
海洋教育報告レポート 四箇郷北小学校５年生 
 
１．学校名 
  和歌山市立四箇郷北小学校 
 
２．活動名 
  「私たちの紀ノ川 ～川とともに生きる～」 
 
３．実践の概要・ねらい 
   本校は紀の川の下流域に位置し、校区内に紀の川大堰がある。紀の川大堰の近くには、紀の川大堰を制御

したり、紀ノ川について学習したりできる「水ときらめき紀の川館」がある。河川敷には公園や野球場もあ

り、子供達にとっても紀の川は、大変身近なものとなっている。私達の飲み水になり、生き物もたくさん住

み、普段は雄大で穏やかな川であるが、大雨によって違った様相を呈することもある。そのような紀の川と

共に生きていくことを、「水の旅」や「流れる水のはたらき」等の学習と連動させて考える機会としたい。 
さらに、理科と社会科、総合的な学習の教科横断的な取組や他校と交流・連携などを行うことで、学習し

たことが相互に結びつき、繋がっていくものと考える。 
また、紀の川関連の学習をし、「水ときらめき紀の川館」と連携して活動することで、地域を愛し、地域の

良さを再発見する機会としたい。 
 
４．実践計画 
①テーマ 

５年生「 川と共に生きる 」 
 
概要 
 ・紀ノ川を中心とした、河川、森林、海洋に関わる多様な体験活動をもとに、自然環境のつながりや自然環境

とわたしたちのくらしの関わりに気づく。 
・理科単元「流れる水のはたらき」の学習とあわせて、上流・中流・下流の川や河原の様子の違い、流れる水

には侵食・堆積・運搬作用があることなどに気づき、河川への理解を広げたり深めたりする。 
 ・自然環境と防災の観点から、河川と共存していく工夫や取組（環境保護活動、ダム、大堰などの役割）につ

いて考える。  
 
活動計画 
 １学期 ・「水ときらめき紀の川館」を見学し、紀ノ川のことや大堰の役割について知り、紀ノ川を中心とした

学習をしていくという目的を持つ。 
 ２学期 ・紀ノ川の上流である奈良県吉野川とさらに上流である蜻蛉の滝を観察し、普段見ている紀ノ川（下

流部）と上流・中流の流れの様子や河原、土地の様子の違いに気づく。 
      また、防災や治水の観点から大滝ダムを見学し、私たちの暮らしを守るためにダムや堰がどのよう

な役割を果たしているのかを知る。 
     ・「流れる水のはたらき」について、観察して気づいたことを確かめるために校内で観察・実験活動を

行う。見学や体験したことと関わらせて考えることで、理解を深める。 
     ・河川、森林、海洋のつながりを実感できる体験活動を行い、自然環境とわたしたちのくらしの関連

を知る。 



     ・見学や体験、観察・実験を通して学んだことをまとめて表現するため、「水ときらめき紀の川館」に

て、和歌山市立有功東小学校との合同発表会「子ども会議」を開く。 
 
 教科等との関連 
  ○理科との関連・・・「流れる水のはたらき」 
  ○社会科との関連・・・「水産業のさかんな地域」「森林とわたしたちのくらし」「自然災害から人々を守る」 

○総合的な学習の時間との関連・・・「川とともに生きる」「紀の川子ども会議」 
 
②実践の評価について 

実践内容 学習評価 

水ときらめき紀の川

館の見学 
大堰の役割や川の流れの様子などに興味を持ち、自ら流れる水と土地の変化の関係を

調べようとする。（関心・意欲） 
川の観察 安全で計画的に野外観察を行うことができる。（技能） 

流れる水のはたらき ・流れる水にはどのようなはたらきがあるか、予想や仮説をもち、条件に着目して実 
験を計画し、表現することができる。（思考・表現） 

・流れる水の速さや量の変化による土地の変化の違いを調べる工夫をし、計画的に実 
験をすることができる。（技能） 

・流れる水と地面の変化を関係付けて、地面を削ったり、土を運んだり積もらせたり 
するはたらきを見いだし、考察し、自分の考えを表現することができる。（思考・表 
現） 

