
  

 

 

 

 

 
 

「やる人よし、見る人よし、学校よし」、三方(さんぽう)よしを目指して 
                                         校長 米塚 裕貴 

雨上がりの雲の合間に夏色の空が顔をのぞかせる季節を迎えました。先月末に緊急事態宣言は

解除されましたが、引き続きまん延防止等重点措置がとられているため、残念ながら一部の活動

は見合わせている状況です。一学期も様々な制限下での教育活動でしたが、「今できることに全

力を尽くす」という視点からは本校の児童、生徒はよく頑張ってきたと感じています。 

先月開催した前期課程陸上競技大会では入学間もない１年生から前期課程最高学年の６年生

まで、それぞれ真剣にひたむきに競技や演技に取り組み、努力の成果を発揮してくれました。既

に練習に取り組み始めた中で宣言の延長を迎えたため、開催延期ではなく、プログラムを急きょ

学年ごとに組み直しての発表となりました。保護者参観も学年ごとの入替制をとったので、物足

りなさが残ったかもしれません。しかし、保護者アンケートを拝見させていただくと、個々の頑

張りや成長ぶりに感動し、勇気づけられたとの言葉にあふれており、児童も達成感を持つことが

できました。 

一つの演技を完成させるため真剣に取り組んだ結果、見た人を喜ばせ、感動してもらえること

は、大きな自信につながります。このような経験を積み重ねながら、やればできるとか、人の役

に立てるという自己肯定感が育ち、次の活動の意欲へとつながっていくのだと思います。アンケ

ートには、制限下でのコンパクトな活動にもご理解いただき、指導に携わった教職員にもたくさ

んの感謝とねぎらいの言葉が寄せられました。今後も「やる人よし、見る人よし、学校よし」三

方よしとなる学校行事の実現を目指していきたいと考えています。 

今学期、残念ながら宿泊行事は次々と中止になりましたが、授業を中心に日々の教育活動に地

道に取り組み、英検や漢検にチャレンジする児童、生徒もたくさんおりました。また、部活動で

も、ソフトテニス部の団体戦優勝、卓球部の個人戦優勝、団体戦３位など積み重ねた練習が成果

につながりました。昨年度から都大会出場を決めた部活動には PTA寄贈の横断幕で応援しており、

今回も掲示させていただき大きな励みとなっています。中学生のやる気スイッチは、頑張ってい

る仲間からの刺激が大きく左右すると言われています。ライバルや憧れの人の存在は、高め合い、

支え合い、自身が大きく成長していくために貴重なものとなります。困難を乗りこえようと努力

する集団か、楽な方に流され手を抜こうとする集団か、もたらされる相乗効果はプラスにもマイ

ナスにも変わります。「今、できることに全力をつくす」集団を維持することで、プラスの相乗

効果を期待しながら、今後の成長につなげていきたいと考えています。 

今月より、いよいよ東京オリンピック、パラリンピックが開催される予定です。アスリートの

活躍はもちろん、様々な意見が飛び交う中での開催であることも含めて児童、生徒には関心を持

って見届けて欲しいと考えています。今は決断する立場にはありませんが、やがて社会に出て活

躍し、難しい判断を迫られた時、今回のような経験がきっと役立てられるのではないでしょうか。 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

