
 

  

 

 

 

 

心で見なくちゃ、 

ものごとはよく見えない（星の王子様の一節より） 

校 長  青 木   経 

 

1 学期の終業式で、私が児童生徒に対しておこなった講話が「No Attack No Chance」（挑戦なくして、

チャンスなし）でした。夏休み期間中に何か目標をもって挑戦してもらいたいとの思いでお話をいたしまし

たが、各ご家庭でどのように過ごされていたでしょうか。一回り成長した姿で 2 学期がスタートできること

を楽しみにしております。 

さて、夏休み期間中も様々なニュースが報道されていましたが、私が一番に印象深かったのは 8 月 15 日

に 2 歳の男児が、ボランティアの尾畠春夫さんによって 3 日ぶりに無事救出されたという記事でした。連

日の過剰ともいえるマスコミの取り扱いで、一躍時の人となった尾畠さんは、強い信念と意志をもってボラ

ンティア活動を長年されており、その経歴と生き方に多くの人が感銘を受けました。あるレポーターから救

出した男児と再会したくはないかと問われたとき、「もうすでに終わったことなので、元気な笑顔を想像す

るだけで十分です。」と答えていた姿が忘れられません。尾畠さんはボランティア活動とは「自己完結、自

己責任」とおっしゃっていますが、ボランティアの神髄を見た思いであると共に、本学園で取り組んでいる

ボランティア活動についても改めて考えました。 

日本のボランティア活動の元年と位置付けられているのは、平成 7 年 1 月に発生した阪神・淡路大震災

でした。この時は 100 万人の方々がボランティアとして参加し、2 年後のナホトカ号重油流出事故でも 3

か月で述べ 30 万人が参加したといわれます。この事故によりロシアの高官が来日した際には、厳寒の中無

報酬でボランティア活動に従事する人々に驚嘆したといいます。現在でも自然災害が起こるたびにたくさん

の方々が、ボランティアとして地域の復興に奮闘されていることが取り上げられています。 

荏原平塚学園では、義務教育段階では珍しいボランティア部が部活動としてあるほか、児童・生徒会が積

極的にボランティア活動の中心として活躍しています。また、ボランティア・パスポートを全員に配り活用

することによって、ボランティア活動の精神を学ぶ環境を全校体制で作っています。7 月 27 日（金）品川

区社会を明るくする運動「区民愛のつどい」青少年善行表彰では、茶道部と吹奏楽部が新たに品川区の社会

福祉に貢献したことによって表彰されました。（詳しくは２面で） 昨年の 2 月には、ボランティア部が東京

都から「地域に根差した貢献活動や社会福祉活動を主体的に実施し、ボランティア活動の意欲を喚起するな

ど自助と共助の精神と行動力」が評価され表彰されました。いずれも、表彰されることを目的として行って

いる活動ではありませんが、結果として子ども達が自らの行為や行いが人の為に役立っていることを知り、

人のために尽くす行為が自分自身の心の成長につながることを自覚する機会になればと思っています。 

ボランティアの精神を学び、自らのものとするには時間がかかります。まずは児童の段階で、身近な家庭

生活において自分の存在が人の役に立つ喜びを実感させることが必要ではないでしょうか。入試で有利だか

らといった単純な理由でボランティア部に入部する児童生徒もおりますが、実際の活動を通して少しずつ気

持ちに変化が訪れます。また善意を尽くそうとするとき、時にはよこしまな感情が入ってしまうのも人間だ

からこそではないでしょうか。私は、サン＝テグジュペリが「星の王子様」のなかで、王子様に対してキツ

ネに語らせる一節「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えな

いんだよ」ということばの重みを感じます。そして児童生徒の一人一人が想像力を働かせ、他者の痛みを感

じ、心でものを見る目を持ち育つことを理想として、本学園の教育に当たる所存です。 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   青 木   経 
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【 ５年 日光林間学園  】         担当 星野 麻仁  

