
 

 

  

 

 

 

笑門来福、笑顔あふれる一年に！ 

                                       校長 米塚 裕貴 

新年明けましておめでとうございます。昨年中は本校の教育活動にご理解、ご協力を賜り、

まことにありがとうございました。本年もよろしくお願い申し上げます。 

見えない時の流れに法則性を見つけ、区切りをつけていくカレンダーは人類の大発明である

と今更ながら感じることがあります。カウントダウンで新年を迎える瞬間は、世界中の人々に

とって、良い年にしようという特別な思いを抱かせてくれるからです。 

日本では初詣に寺社を訪れる人も多いですが、無病息災、健康長寿、家内安全、交通安全、

商売繁盛、学業成就、就職成就、病気平癒、縁結び、安産、合格など様々な願い事であふれて

います。願うということは、そうなって欲しいという期待に胸を膨らませることです。未来へ

の夢や希望へとつながります。「今年こそは」と願う気持ちを大切にしながら、自身の成長を目

指すための具体的な行動につなげられるよう支えていきたいと考えています。 

学校では学業成就、入試合格という願い事が身近にあると思いますが、神頼みだけで願いが

叶うと考えている人はいないはずです。今という時間を大切に、努力を積み重ねながら、やれ

ることはやったという自信が底力となって大切な場面で力を発揮するのです。「叶」（かなう）

という漢字は、＋（プラス）の言葉を口にすること、つまり前向きな思考を持つことだという

説があるそうで、なるほどとも思いますが、あくまでも俗説だそうです。口は言葉、十は多く

の人という意味を持ち、「多くの人の言葉と言葉が調和する。一致する。」というのが「叶」と

いう漢字の成り立ちだそうです。多くの人と合意形成を図り味方を増やしていくことが願いを

叶える（望み通りになる）ためには大切なことと気づかされます。 

先日、ОＥＣＤによる国際的な学力調査の結果が発表され、日本の若者の読解力低下が指摘

され話題となりました。原因の一つにＳＮＳの普及をあげる人がいます。単語や略語など短文

の話し言葉で表現する機会が多くなり、本や新聞など論理的で一定量の文章を読む機会が減っ

ているため、情報の読解、整理に課題があるというのです。テキストなど様々な情報を読み取

るだけではなく、活用したり、評価したり、意見を述べたりするための読解力を身に付けるこ

とは、多様な考え方がある中で合意形成を図る上で重要になるものと思われます。 

人間の思考は言葉を用いるので、自分の語彙の範囲を超えられません。語彙力を高めるには

知らない言葉と出会ったら調べることを習慣づける必要があります。また、本や新聞などの長

い文章も書きたいことはいくつかに絞られています。一つ一つの文から主語と述語を正しく読

み取りながら、書き手の書きたいことを要約してみましょう。本を読むとき、自分の経験や知

識と結びつけてイメージを膨らませたり、自分がどう感じたか、自分ならどうするか考えてみ

たりしながら、文章を読んで考える習慣がつけば、読解力は伸びていきます。 

本校でも読書活動に力を入れ、朝読書や読書旬間、図書委員会や学校地域ボランティアによ

る読み聞かせや読書集会、ビブリオバトルなど様々な活動に取り組んでいますが、恵まれたメ

ディアセンターを活用し、さらに工夫しながら読書習慣の定着を図りたいと思います。また、

コミュニケーション能力の育成を目指して、各教科の授業を始め様々な教育活動を通して「読

む、書く、話す、聞く」能力の育成を図っていますが、発達段階に応じて記録、要約、説明、

論述など言語活動を活発化し、発信力や傾聴力を身に付けさせたいと考えています。 

さて、今年の夏にはいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。オリンピ

ックパラリンピック教育の集大成として、実際に競技を観戦する体験を通して、児童・生徒た

ちの胸に深く刻まれる東京オリンピック・パラリンピックとなることを期待しています。 

 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   米 塚  裕 貴 

令 和 元 年 1 月 8 日 
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【 ８年 ブラインドサッカー 】          担当 山本 正章 

