
 

 

  

 

 

 

真剣にひたむきに取り組む姿によって、感動に包まれた周年行事 

                                       校長 米塚 裕貴 

先月、たくさんのご来賓の皆様をお招きして開校１０周年記念式典を開催しました。あいにく

の空模様でしたが、式典には全校児童生徒が参加し、集中力を切らすことなく真剣に、ひたむき

に取り組む姿を見せることができ、感動に包まれた式典となりました。 

８年生有志メンバーによる勇壮な和太鼓演奏によって幕が開き、国歌斉唱、記念品贈呈、児童

生徒代表の言葉、記念合唱、校歌斉唱など、児童生徒が活躍する場面が多く、式典の成功は主役

である全校生徒の努力の結晶によるものでした。９年生は進路決定に向けた大切な時期、進路の

準備を最優先しつつ、当日は、迫力ある合唱で最後列から全体を支えてくれました。低学年団代

表は４年生、中学年団代表は７年生、高学年団の代表は８年生が務め、マイクを片手によどみな

く発表する姿は大変立派で、来賓の皆様方も感心してくださいました。全校練習の機会が限られ

た中で取り組んだ記念合唱の「ふるさと」、「マイバラード」でしたが、ステージ上の８年生の指

揮者、伴奏者を中心に全校の児童生徒が心を一つにして合唱し、大きな声をアリーナ中に響かせ

てくれました。感動して涙があふれてきた、というお言葉を何人ものご来賓の方々からいただき

ました。児童生徒の底力が発揮できたことをうれしく感じるとともに、子どもたちには、自信を

持って新しい学園の歴史と伝統を築いてほしいと考えています。 

 文部省唱歌「ふるさと」は、文語体の歌詞で、低学年には難解かもしれませんが、生まれ育っ

た地域、そこで生活する父や母、友人への思い、遠く離れても懐かしく、いつの日か帰りたいと

いう強い願いを表現しており、たくさんの地域の方々からお祝いしていただく式典にふさわしい

曲として選ばれました。歌詞に出てくる景色は典型的な日本の里山で、アイデンティティーの象

徴ですが、この曲に込められた思いは世界共通ではないでしょうか。 

「マイバラード」は本校の学園歌の作詞・作曲を手掛けた松井孝夫さんの曲で、合唱コンクー

ルの課題曲として取り組んでいることから選ばれました。「悲しい時もつらい時も、楽しい時も

うれしい時も、仲間と共に助け合って生きていこう」という共生社会の実現を歌っています。今

回の式典で１年生から９年生までの全校児童生徒によって、心を一つにしてこの２曲を歌いきっ

たことを、その歌詞と共に心に刻み、良い思い出にして欲しいと願っています。 

式辞の中では、日頃から児童生徒がよく使っている「荏平魂」とはどういうものか、学園歌の

歌詞に答えを求めて伝えました。「たとえ多くの困難が待ち受けていても、仲間とともに手を取

り合って進んでいく」という不屈の魂が「荏平魂」の根底にあると考えたからです。 

この地域の先人たちは関東大震災、太平洋戦争の空襲など度重なる壊滅的な被害を乗り越え、

不屈の魂で、今日の発展した街並みを築き上げてきました。これから長い人生が待ち受けている

児童生徒たちの未来を考えた時、どんな困難に対しても、心折れることなく、仲間と支え合いな

がら立ち向かっていく勇気が重要になります。挫折にも簡単には折れないしなやかな心、何度で

も立ち上がって前へ進もうとする人間としての底力を「荏平魂」という言葉とともに大切にしな

がら、長い人生、それぞれが目指す道を切り拓いて欲しいと考えています。 

式典の午後には、荏原第三地区連合町会長の塚本良一様に会長をお願いし「開校１０周年を祝

う会」を開催しました。吹奏楽部、茶道部、華道部、美術部を始め、展示の作品や、ご来賓の席

札づくりなど様々な場面で児童生徒が、おもてなしの気持ちを表現することができました。また、

アトラクションとして発表した教職員「One Team（ワン・チーム）」による力強い和太鼓演奏に

も大きな反響がありました。地域町会、同窓会、ＰＴＡ、コミュニティ・スクールの学校地域支

援本部の皆様方には様々なご支援、ご協力をいただき心より感謝申し上げます。周年行事の成功

を次のステップへの意欲につなげ、三学期の教育活動をさらに充実させたいと考えています。 

荏原平塚学園便り 

 

