
 

  

 

 

 

 

制度疲労と新たな価値観の創造 

校 長   青 木   経 

本年度は、初めて 1 学期に前期課程と後期課程の運動会を実施いたしました。前期課程にとっ

て 5 月の運動会は、日程的に厳しいのではないかとの不安もありましたが、結果的には前年度の

運動会と比較しても全く遜色ない充実した内容で、保護者からのアンケートも好評でした。また、

後期課程の運動会は 9 年生をリーダーとして生徒たちの自主性を重んじた指導により、生徒たち

自身が伸び伸びと、心から楽しんでいる様子をご覧いただけたのではないでしょうか。まさに、

スポーツを通してお互いにたたえ合い、励まし合うことからクラスもまとまり人間的な成長が図

られる機会になったと思います。 

 さて、5 月に起きた大学アメリカンフットボールの反則行為が、大きな社会問題となりました。

有能で将来が期待されていた一人の学生を精神的に追い込んだ要因と、大人の対応のまずさが明

らかになることによって、制度疲労を起こしている組織の在り方やスポーツの意義、価値につい

て問われています。私たちは漠然と理解していながらも見過ごしていた制度上の問題点と、指導

者としての倫理観を改めて示す必要があります。反則行為を行った同じチームの選手たちが発表

した声明文には、「私たちは、私たちの大切な仲間であるチームメイトがとても追いつめられた状

態になっていたにもかかわらず、手助けすることができなかった私たちの責任はとても重いと考

えています。」と書かれています。 

 私自身は高校時代、部活動においてコーチや先輩と衝突し、同学年の全部員が退部するという

事態を生じてしまったことがあります。何度か話し合いの場が設けられましたが、生意気な私た

ちの主張を冷静に受け止め説得しようとする先輩たちと、静かに涙を流して聞き入るコーチの姿

を今でも思い出します。そこには、いつかわかってくれるだろうとの大人の対応がありました。

実際に退部した後は、あんなにつらい練習をもうしなくてよくなったと思う解放感と同時に寂寥

感や罪悪感が一挙に襲い掛かり、今でも深く後悔しています。 

 元陸上選手の為末 大さんは、かつて体育会について「指導者は自分の頭で考え、自分の価値観

でノーも言える人を育てて」として「スポーツからスポーツ以外の世界に持ち越せる大きなもの

として、敗北体験や何かを継続することの大切さを学べる点」であると指摘しています。そして

「スポーツはいざというとき、一人でも立ち向かえる人間を育てる場でもあります。スポーツの

プロセスの中で自分の判断を大事にするトレーニングや仕組みを作ることが大事です。」と述べて

います。 

長い年月の中で、時代背景や選手気質が大きく変わってきた現在、中学校や高等学校の部活動

の在り方や考え方も大きな転換期を迎えています。部活動の顧問の多くは、純粋に心からスポー

ツを愛し、スポーツを通して生徒の自己実現を手助けしたいとの思いで打ち込んでいます。今年

の 3 月にスポーツ庁から運動部活動のガイドラインが出されたのを受け、6 月に品川区教育委員

会から「品川区立学校 運動部活動の在り方に関する方針」が出されました。本学園においても「部

活動の休養日と活動時間の見直しについて」を 7 月上旬に配布いたしますが、その基盤には「生

涯にわたってスポーツを楽しむ素地を部活動からつくる」ことにあります。 

そのためにも、私たち教員は、児童・生徒が自己実現や生きがいを持ちスポーツに打ち込む環

境をつくり、本来の教育（エデュケイト）の意味である児童・生徒の力を引き出すことに努めて

いきたいと思います。 

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 7 月 2 日発行 

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



【後期課程運動会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の PTA 競技は荏平初の試み、「保護者･教員連合軍 vs９年生」の綱引き合戦。親･教師と

しては「威厳を保ちたい！」、子供としては「一泡吹かせたい！」。思いを綱に込めた熱き戦い

となりました。ワールドカップ並みの声援が校庭に飛びかう中、勝負の結果は大人の２連勝。  

思い切り悔しがる９年生に、腕をもみ腰を押さえる大人たち…。笑顔いっぱいで終われました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 星野 あい 

