
  

 

 

 

 

「The Book of Tea」【茶の本】 
校 長  青 木   経 

５月２９日(火)～３１日(木)、９年生の修学旅行の引率で奈良・京都に行ってきました。京都の街は例

年大変な人ごみなのですが、外国人の観光客が非常に多くなり日本への関心が高まっている様子が見受け

られました。名実ともに日本の「文化首都」である京都は、明治維新によって東京に都が移った時は、人

口が激減し都市衰退に直面しました。京都を立て直そうと先人らは様々な困難に立ち向かいましたが、そ

のリーダー的な存在が、西郷隆盛の長男である西郷菊次郎でした。西郷菊次郎は、京都市長の在任期間に

「京都百年の大計」として近代化に取り組み、日本で最初の発電所を作り路面電車を実用化するなどを行

いました。西南戦争で賊軍となった西郷隆盛ゆかりの地である京都は、長男の西郷菊次郎によって見事に

復活し、現在に至っているのです。 

さて、岡倉天心が｢The Book of Tea｣(茶の本)を英語でアメリカにおいて出版したのは 1906 年でした。

日本の文化を外国に知らしめた書物としては、新渡戸稲造が 1899年に「武士道」を英文で出版しています。

明治維新後、怒涛のように流れ込む西洋文化や思想に対して、アジアや日本に対する誤った知識や偏見を

打破するために、東洋の文化と思想の独自性と優位性を英語で発信した日本人が、明治時代に存在してい

たことは驚異に値します。 

岡倉天心はこの書物の中で、諦観的な生き方やものの見方を通して培われた静謐で穏やかな感性から生

まれた日本独自の文化が、長い歴史の中で醸成され、時代が変わっても人々の生活に息づくさまを、茶道

を通して表現しました。アジアの文化を取り入れアレンジすることによって、独自の美しさを探求した先

人たちの情熱、自然を受容的に受け止め、自然と同化する寛容な精神から生まれた日本の文化を、西洋の

人々に理解してほしいとの必死な思いが伝わります。 

これからのグローバル社会において、英語が話せることは前提条件であり、子供たちが社会で活躍する

ころには多国籍の人々との協働作業が当たり前の時代になると思われます。新しい学習指導要領 小学

校・外国語の改訂において、「主体的なコミュニケーションを図る」活動を重視し今までのように「おうむ

返しに言われた通りに繰り返す」のではなく児童自身が対話的な活動から「考えを形成する」ことを求め

ています。また、中学校・英語科では、「話すこと」を新たに「やり取り」と「発表」の２つ分けて目標を

設定しています。さらに、その内容については「社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについ

て考えたことや感じたこと、その理由などを、簡単な語句や文を用いて述べ合うことができるようにする」

として高度な内容を提示しています。 

本学園では昨年度から 5･6 年生について週 2 時間の英語学習を進めており、その為に、9 年間を通した

本学園独自のプログラムも作成しております。また、英語に触れる時間を多く取るために下記の講座を企

画し実施いたします。 

事業名 対象学年 時間等 

えばひら合格塾（英語） ８・９年 毎週水曜日 16:00-18:00 

英検合格塾 全学年 英検試験日 10日前から 16:00-18:30 

えばひら英会話スクール ５・６年 隔週水曜日 16:00-17:00 

サマースクール（英会話） 前期課程（１～６年） 夏季休業中 5日間程度 

たとえ自動翻訳機によって即座に外国人と会話できる時代が訪れたとしても、必要なのは自分の意見や

考えを相手の表情を見て、自分の言葉で伝えようとする意思ではないでしょうか。荏原平塚学園では、英

語に親しむだけではなく、実践力を兼ね備えられるように英語教育の充実を図る所存です。 

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 6 月 1 日発行 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１・６年 岡田 徹 
 １年生と６年生は各教室で「犬棒かるた」を行いま

した。１年生にとっては初めての異学年交流でしたが、

朝の支度を一緒にしてくれている６年生のお兄さんお

姉さんがゆっくりと読み札を読んでくれたり、優しく

話しかけたりしてくれたおかげで、緊張することなく

楽しく過ごせました。早めにかるたが終わった班は６

年生が用意した本の読み聞かせをしていました。しっ

かりと話を聞く１年生の姿勢に、６年生も張り切って

いました。 

２・９年 大串 康裕 

 ２年生と９年生は、ことわざとそれを描いた絵札を

あわせる「犬棒かるた」対決を行いました。２年生は

初めて体験する児童も多く、はじめは９年生がやさし

くルールやことわざの意味を教えながら進めていまし

た。しかし、徐々に慣れてくると、熱を帯びた真剣勝

負になり、大盛り上がりでした。 

 かるたを通して、７つ離れた学年同士が交流を深め

ることができ、とても有意義な時間となりました。 

３・８年 川邊 泰葉 

３年生と８年生は５階ホールで「百人一首」大会を

行いました。前半戦は得点にハンディをつけて４０首、

後半戦はハンディをつけず２０首で対決しました。前

半戦は、８年生が３年生にルールを教えたり話しかけ

たりして、楽しく賑やかに進みました。後半戦は双方

とも真剣勝負で、白熱した対決を繰り広げました。 

今回深められた３・８年の関わりを大切にし、次回

の異学年交流に繋げてほしいと思います。 

４・５・７年 栗原 淳子 

4 年、5 年、7 年は、百人一首を行いました。各学

年２～３人ずつが集まりバラ取り戦です。 

4 年生は初めての百人一首でしたが、一生懸命取

っていました。5 年生は歌を覚えていて上の句で取

れる人もいました。7 年は、上級生として厳しいハ

ンデをつけましたがさすがに強かったです。 

勝ち負けでなく、他の学年と触れ合うことがで

き、楽しい行事となりました。 

 

