
成果報告１：海洋教育のデザイン 

１．学校名  和歌山市立有功東小学校 

２．「紀の川ともだち」 

３．実践の概要・ねらい 

 本校は、和歌山県和歌山市の北部に位置し、地域には和泉山脈より流れ出た「千手川」が

和歌山県を横断する「紀の川」へとつながっている。紀の川は奈良県の大台ケ原を源流とし、

吉野川・紀の川と続き、流域に住む人々に様々な恵みを与えている。例えば上流域では林業、

中流域では農業、下流域では漁業といったそれぞれの場所の第一次産業を支えているのも

紀の川の水である。そこで、本校では紀の川を大きな枠での学習材と捉え、紀の川によって

つながる上流域や中流域、下流域の村や町を舞台に探究的な学習を展開した。 
 本校は長年、生活科・総合的な学習の時間の研究を進めており、その大きな特色として学

級総合に取り組んでいることが挙げられる。１学年２学級ある中、それぞれの学級で子ども

達の興味・関心をもとに学級担任が１年間かけて取り組む学習材を考え、単元を計画してい

る。子ども達が、担任と共に、自分達の学級にしかできない学習を主体的に展開していく一

方、学級によりテーマが異なることが例年の課題としても挙げられている。そこで、今年度

は海洋教育としてテーマを共通した上で、２学級がそれぞれのアプローチで紀の川や紀の

川からつながる海に関わっていくこととした。紀の川を通じて「生物」「環境」「人々の暮ら

し」は互いに関わり、支え合っていることに気付かせ、多面的な視点から地域資源を次世代

につないでいこうとする態度を形成することをねらいとして本実践を展開した。 
 ６年生風組では、地域の川「千手川」を探検することを通して、地域の環境へと関心をも

たせた。そこから紀の川へと学習の舞台を広げて、上流域の奈良県川上村、下流域の和歌山

市和歌浦の環境を探る中で、そこに住む人々と出会い、地域の環境保全への取り組みや地域

活性にかける思いに迫っていった。 
 ６年生光組では、和歌山県の特産品でもある「加太の鯛」を年間通じて飼育し、生物への

関心をもたせた。その鯛の生まれ故郷であり、紀の川の下流域でもある和歌山市加太の町を

探検することを通して、加太が漁師の町として海とともに生活が営まれていることを知っ

た。また、そこに住む人々との交流を通して、地域活性化への取り組みだけでなく、住民同

士の関わりの温かさに気付いていった。 
 以上の異なる取組を、「子ども会議」と銘打った地域カンファレンスによって発表、交流

した。互いの取り組みに刺激を受けた子ども達は、より自分事として紀の川をめぐる環境を

捉え直し、社会参画へとつなげていった。 
４．実践計画 
（１）６年風組の取組 

〇テーマ    川がつなぐ水と暮らしと人の思い 

〇目標    
・川の生物や水質調査、川に関わる生活や仕事をしている人々の生き方を通して、地域



にある千手川や和歌山県を横断する紀の川に対しての愛着を深めることができる。

（地域） 
・今と昔では、川の水環境が変化しており、そこには人々の生活や環境保全についての

努力が関わっている。（環境） 
