
  

 

 

 

 

 

150 年目の節目 

10 年目の節目 
校 長  青 木  経 

 

過日の学習成果発表会には、多くの保護者・地域の皆様のご来校を賜り感謝申し上げます。本学園では、

学力向上のために「話す」活動に力を入れ、あらゆる教育活動を横断的に指導することによって効果的に

「話す力」を育んできました。学習成果発表会においても、前期課程では基本となる「話型」を児童は習

得し、人前でも気持ちを込めて豊かに表現力できる力を身に付けさせること。後期課程では学年発表の内

容をよりよいものとするために「話し合い」によってお互いが自分の意見をきちんと述べ理解を深めるこ

とを目標にしました。今回の成果を、来年 1 月の研究発表会につなげていきたいと思っています。 

さて発表会の翌日、私は品川歴史館特別展「明治維新－そのとき品川は－」に行ってまいりました。幕

末から明治維新にかけての品川地域は、ペリー来航によって大きく歴史が動いていく舞台の中心となりま

した。外国公使館が建設されることによって攘夷の動きが活発になり、戊辰戦争では浪士たちの放火によ

って当時の品川宿は甚大な被害を受けました。そして新しい交通手段である鉄道の開通によって、時代の

波にのまれていく様子が庶民の視点から考察されていました。 

今年は明治維新から 150 年にあたる節目の年です。中央集権と開国を伴う大変革は、産業や文明を飛躍

的に発展させ、日本は近代国家に向けて大きくかじを切りました。西洋列強に追いつくために近代化を急

ピッチで進めた日本を、50 年前に作家司馬遼太郎は「坂の上の雲」と表現し、当時の急成長を図る日本と

だぶらせて、日本人の中に「近代化の成功者」としての自信と誇りを定着させたと言われます。 

明治維新を、身分制度の廃止、近代憲法の制定、二院政議会の開設などから封建社会から近代社会の平

等化、自由化への道筋をつけた偉大な変革期と捉える考えがあります。一方で戊辰戦争に敗れ朝敵、賊軍

としての汚名のなか旧会津藩士は厳しい条件の中での生活を強いられ、またそれまで独立国であった琉球

は、琉球処分によって日本の一部に組み込まれていった視点から歴史をとらえる見方もあります。 

ひとつの節目として、私たちが明治維新から学ぶべきこととは何でしょうか。一つは身分や立場を超え

た積極的な人材登用です。初代の内閣総理大臣は足軽出身の伊藤博文であり、重要なポストには旧幕府や

朝敵とされた藩の出身者も登用されました。生まれや育ちに関係なく教育が受けられるうえに仕事を選べ、

努力すれば社会的地位を上昇させられる機会の平等が保障された社会は、人種や性別を超えたグローバル

社会に突入する現代において必要不可欠なことです。 

もう一つは、俯瞰的な視野に立ち長期的な展望のもとに国の在り方を考え行動できる人材の育成です。

列強諸国の侵略から独立を守るために国の形態を大胆に造り直す一大事業を推進し、国際社会の荒波を乗

り越えていった不屈の精神は、予測不可能な社会情勢が進展する現代にとって一つの方向性を見据えて物

事に取り組んでいくうえで必要な精神です。 

荏原平塚学園は、来年度創立 10 周年にあたり一つの節目を迎えようとしています。平成 32 年 1 月 18

日(土)に周年行事を実施するにあたり、11 月 2 日には第 1 回の周年行事実行委員会を開催いたします。義

務教育を 9 年間のカリキュラムで考える小中一貫教育を、さきがけて展開してきた品川の教育を更に推進

するために、本学園は義務教育学校としての使命を果たすべく新しい道を模索しています。 

中国のことわざに「1 年の繁栄を願うなら作物を育てよ。10 年の繁栄を願うなら木を植えよ。100 年の

繁栄を願うなら人を育てよ」があります。一つの節目を迎える中で、将来の日本を担う人材を育てるため

に、これからの 100 年を見据えて教育を推進する所存です。 

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 11 月 1 日発行 

http://school.cts.ne.jp/ebahi-g/ 
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１年              柳 俊吾 

 １年生は劇「どうぶつむらのあいうえおマーチ」

と合唱、「踊るポンポコリン」の合奏を発表しました。

役を演じる中で「大きな声ではっきりと」を意識し

て練習に取り組みました。初めは「大きくはっきり

言うのは難しいよ。」という声もありましたが、日々

の練習を重ね、思いをのせて演じることができまし

た。合唱合奏では、仲間と心を１つにして演奏、歌

うことを楽しむことができました。発表が終わると

「緊張した！」「楽しかった！」など、少しほっとし

た様子でした。大きなステージで、たくさんのお客

さんの前で演じ、楽しみながら達成感を味わうこと

ができました。今回の経験を自信にして、今後の勉

強や生活に生かしてほしいと思います。 

 

