
  

 

 

 

 

 
 

GIGAスクール構想の実現を目指して 
                                       校長 米塚 裕貴 

「目には青葉 山ホトトギス 初鰹」、この句に旬を感じる季節を迎えました。今からお

よそ 300 年前、江戸時代中期に活躍した俳人、山口素堂作といわれていますが、夏の季語を

３つ並べた珍しい俳句になります。それぞれ視覚、聴覚、味覚で体感した季節を表現してい

て印象的です。さらに直接ではありませんが、初夏の爽やかな風を肌で感じたり(触覚)、鰹

に添えられた生姜やネギの香りを感じたり(嗅覚)する様子も想像でき、五感を刺激する俳句

と言っていいでしょう。 

コロナ禍によって学びのオンライン化、デジタル化が飛躍的に進むと言われています。文

科省はかねてより GIGAスクール構想を掲げ、令和時代の新しい学校は、児童・生徒向けの一

人一台のタブレット端末と高速大容量の通信ネットワークの整備がスタンダードになること

を目指してきました。GIGAスクール構想の GIGAとは、「Global and Innovation Gateway for 

All」、直訳すると「全員がグローバル(地球規模)とイノベーション(革新的創造)への扉を開

けられる学校」を目指していくことになります。グローバル化は国や地域を超えた経済のみ

ならずインターネットの普及で文化、芸術の情報が世界中に飛び交うなど飛躍的に進展して

います。日本語を知らない南アフリカの少女が耳で覚えたという J ポップを熱唱する姿が話

題になりましたが、かつて不可能と思えたことが現実になっています。世界中に学びのチャ

ンスが開かれているような印象です。 

また、今、最も大きな課題となっている感染症の問題も、温暖化を含めた環境問題も、根

深く残る人権課題も一つの国や地域で解決できるような状況にはありません。これからの社

会を生き抜く子どもたちの未来に、グローバルというキーワードは欠かせないものであるこ

とを実感します。 

さらに世界を見渡すとデジタル化したビジネスモデルが百花繚乱の如く出現しています。

進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をよりよいものへと変革することをデ

ジタルトランスフォーメーション(DX)と呼ぶそうです。DXによって劇的なイノベーションを

遂げた事例としてよくあげられるのがアマゾンです。それまで店頭での購入が常識だった書

籍をインターネット販売するビジネスを皮切りに、決済や物流といった様々な小売りの仕組

みをオンラインで実現させながら急成長しました。一人一台のタブレット端末と通信ネット

ワークの整備は、やっと GIGAスクール構想の入り口にたどりついたことにすぎません。多様

な子供たちを誰一人取り残さない、個別最適化された学びの実現など、その理念を理解しな

がら活用を進めていく必要があります。 

デジタル化が進む一方、五感を使ったリアルな体験の価値もますます高まっていくと思い

ます。例えば、毎年、５年生が行っている田植えなどもあの水を張った田んぼに足を入れた

時の感覚は映像では感じ取ることができません。茶道も自分で立てたお茶を実際にいただき、

五感を通して感じ取れるものが貴重なのではないでしょうか。コロナ禍で困難な状況も予想

されますが、児童生徒のリアルな体験を保証する教育活動についても工夫しながら実施して

いきたいと考えています。 
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●品川区内の同じ義務教育学校日

野学園より副校長として参りまし

た髙木賢太郎(たかぎけんたろう)

と申します。５-７年ブロックを担

当いたしますが、低学年、高学年

の皆さんも気軽に声をかけてくだ

さい。児童生徒の皆さんが「分か

った」、「できた」を実感できる荏

原平塚学園を目指して頑張って参

りますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

（副校長）髙木 賢太郎 

●中央区立佃中学校から参りまし

た高砂洋子(たかさごようこ)です。

教科は数学です。ドラマとお笑いが

大好きで、テレビや Youtube でチェ

ックするのが趣味です。 

「学ぶことは楽しいこと」 

楽しいことにたくさん挑戦して、笑

って学園の生活を送りたいと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

（７年１組担任）高砂 洋子 

●今年度より新設の４組を担任する

ことになりました髙木等(たかぎひ

とし)です。同じ品川区の伊藤学園よ

り転任してまいりました。伊藤学園

も荏原平塚学園と同様で１年生から

９年生までが同じ校舎で学ぶ大きな

学校でしたので親しみを感じていま

す。早く皆さんと仲良くなり、一緒

に楽しい学園生活を送っていきたい

と思います。よろしくお願いいたし

ます。 

（４組担任）高木 等 

●足立区立鹿浜五色桜小学校から

参りました西﨑歩美(にしざきあ

ゆみ)と申します。「たけのこ教室」

を担当いたします。前任校でも、

特別支援教室を３年間担当してお

りました。実は、荏原平塚学園の

統合前の学校である荏原第二中学

校の卒業です。親しみあるこの地

域が大好きです。これから、どう

ぞよろしくお願いいたします！ 

 

