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３０日(木) 午前の部 9:30〜12:00

午後の部 13:３0〜1６:０0

複式

複式授業について藤岡秀樹先生（京都教育
大学）のご講演と参加者どうしの交流会を予定して

います。

（附属小／会議室）

図工

和歌山初上陸！「ＣＡＭＰデジカみしばい
ワークショップ」を通して研修します。（協力：
(株)ＣＳＫホールディングス） 実際に体験しな
がら，ワークショップのよさや学習への活用につ
いて考えませんか？
（コンピュータ室）

全体会／和歌山県民文化会館小ホール
３年生算数「数と計算」領域の提案授業を行います。
その後，講師先生による対談を行います。
対談テーマ(仮)「数学的な考え方を育てる授業改革」
講師

佐藤

学先生

（東京大学大学院教授）

体育 どうすれば技能を習得しながら仲間とともに

岡本

和夫先生
（東京大学大学院教授）

夢中になって運動を楽しむことができるかを探りま
す。
（オレンジルーム）

３１日(金) 午前の部 9:30〜12:00

午後の部 13:３0〜1６:０0

国語 午前：低・中・高学年の３つの実践報告を行 午後：伝統的な言語文化に親しむ内容で，２年生と

４年生の研究授業と研究協議を行います。
（５年Ｂ／Ｃ組教室）

い，午後の研究授業で使用する教材の指導案
をグループで作ります。 （オレンジルーム）

外国語活動 午前：授業展開例をワークショップ型で体験していただきます。
午後：野口ｼﾞｭﾃﾞｨｰ先生（武庫川女子大学）牧野眞貴先生（関西国際大学）ﾌｨｺﾞｰﾆ啓子先生（武庫川
女子大学）をお招きし，指導アイディア・国際理解のポイントを話し合います。（６年Ａ・Ｂ組教室）

社会

グリーンソフトでお馴染みの(株)玉林園の代
表取締役林和宏氏に講演していただきます。また参
会者と同じ目線で単元づくりを行います。（会議室）

総合

環境・食育に関する栄養士，養護教諭と連携
した実践発表，２学期から使える教材開発・ものづ
くりのワークショップを行います。 （中学校会議室）

生活 昨年度に引き続き和みカリキュラムの実践発表を
行います。市生活科教育研究会からの発表も行います。
（中学校会議室／礼法室）

音楽 本校の実践報告をもとに，佐野靖先生（東京藝術
大学大学院教授）に講演していただきます。（第１音楽室）
理科

夏季教科領域別研修会２００９
〜ご案内〜
参加費 ： １，０00 円 （資料代を含む）
当日受付も行いますが，
準備の都合上，事前の申込みをお願いします。
◇再入場の際には領収書をご提示下さい。

研究協力校と本校の実践報告をもとに，矢野英明
先生（帝京大学教職大学院客員准教授）にご講演「これ
からの理科教育の方向と課題〜子どもが納得し，実感す
る理科授業の創造〜」をしていただきます。
（オレンジルーム）
参加申し込みは，FAX または本校 HP(→8 頁)でお願いします。
当日は本校運動場を駐車場といたします。
正門左の通用門よりお入りください。
30 日午後の県民文化会館は本校より徒歩約 3 分です。

教師と子どもの学びの質の高まりをめざして
〜授業研究の方法をさぐる！〜

研究主任
中井 章博

本誌Ｎｏ．４５で提案しましたように，今年度の研究テーマは，
「学びの質の高まりをめざして〜課題に向かう対話を深める〜」です。本テーマのもと，
本校では１学期中に１人１回以上（自主的校内研も行われる）の校内授業研を行ってい
ます。本年度は，子どもの学びの質の高まりのため，また，教師の授業力の向上のため，授業研究につ
いても研究を進めています。

【授業前】
まず，指導案には“本時の目標”とは別に，「○○することによって☆☆をめざす。」というよう
な“本時の主張点”を明記し，その主張点が達成できたかどうかについて検証するようにしています。
参観者は事前にこの主張点を確認し，授業を観る視点を定めます。

