
  

 

 

 

 

 
 

夫子の道は忠恕(ちゅうじょ)のみ 
                                       校長 米塚 裕貴 

梅雨の季節を迎え、一学期も半ばを過ぎようとしています。今年度も様々な学校行事が感染症

の影響で延期や中止となる中、日々の教育活動については順調に進められていることにありがた

さを感じます。教室、校庭やアリーナ、メディアセンターで元気に活動する姿や部活動に熱心に

取り組む姿は、必ずや今の感染症を乗りこえた未来での活躍につながるものと考えております。 

 さて、今年は NHK大河ドラマで渋沢栄一の生涯がとりあげられ、新１万円札の肖像に決まった

こともあり注目が集まっています。彼の功績を一言で表すと「日本資本主義の父」と呼ばれるよ

うに日本初の銀行開業を始め、数多くの会社設立に関わりながら礎(いしずえ)を築いたことです。

投資で得た資本で起業に関わった企業はなんと 500社以上、みずほ銀行、東京海上火災保険、東

京証券取引所、帝国ホテル、東京ガス、王子製紙など今日でも日本経済の重要な一翼を担ってい

ます。 

 幕末に生まれ、身分制度の理不尽さを経験し、尊王攘夷から一転して幕臣となり、パリ万国博

覧会使節団の一員としてフランスへ渡ります。この時、資本主義経済下で発展したヨーロッパを

目の当たりにしたことは彼の人生に大きな影響を与えたものと思われます。明治政府の大蔵省官

僚として活躍した後、豊かな国にしようと率先して起業し、実業家として敏腕を発揮していきま

した。 

 官僚だった渋沢が職を辞すと聞いた同僚は、「卑しむべき金儲けに目がくらみ、官僚をやめて

商人になるとは見損なった」と嘆いたそうです。徳を積んだ者は役人として上に立ち、私利私欲

を追及する商人は卑しいという考え方が残っていた時代でした。渋沢栄一の優れているところは、

著書『論語と算盤(そろばん)』に示されるように、論語(人としてあるべき姿)と算盤(経済によ

って富を生み出すこと)は一致すべきものと考えて実行したことだと思います。「経済活動によ

って得た利益を社会へ還元して国を豊かにする」という信念のもと、一橋大学や日本女子大の設

立など教育分野にも力を入れます。また、資本主義社会では窮民救済も必要であると国が投げ出

そうとした養育院の存続や、日本赤十字社の設立などにも深くかかわっていきました。 

近年、必ずしも利益に直結しなくとも社会貢献活動(CSR)を重視する企業が増えています。こ

れこそ渋沢が目指した理念で、その先見性がよくわかります。利益の社会還元は企業価値を高め

ることにつながるからです。寄付や慈善事業も一過性ではなく継続性の大切さを説いていました。 

コロナ禍による格差の拡大、世界的な分断や対立など困難な未来が予測されています。そのよ

うな時代だからこそ、人としてあるべき姿を見つめ、人格を磨きながら成長することの大切さを

感じています。孔子の言葉に「夫子の道は忠恕のみ」[自分は一つの道を貫いてきた、それは忠(ま

ごころ)と恕(思いやり)である]、というものがあります。ずるい人間や思いやりのない人間は秀

でた才能があっても他人から信頼されず、慕われず、力を発揮できません。商人も職人もアスリ

ートも政治家も何をするにも生き方という人生の指針が大切なことを教えてくれているように

思います。 

荏原平塚学園便り 
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【 ５年生 】                              担当 矢野 武 

 新しい標準服や５０分授業、教科担任制と変化に戸惑いながらも、少し 

ずつ中学年団としての自覚が芽生えてきたように感じられます。 

陸上競技大会に向けて、学年で「仲間と心を合わせて全力でくらいつ 

こう」というテーマを掲げました。表現やえばひら太鼓では、６年生の 

スピード感や迫力に圧倒され気味ですが、６年生から沢山のことを吸収 

しようと一生懸命に取り組む姿勢が見られます。本番に向けて、学年全 

員で心を一つにして練習していきます。 

 

【 ４年生 】                              担当 後藤 泰徳 

 １～４年生のリーダーとして、下級生のお手本になれるように日々努力 

しています。理科「季節と生物」の学習の中で、学校にある木の中で一本 

「自分の木」を決めて年間を通して観察するという活動が始まりました。 

ブルーベリー、ソメイヨシノ、モミジ、カキなど学園には色々な木があり 

ます。「カキの葉ってこんな形なんだ。」「木の根元の部分につぼみがある 

よ。」など、いつもは見逃がしてしまうような細かいところまでしっかり 

と観察して記録に残していました。季節によって木がどのように変化して 

いくのかを普段の生活の中でも意識しながら観察を続けていきます。 

 

