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ふるさと福生への愛着と誇りを培う学校

我が校の教職員諸氏は、一層郷土なるものを熟知して壇上に立ち、我が校の教職員諸氏は、一層郷土なるものを熟知して壇上に立ち、

其の教授が単に知的に偏せず、感情陶冶の目的を忘れず延いては郷其の教授が単に知的に偏せず、感情陶冶の目的を忘れず延いては郷

土を知りて之を利用し、郷土を察して之を適応するの一点にありとす。土を知りて之を利用し、郷土を察して之を適応するの一点にありとす。

これは、大正７(１９１８)年頃に、福生尋常高等小学校(現在の福生第一小学校)第５代校

長 田口満之助が編集した｢郷土教授資料｣の中の「我が校将来における郷土教授」に記

載されています。「郷土教授資料」によって教師の姿勢を示し、学校として組織的に郷土理解

と郷土愛を児童に育成し、実践を通して福生の教育力を高めていったのです。

１００年のときを経た今も、児童・生徒に郷土理解と郷土愛を育てる教育の重要性は変わり

ません。教育基本法第２条「教育の目標」にも掲げられているように、グローバル化が進展す

る現代社会にあって、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するととも

に、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことは、日本人としてのアイデ

ンティティをはぐくむ上で極めて重要です。

福生市教育委員会では、平成２５年度にふっさっ子未来会議を設置し、魅力ある学校づく

りのための「６つの未来提言」を取りまとめました。その未来提言５「福生市を愛し、地域の

人々とつながり、地域の伝統を守り、誇りと夢を育む」の中に、具体的な取組の方

向性を４点示しています。

〇コミュニティ・スクールの設置に向けた検討

〇地域と共に学び、共に支え、共に創る教育の推進

〇自分の住む地域とのつながりを生かし合い、地域の様々な問題を自分たちの力で

解決する意欲の育成

〇ふるさと福生への愛着と誇りの醸成

この冊子「ふるさと福生への愛着と誇りを培う学校」には、福生で教壇に立つ先生方を対

象として、市章、市の木、市の花、市歌等の由来など、福生市の基礎的な情報を記載する

とともに、国民の祝日に関する学級指導等での指導内容例や、年中行事に関連して福生

市で提供されている給食の行事食等、日本人としての長い慣習・習わしとして培われてきた事

柄に関する指導内容例について記載しました。

この冊子を活用して、児童・生徒が、自らが生まれた町、今まさに育っている町である福生

市を自らのふるさとであると感じ、自分の町としての愛着と郷土に対する誇りを育てる教育が各

学校で推進されることを期待します。

平 成 ２ ９ 年 ３ 月

福 生 市 教 育 委 員 会



ふるさと福生を知るふるさと福生を知る

昭和４５(1970)年７月１日、人口38,749人の福生町は市制を敷き、福生市となりました。各自

治体には、そのシンボルとなる木や花が選定されていますが、その由来について知らない児童・

生徒も多いと思います。２０２０東京大会を迎えるにあたり、外国の方と交流する機会が増えて

いくと思われますが、「市の花」や「市の木」等の話題をきっかけに、福生市のすべての学校で

福生のよさを発信できる児童・生徒の育成を目指します。

そのためには、まずは教師自身が福生市を知ることが大切です。

福生市の位置、面積、地形の特徴等

福生市は都心から西へ約４０㎞、武蔵野台地の西端に位置する、人口約５万８千人の都

市です。市の西端を流れる多摩川の東側に東西約３．６㎞、南北約４．５㎞にわたって広がり、

面積は約１０．１６ｋ㎡です。標高は、最高143ｍ（武蔵野台一丁目付近）、最低１０４ｍ（福生

第五小学校付近）です。

地形の特徴として、横田基地のある市の東側から多摩川に向かって河岸段丘が緩やかに

続き、市内に分布する段丘面の境には崖線いわゆるハケが連なり、その斜面には地下水が流
