和歌山大学教育学部附属小学校

●夏季公開研修会の案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
●学習紹介「かたまりから うまれるうまれる」
（１年 図工科）
・・・・・・・・・・・・・・ 2
●学習紹介「コンパスをつかう前に……」
（４年 算数科）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●学習紹介「マクロとミクロがリンクする 科学的な見方・考え方 はいかが？」
（３年 理科）
・4
●学習紹介「共鳴を意識したふりかえりカードの活用」
（３４年複式 国語科）
・・・・・・・・5
●学習紹介「どの子もしっかり声を出して音声表現できる国語教室を目指して」
（5年国語科）
・ 6
●学習紹介「いろいろな世界と自分の関わり合いを考えることを大切にしながら」
（理科専科）
・・・・・7
●学習紹介「聖武天皇の大仏づくり」
（６年 社会科）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

夏季公開研修会のご案内
今，教科のあり方が問われています。ともに，研修しませんか？
7 月 28 日（木）9:30〜12:00
☆国

語

算

数

第１部は「授業における音読指導の活かし方のパネルディスカッション」。
第２部は武西良和先生（有功東小学校長）によるワークショップ。あなたも一緒に詩作に
挑戦してみませんか。
中学年における「わり算」の指導 ―課題別学習（少人数指導）を通して―
豊かな数感覚の上に立つ「計算力」をテーマとした実践を紹介します。お互いに交流しま
せんか。

13:30〜16:00
☆音

楽

☆家

庭

☆複

式

鑑賞の可能性と課題を追究した実践「私のお薦め 30 曲！」。単元の進め方をはじめ，使
用教材，プリント，ＤＶＤ，ＣＤ等すべてを紹介します。
1 学期に取り組んだ 朝食作り 布ウォッチングから小物作りへ の実践紹介を中心に，授
業に役立つ教材づくりについて考えます。
国語や算数における同時間接指導，また異学年間の交流など，複式指導・少人数指導
ならではの実践とその成果や課題について考えます。

7 月 29 日（金）9:30〜12:00
生

活

理

科

体

育

「対象に意欲的にかかわる子ども」「活動や体験を実感する子ども」「よさを発揮できる子ど
も」。この３つをめざす子どもの姿として取り組んだ実践を報告します。
―『感動』体験を大切にした理科学習― 二次情報の有効な活用法について，１学期の
実践を通して紹介します。また，和歌山市の理科研究会からの発表もあります。
単元構成するときに「機能的特性」と「子どもからみた特性」の兼ね合いは難しいものです
ね。「機能的特性」を大切にしながら，「子どもからみた特性」を重視した単元構成につい
て実践報告をもとに考えていきます。

13:30〜16:00
☆社

会

図

工

―いっしょに ネタ さがしをしませんか？―
東洋精米製作所の部屋さんをお迎えして，精米技術のこだわりについて教えていただき
ます。その後，みんなで単元計画を考えませんか？
1 学期に取り組んだ実践を中心に，子どもの思いや表現に寄りそうみとり，適切な支援に
ついて考えます。

☆のついている教科は，事前申し込みが必要です。参加費はすべて無料です。
部会の場所は受付でご覧ください。研修会開始 30 分前から受付になっています。
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かたまりから うまれる うまれる
〜「ねんど☆ねんど」まほうの じゅもん 〜
◆だいすき

図画工作科
１年Ｃ組 担任
西井惠美子

ねんど◆

昨年度より，動き・表現と言葉の連動性について考え，実践してきた。今年度も引き続き取り組ん
でいきたいと考えている。本実践は，入学して１ヶ月の子どもたちが大好きな粘土を使い，手指をの
びのびと使いながらかたちをつくり，楽しむ学習である。粘土の魅力は大きさ・かたちが様々にかわ
るところ。かえていく過程にいろいろな手指の動きが表れるので，子どもたちはその感触を楽しみ，
自分の思いのままにかわる姿に心地よさを感じていくのである。「まるめる」「のばす」「つまむ」「た
たく」「つなげる」「ちぎる」「くっつける」など，手指だけでもたくさんの表現があり，また，ヘラな
どの道具を使うと「きる」「ひっかく」「押してかたをつける」「もようをかく」など，どんどん表現が
ひろがっていく。このようなシンプルで，かつ，感覚を研ぎ澄ましてかかわることができる素材は，
低学年の子どもにとってふさわしいものである。
そこで本実践では，単につくりたいものをつくるだけでなく，「ねんど
ねんど☆ねんど！！
☆ねんど！」という言葉をじゅもんのように口にしながら行っていくこ
とにした。粘土のかたまりを小さくヘラで切りたいときも「ねんど☆ね
んど」とじゅもん。でこぼこの粘土を丸めたいときも両手で包みこみな
がら「ねんど☆ねんど」のじゅもん。手のひらの粘土を長くのばしたい
ときも「ねんど☆ねんど」のじゅもん。そのように，言葉を発しながら
表現活動をすることで，自分の思いを素材へそそぎこむ姿や，また，力
が入りやすくなり，より一層意欲をもってかかわる姿があった。そんな
中できあがった，もしくは，かわっていく粘土の様子を，子どもたちは
つんつんとげ！

