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２８日(月)

午前の部 9:30〜12:00

午後の部 13:00〜15:30

社会 みんなで社会科の“新鮮なネタ”さがしをしませんか？ 生活 今年度実践している本校独自のカリキュラム『附属っ子ミュニ
《養殖マグロ餌付け体験教室》で活躍されている串本町大島の
吉田俊久さん（和歌山東漁業協同組合・組合長）を招き，「養殖
マグロ漁業」の現状やこだわり・今後の展望等について教えてい
ただきます。その後，みんなで地域教材についての単元計画を
考え，話し合います。
（オレンジルーム）

音楽

新学習指導要領に示された内容を題材に，佐野靖先生
（東京藝術大学教授）をお招きして，本校江田司との対談を予
定しています。フロアからの参加も大歓迎です。（第１音楽室）

午前中は，和歌山県音楽教育連盟主催の授業研究会を行っ
ています。（別途参加費・申し込みが必要です。）

英語 外国語活動（英語活動）の必修化に備えて，英語のブ
ラッシュアップを目的としたワークショップを行います。ウォーム
アップで使える簡単なゲーム，絵本の読み聞かせ，チャンツ，歌
などから，話題になっている「英語ノート」の単元をつかったもの
まで幅広く体験する中でブラッシュアップができます。
（コンピュータ室）

２９日(火)

ケーション“和み”大作戦』の実践発表をします。また，講師先生をお
迎えして新学習指導要領のポイントをわかりやすく解説していただき
ます。さらに，参加者のみなさんも“和”める体験をご用意してお待ち
しています。準備物の都合上，参加は事前にお申し込みの方のみと
させていただきます。
(会議室と中学校の和室)

総合 研究テーマを「学び続ける子を育てる」として実践を進めてい
ます。互いの学びを伝え合うことを大切にした実践の紹介とともに，自
らの学びを表現する力を育むスライドショーづくりのワークショップを行
います。楽しみながら言葉と映像の力を理解し，自分なりの発想や創
造性を発揮する体験をしてみませんか。
（コンピュータ室）

午前の部 9:30〜12:00

午後の部 13:00〜15:30

国語 もっとじっくり学び合いたいとのリクエストに応え，本年度国語部は終日開催としました。午前の部前半は本校ならびに研究協力
校の実践発表があります。工夫された単元構成・授業展開から共に学びたいと思います。午前の部後半はグループで詩の教材研究・授
業案作りをします。午後の部は，その詩の授業を本校国語部が公開します。考えていた案とも比較しながら授業についてグループで，そ
して全体で協議します。湊小学校：岡山先生，和歌山大学：丸山先生の指導助言もお願いしています。
（オレンジルーム）

算数

理科 「自然の“文脈”をさぐる子どもを育てる理科学習」をめざし，

新学習指導要領では算数的活動が重視されま
す。前半は算数的活動を取り入れた２年生の授業を行い
ます。後半はその授業をもとに，みなさんとディスカッショ
ンしていきたいと思います。
（中学校多目的ホール）

実践を進めています。その実践紹介や，和歌山市理科教育研究会か
らの発表があります。そして，文部科学省初等中等教育局視学官で
ある日置光久先生に「新しい日本型理科教育の展望」をご講演してい
ただきます。
（中学校多目的ホール）

体育

家庭

体育科では，「どの子にも器械運動の基礎・基本を保
障する授業づくり」をテーマに，「ねこちゃん体操」の生みの親で
ある，埼玉の山内基広先生に講演＆実技指導をしていただきま
す。楽しみながらマットや跳び箱運動が上手くなっていくための
筋道や，仲間とのかかわらせ方について学べる機会です。
（体育館と会議室）

複式

家庭科では「生活力を育む」ことをテーマとし，体験活動・科
学的な見方等を通した実感を伴う学びに取り組んでいます。子どもた
ちが楽しく学び，実感を伴えるような授業実践を発表します。また，簡
単にできる実習や実験も紹介します。体験活動（生八つ橋作り等）も
実際に行います。一緒に活動したり試食したりしながら，有意義な時
間を過ごしませんか？
（共同研究室）