がいせん

出し、各所で湧水が見られます。地質は大部分が関東ローム層で、多摩川の低地は沖積土

です。美しい奥多摩の山並みを望み、多摩川では多くの野鳥を見ることができます。

ＪＲ福生駅を中心に市全域に市街地が広がり、東は立川市・昭島市・武蔵村山市、西は多

摩川を隔ててあきる野市、南は八王子市、北は羽村市・瑞穂町に接しています。市の北東部

には米軍横田基地があり、行政面積の３２％を占めています。児童・生徒が、東京都の地図

から福生の位置を正確に示せるように指導をお願いします。

福生市の市章 昭和35(1960)年10月１日 制定

福生町では、町制施行２０周年を記念して、町章を決めることになり、昭和３５

年「福生町広報」８月号で募集しました。当時の募集要項によると「町章は、町の

特殊性を表し、将来、都市として飛躍的発展を象徴する明るいもの」とされていま

す。募集期間８月１日から８月１５日までしたが、１５３点の応募があり、青梅市在

住の宇津木松子氏の作品が、町議会で全会一致で町章として可決され、同年

「福生町広報」１０月号で発表されました。

市制が敷かれ福生市となっても、引き続き市のシンボルマークとして用いられています。

形の由来は、ふっさの「ふ」を図案化したもので、市の将来の雄飛と市民の円満和合の姿を

表しています。なお、色の指定はなく、市旗等は「紫紺」、市職員のブレザーは「水色」です。

福生市の木、福生市の花 昭和46(1971)年12月14日 制定

福生市の木・福生市の花は、昭和４６年「福生市、市の木・市の花の選定審議会条例」

に基づき、１２名の委員によって選定の審議が６回行われ、それぞれ３つの候補について市民

投票を行いました。その結果を踏まえて同審議会は、同年１０月１日、市長に最終候補案を答
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申しました。この答申を受けて、同年１２月１４日、福生市の木と市の花は福生市議会で決議さ

れました。

市の木 モクセイ
他の候補として、「トウカエデ」「クヌギ」があがっていた。

市の花 ツツジ
他の候補として、「福寿草」「アジサイ」があがっていた。

福生市の歌 昭和55(1980)年７月１日 制定

市制１０周年記念事業として、市を愛し市民の連帯意識を一層高めるために、誰からも愛唱

される福生市の歌を作ることになりました。昭和５４(１９７９)年「広報ふっさ」１０月号で歌詞を募

集しました。募集期間は１０月１５日から１２月２０日までで、７１点の応募がありました。

昭和５５年１月１８日に、市内在住の作詞家、丘 灯至夫氏を座長とする市民７名による選

考委員会は市内在住の設楽千代子氏の作品を入選とし、「広報ふっさ」２月号で発表され、

同時に作曲を募集しました。曲の募集期間は２月１５日から３月１９日までにで、５１点の応募が

ありました。市内小・中学校教員など５人の選考委員が慎重に審査しましたが、入選作がなく、

６点が佳作となりました。結局、曲は作曲家の団 伊玖磨氏に依頼し、同年７月１日、福生市

市制１０周年記念式典で披露されました。

今では全校の入学式、卒業式等の儀式的行事で福生市の歌が斉唱されています。

福生市の歌 作詞：設楽千代子 補作：丘 灯至夫 作曲：團 伊玖磨

福生市の鳥 平成２年(1990)年７月１日 制定

平成２年、市制２０周年を記念し、自然の保全・緑化の推進を図るために福生市の鳥を決

めることになりました。そこで「福生市の鳥選定審議会」が設置され、市の鳥の候補として５種類

の鳥を選び、市民投票を行いました。審議会はこの結果を審議し、同年５月２８日、市長に最

終候補案を答申しました。この答申を受けて、福生市の鳥は福生市議会で決議され、同年７

月１日、市制記念日に制定されました。

市の鳥 シジュウカラ

他の候補として、「カワセミ」「カワラヒワ」「キセキレイ」「ジョウビタキ」があがっていた。
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国民の祝日国民の祝日

