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　近年、食をとりまく環境は、世帯構成人数の減少、食の外部化、食のグローバル化、

食に関する情報の氾濫など、大きく変化しています。これに伴い、子どもたちの食生

活においては、栄養の偏り、不規則な食事などが生じているほか、日常生活では食

の生産現場を意識することが難しくなっています。

　このような状況の下、学校教育においては、教科、給食をはじめとする特別活動、

総合的な学習の時間などを通じて、子どもたちの食に関する関心や理解を増進し、

自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めるよう取り組まれていま

す。しかし、多くの学校現場では時間がない、地域に農林漁業の現場がないなどの

諸事情がこれらの取組の制約となっているのではないでしょうか。

　今般、総合的な学習の時間に限らず、学校の授業で幅広く活用していただけるよう、

各教科等に関連づけた食や農について学習する教材を作成いたしました。一部のワー

クシートには農作業などの体験活動の中で、体験の事前・事後学習として活用できる

ほか、農林漁業体験の実施が困難な場合も想定して、教室で行う授業のみで使用で

きるものもあります。本書は、教諭など指導者の方がワークシートを使って授業を進

めるための解説書として作成したものです。

　ワークシートを、学校の授業などで活用していただき、子どもたちの食や農に関す

る学習に役立てていただければ幸いです。

　最後になりましたが、本教材の作成にご協力を賜りました関係者の方々に、心より

感謝申し上げます。

平成27年3月

農林水産省　消費・安全局　消費者情報官
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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



8　準備編

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
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キャベツ ○
ニンジン

１．概要と指導例

 ■目標 ・食べ物は生産者からどのようなルート、方法で運ばれてくるのかを知る。

  ・お米の表示や加工品について知る。

 ■実施目安時間　  45分

 ■実施場所　 .......  教室

 ■準備  ..................  給食の献立表、給食に使われていた食品の産地、お米の袋

●指令3（目安５分）
「お米の流通ルート」の図を見て、生産者から消
費者の手元に届くまでの仕組みを知り、それぞ
れの役割を理解します。

［指導例］
・生産者、出荷業者、精米業者、販売業者、消費者、
それぞれの役割を考えてみよう。

・それぞれの役割を順番に並べてから、①～④
に入れていくとわかりやすいよ。

・家庭に届くまでにいろいろな人が関わってい
るね。

●指令1（目安15分）
給食がさまざまな食品からつくられていることを
知り、そのうち、自分が住んでいる都道府県で生
産されたものを児童に知ってもらいます。事前に給
食の食品の産地を調べておき、児童には献立表を
配ります。

［指導例］
・今日の給食にはどんな食品が使われていたかな？

・その食品はどこでつくられたものだろう？

・自分の住んでいる都道府県でつくられたものはあ
るかな？

●指令2（目安５分）
袋の表示を見てお米の産地を調べます。米袋を
用意するか、あるいは児童に家庭の米袋を調べ
させたりするほか、スーパーや米屋などのお店
に協力をお願いし、売り場で産地を調べさせて
もらうことも考えられます。

［指導例］
・お米の袋を見たことがあるかな？

・お米の袋に産地などが書いてあることは知っ
てるかな？

・産地がわかったら、その都道府県の場所に色
をぬろう。

・お米だけではなく、食品のパッケージや売り
場には産地が書いてあるものがあるんだよ。

・スーパーマーケットなど食品が売っているお
店に行ったときは、お米だけでなく野菜やお
肉など、いろいろな食品の産地を確かめてみ
ると、いろいろな産地があっておもしろいよ。

・漬け物や焼きのりなどにも材料となる野菜や
のりの産地が書いてあるよ。材料がどこでつ
くられたものかを調べると、いままで知らな
かったことがわかるかもしれないよ。

MISSION 1  食べ物を追跡！社会
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運

●指令4（目安10分）
児童に思いつくままお米の加工品を発表しても
らいましょう。また、その加工品が料理にも使
われていることを知ると、より身近に感じられ
ます。

［指導例］
・お米からつくられている加工品はいろいろあ
るよ。

・昔から日本人がおやつなどで食べているもの
や、大人にならないと飲めない日本伝統のも
のや、調味料などもお米からできているよ。

つくる 集める 売る 食べる

お餅 せんべい

白玉粉 お酒

米酢

●指令5（目安10分）
お米だけでなく、野菜や果物もさまざまな産地
から届けられています。輸送手段の特徴を考え
ます。

［指導例］
・スーパーにはいつも新鮮な野菜や果物が並ん
でいるね。遠くの産地から運ぶ方法には何が
あるかな？

・トラックは、道があればどこへでも行けるね。

・飛行機は遠くの産地でも早く届けられるね。

・船はたくさんの荷物が運べるね。

・スピードや運賃のことも考えてみよう。

どこへでも運べる。

速く運べる。運賃が高い。

大量に運べる。運ぶのに時間が
かかる。
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、まず給食に使われている食品と