・川に関わって生活する人々や、学習の過程で出会う人々との関わりを通して、それら

の人々や自分自身の生き方について考えることができる。（キャリア） 

〇活動計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
〇概要 

 和歌山県を縦断する紀の川を学習材に、そこに暮らす「人」に焦点をあてて学習を展開し

た。１学期、子ども達は地域を流れる川「千手川」を探検し、地域への愛着を深め、川と人

との関わりに気付いた。２学期、千手川河口の紀の川とつながる場所を探検に行ったことか

ら紀の川への関心が高まり、本単元が始まった。吉野川・紀の川流域の、川の流れがもたら

す「恵み」をブランド化した「紀の川じるし」のポスターから、子ども達は「紀の川も千手

川と同様、人の生活と関わっている。」と考え、地域から離れた上流や下流の生活と紀の川

との関わりに疑問をもった。そこで下流の和歌山市和歌浦、上流の奈良県川上村の調査活動

を行った。和歌浦では、しらす漁師の横田さんと出会い、しらすをきっかけに和歌浦を盛り

上げたいという思いをもち、さらにしらすという地域の資源を守る活動を行っていること

を知った。川上村では、上流のきれいな水を下流に送ること等を掲げた川上宣言から、ここ

でも水という資源を守ろうとしていることを知った。さらに村を散策している際、地域おこ

し協力隊のエリックと出会った。集めた情報を整理する中で、子ども達は、上流～下流が関

わり合っているという「紀の川じるし」のテーマの真意に気付いた。さらに地域おこし協力

隊についての疑問から再度エリックに話を聞くこととなった。協力隊は地域を元気にする

ために様々な活動をしていることを知り、その地域活性にかける思いにも触れた。「地域の

ために」と活動する協力隊の姿は、和歌浦の横田さんの姿と重なることから子ども達は、「上

流と下流で暮らす人の思いのつながり」に気付き、さらに「千手川で紀の川とつながる自分

たちには何ができるのだろう。」と考え始めた。 
 
（２）６年光組の取組 

千手川を探ろう                       

紀の川を探ろう                       

子ども会議で自分達の学びを伝えよう             

自分達が地域や川のためにできることは何かを考え、実行しよう 

教科等との関連 
 
理科 B 生命・地球 
  （３）生物と環境 
 
 



〇テーマ 加太の町づくり～地域の魅力を町づくりに生かす～ 

〇目標   

・町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々がいることを知り、その人の思い 

や願いを考える。（町づくり） 

  ・鯛に愛着をもって飼育することを通して、生き物の生命を尊重し、生命現象の不思議

さやすばらしさに気付く。（生命） 

  ・加太で働く人の存在や、地域を支える様々な立場の人の思いを知り、働くことの意味

や自分自身の生き方について考える。（キャリア） 

〇活動計画 

 
 
 
 
 
 
