
勝沼地域における
小学校地域探検の記録
２０１８

勝沼らしさってなんだろう？

甲州市教育委員会文化財課
甲州市立祝小学校・菱山小学校・東雲小学校・勝沼小学校
山梨大学生命環境学部観光まちづくり研究室　　　　　　　　連携事業



祝小学校

散策日 ： ５月２１日（月）

参加者 ： ３年生 １９名

　　（東グループ １１名、

 　　西グループ ８名）



・たてものがきれいだっ
　たから。
・わふうぽくてよかった
　から。

・よくみるから。
・ぶどう畑がみどりで
　とてもきれいだった
　から。

・おもしろかったから。
・ぶどうを切っていたから。
・けっこうみるから。

・かつぬまにしかない
　から。

・このふたりのおかげで
　ワインがたくさんふえ
　たから。

・エネラルドみたいな色になっていてきれいだから。
・とても大きくておてら　
　がむかしっぽくてよかっ
　たから。
・学校のぎょうじでとおっ
　たから。

・とおくから見るとはし
　がきれいだったし、み
　どりがいっぱいあった
　から。

・めずらしかったから。
・中がきもちよさそう
　だから。
・ぶどうが入っている
　れいぞうこはかつぬま
　にしかないから。 ・そとにあるれいぞ　

　うこはみたことな　
　いから。

・おもいでがあったから。
・ぼくがいたほいくえんだから。

・道をまもっているかみ
　さまだから。

・とても高くてびっくり
　したから。

①勝沼醸造 ②タンク ③ビニールハウス ④ブドウ盆栽 ⑤ブドウ畑 ⑥マンホール

⑦日川

⑧お地蔵さん ⑨実験棚

⑩蓮華寺

⑪祝橋
（国登録有形文化財）

⑫ブドウ冷蔵庫 ⑬ブドウ冷蔵庫（電気）

ブドウ ・ ワインと
　　　　　　　　密接に関わる地域
　祝小のみなさんはブドウやワインに関
するものを多く撮影していました。また、
保育園や蓮華寺のように自分たちの思い
出に関係する写真も撮影していました。
　身近な人の先祖に土屋龍
憲さん・高野正誠さんがい
ることもあってか、ブドウ・
ワインに対して興味深い様
子でした。

⑭専福寺（岩崎保育園）
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菱山小学校

散策日 ： ６月１日（金）

参加者 ： ３年生 １０名



・ひし山にしか､このいしがき
　はないから。
・ひし山しかないし、しかくい
　石をあんまり見ないから。

・しょうぼうだんはまい
　にち見るけどよく見る
　とかっこいいから。

・レンガがつんであって
　昔からあるんだなと思
　ったから。

・すこしじゅぎょうで
　ならったから。

・うまがとおったみちの
　いしだから。

・めずらしくてみか　
　けないものだから。
・たくさんの石がつみ
　かさなって石山に　
　なっているから。
・どうそじんがみんな
　をまもってくれるか
　ら。

・ぶどうのおかの
　けしきがいいから。
・ホテルとかおんせん
　があるから。
・ワインがいっぱい　
　あってびっくりした
　から。

・おくにちょっとした光が
　見えてすごかったから。

・ぶどうの丘のかんこうきゃ
　くがよく見ているから。

・ひし山小の、まわりの　
　けしきがきれいだから。

・せんじょうちがよく
　みえたから。

・とりいやきみたいな
　形をしているから。
・かみさまがいるから。

・よるのなつとかになると　
　えきがひかるから。
・かんこうきゃくがつかっ　
　ているから。

・おじぞうさんがたくさ
　んいるし、大きな石が 
　三つもあって楽しそう
　だから。

①石垣 ②消防団詰所 ③トンネル ④標識 ⑤馬頭観音 ⑥道祖神

⑦勝沼ぶどうの丘

⑧排水管

⑨バス停

◉景色 ⑩鳥居 ⑪勝沼ぶどう郷駅 ⑫お地蔵さん

ブドウ畑を
　　　　一望できる地域
　菱山小のみなさんは、甲州市
観光の玄関口「勝沼ぶどう郷駅」
から降り立つ観光客のような目
線で、観光施設の「勝沼ぶどう
の丘」やその周辺の景色、バス停・
トンネル・標識という交通手段
関係の写真を多く撮影していま
した。
　みなさんの感性が豊かでコメ
ントを見ていてとても楽しかっ
たです！
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東雲小学校