その産地を知ります。事前に、特定の日の給食で使われて

いる食品の産地を聞いておくとともに、児童には給食の献

立表を配ります。次に、お米の袋を用意するか、あるいは

児童に家庭の米袋を見てこさせるなどして、お米の産地を

調べます。その後、お米の流通ルートと役割、お米の加工

品、野菜の流通手段について学習します。

これらの学習については、家の方やスーパー・米屋など

のお店の人に聞くほか、インターネットを活用するという方法

もあります。お米の加工品については、パッケージの表示

からお米を原材料にしているものを探すことも可能です。

　

●指令1　給食の産地を確認せよ！
まず、給食がどのような食品からつくられているのかを献

立表を見ながら考えます。給食をつくっている場所（人）は

わかっていても、どのような食品を使っているかまでは知ら

ないことも多いと思われます。事前に栄養士や家庭科の先

生、給食センターなどから聞いて、使われた食品とその産

地を一覧表にまとめておくといいでしょう。

この中に、自分の住んでいる都道府県でとれた食品があ

れば、その食品を身近に感じることがあります。

【給食の献立表】
学校によっては、給食の献立表に食品の産地名が

記載されているものがあります。この場合は、答え合わ

せ用に献立表を利用するといいでしょう。まず、メニュー

を思い出させ、それにどんな食品が使われていたかを

考えさせましょう。

●指令2　お米の産地を調べよ！
いつも食べているお米の産地を知っている児童はどのくら

いいるでしょうか？給食などで使われているお米の袋を用

意したり、家で食べているお米の袋を見てこさせるほか、スー

パー・米屋にあるお米の袋を見て産地を調べさせてもいい

でしょう。

調べた結果は、児童に発表してもらいます。日本地図で

産地の場所を確認しながら、ノートにまとめたり、模造紙

に描かれた白地図を用意し、みんなで結果（産地や品種）

を書き込んでいくのもおもしろいでしょう。

【お米主要銘柄（主な産地）】
・あきたこまち（秋田県・岩手県・山形県）

・コシヒカリ（ほぼ日本全国）

・つや姫（山形県）

・ななつぼし（北海道）

・ハナエチゼン（福井県・富山県）

・ひとめぼれ（宮城県・岩手県・福島県）

・ヒノヒカリ（熊本県・福岡県・大分県）

・ふさおとめ（千葉県）

・まなむすめ（宮城県・福島県）

・むつほまれ（青森県）

・夢つくし（福岡県）

●指令3　それぞれの役割を確認せよ！
お米の産地がわかったところで、お米がどのようにして消

費者まで届くのかを、ワークシートの「お米の流通ルート」

で確認します。ここで学ぶのは、生産者、出荷業者、精米

業者、販売業者、消費者、それぞれの役割です。

お米は生産者から農協などの出荷業者が集め、精米業

者を通して販売業者に運ばれ、消費者に届くのが主なルー

トですが、生産者から直接消費者に売られるものなどもあ

ります。また、せんべいなどの原料として出荷業者から加

工工場に運ばれるものもあります。お米の加工品について

は指令4で何があるのかを考えますので、ここでは、加工

品の原料としても使われていることを、説明しておくといいで

しょう。

また、児童が日ごろ見ているお米は白米が中心ですので、

玄米から「ぬか」と呼ばれる表面の層を取り除く、精米と

いう工程についても説明しましょう。インターネットや図書館

などを利用し、精米工場について調べてみるのもよいでしょ

う。

●指令4　お米の加工品を集めよ！
お米はごはんとして食べるだけでなく、工場でさまざまな

ものに加工されています。児童個々に思いつくまま加工品を

書き出してもらう方法もありますが、グループワークなどに

することで、意外なものがお米からできていることを知るか

もしれません。加工品の原材料を意識したことのない児童

に対して、興味を喚起することにもつながります。
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【お米の加工品の例】
あられ、せんべい、おかき、雷おこし、もち、ぼたも