本年度は「主体的に学び合う複式教育〜機能するか

かわりをめざして〜」をテーマに実践・研究を行っています。夏
季研修会では「教師のわたり」「間接指導」をテーマに研究授業
を３つ行います。そのうち１つは高知大学教育学部附属小学校
田中元康先生が授業を提供してくださいます。みなさんと一緒
に複式の授業，これからのあり方について考えたいと思います。

（コンピュータ室）
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〜夏季教科別研修会２００８
のご案内〜
参加費 ： １日につき 500 円 （参加申し込みは，
FAX または本校 HP でお願いします。申し込み〆切７月 22 日）

研究会を終えて
第８回複式授業研究会
６月６日（金），本校複式学級において，授業研究会
を行いました。参会者は総数４５人で，遠くは長崎県か
らお越しいただきました。
公開授業Ⅰでは，５・６年生複式の理科（５年「ふり
子の運動」６年「電流のはたらき」）の授業を，公開授
業Ⅱでは１・２年生複式の国語（１年「はなのみち」２
年「スイミー」）の授業と，３・４年生複式の算数（３
年「表とグラフ」４年「折れ線グラフ」）の授業を参観
していただきました。そして，午後からの協議会では，
ご参会の方々から貴重なご意見をいただきました。また，
全体会Ⅱの協議では，今回初めての試みでしたがグループ討議を設定しました。“交流”をテーマに他
校との交流や先生同士の交流について，活発に討議できたことがよかったと思います。
皆様からいただいたご意見をもとに，子どもたちの学びの質が高まるように，個と個，集団と個，集
団と集団がかかわり合える複式教育を探っていきたいと思います。

文部科学省指定 国語力向上モデル事業 ２年次 研究発表会
テーマ：『発想力』『論理力』『表現力』を育てる〜対象・他者・自己との対話を通して〜
６月１３日（金），岡山大学教育学部より菅原稔先生をお迎えし，標記
の研究発表会を開催いたしましたところ，和歌山県内はもとより，西は九
州・中国・四国，東は関東・東海から計１２０人の先生方にご参加いただ
けました。学級開きから２ヶ月あまりのこの時期，まだまだ成熟していな
い学習文化の中，公開授業では１年Ｃ組『おむすびころりん』，１・２年
Ｆ組『はなのみち』『スイミー』，４年Ａ組『白いぼうし』を，また研究
授業では６年Ｃ組『石うすの歌』をそれぞれ教材として，『発想力』『論
理力』『表現力』を育てることをねらいとした授業を見ていただきました。
研究協議では，やはり対象・他者・自己との対話の重要性，そのための一
人読み・ペアやグループ学習
・自己評価活動の在り方，活
かし方など，たくさんのご示
唆をいただけました。
また，菅原先生のご講演『確
かで豊かな国語力向上を目指す授業づくり』からは，文
学の読みにおける読解と鑑賞，事実と真実，ワードメソ
ッドとセンテンスメソッドなど，対比しながらよりよい
指導のためのエッセンスをお話しいただけました。
菅原先生やご参会いただいたみなさんから学ばせてい
ただいたことを活かし，研究テーマの実現を目指して日
々実践していきます。

７月２８日(月)２９日（火）の夏季研修会，また１１月１日（土）の教育研究発表会 2008
においては，さらに磨き上げられた子どもたちの姿を見ていただけると思います。
ご参会いただき，本当にありがとうございました。
今後とも，何卒よろしくお願いします。
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社 会 科
５年Ｂ組 担 任
片桐 宏

わたしたちの生活と環境
〜地球環境問題について話し合おう！〜

本単元では，子どもたちの身近な環境問題から学習をスタートさせた。地球環境問題について幅広く
調べをすすめる中で地球温暖化現象について取り上げ，それが進行している様子などを，グーグルアー
スやインターネットで検索した資料などを活用しながら，温暖化の原因・影響・対策について考えさせ
た。はるか遠くの外国で起きている現象を知るだけではなく，自分たちの身近な環境にも少しずつ影響
を及ぼしながら，地球温暖化防止の必要性が切迫していることをより実感させたいと考えた。
◎単元計画
第２次

