
1 年－① 

学校名 和歌山市立加太小学校 

タイトル 「磯観察～生き物いっぱい、加太の海～」 

コメント

加太の海には、たくさんの生き物がいる。大潮の日、いつもは海の底になってい
る磯に降りて、全校児童で様々な生き物の観察をした。事前に磯観察で見つけられ
そうな生き物の名前や姿を少し調べていたので、「〇〇を見つけたい！」という意欲
をもって取り組んでいた。名前の分からないものは、前校長先生に教えてもらうこ
とができた。きれいな色のアオウミウシやイトマキヒトデ、「ブヨブヨしてるし、紫
のしるが気持ち悪い」と言っていたアメフラシ、たくさん泳いでいた小さなトビハ
ゼ、トゲトゲしていて掴むのを少しためらっていたムラサキウニ・・・など、たく
さんの生き物を見つけ、観察することができた。 「見つけた生き物は、持って帰
らずに見つけた場所に帰してあげよう。」という話も聞かせてもらったことで、加太
の海には、たくさんの生き物がいるということだけでなく、それらを守っていくこ
とも大切だ、ということを実感できた。 



1 年－②  

  

 

 

  

学校名 和歌山市立加太小学校 

タイトル 「磯観察で見つけたよ」 

コメント 

 磯観察で見つけた生き物を思い出し、写真を提示して名前を確認した。その際に「ウミウ

シめっちゃきれいやったで！」「アメフラシって何であんな紫の汁出すんやろ。気持ち悪か

った。」「初めてカニ触れた！」など、初めての磯観察での体験を思い出しながらいきいき話

をしていた。 

 磯観察では、それぞれが思い思いの場所に行って活動していたため、見たり触ったりでき

いた生き物は個々で違っていた。そこで写真を提示すると、実際に見た子が、見れなかっ

た子にどれくらいの大きさだったか、何色だったか、どのような感触だったかを説明してい

た。 

 はじめは、クラスみんなで分担し、ばらばらの種類の絵を描こうと考えていたが、子供達か

ら「〇〇ぼくも描きたい」「見つけたやつ（生き物）全部描きたい」という声が上がったので、

心に残った生き物を自由に選んで、時間の許す限り何種類も描いていいようにした。 

 



1 年－③  

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル 「魚つかみ～加太で獲れた魚～」 

コメント 

加太では、加太漁協協同組合の方々の協力を得て、毎年１，２年生が「魚つかみ」の体

験をさせていただいている。漁師さん達が獲ってきた魚をプールに放し、子供達はそこに

入って泳ぎ回る魚をつかんで自分のバケツに入れる。漁師さん達がその場で絞めてくれ、

捕まえた魚を持って帰ることができるので、保護者の方々も楽しみにしている行事の１つで

ある。 

 今年は、クロダイやタイ、ハマチ、ガシラ、スズキ、ハゲ、タコなどをプールに放してくださっ

ていた。翌日子供達に聞いてみると、「さしみにしてもらった」「めっちゃおいしかったで」な

ど、嬉しそうに話してくれた。 

 加太で採れた魚に直に触れ、またおいしくいただくことができ、加太の恵まれた海を実感

することができた。 

 



1 年－④  

  

 

  

学校名 和歌山市立加太小学校 

タイトル 「魚つかみで見つけた魚」 

コメント 

 魚つかみで捕まえた魚や、捕まえられなかったけれど見つけた魚の絵を描いた。まず、どん

な魚がいたか思い出したものから発表していき、出てこなくなったら写真を提示して名前を聞

いていった。どの子も自分が捕まえて持ち帰った魚の名前はよく覚えており、「お刺身にした」

や、「煮魚にした」「まだ冷凍しておいてる」など、家での調理方法まで言い合っていた。 

 加太の海では色々な魚がとれるということだけでなく、それらがとても美味しいということも実

感できたようである。 

 



1 年－⑤  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル 「友ヶ島遠足」 

コメント 

春の遠足は、全学年で友ヶ島に行った。加太の汽船に乗せていただき、海を渡って友ヶ

島に到着した。船で海を渡っている間も、漁をしている漁船をたくさん見ることができた。 

 友ヶ島では、野生のシカやリス、カメなどの動物を見ることができた。また、砲台跡を見学

し、実際には使われてはいないが、敵を攻撃するためにこのような施設が作られたことなど

を知ることができた。活動している際も多くの観光客の姿があり、「友ヶ島っていろんなお客

さんが来るんやなあ。」「有名なんやなあ。」と、観光客がたくさん訪れる場所であることに気

付いている子供もいた。 

 

