
 

  

 

 

 

授業の充実は、人権教育の第一歩 

校 長  青 木  経 

1 月 25 日(金)におこなわれました本学園の研究発表会には、ご挨拶をいただきました中島教育長を

はじめ、北は北海道から南は九州まで 300 名余りの方々のご出席を賜り盛況のうちに終わることがで

きました。当日は、本学園の発表とともに、品川区内にある 6 校の義務教育学校の校長によるパネル

ディスカッションがおこなわれました。毎年、一貫校や義務教育学校が増える中で 6 校の校長が登壇

すること自体が非常に珍しく、地方からもたくさんの方がご参観くださいました。パネルディスカッ

ションでは、４つの柱について義務教育学校の校長が答える形で進められ、地域性を考慮したり、特

色を持ったカリキュラムを創る努力をしたりしている様子が伺われました。当日頂戴しましたアンケ

ートは、回答が必要な内容に関しては直接回答し、ご意見・ご感想につきましては、今後の教育活動

に生かしていく所存です。ありがとうございました。 

本学園は平成 26 年に品川区のモデル校報告会として、「小中一貫校運営は、カリキュラムマネジメ

ントで解決」として報告会を実施いたしました。その際、私が謝辞の中で「次の一手」として、「次

年度以降は落ち着いた学習環境を生かし、学力向上に向けた取り組みをおこなう」ことを述べました。

そのような折に、一般財団法人学校教育研究所より義務教育学校としての研究を依頼され、具体的な

取り組みが始まりました。義務教育学校として効率的・効果的に児童生徒の学力向上を図る手段とし

て、言語活動の充実を図ることを目的として「話す活動」と「書く活動」の育成を目指す研究をスタ

ートしました。しかしながら研究組織がうまく機能せず、研究授業を重ねても堂々巡りの議論となり、

なかなか研究内容が深まりませんでした。 

そこで研究内容を「話す活動」に絞り、品川区の教育改革に深く関わっておられる筑波大学教授の

樋口 直宏先生に新たにご指導を仰ぐ中で、義務教育学校としての特色あるカリキュラム作りに焦点

を当てる方向に研究内容を修正しました。 

 義務教育学校として研究を進める中で、私が克服すべき課題として掲げたのが「教職員のチームと

しての意識改革」と「義務教育学校としての研究体制づくり」でした。児童生徒達の学力向上を目指

すためには、毎日の授業が「良く理解できる」「学ぶことが楽しい」といった充実感を子どもたちに

持たせることが必要です。そのために、教科や学年を超えて積極的に協議し、よりよい授業を目指す

研究を進めました。その結果、「話す活動」を軸として縦（教科）と横（学年）のつながりが図られ

るようになり、最終目標である学力向上の成果も得られるようになりました。 

 しかしながら、授業の内容が「話す活動」から思考力・判断力・表現力にまで十分に至らなかった

り、教科や学年によっては学力の定着に差が生じてしまったりするなど課題も残りました。また、品

川区立学校教育要領の試行措置期間でありますが、研究内容は必ずしも対応しきれておりません。研

究は終わってしまえば次のステップに移行しますが、これらのことを十分に踏まえ、来年度以降は義

務教育学校としてのさらなる高みを目指して研究を進める所存です。 

 私が管理職を目指そうと心がけたときに、大きな影響を受けた先生から「授業の充実は、人権教育

の第一歩」との教えがありました。管理職となった時から現在までこの言葉を学校経営方針の一番に

掲げ、先生方に示してきました。子どもたち全員にとって、誰もが認められ誰もが大切にされる居場

所があることは理想論かもしれませんが、教師として大切にしなければならない信条であるかと思い

ます。全ては、子ども達の為に。 
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【 研究発表 】                  担当  渡邊 浩司 

