国の代表になれば、母国の代表にはなれないそうです。日本代表も様々な

ルーツを持つ選手たちが、自ら選択した日本という国の代表として、必死に戦っていたわけ

です。多様性を持つ集団をまとめることは至難の業かもしれませんが、目標と価値観を共有

し、ワンチームとなった時は強い、そう実感させられました。同時にこれからの時代に求め

られるキーワード、「ダイバーシティ(多様性)」の価値を示してくれたのではないでしょうか。 

また、今回のワールドカップでは、世界最高のプレーを身近で見られる感動とともに、外

国チームを迎えた全国各地での心温まる交流も記憶に残りました。被災地復興をアピールす

るため釜石で開催された試合、選手を先導したマスコットキッズがセレモニーの中でウルグ

アイ国歌を現地語で熱唱し、選手たちを驚かせ、勇気づけました。ウェールズのキャンプ地

となった北九州市では大会前の公開練習に多くのファンがチームカラーの赤いシャツを着て

集まり国歌で歓迎しました。のちにウェールズは日本の新聞に感謝の広告を全面掲載し、北

九州市もお礼のメッセージを地元紙に送るなど交流が続いたそうです。また、事前キャンプ

地の柏市入りしたニュージーランド代表「オールブラックス」に対し、地元の子供たちが、

試合前に披露する伝統的な踊り「ハカ」で歓迎したことも話題になりました。これらのよう

にチームが訪れた各地で手厚い歓迎とサポートがあり、海外チームやサポーターたちからも

素晴らしいホスト国として高い評価を受けたのです。 

試合後のノーサイド精神を選手たちが体現し、激しく戦った後に相手チームのロッカール

ームを訪れて温かな交流が行われたり、台風で中止になったカナダ代表とナミビア代表が被

災地でボランティア活動を行ったり、感動的な話題も多かったと思います。開催前は、観客

動員など危ぶむ声も多かった、アジア初のラグビーワールドカップですが、終わってみれば、

世界中から称賛される素晴らしい大会となりました。こうなると一生に一度ではなく近い将

来、再び日本開催の声が上がるかもしれません。さらに来年の東京オリンピック、パラリン

ピックでも開催国として世界中の人々を歓迎し、心に残る交流につなげていきたいものです。 
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【 明電舎ものづくり教室 】            担当 星野 麻仁 