【授業中】
授業参観者は，みとりと支援は適切に行われているか，また抽出児を通し
て学びの質は高まっているのかなど，色々な角度から授業を観ます。必ず先
ほどの“本時の主張点”も意識して授業を観るようにします。

【アンケート用紙記入】
事後研開始前，参観者は授業の感想を細かに記述します。事後研で考えが
まとめられる前に行うことにより，多様な意見を集めることができます。授
業者はこのアンケートも次の実践に活かすことができます。

【事後研（研究協議）】
事後研では，「本時の主張点は達成されていたか。」「学びの質の高まりは見られたか。」「課題
に向かう対話は行われたか。」などについて検証を行います。校内研は，全員にとって学びのあるも
のでなければならないことはもちろんですが，まず授業者の希望を優先し，授業者の学びを最優先に
考えました。また，今後の授業研がどうあるべきかを探る意味でも，今年度は次の３つの形式から授
業者が選択し，事後研を行うことにしました。

「Ａ．協議会形式」

「Ｂ．ワークショップ形式」

「Ｃ．パネルディスカッション形式」

協議会形式では，まず全体
協議Ⅰで本時の主張点に関わ
って，子どもが自己の課題を
もつことができていたか，学
習課題が自己の課題になって
いたかを中心に話し合いま
す。全体協議Ⅱでは，本時に
おける「学びの質の高まり」
につながる対話について協議
し，本時が学びの質を高める
授業であったのかを話し合い
ます。

この形式では，まず小グル
ープで本時の主張点を中心に
議論します。議論の焦点化を
促すためにグループには画用
紙を配布し，話し合いの足跡
が見られるように，授業者の
今後の実践に活かせるように
します。次に，そこから出さ
れた課題について全体協議を
行うのですが，なぜよかった
のかを「さぐる」，どうした
らもっとよくなるのか代案を
「つくる」ことを中心に行い
ます。

この形式では，コーディネ
ーターの進行で授業者にパネ
ラーが質問したり，パネラー
同士討論したりしながら協議
を行います。事前に登壇者が
協議の流れについて相談して
から進めるので，一定水準以
上のまとまった協議が展開さ
れることになり，授業者にも
参観者にも実りが多いものに
なります。また，パネラーの
講師先生から率直なご意見を
たくさんお聞きすることがで
きます。

【授業者の振り返り】
事後研の後，アンケートや助言をもとに，授業者は振り返りを行います。改めて授業の反省を行い，
成果と課題を整理することにより，今後の方向性を見出し，実践研究を進めます。
本校では，このように授業研究を積み重ねることにより，学びの質の高まりをめざしています。

音楽づくりに記譜を取り入れて

音楽科
５年Ｃ組担任
田辺 麻衣子

子どもたちが身に付けた感覚や技能を，音符の理解や楽譜の決まりと結びつけることで，音楽の「基
礎・基本」が正確に定着していくのではないかと考えました。そこで，音楽づくりの題材の中に記譜の
学習を自然に組み込んで，子どもたちの楽譜に対する理解を深めていこうとしました。

■「ようすをおもいうかべよう」（１年生）の実践から
この題材では，『はる なつ あき ふゆ』（三浦真理作詞／作曲）を中心に取り組みました。それ
ぞれの季節にあった歌い方を工夫した後で，今まで学習してきた打楽器を使ってさらに様子を浮かべら
れる活動を加えました。もっとそれぞれの季節らしくなるように，
①打楽器を選んで
②リズムフレーズを作って
③演奏の仕方を工夫して
記譜の学習を取り入れたペア学習を行いました。
ここでは，演奏で使う打楽器をカスタネット・タンブリン・
すず・トライアングル・大だいことしました。また，四分音符
・二連八分音符・四分休符と二分音符を使ってリズムフレーズ作
りを行いました。子どもたちは，作ったリズムフレーズを書く
ことで，使っている音符の長さに気を付け，合っているかどう
か確かめることができていました。
春のリズムフレーズ作り