第１次
身近な環境問題を考えよう。
・ごみ問題
・川のよごれ

過去の公害について調べよう。
・日本の四大公害病の
原因と教訓

・空気のよごれ
・騒音問題

オゾン層の破壊

地球温暖化

海洋汚染

熱帯雨林の減少

第３次
地球規模の環境問題に
ついて調べ発表しよう。
◎ここでは地球環境問題を
個人やグループで調べ，
その概要を発表し合った。

野生生物の絶滅
酸性雨

地球の砂漠化

第４次
地球温暖化問題をみんなで調べ考えてみよう。
地球温暖化対策を考えよう。

◎本時の展開（第４次 3／4 時間）
地球温暖化の原因や影響について考えよう。
○温暖化について調べたことを発表し合う。

温暖化の原因
☆二酸化炭素量の増加
・工場や車の排気ガス
・冷暖房の電力
☆メタンガス量の増加
☆森林の減少
☆フロンガス量の増加
☆その他の理由

温暖化の影響
☆温室効果ガスの濃度上昇
◇気温の上昇
◇氷や氷河がとける
◇海面上昇
・島国が水没
◇異常気象が多発
・巨大ハリケーン発生
・干ばつ
◇人間や生物への影響
・熱帯性の病気の拡大

◎グーグル・アースやインターネット映像などの
ＩＣＴ機器を活用して，地球温暖化の資料を提示する
ことで，温暖化の影響に対する意識の共有をすること
ができた。《グーグル・アースで位置確認》

海面上昇で
沈むツバル
ヒマラヤの氷河
の減少
1978 年

1989 年

2004 年

○自分が調べてきた温暖化の原因（温暖化による気温上昇や二酸化炭素排出量のグラフや表など）や温暖化
の影響（氷河の減少＝危険な氷河湖の誕生，海面上昇，マラリア病の拡大など）の写真や映像を紹介した。
《ＮＨＫビデオも視聴》
地球温暖化をどうすれば防げるかを話し合おう。
自分たちにだ
ってこんな事
◇京都議定書（2008 年〜2012 年までの削減目標）とは何だろうか？
ができるよ。
■どうすれば二酸化炭素の排出量を少なくできるか？
☆工場や自動車，飛行機からの排出を減らす。
☆世界の人々の協力が必要
☆自分たちが家庭でできること・・エネルギーの利用の方法
◎政府や産業界の取り組みの方法を話し合う中で，世界中で二酸化炭素
の排出量の削減が予定通りにすすまない理由を様々な立場から多角的
に考えさせた。その後，
『自分たちができるエコライフの方法』から「今
すぐに何ができるのか」という視点で，地球温暖化問題の防止に積極的
に関わろうとする態度を養うことができるようになってきた。
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九九パズル〜かけ算のきまりを見つけながら〜

算 数 科
3 年 A 組担任
宇田 智津

算数科の学習では，子どもたちが自ら算数的活動を通して思考を深めていくことが大切である。昔か
ら算数の学習では様々な教具が準備され，子どもたちの思考を深めたり知識を定着させたりするために
活用されてきた。その中に ICT 機器が加わることで，さらに子どもたちの意欲を高めたり，他の教具で
は出来なかったことが出来るようになったりする。子どもたちはどちらかというと九九を覚えることに
重点を置いてしまいがちな「かけ算」の学習で，かけ算の概念を大切にし，かけ算のおもしろさやきま
りに着目させたいと思い，ICT 機器を活用した実践を行った。

ICT を活用することで意欲を高める
本実践では，導入の部分で ICT 機器を活用した。他の教具では出来な
い動きのあるものを ICT 機器で提示することによって子どもたちの課題
に対する意欲は高まった。数字が２つしか入っていない九九の表がバラ
バラになるコンテンツである。子どもたちは「切り取られてバラバラに
なった。」「魔法みたい。」と興味津々である。さらに，左図のように
不十分な条件の九九のピースを子ども
たちに提示した。不十分なピースを見て
子どもたちは当てはまる数字を考える
だけでなく，なぜその数字が入るのかを考えていった。「４，６と続
くから次の数字は８」「かける数が１ふえると，答えはかけられる数
だけふえるから。」といったようなかけ算のきまりを当てはめながら，
ピースを完成させていった。さらに黒板に提示しているピースが組み
合わせられることにも気付き完成させていった。