本校では一昨年度より、『 学力向上を目指して、言語活動 

の充実を図る授業の工夫 』をテーマに掲げ、「話す」活動を 

軸とした、思考力・判断力・表現力の育成に取り組んできま 

した。各学年の教員が教科をこえて、子どもの実態をとらえ、 

子どもたちにこうなってほしいという願いを設定し、そのた 

めの手立てを構築してきました。各学級で取り組まれている 

スピーチもその一環です。国語に限らず、全ての教科、領域 

において子どもたちが考え・話す活動の実践を積み重ねてき 

ました。そして１月２５日（金）には、これまでの研究の成 

果を発表する場を迎えることとなりました。当日は、１年生から８年生まで、７年５組も含めて１１の実

践が公開され、区内の先生方だけでなく、都内全域をはじめとする、北は北海道から南は九州までの教員

の方々や教育関係者、区内外合わせて３００名以上の先生方に参加していただきました。 

どの実践も、授業者が課題の提示を工夫し、より多くの子どもが話せるようにペアやグループでの話し

合いの場を取り入れました。全ての実践で、自分の考えを、自分の言葉で生き生きと話す姿が見られまし

た。後半の研究全体会では 、筑波大学教授の樋口 直宏先生をコーディネーターに迎え、区内の義務教育 

学校校長によるパネルディスカッションが行われま 

した。 

「品川の教育改革と義務教育学校」をテーマに、 

(1)児童生徒の交流、(2)授業およびカリキュラム上の 

特色、(3)児童生徒および教員組織の工夫、(4)地域お 

よびコミュニティの関わり、この４つにおける、主な 

実践や課題について発表されました。 

今後も、これまでの研究成果を生かしながら、子ど

もたちが自分の思いや願いを表現し、学力向上を目                

指していけるように努めてまいります。 

 

【 ３年 消防署見学 】             担当   佐藤 史織 

１月１１日（金）、荏原消防署へ見学に行きました。 

 荏原消防署では施設内を回り、普段どのように仕事を 

しているのか見学しました。署隊本部や予防課といった 

仕事をする部屋以外に、浴室や仮眠室など、生活をする 

部屋があるとは思っていなかったようで、子どもたちは 

驚いていました。また、施設内を見学しただけでなく、 

消防服を着たり、消火用のホースや救助用はしごを触っ 

たりする体験もしました。何人もの子どもたちでようや 

く持ち上げたはしごを、二人の消防士さんが軽々と持ち 

上げている姿を見て、普段から懸命に訓練に取り組んで 

いる成果だと感銘を受けていました。 

消防署の方々が働く様子を知ることで、火事や災害に対する取り組みに一層興味をもった様子でし

た。学んだことを今後、新聞やポスターにまとめていきます。 

 荏原消防署の皆様、お忙しい中ありがとうございました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【中学生の主張大会 代表生徒の作文】 