学 園 便 り 

校 長   米 塚  裕 貴 

令和 3 年 7 月 1 日発行 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期課程陸上競技大会 

【１年生】         担当  岡田 徹 

 初めての運動会、ドキドキしながらも大勢の保護

者の皆様の前で一生懸命に「フライングゲット」を

踊ることができました。全力走では、入場から退場

まで覚えることがたくさんありましたが、当日は待

ち方もよく、全力で走っている姿が素敵でした。 

【３年生】        担当  永安 浩也 

 ダンスは、残念ながら４年生と別々に演技するこ

ととなりましたが、本番前日まで気を抜くことなく

練習を積み重ねました。短距離走は、うまくカーブ

を曲がるコツを考えながら、一生懸命練習に取り組

みました。本番ではダンスも短距離走も、躍動感あ

る素晴らしい演技を披露してくれました。 

【２年生】         担当  柳 俊吾 

 今年度は「2 年生応援団」をテーマに表現に取り

組みました。本番はキリッとした表情で指先や姿勢

を意識して踊ることができました。短距離走では昨

年度に比べ、スピード感のあるレースが増え、中学

年への期待を感じました。 

【５年生】        担当  矢野 武 

「仲間と心を合わせて全力でくらいつこう」とい

うスローガン通り、常に先を行く６年生に負けな

いよう、一生懸命に練習に励みました。何度も何

度も練習して本番で見せてくれた表情は、全力で向

き合ってきた結果だと思います。温かい拍手をありが

とうございました。 

 

【４年生】      担当  宮崎 伊久美 

今年度は２本の旗を使った演技に挑戦しました。そ

れぞれ自分の全力を尽くそうと懸命に練習に励んで

いました。短距離走では腕の振りや足の動きなどのポ

イントを意識して走っていました。本番は子どもたち

から全力の想いを届けるぞという気概を感じてとて

も頼もしく思いました。 
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【 １年生 校外学習 】                   担当  岡田 徹 

 １年生は目黒区にある林試の森公園に歩いて行きました。クスノ 

キやプラタナス、クヌギなど、たくさんの木を観察し、春の植物の 

状態をたくさん記録することができました。初めて校外に出てパル 

ム商店街を歩きましたが、行きも帰りもとても行儀よく歩くことが 

できました。（帰りは疲れて大人しかっただけかもしれませんが） 

 林試の森公園へは１年間を通して行き、植物の観察をします。 

秋にはどんぐり拾いなども行います。 

【荏平太鼓】      担当  佐治 麻衣 

伝統の荏原平塚太鼓。６年生が５年生に教えるとこ

ろから練習が始まりました。６年生は力強く、真剣

に太鼓を叩く姿で常に５年生をリードし、５年生も

その背中を追うようにして、練習を重ねていきまし

た。本番は、全員の心が一つになったことが伝わっ

てくる、堂々とした演奏でした。 

【 ６年生 校外学習 】                   担当  佐藤 史織 

 ６月１１日（金）に高尾山へ行きました。高尾山口駅から班全員 

で頂上を目指して、登山がスタート。思ったより急な坂道に、くじ 

けそうになっていた人も「頑張れ！」「少し休憩しようか？」等の、 

仲間の温かい励ましに勇気づけられながら、全員登頂することがで 

きました。天狗様の前で撮影した「おもしろ写真コンクール」でも 

班の仲の良さを感じました。頂上で気持ちのよい風に吹かれながら 

食べたお弁当はとてもおいしかったことでしょう。秋の日光移動教 

室に向けて、更に学年のチームワークを高められた 1 日でした。 

【 学校公開（zoom） 】                   担当  樽谷 紗与子 

 ６月１９日（土）に学校公開を行いました。学年ごとに、同時に 

zoom で配信しました。教室全体が画面におさまりきらず、見えづら 

い時や音声の聞こえづらい時もあったかと思いますが、普段の児童・ 

生徒の学習の様子を見ていただけたなら幸いです。多くの方のご参観 

ありがとうございました。 

 写真は７年生の社会の様子です。世界の都市と日本との時差につ 

いて、自分で計算して確かめるという学習活動を行いました。 

【６年生】       担当  星野 麻仁 

「前期課程最後なのにいつも通りの運動会ができ

ない…」と落ち込む子ども達ではありませんでし

た。できることを一生懸命に文句一つ言わずに汗

だくになり練習に励む姿は、多くの人に感動を与

えました。これからも前向きにそして明るく試練

を乗り越えていくことでしょう。 

その他学園の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

７・８月の行事予定 

＊ 

 

