
 

  

 

 

 

全部、青い。 

校 長  青 木   経 

約２ヵ月にわたりおこなわれていました校庭の人工芝生化工事は、先月 27 日に業者からの引き渡しがあ

り、１０月から本格的に使用が可能になりました。長期間にわたり地域の皆様にはご迷惑をおかけ致しま

した。学園では、９月２８日(金)に全校児童生徒を校庭に集め、臨時集会をおこない新しい校庭の使用に

ついて講話をいたしました。 

さて、８年生の勉強合宿で毎年お世話になっている国立女性教育会館で最初に戸惑ったのは、トイレの

ピトグラム（男女の絵文字）を見たときでした。一般的に公共施設では男子は青色、女子は赤色で表示さ

れていますが、会館のトイレは男女とも青で統一されているため、間違えて女子のトイレに入らないよう

に、男女の形をしっかりと確認してから使用した覚えがあります。そもそもこの会館は今から 40 年余り前

に、婦人の地位の向上や社会参画を積極的に推進する目的で建てられました。広大な敷地を持ち、国際会

議も開ける、当時としては最先端の技術と設備が備えられており、トイレの表示一つをとっても既成概念

を打ち破る意気込みが感じられます。現在では、男女共同参画社会の形成を図るための拠点として、女子

の個性と能力を発揮できる社会を目指して様々な活動を推進しています。 

世界情勢が急激に変化し社会構造の転換期である今日、グローバルな視点を持ち共生社会を創ることに

積極的に関われる人材が必要不可欠な状況にあります。その中でも男女が互いにその人権を尊重し、喜び

も責任も分かち合える対等なパートナーとして分かり合える関係づくりが大切ですが、最近「ダイバーシ

ティ」ということばが盛んに使われるようになりました。日本では「多様性」と訳されていますが、人種

や宗教、性別、障害などの違いを超えて共生社会を創っていくうえでなくてはならない考え方です。 

テニス全米オープンの女子シングルスで優勝した大阪なおみ選手について、コーチは「振る舞いは日本

人らしく、プレーは日本人らしくない」と表現しました。ここで表現された日本人らしさとは、「とても礼

儀正しく他人への思いやりが深く、練習の後はゴミ拾いを自らおこない他人の捨てたゴミまで片づけてい

る」ことでした。報道でも連日取り上げられ、「日本人初の快挙」「日本の誇り」として記事が書かれるな

かで、大きな戸惑いをもって受け止めているのは、本人自身ではないでしょうか。大阪なおみ選手は、自

らのアイデンティティを「私は、私以外のなにものでもない」と表現しています。「ダイバーシティ」（多

様性）とは、今まで受け入れられていた当たり前で固定的な考え方に疑問を持ち、再構築していく作業か

もしれません。 

表現の仕方においても、時代とともに大きく変化していることが新聞記事として取り上げられていまし

た。一つは地方の自治体が作った「市民の歌」の歌詞が男だけを強調・賛美しているとして市民団体の抗

議を受け、女性の視点を取り入れた歌詞への変更・追加を検討しているとの記事でした。もう一つは、単

語・文体・発音などにあらわれる女性特有の言いまわしである「女性語」が使われなくなる一方で、男性

の言葉遣いがやわらかくなり言葉の性差が少なくなってきたとの記事でした。 

昨年度、ある私立中学校の入試問題では、トイレのピトグラム（絵文字）をジェンダーの視点から指摘

する設問が出されました。解答は「男性がズボンをはき、女性がスカートをはくという先入観を与えてし

まう可能性がある」でした。「～らしさ」に含まれている内容が改めて問われているとき、これからの社

会で生きていく子ども達にとって「ダイバーシティ」（多様性）を受け入れ、多様性の意識をもつことが

基本的な人権について考え行動する際に必要になってきます。人権を尊重するとは、お互いの違いを理解

したうえで、お互いに認め合うことではないでしょうか。１０月の学校公開では全学年で「人権標語」を

作成し掲示いたします。「人権標語」を作成することから人権について考え人権感覚を磨き、いじめのな

い学園を創っていく所存です。 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   青 木   経 

平成 30 年 10 月 2 日発行 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 ８年 職場体験 】               担当  能登 美和 