〇概要 

 和歌山市の西部に位置し、港町である加太地区を学習材にして単元を展開した。加太地区

は、昔から“観光と漁業の町”として鯛を中心とした海産物を特産にして、町づくりをすす

めている地域である。1 学期、子どもたちは加太の鯛を学校で飼育する活動を始めた。まず、

和歌山県北部栽培漁業センターへ見学に行った。この施設は、鯛の卵を孵化させ稚魚を生産

している県の施設であり、児童は加太で行われている栽培漁業の一部を学んだ。本単元では、

そのセンターから分けていただいた鯛の稚魚を飼育することになった。 
2 学期は、鯛が生まれ育つ加太地区のことについて学習を進めることになった。加太の町

を探検したり、町づくりの研究拠点をおく東京大学生産技術研究所の青木助教から話を聞

いたりしながら、児童は人口減少や町の衰退化、観光客の獲得など、地域が抱える課題を目

の当たりにした。そこで、地元で店を構える方や漁師などの地域住民、観光客へインタビュ

ー調査を行い、加太の町について情報を収集した。インタビューでは、町の人の温かさに触

れながら、生活の良さや不便さなど、今まで知らなかった地元の人々の想いを知ることにな

った。また、観光客の人々からは、加太の町に観光に来た理由や町の良さを聞き取り、町に

関するプラスの声も聴くことができた。さらに、加太の魅力の一つでもある海の豊かさに着

目し、「鯛釣り体験」も実施した。その直後には鯛漁師へのインタビューも行い、漁に携わ

るプロの凄さや仕事の大変さへの共感を深めることができた。 
このような調査や体験活動をしていくと、加太の人口が減少していくなかで、町の人々が

抱く想いを考えられるようになってきた。海と共に生活する漁師の人や、町の活性化のため

に活動する人、海産物を商品にして店を営む人など、町で暮らす様々な立場の人の想いに沿

って話し合いをしていくことになった。そして、地域の人々が繋がって支え合いながら暮ら

加太の鯛を飼育しよう                    

ぼくらの鯛の故郷～加太が新たな町づくりに挑む～                

加太の鯛を放流しよう！～温かい故郷、加太の海へ～         

教科等との関連 
理科 B 生命・地球 
  （３）生物と環境 
 



すことの良さや、繰り返し加太の人と関わってきたからこそ分かる人の温かさなど、海の恵

みが支える町の奥深い良さに気づいていくこととなった。 
 

②実践の評価について 
 学級総合により、学級間で異なる取組を進める本校では、以下の「総合的な学習の時間で

育てたい資質・能力」を規定している。 
総合的な学習の時間で育てたい資質・能力 

観点 資質・能力 中学年(３・４学年) 高学年(５・６学年) 

知識・技能 
探究課題の解決を通して

得られる概念的知識 

・事物・事象には、それぞれに特徴があり、多種多様に存在している（多様性）に気付く。 

・事物・事象は、互いに関わりながら、よさを生かしていること（相互性）に気付く。 

・事物・事象には終わりがあり、限りがある（有限性）に気付く。 

思考力・判断力・表

現力 

課題発見 
事物・事象に対して疑問をもつ。 事物・事象に対して追究に値する疑問を見つけ出

す。 

情報収集 
他者の助言をもとに目的に合わせて方法を選び，情報

を収集する。 

目的に合わせて方法を選び，情報を収集する。 

情報の整理・分析 

課題解決に向けて収集した情報，経験，他者の意

見をもとに考え，理由をもって判断する。 

課題解決に向けて収集した情報，経験，他者の意

見を比較・分類・関連させながら考え，理由をもって

判断する。 

表現 
相手や目的を考えながら筋道を立てて表現する。 相手や目的を考えながらよりよい方法を考え，効果的

に表現する。 

学びに向かう力 

人間性等 

 自分自身に関すること 他者や社会に関すること 自分自身に関すること 他者や社会に関すること 

他
者
理
解 

自
己
理
解 

今の自分の考えや行動

を見つめ直そうとする。 

自分の意見と比べなが

ら聞き，他者の考えを受

け止める。 

今までの自分の考えや

行動と結びつけながら

今の自分の考えや行動

を見つめ直そうとする。 

相手の考えや意図をつ

かみ，他者の考えを受

け止める。 

協
働
性 

主
体
性 

知りたいこと，やりたいこ

と，解決したいことをもっ

て ， 意 欲 的 に 活 動 す

る。 

自分の役割を理解し，

力 を 合 わせ て 行 動 す

る。 

知りたいこと，やりたいこ

と，解決したいことに対

する明確な目的をもっ

て ， 意 欲 的 に 活 動 す

る。 

目的に応じて自分の役

割を考え，力を合わせ

て行動する。 

 このような資質・能力によって、異なる取組であっても、育てたい子どもの姿を共通した

ものとしている。本実践の学習評価については、これらの資質・能力が身に付いたかどうか

を活動中の子ども達の行動観察やポートフォリオ評価によって行うものとする。 
 
５．今年度の実践 

①計画からの追加・変更点 
 ①－１ ホタル観賞会・・・雨天のため中止 
 ➀－３ 紀の川の中流を調べよう・・・下流域の地域として和歌山市和歌浦と加太を取り

上げたため「紀の川の下流を調べよう」に変更 
 ②－３ 紀の川の中流を守る人たちの願いを知る・・・下流に変更 
 ③－２ 川上村川上小学校との交流・・・学校行事の都合が合わず実施せず 
 
 