１１月１３日（水）、明電舎の方に来ていただき、ものづくりについてのご講義を受けました。

説明書を読みながら「ボール型キット」の完成に向けて児童自らが部品を組み立てる体験をしま

した。明電舎と非営利活動法人のコアネットさんの協力で、お手伝い含め２０名以上の方に来て

いただきました。組み立て方によってはボールの

動きが違ってきます。さらに接続を間違えると動

きません。子どもたちは６８人全員が完成させ、

最後はアリーナで遊ぶことができました。感想で

は「ものづくりと聞くと苦手なイメージを持って

いましたが、やってみるととても楽しく、完成し

た時の喜びが大きかったです。」と話していました。

ものづくりには粘り強さと完成までの過程がとて

も大切なことを学びました。

【 坂井市との交流 】               担当 中満 麻弥

令和元年９月５日（木）に品川区と坂井市は連携協定を結び、その一環として１１月１２日（火）

に福井県坂井市の市役所と米農家の方が来校されました。初めに坂井市の観光や産業について話

をうかがい、その後、米農家の田中さんから、米作りの流れや最新の技術を駆使して作っている

ことをお聞きし、子ども達は驚きの連続でした。

お米を食べないというご家庭はほとんどないと思

います。“八十八”の手間がかかると言われてい

るお米ですが、消費量は減っているそうです。

提供していただいたお米は１１月の給食で２回

おいしくいただきました。戸越銀座にアンテナシ

ョップがあり、福井県の産物を購入することがで

きます。皆さんもぜひ、行ってみてください。

【 ＦＣ東京サッカー教室 】           担当  佐藤 史織

１１月５日（火）、１９日（火）、２６日（火）の３日間、昨年度に引き続き「ＦＣ東京キャラバン

隊」のコーチが２名ずつ来てくださいました。今年度は１～３年生が授業を受け、ボール運動の楽し

さや、サッカーにつながるゲームを教えていただきました。

子どもたちからは「初めてサッカーをやって少し難

しかったけど、楽しかったのでもっとやりたいです。」

「サッカーはもともと好きだったけど、もっと好きに

なりました。また教えてもらいたいです。」など、初め

て経験した児童も習っている児童も、ボール運動の楽

しさ、サッカーというスポーツの面白さを感じること

ができました。Ｊリーグのチームのコーチから実際に

教えていただくことができ、よい経験になりました。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、

本学園では様々な取組みを行っています。

その活動の様子をお知らせ致します。



校内では下記の３つの部会に分けて準備を進めています。

【式典部会】                 担当 星野 麻仁      

本学園が開校して、今年で１０年目を迎えました。１月１８日（土）に１０周年記念式典が開催されま

す。区や地域、そしてこれまで学園に携わって下さった多くの方々を招待しております。 

子どもたちは式の中で「マイバラード」「ふるさと」を歌い、お祝いの言葉を頂きます。アトラクション

として後期課程選抜による和太鼓の披露、５・６年生による荏原平塚太鼓、吹奏楽部が演奏します。区内

の義務教育学校では４番目に誕生した本学園らしさを前面に出しながら、参加される方々も子どもたちも

心からお祝いできる一日にしていきます。ご協力をお願いします。 

【環境部会】                 担当 後藤 泰徳

環境部は校内の掲示物や午後の祝賀会の準備をしています。式典・祝賀会の日に合わせて玄関からお客

様の通る道に装飾を行い、来てくれた方々に見ていただく予定です。また、地下１階の武道場の前のメモ

リアルホールに荏原第二中学校、平塚中学校、平塚小学校の歴史や荏原平塚学園の今までの歩みを展示す

る予定です。なかなか見る機会のないところかもしれませんが、この機会にのぞいていただき、荏原平塚

学園の歴史に触れてみてください。式典と祝賀会の間の時間には、茶道部が御点前を披露します。

【記念誌部会】                担当 山口 幸代

荏原平塚学園10周年記念シンボルマークが決まりました！

荏原平塚学園１０周年記念シンボルマークが決まりました。

１０周年記念シンボルマークは、美術部７年生の近藤美乃里

さんがデザインしてくれました。夏休みから試作を繰り返し

て、ついに完成しました。コメントを紹介します。「１０周

年の『１０』は若竹をイメージして描きました。そして、若

竹の中から出ている虹は、個性豊かな荏原平塚学園の生徒達

です。」また、美術部の皆さんに描いてもらった作品は、周

年記念誌の挿絵になる予定です。

周年行事に向けて 

【 ５組 校外学習 】

担当 藤田 夕紀

１１月８日（金）に、品川歴史館・しながわ

水族館・ボウリング場に行ってきました。品川

歴史館では、自分たちが住む品川の歴史につい

て、幅広く学ぶことができました。縄文土器パ

ズルはとても難しかったようです。しながわ水

族館では、イルカショーがとても盛り上がりま

した。ボウリングはほとんどの生徒が初めての

経験でしたが、ストライクやスペアをとること

ができ、全員が楽し

むことができました。

次の学級行事は、２

月の横浜遠足を予定

しております。

【 ４年 東京グローバルゲートウェイ（ＴＧＧ） 】

担当 渡邉 裕介

１１月１９日（火）に TGG（TOKYO 
GLOBAL GATEWAY）に参加しました。

TGGは体験型英語学習施設です。実際に外国
に行ったかのような空間で、空港やレストラン

などの場での英会話に挑戦しました。

当日は、エージェントと呼ばれる外国人のス

タッフが付き、課題を与えます。それに対して、

子どもたちはジェスチャーを交えながら一生懸

命、英語で話してい

ました。今回の経験

を生かし、今後の英

語学習の意欲につな

げてほしいと思いま

す。



コミュニティースクールの１２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。 

○１２月２日（月）１０時～、図書ボランティア定例会とメディアセンターのディスプレイ変更を行います。

○１２月１７日（火）２・３・４校時、７年生の茶道教室。２年生の茶道教室は１月２３日（木）に 

変更になりました。ご確認ください。当該学年の保護者の皆様にお手伝いをお願いいたします。

○１２月２２日（日）品川かぶの品評会は諸般の事情により、今年は中止になりました。２月に学校で収

穫祭を予定しています。

○１２月２５日（水）ゆうゆうプラザにて、吹奏楽部のクリスマスコンサートを予定しています。

＊１２月の行事予定 ＊ 
２日(月) 全校朝礼 安全指導日 

２日(月)  第６回校内研究会(5 年 2 組以外⑤⑥校時カット) 

３日(火) 人権週間 社会科見学(4)  