算数的活動を通して
子どもたちは自分でもパズルを完成させたいという思いでいっぱいである。不十分なパズルを完成
させたあと，子どもたちに二人一組でパズルを完成させるように配布した。子どもたちはただパズルを
完成させていくのではなく何故ピースがこの場所にくるのか，このピースはどの段の答えなのかなど確
認しながらパズルを完成させていった。
そのあと，クラス全体でパズルを完成させた。実物投影機を活用しながら友達がピースをどの部分に
置くのか，なぜその場所に置いたのかを考えながら操作していった。子どもたちは授業の最後に「何回
もできたよ。」「もっと他のパズルをしたい。」「バラバラになったときはどうしようかと思ったけど，
かけ算の答えが分かっているから簡単だった。」と言っていた。かけ算のきまりや九九のおもしろさを
感じながら学習できた。ICT機器ばかり活用するのではなく，算数的活動を大切にしながらICT機器を融
合することでより一層楽しい算数の授業を展開することができると感じた。

二人で九九パズルを完成さ
せる。「このピースはここ」

実物投影機を活用してクラ
ス全体で共有。
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手元が大きく見えるので他
の子どもたちもどこに置く
のか考えることが出来る。

音楽づくり〔作曲〕の不思議
〜たった１６小節で約２１兆の組合せ！？〜

音楽専科
江田

司

■題材について〜５年生創作指導の導入から〜
曲の構成を工夫して簡単な旋律創作をします。創作というとすぐに何かを作り始めることを考えます
が、ここではバラバラにした既成の曲を再構成していく過程で「音楽の仕組み」について感じ取ったり
気付いたりしていく活動を紹介します。１６小節の組合せは、１６！（階乗）でなんと約２１兆種類も！
【用意するもの】
(1) 楽譜が印刷されたプリント〔１人１枚／Ｂ５サイズ：ヨコ〕
文部省唱歌『ひのまる』を１小
節ずつバラバラにしたプリントを
用意します〔右譜例〕。曲名は告
げません。子どもたちはハサミで
１枚ずつ１６枚に切り離します。
小節線を残しト音記号はいりませ
ん。上下がわかるようにあらかじ
め下線を入れておきます。切り離
した後は裏に名前を書いて用意し
た封筒に保管するようにします。
(2) 五線紙
１６枚に切った楽譜を並べ替え
る際に使う五線紙です〔下例〕。 (1)と同じサイズで作ります。４段×４小節に分けて、ト音記号、拍
子記号、縦線、終止線、速度記号などをあらか
じめ入れておきます。
(3) クリップボード〔Ｂ４サイズ〕
この活動は、男女混合４人グループで行うこ
とを想定しています。１人でするにはレベルが
高いことと、友達と「ああでもない」「こうで
もない」と話し合いながら活動することを期待
しているからです。机がない音楽室ではクリッ
プボードを用意しましょう。
【活動の実際】準備が整ってから授業に入ります。１６枚の楽譜紙片を並び替える活動は約１０分。
手当たりしだい楽譜を並べる子ども、音に出しながら並べ
る子ども、階名を書き込む子どもなど様々です。この活動
のねらいは“終止音のド（右譜例）”を見つけ出すことに
あります。すでに（偶然か）終止音を見つけているグループもあります。一人一人の活動の様子を
観察するためにいろいろと試させるのです。発問「１６小節ある中で、はじめにどの場所の音を決
めますか？」（活動を焦点化したい場合は最初にこの発問）「はじめ・おわり・わからない」の意
見をもとにグループで話し合わせます。経験から、
すぐに “最後に休符のある終止音ド”を見つけ出
します。「つぎは？」と活動を続けると、『きらき
らぼし』を作っては行き詰まるグループもあります
が、ヒント「ドドで始まるよ」から『ひのまる』の
音がきこえてきます。完成したところで次時「４小
節ごとに休符を含む規則性がある／音は隣どうし
なめらかにつながる／音は跳んだら戻る／音のし
りとりが幾つもある」と音楽の仕組みに迫ります。
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〔家庭科・そうごう〕

