
適応指導教室「すなはま」の体験活動 

室内ゲームとみそ汁づくり      Ｈ３０．９．２５（火） 

＜室内ゲーム＞ 

白兎グランドゴルフを予定していましたが、雨のため中止して、室内でゲー

ムをしました。 

言葉ならべクイズや簡単ビンゴ、文づ

くりゲーム、絵しりとりなど、脳トレや

仲間づくりゲームを楽しみました。 

言葉の文字を並べ替えてもとの言葉を

見つけるクイズでは、自分たちでも問題

を作って、互いに出し合い考えました。

「思い込みをしないで、柔軟に考えてい

こう」と、子どもたち同士でアドバイス

をしながら取り組んでいました。 

 

＜みそ汁づくり＞ 

ジャガイモ、油揚げ、タマネギの

みそ汁づくりをして、お弁当と一緒

に食べました。皮むきや野菜切りな

ど、手際がよく、短時間で作ってい

ました。「温かいみそ汁がおいしい

季節になったね。」と話しながらい

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



梨狩りと野外炊飯体験      Ｈ３０．９．１８（火） 

＜梨狩り＞ 

橋本フルーツ園に梨狩りに行きま

した。たくさん実った梨の中から、

自分たちが６月に袋かけをした梨を

探して収穫しました。もぎたてをそ

の場で食べましたが、冷たくて甘い

果汁が口いっぱいに広がり、おいし

かったです。橋本さんは、「今年は

雨が降らなかったし、猛暑続きで夏

には毎日水やりをしました。」と話

しておられました。猛暑や台風など

梨作りにはいろいろな苦労があっ

て、農家の人は大変だったことを知りました。 

 

＜野外炊飯体験＞ 

梨狩り後、こどもの国のキャンプ場

で、カレー作りをしました。薪をなたで

割ったり、火おこしをしたり、野菜を切

ったり、協力して煮炊きしました。パチ

パチとはじる火花や揺れる炎に、「癒さ

れる」「暖かい炎って好きだな」などと

話しながら、火の番も楽しみました。飯

盒で炊いたご飯も、すなはま農園で収穫

したジャガイモを使ったカレーもおいし

くできました。片付け後は、キャンプ場の芝生の緑とさわやかな風に包まれ、

通級生同士ゆったりと語り合い、親交を深めることができました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国電力出前講座とお茶体験      Ｈ３０．９．１１（火） 

＜中国電力出前講座＞ 

中国電力の方に、「発電所から家庭

に電気が届くまで」について学びまし

た。発電所では２０万ボルト、１１万

ボルトというような高電圧で電気を送

り出しますが、変電所で電圧を１００

ボルト、２００ボルトに下げて各家庭

に届けているそうです。実際使ってい

る送電線を手に取ってみましたが、太

さや中に束ねられている導線の数も違

い、太いものはとても重たかったで

す。 

「身近なものを使って、電気を起

こそう」の実験では、アルミ箔のカ

ップに活性炭と食塩水を入れて、３

段重ねにしてプロペラにつなぎまし

た。すると、プロペラが回りだした

ので驚きました。炭と食塩水を使っ

て電池ができることを知りました。

微弱な電流ということで、用意して

いたオルゴールの音は聞けませんで

したが、楽しかったようです。 

 

＜お茶体験＞ 

すなはま教室の和室で、お抹茶をいた

だく体験をしました。まず、あいさつの

仕方で「真
しん

、行
ぎょう

、草
そう

」のお辞儀の仕方

を学びました。座っている姿勢や手の組

み方にも美しい姿があること、お抹茶を

いただくときも周りの人や点ててくだ

さった方への感謝の気持ちを持ってい

ただくこと等、新しい発見やたくさんの学びがありました。 

 

 

 

 

 



殿ダム見学と雨滝          Ｈ３０．７．１７（火） 

＜殿ダムの見学＞ 

ダムの役割や殿ダムの仕組み

について説明を聞きました。殿

ダムはロックフィルダムという

型式で、自然にある土や岩石を

積み上げて造られており、「平

成のピラミッド」と呼ばれてい

るそうです。ダムの内部を見学

しました。内部のトンネル内は

年間気温１５度くらいに保たれ

ており、気温３０度を超える外

部と比べると、ひんやりとして

おり別天地でした。ダムの堤頂

からダムの基底部まで急な階段を下りながら、点検設備等を見学しました。階

段は約３６０段もありました。外に出てダムの底から堤を見上げると、大小の

岩石が美しい壁となり、「平成のピラミッド」と呼ばれる所以に納得しまし

た。 

子どもたちは、先日の大雨の時のダムの様子について質問をし、「今回は袋

川の水位がほとんど変わらなかった」と聞いて、殿ダムが私たちの生活に役立

っていることを再認識していました。 

 