 



1 年－⑥  

  

 

 

  

学校名 和歌山市立加太小学校 

タイトル 「うみ～かだバージョン～」 

コメント 

 音楽の授業で歌詞からイメージした海を思い浮かべながら、「うみ」の歌を学習した。その

後、２グループに分かれ「加太の海」をイメージしながら「うみ」のメロディーにのせて歌詞作り

を行った。どちらのグループからも「加太を言えばタイやろ！」という声が上がり、「加太の海

はきれいやでな」「泳ぎに行ったら楽しいで」などと、話をしながら自分達の「うみ～１A かだ

バージョン～」を作り、歌った。 

 どの子も、加太の海と言えば、おいしい鯛のイメージが強いようで、またみんな加太の海が

大好きだという気持ちが表れていた。 

 



１年－⑦  

  

 
 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「群読～かだのたい～」 

コメント 

 加太っ子祭りや、暗唱大会に向けて、１，２，３年生で群読「かだのたい」に取り

組んだ。第２の校歌として子供達にも馴染みのある「加太の鯛」の歌詞をアレン

ジし、漁師さんの振り付け等を取り入れながら発表した。「ちゃりこって鯛の子供

やろ？」「プリプリ、シコシコってあるけど、ほんまに（鯛って）おいしいでなあ。」

など、言葉の意味を考えたり、言葉からイメージを膨らませたりしていた。また振

り付けのところでは、漁師さんになりきったつもりで、一本釣りの真似をして練習

から熱心に取り組み、発表することができ、暗唱大会では賞をいただくことがで

きた。 

 



2 年－①  

  

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル 魚つかみ～加太の豊かな海洋資源～ 

コメント 

児童の食卓にも加太で獲れた魚が並ぶことも多いとの事だが、大体は既に料

理された形である。食卓に並ぶ目の前の魚が、生きている時にはどのような形をし

ているのか知らない児童も多い。そのため、毎年、加太漁協共同組合の方々のご

協力による「魚つかみ」体験は生きた様々な海洋生物に触れられる貴重な機会で

ある。児童はプールで泳ぎ回る新鮮な魚やタコを悪戦苦闘して掴んでは、自分の

バケツに入れていた。獲れた魚はそれぞれの家で、新鮮なまま食される。 

 子供達は「おいしかった！」などと、満面の笑みで話してくれていたが、加太の

自然の豊かさと生き物の生命を頂いていることの重みを少しでも感じられた機会と

なったと感じる。  



2 年－②  

  

 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  磯観察～どんな生き物に出会えるだろう～ 

コメント 

加太の岩礁には多くの生き物が生息しているが、その多くは普段、児童の目に

は触れにくい。干潮の時間は、海底に生息する生き物に触れることができる絶好

の機会である。 

当日は全校児童が岩礁に降り立ち、各自、事前に図鑑等で調べた生き物を探

そうと意欲的に取り組んでいた。見慣れない生き物の姿に、方々で歓声が上がり、

触るのを恐れる児童も多かった。しかし、そのような児童も時間が経ち、何度か生

き物に触れるにつれ、恐怖感が薄れ、窪地や水たまりをめずらしい生き物がいな

いか、積極的に探し始めていたのが印象的であった。 



2 年－③  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  町探検～海洋の町、加太～ 

コメント 

町探検では、児童にとっては見慣れた町を、海洋に関わる場所として改めて深

く認識させるために加太の町へ繰り出した。 

加太小学校からほど近くにある「おさかな創庫」では新鮮な魚介類がその場で

楽しめる。そこを訪れる前から、数人の児童は熱心にお店の様子を語るなど、既

に施設への知識と愛着を有していたが、実際にお店の方に話を伺い、更に関心と

理解を深めた様子であった。また児童自身が、地元漁師へのインタビューを行う

などして、加太の海洋資源がどのように活用されているのか、児童はより具体的な

イメージを抱くことができたと感じる。 



2 年－④  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  群読 ～加太の鯛～ 

コメント 

友ヶ島水道とその周辺海域は鯛の産卵場であり、鯛は加太の名産物である。そ

のため、低学年クラスでは加太の鯛の魅力を更にアピールしようと鯛をテーマとし

た群読を行った。「ぴちぴち」や「ぷりぷり」などオノマトペを存分に含んだユニーク

で耳に残りやすい詩を児童は元気一杯に声を張り上げ暗唱し、練習を重ねた。 

１２月に行われた暗唱大会では、加太小学校を代表して群読部門に出場。地

道な努力が実を結び、見事、奨励賞を頂くこととなった。大舞台で群読を終えた

児童の誇らしげな表情が非常に印象的であった。 



2 年－⑤  

  