【 ３年生 】                              担当 永安 浩也 

 今年は例年のこの時期より雨が多く、校庭で遊べず残念そうな様子が多 

く見られます。けれども、一旦雨が止むとうっぷんを晴らすべく元気に校 

庭を走り回る様子も見られます。社会科「学校のまわりはどのようになっ 

ているのだろうか」では、４回に分けて学校のまわりを探検しています。 

方面によって建物や道路、人通りの様子が違うことに気付き、毎回、興味 

津々で探検に出かけています。学習を通して、子ども達が自分の住む身近 

な地域の特色を知り、愛着をもつことができたら幸いです。 

【 ２年生 】                               担当 遠竹 悠希 

 ２年生となり、どの子も１年生にとってのお手本になろうという意識が 

日に日に高まっているように感じます。昨年度の陸上競技大会では、元気 

いっぱい、笑顔いっぱいにダンスを踊りましたが、今年度は世の中の人達 

を元気づける応援団として一味違った表現を披露する予定です。 

 昨年度よりも更にレベルの高い動きの数々に、子供たちの額にはいつ 

も汗が輝いています。曲が流れてくると、自然と体が動いてしまうほど、 

思い入れの強いダンス。より完成度を高めて保護者の方へ披露できるよ 

う、練習していきます。 

【 １年生 】                                担当 岡田 徹 

 ピカピカのランドセルを背負って元気よく毎日登校することができて 

います。市民科の授業を通して学校の施設について学んだり、荏原警察 

署の方々に来ていただいて、通学路の安全な歩き方を教えてもらったり 

して、少しずつ荏原平塚学園の一員としての過ごし方を学んでいます。 

生活科の授業では、一人一人が自分のプランターに朝顔を植えました。 

気温が上がり大きくなっていく朝顔がうれしくて、朝の準備が終わると 

すぐに水やりをしています。これからさらに大きくなり、花が咲き実が 

なり、種ができるまでの成長記録をとっていきます。 

  

各学年の様子 

陸上競技大会の練習の様子 

理科の観察の様子 

校外学習の様子 

アサガオの水やりの様子 

陸上競技大会の表現練習 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ４組 】                             担当 湯澤 牧子 

今年度から新設の４組ですが、１年生４名・３年生１名・４年生 

１名の計６名で、スタートしました。荏原平塚学園での生活にも慣 

れてきて、どの児童も自分でできることを増やしています。 

５月は陸上競技大会の練習が始まり、交流学級と一緒に活動する 

機会が多くなりました。大きな集団の中で学習する経験も積み重ね 

ているところです。校外学習での交流も楽しみにしています。 

【 ６年生 】                           担当 星野 麻仁 

「自分のことは当たり前。誰かの役に立てる人間に。」を合言葉に昨年度から取り組んでいます。 

４月は入学式の準備や１年生のお世話、クラブ活動では、 

４，５年生をリードし、面倒を見ています。毎朝と夕方には 

校庭の校旗と国旗の上げ下ろしの仕事も担っています。 

５月は陸上大会に向けて、えばひら太鼓のリズムを５年生 

に教え、表現ではリーダーを中心に自主的に練習を重ねてい 

ます。 

できることに制限はある中でも、何事も一生懸命に、前向 

きに取り組む姿に日々感心しています。 

 

 

【 ７年生 】                            担当 山本 正章 

新しい仲間との生活がスタートし、２か月が経ちました。学校生活では、各教科の学習・委員会活動・

部活動・中間考査など、本格的に後期課程としての活動が始まりました。 

 運動会が延期になり、３クラスが一緒に活動できる（競い合う） 

機会がなくなってしまったので、学年活動として、クラス対抗の 

「全員リレー」を企画・実施しました。体育委員が中心になり、 

走順を考えてくれました。実際のレースでは、クラスの一人一人 

に対して応援をする姿が見られ、生徒たちのパワーも感じること 

ができました。本番の運動会が楽しみです。自分たちの可能性を 

信じ何事にも一生懸命に取り組む集団に成長してほしいです。 

【 ９年生 】                              担当 中原 寛子 

 新年度を迎え２か月が過ぎ、少しずつ最上級生・受験生としての 

自覚が出てきた９年生は、９月に延期した修学旅行に向けて、現在 

準備を進めています。『中学三年間の集大成を魅せる』というスロー 

ガンをもとに、前回の鎌倉校外学習の反省点として挙げられた、全 

員が周りのことを考えて、時間を意識することを忘れずに、７・８ 

年生の校外学習や移動教室を通して成長した部分を大いに魅せつけ 

てほしいと思っています。 

 