・流れる水には土地を侵食したり、石や土などを運搬したり堆積させたりするはたら 
きがあることを理解する。（知識・理解） 

・流れる水のはたらきと災害との関係を調べ、わかりやすくまとめることができる。 
子ども会議 ・学習した内容をわかりやすくまとめ、映像資料などを用いて表現することができる。

（思考・表現） 
 
５．今年度の実践 
①計画からの追加・変更点 
 ・総合的な学習の時間において、「水ときらめき紀の川館」での合同発表会「子ども会議」と「水ときらめき紀

の川館」の１５周年イベントへの展示物を作るという活動を追加した。 
 ・和歌山市の教育事業「稚魚放流体験」を海洋教育と関連させて行った。 
 ・森林のもつ役割や地球環境に与える影響、林業の仕事について学ぶ「森林体験」を海洋教育と関連させて行

った。 
②実践の成果 
 ・森林～河川～海洋という一連のつながりを学習したことにより、自然環境はつながっていて、どこかで問題

が起きると地球全体に影響を及ぼすということを学ぶことができた。 
・水の出発点は山であるということを、体験を通して学習することができた。 
・実際の河川の見学やモデル実験の観察によって、川のもつ力や流れる水のはたらきを実感することができ、

意欲的な学習になった。 
・地域の施設を活用することができ、紀ノ川流域で生活していることを実感することができた。 
・他校との合同発表会によって、紀ノ川を中心とした自然環境や産業、地域づくりなどについての学びを広げ

ることができた。 



③次年度への課題 
 ・施設の予約や学校行事の兼ね合いから、河川や森林、海洋についての体験を２学期にたくさん行ったので、

児童は学んできたことを整理しきれていない様子がみられた。児童の願いや考えを受けた学習活動と同時に、

１年間を見通した学習計画を立てておく必要があった。 
 
 
【参考資料】 

「水ときらめき紀の川館」見学（地域を流れる紀ノ川への興味・関心） 

   

紀ノ川についての学習計画検討（紀ノ川についての問題意識） 

   
大阪府立青少年海洋センターでの合宿（海の魅力） 

   
紀ノ川見学（大滝ダム、蜻蛉の滝、中流域河原） 

   



   
森林体験（森林と河川とのつながり） 

   
稚魚放流体験（河川、森林、海洋のつながり） 

   
流れる水のはたらき（理科） 

   
お魚を知っておいしく食べよう体験（自然環境とくらし） 

   
子ども会議（学習のまとめ） 会場 水ときらめき紀の川館 



   

 
  
 
 
 
 

  
 

 



５年生「私たちの紀ノ川 ～川とともに生きる～ 」 
【実践の狙い】 
 自分たちの身近にある紀ノ川や紀ノ川大堰を出発点として、流れる水のはたらきについて調べ、大雨などの災害から暮らしを守るための工夫や努力について見学

や観察を通して学習する。実際に自分の目で見て、体で感じる体験活動を取り入れることで、体験したことが自分の考えの根拠となるようにする。 
また、紀の川関連の学習をし、「水ときらめき紀の川館」と連携して活動することは、地域を愛し、地域の良さを再発見する機会となる。 
さらに、理科と社会科、総合的な学習の教科横断的な取組や他校と交流・連携などを行うことで、学習したことが相互に結びつき、繋がっていくものと考える。 

○時数 ５月～１２月（理科１３時間 総合的な学習の時間２０時間 社会科１２時間） 
○関連 社会 総合的な学習の時間 
○目標 （１）川の流れのはたらきを理解する。     （２）災害からくらしを守るために大堰やダムがどのようなはたらきをしているのか理解する。 

     

 ５月 ９月 １０月 １１月 １２月 

体
験
的
な
活
動 

 