②実践の成果 
「川がつなぐ水と暮らしと人の思い」の実践では、紀ノ川に携わって生活を営む人々の特

徴的な仕事や活動を知り、それが相互に関わっていることを「紀ノ川じるし」のテーマから 

気付くことができたのは、先述の通りである。また、地域を流れる身近な川を学習の出発点

とし、課題を解決するために地域や社会へ出て、見学や体験、インタビュー活動などの多様

な学習を行うことができた。その活動を通して、川の環境を守り、紀ノ川と共に生きる人々

の思いや願いに触れた。さらに、その活動によって得られた情報を比較したり、関連させた

りしながら、児童は環境保全のための人々の努力や地域活性にかける人々の思いに迫るこ

とができた。そして、単元を通して学んだ「ひと・もの・こと」を地域に向けて発信したい

という児童の想いにつながることとなった。学習発表会では、地域や在校児童、単元でお世

話になった地域おこし協力隊の方や川上村の「森と水の源流館」の方にもゲストに来ていた

だき、学習の報告を行った。特に、紀ノ川の上流から下流の地域の品物を並べた販売活動は、

川上村の「朝市」をモデルにしようと児童が提案し、地域を盛り上げるために奮闘する人々

に自分を重ねて販売する児童の姿が多数見られた。 

これらの学習を通して、児童は自分自身の考え方や行動も見つめなおしていくことがで

きた。それは、以下の児童の作文からも読み取ることができる。 

 このように、紀ノ川と関わりながら生活を営む人々との学習を通して、環境や地域につい

て考え、自己を見つめなおす児童の育成につなげることができたことは、本実践の成果と言

える。 

 「加太の町づくり～地域の魅力を町づくりに生かす～」の実践では、鯛への愛着を深めな

がら飼育活動を行い、鯛を地域の特産とする加太地区の町づくりについて学習を進める児

童の姿が見られた。児童は、町探検や加太の地域活性に関わる方から話を聞くことによって、

地域の現状や町づくりの取り組みを知ることになった。また、活動のなかで鯛の一本釣り漁

師の方へインタビューを行い、加太の漁業の実際や漁師が抱えている課題にも触れること

になった。また、教室には鯛の水槽を置き、個体の違いや縄張り争いなどの習性に着目しな

がら毎日観察を続けた。３学期末には、鯛との別れを惜しんで海へ放流することを拒むほど

愛着を抱いた児童もおり、生命尊重に対する変容も見られた。 

 単元では、町探検で抱いた疑問をもとに学習をスタートさせ、釣り体験やインタビュー調

紀ノ川のことを調べて、いろいろな人に出会いました。下流の方では、しらすをとっ

ている横田さん、上流の方では川上村に住んでいる人やエリック、村上さん、いろいろ

な人に出会いました。でもその人たちが思っていることは、自分の地域を盛り上げたい

や大切にしたいなどです。住んでいる場所が違っていても思っていることは一緒なん

だと思いました。こうしたエリックや村上さんを見て、自分でも何かできることはない

かと思いました。私は、こうした学習をしてよかったと思います。私も六十谷のために

なにかできることがあればやってみたいです。 



査など多様な活動を展開することができた。特に、漁師や商店を営む人、地元の高齢者の方

など、海と共に生活を送る人々との関わりは、児童のものの見方・考え方に大きな影響を与

えたと考えている。商店を営む人々からは「美味しいと言ってもらえると嬉しい」等という

言葉を直接聞くことにより、児童は、お客さんが減る現状のなか、町が衰退していくことを

憂う気持ちを高めることになった。漁師からは一本釣りの様子や獲れた鯛に関する話を聞

き、漁師たちの漁業と加太への熱い思いに直接触れることになった。こうした地元の人々と

の関わりの中で、児童は地元の生活の基盤にある人々の温かさやつながりに気付き、それを

町の良さとして発信していこうとする活動につなげていくことになった。 

 学習発表は、加太の漁業組合や漁師、観光協会、地域活性の関係者の方々などに向けて成

果報告を行った。なかには、漁師の仕事の魅力に気付いたり、町に住んでみたいと語ったり

した児童もいた。本実践の成果として、「ひと・もの・こと」との深いかかわりを通して自

分を見つめなおし、児童が世の中と自分とのつながりを実感できたことが挙げられる。町の

PR のために作成したポスターも好評をいただいた。児童は町のために役立てた達成感と充

実感に満たされて、学習を終えることとなった。故郷の海へ放流した鯛も、「大きく元気に

育ってほしい」と、どの児童も感じることができた。 

 

