
  

 

 

 

 

 
東京オリンピックから何を学び、どう生かすか 

                                         校長 米塚 裕貴 

猛暑が続いたかと思うと前線の停滞により豪雨被害が広がり、デルタ株の猛威に直面する中、

緊急事態宣言下で二学期を迎えることとなりました。 

賛否両論がある中、開催されたオリンピックでしたが、高い目標を掲げて競い合ったアスリー

ト達の感動的なシーンが数多く生まれました。無観客開催など当初の計画とはかけ離れたものに

なりましたが、児童、生徒達には様々な学びの機会にして欲しいと考えています。 

印象に残ったシーンは人によって様々だと思いますが、13 年越しの連覇を達成したソフトボ

ールの上野選手、被災地の球場で開幕し、被災から 10 年を迎えた人々の心にも重なるものが多

かったと思います。開催されていれば４連覇が可能な 13 年という年月、自身の大けがを乗り越

えてつかんだ金メダル、「最後まであきらめなければ夢はかなう」、という言葉に重みを感じま

した。 

「礼に始まり礼に終わる」、戦った相手への敬意として礼儀を重んじる武道精神を表す言葉です

が、連覇を達成した柔道の大野選手は常に心掛けているといいます。今回も優勝の瞬間、表情を

変えず、深々と礼をして相手を敬う礼儀を忠実に実践していました。ただ強いだけではないこう

した立ち居振る舞いから、勝敗以上に大切なものを感じ取ることができるのではないでしょうか。 

児童、生徒にとって身近な世代が活躍した新種目のスケートボード、メダルラッシュにも注目

が集まりましたが、それ以上にオリンピック精神を象徴するシーンが印象的でした。世界ランク

１位で臨んだ１５歳岡本選手が高得点を狙って繰り出した大技で転倒し、涙しながら戻ってきま

す。それを見たオーストラリアとアメリカの選手が彼女を担ぎ上げて、そのチャレンジを称えて

くれたため、自然と笑顔が戻りました。まだ次がある世代の選手たちのさらなる成長が楽しみで

す。 

努力が報われないこともある、あの内村選手が鉄棒から落下したり、桃田選手が予選リーグで

敗退したり、陸上リレーチームがバトンミスしたり、思いがけないこともたくさん起こりました。

まさに鍛錬千日勝負一瞬の言葉通りです。紙一重の成否の先に栄冠が待っていることを実感させ

られました。そして、一流のアスリートたちがどのように気持ちを切り替えて、長い人生の中で

一つの経験として生かしていくか、今後の姿から学ぶべきことは大きいと考えています。 

人権についても考えさせられることが多いオリンピックでした。女性蔑視の発言、過去のいじ

め問題、ホロコーストをネタにしたコント、などから責任者が次々に解任されました。オリンピ

ック選手への SNSを使った誹謗中傷も話題となりました。平和、多様性と調和を目指すべきオリ

ンピックを背景に差別や誹謗中傷など人権上の課題が浮き彫りになったのです。世界中の人々が

注目するオリンピック、審判の判定や応援する自国選手の結果に不満があるのかもしれません。

しかし、どんな個人的な思いがあるにせよ他者の人権を踏みにじる言動は許されるものではあり

ません。将来、責任ある立場になったとき、若気の至りでは許してはもらえないことがあること

も踏まえて、人権について学ぶべき時にきちんと学ぶ必要があると強く感じます。また、亡命者

が出たミャンマーやベラルーシ、パラリンピック期間中に緊迫した情勢となっているアフガニス

タンなど、スポーツの祭典ではありますが、背景にある国際社会についても興味を持ち、深く学

ぶきっかけにして欲しいと考えています。 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 
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校 長   米 塚  裕 貴 
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【 高校出張授業 ９年生 】                     担当 中原 寛子 

  

 

７月・８月の学校の様子 

 
 進路学習の一環として、７月２日（金）の５・

６校時に、都立三田高校（普通科）、都立第一

商業高校（商業科）、都立晴海総合高等学校（総

合学科）、立正大学付属立正高等学校（私立大

学付属）の４校の先生方をお招きして出張授業

を行いました。 

 授業では、「中学と高校の違い」や「それぞ

れの校種の違い」などを、プロジェクターも活

用しながら、わかりやすく説明をしていただき

ました。また体験したことのない高校の授業に

生徒たちも真剣に取り組み、高校生活のイメー

ジを膨らませる貴重な時間を過ごすことがで

きました。 

【 東京都中学校吹奏楽コンクール 】           吹奏楽部  担当 木村 大介 

 