３年             西村 太郎 

３年生は「エバヒラ３年 全力発表！」と題して、

リコーダー演奏やラジオ体操、外国語の歌の輪唱や

合唱を発表しました。 

歌のリズムが合わない子や、台詞の声が小さい子

もいましたが、練習を重ねていくごとに取り組む姿

勢が良くなっていき、技術も上達していきました。

それは、よりよい発表を届けたいという強い気持ち

をもって毎日取り組めたからだと感じました。本番

では文字通り「全力」で、その成果を発表すること

ができました。緊張していた様子も見られましたが、

発表後は満足げな表情を浮かべていました。学習成

果発表会で学んだ友達と協力することの大切さや楽

しさを、今後の生活に生かしてほしいと思います。 

４年             宮﨑 伊久美 

４年生は劇「空気がなくなる日」を発表しました。

セリフ・歌・ダンス・照明・音響・大道具・特技披

露と、４年生全員の個性を生かした舞台となりまし

た。初めて行う作業ばかりに戸惑っていた４年生。

しかし、練習を行う中で各々で話し合い、アイデア

を出し合い、支え合う姿が見られるようになり、ぐ

んぐん良いものになっていきました。 

発表後の感想を聞くと、「練習をしてきたところが

ばっちりできて嬉しかった。」「友達ががんばってい

たところが成功したところを見て、自分も嬉しくて

ガッツポーズをした。」など、それぞれ達成感と充実

感を得られたようでした。支え合い、協力し合うこ

とを、この学習成果発表会を通して学べました。 

６年              岡田 徹 

６年生は合唱「心の翼 君が広げたら」、リコーダ

ー奏「ALWAYS 三丁目の夕日」、合奏「スター・ウォ

ーズ」合唱「エスペランサ～希望～」を演奏しまし

た。合唱は難しい音程の曲でしたが、ソプラノ・ア

ルト共にきれいな声を響かせることができました。

合奏では、休み時間や放課後も自主練習を重ね、緊

張しながらも一生懸命に演奏することができまし

た。係の仕事も教員の指示に従いながら、素早く丁

寧に行動することができていました。前期課程最後

の学習成果発表会。一人一人がそれぞれの役割を考

え、力を出し切ることができたと思います。 

２年              渡邉 裕介 

 ２年生は劇発表「王様はケーキだ～いすき」を

発表しました。約１か月前に台本を配り、オーデ

ィションをして役を決めて、練習を始めました。

初めての劇発表ということで、昨年よりも多いセ

リフや動きに期待と不安を感じながら、毎日のよ

うに練習を重ねました。 

 本番では、「自分にできることを、一生懸命やる。

練習の成果を出す」ことを目標に、一人一人が自分

の力を出し切ることができました。終わった後は全

員が、満足感や達成感に満ちた表情をしていました。 

 練習を見ていただいたり、励ましの声をかけてい

ただいたり、ご家庭でも協力していただき、ありが

とうございました。 

５年             佐治 麻衣 

 初めての合唱・合奏の発表となった今回の学習成

果発表会。５年生は、合唱「ほほう！」、リコーダー

奏「ヤングマン」、合奏「テキーラ」を演奏しました。

音楽の伊藤先生には、技術面、曲のイメージ作りの

面などたくさんのご指導をいただき、それぞれの曲

の良さが伝わるよう、練習を重ねました。本番は、

曲の世界観を伝えること、お客さんとともに音楽を

楽しむことを大切にしながら、演奏することができ

ました。この経験を生かし、今後の学校生活でも友

達と心を合わせて過ごしてくれることを期待してい

ます。 

学習成果発表会 
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７年             山本 正章 