異学年交流 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
前期課程 運動会 

２年 渡邉 裕介 

 ２年生は表現「EXCITE」、短距離走(50m)、大玉こ

ろがしを行いました。 

表現は「去年よりかっこよく」をめあてに、体を大

きく使い、踊ることができました。大玉ころがしは、

自分より何倍も大きな玉を操作するのに苦戦をしてい

ましたが、協力して取り組むことができました。当日

は、子供たちは競技も応援も全力で頑張りました。た

くさんの応援、ありがとうございました。 

６年 中満 麻弥 

 組体操のテーマ「つなぐ∞つながる」を象徴する

ように、６年生から５年生へ技を教える機会が何度

もありました。 

誰もが真っ直ぐ正面を見ることや指先まで伸ば

すことを意識した姿は輝いて見えました。みんなで

心を一つにして表現し多くの拍手をいただいたこ

とで、子供たちの表情もさらに生き生きとし最後ま

で自信をもって取り組む姿が見られました。 

 

５年 星野 麻仁 

 スポーツには「成功と失敗」「勝者と敗者」が必ずあ

ります。一つだけ裏切らないものがあります。「練習の

成果・努力の結果」です。組立体操を通して５，６年

生１３０人が共通して味わうことのできた感情は「達

成感」でした。成功の裏に隠された１か月間の過程こ

そ子供たちの思い出に残してほしいです。保護者の皆

様には心から感謝申し上げます。 

４年 宮崎 伊久美 

 ３年生の手本となるようにと伝え、

火炎太鼓の練習が始まりました。踊り

も掛け声も初めはまばらでした。しか

し、練習を重ねるごとに上達していき

ました。本番の「ソレッ」の掛け声の

瞬間の子供たちの「やり切った！」と

いう表情が、とても輝いて見えまし

た。保護者の皆様、たくさんのご声援

をありがとうございました。 

１年 塚本 貴子 

 運動会に向けて、並ぶ順やダンス、

玉入れなど自分の場所を覚えたり応援

で大きな声を出したりと、練習に取り組

みました。ダンスは、休み時間なども「や

ってみよう」と口ずさんだり踊ったりと

楽しみながら取り組んでいました。ＵＦ

Ｏ玉入れも１年生らしいかわいい踊り

を披露してくれました。どの競技にも一

生懸命に取り組んだ子供たちに大きな

拍手を送ります。たくさんのご声援あり

がとうございました。 

３年 竹内 麻衣子 

 今年の 3 年生の運動会は、「台風の目」から始まり、

４人組になり、ただ走るだけでなく、力を合わせ工夫

してゴールまで走り切りました。平塚すこやか園の園

児たちとの「みんなで GO！」では、３年生全員が園

児たちをリードして障害物をくぐり抜けていました。

そして…４年生との「火炎太鼓」は、本番が一番良か

ったです。一生懸命、練習をした結果だと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊６月の行事予定 ＊ 

 ２日(土) 土曜授業③ 地域清掃(6.8) 学年レク(5) 

２日(土) 学年活動(4) 給食あり PTA 総会 

４日(月) 全校朝礼 教育実習(後期課程)始 

２日(土) 専門委員会 夏服着用期間始 

２日(土) えばひら合格塾(数) 

 ５日(火) 新体力テスト(1-6)   

 ６日(水) 教育会のため４時間授業 歯みがき大会(5) 

２日(土) 新体力テスト(1-6) えばひら合格塾(英)  

７日(木) 英語朝会(1-4) 

８日(金) 校外学習(1) すこやか園交流(3) 

９日(土) PTA 自転車教室(PM) 

１１日(月) 1-4・児童生徒会朝会 えばひら合格塾(数) 

１２日(火) セーフティ教室(全) ほたるの夕べ 

１３日(水) えばひら合格塾（英） 

１４日(木) にこ班遊び(1-4) クラブ③(4-6) 

１６日(土)  土曜授業④  後期課程課程運動会 

２日(土)  学年活動(2) 

１８日(月) 振替休業日(後期課程) 前期課程朝会 

１９日(火) 音楽鑑賞教室(前期課程) 

２０日(水) 磐梯移動教室(5 組) ～22 日 

２１日(木) 茶道教室(8) 保健朝会(1-4) 

２２日(金) 進路説明会(9) 

２５日(月) えばひら合格塾(数) 

２７日(水) 定期考査１日目 

２８日(木) 定期考査２日目 音楽朝会(1-4) 

２９日(金) 校外学習(2) 勉強合宿保護者説明会(8) 

 

 

 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

○５月１1日（金）第１回校区教育協働委員会を行いました。 

○５月１７日（木）５年生の茶道教室がありました。 

○５月２５日（木）稲作田植えの授業を５年生が行いました。 

はじめての泥の感触は「楽しかった！」との感想でした。ご指導 

いただいた枝松さんをはじめ、学校花壇ボランティアの皆様、ご 

協力いただきありがとうございました。稲穂が育つのが楽しみです。 

○７月２日（月）から７月１３日（金）まで、読書旬間となります。 

朝の読み聞かせボランティアを募集しています。朝の８時３０分か 

ら１５分、1年生から４年生の児童への絵本の読み聞かせにご興味 

ありましたらご連絡ください。 

 

 

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。 

 
みんながんばりました。 

応援ありがとう 

ございました！ 

５・６年 

応援団 

２年 １年 

３・４年 