今年度の運動会は全学年が２クラスになったため学級

対抗に加えて、縦割り色別対抗での運動会になりました。

９年生が練習時から下級生によく声を掛け、気持ちを高

め、まとめていました。 

当日は 『荏平魂～仲間と共に全力で！勝利と感動をつ

かもう！』 のスローガン通り、どの競技にも全力で挑む

姿、最後まで諦めない姿、仲間を必死に応援する姿が、

観ている人に感動を与える運動会となりました。保護者

の皆様、来賓・地域の皆様、熱いご声援ありがとうござ

いました。 

７年   担当 山本 正章 

 ７学年初の大きな行事への

取り組みとなり、少し緊張気味

で練習がスタートしました。そ

れぞれのクラスで走順・跳び方

など、相談や工夫をしながら、

徐々にクラスのカラーが出て

きました。本番では、両クラス

とも最後まで一人一人が力一

杯全力で取り組むことができ、

先輩たちの活躍する姿にも心

を動かされたようでした。次に

つながる運動会となりました。 

８年     担当 西鍵 望 

昨年度よりも１クラスの人

数が増え、たくさんの仲間と協

力して練習に励みました。学年

種目の全員リレーやむかで競

走の練習を通してクラスの団

結力を高め、応援合戦や組体

操・ダンスでは、リーダーシッ

プを発揮する９年生の姿に刺

激を受けました。両クラスとも

譲らぬ戦いを繰り広げ、勝ち負

けを超えた充実感を得ること

ができた運動会となりました。 

９年   担当 長山 靖 

 修学旅行が終わって間もな

く運動会練習に励んできまし

た。最後の運動会ということ

もあり、全員リレーや大むか

で競走などの学年種目はもち

ろん、今年度は色別で行われ

た応援合戦や組体操・ダンス

でも最上級生として立派に下

級生を引っ張りました。一生

懸命に取り組んだからこそ生

まれたドラマがあり、清々し

い運動会となりました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 １年 校外学習  】              担当 塚本 貴子 

６月８日に多摩川台公園に校外学習に出かけま 

した。当日は天候に恵まれ、子どもたちは、往復 

とも電車の乗り方や道路の歩き方のルールやマナ 

ーをよく守り行動することができました。 

園内では、水生植物や野草園で遊んだり、おに 

ごっこやじゃんけん列車をしたり、遊具で遊んだ 

りと元気いっぱい園内を走り回っていました。昼 

食は、家の方の作ってくれたお弁当を美味しそう 

にほおばっていました。昼食後の園内にはゴミが 

一つも落ちていない状況にはとても感心しました。 

初めての校外学習は大成功に終わりました。今 

後もこの学習で学んだことを生かして学校生活を 

送ってほしいです。 

 

 
【 ３年 平塚すこやか園との交流 】        担当 永安 浩也 

６月８日、すこやか園のきりん組さん、ぞう組さ 

んとの交流給食会を行いました。３年生がすこやか 

園のみなさんとペアを組んで一緒に過ごすのは今回 

で５度目ということもあり、慣れ親しみ笑顔が多く 

見られるようになってきました。３年生は上級生ら 

しく、優しく声をかけ、手をつないで座席に連れて 

いく姿が見られました。給食中も園児に合わせた話 

題を考えて話しかけるなど、一生懸命に会を盛り上 

げようとする姿も見られました。交流会後、「次回 

の交流会はいつやるの。」と聞きにくる子もおり、 

それぞれが手ごたえを感じている様子です。 

 

 

 【 ５組 磐梯移動教室 】             担当 藤田 夕紀 

 ６月２０，２１，２２日の３日間、磐梯高原へ 

移動教室に行ってきました。１日目のレクの出し 

物は、３人で協力して５組らしい劇と歌を披露し、 

他校の生徒たちからたくさんの拍手をもらうこと 

ができきました。２日目は少し霧がかった天候か 

らハイキングがスタートしましたが、雄国沼湿原 

に到着すると、見事に霧が晴れてきて、とてもき 

れいなニッコウキスゲを見ることができました。 

３日目の東武動物公園では、ヒグマに餌を与えた 

りたくさんの動物を見たりしました。 

 品川では味わえないたくさんの自然を満喫した 

り、多くの他校生徒と交流したりと、大満足の２ 

泊３日を過ごすことができました。 

校外でも教室と同じように、先生のお話をしっ

かり聞いて、行動することができました。 

仲良しになった子と一緒に食べるとおいしいね。

よいお兄さん、お姉さんになれました。 

校長先生と一緒に記念写真。 

「はい、チーズ！」 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊７月の行事予定 ＊ 

 