（たけのこ教室教員）西﨑 歩美 

●港区立御成門中学校から転任し

て参りました塩釜彩奈(しおがまあ

やな)です。担当教科は国語科です。

今年度は７年生を担当します。一緒

に考え、様々な考えに触れながら、

楽しく授業を進められたらいいな

と思っています。初めての義務教育

学校で児童・生徒のパワーに圧倒さ

れる日々ですが、早く皆さんの名前

を覚えられるように頑張ります。よ

ろしくお願いします。   

（７年３組担任）塩釜 彩奈 

●今年度から新規採用の、後期課程

英語科担当、山本玲奈(やまもとれい

な)と申します。第７学年の副担任と

７，８年生の英語を担当します。義

務教育学校は初めてですが、１日で

も早く慣れて子どもたちをサポート

したいと思います。「分かって楽し

い！」「勉強してよかった！」と思え

るような授業を行いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（７年副担任）山本 玲奈 

●今年度から荏原平塚学園の仲間

入りをさせて頂きます。異動して

きて色々な縁と巡り合い、日々驚

いているところです。専門教科は

社会科で好物はラーメンです。生

徒達が充実した学校生活を送れる

ようにサポートしていきます。よ 

ろしくお願いいたします。 

 

（５組担任）谷口 太朗 

●この度、新規採用教員として参り

ました、半澤寿将（はんざわとしま

さ）です。美術科を担当します。皆

さんと一緒に、色々なことを勉強し

ていきたいです。「美術って楽し

い！」と思ってもらえるような授業

ができるように頑張ります。よろし

くお願い致します。 

 

（９年副担任）半澤 寿将 

●町田市立つくし野中学校から転任

して参りました、並木良太(なみきり

ょうた)です。教科は国語科を担当し

ます。初めての異動ということもあ

り、慣れないことも多く、ご迷惑を

おかけすることが多々あるかと思い

ますが、一日でも早く慣れ荏原平塚

学園の一員として頑張りたいと思い

ます。どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

（９年２組担任）並木 良太 

●今回初任者としてたけのこ教室

に配属となりました、彦部幸子(ひ

こべさちこ)です。伸び伸びと元気

いっぱいに過ごしているこの学校

の子どもたちの様子を見て、これ

から一緒にたくさんの時間を過ご

せることがとても楽しみになりま

した。趣味は旅行と人間観察です。

これからどうぞ、よろしくお願い

いたします！ 

 

（たけのこ教室教員）彦部 幸子 

●立花先生の産休代替で保健体育

科（７～９年）を担当することにな

りました立道彩希（たてみちさき）

です。昨年度も小金井市立小金井第

二中学校で産休代替教員をしてい

ました。まだ教員２年目であった

り、義務教育学校との関わりが初め

てだったりするので、わからないこ

とが多くあります。不慣れなためご

迷惑おかけしますが、児童・生徒が

たくさん成長できるよう努めます

ので、よろしくお願いいたします。 

（９年副担任）立道 彩希 

 

●品川区立大井第一小学校から来ま

した学校事務職員の菱山隆(ひしや

またかし)と申します。学園の児童・

生徒さんが廊下ですれ違う時に挨拶

をしてくれるのがとてもうれしいで

す。１階の事務室で仕事をしていま

す。学校環境が引き続きよくなるよ

う努力します。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

（学校事務職員）菱山 隆 

転入した教職員より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今年度、荏原平塚学園の事務職員

として着任しました青木美咲(あお

きみさき)と申します。かわいらし

い１年生から、頼もしい９年生まで

多くの児童・生徒さんの姿に、元気

をもらっています。充実した学校生

活のサポートができるよう頑張り

たいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

（学校事務職員）青木 美咲 

●今年度より、新しく荏原平塚学園

でお世話になることになりました、

巡回相談員の佐藤詩織(さとうしお

り)と申します。児童・生徒の皆さ

んが楽しい学校生活を送れるよう、

陰ながらサポートさせていただき

ます。食べることと、体を動かすこ

とが大好きです！学校で見かけた

際には、気軽に声を掛けていただけ

ると嬉しいです。よろしくお願いい

たします。 

 