自然と「ころころだんご」
「にょろにょろへび」
「つんつんとげ」などとい
った言葉に置き換えて活動していた。これまでの幼児期に，粘土を使って
遊ぶ経験を多かれ少なかれしてきている１年生の子どもたちの学習とし
て，手指の感覚を楽しむだけでなく，その表現や活動に言葉を連動させた
り，言葉に置き換えて表現したりすることで，学習の深まりをもたせるこ
とができた。
また，今年度の図画工作科の研究テーマを，「もてる力を発揮し，心地
よさを味わう学習」として取り組んでいる。ここでいう
心地よさ とは，
一人一人がもっている思いやねがいをふくらませ，具体的な形に表すために，
自分らしい表現方法や色合いなどをつくり出す心地よさと，自分の思いやね
がいを表現できた喜び・満足感を友達に伝え，受け入れられたり，認められ
たりすることで感じる心地よさを指している。いろいろな材料を集め，かき
たいものやつくりたいものをみつけ，手やからだ，用具を使って，のびのび
と表現する子どもを育てたい。そのためにも，子どもたちが心地よさを感じ，
瞳を輝かせ，持てる力を発揮できるような夢の
ともだちのと くっついて
ある学習を計画していきたい。

にょろにょろへびめいろ！

つながったよー！

ねんど☆ねんど！
ころころだんご
つんで つんで……。

こんなの できたよ。

ん〜，かたい・・。
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うまくいったぁ！

算数科
４年Ｂ組
梅 本

コンパスをつかう前に……
―

４学年「三角形」の学習より

担任
優子

―

「―２つの辺の長さが等しい三角形を 二等辺三角形 ，３つの辺の長さがみんな等しい三角形を 正
三角形 といいます。―」二等辺三角形と正三角形の意味を学習した後，操作的な活動を通して，二
等辺三角形や正三角形の概念を深めていく学習の流れが多く見られます。教科書では，色紙やコンパ
スを使って二等辺三角形や正三角形をつくった後，教科書に載っている三角形を写し取って，角の大
きさを調べたり，円の半径を利用して二等辺三角形や正三角形がかける理由を考えさせたりする学習
活動が多いようです。
１つ１つの算数的活動がこま切れのようになっていると感じませんか？
二等辺三角形と正三角形の意味を獲得した子どもたちに，「工夫して，二等辺三角形や正三角形をつ
くろう！」と投げかけると，子どもたちは既習内容・既有経験を駆使して，実にすばらしい二等辺三
角形・正三角形をつくります。そして，つくっていく過程でそれぞれの三角形の性質や特徴を自分た
ちでどんどん見つけていきます。
色紙を折って，二等辺三角形
をつくった残り の直角三角
色紙でなく
なるほど
形を組み合わせても，二等辺
て，長方形の
……！！
三角形ができるよ！！
紙を折って
二等辺三
いっても，二
角形って
下のかど
等辺三角形
とかどの
はできるよ。
大きさが
かどとかど
同じなん
をぴったり
だね！！
合わせれば
二等辺三角
形だよ♪
算数ノート
のマス目を
使うと，簡単
に二等辺三
角形ができ
るよ。ほら！

こんなふうに三角定規を組み合わせても，二等辺
三角形ができるよ。それから，ここに正三角形が
できるんだ。真ん中から折ると，重なるよ……

円から６
つの三角
形誕生！
二等辺？
正？
すごい！

by 三角定規

コンパスを使って二等辺三角形や正三角形をかく前に，子どもたちの豊かな発想・算数観に任せて
みませんか？すばらしいアイデアや次なる課題につながる発見がいっぱい！！
ぜひ，おためしください……。
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理