国民の祝日に関する法律第１条には、国民の祝日の意義を次のように規定しています。

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より

豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定

め、これを「国民の祝日」と名づける。

一般に、国民の祝日の意義を深く理解していない日本人が増えているように思います。義務

教育段階で、国民の祝日がもつ意義や、それぞれの祝日についての由来を知ることは、日本

にある風習など、日本の伝統・文化を理解する上で重要です。例示した指導内容例を参考

に、自校の学校行事等に関連性をもたせながら、国民の祝日に関する指導を計画的に行って

ください。

小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校

○元日は、新年の出発

の日としてお祝いをするこ

とを知る。
○元日に家族にきちんと

あいさつをする。

○新年の始まりにあたり、

今年の目標を決める。

○希望をもって家族にあ
いさつをする。

○新年の始まりにあたり、

今年の目標を決める。

○書初め、初荷、七草粥
等の由来を知る。

○家族に感謝し、新年の

目標を決める。

○門松、鏡餅、若水等
の由来を知るとともに、地

域の行事に参加する。

○成人の日は、２０歳に

なった国民をお祝いする

日だということを知る。

○成人の日の意味を確

認し、成人式が市でも行

われることを知る。

○成人式は、その郷土に

最も適した方法で行われ

ていることを知る。

○成人の日が１月に決め

られたのは、古くは正月に

元服が行われたことに由
来することを知る。

○２月１１日は、建国記
念日であることを知り、国

を愛する心を養う日である

ことがわかる。

○日本が季節の変化に
富んだ美しい国土をもつ

国であることを改めて考え

る。

○建国記念の日は、建
国をしのび、今日の日本

の発展の礎を築き上げた

先人に感謝する心をも
つ。

○２月１１日は、かつては
紀元節として祝われてきた

ことや、建国記念の日の

制定の経緯について知
る。

○春分の日は昼と夜の
長さが同じになる境の日

であることを知る。

○春のお彼岸として、お
墓参りにいく習慣が今もあ

ることを知る。

○春分の日が、冬から春
へ、季節の変わり目であ

ることを知る。

○春分の日は、法律で
具体的に月日が定められ

ていないことを知る。

○春分の日は、自然に
感謝し春を祝福する意味

があることを知る。

○春分の日は、仏教的
意義に従ったものではな

いが、仏教でいう彼岸７

日間の中日と言われる日
であることを知る。

○４月29日は、昭和の日
として、昭和時代を記念

する日だということを知

る。

○昭和の日は、昭和天
皇の誕生日だったが、崩

御後、みどりの日となり、

平成19年に昭和の日と
なったことを知る。

○第二次世界大戦敗戦
等を乗り越えて復興した昭

和時代の人々の苦労を

偲び、平和を祈念する心
をもつ。

○激動の日々を経て、復
興を遂げた昭和時代を顧

み、わが国の発展を祈念

する心をもつ。

○５月３日は、日本国憲

法を記念する日であること

を知る。

○日本国の国旗を祝日

に掲揚する由来について

知る。(昭和22年５月２
日、当時の連合軍司令

官から日本国旗掲揚権

が返還)

○この日が第２次世界大

戦後の日本再建の出発

日であり、自由と平和の
尊さとともに国の主権に

ついて考える日であること

を知る。

○日本国憲法の前文を

読み、新憲法下での今

日までの日本の成長を振
り返り、日本の国土や文

化等について考える。

国民の祝日
祝日前または祝日後の学級指導等での指導内容例

元日
１月１日

年の始めを祝う

成人の日
１月第２月曜日

おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます

建国記念の日
政令で定める日

建国をしのび、国を愛する心を養う

春分の日
３月春分日

自然をたたえ、生物をいつくしむ

昭和の日
４月29日

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす

憲法記念日
５月３日

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
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小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校

