
セロハンテープ誕生 百万ドルの発明だった

学校やおうちで当たり前のようにつかっているセロテープ。

実はこのセロテープ、ある会社の商品名で、正式には「セロハン

粘着テープ」といいます。

このセロハン粘着テープは、1930年にアメリカのある会社

が開発しました。そのもととなるセロハンという透明のフィ

ルムは、その10年前にスイスで開発されました。透明でキレ

イなセロハンは、商品を包む紙としてとても喜ばれましたが、

セロハンを止める接着剤がありませんでした。そこでアメ

リカの会社がこのセロハンに粘着剤をつけることに成功し、

セロハン粘着テープが誕生しました。セロハン粘着テープは、

割れた窓ガラスなど、こわれたものをつなぎ合わせる道具と

しても使われ、「百万ドルの発明」「世界的な大発明」とされ

ました。

同じ頃、日本でもセロハン粘着テープの開発が進められま

したが、第二次世界大戦により、セロハンが手に入らず、セロ

ハン粘着テープは使われなくなってしまいました。第二次世界

大戦が終わると、日本を占領したG.H.Q（連合軍総司令部）

がセロハン粘着テープの製造を日本の企業に命令しました。

ここからセロハン粘着テープの生産が本格化していきます。

その後、たくさんの会社が製造し、品質も良くなり、今の

セロハン粘着テープになっていくのです。
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子どもたちに伝えたいこと-09 ひとりでなやまず、 そうだんしよう

子どもたちから教えられること-09 子どもは人の良さを見つける エキスパート

好奇心を刺激する、子どもの目線マガジン

なぜ、東京の雪は少ないの？

空にぷかぷか浮かんでいる雲。わたのようでフワフワやわら

かそうですよね。しかし、この雲、じつは小さな水のつぶがた

くさん集まってできています。しかも空の温度はマイナス40度

という冷たさなので、小さな水のつぶは氷になります。この雲

を作っている水のつぶは、直径およそ0.02ミリ。1ミリの50分

の1しかありません。だから手で捕まえることも、上に乗ること

も残念ながらできません。

空気の温度が高いと、この氷がとけて雨になります。温度が

低くなり0度以下になると、とけずにそのまま地上に落ちて

くるので、雪になります。

では、なぜ皆さんのおうちがある東京では、雪がそれほど

ふらないのに、秋田県や新潟県などの日本海側で雪がたくさん

ふるのでしょう。冬になると、シベリアや中国大陸から乾いた

非常に冷たい風が日本に吹くようになります。この冷たい風が

ひかくてき温かい日本海の上を渡るうちに、雪をふらせる雲に

なります。この雲が風にのって日本海側地方にやってきて、雪

をたくさんふらせます。

しかし、東京などの太平洋側の地域に雲が移動するには、

日本の中央にそびえる大きな山々の上を通らなければなりま

せん。この山々を渡っているうちに、雪のもとになる水分がな

くなり、乾燥した空気だけが風に乗ってくるからです。

（気象庁HP等参照）
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子どもたちから教えられること子どもたちに伝えたいこと