 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  群読 ～加太の鯛～ 

コメント 

上の写真は群読の練習に懸命に取り組んでいる児童の姿である。 

回数を重ねる毎に、声の張り具合、姿勢や表情がぐんぐんと良くなり、短い期

間で大きく成長する児童の姿を見取ることができ、教員にとっても貴重な機会とな

った。 

児童の力強く元気一杯の姿は、新鮮で活きが良い加太の鯛のイメージとぴっ

たりと重なっていると感じた。 



３年－① 
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「春の友が島遠足 ～加太の海を眺めて～」 

コメント 

５月１０日、加太小学校恒例の春の友が島遠足に出かけた。船の上からは、

潮の流れが速くタイがたくさんとれる漁場や、友が島の地層がむき出しになって

いる岸壁を眺めることができた。 

島に到着後まず目についたのが、海岸に打ち寄せられた多くの漂流物であ

った。管理している方々の話によると、海が荒れると流木やごみなどの漂流物が

増えるそうだ。友が島ではそのような漂流物の清掃活動も定期的に行われてい

る。 

海岸をたどって進んでいくと、野生のリスや鹿に出会うことができ、豊かな自

然が数多く残されていた。頂上付近から眺める紀淡海峡の眺めはすばらしく、

ふるさとの自慢の景色として、子供たちの胸に刻まれた。 

 



３年－② 
 

  
  

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「生き物の宝庫！加太の磯観察」 

コメント 

６月１４日、講師先生をお招きし、加太海岸に磯観察に出かけた。加太海岸

は数少ない自然海岸として有名で、多種多様な生き物が生息し、観察会なども

よく開かれている。 

 各学年に分かれて生き物を採集し、講師先生の解説を聞いたり、実際に手で

触れたりしながら活動を楽しんだ。当日はムラサキウニ、アオウミウシ、アメフラ

シ、イトマキヒトデ、ヒザラガイ、イソガニ、クモヒトデ、ナマコ、トコブシ、マダコな

ど、短い時間で多種多様な生き物を観察することができた。自分たちの地域に

このようなすばらしい自然が残されていることを知り、生き物と触れ合う楽しさや

喜びを実感することができた。 

 このような取り組みを通して、自然の尊さを感じ、次の世代へ守り残していこう

とする思いを抱いて欲しいと思う。 

 



３年－③ 
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「川と海とのつながり  ～堤川の観察①～」 

コメント 

 ６月２８日、学校の横を流れる「堤川」の観察に出かけた。ホタルが生息してい

る川で、豊かな自然が残されている。また、満潮時には海水と真水が混ざり合う

汽水域でもある。そのため多種多様な生き物が観察でき、この日もボラの群れ

やクサフグ、アジなどの海の魚が見られ、一方ではコイやフナ、クサガメなど淡

水に住む生き物も観察できた。 

 子供たちの観察記録を見てみると、多種多様な生き物が観察できたことと、一

方でタイヤやペットボトル、自転車などのごみや排水に目を向けている子もい

た。さらにミシシッピアカミミガメやブラックバスなどの外来生物が生息しているこ

とを初めて知り、興味を抱いている子もいた。普段何気なく見ている川も、じっく

りと観察することを通して様々なことが見え始めてきた。 

 



３年－④ 
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  川と海とのつながり ～堤川の観察②～ 

コメント 

 ９月１３日、夏休みが終わり、２回目の堤川観察に出かけた。この日は少し上

流域を目指して観察を始めた。１回目の観察で渡り鳥のカルガモ親子を見つけ

ていて、子供たちも「まだいるかな？」と楽しみにしていたが、今回は見ることが

できなかった。かわりに大きなサギやトンビなどを見ることができた。 

 上流に行くにつれて川幅が狭くなっていくことや、民家が少なくなり水がきれ

いになっていく様子を観察することができた。子供たちは、上流に行けば行くほ

ど木が増えて、自然が豊かになっていることや、ごみも少なくなっていることに気

づきを持っていた。 

 



３年－⑤ 
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「堤川の生き物捕獲作戦①」 ～汽水域に住み生き物の生態を学ぶ～ 