１２月３日（火）に８学年クラス別で、各クラス２時間のブラインドサッカー体験を実施しました。 

 ブラインドサッカー協会から選手１名、トレーナー１名の２名体制で指導していただきました。５

年生の時にも体験をした生徒も多くいましたが、中学生（思春期真っ只中）での体験は５年生の時と

は違った印象をもった生徒が多かったようです。見えない状況で相手にどう接するのがよいのかを考

え、「相手の気持ちになる」「わかりやすい指示を出す」な 

ど普段の学校生活においても大切なことを学びました。こ 

の体験から学んだことを普段の学校生活でも意識してほし 

いです。また、今年開催される東京オリンピック・パラリ 

ンピックにも関心をもってほしいと思います。貴重な体験 

をさせていただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

【 茶道教室（５組） 】             担当  藤田 夕紀 

 １２月１７日（火）に茶道教室が行われました。慣れない正座に、少し辛そうにする場面もありましたが、

柚子の和菓子とお茶を美味しくいただきました。 

講師の児玉先生には、お菓子・お茶の出し方や飲み方だけ 

でなく、人間として大切なことについてお話しがありまし 

た。【芯の強さ】一度決めたらやり抜く覚悟、【優しさ】他 

者を思いやる心、自制心】周囲に流されない自立心、この 

３つから人間力は成り立つということを教えていただきま 

した。 

 「お茶の味はどうですか？」「とてもおいしいです。」な 

ど、ただお茶を飲むのではなく、相手とのコミュニケーシ 

ョンも楽しみながら日本文化を経験することができました。 

【 中学生の主張大会 】               担当  川邊 泰葉 

 

１２月１４日（土）に立正大学ホールで中学生の主張大会が行われました。荏原平塚学園の代表と

して９年生の藤本直人さんが、高齢者ドライバーによる事故防止についての主張を発表しました。こ

れまでに何度も原稿を書き直し、何度も練習を重ねて本番を迎えました。当日は舞台で堂々と発表し、

奨励賞を受賞しました。おめでとうございます。 

今回の主張大会は、下記の日程で品川ケーブルテレビ 

にて放映されます。 

 放映日時 ：①令和２年１月２５日（土）２０時～ 

       ②令和２年１月２６日（日）２０時～ 

チャンネル：品川区民チャンネル（１１ch） 

 ぜひご覧になってください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 税の作文コンクール 】           担当 大串 康裕   

９年生は、社会科の公民的分野の学習で得た知識や考えを生かし、税の作文に取り組みました。 

税金の意義や課題について、納税者または未来の有権者として多面的 

に捉えて自分の意見をもち、立派に表現することができました。この 

経験を自信につなげて、より良い社会の発展に貢献し、活躍できる人 

へと成長してほしいと思います。   

コンクールに応募した結果、今年は５名の生徒が各賞を受賞しました。 

東京都国税局管内納税貯蓄組合優秀賞……麻生和勇斗  

東京都納税貯蓄組合総連合会 会長賞……田仲孝寛 

荏原税務署長賞………………………………片倉心響  

品川区長賞……………………………………星野美鈴 

荏原納税貯蓄組合連合会 会長賞…………冨山真花 

                                  周年委員長 星野 麻仁 

１２月２５日（水）終業式の後に、アリーナで式典の記念合唱の練習を行いました。曲は「マイバラー

ド」と「ふるさと」です。１年生から９年生が集まり合わせるのは初めての機会でした。音楽科の木村先

生、樽谷先生にポイントを教わりながら上達させることができました。次回の練習は始業式です。 

１月１４日（火）には礼法と合唱練習、１７日（金）の前日に最終確認をして臨みます。 

 