J PREP KIDSでは、ネイティブスピーカーを中心とした

講師による「話す」「書く」「読む」「聴く」「考える」の5技能

を鍛える英語教育を行なっています。ゲームや読書、課外授業

などでも英語だけの環境を作ることで、ネイティブに近い

英語力が自然と身につくようになります。また、英語力を身に

つけると、自分の意見をはっきりと示せるようにもなります。

そんな日々の中で、子どもたちの吸収力には、いつも驚か

されます。一度失敗したからといって、決して諦めることはな

く、ミスを認識し、すぐ改善してしまいます。そして失敗も恐れ

ません。だから吸収力が凄いのだと思います。成功することで

自信にもつながります。学校で虐められていた子どもが英語

を話せるようになったことがきっかけで自信を持てるようにな

り、学校の人気者になったという例もあります。ただし、吸収

が早い分、忘れてしまうのも早いですね。ネイティブのように

話せるようになるには、毎日できるだけたくさんの時間英語に

接することが大切です。

日本に旅行にやってくる観光客が増えています。

2015年（1月～12月）には、19,737,000人もの人が

海外から日本に訪れました。みなさんも、海外の人た

ちを見かけることも多くなったのではないでしょうか。

そんなとき、英語が話せたら楽しいだろうなと思うこ

とありますよね。みなさんのなかには、学校や英会話

教室で、もう英語を習っている人もいるでしょう。

英語能力の世界ランキングをみると、日本は70カ国

中30位になります。ちなみに、1位はスウェーデン、

おじいちゃんとおばあちゃんのおうちに家族みん

なで車で行きました。おじいちゃんのおうちは、高速

道路で行きます。高速道路って、信号がないから速く

てとっても気持ちいい。また休けいでよるサービス

エリアがぼくはだいすきです。だって、おいしい食べ

物がたくさん売っているから！！

今回はたこ焼きを食べました。

たこ焼きの箱をゴミ箱にすてにいったら、ゴミ箱

がいっぱいでした。こんなにたくさんのゴミがでる

楽しく学ぶ

子どもたちに学ぶ喜びを感じてもらうためにも、子どもたち

の自主性を重んじ、楽しんで打ち込めるような環境を整えて

あげることも重要です。楽しみながら学ぶ･･･。これができれ

ば子どもたちは自然と成長していくと思います。

そして、子どもたちは日々の集団行動のなかで自然とコミュ

ニケーション力を高めて、大人にはマネすることのできない力

を発揮しています。子どもには人の良さを見つける素晴らしい

能力が備わっていると思います。子どもは相手の良いところ

を見つけるエキスパートです。子どもは大人と違って偏見もな

く、複雑に考えません。だから

ケンカした後もすぐに仲直りで

きるのでしょう。この人の良さ

を見抜く力は、子どもを指導

する上で勉強になります。

高速道路におうちのゴミを捨てるなんて !!