コメント 

堤川の観察を通して様々な生き物が生息することを知り、子供たちの中にも

「捕まえてみたい」という気持ちが高まっていった。 

そこでネイチャーガイドをされている保護者の方にご協力いただき、汽水域の

生き物について説明を受け、ウナギやアナゴ、カニをとるしかけをレクチャーして

いただき、しかけをセットしに行った。 

エサはいわしを使い、４か所しかけをセットした。子供たちは「何が入るか

な？」「いっぱい捕れるかな？」とわくわくしていた。最後にみんなで「入りますよ

うに！」と願いをかけて、しかけをあげる次の日を心待ちにした。 

 

 



３年－⑥ 
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「堤川の生き物捕獲作戦② ～ニホンウナギがとれたよ～」 

コメント 

しかけをした翌日、わくわくしながらしかけをあげに行ったが、一回目は何も

捕まえることができなかった。気を取り直してエサを入れ直し、もう一度みんなで

願いを込めてしかけをセットした。 

次に日に朝からみんなで見に行った所、しかけをあげている子が「ん、なんか

重たい！」と言い、これまでとは手ごたえが違う感じがした。みんなの期待が一

気に高まり、いざしかけを開けてみると中には体調３０㎝ほどのウナギが入って

いた。みんな大喜びで、しばらく教室でウナギを観察した。 

ウナギがいることは知っていたが、実際に自分たちで捕まえ、目の前で見るこ

とができたことに感動していた。また捕まえることはできなかったが、モクズガニも

観察することができた。 

 



３年－⑦ 
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 心を一つに！『加太の鯛』の群読発表！ 」 

コメント 

加太の名物である鯛をテーマにした歌「加太の鯛」を題材に、群読にチ
ャレンジした。「沖に船出す漁師さん」、「一本釣りで釣り上げる」、「ぐい
ぐい糸を引っ張って」の部分は、加太の漁師さんが行う漁をイメージしな
がらみんなで動作を考えた。秋に行った「加太っ子祭り」では保護者や地
域の方に披露し、１２月には「和歌山市暗唱大会」に出場し、奨励賞をい
ただいた。群読発表を通して、みんなで心を一つにして取り組んだ達成感
と、地元の海や名物である鯛に対して愛着心を育むことができた。 

 



３年－⑧ 
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「加太の海と川の生き物調べ」 

コメント 

磯観察や堤川の観察、生き物捕獲作戦を通して、加太の海や川に住む生

き物の豊かさを実感することができた。そこで、これまで見つけた生き物

について、みんなで手分けをしながら図鑑を使って調べてみた。 

海に住む生き物や川に住む生き物、外来生物、陸に住む生き物など、分

類しながらまとめていった。調べていく中で、外来生物は人の手によって

運ばれてきたことや、ホタルはきれいな水やカワニナがいないと生息でき



ないことなど、これまで知らなかったことに気づくことができた。調べた

ことを掲示してみると、あらためてこの地域の自然の豊かさを実感するこ

とができた。 

 



３年－⑨ 
 

  
 ( 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「水質調査実験 ～堤川の水はきれい？きたない？～」 

コメント 

１１月２７日、市の環境政策課の方々の協力のもと、水に関する出張授

業を受けた。この日のテーマは和歌山市の川の現状や、家庭でできる水質

汚染対策などが中心であったが、堤川の水質を調べる実験も特別に行って

もらった。 

この授業行う前に、堤川が多くの生き物が生息している理由についてみ

んなで考えていた。理由の一つに水質があがり、水がきれいかきたないか



で意見が分かれた。見た目には決してきれいな川とは言えないため、子供

たちのほとんどが「きたない」と予想していた。 

実験を行うと、意外にも水質は悪くなく、生き物が生息する上で十分な

値を示していた。見た目とは違う結果に驚いている子が多かった。 

 



4 年－①  

  
 

 

  

学校名 和歌山市立加太小学校  

タイトル  「えび祭り」 

コメント 

地域にある春日神社のお祭り「えび祭り」。最近は、隔年に行われている。 

地域あげての行事であり、たくさんの見物人で賑わう。5 月 20 日のお祭りの日に

向けて、毎日夕方から地域の方々と一緒に稽古を励んだ。笛や太鼓などもある

が、その 1 つである獅子舞は、各町毎にあり、舞い方もその意味も全てちがい地

域の特色が見られる。子供たちは、えび祭りの歴史を学習して祭りに参加して

いる。 

 