秋のリズムフレーズ作り

子どもたちが作ったリズムフレーズを見ると，春のリズムフレー
ズ作りでは，二分音符を使ってトライアングルやすずで演奏するペ
アが多く，秋になると二連八分音符を使って細かいリズムフレーズ
を作り，カスタネットやタンブリンで演奏するペアが多くいまし
た。これは，歌詞にあるそれぞれの季節の様子を思い浮かべ，リズ
ムフレーズ作りを行った結果であると考えています。また，打楽器
の奏法も工夫しながら発表をすることができました。例えば，春の
様子を表現するために，タンブリンを打つのではなく「しゃらしゃ
ら」と鳴らしたり，トライアングルの打つ位置を変えて
いたりするなどです。他の子どもたちは，発表するペア
１年生にとっての音符は・・・
大人が思っているよりもすんなり受け入
のリズムフレーズを見ながら，ペアの工夫を見つけたり，
れられるもののようです。たとえば・・
正しく演奏できているかを確認したり，自分たちの作っ
①まるかいて
たリズムフレーズとの違いを感じたりすることができま
②中ぬって
した。
③ぼうを書いたらできあがり
この題材の最後に，『はる なつ あき ふゆ』を子
のように「絵かき歌」にすると楽しく
どもたちで考えた歌い方の工夫と打楽器での演奏を合わ
取り組むことができますよ。
せておうちの方に聴いてもらいました。

「 ６ Ｂ リ レ ー 」
〜北京オリンピック銅メダルの
バトンパスに迫ろう〜

体育科
６年Ｂ組担任
北端 一喜

チームで協力して，目標タイムをクリアするための作戦を考えたり，「ＧＯマーク」（トップスピードに近い
状態でのバトンパスができるための次走者の走り出す位置）を探ったり，バトンパスの技術を高めたりしながら，
意欲的に挑戦できるよう単元構成を考えた。また，クラス内の競争だけではなく，北京オリンピック男子４００
Ｍリレーで銅メダルを獲得した日本チームの記録を知り，それを目標記録とすることで，達成意欲をより強くも
たせることができるようにと考え，７時間の「６Ｂリレー」の授業を組んでみた。
ここでは，単元計画と，
「６Ｂリレー」への出合わせ方として事前のオリエンテーションの様子を紹介したい。

＜単元計画について＞
☆自分たちで楽しめるためのルールを決
めたり，チーム内で作戦や練習方法を考
えたりしながら，クラス内での競争やタ
イムの伸びを競い合う。
（第１時）オリエンテーション
（第２時）目標タイムを決める手立て
第 ①７５Ｍ走の個人タイムとその合計
②試しのリレーと作戦・練習
③目標タイム設定
１ ④リレーと振り返り
（第３・４時）チームごとの課題解決
①前時の振り返り
次 ②本時の作戦・練習
③練習
④目標タイム設定
⑤リレーと振り返り
※今まで経験してきたことをもとにして，
楽しむためのルールづくりへ目を向け
させたり，勝つため速くなるための作
戦を考えさせたりすることで，子ども
たちのリレーに向かう姿がより意欲的
になった。
（第１次においての留意点）
※どんな作戦を立て，練習するかをみと
り，チームごとに適切な支援を行う。

※作戦・練習方法を考える。

☆バトンパスの技術向上のために，オリ
ンピック銅メダルの記録を知り，それを
目標とすることでより意欲的にバトンパ
スの技術習得に迫る。
（第５時）日本チームの記録を知り
そのバトンパスに迫る。
①インターネットでオリンピック中
継の録画を見る。
②銅メダルの記録を知る。
第