ち、米粉パン、ビーフン、生春巻き、ライスアイスクリー

ム、きりたんぽ、みりん、味噌、米酢、日本酒、焼酎、

甘酒、玄米茶、白玉粉、もち粉、米油など

●指令5　食べ物の輸送手段を考えよ！
野菜や果物が実際にどのような手段で運ばれているかを

知り、それぞれの特徴を学習します。

【輸送手段】
1．トラック

野菜や果物を産地から市場まで運ぶのは、主にトラック

です。トラックによる輸送は、離島などを除けば、どこへで

も運ぶことができます。鉄道や船、飛行機輸送と比べ、荷

物の積み替えの手間がかからないので、ドアツードア（戸

口から戸口）で直送できます。

高速道路やカーフェリー（荷物を積んだトラックがそのま

ま乗れる船）の航路が整備され、遠距離輸送が可能とな

りました。北海道や九州の野菜も、新鮮なまま東京の市場

へ運ばれます。一方で、近年、トラックドライバーの不足な

どが課題となっており、安定的に野菜を輸送するために鉄

道やフェリーなどの輸送手段の活用が検討されています。

2．飛行機

飛行機による輸送は、他に比べて早いですが、運賃が割

高なので、マツタケや早生いちごなど、かさばらないで値段

（単価）の高いもの、鮮度が大切なものの輸送に使われます。

3．船

船による輸送は、時間がかかりますが、運賃が安いので、

重いものを大量に運ぶ場合に利用されます。外国からくる

バナナなどがその例です。

また、遠い産地から運んでも、いたんでいない食品が食

べられるのは、流通段階でさまざまな工夫がされていること

も説明しましょう。図書館やインターネットなどを活用し、確

認してもいいでしょう。

【鮮度を保ったまま野菜を市場に届ける産地の工夫】
収穫した野菜などをトラックに積み込む前に冷やし、野

菜の温度を下げます。こうして予冷した野菜などは、野菜

の呼吸による発熱が抑えられ、温度が上がらず、いたみ

にくく鮮度が長持ちします。野菜や果物の多くの産地には、

予冷倉庫が整備されています。

■いろいろな食品の産地を調べる
売られている肉や魚などにもパッケージなどに産地名が

記載されています。これらをたくさん集めて、産地を調べて

みましょう。模造紙などに食品の表示のラベルを貼ってみ

んなで見てもいいでしょう。

展開例および参考資料

MISSION 1  食べ物を追跡！社会

肉のラベルの例

三重県産

個体識別番号0000000000 保存温度４℃以下

消費期限　yy.mm.dd

◯◯株式会社　〇〇店　TEL0000-00-0000
□□県□□市△△町

加工年月日　YY.MM.DD

牛もも焼肉用

298
100ｇ当り
（円）

正味量
（ｇ）

398
お値段（円）

75

魚のラベルの例

三重県産（養殖）

保存温度４℃以下消費期限
yy.mm.dd

◯◯株式会社　〇〇店　□□県□□市△△町
TEL0000-00-0000

加工年月日
YY.MM.DD

真あじ刺身用

298
100ｇ当り
（円）

正味量
（ｇ）

199

価格（円）

150

輸入

産地直接取引など

直売所、青空市場、宅配など

商社

卸売市場

卸
売
業
者

出
荷
者
（
農
協
、
個
人
等
）

製
造
業
者
、
小
売
業
者
、
外
食
業
者
等

消
費
者

仲
卸
業
者

売
買
参
加
者

■生鮮食品等の主要な流通経路

農林水産省：第1回「卸売市場流通の再構築に関する検討会」（平成26年７月４日）資料
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・詳しい話が聞ける。 ・聞きたいことを用意する。
・気持ちなども聞ける。 ・言葉づかいをていねいに 
  する

１．概要と指導例

 ■目標 ・インタビューの特徴を知り、インタビューシートを作成した上で、児童同士で練習を行

　　　　　　 いコツを知る。

 ■実施目安時間　  90分

 ■実施場所　 .......  教室

 ■準備  ..................  インタビューのグループ分け

●指令3（目安20分）
指令2で書いたインタビューしたいことを整理
し、得られる回答の予想や調べておいたことな
どをシートに記入します。インタビューの前に
しっかりとした準備が大切なことを理解させま
す。

［指導例］
・何も準備せず行き当たりばったりでは、よい
インタビューはできないよ。

・聞きたいことをたずねることができるように
質問をちゃんと書いておこう。箇条書きにし
ておくとわかりやすいよ。

・インタビューしたいことに対してどんな答え
が返ってくるかを予想しておき、次の質問を
考えておくといいよ。

・自分が調べたこともちゃんと書いておき、実
際にインタビューしたときにはそれが正し
かったかどうかも聞いてみるといいよ。

・インターネットで調べたことは本当なのか
な？確認しておこう。

●指令1（目安10分）
インタビューの特徴や注意点を考えさせます。

インタビューについて、これまで学習したことを思
い出しながら、よいところ、注意するところをあげ
させましょう。

［指導例］
・インタビューは、インターネットや図書館で調べ
るのとどう違うのだろう。

・インタビューはどういうときに行うのだろう。

・インタビューするときは、何に注意しなければい
けないのか考えてみよう。

●指令2（目安15分）
グループでインタビューの練習をする準備をし
ます。ここではまず聞きたいことを自由に書き
出させます。好きな食べ物など気軽に聞ける質
問で構わないので、いろいろな質問を出すよう
にしましょう。

［指導例］
・クラスの人に聞きたいことを思いつくまま書
いてみよう。

・好きな食べ物や苦手な食べ物を聞いて、その
理由まで聞いてみてもいいね。

・まずは聞くことをたくさんあげてみよう。

MISSION 2  インタビューに挑戦！国語
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農

・好きな食べ物　　
・苦手な食べ物
・なぜ好き、苦手なのか
・自分で料理したことはあるか
・作物を栽培したことがあるか

・オムライス
・卵料理が好きだから。

好きな食べ物は、人によっていろいろだと
わかった。
相手の答えから次の質問をするのが難し
かった。

◯◯さん

５年１組の教室

・好きな食べ物は何ですか。
・なぜその食べ物が好きですか。

・お菓子
・甘いものだから

子どもの好きな食べ物

●指令4（目安45分）
指令3でつくったインタビューシートをもとに
グループ内でインタビューの練習をします。そ
の結果を踏まえてお互いの改善点などを話し合
い、コツを共有します。