散策日 ： ６月４日（月）

参加者 ： ３年生 ２３名

　　（東グループ １４名、

 　　西グループ ９名）



・りっしょうじのほんど　
　うが大きかったから。

・おじぞうさんが６人も
　つくられていたから。

・けんこうふくしセン　
　ターがあることをしっ
　てほしいから。

・ぶどうかマスカットか　
　わからなかったから。 ・　（地図記号）をきねん　

　にとった。

・かつぬましかなかっ
　たから。

・たまにはバスにのっ　
　てみたかったから。

・１４００年前に作ら
　れたから。

・むかしの人が石をはこ　
　んでくるのはたいへん　
　だと思ったから。

・はたけしごとをして　
　いる人がよくがんば　
　れるようにあるかも　
　しれないから。

・はたけのおじさんが
　はたけしごとをがん
　ばっていたから。
・ぶどうがいっぱいで
　きるようにとおはか
　みたいのがあったか
　ら。

・かみさまが大きいた
　てものにすんでいた
　から。

・ふしきじんじゃのか
　みさまがいるから。

・いえがみずでながさ
　れないようにしてく
　れるから。

・赤ずきんをかぶって　
　いたから。
・みんなを守ってくれ　
　ているから。

・じこがないようにま
　もってくれるから。

①立正寺 ③ブドウ②健康福祉センター ④老人ホーム ⑤マンホール ⑥バス時刻表

⑦天神塚古墳（青峰園）⑧井戸

⑨ブドウ畑

⑩伏木神社 ⑪お地蔵さん

石造物が多い地域
　東雲小のみなさんは、神仏に関す

る写真がたくさん見られました。こ

の地域は石造物が多いことが影響し

ているのかもしれません。また健康

福祉センターや老人ホームの写真、

井戸やブドウ畑の写真のコメントか

ら、目上の人への思いやりの気持ち

を大切にしていることが伝わってき

ました！

　他の小学校と比べると、

ブドウ畑の写真が少なか
ったです。
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勝沼小学校

散策日 ： ６月２２日（月）

参加者 ： ３年生 ２６名

　　（A グループ １４名、

 　　B グループ １２名）



・ぶどうがいっぱいあって
　きれいだから。
・今の家とはちがう所がた
　くさんあったから。
・むかしは糸を作っていた
　から。

・道をまもっているか
　みさまだから。
・勝沼の神様で有名だ
　から。

↑いまはないけどとり
　いやきできれいだか
　ら。

↑ぶどう園のふうけい
　がよかった。

・タンクが大きくて　
　かっこいいから。

・かんばんがとても大
　きいから。

・すごくきれいなゆり
　のもようでほいく園
　の年長のときにゆり
　マークだったから。

・〈フェンスの田と中
　の文字〉が田中銀行
　のめじるしだから。

・ワインの入れ
　ものだから。

・しぜんの空気がきれ
　いだったから。

・げいじゅつてき　
　だったから。

・小さなお寺みたいで
　きれいだから。

・むかしのひとがつ　
　かっていたから。
・人が立っているとけ
　いはめずらしそう　
　だったから。(右 )

・れきしをのこして　
　いるみたいだから。

①道祖神 ②旧田中銀行博物館（国登録有形文化財） ③萩原家住宅（旧仲松屋）
（国登録有形文化財）

④勝沼氏館跡（国史跡）

⑤原茂ワイン（国登録有形文化財）

◉風景

・めずらしそう
　だったから。
・はく力があっ
　たから。
・なにかが入っ
　ていると　　
　思ったから。

商業的な地域
　勝沼小のみなさんは、萩原家住

宅の調度品や旧田中銀行の展示物に

興味を示していたことから、商業に

関心があることがわかりました。

　また、他の地域よりも道やまち

を俯瞰するような写真が多かった

ことから、ひとやモノの流れに興

味があるように感じました。

　一度雨で延期になってしまいま

したが、みなさん楽しそうに

参加してくれました！
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