
 
日本のものづくり 

                                                                       校長 古澤 厚人 

師走を迎え、ずいぶんと肌寒くなってまいりました。インフルエンザが本校においても流行致しておりま

すので、保護者・地域の皆様も体調を崩されないようお気をつけください。特に、子どもたちの登下校を見

守っていただいている安全ボランティアの皆様、寒さの中、ありがとうございます。健康が一番ですので、

ご無理をなさらぬようこれからもよろしくお願いいたします。 

学校は今、２学期のまとめをしています。学習内容の定着はもちろんのこと、挨拶や時間を守るなど基本

的な生活習慣、また、友達への思いやりや協力など、そうした社会生活を営むうえで大切な事柄についても、

心して指導に当りたいと思います。 

  さて、本日はものづくりをテーマにしたいと思います。ご案内のとおり今年ほど日本のものづくりの信用

が揺らいだ年はないと思います。大手鉄鋼会社に端を発し、日本の工業の柱とも言うべき自動車産業からも

次々に出されるリコールの嵐、本当に心配になります。 

 ものづくりは日本の将来にかかわる大事な問題です。資源の乏しい日本は加工貿易国として原料を輸入し、

それに付加価値をつけて輸出し外貨をあげています。このような形で日本は急速に発展してきました。その

成功を支えたのは、日本が誇る科学技術とともにものづくりにかける日本人の精神であったと思います。         

使う人のこと考え長持ちするように、使いやすいようになどの心のこもった日本の製品は、メイドインジャ

パンの名称で世界の人々に愛されてきました。まさにものづくりは日本人のアイデンティティに深くかかわ

ってきたのです。そのものづくりが今危機を迎えようとしているとの言があります。日本人は大量消費の中

で、ものを大切にする心を失い、ものづくりを厭うようになったとの意見です。 

  日本のものづくりの歴史でふと頭に浮かぶのは、鉄砲伝来の際の「ネジ」づくりです。刀鍛冶八板金兵衛

は、種子島の領主から鉄砲づくりを命じられました。何とか形はまねしたものの、金兵衛は銃の底をふさぐ

工夫に苦しみました。今まで見たこともない「ネジ」をどのようにして作ればよいのか。金兵衛は苦心のす

えやっとネジづくりに成功したといわれています。 

 これと同じようなことが明治時代にもありました。場所は群馬県富岡です。６年生の歴史の教科書にも出

てくる場所です。ご存知のとおり、富岡製糸場は明治の殖産興業のスローガンのもと、日本初の官営工場と

してスタートしました。その際のことです。建物を西洋風にする必要からレンガ造りが必要になりました。

しかし、その当時、日本でレンガ造りは行われていません。そこで、フランス人技師の指導のもと近隣の瓦

職人が集められレンガ造りに挑戦したわけです。このときも日本人は難題を克服しています。これらの話を

思い出す度に日本人のものづくりはすごいものだと改めて感心します。子どもたちにもこのことを是非伝え、

日本のものづくりに自信と誇りをもたせたいと思います。 

  新しい学習指導要領でも、ものづくり教育は重視されています。創意工夫、勤労精神を育むという点は無

論のこと、科学や自然への興味関心、粘り強さやものを大切にする心の育成など、ものづくり教育への期待

は大です。３学期には展覧会が開催されます。現在、作品の制作にとりかかっていますが、制作中の子ども

の真剣な表情、仕上げたときの嬉しそうな顔から会の成功が期待されます。お楽しみに。      

最後に、今年１年のご支援、ご協力に感謝し、新たな年のご多幸をお祈りしてお礼のご挨拶とさせていた

だきます。よい年をお迎えください。 

 

 

 

 

                                 

 住吉小だより 
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《１月の目標》 

○生活…あいさつや言葉づかいをしっかりと ○健康…空気の入れ替えをしよう 

○給食…正しい姿勢・マナーで食事をしよう 

 



 

 

 

 

 

 

 

1年生 「けん玉教室」 

 ５日（火）、生活科の学習で、けん玉教室がありました。 

けん玉協会から先生が来校し、けん玉についてのお話を聞いたり、

いろいろな技を見せてもらったり、姿勢や持ち方、簡単な技など

を教えてもらったりしました。 

   

先生からお話を聞いてびっくり！ 

なんと、けん玉の発祥はフランスで、元々は貴族の遊びだった

そうです。 

貴族たちがワイングラスを使って遊んでいたものが、だんだん

形を変えて今のようになったとのことで、ワイングラスのけん玉

や、皿がなくけん先だけのフランスのけん玉を見せてもらって、

子供たちはとても驚いた様子でした。 

３つの皿とけんがある日本のけん玉は、いろいろな種類の技が

できるため、遊び方の幅も広がり、今や世界中で親しまれている

そうです。 

 

