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今日、日常生活の中で、食料の生産現場を見る機

会は少なくなっています。そのため、子どもを含めた多

くの人が、自分の食生活が自然の恩恵や食に関わる

人々の活動に支えられていることを実感しにくくなっています。

こうした中、食料の生産から消費までの食に関するさまざまな体験活動を行うことは、食に関する知識と

食を選ぶ力を習得する機会となります。このような体験活動は、健全な食生活を自ら行うことができる人間

を育てる「食育」を推進する上で重要です。

教育ファームは、農家の指導を受けながら一連の農作業などを体験することで、「食生活が自然の恩恵

の上に成り立っていることや食に関する人々のさまざまな活動に支えられていることに関する理解を深める」

など、参加者にさまざまな効果をもたらす農林漁業体験活動です。

子どもたちにとって教育ファームは、体験を通じて、

将来にわたって健全な食生活が送ることができるよう

期待される取組となります。土づくり・種まき・収穫といっ

た農作業体験に加えて、調理・加工・味わいといった食体験も行うことで、より大きな効果を得ることがで

きます。

学校で行う体験活動をきっかけに、食べ物を大切にする気持ちが高まり、多くの学校で給食の残食率が

減ったという成果が出ています。このほかにも、働くことの大変さを感じたり、地域への関心を高めたりする

ことができたという事例もあります。

期待される効果（例）

● 教育ファームにより期待される効果

・ 食べ物を大切にする気持ち

・ 給食の残食率の減少

・ 働くことの大変さを知る

・ 地域への関心を高める

・ 食べ物と農林水産業の関係を知る

学校での学習 教育ファーム

教育ファームの意義・目的

学校での教育ファーム

教育ファームとは何か？
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小学校で行われる農林漁業体験活動は、現在、

一部で理科や社会などの教科の中で野菜の栽培や

稲刈りなどを行っているところがありますが、総合的な

学習の時間を使って行われることが多いようです。総合的な学習の時間は、主要な教科に比べれば授業時

間数が少ないほか、年間の学習計画が決まっている場合、新たに体験活動を入れることが難しいことがあ

ります。

また、農作業などの体験活動を行う場合、学校農園や学校近くの農地を使うことが多いのですが、都市

部の小学校などでは、学校敷地の制約や学校近くに農地がないことがあり、体験活動の導入が難しいこと

も考えられます。

この教材は、農作業などの体験活動をより多くの学校で実施できるよう、学校での教科学習を農業体験

に関連づけて行うことができるようにしたワークシートです。また、体験活動を行わなくても食や農業につい

て学習できるワークシートを半数以上入れており、多くの学校の授業の中で幅広く活用できます。

■ワークシートを活用することで授業の幅が広がる
○既に体験活動を行っている学校（総合的な学習の時間で実施）や今後導入する学校にとって…

　・ワークシートを活用することで、さまざまな教科の時間でも体験活動を実施できます。

　・体験活動を教科の学習に結びつけられます。

　・体験の事前・事後学習ができます。

○体験活動の導入が難しい学校にとって…

　・各教科の中で、食や農業について学習できます。

　・体験活動の代わりに、稲や野菜の現物などを観察することで完結できる学習もあります。

ワークシートは、学校の教科で学習する内容を踏ま

えて作成していますので、各教科の学習に組み込みや

すくなっています。

教科の授業の中でワークシートを活用する場合に、教科の指導計画がきっちりと組まれているため、体

験活動の時間をつくることが難しいことがあります。この場合、ワークシートの体験学習以外の部分などを

教科の指導計画に組み入れて実施し、体験学習などを総合的な学習の時間に行うことも考えられます。

また、総合的な学習の時間の中でワークシートを活用する場合、教科で学習したことと関連させていくこ

とにより、児童がその教科の学習に積極的に取り組むことが期待されます。なお、平成26年度全国学力・

学習状況調査の結果によれば、総合的な学習の時間における探究活動の指導などを行った小学校・中学

校ほど、教科の平均正答率が高い傾向が見られることが示されています。

ワークシートのねらい

教科などの中での活用

教材のねらい
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ワークシートには次の特長があります。これらを参考にしてぜひご活用ください。なお、教科などの時間