７月３１日（火）～８月２日（木）の３日間は天 

候にも恵まれ、５年生にとって一生忘れることので 

きない思い出となりました。緑の中でアスレチック 

を体験し、照り付ける太陽の下、飯ごう炊爨でカレ 

ー作りを行いました。満点の星空の中キャンプファ 

イヤーで踊り、歌い、テントで寝ました。ハイキン 

グでは最後に野生のサルを目撃することができ、そ 

して全員が遅れることなくゴールすることができま 

した。子供だけで初めて行う宿泊体験は「時・礼・ 

心」を大切にして大成功で終えることができました。 

                        

【 社会を明るくする運動 表彰式 】     担当 副校長 影山 祥仁 

７月２７日（金）に、「第６８回品川区社会を 

明るくする運動中央大会」において、青少年の健 

全育成に資することを目的とした「青少年善行表 

彰」が、きゅりあん小ホールで行われました。 

本学園からは、吹奏楽部と茶道部が表彰されま 

した。どちらも、平塚橋ゆうゆうプラザとの交流 

が認められての表彰になります。吹奏楽部は、一 

昨年度より「クリスマスコンサート」と称して、 

施設のお年寄りの方やそこを訪れる地域の方々に 

向けた演奏を行っています。茶道部は、昨年の秋 

「和のおもてなし」と称し、箏の演奏や飾り雛とコラボレーションしてお点前を披露しました。今

年の春には、「春のおもてなし」と称し、箏の演奏とともにお点前を披露しました。 

 どちらの活動も、施設のお年寄りの方だけでなく、地域の方々からも好評をいただいています。 

 

【 吹奏楽部コンクール 】           担当 伊藤 紗与子 

 ８月９日(木)に、「第５８回東京都中学校吹奏楽 

コンクール」が、府中の森芸術劇場ウィーンホー 

ルで行われました。コンクール直前の８月４日～ 

７日には８年生の勉強合宿があり、顧問の木村先 

生と主力の８年生が不在の中、他の部員たちは自 

主的に練習を重ねました。 

 当日は台風の予報があったためスケジュールが 

変更になり、予定より１時間遅い開始となりまし 

たが、本校は 1 番目の出演だったため、朝早く集 

まってリハーサルを行い、会場へ向かいました。   

今年度取り組んだのは「セレブレイト」という曲です。迫力があり、生き生きとした演奏が評価さ

れ、銀賞を受賞しました。応援に駆けつけてくださったみなさま、ありがとうございました。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 夏季水泳 】               担当 柳 俊吾 

７月２３日（月）～３０日（月）と８月２２日 

（水）～３０日（木）に１～６年生は夏季水泳指導 

がありました。１３日間の中で一人一人がそれぞれ 

の「めあて」に取り組み、泳力を伸ばしました。 

 目標を達成するには、自身の努力が必要です。 

「泳げるようになりたい」と、参加児童たちは一生 

懸命でした。できる喜びや達成感、泳ぐことの楽し 

さを感じたことと思います。 

この夏に、子どもたちが諦めず、努力したことは 

大きな力となり、忘れられない思い出となることで 

しょう。 

 

 

【 夏休みラジオ体操 】            担当 副校長 鴻野 祐子 

ＰＴＡ主催の夏休みラジオ体操が今年度も実施さ 

れました。今年のラジオ体操は、校庭工事のため、 

全日程アリーナで行いました。１０日間での児童・ 

生徒や保護者、地域の方、教職員等を含めて述べ 

1,747 名が早朝からラジオ体操で汗を流しました。 

皆勤賞は、前期課程７２名、後期課程１３名でした。 

子ども達や保護者の皆様が、健康や健全な生活に対す 

る意識がとても高いことが分かります。 

中学校ＰＴＡ連合会報「志学」に掲載した本校の夏のテーマは「学習の夏！ボランティア活動の夏！」

です。ラジオ体操の際に、５～９年ボランティアの児童生徒が先頭に並び、ラジオ体操の手本を示して

くれ、今年は、多い日で１９名のボランティアが集まりました。整然と体操をする姿は、１～４年生の

憧れにもなっています。良き伝統の一つがこうして引き継がれていることを嬉しく思います。 

 