品 川 区 立 荏 原 平 塚 学 園 

校 長   米 塚  裕 貴 

令 和 元 年 2 月 1 日 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 全体を通して 】             担当  星野 麻仁  

昨年度から地域の方々、ＰＴＡ，学校で相談しながら進めてきた式典が滞りなく終わりました。 

保護者の皆様にもご理解とご協力をいただきました。子どもたちは発達段階が違うにも関わらず全

校生で一つとなり『この行事を成功させよう。』という気持ちに溢れていました。話の聞き方、礼法、

特に記念合唱によく表れていました。言葉の通り１０年に１度しかない学校行事です。１年生も２０

周年式典の時には高校生になっています。１０年後、『そういえば自分も１０周年式典に参加したこと

が懐かしいな…これからもえばひらがんばれ！』と思ってもらえたら嬉しいです。また、和の心が込

められた手作りの干菓子をいただき、持ち帰った記念誌やクリアファイル、タオル等の記念品も思い

出の一つとして大切にとっておいてほしいと思います。 

 

 

 
【 全校合唱 】               担当  樽谷 紗与子 

 １０周年を記念して「マイバラード」「ふるさと」の２曲を合唱しました。 

「マイバラード」は本校では７年生の合唱コンクール課題曲となっていますが、今回、その曲を１年生から

歌えるということで、低学年の子どもたちも嬉しそうでした。「ふるさと」は様々なアレンジ版がある中で、

黒部美樹さんが編曲したものを使用しました。この編曲の特徴は２番と３番の間の「間奏」の部分で、７・

８・９年生でそれぞれ違う歌い方をしていました。４～６年生は７年生と同じ旋律を歌いました。１～３年

生には間奏部分は少し難しいだろうと思い、実は授業ではほとんど教えていなかったのですが、全校で練習

をしているうちにいつの間にか旋律を覚えていて、当日は全学年で歌うことができました。 

前期課程の元気いっぱいの歌声から、変声した男子児童・生徒の低い声、そして９年生の深みのある歌声。

それぞれの学年の歌声のよさが表れ、「荏原平塚学園」ならではの響きになりました。 

 

 

１０周年記念式典 

【 華道部 】          

 『10周年行事に参加して』 

 今回のフラワーアレンジメン

トは、まだ２回目の取り組みで慣

れていませんでした。しかし、先

生に教えてもらいながら、納得の

いく作品をつくることができま

した。作品から、10周年を祝う

気持ちが伝わっていれば嬉しい

です。 

華道部 坪井 咲和子 

【 吹奏楽部 】          

練習中は全員の音がまとまら

ず、本番がうまくいくかどうか

不安でした。でも、演奏中は来

賓の方々に笑顔で聞いていただ

くことができ、安心しました。

また、演奏後に多くの方が「楽

しかった」と言っていただけた

のが印象的で、とても嬉しかっ

たです。 

吹奏楽部 小林 正人 

児童・生徒によるアトラクション 

【 茶道部 】          

今回は、このような機会を作っ

ていただき、ありがとうございま

した。茶道部では、少ない時間で

集中して稽古に取り組んできま

した。当日は緊張しながらも、自

分たちの力を発揮し、ご来賓の皆

様に喜んでいただくことができ

ました。これからも日々稽古に励

んでいきたいと思います。 

茶道部 安西 咲季 

8 年生有志による和太鼓 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 児童生徒の代表の言葉 】           担当  立花 あい 

 

１０周年記念式典  児童生徒代表挨拶 

 

