
  

 

 

 

 

 
 

主体的に学ぼうとする姿勢を大切に！ 

                                       校長 米塚 裕貴 

 大型連休が明け、元号が令和と改まりました。「平成が戦争のない時代として終ろうとしているこ

とに、心から安堵しております」と語られた上皇陛下のお言葉を重く受け止め、いつまでも続くよう

新たな誓いを胸に、平和を希求する児童生徒の育成に努めたいと考えております。 

さて、今年度の教育活動もいよいよ本格化し、今月は日光移動教室(６年)、前期課程運動会(１～

６年)、関西修学旅行(９年)と大きな行事が続きます。日光も京都・奈良も日本が世界に誇る世界遺

産の宝庫です。国際理解はまず、自国の伝統文化を正しく理解することが原点となります。事前学習

で見るべき点、学ぶべき点をしっかりと把握し、現地で目にした実感を大切に、日本の伝統文化の良

さを学び、他国の人にきちんと伝えられることを目指していきたいと考えています。 

以前、修学旅行の引率で訪れた京都で和菓子作りを学ぶ機会がありました。見本として持参してく

れた美味しそうなミカンの和菓子、「むいてみてください」と渡された生徒がむいてみると、中から

渋皮に包まれた本物同様のミカンが現れ、その場にいたものは皆、思わず「おおっ」と感動の声をあ

げました。見えるところだけではなく、見えないところこそ大切にして繊細に表現する日本文化の神

髄を感じたものです。和菓子作り後の質問タイムで職人さんに、「手先が器用だから職人になったの

ですか」と質問したところ、返ってきた答えは意外なものでした。２０年近いキャリアを積んでいる

職人さんでしたが、自分は特に人に自慢できるほど手先が器用なわけではなく、若い頃、周りには器

用な人も多かったので、ついていくのに苦労したというのです。和菓子は、季節毎に作る菓子の種類

が異なるので、一つ覚えても次から次へ新しい課題に直面し、瞬く間に１０年近い歳月が流れたそう

です。自分が人に負けないものがあるとしたら、我慢強さとか粘り強さではないか、とその職人さん

は語ってくれました。手先が器用でも仕事が長続きせず、辞めていく人も多い世界なのだそうです。

伝統文化を支えているのは、地道な努力の積み重ねであることを学ばせていただきました。これから

全学年で実施していく茶道教室も伝統文化を体験する貴重な機会となるはずです。まずは、好奇心を

もって積極的に取り組んでいきましょう。 

自ら主体的に学ぼうとする姿勢は、一朝一夕に育てられるものではありません。幼少期から豊かな

体験活動を通して様々な事象に関心をもち、疑問を追求し、解決することによって得られる楽しい経

験の積み重ねが重要になると言われています。修学旅行での職人さんとのやり取りもそうですが、貴

重な学びの経験は、人の話をしっかり聞こうとする傾聴力、聴きながら考えたこと、疑問に感じたこ

となどを整理し、さらに深い話を引き出そうとするコミュニケーション能力が重要なポイントとなり

ます。説明を聞いた後、何か質問はありませんか？と問われて、黙り込んでしまう集団ではなく、時

間が足りなくなるくらい積極的なやり取りができる集団となることを目指していきたいと考えてい

ます。 
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●浜川中学校より、青木前校長先

生の後任として着任いたしまし

た。令和元年となる節目の年、荏

原平塚学園の皆様方に出会えたこ

とを大切に、心に残る一年にした

いと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。児童生徒の

皆さんもそれぞれの新しい出会い

を大切に、喜びは倍に、悲しみは

半分になるような素敵な友情を育

んでいってください。   

（校長）米塚 裕貴 

●今年度荏原平塚学園に新規採用

になりました、１年２組の担任をさ

せていただきます、佐藤史織です。

これからも、エバヒラの明るく素直

な子どもたちと学園生活を送れる

ことをとてもうれしく思います。子

どもたちにとって、学校が毎日楽し

く、安心して過ごせる場所になるよ

う、日々努力してまいります。よろ

しくお願いいたします。 

 