○５月４日は、みどりの日

であることを知る。また、
毎年４月15日から５月14

日が「みどりの月間」であ

ることを知る。

○みどりの日は、自然に

親しむことに努めるように
することを知る。

○日本が、緑豊かで自

然に恵まれた国であること
を見つめ、自然にしたし

み、その恩恵に感謝する

心をもつようにする。

○日本が、緑豊かで自

然に恵まれた国であること
を踏まえ、公園等の清掃

等、自分でできることは何

かを考えるようにする。

○５月５日は、こどもの日
であることを知る。

○こどもの日は、母に感
謝する日であることを知

る。

○こどもの日は、母に感
謝する日であるとともに、

日本国民が子供のしあわ
せを願って制定されたこと

を知る。

○祝日としてこどもの日が
制定されたのは、国民が

子供の幸福を願い、子供
を祝福するとともに、母親

に感謝するという意義を

知る。

○こどもの日は、日本国
憲法下に制定された児

童福祉法第１条にも由来
していることや、５月５日が

端午の節句でもあることを

知る。

○７月の第３月曜日が海
の日であることを知る。

○日本は四面を海に囲ま

れた国であることを知る。

○我が国は海から様々な
恩恵を得ていることを知

る。海の美しさを保つため

に必要なことを考える。

○我が国が海洋国であ
ることを踏まえ、産業、貿

易、自然環境等の視点

から海の恩恵に感謝する
気持ちをもつようにする。

○海洋国日本の繁栄を
願い、地球環境の保全と

いう観点から海の役割を

考えさせ、海を大切にす
る気持ちをもつようにす

る。

○８月１１日が山の日で

あることを知る。

○日本は、国土の７割近

くを山地が占める国である

ことを知る。

○日本人は、古くから山

に畏敬の念を抱き、森林

の恵みに感謝し、自然と
ともに生きてきたことを知

る。

○山の日が山の恵みに

感謝するとともに美しく豊

かな自然を守り、次の世
代に引き継ぐ日であるとい

う自覚を深める。

○祖父母だけではなく、

身近でお世話になってい
る高齢者に感謝の気持

ちを表すためにできること
を考える。

○９月の第３月曜日が敬

老の日であることを知る。
○高齢者を大切にする気

持ちを表すためにできるこ
とを考える。

○今の日本社会があるこ

とは、高齢者の様々な社
会的貢献の成果であるこ

とを踏まえ、高齢者に敬
愛の心をもつようにする。

○多年にわたり社会に尽

くしてきた老人を敬愛し、
高齢者の一層の長寿を

願う心をもつようにする。

○秋分の日は、昼と夜の

長さが同じになる日である
ことを知る。

○秋分の日におはぎを食

べる習慣があることを知
る。

○秋分の日は、祖先を敬

い、なくなった人々をしの
ぶ日であることを知る。

○秋分の日は法律で具

体的に月日が定められて
いないことを知る。

○秋分の日は、仏教的

意義に従ったものではな
いが、仏教でいう彼岸７

日間の中日と言われる日

であることを知る。

○10月の第２月曜日が、

体育の日であることを知
る。

○体育の日は、以前は、

１９６４東京オリンピックの
開会式が行われた１０月

１０日だったことを知る。

○スポーツに親しもうとす
る意欲をもつ。

○体育の日は、健康と体

力の保持・増進という大
きな意義をもっていることを

知り、自らスポーツに親し

もうとする意欲を高める。

○健康や体力は、人間

生活の基本であり、生涯
を通じて運動に親しもうと

する意欲をもたせる。

○11月３日が文化の日
であることを知る。

○11月３日は、日本国憲
法の公布日でもあることを

知る。
○文化の進展を期待して

様々な行事があることを

知る。

○自分たちにとって、文
化とは何かを振り返り、過

去の伝統や文化の上
に、今の文化があることを

知る。

○日本国民が、自由と
平和を愛し、文化をすす

める日として、文化の日を
制定している意義につい

て改めて考えるようにす

る。

○11月23日が勤労感謝

の日であることを知る。
○父母等、働いている家

族に対して感謝の言葉を

表すようにする。

○自分たちが様々な

人々の勤労に支えられ
て、平和で豊かな日本社

会に生きていることを知

る。

○国民一人一人が勤労

を尊重し、働くことに喜びを
感じられる素晴らしさにつ

いて考え、勤労者に感謝

する心をもつ。

○11月23日は明治時代

から新嘗祭として行われ
ていたことを知る。

○国民全体が勤労を喜

び、生産を祝う日であるこ
とを知る。

○12月23日は、天皇陛

下の誕生日であることを

知り、天皇陛下の誕生日
をお祝いする気持ちをも

つ。

○日本国の象徴である

天皇陛下の誕生日をお

祝いする気持ちをもつ。

○日本国憲法第１条に

あるとおり、日本国の象

徴である天皇陛下の誕
生日をお祝いする気持ち

をもつ。

○日本国憲法第１条に

あるとおり、日本国の象

徴である天皇陛下の誕
生日をお祝いする気持ち

をもつ。

国民の祝日
祝日前または祝日後の学級指導等での指導内容例

みどりの日
５月４日

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ 

こどもの日
５月５日

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する

海の日
７月第３月曜日

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う