     ブラインドサッカー(8) 

４日(水) 教育会のため午前授業(1-8) 合格塾(英) 

５日(木) 音楽朝会(1-4) 個人面談(1-9)(～11 日) 

 ７日(土) 土曜授業 区内一斉防災訓練 

 ９日(月) 前・後期課程朝会 合格塾(数) 

１１日(水) 個人面談終 合格塾(英) 

１２日(木) にこ班遊び クラブ(1-4) 

１３日(金) 専門委員会 

１４日(土) 品川区中学生の主張大会 

１６日(月) 1-4 児童生徒会朝会 合格塾(数) 

      脊柱側わん検診(5,7) 

１７日(火) 茶道教室(7,8,5 組) 

１８日(水) 第 7回校内研究会 

１９日(木) 英語朝会(1-4) 

２４日(火) 全校美化 

２５日(水) 終業式 給食あり 

２６日(水) 冬季休業日始 ～1/7 まで  

【 エバヒラもちつき 】             担当 影山 祥仁 副校長

１１月１６日（土）、毎年恒例のPTA主催「いじめ根絶エバヒラもちつき」が行われました。全
校の児童生徒がもちつきを体験し黄粉もちと磯辺もちをおいしくいただきました。PTA ふれあい
委員会のみなさんが何日も前から準備し、当日もたくさんの

方々にお手伝いをいただきました。

初体験の１年生は、「杵が重かった・・・。」や、「すごく

おいしかった。おかわりしたい。」と口々に話していました。

当日は、地域の町会長様や関係者の皆様にご来校いただき

ました。また、同窓会「わかたけ会」から、お茶を提供して

いただきました。ありがとうございました。

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

１２月の生活目標  

えばひら５つのきまりを守ろう 
あいさつ、返事・言葉・服装・時間・姿勢の徹底 

基本にもう一度立ち返り、２学期のまとめの時期をきちん
とした態度で過ごすよう指導していきます。 

現在産休中の佐治麻衣教諭ですが、11月7日に元気

な男の子を出産しました。母子ともに健康のようです。

教職員一同心からお祝い申し上げます。おめでとうござ

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。 

令和２年２月１日（土）品川学園にて、スチューデントシティ

（５年生）とファイナンスパーク（８年生）が行われます。

多くのボランティアの協力が必要です。是非！ご予定に。



学園便り１２月号 学習成果発表会で発表された英語スピーチ文です。

荏原平塚学園の中心を担ってゆく８年生、様々な場面で活躍しています。

Is Water Unlimited ?
 I．Y

Today, I’d like to talk about water. Water is very important for us to live, 
however the water we can use for daily life is only 0.01 % of the water on the 
earth. Water is a limited resource. 

There are many reasons why water is so important for us. The first reason is 
because we cannot live if we don’t drink water. Without it, we would die in 4 to 5 
days. Also, water is necessary for us to have clean and healthy lives, as we need 
it in the bathroom. The third reason is because we need much water to cook food 
and make clothes. For example, we use 2700 liters of water to make only one 
T-shirt. 2700 liters of water is enough for one person to drink for 900 days. If we 
run out of water, we cannot survive, get enough food, or make clothes. To keep 
our lives safe, we must conserve water. 

Some of you may say, “Do we need to save water ?” The answer is “Yes”. Today 
we have abnormal weather everywhere in the world. In Japan, sometimes we 
have too much rain and sometimes too little rain. Instability of the rainfall 
causes a decrease in the amount of water we can use, so we should reduce the 
amount of water used in our daily lives. 

We also have to think about the problem of energy. When we use water, we use 
electricity to purify and pump the water from the ground, and that makes CO . 
The increase of CO  is linked to global warming. As you know, global warming 
has a bad influence on our lives, such as poor harvest and spread of infection. To 
delay the progress of global warming, saving water is important.  

Now I will tell you two ways to save water in your daily life. One way is to pour 
water into a glass when you brush your teeth. Don’t leave the water running. We 
can save 5 liters of more water by doing this. If you keep doing this for one 
month, you can also save the same amount of a power as it takes to watch TV for 
1 hour and 30 minutes every day. The other way is to turn off the shower while 
you are washing your hair or body. By doing this, you can save 35 liter of water. If 
you change your normal shower head to a watersaving shower head, you can 
save 18 liters of more water. 

Water is very important for us to live, while it isn’t unlimited, so I think we 
should try to save water by doing small things. We can save a lot of water by the 
actions of many people working together.   