元号が平成から令和に改まる大きな節目の年、私たちの荏原平塚学 

園は開校１０周年を迎えました。そして東京オリンピック・パラリン 

ピックが開催される２０２０年、このように盛大な記念式典が行われ 

ることを心よりうれしく感じています。私はこの荏原平塚学園に８年 

前、大きなランドセルを背負って入学し、この立派な校舎で勉強や行 

事・部活動などに力を入れて、毎日友達と楽しく過ごしています。 

私が荏原平塚学園の好きなところは、小学生と中学生が同じ校舎で過ごし、たくさんの関わりがあるとい

うところです。先日、給食の片付け中に５年生が食器を割ってしまい、戸惑っていたら、たまたま通りかか

った７年生がすぐにホウキとちり取りをもって来て掃除をしてくれたという出来事があったそうです。ま

た、防災訓練や集団下校では９年生と１年生・８年生と２年生が手をつなぎ、安全に気を付けながら歩いて

帰ります。こういった日常的に異学年との関わりが当たり前にある・助け合い、協力できる環境が私は好き

です。また、防災訓練では地域の方々にも参加していただき、災害時の心得や防災倉庫の説明を受けること

ができ、とても心強いです。その他にも地域清掃や田植え・稲刈り体験・茶道体験・職場体験などでも地域

の方々にご協力いただき、とても貴重な体験ができています。温かい地域の方々に支えられて、成長できて

いると日々感じることができます。 

私が好きな行事は１０月に行われる学習成果発表会です。１年生から９年生がアリーナに集まり学年ごと

に練習してきた劇や合唱、合奏を披露します。たくさんの人に見てもらい、緊張するけれど発表が終わった

後は達成感でいっぱいです。発表の間の時間に出されるクイズは、みんなが元気いっぱい参加してくれるの

で、毎年盛り上がり、アリーナが１つになるのが楽しいです。 

後期課程の合唱コンクールは、小学生のときから見ていてキレイなハーモニーやメリハリのある動きがか

っこいいなと憧れていました。昨年自分も舞台に立ち、少し大人になった気分で嬉しかったです。 

低学年の発表は一生懸命で元気いっぱいで、自分たちにもあんなかわいい時があったのかと懐かしい気持

ちになると同時に優しい気持ちになれます。来年度の学習成果発表会は私にとっては最後になりますが、今

から楽しみです。 

私は今、先生や友達、家族へのあいさつを頑張っています。あいさつをするときは、相手の目を見て、立

ち止まってするように気を付けています。自分からあいさつをすると気持ちがスッキリして「今日もがんば

ろう」と思えます。これからも続けていきたいです。 

私は今、部活動の吹奏楽を頑張っています。テナーサックスを担当していますが、入部当初は全然音が出

せませんでした。先輩がコツを教えてくれ、上達することができました。３月の卒業式では、お世話になっ

た先輩方に感謝の気持ちを込めて、先輩たちに安心して卒業してもらえるような演奏を届けたいと思ってい

ます。 

私は今、来年の受験に向けて勉強を頑張っています。小学生の頃は英語が苦手でしたが、中学生になり、

英語の楽しさに触れ、苦手を克服することができました。東京オリンピック・パラリンピックでは、たくさ

んの外国人が東京に来ると思うのでコミュニケーションをたくさん取ってみたいです。 

私は今、１０歳なので私が生まれた年に荏原平塚学園が開校しました。私と荏原平塚学園は同級生です。

これから私が２０歳・５０歳・１００歳になってもずっと荏原平塚学園がたくさんの笑顔があふれる学校で

いて欲しいと思います。 

荏原平塚学園は開校１０周年を迎えましたが、荏原第二中学校・平塚小学校・平塚中学校にはとても長い

歴史があります。私たちの両親や祖父母の中にも卒業生が多数います。そういった先輩方が受け継いできた

想いも私たちはこれから受け継いでいきたいと思います。 

来賓の皆様・地域の皆様・PTA の皆様・先生方・先輩方・卒業生の皆様・関係者の皆様 今日はお忙し

いところ、荏原平塚学園１０周年記念式典にお越しいただき、ありがとうございました。これからも荏原平

塚学園の明るい未来を温かく見守ってください。 

令和２年１月１８日 

   低学年団代表 ４年釘本 早雪 

        中学年団代表 ７年水野 純鈴 

        高学年団代表 ８年枝松 直樹  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コミュニティースクールの２月の活動をご紹介しています。 

