
  

 

 

 

 

 
「走るコース」としてのカリキュラム 

校 長  青 木  経 

 

3月 1日(金)は都立高校受検の発表日でした。今年の 9年生は挑戦する意欲の非常に高い生徒集団

に育ち、入試状況においても今までにない好成績を収めることができました。受験傾向や合格校につ

きましては、3月 7日(木)の全体保護者会においてご報告いたします。 

2月下旬の学校公開に合わせて実施されました｢えばひら美術館｣には、多くの地域保護者の皆様に

ご来校いただきありがとうございました。茶道ボランティアの方々が中心となり始まりました「荏平

茶屋」もすっかり定着し、3日間で 230名を超える皆様がお雛様の飾られた広い和室から庭園を眺め

ながら、ゆったりとした時間を過ごしていただくことができました。 

さて、品川区の各学校では 4月に向けて新しいカリキュラムを作成して教育委員会に届ける時期と

なっています。本学園におきましても文部科学省の示した新学習指導要領と品川区立学校教育要領に

対応した、カリキュラムを作成しました。学校の経営者である校長は、具体的に学校を運営する際に

カリキュラムを第一に考えますが、そもそもカリキュラムとは何のことでしょうか。わかりやすく言

えば、1年間の教育活動である各教科、行事、儀式などを具体的にいつ、どのように実施し評価して

いくかをまとめたものです。ですから、カリキュラムを見ればその学校がどのような教育活動に力を

入れ、どのような教育内容を実施することによって、特色を出そうとしているかがわかります。 

私がカリキュラムを創る際に重要視しているのは、義務教育学校としての特色を明確に示しながら、

学園の総合的チーム力を発揮し、地域や家庭などを巻き込んだ学園づくりを推進することです。その

ために、一つの手段として校内研究を中心として教員がカリキュラム・マネジメントによる継続的な

授業改善に努める環境を構造的に創り、出口保障としての進学実績を上げることによって、積極的に

その優位性を打ち出すことにあります。 

私は「チーム・えばひら」としてのグランドデザインを示し、学園の教育活動を地域と保護者と共

有しながら、品川区が誇るべき教育改革の経験と実践を財産として、来年度は以下の目標設定に基づ

き義務教育の方向性を示します。 

(1) 長期的目標・・・品川らしい義務教育学校の完成 

(2) 中期的目標・・・新学習指導要領・品川区立学校教育要領完全実施への対応 

(3) 短期的目標・・・義務教育学校として特色あるカリキュラムづくり 

上記を達成するために、次の事を中心にカリキュラムを実施していきます。 

① 本年度作成した学習指導計画を各教科で生かし、校内研究とプロジェクトチームを連動させる

ことによって、教師の資質向上と児童・生徒の学力向上を図る。 

② 品川区の一貫教育の要である市民科と英語科について継続的な単元開発を行い、特色ある教育

活動を実践する。市民科では、一貫プランの作成を行う。 

③ 教職員の人材育成と管理を適切に行い「働き方改革」の体制を整える。 

④ 各分掌において義務教育学校の制度化に対応できる組織マネジメントを図る。 

⑤ 品川コミュニティ・スクールを活用し、チームとしての学園の教育力を高める。 

⑥ 6校の義務教育学校が連携を深め、情報やカリキュラムの共有化を図り一貫教育を更に前進させ

る「6校構想」を推進する。 

 カリキュラムとは、ラテン語の「走る」(currere)から由来した言葉で「走るコース」のことを言い

ます。一人一人の子ども達が、自分の走るコースを自分でコントロールしながら自分の力で走り切る

ことを目標として、来年度の教育活動を推進していく所存です。 
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  【作品展「えばひら美術館」】              図工専科 田邉 寛  

２月１４日(木)～２月１６日(土)の３日間、５階 

                     ホールを中心に、学校全体を展示会場に作品展が 

行われました。他の小中学校の展覧会などと異な 

り、１年生から９年生までの作品が同じ会場に 

展示されるという作品展は、なかなかありませ 

ん。前期課程の児童は「大きくなったらこんな 

ことができる」という後期課程への憧れを、後期 

課程の生徒は「自分たちにもこんな時があった 

なあ」と懐かしみながら、作品を鑑賞しました。 

今回の鑑賞の体験が、今後の作品づくりに生 

かされることを期待しています。 

 

