
農村へでかけよう！
のう そん

のと

と の
のう ぎょう のう そん

第5回オーライ！ニッポン大賞

ぼくたちの住むノンノン村ってすごいでしょ！！

みんなも遊びにきたくなったんじゃない？

す

あそ

家族やおともだちと一緒に農村でお休みをのんびり過ごしてみてはどうかしら？
のうそんいっしょかぞく やす す

農村でとれた食材を使った

料理が食べられるんだ。

のうそん しょくざい つか

りょうり た

第4回オ ライ ポン大賞

農業体験
のう ぎょうたい けん

農作物を育てたり

収穫を体験できるよ。

のうさくもつ

しゅうかく たいけん

そだ
農産物直売所
のう さん ぶつ ちょくばい じょ

農家レストラン
のう か

★はじめてのひとには･･･

エコツアー

審査委員会長賞受賞

（有）シュシュ（長崎県大村市）

第4回オーライ！ニッポン大賞
ライフスタイル賞受賞

検索
ウェブ全体から検索 ノンノン村のページを検索

オーライ！ニッポン

しらべてみよう！しらべてみよう！

（宮崎県綾町）

でんでん、農業と農村にはどんなはたらきがあるかわかる？
のうぎょう のう そん

農業と農村のはたらき？う～ん。そうだなぁ。

農村では、農業をしてお米や野菜などの食べものをつくっているよね。

のうぎょう のうそん

のうぎょう や さいこめ たのうそん

農村でとれた新鮮な

農産物をうっているよ。

のうそん しんせん

のうさんぶつ

農家に泊まって農村の

生活を体験してみよう。

のうか のうそん

せいかつ たいけん

と

農家に泊まってみよう
のう か とま

★農村にいきたくなったらみてみよう！
のうそん

第4回オーライ！ニッポン大賞
グランプリ（内閣総理大臣賞）受賞

NPO法人体験観光ネットワーク松浦党・松浦体
験型旅行協議会（長崎県松浦市他）

★もっと興味がわいたら･･･
きょうみ

のう りん すい さん しょう

井上義・和美氏（山口県長門市）

第6回オーライ！ニッポン大賞
グランプリ（内閣総理大臣賞）受賞

NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会
（長崎県小値賀町）

検索
ウェブ全体から検索 ノンノン村のページを検索

たんぼのいきものちょうさ

検索
ウェブ全体から検索 ノンノン村のページを検索

そすいひゃくせん（疏水百選）
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とうきょうと ち よ だ く かすみ せき
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へぇぇ！！！そうなんだぁ。食べものをつくるだけじゃないんだ！