I think the same thing is true of other environmental problems. There are only 
tiny things each one of us can do for the earth. However, if everyone tries to do 
something, our future could be changed. Let’s start with whatever we can do. 

Thank you for listening.     



水は無限にある？ 

８年 男子  

今日は、水についてお話ししたいと思います。水は私たちが生きていくのにとても重要です。しかし、私たち

が日常生活に使える水は地球上にある水のわずか0.01%しかありません。水は限られた資源の一つなのです。 

なぜ私たちにとって水は重要なのかということに関しては２つの理由があります。一つ目は、水を飲まなくて

は私たちは生きていけないということです。水なしでは４，５日で死んでしまうでしょう。また、トイレで水が

必要とされるように、私たちが衛生的で健康的な生活を送るためには水は不可欠なものです。 

三つ目は、食べ物を調理したり、衣服を製造するにも大量の水が必要であるということです。例えば、たった

１枚のＴシャツを作るのに2700 の水が必要です。2700 の水とは、一人の人間が900日間飲むのに十分

な量です。もし水が不足してしまったら、生き延びることができないし、食物や着るものも手に入らなくなるの

です。私たちが安心して暮らすためには、水を節約しなければならないのです。 

中には「私たちは水を節約する必要があるのだろうか？」と言う人もいるかもしれません。しかし、その答え

は”Yes.”です。今日、世界のあらゆる場所で異常気象が見られます。日本でも非常に多くの雨が降ることもあ

れば、逆にほとんど雨が降らないこともあります。雨量が不安定だということは私たちが使える水量の減少につ

ながります。ですから、私たちは日常生活の中で使用する水の量を減らすべきなのです。 

また、エネルギーの問題も考えなければなりません。私たちが水を使用する時には、水を浄化したりポンプで

くみ上げたりするために電力が必要となり、つまりは二酸化炭素を発生させることになります。二酸化炭素の増

加は地球温暖化につながります。ご存知の通り、地球温暖化は、農作物の不作や伝染病の蔓延など、私たちの生

活に悪影響を及ぼします。地球温暖化の進行を遅らせるためにも、節水をすることは重要なのです。 

では、日常生活で水を節約する方法を二つお話しいたします。一つは、歯磨きをする時に、水を流しっぱなし

にしないでコップに水を入れておくことです。これで 5 の水が節約されます。これを１ヶ月間続ければ、毎日

１時間半テレビをつけておくのと同じだけのエネルギーが節約できるのです。もう一つは、髪の毛や体を洗う間、

シャワーを止めておくという方法です。これで、35 の水が節約できます。さらに、ふつうのシャワーヘッドを

節約型に替えたら、18 節約できるのです。

水は私たちが生きるために非常に重要なものですが、無限ではありません。ですから、私たちはちょっとした

ことで水を節約する努力をするべきだと思うのです。たくさんの人が一緒に実行することによってたくさんの水

が節約できるのです。 

同じことは他の環境問題にも言えると思います。私たち一人一人が地球のためにできることはほんの少しです。

しかし、もし、みんなが何かしようと努力すれば、私たちの未来は変えることができるでしょう。どんなことで

もできることから始めましょう。



To give our best “omotenashi”
O．W

Today I’d like to talk about cultural differences between Japan and other countries. 
We live in a global society now. We not only need to develop skills in language but also 
to know about these cultural differences. I’ll give you some examples of such 
differences and some of the troubles or misunderstandings that might occur. 