１日(木) 領域診断テスト(9年) 

２日(金) 高校出張授業(9年) 漢検① 

３日(土) 土曜授業日⑤ いじめ防止推進デー 

PTA実行委員会 

５日(月) 前後期課程朝礼 校内漢検補習⑥(1－6) 

６日(火) 専門委員会 茶道(3年)延期 

７日(水) 教育会午前授業 

８日(木) にこ班(未定) クラブ④ 

     6月 30日～読書旬間(終) 

     林間保護者説明会(5年)中止 

 ９日(金) ブラインドサッカー(8年)延期 

１２日(月) 1－4児童生徒朝礼 

１５日(木) セーフティ教室中止 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

１日(日)  9:00－10:50 「ビーチバレーボール」 

      7－9年・5組登校日(未定) 

３日(火)～５日(木)    8年校内勉強合宿(授業日) 

１０日(火)～１３日(金)  学校閉庁日 

２３日(月)～２７日(金)  ラジオ体操(PTA) 

２５日(水) 9:00－11:45 「パラリンピック水泳」 

3-4年・4組登校日(未定) 

３０日(月) 9年登校日 8：25 

３１日(火) 夏季休業日終 

 

１６日(金) PM中延小延山小オープンスクール 

      (7－9年 5時間授業、その後部活動) 

１９日(月) 全校美化⑥(5－9) 

２０日(火) 終業式 安全指導日 給食あり 4時間授業 

２１日(水) 夏季休業日始 

２６日(月) 26日～9月 5日 アリーナ武道場エアコン工事 

      26日～30日 面談期間 

      26日～28日 サマースクール(前期・4組) 

      26日～30日 ラジオ体操前期中止 

２７日(火) 27日～30日 サマースクール(後期・5組) 

27日～30日 前期課程水泳教室中止 

３１日(土) 14:20－18:10「バレーボール」 

5,6年登校日(未定) 

 

【 児童・生徒会活動 】                  児童・生徒会 会長 水野 純鈴  

毎年、児童・生徒会では、ベルマークを集める取り組みを行っ 

ています。今学期は、呼びかけ期間を６月２８日（月）から７ 

月２日（金）まで設けました。集まったベルマークの得点で荏 

原平塚太鼓を購入する予定です。現在、購入まで残り６,５５１ 

点です。全学年で、ベルマーク回収に協力して、荏原平塚太鼓 

の購入を目指しましょう。 

 また、２階のエレベーター前には、現在のベルマークの総合 

得点が掲示されています。 

 

７月の生活目標 

１学期をしっかり締めくくろう！ 

一区切りの月です。行動の振り返りをしましょう。 

お知らせ 

品川区の夏季大会団体戦で９年生全員で力を合わせて優勝することが

できました。引退間近にこのような結果が出せてとても嬉しいです。

応援してくださった先生方、児童生徒のみなさん、ありがとうござい

ました。都大会でも精一杯頑張ります。   部長 ９年 荻原 大 

前回はベスト８で負けてしまったので、その反省を生かして毎日一生懸

命練習しました。部活動だけではなく、小学生の頃から通っているクラ

ブチームなどでも練習しました。最後の大会だったので優勝できてとて

も嬉しいです。都大会でも頑張りたいです。 部長 ９年 入江 啓至 

卓球部 

区大会で入賞しました！ 

５年生日光林間学園について 

８月１９日・２０日に予定していた日光林

間学園は残念ながら中止となりました。 

 

ソフトテニス部 

【お願い】アリーナ、武道場エアコン工事、トイレ修繕工事について  

７月２６日～９月５日、アリーナ、武道場、各階トイレの工事が入

ります。機材等の運搬がありますので通行時は注意してください。 

＜７月＞ 

＜８月＞ 

※メディアセンター利用について 

メディアセンターは夏季休業中も利用することがで

きます。利用日の詳細については、メディアセンタ

ー便りをご覧ください。 


