
 

  

 

 

 

 

簡単にあきらめることなく、挑戦し続ける勇気を持って！ 

                                       校長 米塚 裕貴 

 

 梅雨の晴れ間に夏空が顔をのぞかせるようになり、１学期も締めくくりの時期を迎えまし

た。 

先月は、１年生校外学習（多摩川台公園）、２年生校外学習（品川水族館）、５組移動教

室（磐梯高原）などの校外活動で、それぞれ豊かな人間性や社会性の伸長につながる貴重な

体験ができました。 

１年生や２年生の校外学習では、公共の乗り物を使い、集団行動を意識しながら目的地を

訪れ、遊びや学びを通して学年の絆を深めることができました。５組が参加した連合移動教

室では残念ながら雨でキャンプファイヤーが中止になってしまいましたが、室内で行われた

各学校の演目は見応えがありました。ラストを飾った本校の出し物は「スーホの白い馬」を

モチーフにした寸劇で、出演した６人の息がピタリとあい、夢に現れた白い馬が暗闇の中に

浮かび上がるシーンでは会場からどよめきの声があがるなど大成功でした。２日目の雄国沼

への山登りでは好天に恵まれ、励ましあいながら踏破し、花が咲き誇る湿原に出会い、大自

然の美しさを体験できました。 

 今月も７年生の移動教室、５年生の林間学校、来月は８年生の勉強合宿などまだ宿泊行事

が続きます。しっかりと準備に取り組み、それぞれの目的に沿った活動を通して一人一人の

成長につなげていければと考えています。 

 さて、定期考査が終わり、学力向上の面でも、それぞれが自己の課題に真剣に向き合い、

克服していく必要があります。特に９年生は卒業後の進路との関わりの中で、この夏休みの

過ごし方が大切なことは言うまでもありません。目標に向かって諦めずに粘り強く取り組む

姿勢が求められています。イソップのカエルの寓話をご存知でしょうか。液状のクリームが

入った桶の周りを遊んでいた２匹のカエルが足を滑らせ落ちてしまいます。１匹のカエルは、

少し頑張った後、もうだめだと思い死を覚悟します。しかし、もう１匹は諦めず懸命に泳ぎ

続けた結果、地面にたどり着きます。桶の液状のクリームはミルクで、固まってバターに変

わったため助かるというお話です。 

この寓話のように、たとえ困難と思えた目標でも、諦めずに粘り強く努力を積み重ねてい

くと、まるでオセロゲームで一枚の色が変わった途端、全ての色が変わっていく様に、劇的

に状況が好転していくことがあります。学習への取り組む中、意欲が出てきて小テストなど

で良い点を取ることができても、定期考査のような大きなテストでなかなか結果が出ない時

があります。ここで１匹目のカエルのように、すぐに諦めてしまっていては大きな成果につ

なげることはできません。目に見える成果が実感できるまでは、長い時間を要するととらえ

て、諦めずにコツコツ努力を続けていく、その覚悟こそが２匹目のカエルのように素晴らし

い変化をもたらすのではないでしょうか。 

これから三者面談が予定されている学年もあります。それぞれ、学力向上に向けてどのよ

うな取り組みが必要なのか、ご家庭でもじっくりと話し合い具体的な取り組みにつなげてい

きましょう。 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   米 塚  裕 貴 

令和元年 7 月 1 日発行 

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

荏原平塚学園便り 

 



【後期課程運動会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の PTA 競技も、「保護者･教員連合軍 vs９年生」の綱引き合戦。親や教師としては「威厳

を保ちたい！」、子どもとしては「一泡吹かせたい！」思いを綱に込めた熱き戦いとなりました。

１回戦は１分以上引き合うも、縄が全く動かず引き分け・・・。２回戦目は途中、西鍵先生と木

村先生が担任としての思いに溢れたのか、生徒側に加わるという寝返り行為により、９年生が見
事勝利。ご褒美として赤組も白組もそれぞれ 100 点ずつ獲得した、大盛り上がりの種目でした。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 立花 あい 