（１年２組担任）佐藤 史織 

●世田谷区立三軒茶屋小学校から参

りました。遠竹悠希と申します。前

任校は住宅街にぽつんとある小さな

小学校だったので、本校に初めて来

た際には、校舎の広さに驚きました。

いまだに色々な教室の場所が覚えら

れていませんが、可愛くて優しい子

どもたちがいつも助けてくれます。

環境に恵まれたこの学校での生活を

楽しみにしています。これから、ど

うぞよろしくお願いします。 

（２年２組担任）遠竹 悠希 

●隣の小山小学校から異動してき

ました。同じ街なのに新しい風景

が見えたり、初めて中学生の前で

話したり、新しい発見や体験をた

くさんしています。 

 新しい人との出会いを大切に

し、皆さんで協力しながら、一緒

に成長する中で、すてきな学園に

していきたいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

（４年１組担任）後藤 泰徳 

●はじめまして。今年度から荏原平

塚学園に来た矢野武（やのたける）

です。廊下等ですれ違うと、元気に

挨拶をしてくれるので毎日みなさ

んから沢山のパワーを貰っていま

す。５・６年生の副担任ですが、学

年関係なく関わっていきたいと思

っています。健康第一で一緒にえば

ひらで学んでいきましょう。よろし

くお願いします。 

   （５・６年生副担任 矢野 武） 

●品川区立鮫浜小学校から異動して

きました。たけのこ教室を担当しま

す。鮫浜小学校でも、特別支援教室

を担当していました。とても綺麗な

校舎と人工芝にびっくりしました。

行事などを通して、多くの児童生徒

の皆さんと関われることを楽しみに

しています。皆さんが元気に安心し

て学園生活を送れるよう頑張りま

す。よろしくお願いします。 

（たけのこ教室）湯澤 牧子 

●特別支援学級５組担任の藤田夕

紀（ふじたゆき）です。昨年度か

ら荏原平塚学園で勤務していまし

たが、今年度から新規採用となり

ました。初めてエバヒラに来た時

は、校舎が広くて迷子になること

もありましたが、１年が経ち、こ

の広さにもすっかり慣れました。

小学生から中学生までがいるこの

義務教育学校でたくさんの子供た

ちと関わりたいと思っています。 

よろしくお願いします。 

（５組担任）藤田 夕紀 

●初めまして。この１年間、２年生

から６年生の図工を担当させてい

ただくことになりました、芦澤空良

（あしざわそら）と申します。初め

て荏原平塚学園に来たとき、広く綺

麗な校舎、そして何より元気いっぱ

いに挨拶をしてくれる子どもたち

を見て、不安な気持ちが吹き飛びま

した。チームエバヒラの一員として

子どもたちと共に楽しく充実した

学園生活を送ることができるよう

努めます。宜しくお願い致します。  

（２~６年生図工専科）芦澤 空良 

●目黒区立碑（いしぶみ）小学校か

ら、“たけのこ教室”の担任として異

動してきました。目黒の支援教室で

４年間勤め、昨年度は初めて特別支

援の固定級の担任をしました。世田

谷、渋谷、大田、港と数多くの区で

勤務してきましたが、品川区は初め

てです。美しく整備された最高の環

境の校舎で働けることと、新たな出

会いに感謝しております。どうぞ宜

しくお願い致します。 

（たけのこ教室）秋山 鶏子 

●新島という離島にある中学校か

ら参りました、中原寛子です。教

科は数学で、今年度７学年の主任

と７－１の担任をさせていただく

ことになりました。４年ぶりの担

任で、まだまだ戸惑うことも多い

ですが、明るく素直な生徒たちと

一緒に、笑顔のあふれる学園生活

にしていきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。 

（７年１組担任）中原 寛子 

●今年度から荏原平塚学園で算数

少人数を教えます、齋藤怜汰（さい

とうれんた）です。今年の３月に大

学を卒業したばかりです。毎日多く

のことを学ばせていただき、充実し

たえばひら生活を過ごしています。

子ども達とともに成長していける

ように、日々努力してまいります。

１年間よろしくお願い致します。 

（算数少人数）齋藤 怜汰 

●本年度から、後期課程、若竹教室

の特別支援教室専門員として参りま

した。私は、小学校と中学校に勤務

した事はありますが、義務教育学校

は初めてです。荏原平塚学園の生徒

全員が毎日元気に登校できるよう、

頑張って、お手伝いしようと思って

います。宜しくお願いします。 

（後期課程特別支援教室専門員） 

高田 久美子 

転入した教職員より 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●林試の森の先にある、大鳥中学校

から来ました。８年生の副担任、７，

８年の数学を担当します。児童生徒

の皆さんとお話しするのが大好き

です。広い校内を歩き回って、いろ

いろな子どもたちの様子を見るの

が楽しい。数学の授業をするのが楽

しい。生徒の皆さんにも「数学が楽

しい！」と言ってもらえるような授

業になるよう頑張ります。 

（８年副担任・数学科）小坂 妙子 

●港区立青山中学校から参りまし

た山口幸代と申します。教科は英語

で、９年の進路指導と茶道部を担当

させていただきます。義務教育学校

は初めてなので戸惑うことも多い

ですが、優しく親切な生徒の皆さん

に助けられて毎日を過ごしていま

す。楽しく活気のある授業を目指し

て頑張っていきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

（９年副担任・英語科）山口 幸代 

●この４月より巡回相談員として

荏原平塚学園に来ることになりま

した小野島昂洋（おのしまたかひ

ろ）と言います。週に１回、水曜日

に来ていろいろなクラスを見て回

って、みなさんの勉強や学校生活が

うまくいく方法を先生たちと一緒

に考える仕事をしています。見かけ

た際には、どうぞお気軽に声をかけ

てください。 

（巡回相談員）小野島 昂洋 

 ●はじめまして。今年度から荏原

平塚学園に参りました澤田雄太（さ

わだゆうた）と申します。７年生の

副担任と８・９年生の社会科の授業

を，担当させていただくことになり

ました。明るく元気なエバヒラの生

徒たちと一緒に，充実した学園生活

を送っていきたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

（７年副担任・社会科）澤田 雄太 

●世田谷区立用賀中学校からまい
りました高野真弓と申します。毎
日に続く健康診断、生徒の皆さん
がとても協力的で、癒されていま
す。心と体に調子の悪いところが
ないことは、とてもいいことです。
皆さんが元気に生活できるように
お手伝いしたいと思っています。
ケガや風邪の予防、それから応急
手当の方法も覚えてもらえるとい
いなあと思っています。よろしく
お願いします。 