探
求
的
な
活
動 

表
現
活
動 

紀ノ川大堰を見学しよう。（理科・総合） 

・紀ノ川大堰の役割について興味を持つ。 

紀ノ川大堰調べ隊！（理科・総合） 

「紀ノ川大堰にはどんな役割があるのだろう。」 

「どんな設備があるのだろう。」 

・大堰の役割について資料をもとに調べる。 

稚魚放流体験（社会） 

・漁業の仕事について興味を持つ。 

「漁業にはどんな仕事があるのかな。」 

漁業の仕事（社会） 

・魚を育て増やす仕事について調べる。 

「どうして魚を育てるのかな。」 

森林体験（社会） 

・林業の仕事に対して興味を持つ。 

「林業ってどんな仕事なのかな。」 

林業新聞をつくろう！（社会） 

・林業の仕事について調べる。 

「林業の仕事について詳しく調べよう。」 

森林新聞をつくろう！（社会） 

・林業について分かったことを新聞

で伝える。 

紀ノ川調べ隊！（理科） 

・川の上流中流の様子について観察する。 

「上流中流はどんなになっているかな。」 

流れる水のはたらきについて調べよう。（理科） 

・川の見学で気づいたことを実験で確かめる。 

・川はどんな時に災害になるのか理解する。 

・大駅やダムの役割について理解する。 

子ども会議（総合） 
今まで学習してきた

ことを伝える。 



海洋教育報告レポート 四箇郷北小学校６年生 

 

４．実践計画 

①テーマ 

「私たちの紀ノ川 ～川とともに生きる～」 

 

概要 

 ・紀ノ川を中心とした、河川、森林、海洋に関わる多様な体験活動をもとに、自然環境のつながりや自然環境

とわたしたちのくらしの関わりに気づく。 

・理科単元「生物どうしのつながり」「自然とともに生きる」の学習とあわせて、食物連鎖や水を通しての生き

物のつながりに気づき、理解を広げたり深めたりする。 

 

活動計画 

 １学期 もっと調べよう！紀ノ川のこと 

・紀ノ川下流に住む生物について調べ、つながりをまとめる。 

 ２学期 もっと知ろう！紀ノ川の「今」 

・実際に実地調査を行い、生物の食べ物同士のつながり、空気を通したつながりについて考えまとめ

る。 

 ３学期 まとめよう！水を通した生きもののつながり 

・まとめたことを基にして、海、山、川の３つのつながりをまとめる。 

 

 教科等との関連 

  ○理科との関連・・・「流れる水のはたらき」 

○総合的な学習の時間との関連・・・「紀の川子ども会議」 

 

②実践の評価について 

実践内容 学習評価 

もっと調べよう！紀

ノ川のこと 

・紀ノ川下流に生息する動植物などに興味を持ち、どのような動植物が生息している

か調べようとする。（関心・意欲） 

もっと知ろう！紀ノ

川の「今」 

・安全で計画的に野外観察を行うことができる。（技能） 

・調べた資料を基に野外観察を行い、生態や生活環境についてより詳しく観察するこ

とができる。（情報活用） 

まとめよう！水を通

した生きもののつな

がり 

・海・河川のいきものの多様性や生態系に関心を持ち、関連付けたり推測したりしな

がら調べ、まとめることができる。 

 

５．今年度の実践 

①計画からの追加・変更点 

 ・総合的な学習の時間において、「水ときらめき紀の川館」の１５周年イベントへの展示物を作るという活動を

追加した。 

 ・「もっと知ろう！紀ノ川の『今』」において、河川の観察調査を行う予定だったが、実施日・予備日ともに雨

天のため、調査を行うことができず計画を大きく変更した。 



 ・上記の理由により、合同で発表することができず、その代わりの活動として雑賀崎での実地調査と土壌観察

の活動を取り入れた。 

②実践の成果 

 〇もっと調べよう！紀ノ川のこと 

四箇郷北小学校は紀ノ川の下流に位置し、河川は汽水域にあたる。その地域の動植物やつながりを調べる

ため「魚」「カニ、エビ類」「鳥類」「植物」「昆虫類」「貝類」に分かれて調べ学習を行った。こども科学館で

出版されている紀ノ川についての資料や、水ときらめき館で 2 年前にもらったパンフレットなどを活用し、

地域にどのような生物がいるのかについて興味をもって学習した。中には、調査の仕方や生物の捕獲の仕方

などについて調べ、実際に調べてみたいという児童も出てきた。 

 