や農地の場所の制約などから実施困難な学習も考えられますので、それぞれの実情に合わせて、学習の一

部を省略したり、部分的に活用したりすることもできます。

1．教科の内容を踏まえた学習
各ワークシートは、学校の授業で活用できるよう、学校の教科で学ぶことを踏まえた内容としていること

から、学習計画に組み込みやすくなっています。

2．児童が意欲的に取り組める楽しい誌面
ワークシートは、児童が楽しく取り組める誌面構成となっています。2人のメインキャラクターが進行を後

押しする一方で、進行を邪魔するサブキャラクターもいます。また、模様にまぎれ込んだ漢字一文字を探す

遊びもあり、飽きずに取り組めるようになっています。

3．体験学習に役立つ知識やデータ
ワークシートには、児童の興味や関心を高め、農業体験をより豊かにするための知識やデータがありま

す。体験の事前・事後学習で、効果を高めていきましょう。また、この解説書の実践編の中にも参考となる

知識やデータがありますので、ご活用ください。

4．1年間の流れの中での学習
12 種類のワークシートは1学年の年間指導計画の中で活用できます。そのほか、例えば、学校行事で

1つのワークシートを使うことや、2年間の計画で使うことなどもできます。

5．高学年以外での活用
ワークシートは、小学校高学年の学習内容を基本としていますが、児童の興味・関心によっては、下の

学年でも部分的に活用することも想定しています。

6．農業体験の振り返り
農業体験などの体験学習では、体験活動だけで終わらず、「振り返り」が大切です。このワークシートに

は体験活動後の感想を記入できます。

7．展開例の活用
ワークシートの実施後、さらに関連事項を学習する場合のために、解説書には「展開例」を掲載してい

ますので、これを活用できます。

ワークシートの特長
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ワークシートには12種類のワークシートがあり、それぞれが各教科に関連した学習内容になっています。

ワークシートの表紙タイトルの左上に関連する教科名が記載されています。また、農作業などの体験学習を

行うものには、表紙タイトルの右上に「農業体験」や「調理体験」と記載しています。

各ワークシートは、食や農業に関するテーマが設定されており、そのテーマに関する設問に対して、適切

な単語の解答や考えたこと、調べたことなどを書き入れる学習としています。5問程度の「指令」を順に解

いていくことで、ひとつのワークシートの「MISSION」を達成していきます。各指令の内容は、児童に考え

させるもの、調べさせるもの、観察させるもの、体験させるものなど、さまざまな学習がありますが、状況に

応じて学習方法を変えて行ってもよいでしょう。

　

〔ワークシート（2・3ページ）の例〕

なお、各指令にはチェックボックスが付いており、取組が済んだ指令にはチェックを入れることで、どこま
で進んだかを記録できます。（チェックボックスは、上の図の  部分を参照。）

また、各ワークシートの背景模様の中に、テーマに関係する漢字1文字が入っていますので、児童が見つ
けたら最終ページの記入欄に書き入れさせます。（漢字は、上の例の  部分を参照。）

サブキャラクター メインキャラクター

ワークシートの使い方
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各ワークシートの内容は、以下のとおりです。授業を行う際の参考としてください。なお、それぞれの実