先日行った学年対抗リレーの様子 

【 ８年生 】                             担当 宮田 亮 

８年生になって、２ヶ月が経ちました。部活動を一生懸命頑張っている人、 

より一層勉強に力を注いでいる人、積極的な発言や挙手をしている人、新しい 

ことに挑戦しようとしている人など、７年生の時よりも成長している様子が見 

られます。 

また、市民科の授業では、様々な題材を取り扱っています。最近では、『人 

権問題について理解する』ことをねらいとした授業を行いました。生徒は『自 

分の意見をまとめる』『相手の意見を尊重する』ことを大切にして、授業には 

真剣に参加していました。第８学年では、これからも『授業を通して自ら考え 

成長していく』ことを大切にしていきたいと思います。 

 

市民科の授業の様子 

陸上競技大会の練習の様子 

ソーラン節の練習の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊６月の行事予定 ＊ 

 
１日(火) 修学旅行(9) 延期 9/6-8 

茶道(8)延期 
２日(水) 教育会(2-1以外 4時間授業) 
４日(金) 心臓２次・腎臓３次 
５日(土) 土曜登校日 前期課程運動会(午後まで) 
６日(日) 前期課程運動会 延期日① 
７日(月) 前期課程振替休日 後期課程朝礼 

 ８日(火) 水泳始延期   専門委員会 
校外学習(3)延期 

９日(水) 前期課程運動会 延期日② 
１０日(木) 移動教室前検診(8)中止 歯みがき大会(5)中止 

水道キャラバン(4)中止 
１１日(金) 校外学習(4)(5)延期  校外学習(6)実施 
 

１３日(日) 磐梯移動教室(8)中止 
１４日(月) 全校朝礼 
１７日(木) クラブ(1-4) 避難訓練 

歯科検診 9:00(7-9) 歯科検診 9:15(4-6) 
１８日(金) 移動教室前検診(5組)中止 
１９日(土) 土曜登校日(学校公開 zoom) 

進路説明会①(9)延期 修学旅行説明会(9) 
２１日(月) 1-4児童生徒会朝礼 校内漢検(1-6) 
２３日(水) 連合移動教室(5組)中止 

２４日(木) 歯科検診(1-3) 
２８日(月) 期末考査(5-9) 
２９日(火) 期末考査(6-9) 
３０日(水) 期末考査(7-9) 

産休中の中満麻弥先生です

が、5 月 18 日に 3,038ｇの元

気な女の子が誕生しました！お

めでとうございます！ 

移動教室中止のお知らせ 

１学期に予定していた８

年生及び５組の磐梯高原移

動教室は、品川区の判断で、

残念ながら中止することに

なりました。 

【 ５組 】                                担当 堀 潮 

 とても元気な新７年生５人を迎え入れ、５組の雰囲気もより一層賑 

やかになりました。毎日の学習に頑張って取り組んでいる一方で、学 

級全体の課題も見えてきました。学級目標を意識してお互いを高め合 

ってより良いクラスを作っていきましょう！ 

生徒たちが１番楽しみにしている体育の授業では、現在バスケット 

ボールとダンスに取り組んでいます。バスケでは、仲間を鼓舞しなが 

ら白熱したゲームが行われています。ダンスは、苦手な生徒が多いで 

すが、仲間の動きをよく見ながら運動会に向けて頑張っています。 

体育の授業の様子 

６月の生活目標 
けじめをつけ、落ち着いた生活を心がけよう 

雨の日が続いたり、コロナ対策をしたり、変則的な生活が続きます。落ち着いて行動するよう心がけましょう。 

お知らせ 

６月の学校公開は zoom で行います 

６月１９日(土)のみ各学級１時間ず

つ公開する予定です。詳しくは後日配布

されるプリントをご覧ください。 

前期課程陸上競技大会の参観について 

コロナ感染症対策のため、学年ごとに時間を区切り、入れ

替え制で観戦していただきます。地域の皆様には残念ながら

参観していただけませんのでご了承ください。 

【 運気上昇！ 素敵な絵画をいただきました 】           担当 副校長 守屋 直孝 

 ５月１１日、荏原三丁目にお住いの石井惠吉様より、「本校に 

通う子供たちと教職員、保護者の皆様、そして来校される方々に 

喜んでいただけたらうれしい」と、朝焼けの富士山を描いた絵画 

 (「朝を迎える」関戸紹作  油彩 F50号)を頂戴しました。 

 記念に代表児童・生徒で写真を撮りました。赤富士は縁起が良 

いと言われていますので、本校の未来はますます上り調子になっ 

ていくと期待しています。１階エレベータホールに飾ってありま 

すので、ぜひご覧になって皆さんも運気を上げてください。 