先生の華麗な技に、拍手喝采の子供たち。 

検定では、見事大皿に玉をのせ、１０級の合格証をもらって大喜

びでした。 

１２月はけん玉以外にも、いろいろな昔遊びに触れていきます。 

覚えた遊びを、冬休みにはおうちでもできると良いですね。 

◎ピティナ・ピアノコンペティション                   4年 3組 桑澤 侑那 

7月 26日 東日本デュオ１ 地区本選 デュオ部門 連弾初級 優秀賞 

8月 3日 東日本デュオ２ 地区本選 デュオ部門 連弾初級 奨励賞 

8月 4日 東日本埼玉１ 地区本選 ソロ部門 Ｂ級 優秀賞 

8月 7日 東日本４ 地区本選 ソロ部門 Ｂ級 優秀賞 

◎第 60 回 府中市民体育大会秋季大会  １１月１９日  

 軟式野球競技 少年の部 学童三部 準優勝 住吉ビクトリー 

◎第 28 回 府中市少年少女空手道競技大会  １２月３日 

 
形競技 団体戦 小学生 無級～七級 第 3位 1年 1組 原 來我 

 
形競技 団体戦 小学生 六級～四級 第 3位 2年 2組 田中 慶明 

 形競技  小学生    六級～五級 敢闘賞 2年 2組 田中 慶明 

 形競技 団体戦 小学生 三級～一級 優勝 4年 2組 綾野 愛 

 形競技 団体戦 小学生 三級～一級 第 3位 4年 1組 岡澤 篤 

 形競技  小学生    二級～一級 第 3位 4年 1組 岡澤 篤 

★★★住小の子 がんばり紹介コーナー★★★ 

＝＝●＝＝●＝＝本校 HPご紹介＝＝●＝＝●＝＝ 

本校では、毎月 1回以上更新を行っています。詳しくは HPをご覧ください。 

 



４年生 社会科見学 

１１月２８日（火）は、２回目の社会科見学でした。バスに乗り、「立川防災館」、「羽村市郷土博物館」、

「羽村取水堰」に行きました。 

「立川防災館」では、「地震体験」と「消火体験」を体験しました。体験を待っている間は、クイズをし

たり、アトラクションを体験したりしながら災害について学習しました。 

羽村市の郷土博物館、取水堰では、すでに学習済みの「玉川兄弟と玉川上水」について改めて学びました。

博物館の方の話を聞き、実物の取水堰を見てみると、「江戸時代に人の手だけで掘って造られたとは思えな

い。」と授業だけでは伝わりにくい驚きを子どもたちは感じていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年生「日産わくわくエコスクール」 

 １２月６日（水）に日産自動車が各学校で行っている「日産

わくわくエコスクール」を５年生が体験しました。 

 電気自動車は温室効果ガスであるＣＯ₂を排出しない乗用車

として注目を浴びています。体験では、子供たちが地球環境問

題と電気自動車への基本的な理解を深める第一部と、 

 

キットの組み立てや走行実験を通じて電

気自動車の仕組みを学ぶ第二部、 

 

１００％電気自動車「日産リーフ」を見学したり試乗した

りする第三部から構成されていました。 

今回の体験は、子供たちが楽しく学ぶことができるプログ

ラムになっていました。子供たちは、環境に配慮したエコカ

ーを通し、環境問題を正しく理解することができたのではな

いかと思います。 



日 曜 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 金 下学年学校公開・保護者会

2 土

3 日 人権作文発表会

4 月 全校朝会、委員会

5 火 上学年学校公開・保護者会、けん玉教室(1年) 14:30

6 水 Ｂ時程（５時間授業）、わくわくエコスクール(5年)

7 木 Ｂ時程、オーケストラ鑑賞教室(4年)、放課後算数教室

8 金 Ｂ時程

9 土

10 日 八地区凧づくり

11 月 Ｂ時程(5時間授業）、全校朝会

12 火 Ｂ時程、劇団四季「美しい日本語教室」(6年) 14:05

13 水
Ｂ時程（４時間授業）、かくし芸大会
研究授業のため４年２組のみ14:40下校

14 木 Ｂ時程、羽田ビッキーズバスケットボール授業(6年)

15 金 Ｂ時程、避難訓練、薬の授業(3年)

16 土

17 日

18 月 Ｂ時程、全校朝会、美化週間(～21)

19 火 Ｂ時程、昔あそび(1年) 14:05

20 水 Ｂ時程（５時間授業）、かくし芸大会、ＢＤＴ

21 木 Ｂ時程、給食終

22 金 Ｂ時程（午前授業）

23 土 天皇誕生日

24 日

25 月 Ｂ時程（４時間授業）、終業式

26 火 冬季休業日始

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

住吉小学校 児童下校時刻予定（１２月）
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　日頃より本校の教育活動にご理解ご協力ありがとうございます。来月の予定についてお知らせいたしますので、
よろしくお願いいたします。

12:15

行事予定及び児童下校時刻予定（12月）　※上学年は〔４・５・６年〕、下学年は〔１・２・３年〕

下　校　時　刻　予　定
行　　事　　予　　定
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