（巡回相談員）佐藤 詩織 

●学校支援コーディネーターのアシ
スタントを今年度担当します、竹内
菜穂子(たけうちなほこ)です。主に
茶道教室の運営や読書旬間の読み聞
かせなどで、学校内外での様々な調
整を図りながら、スムーズにそれぞ
れの事業を進めていくことが主な業
務です。学校地域ボランティアの皆
様や先生方と力を合わせて、児童・
生徒の皆さんが実りある体験ができ
るように力を尽くしたいと思いま
す。どうぞ宜しくお願い致します。 

（アシスタントスタッフ）竹内菜穂子  

 

 

 

 

４月の行事関係 

５～９年対面式 

１年生を迎える会 

感染症対策をしながら活動しています！ 

入学式 入学式・後期課程始業式が行

われ、新たに 1年生 78名、

7年生 103名を迎えました。

新入生代表児童・生徒が、荏

原平塚学園での意気込みを話

しました。また、PTA からの

記念品を受け取りました。 

１年生を迎える会は、アリー

ナで、人数を絞って開催され

ました。各学年で準備してく

れた出し物を１年生に向けて

プレゼントし、温かく迎え入

れました。 

５～９年生の対面式も、校内

zoomで行われました。児童・

生徒会活動の紹介や、部活動の

紹介等が行われ、５年生にとっ

ては新たな活動に向けて、胸を

膨らませていました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊５月の行事予定 ＊ 

 

５月の生活目標 

時間を守ろう 
チャイム着席、遅刻をしな

い、下校時刻を守る。これらを
重点的に指導していきます。 

６日(木) 安全指導日 耳鼻科(2,4,6) 
７日(金) 校外学習(1)延期 聴力(1,2,3,5) 

１０日(月) 全校朝礼 教育実習始(後期課程) 
避難訓練 

１１日(火) 中間テスト①(7-9,5組) 

１２日(水) 中間テスト②(7-9,5組) 
教育会のため 4時間授業 

１３日(木) 専門委員会 眼科(7-9) 耳鼻科(1,3,5) 
１４日(金) 校外学習(2)延期 

移動教室保護者説明会(8)→延期 
１５日(土) 土曜授業 いじめ防止推進デー 
１７日(月) 1-4・児童生徒会朝会 
２０日(木) にこにこ班活動 クラブ(1-4) 
２１日(金) 校外学習(5,6) 
２２日(土) 後期課程運動会(検討中) 

２４日(月) 前期課程朝会 7-9振替休日(予定) 
２５日(火) 音楽鑑賞教室(8)中止 
２６日(水) 品川教育の日 
２７日(木) 全国学力調査(6,9) 
２８日(金) 修学旅行前検診(9)延期 

教育実習終(後期課程) 
校外学習(4組)(検討中) 

３１日(月) 1-4,5-7,8,9年ブロック朝会 

離任式 

１年生歩行者訓練 

【部活動について】 

現在、緊急事態宣言が発令されているため、平日の
部活動に関しては午後５時１０分最終下校となって
おります。 

また、部活動保護者会については、今年度も部活動
ごとに紙面にて行うことになりました。ご不明な点は
各部活動の顧問にお問い合わせください。 

今年の離任式は zoom で行わ

れました。離任された先生方か

らお話をいただいた後、クラス

にいる児童・生徒のところまで

巡回していただき、笑顔でお別

れをしました。 

荏原警察署の方々に来ていた

だき、歩行者訓練を行いまし

た。初めて一人で登校すること

になった１年生。安全に気を付

けて登校できるように、みんな

で練習をしました。 

お知らせ 

【登校時刻について】 

午前８時１０分以降を厳守してください。それ以前に
登校する児童・生徒が路上に広がり、地域の方の通行を
妨げてしまい安全面でも注意が必要です。８時１０分か
ら８時２５分が登校時間です。家を出る時間を調整する

など、ご協力宜しくお願い致します。 

【休み時間の過ごし方について】 

各学年で遊ぶ範囲を決めるなど、休み時間の過ごし
方を工夫しています。安全と健康に気を付けながら、
元気よく遊びましょう。 

【緊急事態宣言中の行事変更について】 

５月、６月に行われる予定の行事について、中止や延
期、検討中のものがいくつかあります。詳しい決定事項
については、改めて学年からお知らせしますのでそちら
をご確認ください。 

産休中で後期課程保健体育科

の立花あい先生ですが、４月３

０日に３，３３４ｇの元気な男

の子が誕生しました！ 

おめでとうございます！ 

※ 後期課程運動会実施の場合は、コロナ対策のため、保護者（2名まで）のみ、時間を区切っての参加と

させていただく予定です。ご来賓・地域の皆様には、ご理解の程お願い申し上げます。 

 