4 年－②  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「加太沖に広がる漁場」 

コメント 

友ヶ島から加太の漁場を眺める。漁場は、淡路島東南部と間であり紀淡海峡

と言われて鯛の一本釣りが行われる海域である。潮の流れが速く、魚のえさにな

るプランクトンが豊富にある。 

 



4 年－③  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「潮の流れがぶつかり合う加太沖」 

コメント 

友ヶ島に行く途中にある潮の流れ。潮と潮とがぶつかり合う海域には、鯵や鯖

などの小魚がたくさん集まり、絶好の漁場となっている。最近では、イルカの群

れを見ることもある。 

 友ヶ島があることで、山からの美しい水が流れて海水の栄養になり豊富な漁場

になっていることを学習した。また、狭い海峡のために潮の満ち引きで潮の流れ

が渦潮のように変わることもあり、また潮がぶつかり合うことにより三角波が立つ

ことも多く、漁船を運転するのも苦労が耐えない。 

 



4 年－④  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「友ヶ島から海を眺めて」 

コメント 

友ヶ島から周りの様子を眺める。四国や淡路島、北西には大阪湾が見える。 

壮大な紀淡海峡をパノラマの景色で眺めることができた。海の大きさを感じる時

間となった。また、最近ではスマートフォンなどの携帯電話などのカメラで、紀淡

海峡の絶景や夕日の美しさにシャッターを押す人が増えている。子供たちも、

自分たちの感覚で絶景をカメラに納めていた。 

 



4 年－⑤  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「磯観察」 

コメント 

毎年、淡島神社の下に広がる磯に全校で観察に出かけた。海の専門家であ

る前校長をゲストティーチャーとして迎え、そこで見つけた生き物の名前や特徴

などを教えていただいた。 

タコやサメの子供、ウニ、カニ、アメフラシ、イソギンチャクなど たくさん生息して

いることを体験できた。特に、サメの子供について初めて知る児童もあり感激し

ていた。 

 



4 年－⑥  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「北の浜の海開き」 

コメント 

毎年、高学年(4・5・６年生)が参加している海開き。海開きの神事が終わった

後、子供達は、環境を守るためにゴミ拾いを行う。漂流物や空き缶などがあっ

た。 

 ゴミ拾いの後、みんなで海に入る。加太地域は海に近い地域であるため、「津

波による避難訓練」をその日に実施して、海の安全や災害への備えなど、実感

できる体験となった。 

 



4 年－⑦  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「地域の方から『お囃子』の伝授」 

コメント 

えび祭りの獅子舞を受け、地域の方をゲストティーチャーに迎えて、獅子の

舞い方、しの笛の吹き方、指のふさぎ方など高学年(4・5・６年生)から獅子舞・お

囃子を伝授していただく。 

 



4 年－⑧  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「めでたい電車のセレモニー」 

コメント 

加太の観光の一つでもある「めでたい電車」。それぞれに名前もつけられた。

ブルーの電車が「カイ」、ピンクの電車が「サチ」。この電車の結婚式に子供たち

は招待され、神事や自分たちが描いた絵の展示を見ることができた。加太の町

にたくさんの観光客が来てくれることを願った。 

 



4 年－⑨  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校  

タイトル  「加太の鯛を食す！」 

コメント 

 「なぜ、加太の鯛が有名なのか。」という子供たちの自然な疑問があった。一

本釣りで釣るから、美味しいからという子供達は単に理由を考えた。そこで、加

太の鯛を調理する料理店「いなさ」へ行き尋ねてみた。新鮮な魚の見分け方や

養殖と天然ものの違い、料理の仕方などを実際に鯛を目の前にして説明を聞き

学習した。 

 



5 年－①  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 えび祭り 」 

コメント 

昔から、漁業が盛んだった加太地域で、その年の大漁祈願や漁師の安全祈

願などの目的として行われる伝統的な神事に、笛や太鼓、獅子廻し、薙刀、神

輿担ぎなど、様々な役目で実際に自分たちも参加し、加太の伝統文化や地域

の特色を知った。 

また、この体験学習を通して、地域の方々から加太の伝統文化を学び、地域

の方々との繫がりを色濃くするとともに、地域が一丸となって伝統文化を残して

いる郷土の素晴らしさを実感することができた。 

 

 



