
 
平成 29 年度 展覧会 

                                                                       副校長 齋藤 晃 

 先日 19 日（金）、5 年生が恒例の「餅つき体験」をしました。

自分たちで苗を植え、稲刈りを行ったもち米を自分でついて食べ

ることで、子供たちは日本の伝統的な食文化の良さに触れるとと

もに、協力の大切さや食べ物が出来上がるまでにかけられている

手間暇について学ぶことができました。このような体験を、本校

の子供たちができるのは、支援してくださる皆様のおかげです。

田んぼを貸してくださっている地域の方、稲づくりのご指導をし

てくださった澤井さん、毎年餅つきを中心となってお世話してく

ださる中島通り自治会の皆様、そしてお手伝いをしてくださった

PTA の皆様、今年度もありがとうございました。 

さて、今週末には展覧会を控え、子供たちは作品の最後の仕上げや展示作業に取り組んでいます。会場へ

作品を運ぶ子供たちは皆、心を込めて作った自分の作品を大切そうに運んでいます。会場設営の日には 6 年

生は会場設営の仕事にかかわりました。卒業を前に学校行事に力を発揮する最後の取組でした。たくさんの

机やパネルを体育館に運んだり、展示のための台を設営したり、どの子供たちも真剣な表情で作業に取り組

んでいました。展覧会の後片付けからは住吉小学校のリーダーとしての仕事を 5 年生に引き継いでいきます。 

展覧会当日、体育館には子供たち一人一人の想いが表れた素晴らしい作品が所狭しと並びます。展示方法

も工夫されています。27 日（土）は学校公開・道徳授業地区公開講座でもあります。この機会に本校へお越

しいただき、子供たちの姿や作品をご覧いただき、励ましの言葉をいただけますようお願いいたします。 

【展覧会でのお願い】 

作品の展示、ご鑑賞について 

個人作品は、学年全体で上下左右の並びや展示全体のバランス等を考慮し、クラス混在の展示になっています。

お子様の作品がなかなか見つけにくいかもしれませんが、探しながら体育館全体をご覧いただければと思います。

また、装飾として学年やクラス全体でつくった共同製作もかざってあります。加えてお楽しみください。 

土曜日の午後に 

作品の色や形には、子供たち一人一人の思いが表れています。ぜひ土曜日の午後、お子様とご一緒に工夫や苦労

や思いを聞きながら、作品鑑賞を楽しんでみてください。 

暖房について 

安全面のため、ストーブを設置していません。体育館は冷え込みますので防寒対策をしてきてください。  
  

【各学年 作品の紹介】 
１年生 

「おしゃれなカラス」平面 

イソップ童話「おしゃれなカラス」の読み聞かせを聞い

て、鳥の王様になれるように、着飾りました。墨でつくっ

た模様に目と足と口ばしと羽を付けておしゃれなカラス

をつくりました。 

「およぐイカ」平面 

教室に、するっとしたイカが登場しました。触ったり、

押したり、足を持ち上げたりしながら、よく見て描き上げ

ました。赤・青・黄の３色を使って、マイカラーをつくり、

描きました。 

「ギュッとしたいぼく・わたしのおともだち」立体 

袋に紙を入れてふくらますと、何ができるかな？模様を

クレヨンで描いて、飾りを付けて、ギュッとしたい、お気

に入りの「おともだち」ができました。 

                                 

 住吉小だより 
         http://www.fuchu12s.fuchu-tokyo.ed.jp/ 

電話０４２－３６１－６３１９   FAX０４２－３３４－０８７３ 

府中市立住吉小学校 
校   長  古澤  厚人 
平成 30年 1月 22日 
平成 29 年度  第 16 号 



２年生 

「ふしぎなたまご」平面 

朝、目が覚めたら、お腹の上に卵が１つのっていました。

卵から出てくるものを想像して、クレパスや絵の具を使っ

て楽しく描きました。 

「あじさいのうた」平面 

あじさいは、色がどんどん変わるとてもきれいな花です。

それらの色を表現するために、絵の具の青・黄・赤（三原

色）を混ぜて、色を工夫してつくり出しました。 

 