 

 

 

【わかたけ会 第５回総会のご案内】    担当 副校長 影山 祥仁 

合同同窓会「わかたけ会」が誕生してから、すでに１０年目を迎えることとなり、今年は第５回

の総会を開催します。青春時代を過ごした学校を懐かしみ、交流を深めていく場として、卒業生の

皆さんが一丸となって「わかたけ会」を立ち上げ、そして盛り上げています。特に、参加されたこ

とのない卒業生の皆様、老若男女問わずお待ちしております。 

荏原第二中学校・平塚中学校・荏原平塚中学校・荏原平塚学園の合同同窓会を下記の通り開催い

たしますので、お忙しいとは存じますが、是非ご参加ください。 

日 時：平成３０年１１月１１日(日)  １４：００～１６：２０ 

会 場：品川区立荏原平塚学園 ５階ホール 

後日、お知らせと出欠表が郵送されますので、詳しくはそちらでご確認ください。 

２日(月) 全校朝礼 専門委員会 合格塾(数) 

４日(水) 教育会のため４時間授業 合格塾(英)  

 ５日(木) 英語朝会 東京都学力調査(5,8) 

 ６日(金) オープンスクール(中延小・延山小) 

       林間保護者説明会(5) 

７日(土) 土曜授業⑤  避難訓練（防災学習） 

９日(月) 移動教室(7)～11 日   学力テスト(9) 

      定期考査(5 組)  合格塾(数) 

１１日(水) 荏原保育園交流(2) 租税教室(9) 合格塾(英) 

１２日(木)  読書集会 茶道教室(3) クラブ(1-4)  

１３日(金) 劇団四季「こころの劇場」(6) 

１４日(土) ＰＴＡエバヒラ夏祭り 

 

１６日(月)  海の日 

１９日(木) にこにこ班遊び(1-4) 全校美化 

２０日(金) 終業式 

２１日(土) 夏季休業日始（～8/31） 

２３日(月) サマースクール(7-9)～27 日 

６日(木)  夏季水泳教室(1-6)始 ラジオ体操始  

２４日(火) サマースクール(1-6)～26日 個人面談始 

       夏季自習教室(3-6) 

３０日(月) 夏季水泳教室(1-6)終  個人面談終 

３１日(火) 日光林間学園(5)～8/2 

 

 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

今号から、別紙にてコミュニティ・スクール（ＣＳ）通信を本紙に差し込み、ＣＳ活動を広く周知してい

きます。今後、こちらのコーナーでは、直近に予定している活動を紹介し、ボランティアを募る場としてい

きます。気になるボランティア活動がありましたら、気軽にお問い合わせください。保護者の皆様、地域の

皆様の、より多くのご参加をお待ちしています。 

○ ７月１３日（金）、第２回校区教育協働委員会を開きます。委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

○ ７月２日（月）から７月１３日（金）まで、えばひら読書旬間となります。図書ボランティアでは、

朝８時３０分からの１５分間、１年生から４年生の児童へ、絵本の読み聞かせを行います。 

○ ５月２５日（金）５年生が田植えを行い、田んぼとバケツの稲が順調に育っています。学校花壇ボラ

ンティアでは、稲作のお手伝いや畑での夏野菜の育成、学校内の除草作業を行っています。特に夏の除

草作業お手伝いを募集しています。 

○ ７月１２日（木）、３年生の茶道教室があります。３年生 

保護者の皆さんへは、授業のお手伝いのご案内をします。 

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。 

７月の生活目標 １学期をしっかりしめくくろう。 

学習のまとめと整理整頓を重点に指導していきます。 
つばめがすくすく育っています。 