5 年－②  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 川上村合宿 」 

コメント 

川上村での合宿を通して、川と共に暮らす人たちの歴史や、災害への備えや

工夫を各施設の見学から学んだ。そして、実際に川に入り、川ならではの遊び

をしたり、川に住む魚を様々な形で食べたりすることで、海が近くにない人たち

の暮らしや文化を体験し、自分たちの生活との違いや魅力を考える事ができた

活動となった。 

 また、川上村に伝わる伝統的な食べ物である「柿の葉寿司」を作る体験をさせ

ていただいた。海が近くにない地域での魚の保存の仕方や、魚の運ばれ方を

知れただけでなく、実際に、作った柿の葉寿司を食すことで、川上村の伝統文

化にも触れることができ、自分たちの地域との違いや良さを感じられた活動とな

った。 

 

 



5 年－③  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 川上村交流 」 

コメント 

川上小学校のお友達と、地元の海で交流を深めた。 

川と共に暮らす川上村のお友達に、海ならではの楽しい遊びや、海遊びの危

険などを、加太の海をよく知る自分たちが、交流する中で親切に教えてあげるこ

とができた。 

また、加太観光協会さんのご協力もあり、マリンスポーツ体験や、砂浜での流し

そうめん体験・スイカを食べるなど、「夏」と「海」がおりなす楽しい活動を、川上

村のお友達と共に、海遊び楽しさや素晴らしさを感じることができた。 

 

 



5 年－④  
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 釣り学習 ～地域の海の豊かさを知ろう！～ 」 

コメント 

地域の海へ行き、加太の海の豊かさや海が近くにある地域の良さを、釣り漁を

通して実感した。この時期は、鰯・鯵・鯖が群れで回遊しており、この日も仕掛け

を落とすとすぐに、針全部に魚が掛かるほどで、加太の海と共に育ってきた子

供たちも驚くほど大漁だった。また、海の食物連鎖も目の前で見ることができ

た。 

 

 



5 年－⑤  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 海開き 」 

コメント 

加太地域の海水浴場である「北の浜」の海開き。和歌山市で一番初めに海

開きが行われた。 

学校から徒歩で浜に行き、海開きにあたってのご祈祷に参加した後、砂浜に打

ち上げられたゴミの清掃活動を、地域の方々や加太観光協会さんたちと一緒に

し、最後に自由に海水浴を楽しんだ。 

和歌山市で 1 番に海水浴を楽しめるという加太地域の良さや、みんなでゴミの

清掃活動を行うことで、地域の方々との交流を深められたと同時に、自分たちの

暮らしの中にある加太の綺麗な海や砂浜を守っていくという意識を再確認する

ことができた。 

 

 



5 年－⑥  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 磯観察 」 

コメント 

全学年で歩いて加太地域の磯場まで行き、磯に住む生き物を観察した。 

貝や魚、海藻など、海にいる様々な種類の生き物を見つけることができ、海で

暮らす生き物の多種・多様性や海の壮大さを知ることができた。 

また、磯を実際に自分たちの足で歩きながら生き物を探すことで、磯に潜む

危険性や、注意しておかないといけないことも、身をもって感じることができ、生

き物を探す楽しさと同時に、海や磯の怖さも感じられた。 

 

 



5 年－⑦  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 加太っ子祭り 」 

コメント 

 学校行事である「加太っ子祭り」。毎年、4・5・6 年生は、加太っ子祭りでは「獅

子舞」を披露すると決まっており、笛・太鼓・獅子の３つの役に分かれ、それぞれ

の役に地域の先生方がついて下さりご指導を受ける。 

 加太地域に残る伝統文化を丁寧に教えて頂くことで、加太地域の方々が残し

てきた伝統文化への想いや、伝統文化の素晴らしさに気づくことができた。 

 

 

 



5 年－⑧  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 北の浜の清掃とゴミの種類の観察 」 

コメント 

オフシーズンの海水浴場の砂浜を清掃しながら、砂浜に打ち上げられたゴミ

の種類を観察したり、どこから流れ着いたものなのかを調べたり予想した。 

海開きに見た砂浜や、海水浴シーズンの真っただ中に見ていたとても綺麗だっ

た砂浜が、オフシーズンには、様々な種類のゴミが大量に、広範囲に、打ち上

げられている様子を見て、ショックを受けていた。 

今回の清掃と観察を通して、自分たちの砂浜を守る意識や加太の漁師さん

たちや海に携わる地域の方々はゴミで悩まされていないのかなど、地域の漁師

さんを中心に、海に携わる仕事に強く関心を寄せることができた活動となった。 

 

 