③次年度への課題 
 本校の総合的な学習の時間における課題と結びつけて考えると、「地域にねざす」実践を

意識していくことが今後の課題と言える。風組の実践では、校区を流れる千手川を学習の出

発・到着とし、児童が地域と関連して学習を進めていることに留意している。学習全体の山

場は、校区を外れた和歌浦や川上村を舞台としているが、児童の意識内では校区を流れる千

手川が足場となっていることを注意しておきたい。一方、光組の実践では、和歌山市という

広域で見ると地域学習とも捉えることができるが、本校の目指す「地域にねざす」学習とは

ややかけ離れている。今回の実践では、加太の鯛を学校で飼育することにより、児童の意識

を加太地区と近づけようとする手立てを打ったが、単元の何処かで「地域」を取り入れる余

地も検討していかなくてはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風組の学習発表会の様子          光組で飼育した鯛の稚魚 



６．主な連携機関及び内容 
〇「和歌山県庁環境生活総務課」・・・環境学習アドバイザー（環境分野の有識者）に派遣

を依頼し、地域の川「千手川」の生物調査を行い、生物指標により水質調査を行った。 

〇「やぶ新」・・・和歌山市和歌浦のしらす漁師の方に海の環境保全についての取組や和歌

浦の干潟再生についての取組について説明をして頂いた。 

〇「森と水の源流館」・・・紀の川の生態系や水の始まり、紀の川の下流域にきれいな水を

流すことなどを宣言した「川上宣言」について学習した。 

〇「川上村役場地域振興課」・・・総務省派遣の地域おこし協力隊の隊員に講師を依頼し、

地域活性についての講話をして頂いた。 

〇「和歌山県北部栽培漁業センター」・・・施設見学を依頼し、栽培漁業の実際や漁業に携

わる人の工夫や努力について話をして頂いた。また、稚魚の放流体験をさせてもらい、そ

の稚魚を飼育用として分けて頂いた。 

〇「和歌山県漁業協同組合」・・・釣り上げられた鯛のせり市場を見学させて頂き、鯛の一

本釣り漁師や漁業協同組合長にインタビューをする際にコーディネートをして頂いた。

また、学習発表を観覧してもらい、評価を頂いた。 

〇「和歌山市加太観光協会」・・・加太の地域性や観光の魅力などについて、観光協会長に

インタビューに答えて頂いた。また、学習発表を観覧してもらい、評価を頂いた。 

〇「東京大学生産技術研究所加太分室」・・・加太の町づくりの取り組みや、地域が抱える

課題などについて講和をして頂いた。また、学習発表を観覧してもらい、評価を頂いた。 



６年生「紀の川でつながる山・川・海 生き物と関わり、人と関わり、つながりの中で生きる海洋教育の推進」 

【実践のねらい】 
 和歌山県を横断する川「紀の川」がつなぐ山と海、それらに生息する生物や生活を営む人々といった、山・川・海に関わる「人・もの・こと」

を学習材に、生態系や環境と人々の暮らしとの関わりを追求する活動を通して、地域の自然環境や産業について知り、地域の発展について考えさ

せる。生物調査や漁船乗船、関連施設見学といった体験活動を取り入れながら、自分達の住む地域について深く考えさせることで、紀の川を通じ

て「生物」「環境」「人々の暮らし」は互いに関わり、支え合っていることに気付かせ、多面的な視点から地域資源を次世代につないでいこうとす

る態度を形成する 
○時数 ５月～３月  ７０時間（総合的な学習の時間） 
○関連 理科、社会科 
○目標 （１）川・海の生物調査、飼育を通して、児童は、川・海を身近なものとして捉え、自身の課題として考えることができる。 
    （２）地域の人々や、紀の川でつながる「奈良県川上村」「和歌山市和歌浦」「和歌山市加太」といった上流・下流に位置する地域の人々の話を聞いたり、一緒に活動したりす