保護者の皆さまや地域の皆さまの、より多くのご参加をお待ちしています。 

○２月１日（土）品川学園にて、５年生スチューデントシティ、８年生ファイナンスパークのボランティア。 

        無事に定員のボランティアが確保できました。ご協力ありがとうございます。 

○２月１３日（木）～1５日（土）学校公開にて、受付お手伝い。 

・作品展の展示作業（2/7 16:00～・２/10 16:00～）作品展の片付け（２/15 14:00～） 

・新入生保護者説明会（２/14 金(午後)）の託児のお手伝いをしてくださる方を募集中です。 

・午前に 3 階和室にて「荏平茶屋」を行います。茶道ボランティアを募集しています。 

○２月２０日（木）２・３校時 5 年生の茶道教室を行います。今年度最後の茶道教室になります。 

当該学年の保護者の皆様にはお手伝い募集のお手紙を配布いたします。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊２月の行事予定 ＊ 

 

【 教員アトラクション「One Team」 】          担当 木村 大介    

 昨年の１１月頃、１０周年式典にて教員が和太鼓を演奏することが決定しました。まず、曲を決めなけれ

ばと思いついた曲が、林英哲作曲の「道をゆく人」でした。この曲は、私の太鼓の師匠でもある林英哲氏が、

１９９９年三重県の委嘱により作曲したものです。題名の「道をゆく人」とは、「歴史時代に切実な願いを届

けるために命懸けともいえる熊野詣をした多くの人を指すと同時に、今この時代をさまざま困難と闘いなが

ら生きている我々のことも指している」と林氏は語っていました。学校とは人それぞれの「道」の土台作り

をする場であると思います。そんな学校が１０周年という節目を迎えるということで、演奏するのであれば

この曲だと決めました。 

 練習は楽譜を使って行いましたが、教員全員が楽譜を読める 

訳ではありません。また、楽譜が読めても、和太鼓という特性 

上、リズムを叩けるだけでは格好がつかないなど、難しい点も 

多々ありました。ただ、教員太鼓チームは、朝練習や自主練習 

を行うなど必死に準備をしました。何かを学んだり、技術を身 

に付けたりするというのはこういうことだと、児童・生徒のお 

手本にしたいと思うほどでした。１０周年を祝う熱い思いが、 

演奏を聞いてくださった方の元へ届いていたら幸いです。 

 

 

 

２月の生活目標  

当たり前のことを当たり前にやろう 

返事、靴をそろえる、授業の受け方、時間、提出物、廊下移動
などのこれまで身に付けてきたことを当たり前に行えるよう、指
導を徹底していきます。 

１７日(月) 1-4・児童生徒会朝会 校内漢字検定(5,6) 

 合格塾(数) 

１８日(火) 社会科見学(5)  

十二単体験(8) 平塚すこやか園交流(1) 

２０日(木) 音楽朝会 クラブ(4-6) 茶道教室(5) 

２日(土)  にこにこ班活動ロング 第２回学校保健委員会 

２１日(金) 都立学力検査(9) 

第一次募集・分割前期募集(検査日) 

２２日(土) 品川区立学校音楽祭(音楽クラブ) 

２３日(日) 天皇誕生日 

２４日(月) 休日 

２５日(火) 第３回校内漢字検定 (1-4) 

２６日(水)  品川教育の日のため６年生以外は午前授業 

２７日(木) 定期考査(5-9) 

２８日(金) 定期考査(5-9) スポーツ大会(5,6) 

１日(土) 土曜授業 いじめ防止推進デー 

スチューデントシティ(5) 

     ファイナンスパーク(8) 算数復習タイム 

３日(月) 全校朝礼 合格塾(数)  

４日(火) 異学年交流 みそ作り(5組・5年) 

５日(水) エバリー演奏会(1-3) 合格塾(英) 

     都立高校一次・前期出願(9) 

６日(木) にこにこ班活動 クラブ(4-6) クラブ見学(3) 

７日(金) 校外学習(8)  

８日(土) 第３回漢字検定（休業日） 

９日(日) 校庭開放(AM・PM) 

１０日(月) 専門委員会 私立高校一般入試(9) 

１１日(火) 建国記念の日 私立高校一般入試(9) 

１２日(水) 教育会のため４時間授業 合格塾(英) 避難訓練 

１３日(木) 音楽朝会(1-4) 学校公開・作品展(～2/15) 

租税教室(6) 

１４日(金) 新入生保護者説明会 

１５日(土) 土曜授業 いじめ防止推進デー 

出前選挙(6) 児童・生徒懇談会 

 

 

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。 

１０周年記念 祝う会 


