
  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校だより 12月号（令和 4年 12月 1日発行） 

墨田区立業平小学校 

墨田区業平２-４-８／(03)3625-0331 

105th anniversary 

12 月の 
目標 

●人やものを大切にしよう 

●ていねいにあいさつをしよう 

〇健康
けんこう

な 体
からだ

で冬
ふゆ

を過
す

ごそう（保健） 

〇なかよく楽
たの

しく食
た

べましょう（給食） 

タイムスリップ業平 

校長 伊藤 康次  
 令和４年１２月３日（土）、墨田区立業平小学校開

校１０５周年記念式典が行われます。それに先だっ

て、１１月２９日（火）は、全校児童で開校１０５周

年をお祝いする集会を行いました。業平小の歴史ク

イズや演奏、お祝いの言葉や作品、くす玉割りなどそ

れぞれの学年で工夫を凝らし、業平小の誕生をお祝

いしました。玄関には、子供たちが作った「ハッピー・

フラッグ」を飾っています。校舎内の掲示板等には、

業平小の歴史や当時の貴重な写真、１０５周年を祝

う作品展示など、まさに学校全体が「開校１０５周年

記念」となっています。 

また、１１月２５日（金）は、すみだトリフォニー

ホールにて新日本フィルハーモニー交響楽団による

「コミュニティ・コンサート 2022」が開かれ、ご来

賓・地域の皆様、保護者の皆様合わせて１００名以上

のご参加をいただき、全校児童とともに世界に誇る

新日本フィルハーモニー交響楽団の音楽に包まれな

がら、開校１０５周年をお祝いすることができまし

た。実施にあたり、児童の安全の見守り、受付などお

力添えをいただきましたＰＴＡ、保護者の皆様に、改

めて感謝申し上げます。 

さて、１１月より全校朝会の際に、「業平小の歩み」

について私から全校児童のお話をしています。今月

の学校便り「独学自修」では、全校朝会で紹介しきれ

ない「業平の歴史」について、点描したいと思います。

ご家庭でお子様と一緒に話題にしていただければ幸

いです。 

 

「業平小学校、開校 105 周年、 
おめでとうございます！」 

【主な参考】 

開校１００周年記念誌「業平の歩み」墨田区立業平小学校 

平成２９年１１月２２日発行 

■大正７（1918）年、業平小学校が開校した頃はどんな時代？ 
 開校当初の日本や世界の様子を年表風にまとめてみたい

と思います。 

・ ３月 松下電機製作所（現 パナソニック）設立 

・ ５月 市川兄弟商会（後の象印マホービン）創業 

・ ７月 米騒動 

 ・ ９月 原敬内閣発足（日本初の本格的政党内閣） 

 ・１１月 第一次世界大戦終結 

・この年は、スペイン風邪が大流行しました。 

 業平小学校の開校は、第一次世界大戦のさなかであった

ことを改めて知りました。今につながる大きな企業の創設、

ヨーロッパでは、リトアニアやエストニア、ベラルーシな

どが独立、世界の構造が大きく変わろうとしている時代だ

ったのかもしれません。米価高騰をきっかけに起きた米騒

動やスペイン風邪の流行など今の社会の様子を映す鏡のよ

うに感じてしまいました。 

■市電、工場、映画館 

 開校の翌年、大正８（1919）年、市電が京成押上駅―十

間橋間に開通します。また、昭和３（1928）年には、市電

石原町―太平町間が開通しました。とうきょうスカイツリ

ー駅は、今年で開業１２０周年（学校便り「独学自修」５月

号で紹介しました。）、京成押上駅は、大正元（1912）年に

開業していましたから、交通の要衝として多くの人が行き

交っていたのかもしれません。校歌の一番の歌詞にもあり

ますが、地域には、ゴムや製氷、石油などの会社工場があ

り、煙が立っていたのかもしれません。また、「業平座」と

いう映画館があり、多いときには、１日 3～40000 人ものお

客さんで賑わったそうです。 

105 周年記念キャラクター「なりひらいおん」 

■公園！ 公園！ 公園！ 

 道路を挟んで「なりっ子」達の遊びの場になっている「業

平公園」。この公園は、昭和５（1930）年に作られました。 

 大正１２（1923）年の関東大震災の後、防災用の緑地、

避難場所、復興のシンボルといった目的で「震災復興公園」

が設立されました。特に、錦糸公園（昭和３（1928）年）、

隅田公園（昭和６（1931）年）、浜町公園（昭和４（1929）

年）は三大公園として整備されました。業平公園は、都内５

２カ所に設置された震災復興小公園の一つで、区内には横

川公園や若宮公園など８カ所（現存していない公園は２カ

所）設置されました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日 (木) SC 

２ 日 (金) 
開校 105 周年式典前日準備 
※３～６年生は 5 時間授業 

３ 日 (土) 
土曜授業 開校 105 周年式典 
※１～５年生は 9：00 下校 
 6 年生式典参加後下校 

４ 日 (日)  