［指導例］
・何を知りたいかが相手に伝わるように、聞き
たいことをはっきりと話すようにしよう。

・大事なことはメモをとりながら、正確に聞き
取ろう。

・答えてもらったことについて、さらに詳しい
話を聞くと、相手も話しやすくなり、よいイ
ンタビューになるよ。

■インタビューの発問
インタビューでは事前の準備が非常に大事なのですが、

実践では発問を入れながら進める場面が出てきます。事

前に答えを予想し、その答えを基にした次の質問まで考え

ておきましょう。

児童にはこの発問がインタビューの醍醐味だと伝えても

いいかもしれません。

練習では想定外の答えにも発問を入れられるよう、柔

軟に対応できるようにしたいものです。
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、後のワークシートで行う農家の方

へのインタビューの事前準備として、児童同士でインタビュー

の練習を行います。

今後、農作業を体験する際などに、初めてのことで知ら

ないことがたくさんあることが予想されます。そのような場

面で知識を得る1つの手段として「インタビュー」があり、

それを使いこなせるように練習をしていきましょう。

なお、これまでの授業の中で、インタビューの学習や練

習などを行ったことがある場合、指令１や指令４を省略し、

インタビューシートの作成のみを行うことも考えられます。

【インタビューの活用場面】

このワークシートで練習したインタビューは、今後の学習・

農業体験などを進める上でさまざまな場面で役に立ちます。

教育ファーム大作戦では、下記の番号のMISSIONの中

で、農家の方へインタビューすることができます。

◯インタビューができるワークシート

MISSION３，４，５，６，９，10　

上記のワークシートに取り組む場合、このワークシートを

使ってインタビューの練習をしておきましょう。

　

●指令1　インタビューについて考えよ！
調べ方の方法としてインタビューは重要な手段です。イン

タビューの特徴や注意点を確認し、有効な手段であること

を児童に認識させましょう。

インタビューのよいところを見つけるために、インターネッ

トや図書館など、他の調査方法との比較があります。

例えば「インターネットだと早く調べられる。動画も見ら

れるからわかりやすい」「動物や植物はいろんな種類があ

るから図鑑で調べたほうがいい」「図書館には司書の方が

いて調べ方を教えてくれる」「インタビューなら直接詳しい

説明やその人の気持ちも聞ける」などの特徴があります。

また、インタビューでは、言葉遣いに注意します。相手

の方に失礼のないよう気をつけさせましょう。

同級生とインタビューの練習をする場合も、インタビュー

される側になった児童は、大人になったつもりの言葉遣い

で答えるようにします。

また、自分の聞きたいことが相手に伝わるようはっきりと

聞き、相手の答えをメモにとっておくことが大事です。

●指令2　インタビューすることを考えよ！
グループ内でインタビューをする準備としてまず聞きたい

ことを書き出させましょう。児童が疑問に思ったことを率直

に書き出させることが大切です。ここでは、思いつきやすい

身近なことをたずねる内容を考えさせるようにします。

なお、例えば「好きな食べ物」や「苦手な食べ物」を聞き、

その理由やその食べ物があったときにどうしているかを聞い

たりすれば、話の流れができます。

●指令3　インタビューシートをつくれ！
ここではインタビューの組み立てを行います。各児童が

指令２で考えた質問を、インタビューすることを想定して考

えさせることで、整理していきます。箇条書きにして記入さ

せるなど、ポイントをまとめさせてシートを完成させましょう。

●指令4　インタビューの練習！
まず児童同士をグループに分けて、インタビューの練習

をします。インタビューする側、される側、両方の立場を経

験することで、何が足りないのかがわかるようになり、相手

の評価によっては、インタビューに対して自信がつくでしょう。

練習の後は、よかった・悪かっただけの感想でとどまる

ことなく、　問題点や改善案などのインタビューのコツをグ

ループで考えるようにします。「ここは自分の考えを伝えてか

ら、質問したらどうだろう」「ここはもっと具体的に質問して

みたらどうだろう」などとアドバイスします。グループごとに

コツをまとめ、クラスでグループごとの発表会を設ければ、

クラス全体でインタビューのコツを共有することができます。

ここまでできたら、さらに先生など、大人へのインタビュー

の場も設ければ、インタビューの質の向上へつながります。
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■農家の方へのインタビューを行う前の下調べ　
実際に農家の方へインタビューする場合、インタビュー