マクロとミクロがリンクする
科学的な見方・考え方 はいかが？

科

３年Ｃ組担任
中井

〜３年理科「生き物たんけん」の学習より〜

章博

単元「たねをまこう」では、ホウセンカとマリーゴールドを扱った。子どもたちは、たねの大きさ
や色・肌触り，虫めがねを用いて種の表面の模様なども観察し記録する。細かく捉えて観察すること
をミクロな見方・考え方，また，先を見通して「いつごろ芽が出るのだろう？」と予想を立てたり，
時系列的に観察したりすることなどを，マクロな見方・考え方とした。ミクロとマクロをうまくリン
クさせることで、子どもたちにより確かな科学的な見方・考え方が身に付くものと考えている。
子どもたちにとって，ミクロな見方・考え方はやさしいといえるが，マクロ的な見方・考え方は難
しいようである。それは，時系列的な見通しを持っていたり，ミクロ的な見方を積み重ねた結果得ら
れたり，ミクロとミクロとを意図的につなぐことによって，できるものだからであると考えている。
このミクロとミクロを意図的につなぐ目的で，そし
て，生命の力強さを感じ取ってほしいという願いから，
情報機器を活用することにした。子どもたちは，ホウ
センカのたねを観察している。そして，発芽する様子
も観察している。これらのミクロ的な観察をつなぐ目
的で，今回は，「ホウセンカ発芽の微速度撮影ビデオ
クリップ」を作成し，使用した。
子どもたちは，一人一人，たねのどの部分から子葉
や根が出てくるのかという予想を立てていた。しかし，

ホウセンカ発芽の様子

土の中での出来事を見ることはできない。そこで，透明な容器と透明な土（園芸用高分子水分吸収体）
を使用し，ホウセンカの６日間の発芽の様子をインターバル撮影し，３０秒間のビデオクリップにま
とめ，授業で使用した。このビデオクリップを使用することにより，子どもたちの心の中に，「こんな
小さなたねの中に芽や根や茎のもとがつまっているなんて，すごい！」，「こんなに踊りながら茎がの
びてくるなんて，思いもよらなかった。」といった
感動が生まれ，その後の先を見通した（マクロ的
な）観察にも生かされた。
このように，理科学習の中で普段見ることので
きない様子を，ビデオクリップなどを使用して教
材化することは，ミクロとミクロをつなぐ意味で
有用であるし，感動を与える意味でも，また，思
考をひろげる意味でも活用性は高いと考えている。
この実践の詳細につきましては，７月２９日（金）
に本校で行なわれる夏季公開研修会（理科）で報告さ
せていただきます。