おにぎりから始める家庭科・そうごうの学習
〜保護者・栄養教諭と共に〜

６年Ｂ組担任 藤原ゆうこ
栄 養 教 諭 神山 求実

本年度の家庭科は，『生活力を育む家庭科学習〜実感を伴う学びの拡充によって〜』をテーマにして取り組んでいる。
生活力を“より健康的で快適な生活を創ろうとする力や心情”とし，実感を伴う学びを拡充させていくために，“実践的・体
験的”な学びをどのように位置づけ，取り入れていくのかを意識した題材設定を行っていきたい。子どもたちの生活力を育
んでいくためには，保護者の協力を得ながら，子どもたちの日々の生活にもはた
らきかけていく必要がある。
６年生になって初めての参観日。保護者も子どもたちの隣に座っていただき，
ともに授業に参加していただいた。本時のテーマは，自分が大学生になって一人
暮らしをしているという設定で「お昼におにぎりを食べるなら，自分で作る派？コン
ビニで買う派？」である。ややコンビニ派が多かったが，だいたい半分ずつに分か
れた。また，決めかねていた子も数人にいた。
＝コンビニ派のおすすめポイント＝
・色々な具が入ったおにぎりがあって選べるから。
・家のとは味がちがっておいしく感じる。
・のりがパリパリしているし，形がよいから。
・家の光熱費の削減になると思う。
・自分で作るのはやっぱり面倒だから。
・楽に食べられて，時間がかからないから。
・食べたいときにすぐに食べられるから。
・片付けが簡単だから。
等

＝自分で作る派のおすめポイント＝
・作りたてはあたたかくておいしい。
・自分で作ると味や大きさを自由に調節できるし，好
きな具を入れることができるから。
・コンビニのは悪い物が入ってそう。
・自分で作っていると安全だから。
・自分で作って食べる方が達成感があっていいから。
・何か家の味がしておいしいから。
・生活費のことを考えると，絶対に手作り。
等

それぞれの意見に子どもたちも保護者の皆さんも納得。どちらが
いいか悪いかではなく，どちらもそのよさがあることを確認し合っ
た。そして ，「温かくておいしい！」「塩いれすぎちゃった！ 」「お
母さん，さすがきれいな形だね 。」など，様々な声を聞きながら，
親子でラップおにぎりを作り，試食を行った。
手作りおにぎりの材料は，米，水，塩のみ。じゃあ，コンビニお
にぎりは…？ということで，[ガラスコップに水を入れ，コンビニ
おにぎりのごはんをコップの中に落とし，軽くかき混ぜ，水の変化
を確かめる]という実験を行った。すると…。
「水のうえに，何か光る物がある！」「うわぁ〜。これって油と
ちがう？」
「水がえらくにごっている感じがする」という驚きの声。
その光る物の正体である「油」と「なぜ，コンビニのおにぎりに？」
という疑問が子どもたちに生まれた。子どもたちは，コンビニおに
ぎりの秘密を，それぞれ家庭で話したり，調べたりしながら，実は，
コンビニおにぎりには，つや出しや，保存，口の中でのうまみを感
じさせる等の理由から，様々な添加物や油が使用されているという
事実を知ることとなった。私たちが日頃口にしている食べ物には，
私たちが知らないことがいっぱいである。
今年の６Ｂのそうごうのテーマは「６Ｂ☆今昔食物語」。家庭科を
中心に他教科等との連携を図り，今回の“目には見えないもの・見えにくいもの”の存在のように，「昔の食（主に行事食）と
現代の食（ファーストフード）」のひみつをさぐっていきたいと考えている。これから，中学生，高校生と成長していく子どもた
ち。今後の学習の積み重ねによって，現在から将来にわたっての生活力アップにつなげていきたい。
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とびばこにんじゃになりきろう
〜Ａｃｔｉｏｎ