シートの作成は、聞きたいことについての下調べに時間を

費やします。調べる内容によって、図書館・インターネット

など最適な方法を選ばせて、探してみるよう指導します。特

にインターネットについては注意が必要で、手軽に調べられ

る反面、間違った情報、根拠の無い情報も少なからず存

在しています。必ず複数のサイトで調べるようにして、裏付

けをとるなど、情報の正確性を確認する習慣をつけられる

ようにします。

■インターネットや図書館で調べる　
インターネット上にはさまざまな情報があふれています。自

分に役立つ情報、知りたい情報を得るためにはどうすればよ

いのか、また、調べた情報のみで正しいと判断せず、情報の

正確性を確認する習慣をつけるようにしたいものです。それ

に加え、児童が出会い系や詐欺などのトラブルに巻き込まれ

ないよう、インターネットの危険性についてもふれ、児童に自

衛能力を身につけさせる機会にもしましょう。

図書館であれば、調べものをする場だけでなく、多くの

人が利用していることを理解し、公共マナーもあわせて教

えるようにしましょう。

■さまざまな情報を調べる
「インターネット」「図書館の資料」「インタビュー」以外

の調べ方も児童に考えさせることができます。

その他の手段としては、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなど

のメディアで調べる、博物館や資料館で調べることなどが

あります。それぞれの特徴を知り、使い分けや活用法を学

びましょう。

・メディアで調べる：日ごろから興味や関心のある記事など

をスクラップしておく

・博物館や資料館で調べる：展示物のほか、ビデオやスラ

イドなどの資料で調べる

■インタビュー時のメモの取り方
相手の話を聞きながらメモを取るのは意外と難しいことで

す。丁寧に書くことよりも書き漏らさないことが重要になります。

メモを取るときは「漢字を使わずにひらがな、カタカナで素早

く書く」「重要な言葉を書いておく」といったことをアドバイス

し、児童同士の練習で単語のみの回答だけでなく、具体的

な内容や理由などを聞くことにより徐々に情報量を多くしてい

き、練習を積ませるといいでしょう。

《メモの取り方の例》
遊び方について

①あそぶじき 春…つくしとり、かくれんぼ

  夏…水あそび、虫とり、はなび

  秋…くりひろい

  冬…ユキがっせん

②あそぶばしょ 春、秋、冬…うら山

  夏…川

③注意すること 川にはこどもだけではいかない。

■手紙を書く　
農家の方などにインタビューをする前後や、農業体験の

前後にお願いやお礼をするときは、あらたまった手紙を書

いて出すチャンスとなります。

児童に手紙を書かせる意義は、言葉で思いを伝える大切

さを知ってもらうところにあります。

初等教育研究所の福本菊江先生によると、手紙の書き

方の心構えとして次のことを挙げています。

1．気持ちが伝わるように心を込めて書く。

2．伝えたいことをはっきりとわかりやすく書く。

3．わかりやすく、丁寧な字で書く。

4．相手の人が喜ぶような工夫をする。

　  （絵やシールで楽しい手紙の工夫）

5．書き終わったら読み返して直す。
資料：教育同人社「はなまるサポート」

http://www.djn.co.jp/support/special/point/docs/2013/2/1/1.php

特にお世話になった方には、お礼の手紙を出しましょう。

書き終わったら、以下のチェックポイントを参考にして、推

敲するよう指導しましょう。

［チェックポイント］
□ 手紙の形式が、「前文̶本文̶末文̶後付け」になって

　 いるか。

□ 感謝の気持ちや伝えたいことがはっきりと伝わるか。

□ 相手が読んで、理解できる表現か。

　（学校内のみで使う言葉の使用は避ける）

□ 丁寧な表現か。（ですます調にしているか）

□ 相手の人が喜ぶ工夫となっているか。

□ 誤字脱字はないか。

展開例および参考資料

MISSION 2  インタビューに挑戦！国語
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8.5 850

850 85

１．概要と指導例

 ■目標 ・農地を実際に歩いて測った長さから面積を計算し、施設などの面積と比較することで広 

    さの感覚をつかむ。

 ■実施目安時間　  85分

 ■実施場所　 .......  教室、農地

 ■準備  ..................  メジャー（10m）、計算機、農家へのインタビューに必要なこと

●指令3（目安10分）
「面積の求め方」の公式をもとに農地の面積を求
めます。農地の「およその形」により使用する
公式が異なります。

［指導例］
・指令2で調べたおよその形から、どの面積の
求め方を使えばいいのだろう。

・指令2で測った長さを公式にあてはめて、面
積を計算してみよう。

・指令2で計算した長さの単位はメートルだよ。

●指令1（目安15分）
グループ内で協力し合い、各自の歩幅を測ります。
1歩ずつの長さにはばらつきがあるので、10歩分
の距離をメジャーで測り、10で割ります。

［指導例］
・みんなは自分の1歩が、何 cmなのかを知って
いるかな？

・最初のつま先の位置から、1歩足を出したつま先
の位置までが歩幅だよ。

・10歩で進んだ距離を測って、それを10で割る
と1歩の歩幅になるよ。

●指令2（目安30分）
まず、農地の形を確認します。その形から、ど
この長さを測れば面積が求められるのかを考え、
適切なところの長さを歩いて歩数を調べます。
その歩数を、指令１で調べた歩幅とかけ算して
長さ（m）を求めます。