真剣なまなざしでスクリーンを見 つめる子どもたち
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昨年度より︑物語教材の学習では︑子どもたち
の学びのまとめとして︑毎時間︿﹁読みの深まり・ てくれました︒私 も ︑きつつきさんも私 たちのよう が︑今日は︑みんなはっぴょうしてくれたので ︑よかった
ひろがり﹂ふりかえりカード﹀を活用している︒ に︑友 だちがたくさんほしかったので︑お店 を開いた です︒
今年度はさらに︑﹁ 心にひびいた友 だちの意見 と思ったので︑心 にのこりました︒でも ︑私が言った︑ 今日の国語の時間は︑４年 生にちかずいたかんじがす
と︑それを自分はどう取り入れたかも書く﹂とい それだけではなんだか分かりにくいのところのいけん る時間でした︒
で︑﹁おきゃくさんの事 を考えている︒﹂と思 ったのが︑
う目標をもって取り組んでいる︒
子どもたちの学び の実際を 詳しく 紹介すること
本 校 の 研 究 主 題に 関 わる 〜 子ど も の ま な ざ し 一番このきつつきの商売でたい切だなーと思いました︒
の共鳴〜の実現を願ったことはもちろん︑子ども
それに︑きろくのＡＨくんも ︑コピー用紙 にうつす ができず残 念だが︑ このふりかえり カードの 内容
同 士 が相 互 に関 わ り な が ら の 学び 合 い深 め合 い のも︑習った漢字は︑すべて書 いていたので︑えらいな の通り︑三年生の八人がＡＨくんの思いに共鳴し︑
は︑同時間接という複式国語の指導における生命 あと思いました︒私は︑し会なので︑たくさんいけん 同時に︑教室内には ︑うっとりするような﹁ コー
ン﹂の声が共鳴した︒
線だからである︒
をはっぴょうしてほしいです ︒これからもし会 をがん
このように︑まなざしが 共鳴した 子どもたちの
﹁きつつきの商売﹂において初めて書いた三年生のカ ばります︒
発言は積 極 的で︑学 習リーダーでもあるＮＹ さん
ードから︵氏名以外は原文のまま︶
がいかにス ムーズに 司 会 進 行で き た かは文面 から
次時は︑三人がカードを 発表するところから
ＲＳ：今日はじめて︑書きこみノートに書いたきもち
も
察しの通りである︒
をはっぴょうしました︒﹁四分音ぷ分 よりうんと長い 始まった︒
そうして ︑すぐ隣 で互い に関わり 合い な が ら意
子どもたちの関心が︑この作品の主題と︑
﹁う
時間がすぎていきました︒﹂のところで︑﹁サービス﹂っ
見交流する 四年生の ﹁三つのお願い ﹂の学び を手
ていった ＹＮくん︒それは︑わたしもさんせいです ︒だ んと長い時間がすぎていきました︒﹂に集中した
本に︑少しでも近づこうと 意識し︑ それを実 感で
って︑四分音ぷよりずっと長い時間なのに︑たぶん︑１ ことは言うまでもない︒﹁すてきないい音﹂﹁野
きた喜び︑ 自分た ち の学び の姿の高 まりにも 触れ
うさぎは︑きつつきを見上 げたまま︑だまって
００リルだと思うからです ︒
ている︒
はじめて書 きこみノートにかいたきもちをはっぴょう 聞いていました﹂
﹁きつつきも︑うっとり聞いて
個々の文章表現に は課題 も多く︑ 書く こ と を日
したかんそうは︑少 し分かりにくかったけど︑いけん いました﹂などの表現を根 拠に︑ただのサービ
をはっぴょうするのがとっても楽しかったし︑みんなのい スではない︑﹁うっとり﹂するほどの﹁コーン﹂ 常的に取り 入れ な が ら少しずつ基 本 的な事項 から
高めていかなければならない︒し か し︑このふり
けんをきくのが ︑とってもべんきょうになりました︒こ の︑
﹁うんと長い時間﹂を分かち合い︑やがて﹁ぶ
かえりカ ー ドへの記 入を続 けていくことで︑ お互
んどするとき楽しみにしています︒
なの森にこだましました﹂ をも考えに入れなが
いの考えを 大切にし 合い︑ 活かし合 う︑よりよい
自分たちの学びづくりに結びついてほしいと願
う︒
そうして指導者は ︑このカードからも子どもた
ち一人一人 の考えや 思いに 触れ︑子 どもたちの学
びへと返していきたい︒
後日︑﹁ コーン﹂﹁コ ー ン﹂﹁コ ー ン﹂﹁コーン﹂と︑
だんだん小 さく︑チームの 四人でリフレイン させ
ながら群読したことを追記しておく︒
ＡＨ：ＹＮくんが︵うんと長い時間がすぎてゆきまし ら︑﹁コーン﹂を再現する子が一人︑また一人・・・︒
た︒︶のところを︑︵サービス︶と言ったのとちがういけん
です︒ぼくは︑とてもいい音だったから︑もっと聞いてい ＮＹ：今 日の私が心にのこったいけんは︑ＡＨくんが
たかったのでうんと長い時間がすぎていったんだと思い はっぴょうしてくれた︑うんと長 い時間のところで︑
ます︒
きつつきさんが自 分にもサービスのことで︑私もよく
考えたら︑はじめのほうに﹁すてきないい音﹂とかいて
ＮＹ：ＴＴくんがはっぴょうしてくれた︑お店をひら
きましたの︑ＴＴくんが思った事は︑﹁きつつきさんは︑ いるので︑わざとうんと長い時間をたたせたと思う︒
ぜん回は︑みんなはっぴょう してくれませんでした
たくさんの人とふれあいたかったと思います︒﹂と言っ
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どの子もしっかり声を出して音声表現できる
国語教室を目指して
齋藤孝氏の著書『声に出して読みたい日本語』（草思社）がベストセラーとなり，書店
のおすすめ本コーナーには，関連書籍が所狭しと並んでいる。また，同氏が監修するＮＨ
Ｋ教育テレビの番組「にほんごであそぼ」も人気を集め，ビデオやＤＶＤが発売されるな
ど，最近は 空前の日本語ブーム と言っても過言ではない。日本語のリズムを感じなが
ら声に出して読むことが見直されつつある。
昨年，一昨年と中・低学年を担当し，国語科における音読指導の在り方について考えて
５年Ｃ組担任
きた。声に出して読むことを好む子が低・中学年には多いが，高学年になると，少しずつ
須佐 宏
陰りが見られようになる。５Ｃの子どもたちも例外ではない。しかし，子どもたち一人一
人に目を向けて見ると，「読むことは好き。」なのだ。みんなの前では照れが生じるよう
だ。もちろん，「そんなのへっちゃら。」という子もいる。そんな子たちに引っ張られるような形でもいい。声
に出して表現することを楽しむ中で，国語の力を伸ばしていきたいと思う。ブームに乗っかり，どの子もしっか
り声を出して音声表現できる国語教室を目指し，まずは朝の会からスタートを切った。