情に合わせて、総合的な学習の時間で行ったり、学習方法を変えたり、部分的に使用したり、宿題にした

りすることもできます。

※ （  ）書きのものは、必要に応じて行います。

mission

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

タイトル

食べ物を追跡！

インタビューに挑戦！

広さを比較せよ！

天気を予測せよ！

苗づくりに挑戦！

みのりの不思議！

米づくりにトライ！

およその数で考えろ！

料理にチャレンジ！

身近な食文化研究！

みんなでカルタ大会！

食料自給率調査！

給食の産地調べ【調べ学習】
用意：給食の献立表
教師準備：給食の食品の産地
15分

歩幅の計測
【実習：計測】メジャー（10m）
【計算】
15分

天気のことわざ把握
【思考：穴うめ選択】
10分

農作物の苗の把握
【思考：選択】
10分

農作物の草・花の把握
【思考：選択】
10分

米の収穫量上位県の確認
【確認：統計値】
【確認：地図の県位置】
10分

給食のごはんの重量計測
【実習：計測】【計算】
用意：計量器
15分

給食の使用食品調べ【調べ学習】
用意：給食の献立表
教師準備：給食に使用した食品名
15分

給食の使用野菜調べ【調べ学習】
用意：給食の献立表
教師準備：1週間分の給食に使用した野菜名
15分

カルタに使う言葉集め
【思考：記入】
30分

朝ごはんのメニュー選び
【思考：選択】
5分

インタビューの特徴
【思考：記述】
10分

教科

社会

国語

算数

理科

理科

理科

社会

算数

家庭

家庭

国語

社会

指令1

米の産地調べ
【調べ学習】
用意：米の袋
5分

インタビュー内容の書き出し
【思考：記述】
15分

農地の長さの計測
場所：農地【実習：計測】
【計算】計算機
30分

天気の移り変わりの把握
【思考：穴うめ選択、記述】
10分

種もみの選別観察
【実習：観察】
教師準備：ビーカー、種もみ、塩（生卵）
10分

花のつくりの把握
【思考：穴うめ選択】
10分

米づくりの場所の条件把握
【思考：穴うめ選択】
10分

ごはん一杯の米の重量計算
【計算】計算機
10分

食品の栄養素ごとの分類・栄養素の機能
【調べ学習】教科書／インターネット／
図書館　等【思考：機能選択】
15分

旬の野菜調べ
【調べ学習】インターネット/お店　等
20分

読みふだづくり
【思考：文章作成】
用意：読みふだ用の紙
30分

朝ごはんの自給率調べ
【思考：穴うめ選択】
5分

指令2目安時間

45分

90分

85分

90分

70分

80分

85分

90分

135分

90分

120分

45分

（発芽・成長の
観察時間を
除く）

（うち体験学習
45分）

（うち体験学習
45分）

（うち体験学習
45分）

（うち調理実習
45分）

ワークシートの学習内容一覧
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米の流通ルートと役割の把握
【思考：穴うめ選択】
5分

インタビューシートの作成【思考：記述】
【調べ学習】教科書／インターネット／
図書館　等
20分

農地面積の計算
【計算】計算機
10分

雨による農業への影響調べ
【調べ学習】教科書／インターネット／
図書館　等
15分

発芽の条件の確認
【思考：穴うめ】
10分

花粉をつくる部分の確認
【思考：選択】
5分

米づくりの作業把握
【思考：穴うめ選択】
10分

ごはん一杯の米粒の数計算
【計算】計算機
10分

野菜の調理方法聞き取り
【インタビュー】農家
15分

日本の食料自給率の把握
【思考：穴うめ選択】
5分

住んでいる地域の伝統野菜調べ
【調べ学習】インターネット／図書館　等
（【インタビュー】農家）
20分

取りふだづくり
【思考：絵作成】
用意：取りふだ用の紙
30分

指令3

米の加工品の把握
【思考：品名記入】
10分

農地面積の聞き取り・比較
【インタビュー】農家
【思考】【計算】計算機
20分

気候を利用した農作物栽培調べ
【調べ学習】教科書／インターネット／
図書館　等
10分

成長の条件の把握
【思考：穴うめ選択、記述】
10分

実を食べる野菜の把握
【思考：穴うめ選択】
10分

米づくりの作業内容把握
【思考：穴うめ選択】
10分

ごはん一杯分の稲穂・稲株の本数計算
【計算】計算機
10分

聞き取りした料理の調理
【実習：調理】
用意：食材　等
45分

カルタ遊び
【実習】
【思考：記述】
30分

食料自給率の変化の要因把握
【思考：記述】
10分

年中行事と関係する食べ物調べ
【調べ学習】インターネット／図書館　等
15分

インタビューの練習・答えの
書き出し・話し合い
【実習】【記述】【思考：発表】
45分

指令4

野菜等の輸送手段の特徴把握
【思考：記述】
10分

施設の面積との比較
【計算】
10分

天気による農作業への影響調べ
【インタビュー】農家
【調べ学習】教科書／インターネット／図書館 等
45分
植物の成長の観察【実習：種まき、観察記録】
【思考：記述】
用意：植物の種、ポット、土など
30分（種まきにかかる時間のみ）