 調べたものは水ときらめき紀の川館にてポスター展示してもらうために、子どもたちでまとめた。そして、

他校の取り組みを知り、自分たちが実際に調べた生物がどのようにつながり生きているのか調べるため、10

月に水ときらめき紀の川館に見学に行った。自分たちのポスター展示を見るとともに、改めて紀ノ川の生物

のことを調べたり、河口から海までの流れを詳しく調べたりすることができた。 

   子どもたちは釣り竿やバケツ、虫取り網など、様々な道具をもって紀ノ川河口付近の動植物を観察しよう

と意気込んでいたが、天候に恵まれず調査は中止となった。水温が下がると観察できない動植物も多く、観

察しに行く計画は一時中断することとなった。 

 

 

〇より海に近く…生きもののつながりを知ろう！ 

   理科単元「自然とともに生きる」では、これまで学習した生物やその生物のつながりを考える単元である。

その単元に合わせて、水生生物の「芽吹き」を観察しに行った。紀ノ川河口付近（汽水域）では、水生生物

やアオノリなどの動植物が盛んに活動している。その様子を知った上で和歌山市の南西に位置する雑賀崎で

海洋生物を観察した。その生物がどこから栄養を受け取っているのかを考えていく活動を取り入れた。また、

観察場所からすぐ近くにある雑賀崎公園で土壌を採取し、学校に持ち帰って観察を行った。 

   水生生物の観察では、ヒジキやワカメなどが生え始める様子が見られ、その他の生物（アメフラシやイワ

ガキ、ウニ等）が活発に活動する様子も観察することができた。また、実地調査で持ち帰った土壌観察では、

トビムシやヒメミミズなどの土壌生物を観察することができた。観察と、以前に調べた紀ノ川の生物につい

てのデータを基に、海洋生物と土壌生物とのつながりを考え、水を通した生きもののつながり（生産者と消

費者の関係、水を通した養分のサイクル）について深く学習をすることができた。 

③次年度への課題 

 ・雨天により、自分たちの身の周りの生物について観察できなかったので、子どもたちが実感を伴って生きも

ののつながりを理解できなかった。次年度につなげられるなら、自分たちの身近な生物や観察から、より大

きなフィールドである海洋のすばらしさや、それらを通した地球のサイクルについて広げられればより深い

学習をすることができると考える。 

 

 

 

 

 

 

 



＜参考資料＞ 

 〇もっと調べよう！紀ノ川のこと！ 

〇より海に近く…生きもののつながりを知ろう！ 

 

 

 



 



６年生「私たちの紀ノ川 ～川とともに生きる～」 
【実践の狙い】 
 自分たちの身近にある紀ノ川に住む生物について調べたり、その生物と海洋生物とのつながりを考えたりして海洋に対する知識を深める。また実際に自分の目で

見て、自分の考えを構築することでより実感を伴って理解することができるようにする。 
○時数 ７月～１２月（理科６時間 総合的な学習の時間１４時間） 
○関連 理科 総合的な学習の時間 
○目標 （１）紀ノ川下流の生物と海洋生物のつながりを知ることができる。 
    （２）そのつながりから、環境を守る方法や自然を愛する心情について考えることができる。 

 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 

体
験
的
な
活
動 

 

探
求
的
な
活
動 

表
現
活
動 

もっと知ろう！紀ノ川のこと！（理科） 

・紀ノ川大堰の役割について興味を持つ。 

もっと知ろう！紀ノ川の「今」（理科・総合） 

「紀ノ川大堰にはどんな役割があるのだろう。」 

「どんな設備があるのだろう。」 

・紀ノ川下流付近の生態系について興味を持つ。 

自然とともに生きる（理科） 

・水を媒体とした生きもののつながりにつ

いて理解する。 

子ども会議（総合） 

今まで学習してきたことを

伝える。 