&

Ａｐｐｒｏａｃｈ〜

体 育 科
２年Ａ組担任
北端 一喜

新学習指導要領の低学年の目標が，「基本の運動及びゲームを簡単なきまりや活動を工夫して楽しくできるよ
うにするとともに，体力を養う」（現行）から，「簡単なきまりや活動を工夫して各種の運動を楽しくできるよ
うにするとともに，その基本的な動きを身に付け，体力を養う」と変わります。
また，内容もＡ）基本の運動 Ｂ）ゲームという現行のものから，Ａ）体つくり運動 Ｂ）器械・器具を使っ
ての運動遊び Ｃ）走・跳の運動遊び Ｄ）水遊び Ｅ）ゲーム Ｆ）表現リズム遊びと細かく内容が整理分類
されます。
そこで，今年度の個人研究テーマを『かかわり合いを大切にした運動感覚づくり』として，４月から器械・器
具を使っての運動遊びの領域の鉄棒遊びと跳び箱遊びに取り組んでいます。
ここで大切にしたのが，器械運動の基礎感覚づくりです。昨年度より体育科では先行実践を参考に研究を進め
ていますが，器械運動の基礎感覚づくりとして，山内基広氏が考案した「ねこちゃん体操」（１）を取り入れ，基
礎的な動きとして必要な腕支持感覚やはね・あふりの感覚，反り感覚を楽しく学習しました。
実際，あふりや反りの感覚は，鉄棒遊びの「こうもりふり」の技に直結しますし，腕支持感覚は，跳び箱遊び
の開脚跳び，横跳び越し，台上前転では，必要不可欠な感覚です。それらを上手く体得させるために，「ねこち
ゃん体操」のねこが怒るまねやあくび，ブリッジ，アンテナ（肩倒立）は，非常に精選された体操だと思います。
昨年度も同じ２年生を担任した経験から，あふり・反りの感覚をこの
運動で身に付けておけば，必ずこうもりふりの学習に生きてくること
がわかりました。また，腕支持感覚は動物歩きや台上前転に好影響を
与えます。何より，「ね〜こちゃんが・・・」という楽しいフレーズ
に合わせて，低学年の子どもたちは一生懸命取り組み，器械運動の基
「あふり・そり」の感覚
「腕支持や逆さ」の感覚
のためのねこちゃんのあくび
のためのブリッジ
礎感覚をどんどん身に付けていくことができると思います。
また跳び箱を使った運動遊びの領域で，現在「とびばこにんじゃになりきろう」という学習に取り組んでいま
す。これは，忍者になりきって跳び箱から跳び降りたり，跳び乗ったり，跳び越したりという遊び感覚の中から，
跳び箱運動に必要な「膝を柔らかく使った両足着地の感覚」や「両足踏み切りの感覚」，「腕支持をしてからの
体重移動感覚（肩が前に出る感覚）」，「腕支持をしてからの逆さ（回転）感覚」などを身に付けさせることがね
らいです。
ここでは，個人研究テーマの『かかわり合いを大切に』ということで，
グループ学習の中で，お互いに見合い・教え合う活動を取り入れていま
す。しかし，ただ単に見合うだけでは学びが成立しないので，見る視点
（評価規準）を定めました。例えば，両足踏み切りの場合では踏み切り
板を踏み切る「音」に注意して ，「トン」と一つの音に聞こえている， 「忍者になりきって，跳び箱から跳び降りて，前回り，
横跳び越しの場合では，着手したところをしっかり見ている，着地した 最後に手裏剣を投げて！」
（「スッ」
「クルン」
「シュ！」
）
ときの向きが跳び箱の方におへそが向いているなどの評価規準をもって
見合うようにしました。
また，「素早い」「身軽」といった忍者のイメージから，跳び降りると
きの音，踏み切るときの音，着手・着地の音などを擬音語にして，お互
いに声をかけさせながら，見合い・教え合うようにもしました。例えば，
膝を柔らかく使った両足着地の感覚を身に付けるときに，跳び箱から跳 かけ声をかけて，お互いに見合い・教え合おう（左）
び降りて，マットの上で前回りをして，最後に手裏剣を投げてフィニッ いい跳び乗り方，腰が高く腕支持より足が前に！（右）
シュという忍者遊びを設定して，柔らかく降りる時に「スッ」，素早く回るときは「クルン」，そして，手裏剣
を投げるときの音は「シュ」というように子どもたちと決め，お互いに声をかけ合いながら取り組ませました。
かけ声に合わせてやることにより，どんなことに注意するかがその音で感覚的につかみやすくなりました。「ス
ッ」の音を柔らかく膝を使って着地したときの音として認識できるようになるのです。このように，「ねこちゃ
ん体操」（準備体操）や「かけ声」を取り入れて子どもたちのかかわり合いを中心に，跳び箱運動に必要な運動
感覚づくりに取り組みました。
是非，
「ねこちゃん体操」を準備運動に取り入れ，基礎感覚づくりに取り組まれてみてはいかがですか？また，
「とびばこにんじゃになりきろう」（跳び箱を使った運動遊び）では，子どもたち同士で見合い・教え合う環境
と跳ぶときの『かけ声』を入れてみて，専門的な言葉の説明・指導ではなく，自然に体が動く体で感じとる感覚
づくりで，より楽しく，わかる運動感覚づくりに取り組んでみてはいかがでしょう？
（１）参考文献「ねこちゃん体操からはじめる器械運動のトータル学習プラン」
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山内基広著