パルム商店街さんが１０周年横断幕を掲げてお祝いしてくれています！ 

 前ＰＴＡ会長 江野下さんの計らいで、武蔵小山商店街振興組合の 

みなさんから素敵なプレゼントをいただきました。周年行事が終わっ 

た後の１月末まで掲出してくださるとのことです。 

 地域の方々からの後押しが、子どもたちの力にもなります。 

本当にありがとうございました。 

周年行事に向けて② 

【 人権ポスター 】              担当 芦澤 空良 

 児童・生徒の人権意識を高める活動の一環として、５，６年生と後期 

課程の美術部員が人権ポスターを制作しました。内容が伝わりやすいよ 

う、色の組み合わせや文字の配置を意識して取り組みました。 

以下の１６名の児童生徒の作品は「しながわ・人権のひろば 2019」 

にて展示されました。今後の人権意識の高揚・啓発に繋がっていくも 

のとなりました。 

＜前期課程＞            ＜後期課程＞ 

・志賀 美幸   ・新居 優梨香  ・近藤 美乃里   ・新岡 章太郎 

・後 聖人    ・矢ケ崎 葵   ・豊 彩花     ・麻生 和勇斗 

・髙橋 紗來    ・佐藤 翔太   ・岸 紀代子    ・出原 宏章 

・新岡 敬太郎  ・花井 彩璃   ・平野 里奈    ・金子 真凛 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コミュニティースクールの１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。 

○１月７日（火）１０時～、１月 29日（水）１０時～（1/29 は２月の定例会分になります。次回は３月です） 

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。 

○１月２３日（木）２・３校時 ２年生の茶道教室を行います。茶道ボランティアの皆さんお願いします。また、 

当該学年の保護者の皆様にはお手伝い募集のお手紙を配布いたします。 

○１月５日～１８日 荏原平塚学園開校１０周年の記念式典に向けて、和三盆のお干菓子の製作・箱詰めと、茶

道部お点前披露の裏方お手伝いをお願いしています。 

○１月２１日（火）校区教育協働委員会を行います。委員の皆様よろしくお願いいたします。 

○１月２８日（火）大人の茶道教室を行います。本校保護者・地域からのボランティアの皆様が対象です。 

 ご興味ありましたら⇒まで、ご連絡をお待ちしています。   ⇒ 

 １０時からと１４時からの２部制です。参加費として５００円 

 いただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２３日(木) 音楽朝会 茶道教室（２） 

２４日(金) 英語検定 

２５日(土) 私立一般出願 

２６日(日) 都立高校推薦入試① 校庭開放 

２７日(月) 1-4・児童生徒会朝会  

都立高校推薦入試② 合格塾（数） 

２８日(火) 平塚すこやか園交流(3)  

２９日(水) 合格塾(英) 

３０日(木)  体育朝会 連合作品展(～２／３) 

３１日(金) 校外学習(7) 都立高校推薦発表 

 

 

 

 

 

１月の生活目標  

規則や規律を守って生活しよう 
生活のリズムを整え、授業の準備をきちんと行い、教室

移動のルールなどを守って過ごせるよう指導していきます。 

＊１月の行事予定 ＊ 

 
８日(水) 始業式 

９日(木) にこにこ班活動 安全指導日 

１４日(火) 発育測定(1) 式典予行 エコキャップ回収 

１５日(水) 教育会のため４時間授業 発育測定(2) 

      合格塾(英) 私立高校推薦出願 

１６日(木) 英語朝会 クラブ(4-6) 発育測定（３） 

１７日(金) 発育測定(4) 式典全日準備 

１８日(土) １０周年記念式典・祝賀会 

２０日(月) 前・後期課程朝会 専門委員会  

発育測定(5) 合格塾(数) 

２１日(火) 発育測定(6) 校区教育協働委員会 

２２日(水) 避難訓練 都立高校推薦出願 

      私立高校推薦受験 合格塾(数) 

研究授業(６年２組以外４時間授業) 

【 体育朝会（短なわ） 】           担当 星野 麻仁    

   

１２月１９日（木）１～４年生で短なわ集会を行い 

ました。５，６年生は体育科で取り組み始めています。 

冬休みをはさみ１月中旬まで特に力を入れて取り組ん 

でいきます。今年はカードを新しくし、学年に応じて 

身に付けたい跳び方や回数を明記しました。短なわは 

用具と少しの時間と場所があれば簡単に行える種目と 

して児童期に欠かせないものです。寒さに負けず冬の 

体力づくりに励んでほしいです。保護者の皆様も一緒 

に運動したり、お子様の回数を数えてあげたりとご協 

力をお願いします。                

 

 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

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。 