「やさいの国から、こんにちは」平面 

自分が野菜の国に飛び込んだ様子を想像しながら、楽し

く描きました。最後に小さなスポンジをつけて、野菜を立

体的に表したところがポイントです。 

「いただきま～す！」立体 

私たちの身の回りには、おもしろいものがたくさんあり

ます。材料に少し手を加えてすてきなお弁当が出来上がり

ました。メニューをつけてありますので、お弁当箱の中身

をじっくりご覧ください。

３年生 

「えのぐのつみき」平面 

丸、三角、四角などの形をつみきに見立てて、下から積

んでいくように描きました。描いている順番を想像しなが

らご覧になってください。 

「紙の上のせかい」平面 

「にじとろ国」「こなふわ国」、限りがある紙の世界で、

それぞれの国は新しい道をつくって広がっていきます。け

んかをせずに、国を広げるにはどうすればよいか想像を広

げながらかきました。 

「つみきさんとふわふわさん」立体 

｢つみきさん｣と｢ふわふわさん｣は、一緒に暮らすことに

なりました。別々の世界の２人がなかよく暮らせるように

考えながら、部屋をつくっていきました。…という物語を

想像しながらつくりました。 

「ジブングッズ」立体 

自分の好きなものや得意なことなどをもとにして、自分

だけのキャラクタ―を考えました。空き容器や古くなった

文房具などを、マイキャラの色や形を生かしたグッズに変

身させました。

４年生 

「中庭の木々をみつめて」平面 

住吉小の中庭にある木を選び、形、色、触り心地などの

特徴に着目してかきました。じっくり見て、いらないとこ

ろは省略し、大切なところは強調してかき、最後に、自分

が描いた木に名前をつけました。 

「もようでオノマトペ」平面 

ローラー、ビー玉、スポンジなどの用具をつかって、い

ろいろな模様をつくりました。「きらきら」「ぴちゃぴちゃ」

などの自分が表したいオノマトペにぴったりだと思う模

様をつかって絵に表しました。 

「なまえものがたり」立体 

初めて彫刻刀を使い、木版画をつくりました。自分の名

前をテーマに短い物語を考え、絵を描きました。中には、

自分の名前の文字を絵の中に隠して彫っているものもあ

ります。探してみてください。 

「土のマンションと土風のマンション」立体 

テラコッタという土粘土でマンションに見立てた作品

をつくりました。でも、よく見ると、少し違う感じのとこ

ろがあります。実は、人工的につくられた、軽いテラコッ

タ風粘土も組み合わせています。

５年生 

「水のかたち」平面 

どんどん移り変わっていく水の形を描くことに挑戦し

ました。水面に漂う墨の模様、水墨画の美術作品、水の写

真などを参考にして、墨の濃淡や構図を工夫して描きまし

た。 

「土でかこう」平面 

４種類の土粘土や校庭の土、砂に接着剤を混ぜ、絵の具

をつくって描いた作品です。偶然できた形を生かしたり、

洞窟壁画などを参考にしたりしながら、土色のコンテや胡

粉、木炭を使って仕上げました。 

「水のある景色」立体 

公園、噴水、海、川、滝、池、プール、水道・・・ 

水のある景色を想像し、ガラスが溶けると水の様に見える

効果を生かしてつくった焼き物です。どのような景色か想

像して見てください。 

「時をつなぐ工作」立体 

私たちは「思い出のつまったもの」や「写真」を見て昔

を思い出します。これは、時計では表せないいろいろな

「時」と時計とを組み合わせ、針金でつないだ工作です。 

「オーｍｙポケット」家庭科 

自分で選んだカラージュートをミシンで縫い上げまし

た。グループで教え合いながら作業しました。毛糸で自由

に刺繍をしたり、手縫いでボタンをつけたりして、一針一

針ていねいにつくりました。 

 

６年生 

「心の中の住吉小」平面 

住吉小の校庭、屋上、自分のクラスや廊下周辺などをま

わり、気に入った場所のスケッチをしました。 

「つながるかたち」平面 

５年生の時につくった版画の版木１枚と新しい板１枚

を組み合わせて多色刷りをした作品です。形・色のつなが

り・重なりを見てください。 

「ぬきだし ひきだし つくりだす」平面 

自分が気になった美術作品やまわりの景色から、部分的

にその特徴をぬきだし、さらに自分のイメージをひきだし

て組み合わせ、新しい作品をつくりだした絵です。 

 

「MY BOX」立体 

４枚の板を切り出し、その板を組み合わせました。板の組

み合わせを工夫したり、もとの板の形を変えたり、新たに

木材を増やしたりしていって自分なりの工夫をしました。 

「光を生かして」立体 

ＬＥＤライトの光を生かした作品です。ライトを包んで

いるプラスチックダンボールや天井に映る光や影の感じ

を工夫しました。 

「楽ッション」家庭科 

カラフルなフェルトに、お気に入りのイラストや自分の

名前を刺しゅうしました。ボタン付けや色々なステッチに

も挑戦しています。 



学年 組 1校時　8:40～9：25 2校時　9：30～10：15 3校時　10：30～11：15 ４校時　11:25～12:05

教科 道徳 生活 図工
内容 親切な心で ぐにゃぐにゃだこ おしゃれな　くものす

場所 教室 教室 教室
教科 道徳 生活 図工
内容 親切な心で ぐにゃぐにゃだこ おしゃれな　くものす

場所 教室 教室 教室
教科 道徳 生活 図工
内容 親切な心で ぐにゃぐにゃだこ おしゃれな　くものす

場所 教室 教室 教室
教科 道徳 学活 学活
内容 生命の尊さ 東京2020のﾏｽｺｯﾄを決めよう はし名人になろう
場所 教室 第二音楽室 教室
教科 道徳 学活 学活
内容 生命の尊さ 東京2020のﾏｽｺｯﾄを決めよう はし名人になろう