５ 日 (月) 

委員会活動 ※4 年生は 5 時間授業 
冬の読書週間＆メディアコントロールチャ
レンジ始 
障がい理解教育（③２～４校時） 
放課後（⑤⑥） 

６ 日 (火) 
区オーケストラ鑑賞教室（⑥） 
歯ブラシリサイクル始  
放課後（③④） SC 

７ 日 (水) 放課後子ども教室 

８ 日 (木) 
安全指導 
交通安全教室（⑥・6 校時） SC 

９ 日 (金) 
図書委員会発表集会 
午前授業（6 年 1 組、6 年 2 組を除く） 

１０ 日 (土) すみだいじめ防止の日 

１１ 日 (日)  

１２ 日 (月) クラブ活動 放課後（⑤⑥） 

１３ 日 (火) 個人面談Ⅰ ※2～6 年生 5 時間授業 SC 

１４ 日 (水) 放課後子ども教室 

１５ 日 (木) 
個人面談Ⅱ ※３～６年生 5 時間授業 SC 

１６ 日 (金) 

放送委員会発表集会 
障がい理解教育（④２～４校時） 

個人面談Ⅲ ※３～６年生は５時間授業 

１７ 日 (土)  

１８ 日 (日)  

１９ 日 (月) 

２０ 日 (火) 
避難訓練 
個人面談Ⅴ ※２～６年生は 5 時間授業 
歯ブラシリサイクル終 SC 

２１ 日 (水) 

２２ 日 (木) 

個人面談Ⅵ ※３～６年生 5 時間授業 SC 

２３ 日 (金) 
給食終 

２４ 日 (土)  

２５ 日 (日)  

２６ 日 (月) 冬季休業日始 

２７ 日 (火)  

２８ 日 (水)  

２９ 日 (火) 年末年始校内機械警備始 
３０ 日 (水) 

３１ 日  (木) 

○数字は学年を表しています。  

SC･･･スクールカウンセラー来校日  

放課後…放課後外遊び   ※予定は変更される場合があります。 

 

 

12 月の行事予定 お知らせ 
○開校 105 周年式典 
 12 月３日（土）に、業平小学校開校 105 周年記

念式典が挙行されます。当日は、多くのご来賓の皆

様に出席していただきます。また、在校生の代表と

して６年生が参加し、よろこびの言葉や踊り、和太

鼓の演奏を披露します。在校生の代表としてふさわ

しい姿がお見せできるよう、指導しています。 

（６年担任 森田・須田） 

○歯ブラシリサイクルのお願い 

本校では SDGs 教育の一環として、使用済みの

歯ブラシを集める「歯ブラシリサイクル活動」に

参加しています。使用済みの歯ブラシをごみとし

て捨てるのではなく、リサイクルすることで地球

環境を守る取り組みです。使用済み歯ブラシは回

収された後熱溶解され、再生プラスチックとして

定規や植木鉢などに生まれ変わります。昨年は４

年生が定規をいただきました。 

回収期間 : 1２月６日～1２月 20 日 

各教室に健康委員会児童手作りの回収ボックス

が置かれます。どうぞ皆様のご協力をお願いいた

します。 

（健康委員会担当 山本） 

○漢字検定 
１月２８日(土)に、業平小学校を準会場とし

て、漢字検定を実施します。 

当日は土曜授業ですが、授業は２校時までと

し、その後に漢字検定を実施する予定です。詳し

いことは、別紙の漢検のお知らせやチラシをご覧

ください。（漢検の申し込みは、１２月２日(金)か

ら８日(木)になります。） 

冬休み等の時間を利用して、今から 1 月の検定日

に向けて、漢字の練習に取り組んでみてはいかがで

しょうか。        （PTA 庶務担当 大澤） 
 

○冬休みの生活 
 １２月２４日（土）～1 月９日（月）は冬季休業で、

学校はお休みです。１２月２８日（月）～１月４日（水）

までは閉庁期間となります。 

今年度は、例年よりも長い休みになります。家族で

ゆっくり過ごしたり、１年を振り返ったりと、有意義

な時間にしていただきたいと思います。 

また、冬季休業中の学校との約束や注意点などをま

とめた「冬休みの生活」を配布します。ご家庭でもご

確認をお願いいたします。 

なお、新年は、 

１０日（火）午前授業（給食なし） 

１１日（水）５時間授業 給食始め 

となっています。 

（生活指導 菅野） 

 
毎月１０日は給食費の引き落とし日です。給食費口座の 

残高状況のご確認と早めの入金をお願いいたします。 

 