リズムを感じ、しっかり発声。
気持ちのよい一日の始まり、始まり

一人では恥ずかしがって
読みたがらない子も，みん
なで声を合わせ，リズミカ

ルに楽しむ音読は好む。５Ｃでは，朝の会で２日に１編の詩
を紹介している。まずは，自由に声に出して読んでみる。手
拍子を打って楽しむ子もいる。一人で音読に挑戦する子もい
る。友達とペアやグループを作って群読を始める子もいる。
そして，最後にみんなでリズムを楽しみながら声に出して読
んでみる。朝の会に日本語のリズムを体感する場，自分の声
この日のお題はまど・みちおさんの
『はひふへほは』一人読みにも挑戦

4，5月はリズム詩が中心。
自然にリズム打ちする子も

をしっかり出せる場を設定し，気持ちよく一日のスタートを切れるようにする
と同時に，国語科学習への基礎を培えるようにしている。
国語の授業で，教材文を指名音読さ

音読から朗読へ
〜だれにどんなことを伝えようとして読みますか〜

せると，文字面だけを見て詰まらずに
読もうとする子がいる。しかし，それ

ではその子自身，文章理解ができないし，聞き手にも内容が伝わらない。私たちは難文に出合ったとき，無意識
のうちに小さな声に出して読んでいることがある。音声表現と文章理解は表裏一体なのである。理解したことを
聞き手に伝えようとすればするほど，表現は豊かになっていくし，豊かな表現がより自己の文章理解を深めるこ
とにもつながると考えている。よって，子どもたちには，文章内容が聞き手に伝わるように意識した音読が朗読
であることを伝え，より「聞き手意識」をもって音読できるように促している。
本年度，教科部国語科では，初発をこれまで

初発への振り返りを大切に
〜「朗読意識」の変化を確かめながら〜

以上に大切にし，読み深めながら，自己の初発
を振り返ることを繰り返し，初見の文章を大き

くつかむ力の育成に取り組んでいる。初発で自分はどんなことを感じるのか，また，筆者が伝えようとしている
ことは何だと読むのか，それはなぜなのか，よってどんなことを意識して音読するのかなどを明らかにさせ，そ
れぞれの初発を交流した上で，読み進めていく。読み進めながら，常に自己の初発へ振り返る機会を設けていく
のだが，５Ｃでは，授業の始まりに学習場面の「朗読意識」【どの部分で読み手にどんなことを伝えようとし読
むのか，また，そのためにどんな表現の工夫をするのか】を明確にし，友達との読み深めによって授業後，自己
の「朗読意識」がどう変化したのかを確かめられるようにしたい。それをもとに自己の初発を振り返ることで文
章全体を意識した読みができるようにしていきたい。
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いろいろな世界と自分の関わり合いを
考えることを大切にしながら