野菜の収穫体験・観察・聞き取り
場所：野菜畑
【体験学習】野菜の収穫体験 【観察】収穫した野菜の観察
【インタビュー】農家 【感想：記述】 45分

米づくり作業体験と感想
場所：田んぼなど（作業の内容による）
【体験学習】米づくりにおける作業の1つ
【感想：記述】 45分

稲刈り体験
場所：田んぼ
【体験学習】稲刈り 【確認：稲穂・稲株】
【感想：記述】 45分

バランスを考えた献立づくり
【思考・調べ学習：記述】教科書／インターネット／図書館 等
【感想：記述】
45分

郷土料理調べ
【調べ学習】インターネット／図書館　等
（【インタビュー】農家）
20分

食料自給率低下の理由把握
【思考：記述】
20分

指令5
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ワークシート「教育ファーム大作戦」は、体験学習を行う場合、農作物の作業時期などに合わせて使用します。

【年  間  型】年間を通して、農業体験や調理体験を行いながらワークシートを活用する方法です。

1学年の中で、農作業の実施時期や教科の単元学習の実施時期などに合わせて、対応する

それぞれのワークシートを使っていきます。5～6年生の2年間で行うなど、じっくり学習す

ることもできます。

【イベント型】農業体験や調理体験を単発で行う際にワークシートを活用する方法です。

体験学習の前後に、関連するワークシートを使っていきます。修学旅行や林間学校などの課

外活動で活用することもできます。

体験活動を行わない場合は、単元学習の実施時期などに合わせて、対応するそれぞれのワー

クシートを使っていきます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

米

大
　
豆

ト
マ
ト

サ
ツ
マ
イ
モ

苗づくり 草刈りなど

田おこし・代かき

田植え

種まき

植えつけ

植えつけ 収穫

中ぼし

乾燥・もみすり

M5：苗づくりに挑戦！

M７：米づくりにトライ！

M４：天気を予測せよ！

M６：みのりの不思議！

M８：およ　　

M１：食べ物を追跡！

M２：インタビューに挑戦！

M３：広さを比較せよ！ワ
ー
ク
シ
ー
ト

※種まきは３月頃

※栽培スケジュールは、地域、品種、栽培方法などによって時期が異なります。上の図は1つの例なので、実際に農業体験を行う場合は、
　指導を行う農家の方などに時期をご相談ください。

※露地栽培
　の場合

枝豆として収穫

栽
培
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
例

年間カレンダー（実施推奨時期） のワークシートは農業体験、
または調理体験が組み込まれています。

ワークシートの使用時期
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10月 11月 12月 1月 2月 3月

収穫

収穫

稲刈り

出荷

  その数で考えろ！

M９：料理にチャレンジ！

M10：身近な食文化研究！

M11：みんなでカルタ大会！

M12：食物自給率調査！
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●1年間じっくりと！「年間型」

稲刈り体験の事前・事後学習としての活用例
MISSION8 「およその数で考えろ!」〔事前学習〕
 稲刈り体験（体験後に振り返り）
　　　　　　　　　　↓
MISSION12 「食料自給率調査 !」〔事後学習〕

田植え体験と稲刈り体験の事前・事後学習としての活用例
MISSION3「広さを比較せよ!」〔事前学習〕
　　　　　　　　　　↓
MISSION7 「米づくりにトライ!」〔事前学習〕
 田植え体験（体験後に振り返り）
　　　　　　　　　　↓
MISSION8 「およその数で考えろ!」〔事前学習〕
 稲刈り体験（体験後に振り返り）
　　　　　　　　　　↓
MISSION10 「身近な食文化研究 !」〔事後学習〕