（後期課程養護教諭）高野 真弓 

 

 

【児童・生徒会紹介】 

 会長  

  ９年１組 片倉 心響です。活動内容を知る新聞の発行、IDEA BOX の意見の実現に努めま

す。よろしくお願いします。 

 副会長  

  ９年１組 金子 真大です。学園の最高学年として、積極的にこの学園をより良くする改善

案を提案していきたいです。よろしくお願いします。 

  ８年２組 岡 渉です。明るく、楽しい最高の学校をつくれるよう、がんばります。よろし

くお願いします。 

  ７年３組 鈴木 寿祈です。副会長として頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

 本部役員  

９年２組 堀江 歩佳です。児童・生徒と、先生の架け橋として、様々な提案をしていき

ます。よろしくお願いします。 

８年２組 三浦 脩です。残り半年ですが、学校をより良くできるように頑張るので、よ

ろしくお願いします。 

８年１組 枝松 直輝です。９月まで気を抜かず、頑張りますのでよろしくお願いします。 

７年３組 鈴木 絢音です。児童・生徒の代表として、みんなの意見を上手にまとめてき

ちんと発表していきたいです。 

６年２組 井上 幸正です。みんなと協力して頑張っていきたいです。  

６年２組 森本 一花です。最後まで頑張りますので、よろしくお願いします。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  【３・４年 歩行者シミュレーション】           担当  後藤 泰徳 

 歩行者シミュレーターを使って安全な歩行に 

ついて学びました。普段何気なく歩いている街  

ですが、様々な危険があることに改めて気付き  

ました。 

習ったキーワードは「①とまる ②みる 

③まつ ④もしかして」です。これからの生活 

に生かして安全に生活してほしいと思います。  

 

＊５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 

コミュニティースクール事業がはじまって、４年目！ 

学校地域コーディネーターは髙田有希子と荒井雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○茶道ボランティア：５月７日（火）９年生が市民科授業として茶道教室を行います。 

○図書ボランティア：４月２６日（金）１０時から図書ボランティア定例会を行いました。 

○学校花壇ボランティア：５年生稲作授業がはじまりました。５月１８日（土）に種まき、 

６月１５日（土）に田植えを行う予定です。 

○学習支援活動：５月１６日（木）～１９日（土）の学校公開に向けて、受付の 

ボランティアを募集しています。 

＊その他：運動会で５・６年生が「荏平太鼓」で使用する和太鼓を、荏原 3丁 

 目町会と荏原４丁目町会から貸していただきました。  

 学校公開の「荏平茶屋」で使用する和菓子づくりを５月１２日（日）に行います。 

学校ボランティア連絡用の 

QR コードです。お気軽に 

お問い合わせください。 

７日(火) 眼科検診(1,3,5)  校外学習(4) 

茶道教室(9) 

自動車シミュレータ教室(3) 

 ８日(水) 教育会のため４時間授業 

発育測定(1-6) 身体測定(7-9) 

修学旅行保護者説明会(9) 

 ９日(木)  眼科検診(2,4,6)  平塚すこやか園交流(3) 

１０日(金)  部活動保護者会 耳鼻科検診(4-6) 

１３日(月) 全校朝礼 安全指導日 音楽鑑賞教室(1-6) 

移動教室前検診(内科検診)(6) 

１４日(火) 音楽鑑賞教室(5) 避難訓練(集団下校) 

１５日(水) 移動教室始(6)  

１６日(木) 学校公開① 耳鼻科検診(1-3) 

水道キャラバン(4) 

１７日(金) 学校公開② 移動教室終(6) 

１８日(土) 土曜授業(給食あり) 学校公開③ 

PTA 定期総会 種まき(5) 

２０日(月) 1-4・児童生徒朝会 

２１日(火) 定期考査(7-9)  

２２日(水) 修学旅行前検診(9) 

２３日(木) 専門委員会 内科検診(7) 

２４日(金) 運動会前日準備(1-6) 

２５日(土) 前期課程運動会 

２７日(月)  後期課程朝会 振替休業日(1-6) 

２９日(水) 品川教育の日 午前授業(1-6)  

３０日(木) にこにこ班遊び(1-4) 音楽鑑賞教室(8) 

修学旅行始(9)  クラブ(4-6) 

３１日(金) 第１回英検 

５月の生活目標 

 時間を守ろう  

チャイム着席、遅刻をしない、下校時刻を守る。

これらを重点的に指導していきます。 