【 勉強合宿 】                     担当 能登 美和 

８年生は８月４日から埼玉県の国立女性教育 

会館で３泊４日の勉強合宿を行いました。初めは 

スマホやテレビがない生活に不安な気持ちの生徒 

たちでしたが、熱心な大学生指導助手のおかげも 

あり、最後は「楽しかった」「勉強に対する意欲が 

変わった」との声があがるほど、充実した４日間 

を過ごしました。日中の授業だけでなく、夜 19 時 

30 分からの２時間、自主学習にも非常に集中して 

取り組み、そんな生徒たちの姿を見て大きな成長を 

感じました。この経験はきっと生徒たち一人一人の 

自信につながったと思います。２学期からの８年生 

に大いに期待しています。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティースクールの９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。 

○９月７日（金）第３回校区教育協働委員会を行います。 

○９月３日（月）図書ボランティア定例会とメディアセンターのディスプレイ変更を行います。 

○９月７日（金）２年生による「品川かぶ」の育成がはじまり、３・４校時に育成指導の大塚さんのお話 

と種まきを行います。学校花壇ボラでは、畑の耕しと種まき授業のお手伝いを行います。 

○９月１３日（木）１４日（金）８年生の職場体験で３６のお店にご協力いただいています。 

○９月１４日（金）コーディネーター対象のＣＳ（コミュニティースクール）研修が行われます。 

○９月１１・１８・２５日（火）の１～４校時、６年生の家庭科ミシン授業のお手伝いを募集しています。 

○９月２０日（木）９年生の茶道教室があります。９年生の 

保護者の皆さんへは授業のお手伝いのご 

案内をさせていただきます。 

＊９月の行事予定 ＊ 

 
１日(土) 始業式 引き渡し訓練 

３日(月) 合格塾（数） 

５日(水) 品川教育の日のため４時間授業   

 ６日(木) にこ班遊び  保護者会(1-6) 

 ７日(金) 発育測定(1)  特・連合スポーツ大会 

      夢・未来プロジェクト(7-9) 

１０日(月) 発育測定(2)  専門委員会 合格塾(数) 

１１日(火) 発育測定(3)  

１２日(水)  発育測定(4)  合格塾(英)  

 

１３日(木) 職場体験(8)  発育測定(5) クラブ⑤ 

１４日(金) 職場体験(8)  発育測定(6) ふれあい給食 

１８日(火)  すこやか園交流(3) 

１９日(水) 移動教室(6)～21日 

２０日(木) 茶道教室(9) 

２５日(火) えばひら宅急便訪問③ 

２６日(水) 研究授業(8) 

２７日(木) にこ班遊び 児童・生徒会選挙 

 

 

 

【 サマースクール 】        

担当 渡邉 裕介 

７月２４日（火）から２６日（木）まで

の３日間、サマースクールが行われました。

サマースクールでは、少人数で、１学期の

学習内容を中心に復習を行い、理解・定着

につなげられるよう学習を進めました。短

い時間ではありましたが、児童、生徒は集

中して課題に取り組むことができました。 

 ３日間で復習した内容をしっかりと身に

着けて、２学期以降の新しい学びに活かし

て欲しいです。 

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。 

９月の生活目標  

きまりやルールを守って生活しよう。 

規律ある生活に心と体を戻し、落ち着いて過ごしていきます 

 

【 夢★未来プロジェクト 】  

オリンピック・パラリンピック教育の一環

として、オリンピアンが来校します。保護者

の皆様・地域の皆様も講演会にご参観できま

すので、お知らせいたします。 

日時：平成３０年９月７日（金） 

１１：３５～１２：２５ 

場所：Ｂ２Ｆ アリーナ 

講師：松本 弥生先生（競泳選手） 

ロンドンオリンピック 400ｍ自由形リレー7 位入賞 

リオデジャネイロオリンピック 

400ｍ自由形リレー8 位入賞 

前期課程養護教諭の北原朗子教諭ですが、９月１１

日より産休に入ります。後任として齋藤ゆかり教諭が

務めます。 

北原先生には元気な赤ちゃんを産んでもらえるよ

うに教職員・児童生徒みんなで祈っております。 