９月１３日（木）、１４日（金）の二日間、８年生の職場体験が実施されました。 

生徒たちは１学期の終わりから事前学習を始めていましたが、受け入れ先の事業所に電話をか

けたり、事前訪問に伺ったり、本番を迎える前から、とても緊張していました。いよいよ本番を

迎え、緊張した面持ちで仕事に取り組んでいました。各事業所を訪問すると、こちらを見てほっとす

る様子で、「頑張っています！」「大丈夫です！」と力強い返事が返ってきました。短い時間で、

成長する姿が大変頼もしかったです。                  

二日間終了後の感想は、「楽しかった！」「もう少しやりたかった！」「疲れた！」と、事業所

ごとに様々でしたが、いずれにせよ、生徒たちは、働くことの大変さや楽しさを実感することが

できたと思います。また、社会人として働く中で、挨拶や礼儀などの大切さにも気付くことがで

きたのではないでしょうか。他の人との会話を通して、コミュ 

ニケーション力不足を感じるなどの課題も見えてきました。 

職場体験を通して、自分たちの将来設計や進路選択のため 

にも参考になる貴重で素晴らしい経験ができました。受け入 

れていただいた事業所の方々には大変ご迷惑をおかけしたこ 

とと存じますが、生徒たちのために貴重なお時間を割いてい 

ただき、深く感謝しております。ありがとうございました。 

【 後期課程 夢★未来プロジェクト 】       担当  星野 あい 

オリンピック・パラリンピック教育「夢★未来プロジェクト」として競泳の松本弥生選手が来校し

ました。７～９年生を対象とした講演会では「夢を持ち続けることの大切さ」というテーマでお話を

してくださいました。「オリンピックに出場する」という幼い頃に描いた夢を実現した松本選手の言葉

には力があり、説得力がありました。 

その後７・８年生は男女分かれて実技指導もしていただき 

ました。松本選手の泳ぎの美しさや速さを目の前で感じるこ 

とができました。松本選手と男子の選抜選手によるリレー対 

決では、見事７年選抜チームが勝利し大盛り上がりでした。 

女子は水泳を習っている７年女子３名との本気の 50ｍ自由形 

対決がありました。こちらは松本選手が勝利し、本気のガッ 

ツポーズが印象的でした。 

【 ６年 日光移動教室 】             担当  岡田 徹 

６年生は９月２１日から２３日まで日光移動教室に行ってきました。１日目の日光東照宮では世界

文化遺産に触れることで、文化的、歴史的視野を広げることができました。夜には連携校でもある中

延小学校とのレクリエーションを行いました。チャレンジジャンプ大会では、２校合同のグループを

３つ作り、一生懸命に声を掛け合って縄を跳んでいました。 

２日目は奥日光に行きました。湯元では１０円玉が源泉に 

つかると色が変わっていくことに全員が感動していました。 

戦場ヶ原では国立公園の自然の美しさ・雄大さに触れること 

ができました。夜には学習発表会を行い、日光について学ん 

だことをグループに分けて発表しました。その後、少し雨の 

降る中、光林荘の方々にご配慮をいただき、サプライズで花 

火大会を行いました。全員が噴射する花火に感動していまし 

た。前期課程最後の宿泊行事で、子どもたちの思い出がまた 

一つ増えました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ニュージーランド派遣報告】  ９年 太田 遥乃 

私は７月２８日から８月２１日までの２５日間、語学研修派遣生としてニュージーランドへ行

かせていただきました。私にとって日本の外へ足を踏み出すこと、海外の景色を自身の目で見る

ことは初めてのことだったので、選考された時はとてもうれしく、楽しみな気もちでいっぱいに

なりました。しかし、出発の日が近づいてくるにつれ、緊張した気もちの方が大きくなっていき

ました。 

飛行機で約１０時間。機中ではあまり眠ることができないままニュージーランドに着き、その

足で毎日通学するオークランドのリンフィールド・カレッジに向かいました。そこで生活のお世

話になるホストファミリー、イアンさん一家と対面。人見知りな私は仲良くできるか心配でした

し、数日間はホームシックになり、「帰りたい…」と涙ぐんでしまうこともありましたが、家族み

んなが優しく接してくれたので、徐々にその不安は消えていきました。 

３週間に及ぶオークランドでの生活は、毎日が 

とても充実したものとなりました。特にリンフィ 

ールド・カレッジでの勉強では、語学学習だけで 

なくニュージーランドの特色や動植物、先住民マ 

オリ族の歴史など、興味深い学びの連続でした。 

また、ホストマザー ダイアンさんが作ってくれ 

る料理はオージービーフを筆頭に、野菜や魚など、 

毎回食べきれないほどのボリュームでした。 

そして、あっという間に帰国前のさよならパー 

ティーの日を迎えました。私は他の派遣生と一緒 

に、お世話になった感謝とお礼の気もちを込めてソーラン節を披露しました。振り返ってみれば、

ホームステイ期間はとても短く感じました。 

 私はこれまで、英語があまり得意ではない方でしたが、今回のプログラムの機会によって、「も

っとたくさん英語を学んでみたい！ 更に基礎を固め、将来に英語を役立てたい!! 今度はアメリ

カに行ってみたい!!!」という気もちになりました。同時に、もっとたくさんの国々の文化を学ん

でみたいという気もちが大きく膨らみ、将来やってみたいこと思うことも見つけることができま

した。 

 この語学研修は、自分の可能性を大きく広げてくれたと強く思っています。私にこのような機

会を与えていただいたことに感謝します。そして、参加するにあたり後押ししてくれた私の家族

にも、心から感謝しています。 

 