＜参考資料＞
①塚原選手（１０秒１５）
②末続選手（１０秒０３）

合計タイム
（４０秒５２）

↓

③高平選手（１０秒２３） リレータイム
④朝原選手（１０秒０２）
※リレーを行う。

（３８秒５２）

※３回のバトンパスで２秒縮めている。
１回のバトンパスで約０.７秒短縮
※チームの目標タイムは，チームの合計

２

タイムからバトンパスの回数に０.７秒
引いたタイムがベスト！

③「ＧＯマーク」を見つける練習
④ 目標タイム設定
⑤リレーと振り返り
※目標タイムと比べながら，
実際のタイムを書き込む。
（第６時）よりスムーズなバトンパ
スのために
＜オリエンテーション＞
次 ①「ＧＯマーク」の意義を確認
●子どもたちのリレーに対する意識調査する。
②「ＧＯマーク」を見つける練習
③目標タイム設定
（好き・まあまあ好き…２４人 ／ あまり・好きではない…１２人）
●「６Ｂリレー」の学習目標を決める。
④リレーと振り返り
●ルールづくり
・走る距離（一人７５Ｍ） ・チームの人数
（第７時）「６Ｂリレー」大会実施
①「ＧＯマーク」最終確認
・準備物 ・準備運動 など
※子どもたちは ，「単に競争するだけでなく，目標タイムを少しで
②「６Ｂリレー」大会
も上回るようになりたい。」
「嫌いな人も楽しめるリレーにしたい。」
③単元の振り返り
という思いから，みんなで楽しめるルールづくりを行えた。
※オリンピック中継を見ることで，いか
にバトンパスが重要かを知り，上手く
練習に取り入れられた。
＜
成
果
＞
○チームごとの練習ではバトンパスだけでなく，苦手な子への走り （第２次においての留意点）
方の教え合いや優しい声かけがたくさん見られた。
※リレーをしないチームは，「ＧＯマー
○バトンパスの練習では ，「ハイ」という走り出すタイミングの声
ク」からの走り出しができているかを
かけやバトンの持ち方・渡し方まで確認し合う姿が見られた。
チェックし，教え合う。
○「ＧＯマーク」の意義を知り，日本記録のバトンパスに迫る練習
に意欲的に取り組めた。（チームの合計タイムより４秒近く縮められるチームも出た。）

これからの食料生産を考えてみよう！
〜日本の食料自給率を中心として〜

社 会 科
３年Ａ組担任
片桐 宏

《昨年度の５年の実践より》
日本の水産業や農業の学習では，それぞれの食料生産が日本国民の食生活を支えていることに触れな
がら進めてきた。また“養殖マグロの餌付け体験”や“田植え体験”の活動を通して，現在の水産業や
農業の実態を知ると同時に，それらの生産に従事している人々に触れる中で，食料生産に対する人々の
工夫や努力について理解を深めた。学習を進める中で，子どもたちは日本の食料生産には多くの問題点
があることを知った。その中でも大きな問題は，日本が先進国の中で一番多く食料を外国から輸入して
いる点である。そこで，これからの日本の食料生産の発展を深く考えさせるために食糧自給率を中心に
した小単元を設定した。日本の食料自給率を調べ考えることで，これからの食料生産や食生活などにさ
らに関心を深めてほしいと考えたのである。
日本の水産業学習《マグロ漁業を中心にして》
・南紀旅行での養殖マグロ餌付け体験学習

日本の農業学習《米作を中心にして》
・田植え体験学習

日本の食料生産学習《食料自給率を中心にして》

◎小単元計画（８時間）
第１次（１時間）
日本の食料自給率を調べてみよう。
・日本の食料自給率は先進国では最低

・アメリカ(１２８％)・ドイツ（８４％）
・フランス(１２２％）・イギリス(７０％)
・スイス（４９％） ・日本（４０％）
《２００７年度農林水産省資料》

第２次（１時間）
食品の自給率を調べてみよう。
・食品の多くは外国から輸入
・米（９４％）・小麦（１４％）
・大豆（５％）・魚（６２％）
・野菜（８１％）・果物（４１％）
《２００７年度農林水産省資料》