子どもは人の良さを見つけるエキスパート

子供は見ている大人の非常識　04　Column

友だちとおしゃべりしたり、遊んだり、一緒に勉強したり、

楽しいことは毎日いっぱいありますよね。

でも、楽しいことばかりでもありません。「友だちになりた

いけど、どうやって話かければいいかわからない」「ちょっと

のことでケンカしてしまった」など、しんぱいごとやなやみ

ごともけっこうあります。しかも、なやみごとって、パパやママ、

先生にそうだんしにくいですよね。そんなとき、みなさんは

どうしていますか？ ひとりでクヨクヨ考えていませんか？

港区には、港区立子ども家庭支援センターがあります。ここ

には、０歳～３歳までの子どもたちが親子一緒に遊ぶ部屋や、

お母さんの相談窓口などがあります。「えほんのお部屋」「お

誕生日会」など、毎日いろいろなイベントも行なわれています。

３つの方法

また、子どものためのそうだんも行っています。そうだん方

法は3つあります。1つ目は、会ってそうだんする方法。みなさん

の家や学校、子ども家庭支援センターの相談室などで、会って

話をすることができます。2つ目は、電話でそうだんする方法。

3つ目は、「みなと子ども相談ねっと」でそうだんする方法です。

「みなと子ども相談ねっと」は、港区に住んでいる18歳までの

子どもをたいしょうにしています。この「みなと子ども相談ねっ

と」は、ニックネームを使って、パスワードで開いてそうだんす

るので、内容をだれにも知られず、きがるにそうだんできます。

そうさ方法もかんたんです。パソコンやスマートフォンからホー

ムページにアクセスし、「はじめて利用するひとはこちら」をク

リック、そこでメールアドレスを入れると、子ども相談ねっとか

らメールが届きます。そのメールに書かれているホームページ

アドレスをクリックし、会員登録をおこない、そのあとにじぶ

んの好きなキャラクターをえらび、ニックネームや住んでいる

地域、なやみごとを書けば完了。すると、そうだん員さんから

のアドバイスが届きます。

たとえば「ともだちとけんかしちゃった」「おかあさんにお

こられました。ごめんなさいといえません」「LINEでなかま

ハズレにされた」などのなやみごとを書くと、それについて

しんみに、みなさんが明るくなるようなアドバイスをくれます。

1人でなやんでいると暗くなってしまいます。けっして「じぶん

がわるいんだ」「ひとりぼっちだ」と思わないで、だれかにそう

だんしたり、「みなと子ども相談ねっと」を使ってみましょう。

「みなと子ども相談ねっと」には1年半で120件ほどのそうだん

が届いているそうです。なやみごとをかいけつする方法は、

だれかにそうだんすることですよ。

港区立子ども家庭支援センター J PREP KIDS
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ひとりでなやまず、そうだんしよう

20時までの学童保育としての利用はもちろ
ん、放課後の時間で確実に英語を習得した
い子どもたちを対象としたアフタースクール

（週3～5回 月曜～金曜14時～20時）と、小学校
1年生からを対象とした小学生英語（週１回）
を開催。「話す」「書く」「読む」「聴く」「考える」
の５技能を楽しみながら学べます。

Tel.03 -6421-1477
ht tp: // jprep. jp/kids/

港区立子ども家庭支援センターでは、子どものための相談の他、お母
さんたちの子育てについての悩み相談窓口もあり、保健師、臨床心理
士などからのアドバイスも無料で受けられます。施設内には相談室、
親子ふれあい広場、オムツ交換室、授乳室も完備されています。
詳細は、港区ホームページまで。

港区に住む18歳未満の子どもならだれでも、携帯電話、スマートフォン、
パソコンから登録して、相談ができるシステムです。一人で悩んでいる
こと、だれにも話せなくて困っていることはありませんか？
そんなとき、あなた自身がいろいろな方法で相談できます。
あなたの秘密は守ります。気軽に相談してください。

日本の英語能力は、70か国中30位

J PREP KIDSは幼稚園の年長さんから小学校６年生までが通う

アフタースクール。毎日たくさんの子どもたちが、1日３時間ほど

J PREP KIDSで英語を学んでいます。学長の小山みきよさんに、

子どもたちとのふれあいから学ぶことを聞きました。

のはなんでだろう？ と不思議に思って

いたら、おじさんが古くなった洋服や

おしょうゆのビンなどが入った大き

なゴミぶくろをすてて行きました。

これっておうちのゴミだよね、ぜっ

たいダメだよね!! 

家のゴミはきちんと家ですてない

とマナー違反だと思います。

2位はオランダ、3位はデンマークと、ヨーロッパの国々

の人たちは英語が話せる人が多いようです。

また、アジア圏のシンガポールが12位、マレーシア

が13位、お隣の韓国は27位です。そう考えると、日本

の英語能力はちょっと低い感じがしますね。

東京オリンピック・パラリンピック開催まであと4年。

その時は、英語を学び、たくさんの海外の人たちと

お友だちになってみませんか。
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1. 会
あ

ってそうだんする
みなさんの家や学校、子ども家庭
支 援センター の 相 談 室などで、
会って話をすることができます。

2. 電
でん

話
わ

でそうだんする
Tel. 03-6400-0092
月・水・金・土 9時～17時、火・木 9時～19時 （日・祝日・年末年始休み）

3. 「みなと子
こ

ども相
そう

談
だん

ねっと」でそうだんする
http://minato.kodomosoudan.net/
パソコン・スマートフォンなどからアクセスしてね。

相
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談
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方
ほう

法
ほう

は３つ！

J PREP KIDS
学長

小山 みきよさん

港区立子ども家庭支援センター （みなとキッズサポートセンター）

「みなと子ども相談ねっと」

J PREP KIDSとは？

※EF EPI 調べ

世界ランキング !!
英語能力

1位 スウェーデン
2位 オランダ
3位 デンマーク
4位 ノルウェー
5位 フィンランド

27位 韓 国
30位 日 本
31位 台 湾
47位 中 国

68位 サウジアラビア
69位 カンボジア
70位 リビア

 J PREP KIDS
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