［指導例］
・農地のまわりを歩いて、あとでその面積を計
算するよ。まず農地の形が、四角形に近いのか、
三角形に近いのかを調べておこう。

・面積を求めるためには、どこ長さを測ればい
いのか考えてみよう。

・長さは歩いた歩数を調べて、歩幅とかけ算す
ることで求められるよ。

・農地の形が、三角形や平行四辺形であれば、
面積を出すときに必要な高さにあたるところ
の長さを調べよう。

・農地を歩く前に、農家の方にちゃんとあいさ
つをして、何の目的で農地のまわりを歩くの
かを説明しておこう。

・農地の中には入らないようにしよう。また、
用水路に落ちないよう気をつけよう。

MISSION 3  広さを比較せよ！算数
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地

●指令4（目安20分）
自分で求めた面積と農家の人に聞いた面積と比
較します。面積の単位にはいろいろなものがあ
ることも教えましょう。

［指導例］
・農家の方にあいさつをしたときに、農地の広
さをあとで教えてもらえるようお願いしてお
こう。

・面積の違いは、引き算で出すことができるよ。

・面積の単位はいろいろあるよ。農家の方が教
えてくれる面積の単位が平方メートルではな
かったらどうする？

長方形

たての長さ
85

85 90 76.5

70
横の長さ

59.5

①

59.5×76.5＝4551.75

4551㎡
4800㎡

差　4800㎡ －4551㎡ ＝249㎡

12×25＝300

4551÷300＝15.17

300㎡

約15こ分

約4551㎡

●指令5（目安10分）
プールの面積と農地の面積を比べます。身近に
あるものと比べると、農地が予想よりも広かっ
たり狭かったりという発見があるかもしれませ
ん。プールのほかにも体育館や教室などと比較
してみてもいいでしょう。

［指導例］
・まずはプールの面積を出してみよう。みんな
が調べた農地はプール何個分になるかな？

・ほかにも体育館や教室の広さと比較してもい
いね。

電卓使用可

電卓使用可

電卓使用可
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、農地の面積を計算により求めます。

まず児童たちに自分の歩幅を測らせ、それから実際に農地

のまわりを歩き、歩幅をもとに面積を求めさせます。実際に

歩くことで農地の広さを実感できます。もちろん、「長方形」

「平行四辺形」「三角形」など、いろいろな面積の求め方

の復習にもなります。

農地の面積は、身近にある「25ｍプール」や体育館な

どの面積と比較させてみるといいでしょう。自分の歩いた

農地はプールに何個分に当たるのかがわかればより実感で

きるでしょう。また、自分たちが求めた面積を実際の面積

と比べてみるために、農家の方にインタビューを行います。

MISSION２で練習したことを実際に行う機会となります。

なお、農地の長さを測ることは、その農地で農業体験を

実施する際に行えば効率的です。面積がわかれば、「この

面積だけでも草刈りはこんなに大変なんだ」など、農作業

の大変さなどをより身近なものとして理解することもできる

でしょう。

　