 【 児童生徒会役員選挙 】 

９月２７日(木)に行われた児童生徒役員選挙の選挙結果をお知らせいたします。 

★選挙結果報告★ 

生徒会長   ８－１ 片倉 心響     本部役員  ８－２ 堀江 歩佳 
                                           ７－１ 三浦 脩 

  生徒会副会長 ８－１ 金子 真大           ７－２ 枝松 直輝 
         ７－１ 岡 渉               ６－１ 鈴木 絢音 
         ６－２ 鈴木 寿祈           ５－１ 井上 幸正 
                              ５－２ 森本 一花 

品川区では、外国の文化を学ぶために、各中学校・義務教育学校から１名、ニュー

ジーランドへ派遣する事業を行っています。今年度は９年１組の太田 遥乃さんが本

校の代表で派遣されましたので、そのご報告をいたします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

コミュニティースクールの１０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４日（木）～６日（土）学校公開にて受付案内のボランティア募集しています。 

 初めての試みとして、また、茶道ボランティアによる３階和室スペースにてお茶の提供を致します。 

是非お立ち寄りください。 

○１０月９日（火）「大人の茶道教室」を行います。茶道を通して良い時間を過ごしましょう。 

○１０月１５日（月）１０時から、図書ボランティア定例会を行います。１０/３０～１１/９の 

読書旬間の朝の読み聞かせ日程打合せとメディアセンターのディスプレイ変更を行います。 

○１０月１８日（木）６年生の茶道教室があります。６年生の保護者の皆様に授業お手伝いの案内を 

致します。６年生のお茶菓子は「いが栗」です。 

 １１月には、４年生と１年生の茶道教室があります。 

 当該学年の保護者の皆様のお手伝いをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

＊１０月の行事予定 ＊ 

 ２日(火) 連合体育大会(後期) 

３日(水) 校外学習(1)  合格塾（英） 

４日(木) 学校公開～６日 専門委員会   

 ５日(金) 英語検定 

 ６日(土) 土曜授業 異学年交流行事 

 ９日(火) 避難訓練 視力(6) 

１０日(水) 教育会のため午前授業 視力(5) 合格塾（英） 

１１日(木)  定期考査(7～9) 視力(4) クラブ(4～6) 

１２日(金)  視力(3)  

１５日(月) 進路説明会(9) 視力(2)  合格塾（数） 

１６日(火) 開校記念日 連合体育大会(前期) 

１７日(水) 視力(1) 

１８日(木)  茶道教室(6) 専門委員会 

１９日(金) 学習成果発表会係活動(6) 

２０日(土) 土曜授業 児童生徒総会 

２２日(月) 合格塾（数） 

２３日(火) 連合音楽会 学習成果発表会係活動(6) 

２６日(金) 学習成果発表会 

２７日(土) 学習成果発表会 給食あり  

２９日(月) 振替休業日 

３１日(水)  赤ちゃんふれあい事業(9) 合格塾（英） 

 

 

 

 

 

 

【 ５組 連合スポーツ大会 】         担当  堀 潮 

９月７日(金)、品川区立総合体育館において、区内中学校特別支援学級の連合スポーツ大会が行

われました。 

今年度開設の荏原平塚学園５組にとっては、もちろん初めての参加でした。取り組み期間をじっ

くりと取れないなか、荏原五中の皆さんが夏休み中に 

合同練習に呼んでくださったり、体育の授業でも、先生 

方が繰り返し丁寧に指導してくださったりと、いろいろ 

な支えをいただいて本番を迎えました。品川学園、荏原 

五中、八潮学園と合同の赤組は、団体競技全勝で見事優 

勝。各校１名選ばれる優秀選手には、女子で唯一、高木 

さんが選出され表彰を受けました。次は学習成果発表会 

のマリンバ合奏で、３人の団結力を磨いていきます。 

  

 

 

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。 

10月の生活目標  

落ち着いた生活を心がけ、 

学習にしっかり取り組もう 
授業に集中し、座る姿勢や話の聞き方に気を付けます。 

 

前期課程音楽専科の伊藤紗与子教諭ですが、９月 

にご結婚されました。 

幸せな家庭を築いていけるよう、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！ 