第３次（３時間）
なぜ日本の食料自給率が
低くなったのだろう？
◎日本の農業の現状や食料品
の輸入の増加について個人
やグループで調べる。

◎本時の展開（第３次 3／3 時間）
日本が食料を輸入することについて，あなたは賛成ですか？

反対ですか？

○食料の輸入について，賛成・反対の立場から自分の考えをもち，調べたこと
をもとにし，その理由や根拠を明確にしながら話し合った。

反対理由

賛成理由
☆輸入品の方が安い。食料費が安
くつく。
☆世界中のおいしくていろいろな
ものが食べられる。
☆１年中，作物が買える。
☆冷凍食品はとても便利。
☆これからも田畑がなくなる。
☆日本には後継者がいない。
☆輸入を禁止すると外国から
非難される。日本製品を買って
くれなくなる。
☆輸入を禁止すると，食品の原料
となる小麦や大豆がなくなる。

日本の食料自給率 40％
・食生活の変化
・食生活の豊かさ
・安い輸入品
・食料輸入の自由化
・世界のグローバル化

◇新鮮な野菜など食べたい。
◇農薬を使っているかもしれない。
◇ポスト・ハーベスト問題。
◇外国の肉や米はおいしくない。
◇世界の人口が増え，資源が少なく
なる。
◇安い食料品が入ってくると
日本の水産業や農業に影響が出
て，働く人が困る。
◇外国の農産物が不作になれば，食
料が日本に来ない。
◇戦争や紛争がおこれば食料不足
になる。

第４次（3 時間）
これからの食料生産の将来について調べ考え，
日本の食料生産の将来についてまとめよう。
◎食料自給率を上げる方法とは？
・地産地消
・食の安全性
・耕地の大切さ
・米を使った製品の開発
・食品廃棄物を飼料にする
・２０１５年までに自給率４５％の目標（日本）
◎世界の食料不足問題，温暖化問題まで幅広く調べ，
自作パンフレットにまとめる。

◎本時の課題は，結論が出るもので
はないが，時間をかけて自分なりに
調べ考えた内容を自分の思いをこめ
て発表し，みんなで話し合うことが
できた。本小単元の学習を通して，
日本の食料生産の問題点をより深く
理解し，安全な食料確保のための食
料生産や国際協調のあり方を考える
ことができた。また「食料自給率」
や「食の安全性」を調べ考える学習
をきっかけに新聞やニュースに対し
ての興味・関心が高まるとともに，
『食料を大切にする』気持ちが生活
の中に生かされるようになった。

どんな計算になるのかな
〜小学３年生「わり算」より〜

算数科
３年Ｂ組担任
宇田 智津

わり算は，３年生で初めて学習する単元である。子どもたちにとって難しく感じるところでもあるが，
新しい計算を知ることができるので楽しみにしているところでもある。単元の中で，わり算の等分除，
包含除の意味や計算の仕方だけでなく，問題のイメージを子どもたちにもたせたいと考えた。そこで，
題材のよく似た問題を提示することで子ども達自らがどんな計算になるのかを（どの四則計算を使うの
か）考える授業に取り組んだ。

〜同じところ，違うところを探して〜

①! クッキーを４人で同じ数ずつ分けると，１人分は
１２個でした。クッキーは何個あったのでしょう。
②クッキーを１日に４個ずつ食べます。はじめ１２個
ありました。クッキーは何日でなくなるでしょう。
③クッキーを４個もらいました。はじめに１２個持っ
ていました。今，クッキーは何個になったでしょう。
④クッキーを同じ数ずつ４人で分けました。はじめに
クッキーは１２個ありました。１人分は何個でしょ
う。
⑤クッキーを今日４個食べました。はじめにクッキー
は１２個ありました。クッキーはあと何個でしょう