＜雨滝の見学＞ 

雨滝では、ゴーゴーという滝の

音を聞き、涼しい風を頬に受け、マ

イナスイオンを浴びることができ

ました。滝つぼ付近に落石があり

間近までは行けませんでしたが、

滝から流れる小川のきれいな水に

手を浸けたり、川石を渡ったり、

木々の香りや緑を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ブルーベリー狩り・日本海新聞製作センター見学 

Ｈ３０．７．１０（火） 

＜ブルーベリー狩り＞ 

里仁ブルーベリー農園でブルーベ

リーやブラックベリー狩りを楽しみ

ました。 

この日は、青空も広がり気温も高

かったのですが、さわやかな風が吹

いており、気持ちよく体験すること

ができました。よく熟した実を選ん

で採り、ほおばると甘酸っぱい味が

口いっぱいに広がりました。 

 

＜日本海新聞製作センター＞ 

新聞ができるまでの説明を聞き、制作

センター内を見学しました。印刷機も紙

をロール状にしたものも、インクのタン

クもどれも巨大でした。新聞は印刷機で

印刷されて、洗濯ばさみのようなベルト

コンベアにはさまれて、この工場をぐる

ぐる回りながらインクを乾かしている

そうです。それを百部ずつ縛って包み、

一日１６万７０００部がトラックに積み込まれていくそうです。子どもたちは

インクや紙の量の多さに驚いていました。工場内はインクのにおいがいっぱい

でした。今日はこれから、県内の高校野球の紹介ページの印刷が入っていると

聞いて、機械が動いたらすごいだろうなと話していました。 

朝一番に読む新聞は夜中に印刷していることを知って、いろいろな人の仕事

のおかげで日本海新聞を読むことができると分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



樗谿公園・鳥取東照宮散策とやまびこ館見学 

Ｈ３０．７．３（火） 

＜鳥取東照宮散策＞ 

鳥取東照宮に参拝しました。鳥取城

主の池田光仲が徳川家康のひ孫に当た

るということで、ここに東照宮を分所

したそうです。子どもたちと参拝する

と、拝殿や幣殿、唐門などの扉や幕

に、葵の紋が各所に使われていること

に気付いて、なるほどと納得していま

した。 

 

＜樗谿公園散策＞ 

昨年の春は水がなく池の底が見えて

いた大宮池に水が満ちており、たくさ

んの鯉が泳いでいました。子どもたち

は鯉に餌やりをしたり、湖面に映る

木々の緑を見たり、静かな公園の雰囲

気を楽しみました。 

 

＜やまびこ館見学＞ 

学芸員の方に、鳥取とつながり

のある都市の説明を受けたり、江

戸時代の鳥取の様子を聴いたり、

鳥取について学びました。鳥取城

址や鳥取東照宮の見学などと重な

る部分も多く、熱心に話を聴いて

いました。 

企画展「鳥取のスポーツ」では、

鳥取出身のマラソン選手のシューズの展示を見たり、実際にボールを投げて球

速を測定したり、ボルダリングの壁に挑んだり、何度もチャレンジして記録更

新を目指すなど、楽しんで活動しました。 

 

 

 

 



調理実習と缶バッジづくり体験     Ｈ３０．６．２６（火） 

＜調理実習体験＞ 

すなはま農園で収穫したジャガイモ

を使って、カレーライスを作りまし

た。米をといだり、材料の皮をむいて

切ったり、炒めたりして、通級生が協

力して調理しました。ジャガイモの

「キタアカリ」は、煮崩れしやすいの

で、煮込み時間を短くするなど、工夫

して作りました。 

 

コールスローサラダと豆腐と油揚

げのみそ汁も作って、栄養のバラン

スのとれた献立になりました。 

 

子どもたちは、「ジャガイモがほく

ほくしておいしい」「サラダは彩りが

きれい」と、自分たちが切った野菜に

ついていろいろと話しながら味わいま

した。 

 

＜缶バッジづくり体験＞ 

子どもたちが自分の大好きなキャラクターや絵を描

いて、それを缶バッジにしました。時間をかけて一生懸

命絵を描き、世界に一つだけのバッジ作りを楽しみまし

た。出来上がったバッジを見て、子どもたちは互いに「い

いね」「色が鮮やかできれい」と、とても喜んでいまし

た。 

 