今年度の運動会は７年生が３クラスになりましたが、全

学級が抽選によって赤組・白組に分かれ、縦割り色別対抗

での運動会を実施しました。９年生が練習時から良き手本

となり、下級生の気持ちを高め、まとめていました。 

当日は 『荏平魂～己の限界に挑め！ガンバレー和～』 

のスローガン通り、どの競技にも全力で挑む姿、仲間を必

死に応援する姿が見られました。新しい種目や試みもあ

り、最高の令和最初の運動会になりました。 

保護者の皆様、来賓・地域の皆様、熱いご声援ありがと

うございました。 

７年   担当 中原 寛子 

 ７年生にとって、後期課程最

初の大きな行事でした。全体練

習が始まった頃は、整列や体

操、行進などに対する意識が低

く、先輩方に迷惑をかけてしま

うこともありました。しかし、

練習を重ねるごとに一人一人

の意識が少しずつ変わり、当日

は７年生として競技や係の仕

事に全力で取り組む姿が見ら

れました。この成果を移動教室

につなげていきたいです。 

８年   担当 山本 正章 

新しい仲間と協力して、昨年

度より考えながら練習に取り

組むことができていました。学

年種目の全員リレーやむかで

競走の練習を通してクラスの

団結力を高め、応援合戦や全校

ダンスでは、リーダーシップを

発揮する９年生の姿に刺激を

受けました。両クラスとも譲ら

ぬ戦いを繰り広げ、勝ち負けを

超えた充実感を得ることがで

きた運動会となりました。 

９年   担当 西鍵 望 

 修学旅行が終わって間もな

く、最後の運動会に向けて毎日

練習に励んできました。全員リ

レーや大むかで競走ではクラ

スの団結力を高め、応援合戦や

ダンスでは最上級生として下

級生を立派に引っ張りました。

練習を積み重ねることで、自分

たちの成長を確かに感じるこ

とができたようです。見る人に

感動を与える運動会になりま

した。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 ９年 修学旅行  】               担当 西鍵 望 

  

５月３０日（木）～６月１日（土）に奈良・京都へ 

行きました。初日の奈良では、薬師寺と東大寺を全員 

で見学しました。２・３日目はバスやタクシーを使っ 

て、京都市内を班ごとにまわりました。事前に班員で 

ルートや見学時間を考え、２日間の班の行動計画を綿 

密に立てました。当日は、京都の歴史や文化について 

自分の目で見て確認し、楽しく学習することができま 

した。また、歴史や文化だけでなく、集団行動の大切 

さを改めて学んだ修学旅行となりました。 

 今回学んだことを、これからの学園生活に生かし、 

残りの学園生活も全力で過ごしていきたいと思います。 

 

 

 【 １年 校外学習  】               担当 塚本 貴子 

 

６月７日（金）に多摩川台公園に校外学習に出かけま 

した。子ども達は、電車の乗り方や道路の歩き方のルー 

ルやマナーを守って行動することができました。到着後 

すぐに水生植物を見たり、野草園内で遊んだりしました。 

また、全員でおにごっこをして遊びました。当日は雨が 

降ってきたため、お昼には、学園に戻り５階ホールでお 

弁当を食べました。子ども達は、お家の方が作ってくれ 

たお弁当を美味しそうにほおばっていました。午後は、 

教室でレクリエーションをして楽しみました。この学習 

を生かして今後も学校生活を送ってほしいと思います。 

 

 【 ３年 平塚すこやか園との交流 】         担当 永安 浩也 

  

６月１０日（月）に、平塚すこやか園の皆さんと交流 

給食を行いました。園児のみなさんとの交流は今回で２ 

回目ということもあり、子ども達も楽しみにしていまし 

た。 

 前回の交流も楽しく過ごし、仲良しになれたものの、 

「お兄さん、お姉さんとしての行動があまりできなかっ 

た。」との感想が多かったので、今回はいろいろと作戦を 

立てて、園児のみなさんを迎えました。 

 当日は、自分達から話しかけたり、給食の片付け方を教 

えてあげたりするなど、グループで立てた作戦を実行する 

姿が見られました。「名前も覚えたし、また一緒に遊びたい。」「いろいろな事を教えてあげたい。」

など、次回の交流に向けて意欲を高めました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙のコミュニティ・スクール（ＣＳ）通信を開始して 1年になりました。名前を新たに「クローバー通信」