ることで、それぞれの地域の現状を共感的に捉えることができる。 
    （３）紀の川でつながる地域について知ったことを基に、自分自身にできることについて考え、学んだことや考えたことを発信する活動を通して、児童は、自分達もつながり

の中で生きていることを実感し、地域資源を守り、発展させていこうとする意欲をもつことができる。 
 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
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【主な連携機関と内容】 

・和歌山県庁環境生活総務課：生物調査 

・やぶ新・森と水の源流館：関連施設見学 

・和歌山県北部栽培漁業センター：放流体験 

・東京大学生産技術研究所：講義 

 

１．知る・実感する 

 ➀紀の川へとつながる地域の川の生物調査 
 ②紀の川の水が流れ出る海の生物（鯛）飼育 
 ③調べたことを地図・ジオラマ・図鑑に表現・飼育日誌

を作成して HP で発信 

２．関わる 

 ➀紀の川の上流・下流の地域を探検 
 ②それぞれの地域に住む人からの聞き取り調査 
 ③地域の保全・活性化に取り組む方々との交流 

３．活動の交流 

➀六十谷について 
②上流・下流の地域について 
③紀の川について 
    （四箇郷北小学校） 

２．はたらきかける 

 風組：地域に向けて学習発表会 
    川上村・和歌浦の特産品販売 
 
 光組：加太に向けてポスター提案 



【成果報告３：地域カンファレンス報告書】 

 

〇開催日時  平成３０年１２月１７日（月）１０時３５分から１１時４５分 

〇場  所  水ときらめき紀の川館 和歌山県和歌山市有本４６２ 

〇プログラム  

１、はじめの挨拶 和歌山市立有功東小学校長 貴志雅代 

 ２、子ども会議  

   （１）和歌山市立四箇郷北小学校５年 

      ・紀の川の上流から下流 

   （２）和歌山市立有功東小学校６年   

            ・川上村から和歌浦湾をつなぐ紀の川 

          ・和歌山市加太の漁業と一本釣りの鯛 

      （３）意見交流 

３、水ときらめき館の先生から講評 

４、終わりの挨拶 和歌山市立四箇郷北小学校長 古田清和 

 

〇参加人数  

四箇郷北小学校５年４９人、有功東小学校６年４６人、教員７人、会館職員４人 

 
〇発表内容 

子ども会議 四箇郷北小学校 5 年生 
１、紀ノ川大堰について、紀ノ川大堰の役割・構造・規格などについて調べたものをクイズ 

形式で発表した。大堰にはゲートがあり、開くのに４０分かかること、ふだんはゲート

を下げていて、両端のゲートのみ開いていること、大雨や干ばつ時など状況に応じて流

量を調節していることなどを発表した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２、日本の川の長さについて調べたものを発表した。日本一長い川や短い川、紀ノ川の順位 
について発表した。川の長さは少しずつ変化しているという内容に対して、聞いてい

る子は驚いている様子であった。「どうして長さが変わるのですか」という質問が出

たが、調べられていなかったので答えられなかった。 
３、紀ノ川大堰にある魚道の役割や魚道を通る魚について発表した。魚道にはアユの遡上が 

みられたり、クロダイやはぜなどが見られること、流れのはやい魚道やゆるやかな魚道

など、魚によって通る道が違うことを発表した。 
４、最後に各班が発表したことをクイズにして出題した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子ども会議  有功東小学校６年風組 
『千手川』 
学校の東を流れる千手川には、きれいな水に棲むカワムツやサワガニがいる。６月には源