 

 

７月２９日（木）練馬文化センターにて行われた吹奏楽コンクール

に出場し、「風紋」という曲を演奏しました。 

コロナ禍で練習の方法や時間などに大きな制約がある中、この日を

目標に練習を重ねてきました。直前に緊急事態宣が発令され、演奏は

不可能かと思われましたが、できる限りの感染症対策を取りながら無

観客でコンクールが開催されました。 

曲の出だしは緊張していましたが、曲のテンションが上がるにつれ

て生徒たちの気持ちものってきて、最後は非常に良い演奏ができまし

た。結果は金賞まであと一歩の銀賞でしたが、児童・生徒からは演奏

できて楽しかったという声をたくさん聴くことができました。 

今まで積み重ねてきたものをホールで出し切れたことが、児童・生

徒の心を豊かにすることに繋がったようで嬉しく思っています。 

最後になりますが、吹奏楽部の活動へのご理解とご協力、また引率

など吹奏楽部を応援していただきまして、誠にありがとうございまし

た。また次の目標に向けて頑張っていきたいと思います。 

【 ラジオ体操 】                          担当  岡田 徹 

 

 

 今年度は８月２３日（月）から８月２７日（金）

まで、PTA のふれあい委員の皆様に主催していただ

き、ラジオ体操が行われました。暑い日が続く中で

たくさんの子どもたちと保護者の皆様が校庭に集ま

り、大きく体を動かして汗をかき、気持ちのよい１

日の始まりを迎えることができました。私にとって

も長い夏休みで眠っていた体が一気に目を覚まし、

早くクラスの子どもたち全員に会いたい気持ちと、

２学期もさらに頑張ろうという気持ちになりまし

た。このコロナ禍でのご準備は大変だったと思いま

す。早朝からありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ファイナンスパーク ９年生 】               担当 半澤 寿将 

 

 

【 社会を明るくする運動 表彰 （児童生徒会） 】       担当 宮田 亮 

 

７月１６日（金）にファイナンスパーク学習が行われまし

た。本来であれば、品川学園内の施設において学習を行う予

定でしたが、感染症対策として校内での開催となりました。

学習内容は、実際の大人の立場になって、１ヶ月のお金の使

い方をシミュレーションしていくというものです。 

それぞれの生徒に、家族構成や年収などの設定が与えられ、

その中で生活資金を何にいくら充てるのかを真剣に考えてい

きました。「ネットの通信料はいつも５Gだけど、この値段

だと１Gしか使えないな」などと、それぞれの生徒が自分の

生活を振り返りながら、生活設計に取り組むことができまし

た。 

 

 【 サマースクール・自習教室 】        担当 齋藤 怜汰 ・ 藤田 夕紀 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

前期課程サマースクールは７月２６日（月）から２８日（水）の３日間行い、各学年５人～１５

人程度参加しました。サマースクールでは、１学期の学習内容の復習を行い、理解・定着につなげ

ることをねらいとして学習しました。子どもたちは、１時間という短い時間の中で、得意なところ

は伸ばせるように、苦手なところは克服できるように一生懸命取り組んでいました。少人数という

こともあり、子どもたち同士でも教え合いながら進んで学習し、短い時間の中で、集中して取り組

むことができました。自習教室では、児童がそれぞれの課題を持ち寄り、黙々と学習を進めました。

復習したことをしっかりと身に付けて、２学期以降の学習に生かしてほしいと思います。 

 後期課程サマースクールは７月２６日（月）から３０日（金）の５日間行いました。１学期まで

に学習した５教科の学習内容を復習し、知識・理解を定着させ、深めていきました。悩んだり分か

らない問題があれば積極的に質問したりするなど、限られた時間を有効的に活用しようとする場面

も多く見られました。夏休み中の家庭学習への取り組みにしっかりと繋げることができたのではな

いかと思います。 

 昨年度、児童生徒会で考えた『地域応援プロジ

ェクト』が表彰されました。 

学園代表生徒として、児童生徒会長の水野純鈴

さんが表彰台に上がりました。表彰後には、その

取り組みについてのスピーチも行いました。堂々

と発表している姿は、とても立派でした。 

コロナ禍でも、児童・生徒が中心となってみん

なで楽しめるイベントや、地域の方々の役に立て

ることをこれからも考えていきたいと思います。 

 