 ７年生は、昨年まで鑑賞をする側での合唱コンク

ール参加でしたが、今年度から自分たちが発表をす

る立場になり、とても緊張して練習をスタートしま

した。課題曲は「マイバラード」、自由曲は１組「大

切なもの」、２組「この星に生まれて」を歌いまし

た。各クラスとも本番を全力で取り組み、歌い終わ

ったときの一人一人の充実した顔は、とても印象に

残りました。また、実行委員・指揮者・伴奏者・パ

ートリーダーなど各クラスで先頭に立ってクラス

のために練習を考え、行動してくれたメンバーがい

てくれたことで、７年生としての合唱コンクールが

成功したのだと思います。そのことも忘れないよう

にしてください。 

９年              長山 靖 

 ９年生は課題曲の「あなたへ」と、自由曲として

１組が「証」、２組が「友 ～旅立ちの時～」を歌い

ました。最後の合唱コンクールにかける思いが伝わ

ってくる練習風景。緊張しながらも堂々とした態度

での入場。そして本番での素晴らしい合唱。大きな

感動と清々しさを届けてくれました。 

 また、「学発だヨ！全員集合」というスローガン

のもと、他学年の発表や吹奏楽部の花道を全力で応

援し、盛り上げる姿も最高学年として誇らしく感じ

ました。 

 これからの受験に向けて辛くなったときにも、こ

の仲間との絆を胸に、乗り越えていってほしいと思

います。 

７年５組             堀 潮 

 ７年５組は、マリンバとグロッケンで、パッヘル

ベル作曲「カノン」を演奏しました。音の数を変え

たり、テンポを調節したり、３人の奏でるメロディ

ーとリズムがひとつになるよう、いろいろな工夫を

重ねました。一生懸命にやっているのになかなか合

わない、という焦りも出てきましたが、少しずつ上

達し、まとまりが出て、自信が芽生えてきました。 

 本番は、あの緊張感の中、よく３人の力だけで最

後までやりとげました。素敵な演奏でした。コツコ

ツと真剣に取り組む５組の姿が、たくさんの方々の

応援によって輝きました。「やればできる」という

自信をもって、５組らしく進んでいきましょう。 

 

演劇部・吹奏楽部         

【演劇部】今年は、斉藤俊夫作「夏休み」を上演しました。戦

争を題材に、子供たちの友情や夢を描いた作品です。6年生 4

人、7年生 8人、8年生 1人の総勢13人で、戦争について学び、

大道具から衣装まで協力して作り上げました。区大会で評価さ

れ、12月 24日の都大会に出場します。さらに良いものにするた

め、全員で頑張ります。            顧問：栗原 淳子 

【吹奏楽部】 今回のプログラムは聴いてくれる人がわかる曲

を取り上げるなど、9 年生が考え抜いて構成したプログラムでし

た。踊りなども入って会場が一体となった時は私も驚きました。9

年生にとっては本学園の吹奏楽部員として最後の演奏となりまし

たが、「本当に楽しかった」と言って帰っていった顔がとても印象

に残っています。今回も様々な方々のお力添えがあり演奏がで

きました。本当にありがとうございました。  顧問：木村 大介 

 

８年             木村 大介 

 ８年生は学習成果発表会に向けて短い練習時

間の中、練習に非常に真剣に取り組みました。ク

ラスごとに練習する時間では、生徒自ら朝練のメ

ニューを考えたり、男女に分裂することなく真剣

に練習に取り組むことができていました。合唱コ

ンクール当日ではその結果が各クラスで表れて

いたと思います。１組は男子の声量やハーモニー

の美しさ、２組はアクシデントにも負けずしっか

りと歌い切りました。今回、練習に真剣に取り組

み本番で力を出し切るという経験をし、来年の合

唱コンクールが更に楽しみになったのではない

かと思います。 

広島平和使節派遣・英語スピーチ  能登 美和 

【広島平和使節派遣報告】 

品川区を代表し、8 月 6 日の広島平和祈念式典にも参加した８

年１組 麻生 和勇斗君が、広島平和記念資料館での展示見学や

体験講話を通して学んだ原爆の悲惨さについて、パワーポイン

トを使いながら発表しました。今後、私たちが平和について、

どのように考えていくべきなのか強く訴えかけました。 

【英語スピーチ】 

８年１組 佐藤寛之くんは“Do you know the Real Ocean?”

（本当の海を知っていますか？）、８年２組 遠藤 萌さんは、“To 

Generations of Highly Developed Internet”（インターネット

世代で生きる私たち）というテーマで、現代の私たちが抱えて

いる問題に焦点を当て、スピーチしました。両名は、11 月 6 日

(火)に行われる品川区英語学習成果発表会に出場します。 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１１月の行事予定 ＊ 

品川区連合体育大会   ６年 中満 麻弥 

１０月１６日（火）晴天の秋空の下、大井埠頭陸上競技

場で開催されました。区内 37 校の 6 年生が集結し、100

ｍ走または走り幅跳びのどちらかに出場し、精一杯、走り、

跳び、自分の最高記録を目指して全力を尽くしました。表

現の品川甚句は、手の先までピンと伸ばし、曲に合わせて

踊る姿は、区内で一番綺麗だったとお褒めの言葉をいただ

きました。約１か月間クラスごとに朝練を行い、クラスで

挑んだチャレンジジャンプは、緊張からか思うような記録

を出せなかったようですが、絆は確実に深まりました。競

技はもちろんですが、仲間を応援する姿など、胸が熱くな

るシーンが多い大会となりました。 

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の１１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。 