創文企画

附属特別支援学校との交流

複式学級
３・４年担任
市川 哲哉

附属小学校は和歌山大学教育学部附属特別支援学校と交流しています。附属小学校は，障害者理解と
いう観点から，附属特別支援学校は，同世代の子どもたちと出会い，自分らしさを発揮できることを大
切にしたいという観点から続けてきています。今年度は３・４年Ｆ組の複式学級が主に交流することに
なりました。
附属特別支援学校小学部の児童数は１年生から６年生まで各学年２名の１２名で，３・４年Ｆ組は１
５名で，合計２７名の交流です。年間通して３回の交流を計画しています。はじめの交流は５月２９日
に附属特別支援学校で行われました。内容を紹介します。
① 対面式
・附属特別支援学校・附属小学校の子ども一人ひとりの自己紹介。先生の紹介。
② 体育館でダンス・ゲーム（６つのグループに分かれて）
③ 体育館でコーナー遊び
・絵をかくコーナー・ボウリングゲーム・ドミノたおし・トランポリン・魚つり・マットコーナー
④ グループ別でお弁当・自由遊び
⑤ 附属小学校の音読発表
⑥ 附属特別支援学校の先生から，特別支援学校の案内と説明
⑦ 終わりの式
・それぞれの代表あいさつ
今後の交流としては，２学期に再度特別支援学校を訪れます。そしてその１週間後，特別支援学校の
子どもたちが，附属小学校に来ます。附属小学校の４年生全員（単式学級あわせて約１２０人）と交流
をします。とても大きな集団との交流になります。３・４年Ｆ組の１５人が１２０人と１２人の交流の
パイプ役になりたいと思っています。
附属小学校３・４年Ｆ組の子どもとしては３年生と４年生の２年間で交流することになります。回数
的には６回交流できます。附属特別支援学校の子どもたちとしては，同じ子と何回も会うことで，うち
とけることができて，深い交流につながると考えています。内容面でも深みのある交流にしていきたい
と思っています。
１回目終了後の子どもの感想
５月２９日（木）とくべつしえん学校に行きました。とくに，トランポリンが楽しかったです。わけ
は，あんなに高くまでとべるトランポリンでとんだことがなかったからです。また２学期行くのがまち
どおしいです。お友達の名前もおぼえました。３年の女の子と４年の女の子です。またグループ４人で
あそびたいです。
附属小 ３年 女子

対面式の様子

一緒にお弁当

コーナー遊びのトランポリン

From Editors
トップページでご紹介しました夏季教科
別研修会を７月に開催します。ふるってご
参加ください。
くわしい情報は本校ＨＰをご覧ください。

見送ってくれました。

和歌山大学教育学部附属小学校
〒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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