野菜の収穫体験の事前・事後学習としての
活用例

MISSION6 「みのりの不思議 !」〔事前学習〕
 野菜の収穫体験 （体験後に振り返り）
　　　　　　　　　　↓
MISSION9 「料理にチャレンジ !」〔事後学習〕

●学校行事に合わせて体験を行う「イベント型」

一  

学  

期

二  

学  

期

三  

学  

期

お米関係

野菜の収穫体験

お米づくりの作業体験

稲刈り体験

調理体験

野菜関係

MISSION1「食べ物を追跡!」

MISSION2「インタビューに挑戦!」

MISSION3「広さを比較せよ!」

MISSION4「天気を予測せよ!」

MISSION5「苗づくりに挑戦!」

MISSION6「みのりの不思議!」

MISSION7「米づくりにトライ!」

MISSION8「およその数で考えろ!」

MISSION9「料理にチャレンジ!」

MISSION10「身近な食文化研究!」

MISSION11「みんなでカルタ大会!」

MISSION12「食料自給率調査!」

ワークシートの活用例
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体験活動を始める流れ
構 想

・児童に伝えたいこと
・どのような体験活動を行うか

・年間、あるいは行事での実施
・教科、総合的な学習の時間の活用
・事前・事後学習
・調理体験・食体験　　　　　など

・費用の拠出先

準 備

生産者との話し合い
・栽培作物、作業時期・内容の決定
・安全、役割分担の決定　　　など

・使用する農地の相談

・生産者や協力者を見つける

体験活動
体験の実施
・児童への事前説明
・安全管理

体験後の振り返り
・感想、生産者への手紙　　　など

1．構想を立てる
学校で農林漁業体験を始める場合、まず、児童に何を伝えたいか、そのためにどのような体験活動を行

うかをしっかりと考えます。その際に、体験活動を、年間を通して行うのか、あるいは1つの行事として行う

のか、また、教科、総合的な学習の時間、行事など、どの時間を使って行うのか、さらに、事前学習・事後

学習や収穫物の調理体験・食体験のことなども考えておきましょう。体験活動の場所については、学校敷地

内の一画を使って行う方法と学校外の農地などで行う方法があり、現地まで出向く時間や方法、交通の安全

なども考慮しておきます。

また、体験活動には、資材費や謝礼などの費用が発生することが多いことから、その拠出先を考えてお

く必要があります。実際に体験活動が行われている事例では、学校予算や保護者による拠出が多いようで

すが、団体などから助成を受けている例もあります。

2．生産者や農地を探して話し合う
体験の目的や方法の考えがまとまったら、次に、指導してもらえる生産者や協力者を見つけます。身近に

相談できる方がいない場合は、PTA、行政機関、農協、コーディネーターなどに相談して、適切な生産者

がいるかどうかを聞いてみましょう。

学校外の農地の使用については、生産者に聞いてみるほか、地域の方、市町村役場、農協などに、体

験に適した場所がないかなどを相談します。

指導してもらえる生産者には、体験の目的や方法の考えを伝え、生産者の意向も聞きながらよく話し合い、

栽培作物や作業時期・内容などの具体的な作業を決めていきます。この際に、作業の安全管理、役割分担、

雨天の場合の対応、作業時以外の栽培管理のことなども決めておきましょう。また、体験時の作業で必要

となる農機具や長靴・軍手などについては、学校で用意するのか、生産者で用意するのかを決めておきます。

3．体験を実施する
農林漁業体験を行う際には、児童に対して事前に服装や注意事項を説明し、生産者の指示に従って作

業するよう徹底しましょう。体験中は、ケガや熱中症などの病気を引き起こすおそれがありますので、児童

の安全管理に十分注意して行いましょう。

体験後は、児童に対して、感想や観察日記を書かせたり、生産者に送る絵手紙を描かせたりして「振り返り」

を行うことが、体験の効果を高める上で大切です。

4．行事の際に体験を入れる
修学旅行や林間学校などの行事の際に、農林漁業体験を組み入れることもできます。体験活動を斡旋

するNPO法人などがありますので、適切なところに相談してみましょう。

学校が行う農林漁業体験活動の始め方
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● カボチャ〔果菜類〕