○１０/３０～１１/９ 読書旬間の朝の読み聞かせを行います。（１～４年生、１クラス３回） 

○１１月１１日（木）３年生が工場見学を行います。地域のものづくりの現場に伺い、様子を見せていただきます。 

○１１月１８日（木）４年生の茶道教室があります。４年生の保護者の皆様に授業お手伝いの案内があります。 

○１１月１２日（月）１０時～ 図書ボラ定例会。読書旬間読み聞かせの反省とディスプレイ変更です。 

○１１月１３日（火）ＣＳ研修 各校のコーディネーターが集まり、１/１９のＣＳフェスの準備をします。 

○１１月１３日（火）校区教育協働委員会を開催します。 

○１１月１６日（金）２年生「おみせたんけん」２年生の児童が戸越銀座商店街へインタビューに伺います。 

○１１月２０日（火）「大人の茶道教室」を行います。申し込みはメールで学校支援地域本部まで。 

○１１月２１日（水）５年生「稲作」脱穀もみすり（予定） 

○１１月２９日（木）１年生の茶道教室があります。お手伝い募集します！ 

 

 

連合音楽会      音楽 伊藤 紗与子 

１０月２３日（火）きゅりあんにて行われた「品川区立

学校連合音楽会」に、５年生と吹奏楽部が出演しました。

今年は５年生による合唱「ほほう！」、吹奏楽部による「セ

レブレイト」、そして合同で「ヤングマン」の３曲を演奏

しました。 

「ヤングマン」は、吹奏楽部の演奏に５年生がリコーダ

ーで加わりました。「Ｙ・Ｍ・Ｃ・Ａ！」の呼びかけに、

客席の児童生徒、さらに舞台裏で出番を待っている児童ま

でもが応え、曲にのって手拍子をしたり振付けをしてくれ

たりと、会場が大変盛り上がりました。参観してくださっ

た保護者のみなさま、ありがとうございました。 

1１月の生活目標  

けじめのある行動を心がけよう 
服装、時間を意識しながら落ち着いて学習をします。 

１日(木)  にこにこ班活動 工場見学(3) 

２日(金) 第２回漢字能力検定 

 ３日(土) 文化の日 校庭開放 ＰＴＡカローリング体験 

５日(月) 前・後期課程朝会 三者面談(9)～11/9 

 ６日(火) 品川区英語学習成果発表会 専門委員会 

２１日(火) ふくのわプロジェクト(～11/8) 

７日(水) ブラッシング指導(3) えばひら合格塾(英) 

８日(木) 音楽朝会 茶道教室(4) 品川区立学校理科発表会 

１日(火) 夢・未来プロジェクト ブラインドサッカー(1-6) 

８日(水) 赤ちゃんふれあい事業 (9) 

９日(金) 秋季歯科検診(7-9 一部) 

１０日(土) ファイナンス・パーク(8) 

１１日(日) 合同同窓会わかたけ会総会 

１２日(月)  1-4・児童生徒朝会 避難訓練 

えばひら合格塾（数）校内漢字検定(1-6) 

１３日(火) 世界ともだちプロジェクト アメリカ大使館交流(5) 

校区教育協働委員会 

１４日(水) 教育会 えばひら合格塾(英) 

１５日(木) 就学時検診（新１年・5）    

８日(水)  体育朝会・チャレンジジャンプ大会(1-5)   

１６日(金)  ＣＡＰ子どもワークショップ(3) 

１７日(土) 土曜授業 市民科授業地区公開講座 

１８日(日) 校庭開放 

１９日(月) 全校朝礼 えばひら合格塾（数） 

２１日(火) 校内漢字検定補習教室(1-6) 

２０日(火) 定期考査(5-9) 

２１日(火) 東京グローバルゲートウェイ(4) 社会科見学(3) 

２１日(水) 定期考査(6-9)  

２２日(木) 英語朝会 クラブ活動(4-6) 実力テスト(8) 

２３日(金) 勤労感謝の日 

２６日(月) 前・後期課程朝会 えばひら合格塾（数） 

２７日(火) 荏原保育園交流(2) 英検 IBA(7-9) 

２８日(水) 秋季歯科検診(1-6) 

２１日(火) 校内研究のため午前授業(4-1のみ５時間授業) 

２９日(木) にこにこ班活動 茶道教室(1) 

２１日(火) ハワイ州モアナルア中学校来校交流学習(8) 

３０日(金) 社会科見学(3) デフビーチバレーボール体験(8) 

１日(火)  ブラッシング指導(8) 

学校ボランティア連絡用の

QRコードです。⇒ 

 

山田のぞ美 栄養士が 10/8 に入籍されました。幸せいっぱいの愛情が、
これからの給食のスパイスに加わりそうです。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した。 