９年 サマースクール ３・４年 自習教室 ７年 サマースクール 



【新型コロナウイルス感染症対策について】 

緊急事態宣言が続いており、２学期以降感染力の強いウイルスの感染拡大が懸念されます。学校で

はこれまでの感染症対策や健康観察等を一層徹底してまいります。ご家庭でも感染対策についてのご

指導や健康観察をお願いします。また、児童・生徒だけでなく、ご家族や２日以内に接触のあった方

などに発熱等の風邪の症状がみられる際には、登校させず自宅で様子を見るなどのご協力をお願いい

たします。PCR 検査等を受けることになりましたら、学校へ早目にご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１日(水) 始業式 
２日(木) えばひら英語教室 中止 
３日(金) パラ水泳観戦(1,2) 中止 

修学旅行前内科検診(9) 延期 
４日(土) 土曜登校日 
     引き渡し訓練(前期課程のみ) 中止 
６日(月) 前期・後期課程朝会 

職場体験前指導 PM(8) 延期 
     修学旅行(9)～9日(金) 延期 10/20～22 
７日(火) 2学期身体測定始(1‐6)～14日(火) 
８日(水) 品川教育の日、教育会のため午前授業 
９日(木) 保護者会(1‐6) 中止 

移動教室説明会(6) 中止 
     職場体験始(8)～10日(金) 延期 11/1～2 

１０日(金) 連合スポーツ大会(5組)オンライン 
移動教室前検診(7) 中止 

 

１３日(月) １－４・児童生徒会朝会 
      都・児童生徒の学力の到達度を図る調査(4‐9)始 
１４日(火) 郊外学習(3) 延期 

児童生徒会立会演説会,選挙 
１５日(水) 磐梯移動教室(7)～17日(金) 中止 
１６日(木) にこ班 中止 

クラブ⑤ 
１７日(金) 郊外学習(4) 延期 
２１日(火) 茶道(4) 

郊外学習(2) 延期 
２４日(金) 演劇鑑賞教室(1‐6) 延期または中止 
２７日(月) 中間① 
２８日(火) 中間② 
２９日(水) 専門委員会(前期最終) 
３０日(木) 口腔衛生指導(8) 

移動教室前検診(6) 中止 
 

お知らせ 

【２学期オンライン授業の実施テストについてのお知らせ】 

新型コロナウイルス感染症等感染拡大防止のための学級閉鎖等の不測の事態に備え、タブレットの

teams（チームズ）というアプリを活用して学校と家庭をつなぐオンライン授業等の実施テストを予

定しています。実施日等につきましては、２学期に各学年で準備ができ次第、ご連絡いたします。ま

た、学年によっては、１人での操作が難しいため、保護者の方のご協力をお願いする場合があります。

詳しくは、学年からのお知らせをお待ちください。よろしくお願いいたします。 

※後期課程では、すでに teams を一部の授業で使っています。７～９年生は９月４日(土)１校時に実

施します。各学年のお知らせを確認してください。 

※前期課程や４組、５組では、２学期に学校で操作練習をしたのち、学年ごとに日にちを設定して実

施します。 

ソフトテニス部 
東京都中学校 

ソフトテニス 

選手権大会男子 

団体ベスト 64 

部活動の活躍 

９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 
コロナ対応で変則的な日々が続きます。 

規律ある生活を意識し落ち着いて過ごしましょう。 

９月の行事予定  

【新しい先生の紹介】 

2 学期より、5 組の担任として、岡崎愛莉

先生をお迎えしましたのでご紹介します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

八潮学園から来ました、岡崎愛莉です。 

2 学期から荏原平塚学園でお世話になりま

す。学校も広くてわからないことばかりなの

で、是非みなさんいろいろ教えてください。

一生懸命頑張りますので、よろしくお願いい

たします。 