●指令1　歩幅を計測せよ！
指令2以降で計算を行う際のベースとなる歩幅を測りま

す。1歩だけで測った値を使うのではなく、1歩1歩には

ばらつきがあるので、メジャーを使って10歩分を測るよう

に指導します。

歩幅を測る位置（前に出した足のつま先から後ろの足の

つま先まで）を確認し、グループで協力して自分の歩幅を

測り、自分たちの歩幅が何cmかを求めます。

先生の歩幅も測り児童たちの歩幅と比べるなど、児童に

歩幅に対する興味をもたせ、いろいろな長さを測る際に活

用できれば良いでしょう。

●指令2　農地の長さを求めよ！
農地のまわりを歩く前には、児童に対して農家の方にちゃ

んとあいさつを行うように徹底しましょう。その際に、あと

で農地の面積を教えてもらえるよう、お願いしておきましょう。

はじめに農地のおよその形を確認します。「長方形かな？

でも角が 90度でないようにも見えるね」など気づいたこと

をあげていきましょう。どの形と判断するかによって測るとこ

ろが変わってきます。複雑な形の場合は、「長方形＋三角形」

「正方形＋半円＋三角形」といった具合にいくつかのパーツ

に分けて考えます。「いくつかに分けて計算するのは面倒だ

けど、そのぶん正確な面積が出せるよ」と児童の意欲を引

き出しましょう。

測るところが決まって長さを計測するときは、「歩く人」 「数

える人」 「記録する人」「車や歩行者に注意をする人」など、

それぞれ役割分担を決めるといいでしょう。

「数える人」は一辺ごとに歩数を数え、「記録する人」は

どの辺の歩数かわかるように記録します。車や歩行者に気

をつけるほか、用水路に落ちないようにするなど事故のな

いように注意点を事前に説明しましょう。

●指令3　面積を求めよ！
ワークシートにある「面積の求め方」を参照し、それぞ

れの図形の面積の求め方を確認します。それを踏まえて農

地の面積を求めます。「歩いてきた農地はどんな形だったか

な？」「どの公式に当てはめればいいかな？」と児童に思い

出させながら進めていくようにしましょう。

●指令4　面積を比べよ！
農家の方へのインタビューは、練習したことを活かす場と

なります。（MISSION２参照）

農家の方から聞いた面積と自分で求めた面積を比較する

ことで、歩いた場所が適切だったのか、計算方法が正しかっ

たのかなど、面積の求め方をもう一度見直すことができます。

面積が大きく違った場合は、歩数を間違えたか、計算のミ

スか、何か問題があります。

また、児童にとっては実際に自分で歩いて測った面積で

すので、広さ（面積）の概念を実感して理解することにもつ

ながります。

●指令5　プールの面積と比べよ！
農地の大きさが数値ではわかってきました。もっとわかり

やすくするために、学校の25ｍプールの面積と自分で求

めた農地の面積を比べましょう。

また、学校の体育館や教室などの面積を求め、農地の

面積と比較してもよいでしょう。身近なものと比べることに

より、農地の広さがより実感できるでしょう。
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■土地の広さの単位　
農地の広さを農家の方に聞いた際に、児童は面積にはい

ろいろな単位があることを知ることがあります。それぞれの

単位の広さを、児童に身近な平方メートルに置き換えてみま

しょう。

単位の関係

１坪＝たたみ２畳分　１反＝300 坪　１町＝10反

■農家１軒の農地の面積　
ワークシートの資料にあるとおり、アメリカやヨーロッパ

などの農家は、日本の農家の20倍以上の広さで農業を行っ

ています。面積が広ければ１台の機械を広い面積で使える

など、効率的に作業ができ、安い価格で売ることができます。

■一定の面積当たりの収穫量　
農作物の収穫量の統計データの中に、「10ａ当たりの

収量」というものがあります。このデータによって、一定の

面積当たりでどのくらいの量が収穫されたかがわかります。

お米の収穫量では、近年、全国平均で500～550kg

となっています。面積の単位「10ａ」は、「１反」とほぼ同

じであり、10ａ当たりの収量は「反収（たんしゅう）」とも

呼ばれます。

■日本の農地面積　
日本の農地面積は約452万ha（45,200㎢）です。日

本の国土面積は377,900㎢ですから、国土の約12％が

農地ということになります。　

下のグラフは、都道府県の総面積に占める農地の割合の

例です。都市地域や山間地域の多いところは農地の割合が

低くなっていることがわかります。

MISSION 3  広さを比較せよ！算数

展開例および参考資料

主な都道府県の農地の割合

12.1

24.724.7

21.9

17.8

16.6

14.614.6

8.1

7.0

6.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
（％）

資料：農林水産省「平成26年耕地面積（７月15日現在）」

3.3

28.328.3茨　城

千　葉

佐　賀

宮　城

香　川

北海道

長　野

大　阪

奈　良

全　国

東　京
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晴

晴

雨

雨

雨

雨

１．概要と指導例

 ■目標 ・天気のことわざ、天気の変化を知ることで天気に興味をもたせる。

  ・天気が農業に与える影響などを調べ、農家の方がどのような工夫をしているのかを知る。

 ■実施目安時間　  90分

 ■実施場所　 .......  教室、農家

 ■準備  ..................  インターネット、農家へのインタビューに必要なこと

●指令4（目安10分）
日本は地域によって気候（気温など）がちがう
ことを確認した上で、それを利用した栽培が各
地で行われていることを調べます。

［指導例］
・参考を見ると、岩手県二戸市は気温が低くて、
高知県高知市は気温が高いね。北と南では差
があるね。

・平野と高原でも気温が違うのかな？

・夏の野菜が秋にもお店に並んでいるのはどう
してだろう。

・気温の差を利用して、野菜の出荷時期をほか
の地方とずらしているんだ。

●指令1（目安10分）
まずは天気にまつわることわざを知ることから始
めます。クイズ感覚で「晴」か「雨」を入れたあ
と答え合わせをして、理由を説明しましょう。

［指導例］
・まずは「晴」か「雨」のどちらかを入れてみよう！

・その解答にした理由はあるかな。

・天気のことわざは昔の人の経験からつくられてい
るものが多いよ。

●指令2（目安10分）
２つの雲の画像から、日本付近の雲の動きの規
則性を見つけます。その上で、雲の動きと天気
の変化の関係を考えます。

［指導例］
・大きな雲のかたまりがある位置は、2枚の写
真でどのようにちがうかな？

・雲がたくさんかかっているところは、どんな
天気になっていたんだろう？

●指令3（目安15分）
雨が農業にどのような影響を与えるかを調べま
す。天候が農業に密接に関わっていることを、
まずは降水量の面から知ります。

［指導例］
・台風やゲリラ豪雨による大雨は農作物に影響
を与えたりしないかな？

・雨がずっと降らない状態で作物は成長できる
と思う？植物の成長の条件といっしょに考え
てみるといいね。

MISSION 4  天気を予測せよ！理科
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晴

西 東

25日は福岡で雨が降り、
27日に東京で雨が降った。

促成栽培
抑制栽培

農作物が水につかってしまう。

育ちが悪くなる。枯れる

台風　  実が落ちる

冷夏　  育ちが悪くなる

●指令5（目安45分）
天気によって農作業はどのような影響を受ける
のかを調べます。農家の方にお話をうかがうと
きは、台風のとき、夏の気温が低いときなど、
具体的にどんな天気のときにどのような作業を
行うのかを聞いたり、工夫や備えなども聞き出
せると良いでしょう。