 

 

 

 



砂の美術館見学と梨の袋かけ体験    Ｈ３０．６．１９（火） 

＜砂の美術館見学＞ 

今年度の展示は「北欧編」で、子ども

たちはアンデルセン童話の「人魚姫」の

砂像やフィヨルドの風景、通路の国旗の

タイル等に、北欧の諸国とのつながりを

意識して見学しました。 

砂像は展示が終わると、通路部分等の

人工物を撤去して、重機で壊して今使わ

れている砂を再利用するそうです。こん

なスケールの大きな砂像なのに、制作期

間は２～3週間と聞いて驚いていまし

た。 

              

＜ジオパークセンターの見学と 

砂丘散策＞ 

ジオパークセンターでは、砂丘

の成り立ちや植生、地形について

詳しく説明を聞きました。子ども

たちは、風紋のでき方の実験を通

して、風紋がきれいに見える秘密

に気づくことができました。 

砂丘散策では、海辺のゴミの多

さに驚き、きれいな砂丘にしたい

とゴミ拾いをしました。 

＜梨の袋かけ体験＞ 

 橋本フルーツ園で梨の袋かけをしまし

た。梨はピンポン玉くらいの大きさで、

すでに 1回目の袋がかけてありました。

子どもたちは、その 1番袋の上に、１５

ｃｍ角の袋をかけていきました。「袋を

しっかりと留めないと虫が入ってよい梨

にならない」と聞いて、手元の針金を曲

げて隙間ができないように気を付けて作

業しました。秋の収穫を楽しみにしてい

ます。 

 今回の体験で、全国に誇れる鳥取の味

や砂丘について、自分たちも守っていこうと考えることができました。 

 

 



ニュースポーツ体験    Ｈ３０．６．１２（火） 

 

一日いろいろなスポーツを楽しみま

した。 

ストライクボーリングは、木製の球

を転がして 10本のピンを倒します。

球が当たってピンが倒れると大きな音

がします。子どもたちは、ストライク

が出ると大喜びでした。 

 

 

その他にディスクゲッター、ニチ

レクボールをしました。 

ディスクを投げたり、ボールを転

がしたり、ハードな運動ではありま

せんでしたが、個人やチームで得点

を競って対戦し互いに熱くなってい

ました。 

運動をすることで、気持ちを和ま

せたり、ストレスを発散したりする

ことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



刺し子手芸体験       Ｈ３０．６．５（火） 

子どもたちは、図書館から借りた「刺し

子」の本の中から図案を選び、15センチ

四方の布に刺し子をしました。 

玉結びや玉止め、縫い目をそろえて等間

隔で縫うこと、縫い目をしごいてしわをと

ること等、細かな手順にそって縫い進めま

した。 

 

取り掛かる前はうまく縫えるかと

心配そうでしたが、縫いが進むと図

柄が浮かび上がってきて、互いに見

せ合いながら楽しんで作っていまし

た。３時間余りかけて、完成したと

きはとてもうれしそうでした。 

 

 

子どもたちの中には、普段から針を持

ち、ボタン付けや繕いをしている子どもも

いますが、家の人任せの子どももいます。

今回の体験活動が、自分でゼッケン付けや

ボタン付けをしてみようと、自立に向けて

のきっかけになるとよいと思います。 

 

 

 

 

 

 

体験後の感想 

・我ながら上手にできたと思います。はまりそうな気がします。 

・縫い目の大きさをそろえて作れました。また今度作ってみたいです。 

・最初全然わからなかったけれど、みんなに教えてもらううちにだんだん慣れてき

て縫えるようになってきたので、うれしかったし楽しかったです。まだ完成して

いないので、がんばって完成させたいです。 



久松公園散策と県立博物館見学  Ｈ３０．５．２９（火） 

鳥取の歴史や地学的なことについて、詳しく学びました。 

 

＜仁風閣
じんぷうかく

の見学＞ 

仁風閣が建設された経緯の説明を

聞きました。池
いけ

田仲
だ な か

博
ひろ

侯爵
こうしゃく

が別荘と

して西洋風な建物の建設を計画中で

したが、皇太子の山陰行啓に合わせ

て明治 40年 5月に完成し、宿舎と

して利用されたそうです。 

子どもたちは、仁風閣に電灯を灯

すために水力発電所を造ったこと、

電話も開通したことなど、鳥取の文

明開化となったことを聞いて驚いて

いました。また螺旋階段やマントル

ピースの彫刻、４ｍ以上の高い天井など、その素晴らしさに感動していまし

た。 

 