First, Japanese people apologize too much. We frequently say “sorry” in daily 
conversation. It means ‘apology’,’ request’, and ‘gratitude’ in Japanese. However, it is 
not used as often in other countries as in Japan because some foreign people think 
that it is suitable to use this word only when we make a serious mistake. So, there are 
some foreigners who ask “ Why do Japanese people apologize so often ?” We tend to 
think that saying “Sorry” is polite to others, but it isn’t necessarily.  We should know 
that saying “sorry” too much ” may even make others feel uncomfortable. 
  Second, I’ll tell you my experience to explain about the differences of manners on 
the train. One day, when I was on the train, a foreign tourist got on the same car. 
Then he started talking on the phone. The people around me looked unpleasant, but I 
didn’t know what to say to him. So I couldn’t say anything. Later, I looked up about 
manners on the trains on the Internet. I found that it is usual to talk on the phone 
even on the trains in Latin countries because they enjoy talking anywhere. So maybe 
the man talking on the phone on the train didn’t even think he was being rude. If I 
had known the cultural difference, I could have asked him to stop talking on the 
phone without feeling angry with him.                
  Third, I’ll explain about tattoos. In foreign countries some people tattoo themselves 
to dress up or express their love and their friendship and so on. Actually, I’ve seen a lot 
of foreigners with tattoos in Japan. However, because tattoos do not have a good 
image to Japanese people, some foreign tourists face problems. For example, people 
with tattoos can’t go to hot springs because they are not allowed to have them. So they 
have to go back to their countries without enjoying Japanese hot springs. During the 
Rugby World Cup held in Japan, the members of the Samoan national team wore 
suits to hide their tattoos because they respected Japanese culture. There are 
different opinions about it, but in my opinion we should be more tolerant to tattoos, 
although I thought their respect to our culture was great. 
   Globalization is expanding rapidly, and more and more foreigners will visit 
Japan.We need to know about cultures of other countries, and also need to try to get 
foreigners to understand our culture. To have foreigners find the charm of Japan and 
want to come to our country again and again, why don’t we try to give them the best 
omotenashi ? For that, our understanding of other cultures is more important than 
anything else. 
   Thank you for listening. 



最高の「おもてなし」を 

８年 男子  

今日は日本と外国の文化の違いについて話したいと思います。私たちは今グローバル社会に生きています。

そこで言語能力を高めるだけでなく、文化の違いを知ることも必要とされています。そのような文化の違いや、

起こりうる誤解、トラブルの例を挙げてみようと思います。 

 一つ目に、日本人は謝りすぎるということです。私たちは日常生活の中で頻繁に「すみません」と言います。 そ

れは日本語では、「謝罪」を意味することもあれば、「依頼」や「感謝」を意味することもあります。しかし、”Sorry.”

という言葉は、外国では、日本ほど頻繁には使われません。それは、”Sorry.”ということばは、重大な過ちを

犯した時にのみ使われるのにふさわしいことばだと考える外国人もいるからです。そのため、外国人の中には、

「なぜ日本人は謝ってばかりいるのだろう？」と疑問を抱く人もいるのです。私たち日本人は、「すみません」と

言うことは相手に対して礼儀正しいことと思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。あまり多用しすぎる

と不快感を与えてしまうことさえあるということを認識していた方がよいと思います。 

 二つ目に、電車内でのマナーの違いについて、私が実際に経験したことをお話ししたいと思います。ある日私

が電車に乗っていた時、一人の外国人旅行者が同じ車両に乗ってきました。そして彼は電話で話し始めたのです。

私の周りの人たちは不快そうでしたが、私は、彼に何と言っていいかわからず、何も言えませんでした。後で、

電車内のマナーについてインターネットで調べてみました。そこで、ラテン系の国の人たちは、どこであっても

会話を楽しむので、電車内で通話することもふつうのことなのだということを知りました。ですから、車内で通

話していた人は、自分が無作法だと思ってもいなかったのかもしれません。もし私がそんな文化の違いを知って

いたら、彼に対して腹立たしさを感じることなく、通話をやめるようにお願いできたでしょう。 

 三つ目に、タトゥー（入れ墨）についてお話ししたいと思います。外国では、おしゃれのためや、愛や友情の

証としてタトゥーを入れる人たちがいます。実際、日本でもタトゥーを入れた外国人をたくさん見かけます。し

かし、タトゥーは日本人にはイメージが良くないため、外国人旅行客には困ったことが起きることもあります。

例えば、タトゥーをしている人は温泉に入ることができません。お断りされてしまうからです。つまり、彼らは

日本の温泉を楽しむことなく、母国に帰らなければならないということです。日本で行われたラグビーワールド

カップではサモア代表選手たちは、日本文化を尊重して、タトゥーを隠すスキンスーツを着用しました。これに

ついては様々な意見があるようです。しかし、私の意見としては、彼らの日本文化に対する敬意は素晴らしいと

思いますが、日本人はタトゥーに対してもう少し寛大であるべきではないかと思います。 

グローバル化は目覚ましく進み、今後さらに多くの外国人が日本を訪れるでしょう。私たちは、他国の文化を

知ると同時に、外国の方々に私たちの文化を理解してもらえるように努力することも必要です。外国の方々に日

本の素晴らしさを知ってもらい、何度も訪れたいと思ってもらえるよう、最高の「おもてなし」をしようではあ

りませんか。そのためには、私たちが異文化を理解することが何よりも重要なのです。