山の日
８月１１日

山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する

敬老の日
９月第３月曜日

多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う

秋分の日
９月秋分日

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ

天皇誕生日
12月23日

天皇の誕生日を祝う

体育の日
10月第２月曜日

スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう

文化の日
11月３日

自由と平和を愛し、文化をすすめる

勤労感謝の日
11月23日

勤労をたっとび生産を祝い、国民たがいに感謝しあう

-5-

国民の祝日国民の祝日

国民の祝日に関する法律第１条には、国民の祝日の意義を次のように規定しています。

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より

豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定

め、これを「国民の祝日」と名づける。

一般に、国民の祝日の意義を深く理解していない日本人が増えているように思います。義務

教育段階で、国民の祝日がもつ意義や、それぞれの祝日についての由来を知ることは、日本

にある風習など、日本の伝統・文化を理解する上で重要です。例示した指導内容例を参考

に、自校の学校行事等に関連性をもたせながら、国民の祝日に関する指導を計画的に行って

ください。

小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校

○元日は、新年の出発

の日としてお祝いをするこ

とを知る。
○元日に家族にきちんと

あいさつをする。

○新年の始まりにあたり、

今年の目標を決める。

○希望をもって家族にあ
いさつをする。

○新年の始まりにあたり、

今年の目標を決める。

○書初め、初荷、七草粥
等の由来を知る。

○家族に感謝し、新年の

目標を決める。

○門松、鏡餅、若水等
の由来を知るとともに、地

域の行事に参加する。

○成人の日は、２０歳に

なった国民をお祝いする

日だということを知る。

○成人の日の意味を確

認し、成人式が市でも行

われることを知る。

○成人式は、その郷土に

最も適した方法で行われ

ていることを知る。

○成人の日が１月に決め

られたのは、古くは正月に

元服が行われたことに由
来することを知る。

○２月１１日は、建国記
念日であることを知り、国

を愛する心を養う日である

ことがわかる。

○日本が季節の変化に
富んだ美しい国土をもつ

国であることを改めて考え

る。

○建国記念の日は、建
国をしのび、今日の日本

の発展の礎を築き上げた

先人に感謝する心をも
つ。

○２月１１日は、かつては
紀元節として祝われてきた

ことや、建国記念の日の

制定の経緯について知
る。

○春分の日は昼と夜の
長さが同じになる境の日

であることを知る。

○春のお彼岸として、お
墓参りにいく習慣が今もあ

ることを知る。

○春分の日が、冬から春
へ、季節の変わり目であ

ることを知る。

○春分の日は、法律で
具体的に月日が定められ

ていないことを知る。

○春分の日は、自然に
感謝し春を祝福する意味

があることを知る。

○春分の日は、仏教的
意義に従ったものではな

いが、仏教でいう彼岸７

日間の中日と言われる日
であることを知る。

○４月29日は、昭和の日
として、昭和時代を記念

する日だということを知

る。

○昭和の日は、昭和天
皇の誕生日だったが、崩

御後、みどりの日となり、

平成19年に昭和の日と
なったことを知る。

○第二次世界大戦敗戦
等を乗り越えて復興した昭

和時代の人々の苦労を

偲び、平和を祈念する心
をもつ。

○激動の日々を経て、復
興を遂げた昭和時代を顧

み、わが国の発展を祈念

する心をもつ。

○５月３日は、日本国憲

法を記念する日であること

を知る。

○日本国の国旗を祝日

に掲揚する由来について

知る。(昭和22年５月２
日、当時の連合軍司令

官から日本国旗掲揚権

が返還)

○この日が第２次世界大

戦後の日本再建の出発

日であり、自由と平和の
尊さとともに国の主権に

ついて考える日であること

を知る。

○日本国憲法の前文を

読み、新憲法下での今

日までの日本の成長を振
り返り、日本の国土や文

化等について考える。

国民の祝日
祝日前または祝日後の学級指導等での指導内容例

元日
１月１日

年の始めを祝う

成人の日
１月第２月曜日

おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます

建国記念の日
政令で定める日

建国をしのび、国を愛する心を養う

春分の日
３月春分日

自然をたたえ、生物をいつくしむ

昭和の日
４月29日

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす

憲法記念日
５月３日

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
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