として更なる活動の充実に努めていきたいと思います。こちらのコーナーでは、引き続き、直近に予定している

活動を紹介し、ボランティアを募る場としていきます。気になるボランティア活動がありましたら、気軽にお問

い合わせください。保護者の皆様、地域の皆様の、より多くのご参加をお待ちしています。 

○ ７月１２日（金）、第２回校区教育協働委員会を開きます。委員の皆様よろしくお願いいたします。 

○ ７月１日（月）から７月１２日（金）まで、えばひら読書旬間となります。図書ボランティアでは、朝８

時３０分からの１５分間、１年生から４年生の児童へ、絵本の読み聞かせを行います。 

○ ６月１５日（土）５年生が田植えを行い、稲が順調に育っています。お米を食べるところまで育てていき

ます。９月から２年生の「品川かぶ」育成と合わせて、ボランティア募集中です。 

○ ７月４日（木）、３年生の茶道教室があります。３年生 

保護者の皆さんへ、授業のお手伝いのご案内をします。 

○ プログラミング教室や夏休み科学実験教室も企画中です。 

＊７月の行事予定 ＊ 

 

【 ５組 磐梯移動教室 】            担当  藤田 夕紀 

 

 ６月１９日（水）～６月２１日（金）の３日間、磐梯高 

原方面へ移動教室に行きました。 

１日目の室内レクリエーションでは、荏原平塚の出し物 

として「スーホの白い馬」の劇を行い、盛大な拍手を受け 

ました。２日目の雄国沼湿原へのハイキングは、慣れない 

山道で大変でしたが、天候にも恵まれ、きれいな青空の下 

でニッコウキスゲを見ることができました。３日目は那須 

どうぶつ王国でカピバラや犬、猫と触れあったり、様々な 

動物を目の前で見ることができました。 

 ３日間、自分の身の回りのことは自分で行う、自分の係の責任を果たすことを目標に行動する

ことができました。これからの生活に生かしてほしいです。 

 

１日(月) 全校朝礼 専門委員会 合格塾(数) 

     セーフティー教室  

２日(火) 英検 IBA(8) 租税教室(9)  

校内漢字検定補習日 荏原保育園交流給食(2) 

３日(水) 教育会のため４時間授業 合格塾(英)  

 ４日(木) 東京都学力の向上を図るための調査(5,8) 

 茶道教室(3) 

 ５日(金) オープンスクール(中延小・延山小) 

       進路学習出張授業(9) 

６日(土) 土曜授業 避難訓練（防災学習･集団下校訓練） 

８日(月) １－４児童生徒会朝会 移動教室前検診(7) 

      合格塾(数) 

１０日(水) 移動教室(7)始  合格塾(英) 

１１日(木)  英語朝会(1-4) クラブ(4-6)  給食試食会 

１２日(金) 移動教室(7)終 第２回校区教育協働委員会 

１３日(土) PTAえばひら夏祭り 

１５日(月)  海の日 

１７日(水) 赤ちゃんふれあい体験授業(9) 

１８日(木) にこにこ班遊び(1-4) 全校美化 

      林間学校前検診(5) 

１９日(金) 終業式 

２１日(土) 夏季休業日始（～8/31） 林間学園(5)始 

２２日(月) 夏季水泳教室(1-6)始 ラジオ体操始  

      林間学園(5)終 

２４日(火) 個人面談始 

サマースクール(1-6)～25日、(7-9)～26日 

       夏季自習教室(3-6)～25日、(7-9)～26日 

２５日(木) 第一回学校保健委員会 

２９日(月) 夏季水泳教室(1-6)終  個人面談終 

      イングリッシュキャンプ(～31日) 

３１日(水) 勉強合宿前検診(8)・事前指導 

 

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。 

７月の生活目標  

１学期をしっかりしめくくろう。 

学習のまとめと整理整頓を重点に指導していきます。 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 