ボクは知らなかったよ。みんなは知ってた？

た

し し

でんでん、みんなにわたしたちのノンノン村をご案内して、一緒に農業

と農村のはたらきについて勉強してみたらどうかしら？

むら いっしょ のうぎょうあんない

べんきょうのうそん

そうだね！それはいい考えだね。

じゃぁ、一緒にぼくたちのノンノン村に行ってみよう！！
むら い

かんが

いっしょ

それだけじゃないのよ。

農業と農村にはもっとたくさんの大切なはたらきがあるのよ。
のうぎょう のうそん たいせつ★田んぼにはどんな生きものがいるのかな？

た い

★みんなのおうちの近くには
どんな水のみちがあるのかな？

ちか

☆ 発行 ☆
はっこう

自然を観察・体験して

そのしくみを知ろう。

しぜん かんさつ たいけん

し



お茶わんお茶わん 米粒米粒 稲稲

1杯 3,000～4,000粒 3株 450リットル

ちゃ こめつぶ いね

ぱい つぶ かぶ

だいだい ちち

いろいろなはたらきをもつ農業と農村いろいろなはたらきをもつ農業と農村
のう のうぎょう そん

みずみず

お米だいすき！
こめ

水田に張られた水は、時間をかけてゆっくりと

地下にしみこむので、地下水がゆたかになります。

また、水田の水や土の中の微生物のはたらきで、

水がきれいになり、おいしい水が育まれますおいしい水が育まれます。

すいでん は みず じ かん

ち か ち か すい

すいでん みず つち なか び せいぶつ

みず みず はぐく

すいでん はたけ

牛乳パック牛乳パック

450450本分本分

ぎゅうにゅう

ほん ぶん

へぇ。こんなに農業と農村にはいろいろなはたらきがあるんだね。へぇ。こんなに農業と農村にはいろいろなはたらきがあるんだね。
すごいなぁ。すごいなぁ。

のうぎょう のうそん

わたしたちのいのちいのちを育む

お米や野菜などの農産物をつくります。

はぐく

こめ や さい のうさんぶつ

自然災害から私たちの暮らしをまもります。

大雨のときには水田・畑やため池などに雨水が一時
おおあめ すいでん はたけ いけ あまみず いち じ

し ぜん わたし くさいがい

地下水

しみこむ～しみこむ～

わきみず

河川へ
か せん ち か すい

あめ

おいしい水は

日本のかけがえのない財産よ。

みず

にっぽん ざいさん

450リットル。牛乳 1リットルのパックが450本分だよ。
ぎゅうにゅう ほんぶん

【【こたえこたえ】】

お茶わん一杯のお米をつくるのに水はどれくらい必要なのかしら？
ちゃ いっぱい こめ みず ひつよう

と の

クイズ大会
たい かい

日本のお米づくりと水日本のお米づくりと水
こめ みずにほん

●第１問●
だい もん

●第２問●
だい もん

きき おんおん じょうじょう しょうしょう

つち ふせ

水田には、東京ドーム約4,000杯分の

水を貯めることができるんだよ。

すいでん やく はいぶん

みず た

水田や畑ではさまざまないきものの

いのちのつながりいのちのつながりを守ります。

すいでん はたけ

まも

やっぱりふるさとの景色はいいね～。
けしき

約１０周分
やく しゅうぶん

日本全国にあるたくさんの水のみち（水路）を

とおって田んぼにとどけられるのよ。

なんと、その長さは、日本全体で、約約4040万万kmkmなのよ。

にほんぜんこく みず すいろ

た

なが にほんぜんたい やく まん

的に貯まり、洪水の発生を防いだり洪水の発生を防いだり、被害を軽くし

たりすることができます。

水田に水が張られていると、地下水の量の変化が緩やかに

なり斜面の土がくずれるのを防ぎます。

てき た こうずい はっせい ふせ ひ がい かる

すいでん みず は ち か すい りょう へん か ゆる

しゃめん

とうきょう
ふるさとの自然や景観を守ります。

作物が育つ水田や畑、農家のおうち、その周辺の川や

里山が一体となってつくりだすふるさとの風景ふるさとの風景は、

農業によって、形づくられた自然の姿です。

し けいかんぜん まも

し ぜん すがたかたちぎょうのう

そだ すいでん はたけ のう か しゅうへん かわさくもつ

さとやま ふうけいいったい

農地で栽培される作物は光や熱を吸収し

気温を下げる気温を下げるはたらきがあります。

夏の気温上昇をやわらげることができます

のう ち ひかり ねつ

き さ

なつ

おん

さいばい さくもつ きゅうしゅう

きおんじょうしょう
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やく ばい【【こたえこたえ】】

【【こたえこたえ】】

●第２問●

●第３問●
だい もん

水のみちには、

田んぼに水を届けるみちと

田んぼから水を川へ戻すみちがあります。

これらのみちは土地改良区という農業者の団体が

管理しています。

みず

た

た

みず

みず

とど

かわ もど

かいりょうくと ち のうぎょうしゃ だんたい

かんり

…ということは、

地球約地球約1010周分周分だよ！
ちきゅうやく しゅうぶん

琵琶湖の
び わ こ

日本全体では1年間でどのくらいの水を田んぼで使うのかな？
にほんぜんたい ねんかん みず た つか

日本全体の田んぼで使う水は１年間で517517億億ｍｍよ。

これは、日本で一番広い湖（琵琶湖）の約約22倍倍なのよ。

3

にほん いちばんひろ みずうみ び わ こ やく ばい

おくにほんぜんたい た つか みず ねんかん

田んぼではたくさんの水をつかうようだけど、これらの水はどのようにして

日本全国の田んぼにとどけられているのかわかるかしら？

みず

にほんぜんこく た

た みず

り
つり

つ

でんでんとうとう ぶんぶん かかしし げんげん

地域のお祭りや伝統芸能お祭りや伝統芸能を守ります。

農業をおこなうことによって、お米の豊作を祈ったり感謝したりする

お祭りや行事が昔から伝えられてきました。

ち いき まつ でんとうげいのう まも

のうぎょう こめ ほうさく いの かんしゃ

まつ ぎょうじ むかし つた

田んぼのまわりに住む生きものが住みやすい環境になるよう

に考えながら、水のみちを整備しておるのじゃ。

いきもののつながりを絶やしてはいかんのじゃよ。

た す い す かんきょう

かんが みず せい び

た

農産物

家畜のふん

たい肥

生ゴミ

ひ

なま

か ちく

のうさんぶつ

農地は、資源のリサイクル資源のリサイクルをすることができます。

農地では、牛や豚の排せつ物や生ゴミからつくった

たい肥を、農産物が養分として吸収できる形に変え

ることができます。

のう ち し げん

のう ち うし ぶた はい ぶつ なま

ひ かたち か

夏の気温上昇をやわらげることができます。

水田には、気温を約1.3度下げる効果
があるんですって！

き おん どやく こう かすいでん

のうさんぶつ ようぶん きゅうしゅう

ぴかぴかだねっ

●第４問●
だい もん

ん～・・・。
わからないわ。

古くなってこわれてきた水のみちはどうするのかな？

大切な水が田んぼに届かなくなっちゃうよ。

ふる

とどたたいせつ みず

みず

わしは、水蔵じいさん水蔵じいさんだ。農家のみなさんが農業をしやすい状態にする仕事を

しておる。田んぼに水をとどけるみちを新たにつくったり、

古くなったものは修理したりして大切につかっているのじゃよ。

すいぞう のう か のうぎょう じょうたい しごと

た みず あら

ふる しゅうり たいせつ

【【こたえこたえ】】

わしにまかせなさい！！