大まかに、日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、ペポか

ぼちゃの３種類に分けられます。日本かぼちゃはねっ

とりして水分が多く、甘みが少ないので煮物料理に

使われます。西洋かぼちゃは粉質でホクホクとした

肉質をしており、各種の西洋料理に使われます。ペ

ポかぼちゃは個性的な形をしたものが多く、味が淡

泊なためほかの食材と合わせて用いるか、ハロウィ

ンなどで観賞用として利用されることが多いようです。

● キャベツ〔葉茎菜類〕

出荷時期によって春キャベツ、夏秋キャベツ、冬

キャベツに大きく分類できます。かつては、巻きの

硬い冬系の「寒玉」が流通の大半を占めていました

が、近年は、生のままでも柔らかい春系の品種の生

産量が増えています。

● サツマイモ〔いも類〕

「かんしょ」とも呼ばれます。品種は、世界に

4000 種類あるといわれおり、日本では40品種

程度が栽培されています。日本では、食用、でん粉・

アルコールなどの加工用、飼料用など、それぞれの

用途に適した品種が開発されています。

● ジャガイモ〔いも類〕

「ばれいしょ」とも呼ばれます。用途によって、調

理用、おかしなどに利用される加工用、片栗粉や

麺類の原料に利用されるでん粉原料用の３つに大

別できます。調理用の2大品種は、ホクホクした食

感の「男爵薯」と粘質系で煮崩れしにくい「メークイ

ン」ですが、そのほかにも「ニシユタカ」、「キタアカ

リ」、「インカのめざめ」など、多くの品種が栽培され

ています。現在では、料理に応じて使い分ける消費

者が増えています。

● 枝豆（大豆）〔豆類〕

大豆の未成熟な豆を食べる野菜です。えだまめ

専用の品種が４００以上あるといわれてます。流通

の大半は、やや大粒で白い毛を持つ中晩生のグルー

プのものです。そのほか、地方野菜として、山形県

のだだちゃ豆、福島県・秋田県の五葉豆、新潟県

の茶豆、丹波地方の黒豆など、地方には独自の品

種がいろいろあります。

● トマト〔果菜類〕

果皮の色によって、甘みに富み酸味やトマト臭が

少なく生食用に利用される桃色系、酸味と甘みが強

くジュースや加熱調理用に使われる赤色系及び黄

色系の３つに大別されます。また、果実の大きさで

は、大玉、中玉及びミ二トマトの３つに分けられます。

最近、生産量が増加している食べきりサイズの中玉

はミディトマトとも呼ばれます。このほかに、水を極

端に抑えることで甘みが増し、フルーツ感覚で食べ

ることのできるフルーツトマトも出回っています。

● ナス〔果菜類〕

国内で栽培されるものは、果実の大きさと形によ

り分けられ、関東の「卵形なす」、東海・関西の「長

卵形なす」、東北と関西以西の「長なす」、九州の「大

長なす」を主とし、そのほかに北陸・京都の「丸な

す」、山形の「小なす」など、地方独特のものも多く

見られます。近年では、栽培が容易なこと、いろい

ろな用途に向くことから、「長卵形なす」が全国的に

生産されるようになりました。多くの品種は紫色です

が、中には白色や緑色の品種もあります。

● ピーマン〔果菜類〕

とうがらしの一種で、辛みのない大型のとうがら

しの仲間です。昔のものは、今のものより大きめで、

肉も厚く青臭い独特な香りが強く、少し食べづらい

ものでしたが、品種改良により、最近では、中型の

薄肉で香りが少ないタイプが主流となりました。こ

のほかに、赤、黄等のさまざまな色があり、大型で

甘味のあるパプリカや、緑色のピーマンより甘味が

強く、栄養価にも優れ、独特の香りが少ない赤色

に熟したピーマンも注目されています。

＜ワークシートにある野菜の解説＞

参考

出典： 独立行政法人農畜産業振興機構
 「野菜ブック～食育のために～」から抜粋
http://vegetable.alic.go.jp/yasaibook/index.html