「平和に向けて」 

９年 代表生徒   

 終戦から７３年目の平成３０年８月６日。私は特別な想いをもってこの日を迎えました。 

 私は昨年、品川区の広島平和使節派遣に参加し、とても貴重な体験をしました。この派遣は私の

戦争に対する認識を大きく変えるものでした。それまでニュースや新聞で何となく知っていた原爆

や戦争というものをリアルに感じるようになり、平和についてより深く考えようと思うようになり

ました。 

 広島では、被爆者の方のお話を直接伺うことが出来ました。昭和２０年８月６日の広島はいつも

と同じ暑い朝を迎え、いつもと同じ生活が始まりました。そして午前８時１５分。原爆は太陽が真

っ二つに割れるような強い光を放ち、広島の街を一瞬で焼け野原に変えてしまいました。熱線によ

って肌がただれ、誰が誰だかわからなくなってしまった人々が、「水をくれ」と必死で助けを求める

中、その方は何もできず、ただ横目で見ながら避難所へ向かうしかなかったそうです。目の前で助

けを求めている人に何もしてあげられない無力感はどれだけ大きなものだったでしょう。もし自分

が同じ状況に置かれたらと思うと、胸が痛くなりました。思い出すだけでもつらいであろう体験を

私たちのために話してくださった思いに対して、私は平和な時代に生まれたことに感謝しなければ

ならないと強く思いました。 

 そして迎えた８月６日、私は広島平和祈念式典に参加しました。厳粛で緊張感のある式典の中で、

印象に残ったのが「平和への誓い」です。その中でも特に心に刻まれた二つのフレーズがあります。

一つは「原爆は人の感情まで奪った」というフレーズ。人間は悲しみや苦しみ、痛みが限界を超え

ると、何も感じなくなり、涙も出なくなってしまうのです。たとえ愛する家族が目の前で死んでい

ったとしても、何の感情も生まれない。こんな悲しいことがあるのでしょうか。もう一つのフレー

ズは「私たちは戦争を正しく学ぶ必要がある。」です。戦争のことをあまり知らなかった私の心に、

反省の意味も含めて深く突き刺さりました。家も街も人の命も、そして人間の人間らしい感情も、

すべて奪ってしまう原爆。その原爆について、アメリカでは半数の人が、「戦争終結のための正しい

選択だった」と考えているという調査結果があります。しかし、本当にそうでしょうか。私はそう

は思いません。たとえ戦争を終わらせるためだったとしても、何の罪もない何十万人もの命を奪っ

ていいはずがありません。この世界の誰一人として人の命を奪う権利のある者などいないのです。

アメリカで原爆投下が正しいと考えられているのは、原爆の本当の恐ろしさを正しく理解し学んで

いないからだと私は思います。 

 戦争が終わり、年月が経った今、戦争は歴史の教科書に載っている出来事の一つになってしまっ

ています。今ある平和は、戦後の悲しみや苦しみを乗り越えて必死に生きてきた方たちが築いてく

ださった尊いものです。しかし、世界に目を向けなければ、未だに戦火に苦しむ人がいる、核兵器

を保有する国、開発を進める国もある。その脅威に日々さらされる現実がある。戦後７３年が過ぎ、

戦争を語ってくださる方は年々減っています。直接話を聴けるのは私たちの世代が最後かもしれま

せん。だからこそ私たちはもっと真剣に耳を傾け、次の世代へ語り継いでいかなければならないの

です。今、中学生の私がするべきことは、戦争と平和について正しく学び、考え、それを自分の言

葉で周囲の人たちに伝えていくことだと思います。最初は小さな対話でも、それが集まり、広がり、

大きなうねりとなって人と人とを結んでいれば、いつか真の平和の実現に向かっていけるはずです。

世界中の人たちが過去の過ちから目をそらすことなく、対話を重ねていくことによって、絶えるこ

とのない平和を築くことができると思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティースクールの２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お待ちしています。 

○２月２日（土）５年生 スチューデントシティ 

○２月１４日（木）～１６日（土）学校公開にて「受付お手伝い」の他に、「作品展の搬出搬入」「算数丸付

け」「新入生保護者説明会の託児」を募集中です。それぞれに日時が 

違っていますので、是非お気軽にお問い合わせください。 

○学校公開の１０時～１２時に和室にて「荏平茶屋」を開催します。 

 

 

 

 

１７日(日) 校庭開放(AM・PM) 

１８日(月) 前・後期課程朝会 専門委員会 合格塾(数) 

校内漢字検定(1-6) 

１９日(火) 社会科見学(6)  平塚すこやか園交流(1) 

２日(土)  十二単体験(8) 

２１日(木) 音楽朝会 クラブ(4-6) 

２日(土)  にこにこ班活動ロング 第２回学校保健委員会 

２２日(金) 都立高校学力検査(9) 社会科見学(5) 

２３日(土) 品川区立学校音楽祭(音楽クラブ) 

２５日(月) 1-4・児童生徒会朝会 遠足(5組) 

２８日(月) 第３回校内漢字検定補習日(1-6) 

２６日(火)  校区教育協働委員会 

２７日(水) 品川教育の日 定期考査(5-9) 

２８日(木) 定期考査(6-9)  

 

 

【 ７年 横浜校外学習 】            担当 白石 俊二 

１月１９日（金）、横浜校外学習を行いました。 

この日のために、事前学習を行い、班ごとに 

見学場所やルートを考えて行動計画を立てました。 

 当日は北風が強く、寒い一日となりましたが、 

生徒たちはそれぞれの行動計画に沿って見学場所 

をまわり、横浜について学ぶことができました。 

また、マナーを守って行動するという目標も、き 

ちんと達成することができました。 

今回の校外学習で学んだことを、８年生での 

行事につなげてほしいと思います。 

 

＊２月の行事予定 ＊ 

 
１日(金) 校外学習(8) 都立高推薦入試発表(9) 

２日(土) 土曜授業 スチューデントシティ(5) 

２日(土) 学年レク(3) (1) 

３日(日) 校庭開放(AM・PM) 

４日(月) 全校朝礼 合格塾(数) 

２日(土) ミニ音楽鑑賞教室(1-4) 

５日(火) エバヒラ宅急便訪問 

６日(水) 合格塾(英) 都立高一般入試出願(9) 

７日(木) にこにこ班活動 クラブ(4-6) 

８日(金) 荏原保育園交流(1) 

１０日(日) 私立高一般入試(9) 

１１日(月) 建国記念の日 私立高一般入試(9) 

１３日(水) 教育会のため４時間授業 音楽朝会(1-4) 合格塾(英) 

１４日(木) 学校公開・作品展(-2/16) 

避難訓練（登校時） 出前選挙(6) 

１５日(金) 新入生保護者説明会 租税教室(6) 

１６日(土) 土曜授業 地域清掃(5・7) 

学年レク(6)  

児童・生徒会役員懇談会 

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。 

◆しながわ！ コミュニティ・スクール フェスタ のご報告◆（詳しくはＣＳ通信第７号にて） 

当日は１４００名もの来場者を迎えて、とても賑やかなフェスタとなりました。本学園のグループ

では「和の空間」をテーマに、当校の茶道ボランティアにご協力いただき、お抹茶の提供を致しまし

た。全部で２００人のお客様にお抹茶を楽しんでいただき、とても好評でした。 

 

２月の生活目標  

当たり前のことを当たり前にやろう 

返事、靴をそろえる、授業の受け方、時間、提出物、廊下移動
などのこれまで身に付けてきたことを当たり前に行えるよう、指
導を徹底していきます。 