場所 教室 パソコン室 教室
教科 道徳 学活 学活
内容 生命の尊さ はし名人になろう 東京2020のﾏｽｺｯﾄを決めよう

場所 教室 教室 パソコン室
教科 道徳 学活 学活
内容 生命の尊さ はし名人になろう 東京2020のﾏｽｺｯﾄを決めよう

場所 教室 教室 第二音楽室
教科 保健 道徳 理科
内容 毎日の生活と健康 命あるものを大切に じしゃくにつけよう

場所 教室 教室 教室
教科 理科 道徳 保健
内容 じしゃくにつけよう 命あるものを大切に 毎日の生活と健康

場所 教室 教室 教室
教科 理科 道徳 保健
内容 じしゃくにつけよう 命あるものを大切に 毎日の生活と健康

場所 教室 教室 教室
教科 国語 道徳 算数
内容 野原に集まれ 生命の尊さ 直方体と立方体

場所 教室 教室 各教室・少人数教室

教科 国語 道徳 算数
内容 野原に集まれ 生命の尊さ 直方体と立方体

場所 教室 教室 各教室・少人数教室

教科 国語 道徳 算数
内容 野原に集まれ 生命の尊さ 直方体と立方体

場所 教室 教室 各教室・少人数教室

教科 音楽 社会 道徳
内容 心をこめて表現しよう 工業の今と未来 言葉のもつ力を考えよう

場所 第一音楽室 教室 教室
教科 理科 社会 道徳
内容 電流が生み出す力 工業の今と未来 言葉のもつ力を考えよう

場所 理科室 教室 教室
教科 社会 学活 道徳
内容 工業の今と未来 東京2020のﾏｽｺｯﾄを決めよう 言葉のもつ力を考えよう

場所 教室 教室 教室
教科 算数 国語 道徳
内容 学んだことを生かして 春を待つ冬 礼儀は心のあらわれ

場所 各教室・少人数教室 教室 教室

教科 算数 学活 道徳
内容 学んだことを生かして 東京2020のﾏｽｺｯﾄを決めよう 礼儀は心のあらわれ

場所 各教室・少人数教室 教室 教室
教科 算数 理科 道徳
内容 学んだことを生かして 電気と私たちのくらし 礼儀は心のあらわれ

場所 各教室・少人数教室 理科室 教室
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展覧会　保護者鑑賞(8:40～16:00；体育館）
きこえとことば教室紹介（10:00～11:00)

1月２7日（土）学校公開日・道徳授業地区公開講座　授業予定    ※　受付は東昇降口です。
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「小中連携の日」1月 24日(水)  

府中第八中学校区(八中・住吉・四谷・日新)の教員が集まり、協議会を行います。協議会では、9 年間の「学び」と「育ち」を踏

まえた育てたい子供像の具現化を目指し、４校で第八中学校区における指導連携の成果と課題について検討します。今後もこの取

組については、保護者・地域の皆様に発信していきます。 

 



日 曜 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 木 弁護士法教育（６年）,わかば幼稚園交流(1年)

2 金 郷土の森見学（３年）

3 土

4 日

5 月 全校朝会、委員会

6 火 避難訓練 14:30

7 水 Ｂ時程（４時間授業）、集会、お別れたてわり準備集会

8 木 美術鑑賞教室（６年；午後）、放課後算数教室 15:40

9 金
中学校新入生説明会（６年）、持久走終
住吉保育所・雲母・キッズ交流(1年)

15:30

10 土

11 日 建国記念日

12 月 振替休日、連合図工展終

13 火
読書旬間始、租税教室（６年）、ＦＣ東京キャラバン隊（５
年）

14:30

14 水 Ｂ時程（５時間授業）、ＢＤＴ、お別れたてわり弁当集会

15 木
社会科見学（６年）、おともだと幼稚園交流(1年)
七輪体験（3年）、放課後算数教室

16:15

16 金 セーフティー教室(６年・薬物）、七輪体験（3年）

17 土 つなひきの集い

18 日

19 月 全校朝会、クラブ

20 火
Ｂ時程（４時間授業）
研究授業のため２年３組のみ１４：２０下校

21 水
Ｂ時程（４時間授業）、新クラブ紹介
ＦＣ東京キャラバン隊（６年）
研究授業のため６年１組のみ１４：２０下校

22 木 オリパラボッチャ体験授業、新１年生保護者説明会

23 金 読書旬間終、お別れ球技大会（５・６年）

24 土

25 日

26 月 音楽朝会、新クラブ設立

27 火 きらり学習発表会 14:30

28 水 Ｂ時程（５時間授業）、集会、ＢＤＴ

14:30 15:20
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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。

住吉小学校 児童下校時刻予定（２月）

行事予定及び児童下校時刻予定（２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

 

 

 

《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 