5 年－⑨  
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 釣り学習 」 

コメント 

社会科の水産業の学習として、加太の海で波止釣りをした。釣り漁をするに

あたって、仕掛けを１から付けるところから始めた。釣りの経験があり慣れている

子と、慣れていない子とをペアにして活動した。 

仕掛けの付け方や魚の外し方、釣り漁をするにあたっての注意事項を説明し

活動に移った。自分たちで仕掛け付けや針外しに挑戦し、苦戦しながらも、お

互いに教え合い、協力し合いながら実践した。 

また、 

 

 



5 年－⑩  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 漁師さんにインタビューをしよう 」 

コメント 

加太地域で実際に漁師さんとして活躍されている加太漁業協同組合の方々

を、ネイチャーガイドとして学校に来ていただき、加太地域の漁業についてのイ

ンタビューをさせていただいた。 

加太に残る伝統的な漁の仕方や、様々な漁の種類、一本釣りと加太の鯛の

関係性など、子供たちの知らなかった加太の漁業の事を、インタビューを通して

丁寧に教えて頂いた。 

また、インタビューをする中で、漁師さんたちの漁に対する想いや、漁業の未

来への想いを聞くことができ、加太漁業の実態も知ることができた。そこから、

「衰退する加太漁業を盛り上げる方法がないのか」という 1 つの課題を見つける

ことができた。 

 

 



5 年－⑪  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「 壁に海の生き物を描こう 」（予定） 

コメント 

加太地域にあるおさかな倉庫の横に新しくできた建物の壁に、様々な種類の

魚の絵を描かせて頂く。 

磯観察や海開き、友が島遠足などで実際に観察した海に住む生き物や、漁師

さんへのインタビューで教えて頂いた加太地域でとれる魚を、知らなかった生き物

は図鑑やインターネットで調べるなどして、加太の海に住む生き物をたくさん絵で

表現する。 

 みんなが描いたものが、これから先、何年も残っていく喜びや、完成した絵を描

いた壁を見ることで、多種・多様な生き物が住む加太の海の豊かさを感じられる活

動となると予想している。 

 



6 年－①  

  

 

 

  

学校名  加太小学校 

タイトル 獅子舞練習開始 

コメント 

地域の先生方に毎週火曜日に来校してもらい、４年生から６年生までの

児童にお囃子の動きや笛の指導を受ける。獅子舞を回すのは主に６年生が

担当し、地域の先生方に動き方の指導や姿勢について指導を受けている。

今年から獅子頭が変わり例年とは違う回し方にも挑戦した。 

４年生と５年生の児童は主に笛と太鼓を担当し、こちらも地域の先生方

に笛の鳴らし方や太鼓のリズムについて指導を受けている。 

11 月の全日音楽研究会、12 月の市の音楽会に向けて加太地区の伝統文

化をより多くの人に伝えようと練習に取り組んだ。 

 



6 年－② 
 

  
 

 

  

学校名 和歌山市立加太小学校 

タイトル 海開き 

コメント 

地元加太の海である北の浜で和歌山市内において 1 番早くに海開きが開催

されている。本校からは4年生から6年生までの児童が参加し、海開きを開催す

る前にご祈祷に参加した後、海に落ちているごみの清掃活動にも取り組んだ。 

清掃活動をした後に北の浜の海で自由に遊泳を楽しんだ。和歌山市で 1 番

早く開催された加太の海で泳ぐことができることや清掃活動をし、来てもらった

人が気持ちよく遊泳を楽しめるように清掃活動も取り組むことができた。 

 



6 年－③   

 
 

 

 
 

学校名 和歌山市立加太小学校 

タイトル 「えび祭り」 

コメント 

加太地域では、漁師町ということもあり、大漁祈願や漁師の安全祈願な

どを込めてえび祭りや鯛祭りなどの行事が開催されている。その際に、加

太の伝統文化である獅子舞、太鼓や笛、薙刀、神輿など加太特有の伝統文

化がある事を知った。 

その中でも、児童は各地域事に分かれて加太の文化に触れ、加太の伝統

行事に触れる活動を行ってきた。この活動を通して地元加太の文化に触れ

られる活動を行った。 

 



6 年－④  

  

 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  加太っ子祭り 

コメント 

11 月の加太小学校が開催している加太っ子祭りでの獅子舞の発表。今ま

で指導してもらった地域の先生方はもちろん、地域の方にも見に来てもら

い、これまでの成果を出すために発表している。加太地域に残る伝統文化

を演技することで自身の地域愛着心を司ることもできた。 

また、この後にある「市の音楽会」に向けて今回の加太っ子祭りの演技

からも課題を見つけより精度の高い演技になれるようにしている。 

 