 ＜５年家庭科＞ 野口 明子 

５年生の家庭科作品はカラフルな巾着でし

た。初めてのミシン縫いや刺し子と真剣に向き

合う中で、それぞれが魅力あふれる世界を生み

出しました。作品の向こうに、たくさんの可能

性の種を見付けられたことを嬉しく思います。 

 

＜６年家庭科＞ 大島 紗季 

６年生はミシンを使い、エプロンを縫いまし

た。直線縫いや返し縫いにも慣れ、難しいポケ

ットの部分もお手伝いに来ていただいた保護者

の方々に励まされながら上手に縫うことができ

ました。そして完成したエプロンは、最後の調

理実習で着用しました。 

＜美術科＞ 田地 彰 

 美術史の上で名前を残すどんなにすぐれた作

品でも、最初は一本の線が引かれるところから

はじまります。そしてこの一本の線が引かれる

ためには、多くの準備と少しの勇気が必要とな

ります。常に頭の中にテーマを泳がせておいて

「ひらめき」が降りてくるのを待つ時間。その

「ひらめき」を、自分の中に堆積した知識と経

験を駆使してイメージをふくらませていく過

程。そして最終的にはそのイメージを実際の作

品に仕上げていく技能。 

作品が生まれるまでの多くの準備、そして白

い紙にはじめて線をひくときの勇気。それらを

経て完成した多くのすばらしい作品にふれるこ

とができました。どうもありがとう。 

＜７～９年家庭科＞ 関 康子 

 ７年生はボタン付けや手縫いなどの基礎縫い

を学び、ファイルカバーを作りました。８年生

はスウェーデン刺繍を入れたミニポーチ。９年

生は幼児とのふれあいについて学んだので、そ

れに関連してかわいいデザインを考えたネーム

ワッペンを作りました。 

 １年生から９年生までの作品が一堂に観ら

れ、とても新鮮で感銘いたしました。特に児童

のみなさんの作品は、これまで観る機会がなか

ったので印象的でした。どの作品も個性があり、

自由で豊かな発想で表現されていて、観ていて

楽しくなりました。この体験を活かし、今後も

教科指導に励みたいと思います。 

＜技術科＞ 東郷 親 

毎年制作する作品は同じですが、毎年悪戦苦闘

しながら取り組んでいます。それぞれ個性が出て

いてそれこそ世界に一つだけの作品です。 

 ７年生は一枚の板を利用して、生活に必要な品

物を見本の中から選択します。けがき→切断→部

品加工→組立→仕上げの作業工程で完成させま

す。みんな頑張りました。 

 ８年生は家庭に役立つものを考え作品を選択

します。作業工程は７年生と同じですが、引き出

しをつけるのがポイントです。 

 ９年生はロボットの製作で動力の伝達を学習

します。それぞれ難易度が違い時間が足りない人

もいましたが最後まで頑張りました。将来技術者

を目指す人が出てくれば嬉しいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 十二単体験 】              ８年 川邊 泰葉 