数値は同じだが，文章が異なる５つの問題を提示した。
提示をした後，子どもたちに比較をさせると「全部の問題
に１２と４が出てくる。」「クッキーも出てくるよ。」と
同じところを見つけていた。
問題を比較したあと，子どもたちは２人１組になってそ
れぞれの問題が何算で解くことができるのか，その理由も
考えていった。２人１組で課題を進めていくことで子ども
たちは自分の考えを伝え合いながら友達の考えを聞き，解決していた。特に問題の中に出てくる言葉に
注目してどの演算を使えばいいのかの理由を考え，分かったことを黒板に提示した。

〜既習内容とのずれ
①! クッキーを４人で同じ数ずつ分けると，１人分は１２個でした。クッキーは何個あったのでしょう。

ペア学習の様子

子どもたちの意見が分かれたのは上記の問題である。使う演算は「かけ算」
「わり算」と「わからない」に意見が分かれた。なぜ，そのように考えたの
か聞くとわり算だと考えたのは「同じ数ずつ分けると問題に書かれているか
らだ」という理由が大半であった。「同じ数ずつ分ける」というわり算の文
章問題によく出てくる言葉だけで演算方法を決定するとわり算と捉えてし
まったのである。既習内容で「ずれ」が生じている。この問題がかけ算であ
ると考えている子どもたちは「それなら答えがおかしくなる」「１人分はあ
るけど，３人分はなくなる」などの意見を出したが，言葉だけの説明となっ
てしまい，なかなか互いの考えを伝えあうことが難しくなっていった。

〜「はじめに」を考えることで〜
①の問題を絵や図に書き表しても意見は分かれたままで
あった。そこで，問題を比較させ，他の問題全てには出てく
るが上記には出てこない言葉を見つけさせた。「あ，わかっ
た。」という子どもの声。「はじめに」という言葉がないこ
とに気付いたのである。最初，「同じ数ずつ」の言葉にこだ
わってわり算と考えていた子どもたちも，１２個ははじめの
数ではないことに気づき，考えた絵が違うことを理解した。
「①の問題にははじめにという言葉はないけど，本当は『ク
ッキーははじめ，何個あったのでしょう。』という問題なんだ！」「聞かれている文に『はじめに』っ
て（言葉が）かくれているんだね。」と気づく子も出てきた。
文章と絵や図と比較しながらどの演算で解けるのか考えていったが，意見がまとめらないとき，キー
ワードとなる「はじめに」の言葉に注目することでかくれている数を見つけることができるのである。
その後，子どもたちは文章問題を解くときに，「はじめにはどこかな」と考えることができ，容易に
絵や図に書き表すことができるようになった。

総 合
６年Ｃ組担任
山中 昭岳

子どもたちとともに課題を生み出す手だて
〜思考の発散と収束を２回くり返す〜

子どもたちから生まれ，そして子どもたちとともに課題を生み出していく学びを進めてみませんか。
総合においても課題は最も重要です。しかも子どもたち自ら設定できることが必須です。そこで，本
稿では，私が子どもたちとともに行っている課題づくりの過程を以下のように図でまとめてみました。
本年度，６年Ｃ組で取り組んでいる「まがたま池再生プロジェクト」を具体例として紹介します。
分類・整理

第１の

発

収

散

①まがたま池の問
題点を出し合う

束

②問題点を分類し
て明確にする

評価・整理

第２の

第２の

発

収

散

③問題に対する解
決策を出し合う

課題の設定

第１の

ブレーン
ストーミ
ング

問題の明確化

対象に対する気付き

ブレーン
ストーミ
ング

束

④解決策を評価し
ながら決定する

問題意識を高める

課題意識へと変容する

「なぜ？」「どうして？」

「解決したい」「こうするぞ」

【ベースとなる活動】

まがたま池にて
どっぷり体験し，
生まれてくる様
々な気付きを記
録しておく

体験活動
【ステップ④】

【ステップ①】

ブレーンストーミング

付箋１枚に１つずつ，思
いつくまま問題点を書
き，模造紙に貼り付けみ
んなで共有する。

【ステップ③】

【ステップ②】

各自の課題へ

問題が課題，すなわち解決策をみつけだしたとき，
課題をみつけるだけでなく，
出し合った解決策が仮説を検証
できるのか，また自分たちが実
現可能かどうか評価しながら各
自の課題として設定する。