理科専科：不野和哉
本年度の教科部理科研究テーマの主軸には「問題解決の過程を楽しむ」ということを掲げています。
理科授業を組み立てるときの基本的な観点を今更なぜと思われるかもしれません。それは，子ども達
にあれこれと自然科学の知識を一方的に教え込ませるようなことはしないんだという私たちの何より
も大切にしていきたい姿勢を表しています。なぜなら，私たち人類は自然の事象・現象について疑問
を抱き，推論を重ね，実験・観察を繰り返しながら情報を収集し，分析・考察を行い，総合的にとら
えながら，未知なるものを解明し，さらに新しいものを創り上げてきたのです。この繰り返される過
程の中にこそ子ども達に育てていきたい確かな学力があると考えるからです。
また，理科の目標には「自然に親しみ…自然を愛する心情を育てる…」というステキな項目をみる
ことができます。これは，とりもなおさず理科という教科は，自然と対決するものではなく，子ども
達がもつ知覚を総動員して自然を愛する心をも培うものであるということが理解できます。ここに理
科という他の教科にはない特性を見い出すことができるように思います。すなわち，「自然」という
ものがもつ力による子どもの変容，いえ，子どもの人格形成をも成し遂げようとするものであるとい
うことなのだと思います。確かに人類は，植木や校庭の草花，そこを飛
び交う虫や花に集う虫，空の蒼さや風のにおい，あらゆる季節の変化の
移り変わりに心を重ね，自然の美しさや偉大さに胸
うたれる，そこから数多くの文化を創り出してきた
のです。このように理科教育に携わる楽しさと重い
責務を感じてなりません。
今，子ども達は，生息場所が少なくなった関西タ
ンポポまでもが咲き誇り，数多くの昆虫たちが集い，
その季節を謳歌する恵まれた環境をもつこの附小に
います。ただ単に知識を増やしたり何かを理解した
りするためだけに自然と戯れ，見つけた種を植え，チョウやカマキリな
どの卵，テントウ虫の幼虫などを採集して育てるのではありません。い
ろんなものに命があり，その生き方に共鳴したり，また親しみをもったり，
それらが生きる世界と自分の世界がこんなにも深く関わり合っていることに
気付くことが大切です。さらに，その世界に自分がどのように関わっていく
ことができるのかを考える学習に取り組んでいます。６月１７日(金)に開か
れた複式授業研究会（５・６年合同の理科）では，「植物が酸素を出してい
る」仮説を検証するため，前日の雨の中，こんな日でも酸素を出すかどうか
を調べようと校庭の樹木にビニル袋を被せる子どもの姿がありました。もち
ろんここにも，教師が先回りしすぎて子ども達の活動や思考を止めてしまう
ことがないようにするとともに，子ども達が見通しをもって問題を解決していく活動が展開されるよ
うにすることが大切だと考えています。
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聖武天皇の大仏づくり
〜大仏づくりから奈良時代を考えよう！〜

社 会 科
６年Ａ組担任
片桐 宏

大仏は、奈良時代を代表する巨大な建造物です。この大仏が、どのような背景で造ら
れたのかを様々な視点から考えることで、天皇を中心とする国の仕組みを整えていった様子を学習し
ました。
『大仏の大きさ調べ』から楽しく学習がスタートし、『疑問に思ったこと、もっと調べたいこと』を
学習問題にまとめ、討論形式で『聖武天皇の思いや願い』を中心に話し合いました。また、
『大仏新聞』
をつくることで、奈良時代の農民のくらしや大陸文化の摂取などの、事実に基づいた考えを出すこと
ができました。

◎大仏の左手をつくろう！
（大きさ調べ）
・高さ……約１６ｍ
・ 重さ……約２５０ｔ
・左手の長さ……約３．２ｍ
思ったより、大きいぞ！

私の身長と比べて！

◎疑問に思ったこと，調べてみたいことは？
・つくり方 ・つくった目的 ・聖武天皇の願い ・ビルシャナ仏とは ・材料 ・時間 ・すごい技術

・建立に携わった人数

ぼくの考

◎調べてみよう！

えは・・・

◎これほど大きな大仏をつくる必要があったのか？
（聖武天皇の思いや願いを中心にして）
◇必要だったのか？

討論形式

◆必要なかったか？

この話し合いでは、聖武天皇が国をあげての一大事業として、大仏を
つくった思いや願いが多く出されました。それと対比して、たくさん
の資材や農民が集められ、天皇による全国支配の仕組みが整えられた
考えも出てきました。奈良の大仏が国内体制に果たした役割も理解し
ました。ここでの学習が、次の『大仏新聞』づくりに反映できました。

◎『大仏新聞』をつくろう！
・７５２年

天平勝宝４年４月９日 大仏開眼の日の新聞づくり

和歌山大学教育学部附属小学校

From Editors
に突入した「らいぶ・創りえいたー」
トップページ
でご紹介しました夏季公
「生き生きと本物を創り出すひと」という意味
開研修会が 7 月に開催されます。詳しい
を込めています。ご意見・ご感想をお寄せ下さ
情報は
HP にてご紹介しています。奮っ
れば幸いです。

てご参加ください。

〒640-8137 和歌山市吹上１丁目４番１号
TEL （０７３）４２２−６１０５
FAX （０７３）４３６−６４７０
URL http://www.aes.wakayama-u.ac.jp
E−mail fuzoku@center.wakayama-u.ac.jp
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