 ２月１９日（火）に、８年生が十二単体 

験を行いました。 

 荘厳なボレロが流れ、緊張感漂う中、 

代表生徒２名が十二単と束帯を着ました。 

 体験を終えて生徒たちは、「今の時代と 

平安時代の美意識は違うことに気付きまし 

た。」や「日本文化を再認識し、『日本美』 

を感じることができました。」「十二単の、 

紅葉のような、綺麗で華やかな色彩に驚き 

ました」と感想を書いていました。 

 日本文化に触れ、理解を深めることがで 

きました。 

【 クラブ見学 】                 ３年 佐藤 史織 

 ３年生が２月２１日（木）に、４年生か 

ら始まるクラブ活動の見学に行きました。 

クラブ活動は特別活動の一環で、およそ１ 

か月に１回開催されています。 

クラブ見学では、クラブごとに活動して 

いる様子を見せてもらったり、実際に作っ 

た作品を触らせてもらったりしました。 

どのクラブも他学年と協力し合い、楽し 

そうに活動している様子を見て「早くクラ 

ブ活動をやりたい！」と、クラブ活動が始 

まることを今から楽しみにしている様子で 

した。 

【 社会科見学 】             ５年 星野 麻仁   

２月２２日（金）に、５年生が「校外学習 

の集大成」として１年間で身に付けた公共で 

のマナー、歩き方、礼節を意識しながら学習 

をしてきました。 

社会科の工業の学習から『日産車体自動車 

工場』、『キリンビバレッジ』に行き、身近に 

見ている自動車や飲み物がどのようにして作 

られているのかを目の前で見てきました。教 

科書だけでは知ることのできない音、におい、 

工場の広さ、働いている方々の真剣な様子は、 

子どもたちにとって新鮮なものばかりでした。 

子どもたちの１年間の成長も実感しました。 



【 ５組 遠足 】               ５組 藤田 夕紀 

 ２月２５日（月）に、昨年の１０月に開場し 

たばかりの豊洲市場と、お台場にある東京クラ 

フトタウンという施設で、キャンドル作り体験 

を行いました。１２月の校外学習で考えた５組 

マナールールに従い、施設や電車内を行動しま 

した。 

豊洲市場では、１時間半みっちりとガイドさ 

んに施設を案内していただき、食べ物の流通に 

ついて知ることができました。東京クラフトタ 

ウンでは、それぞれの個性があふれる作品を完成 

させることができました。 

 

コミュニティースクールの３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１４日～１６日の学校公開では多くのボランティアの方々にご協力をいただき、ありがとうござ

いました。３０年度は活動が多種に広がりました。来年度も“あなたの手を『活』かしませんか” 

○算数復習タイム：３月２日（土）４年生の２時間目です。子どもたちの笑顔がうれしい丸付けです。 

○荏平ガイドの綴じ作業：４月初めを予定。新入生に大切な資料の綴じ作業でどなたでも大募集中です。 

○図書ボラ：卒業と入学にあわせて、メディアセンターを飛び出して、桜のモチーフを昇降口付近に広 

げます。たくさんのお手伝いをお待ちしています。 

○学校花壇ボラ：３月土曜で日程調整中。畑と田んぼの 

耕し・土づくりの作業をします。 

 

 

 

1 日(金) 都立高校発表(9) 

2 日(土) 土曜授業 立志式(3・4)  

4 日(月) 全校朝礼 出前選挙(9) 

5 日(火) ６年生の進級を祝う会(1-6) 

7 日(木) 音楽朝会 午前授業 保護者会 

8 日(金) 校外学習(9) 

11 日(月) 前・後期課程朝会 専門委員会 

12 日(火) 異学年交流(3) ９年生を送る会(5-9) 

14 日(木) 英語朝会 午前授業 卒業式予行 

18 日(月) 1-4・児童生徒朝会 

 

19 日(火) 前期課程修了式予行 

20 日(水) 卒業式(9) 

21 日(木) 春分の日 

22 日(金) 午前授業 前期課程修了式(6) 給食終 

     5 時間授業(5) 全校美化 

25 日(月) 修了式 

26 日(火) 春季休業日  ～4/7 

 

 

 

 

 

 

＊3月の行事予定 ＊ 
 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

＜生活部より＞ 

・３月より夏季時程となり、前期課程の帰宅時間が 17:00

となります。また、部活動下校も 18:30となります。 

 安全な帰宅について、親子で確認してください。 

・４日（月）にＰＴＡ作成の「エバヒラ交通安全 map」

と「みなさまからの情報一覧」を配布します。ご家庭

でも目を通して頂き、有効にご活用ください。 

★最後まで気を抜かずに生活しよう★ 

次の学年へ持ち越さず、やり残しがないように指導していきます。 
３月の生活目標 

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。 