グループ活動
整理された問題点（②のときに
生まれた「はてな？」を含む）
ごとに小グループとなり，仮説
を設定し，解決策を出し合う。

分類・整理
みんなで出し合った問題点を似
たものでまとめて整理する。何
に対してみんなの問題意識が強
いのかが全体で共有される。

総

４B☆わくわくフルーツランド
〜果樹王国・和歌山のステキ発見！〜

合

４年Ｂ組担任 藤原ゆうこ
栄養教諭

神山

求実

本年度の総合的な学習の時間（CHANGE）は《探究する学びを創る
〜“ほんまもん体験”を通してChangeする子ども〜》をテーマにし
て取り組んでいる。
４年生の社会科で学習する「郷土の学習（和歌山県 ）」と関連させ
ながら，今年度は果樹王国和歌山の魅力をさぐり，そのよさをアピ
ールする『４B☆わくわくフルーツランド』をスタートさせた。
中学年の子どもたちと「食育」に取り組むとき，６つのポイント
（右下表）こだわりをもって対象を設定することにしている。
下津の“びわ”を附属っ子に PR しよう！

○気候風土など，郷土に根ざした「食」であること
○生産者（製造者）の顔が見えること

「和歌山の果物」から子どもたちがイメージ ○「和」の文化や歴史を感じることができるもの
するものといえば ，「みかん・梅・桃・柿 」。観 ○変身（加工）が楽しめ先人の知恵にふれることができるもの
光客相手に行われている「○○狩り」という言 ○子どもがじんわりと興味をもち，取り組んでいけるもの
葉から「イチゴ・ぶどう」などもあがってきた。 ○学校給食との連携が可能なもの
そこで意外に知られていなかった海南市下津
で栽培されている“びわ”に着目し，生産農家を訪れ，学びをひ
ろげることとした 。“びわ”は古くから日本で食べられている果物
であり，ビタミンが豊富で，栄養価も高い 。“びわの葉”も漢方薬
やお茶として利用されている。下津では長崎から伝わったという
“茂木びわ”が山の斜面を利用して栽培されており，全国でも和
歌山県が第４位という生産量を占めている。本校の６月の給食メ
ニューにも毎年出されている。
子どもたちは，今まで意識したことがなかった６月が旬の果物
“びわ”が和歌山県でたくさん作られていること，生産農家の姿を通して袋がけなどの手間暇がかか
っていること，危険が伴う仕事であることなどを知り興味をもった。また，とれたての“びわ”をい
ただき ，「こんなにおいしいと思わなかった！ 」「今まで苦手だったけど好きになった」とそのおい
しさを改めて実感。“びわ”という果物に対するイメージが《Change》した。
附属小学校の給食で「下津のびわ」が出されることを栄養教諭から聞き，全校児童によさを PR し
ようと取り組んだ。“紀州果樹レンジャー”のキャラクターを作り，劇化して低学年へ PR。また中・
高学年へは，朝の会の時間を利用してポスターを持って PR した。
自分たちの取り組みが，自分たちだけでなく周りの人々，ひいては社会を《Change》させることが
できるかもしれないという見通しもって生き生きと活動する子どもの姿が見られた。果樹王国和歌山
の魅力をさぐりながら，今後，もっと大きな視野を持って発信していきたい。そして「和歌山大好き！」
と感じられる子どもの心情を育んでいきたい。

和歌山大学教育学部附属小学校
URL

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

From Editors

トップページでご紹介の夏季教科領域別研修会を７月に開催します。
詳しくは本校ホームページ（URL）をご覧下さい！
編集委員：江田，市川，上野，三上，藤原，梶本