氏ホタルも出てくる。生物を捕まえ、源流を探しに上流へと歩いた。行けば行くほど水が綺

麗で驚いた。途中、「大福の名水」と呼ばれる湧き水が出ているところがあった。「カモが巣

をつくっているから静かにしてね」と出会った人に言われた。また、「昔は汚かったけど地

域の人々の努力で川が綺麗になった」と聞いて、千手川は地域と深くかかわっていることを

知った。この千手川は紀の川に流れ込んでいる。 
『千手川からつながる紀の川 ⇒紀の川の上流と下流』 
 紀の川の下流にある和歌浦はシラスが有名である。生シラスはプリプリ、釜揚げシラスは

ふわふわです。しかし、シラス漁は年々減ってきているようである。シラス漁師の横田さん

は、シラスが育つために必要なミネラルが生まれる森の木を植える活動をしていることは

驚いた。また、シラスを次世代に残すことを大切にしていると知った。 
『紀の川の上流』 
 紀の川の上流の川上村は自然豊かな場所で、村の９５％が森林である。「森と水の源流館」

で紀の川のことを学習した。川上宣言があり、紀の川の下流にきれいな水を流す度量区をし

ていることを知った。それが、僕たちが住んでいる紀の川下流に流れ、和歌浦湾に注いでい

ることを知った。 



こども会議  有功東小学校６年光組 
『加太の漁業』 
 鯛の一本釣りが有名である。漁師さんは加太の海の魚が少なくならないように魚を釣る

工夫をしている。 
『鯛の一本釣り体験』 
 三邦丸に乗って鯛を釣った。クラス全体で１匹しか釣れなかったが、鯛以外の魚はたくさ

ん釣れた。加太のきれいな海で釣り体験ができて色々なことが分かった。漁師さんの仕事の

大変さや工夫のすごさを実感することができた。 
『鯛の飼育』 
 加太の特産品の鯛を飼ってみたいと思い、クラスで飼うことになった。鯛を育てている栽

培漁業センターに見学に行き鯛の飼育について学んだ。買い始めたときは３ｃｍくらいで

あったが、今は１０ｃｍくらいになってい

る

 
 
 
「成果」 
子ども会議を開くにあたり、相手学校の子供たちに伝えるという相手意識、目的意識をも

つことができた。学習した内容を子どもたち自身でまとめ、どんな方法で表現しようか子供

たち自身で考えた。 
四箇郷北小学校 
「紀ノ川にはこんな生き物がいたよね」「こんな生き物はいるかな」「調べてみようよ」と

学習したことからさらに発展させることもできた。 
 子ども会議当日は、有功東小学校の児童に発表するという貴重な体験を経験できた。その

ことは児童にとって相手に伝えるために表現するにはどのようにすればいいのか考えるい

い機会になった。また、有功東小学校の発表を聞き、「この近くに紀の川へ流れている千手

川があることを知った」「紀の川の上流の川上村まで行って森と川はつながっていることを

聞いた。僕たちの知らなかったことです」「加太の鯛を学校で飼っているのは驚いた。釣り



体験も面白そうだった」等の感想を持つことができた。 
 
有功東小学校 
 四箇郷北小学校の５年生は、有功東小学校が詳しく調べられなかった紀の川を調べてい

たので興味をもって発表を聞くことができた。 
学校近くの紀の川はもちろん、紀の川大堰についても歴史や役割など詳しく調べていた

ことに感心していた。それをクイズ形式で発表したので、興味をもって聞けていた。 
紀の川を挟んで対岸にある両校が、海洋教育のもと、地元の千手川や紀の川、そして、紀

の川上流の川上村、そして下流の和歌浦湾を調べ、それを発表しあったことは意義ある活動

であった。 
子ども会議で、四箇郷小学校の５年生にそれまで活動してきたことを聞いてもらったの

で、３学期の発信活動の方向性を見出すことができた。 
 
 「課題」 
お互いの学校からの質問に対して応えられない場面があったので、質問されそうなこと

を予想して深く調べておく必要があることを実感した。 
数回、子ども会議がもてたらもっと海洋（川、森、海、漁業）について、深い学習ができ

たと思う。 
しかしながら、子ども会議を行うにあたり、両校の予定を鑑み、日時や会場の設定が困難

である。 
  