＜鳥取城二の丸跡＞ 

小雨の中、修復されている石垣や

桂蔵坊
けいぞうぼう

狐
ぎつね

を祀った中坂
なかさか

神社
じんじゃ

を見て回

りました。 

子どもたちは、新しく修復された

天球丸の巻
まき

石垣
いしがき

や城跡の各所で高く

積み上げられた石垣に、江戸時代の

ころの鳥取城の大きさに驚いていま

した。 

＜県立博物館の見学＞ 

学芸員さんより鳥取で見つかった化

石の説明を聞きました。鳥取市の宮ノ

下や佐治で、魚類や植物の化石が発見

されており、中には新種も見つかって

いるそうです。 

子どもたちは「小さな魚なのに骨ま

ではっきり分かる」「葉の葉脈まで見

える」と、展示ケースをのぞき込んで

いました。これらの化石は、５００万年前そこが海だったことを示していると

聞き、地球の地殻変動についても学ぶことができました。 



「リファーレンいなば」の見学と青島散策 

Ｈ３０．５．２２（火） 

「リファーレンいなば」に行って、普段私たち

が家庭から出している資源物のリサイクルについ

て学びました。  

大量のアルミ缶やスチール缶、ペットボトル、

プラスチックが分別され、プレスされて積み重ね

られ、ビン類は色別に分類され砕かれて置かれて

いました。説明によると、それぞれ工場へ運ばれ

て溶かされて再度

製品に生まれ変わ

るそうです。分別する工程は各品目ごとにとて

も整理されており、働いておられる方々がてき

ぱきと仕事をしておられる様子に子どもたちは

圧倒されていました。所員の方に、「この頃は

集まってくる資源物も洗ったり仕分けをしたり

して分別がきちんとされているので、ゴミとな

るものが少なくなりました。」と聞きました。子どもたちは、資源物の分別コ

ーナーで分別にチャレンジして、より一層家庭ごみを

仕分けていきたいと感想を述べていました。リサイク

ル工作の「こま作り」も体験しました。 

午後からは青島へ行き、島を半周しました。木漏れ

日の中、さわやかな五月の風を感じて歩き、気分爽快

になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



調理活動「たけのこご飯とサヤエンドウの卵とじ」 

Ｈ３０．５．１５（火） 

すなはま教室で、たけのこご飯とサヤ

エンドウの卵とじ、みそ汁、デザートに

プリンを作りました。 

旬のたけのこやサヤエンドウ、新玉ね

ぎを使っての調理で、初夏ならではの献

立になりました。子どもたちは、すなは

ま農園のサヤエンドウのすじとりをした

り、みずみずしい玉ねぎを切って涙を流

したりしながら、楽しく調理しました。

また、デザートのプリンはブリュレ仕上

げに初挑戦しました。プリンにグラニュ

ー糖をかけてバーナーで焼くと、甘い香りが立ち上り、こんがりと焦げ目がつ

き、お店のデザートのような仕上がりに

なりました。旬のものを取り入れ、彩り

もよい料理をおいしくいただきました。 

午後は、真教寺公園に行き、動物や噴

水を見てきました。子どもたちは、生き

物について漢字のクイズの看板を一つ一

つめくり、覚えていました。 

調理や見学の活動を通して、子どもた

ち同士の関わりが増え、会話が弾み、笑

顔が見られました。 

  

  

 

 

 



調理実習と県立図書館の見学 Ｈ３０．５．８（火） 

雨天のため真教寺公園散策を取りやめ、午前

は調理実習をしました。みそ汁とすなはま農

園で収穫したサヤエンドウの塩ゆで、デザー

トにミカンゼリーを作りました。 

 

 

 

 

 

午後からは、県立図書館と公文書館へ行きま

した。公文書館で「鳥取大火」の写真展示を見

学したり、図書館の国際交流コーナーで外国の

絵本を読んだり、新聞記事の検索コーナーで

は、自分の誕生した日にどんなことがあったか

を調べたりしました。参加した生徒は、「図書館

の資料活用の新たな部分を知ることができて、

とても楽しかった。」と話していました。 

身近な施設ですが、普段知らない活用の仕方

があることに気づくことができました。 

 

 

 

 

 