6 年－⑤  

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  市の音楽会 

コメント 

4年生から6年生までの児童33名による和歌山市民会館でお囃子を披露

した。6月から練習した事や加太っ子祭りの反省も受け、より演技が高ま

るように地域の先生方の指導の下に練習してきた。加太の地域特有の文化

である獅子舞を他の地域の小学生にも見てもらい、地元加太にしかない獅

子舞を披露した。 

 



6 年－⑥  

   

  

学校名  加太小学校 

タイトル  「青少年国際交流センター セレモニー」 

コメント 

12 月 16 日に行われた青少年国際交流センターで行われたセレモニーに

地元加太地域の小学生として 4年生から 6年生までが参加した。和歌山市

教育委員会の方々や地域の方の前で加太地域の伝統文化である獅子舞を

発表した。 

これまでの 3基の獅子とは違い、今回初めての 2基での獅子舞を披露す

ることになったが大きな動作を交えることでより迫力あふれる演技とも

なった。 

 



6 年－⑦  
 

  
 

 

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「獅子舞の動きについての聞き取り」 

コメント 

加太地区伝統文化である獅子舞の動きについての意味の聞き取りを行

った。獅子舞の様々な演技についてどのような意味合いがあるのかを地域

の方に聞き、1つ 1つの演技に深い意味がある事を知ることができた。こ

れからの発表に向けて意味合いを知ったことで演技にも幅ができること

だと考えられる。 

 



専科－① 
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「顕微鏡の使い方～砂浜で宝探し～」 

コメント 

夏は海水浴客で賑わう北の浜。子供たちも海開きに毎年参加しているため、

砂浜の砂は裸足で歩いても痛みを感じることがないほど、粒が細かくサラサラと

していることはすでに知っていた。この砂は、何でできているのかを尋ねると、

「石やガラスが細かくなったもの」、「貝の破片」という声が多かった。実際に観察

をしてみると、小さな一粒が様々な形をした巻貝そのものの姿であったり、ウニ

のとげや海綿なども含まれていることを発見することができた。子供たちは、まる

で宝探しのように顕微鏡を見ながら観察に取り組んでいた。 

今回の活動を通して、ウニのとげ一つをとっても種類が複数あり、加太の生物

の多様性や海の豊かさを確認することができた。 

 



専科－② 
 

   

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「言葉でリズムアンサンブル～私たちの加太～」 

コメント 

加太の海に生息する生き物の名前を用いて、言葉のリズムアンサンブルづく

りを行った。言葉を選択する際に、毎年行ってきた磯観察での経験からか、豊

富な生き物の名前が子供たちから挙げられた。 

各グループに分かれて、アンサンブルづくりに取り組んだ際には、生き物の

名前の響きを楽しみながら活動ができていた。加太の名物である鯛を用いたグ

ループでは、アンサンブルの最後を「鯛・鯛・鯛・鯛・加太の鯛！」というフレーズ

で締めくくっていた。 

 この活動を通じて、普段言葉に出さずとも、子供たちは心の中で「加太」に親

しみをもっていると感じたと同時に、より親しみの気持ちをもてたのではないかと

考える。 

 



専科－③ 
 

  
  

  

学校名  和歌山市立加太小学校 

タイトル  「寒天とゼリー～寒天の魅力って⁉～」 

コメント 

加太の特産品でもある「テングサ」。子供たちも、磯観察ではもちろん、テング

サの季節がくると、堤防や家庭の庭先でテングサを干している様子を目にして

いるため、馴染みの深いものでる。しかし、寒天とゼリーのどちらが好きかを尋ね

ると、圧倒的にゼリーと答える子供が多く、寒天の評価が低かった。 

そこで、最初に調べ学習を行い、寒天とゼリーの違いを知識として収集した。

その後、実際に両方の調理を行い、試食する活動をすることで、寒天は調理手

順の時間はかかるが、固まるまでの時間は短いことや、食感の違い、磯の香りが

することなどを体験した。 

今回の活動を通して、ゼリー派と言っていた子供たちから、「ゼリーの方がや

わらかいと思っていたけど、寒天プルンプルン！」、「寒天、最高！」という声が

得られた。今後も、「加太」に誇りをもち、自慢できるような活動を取り入れていき

たい。 