［指導例］
・まず、どんな天気があるかを考えて、どんな
影響があるのか調べよう。

・農家の人は長年の経験からいろいろな工夫や
備えをしているんだろうね。

■田んぼの役割
田んぼがあることで、私たちの生活に役立っている

ことがあることを知ってもらいましょう。

［指導例］
・田んぼには水をためるダムのようなはたらき
もあるんだね。

・田んぼが夏の暑い気温を下げてくれるはたら
きがあることを知っていた？　

・田んぼには、ほかにもはたらきがあるのかな？
田んぼには生き物がいるね。田んぼの景色を
見るとほっとしないかな？
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、天気・気候を学習し、農業との

関係を考えるきっかけにすることが目的です。天気の移り変

わりを雲の流れから読み取るのは理科で、日本の気候につ

いては社会で学びます。それが農家の作業や生活にどんな

影響を与えているかを調べることで、天気や気候への興味・

関心を高めることにもつながるでしょう。

天気にまつわることわざを集めるときは、インターネット

や図書館で調べる方法もありますが、家族や地域の大人

が知っていることわざを集めさせれば、その地域独自のこ

とわざなどが見つかるかもしれません。そして、そのことわ

ざがなぜそうなのかを調べれば、科学的な根拠があること

もわかるかもしれません。

　天気と農業の関係をインターネットなどを使って調べた後

は、天気が作物の栽培や農作業にどのような影響を与え、

どんな対策をしているかを農家の方に聞く機会を設けるよう

にしましょう。児童が、例えば晴天が続き水不足になったと

きに「農家の方が苦労しないように早く雨が降ったらいいな」

などと、日々の天気に注意をはらいながら、人を思いやる

心をはぐくむことにもつながります。

●指令1　ことわざを知ろう！
天気を予測することわざのうち、「晴」と「雨」のものを

学習します。天気を予測することわざは、今のような天気

予報がなかった時代に、雲や動物などの自然のようすから

得た経験を言葉にしたものが多くあります。

【天気を予測することわざの解説】
・夕焼けの次の日は晴

天気は西から東へ移るので、西の空に雲がないと次

の日は晴れやすいといわれる。

・ツバメが低く飛ぶと雨

湿度が高くなると小さい虫の羽が水気を帯びて高く飛

べなくなるため、それをエサにするツバメも低く飛ぶとい

われる。

・朝にじは雨

朝は太陽と反対方向の西に虹が出ることがあるが、

西で雨が降っている可能性があり、西から天気が移り

やすいといわれる。

・おぼろ雲は雨の前ぶれ

温暖前線が接近するとおぼろ雲（高層雲）が現れるこ

とがあるといわれる。

・飛行機雲がすぐに消えると晴

上空の大気が乾燥している。逆に飛行機雲ができると

雨になるといわれる。

・太陽や月に輪がかかると雨かくもり

上空に薄い雲（巻層雲）が広がっており、この雲は温

暖前線が接近しているときに出やすいといわれる。

●指令2　天気の移り変わりを考えよ！
天気の変化は雲のようすと関係しています。天気予報な

どで雲の動きと天気の関係を見ていくと理解が深まります。

また、天気は梅雨時、夏季、冬季など季節によって特徴

があります。参考の雲のようすを見ながら、どのような天気

となっているかを教えるといいでしょう。

梅雨…広い範囲を雲がおおい、雲でおおわれたところ　

　　　に雨が降っている可能性が高い。

夏……雲が少なく晴れのところが多い。

冬……日本海側は雪、太平洋側は晴れが多い。
（参考）日本気象協会 tenki.jp「気象衛星」

http://www.tenki.jp/satellite/

●指令3　雨のえいきょうについて調べよ！
天気と農業の関係を考えるために、まずは大雨や水不足

が農作物にどのような影響を与えるかをインターネットなど

を使って調べさせます。大雨はどんなときに起きるか、台風

が近づくときなどが該当することを指導します。

また、最近増えているゲリラ豪雨についても触れ、新聞

記事やニュースからどんな被害などがあったかを調べさせ

ましょう。水不足の場合、植物の成長に必要な条件の1つ

に水があることから、導き出します。

●指令4　気候を利用した農作物のさいばいを調べよ！
まず、日本の地形を見て、気候の違いをインターネットな

どを使って調べさせましょう。　

日本は南北に長いため、南の沖縄県と北の北海道とで

は気温が大きく異なります。また、平野部と山間部でも気

温が異なります。そのような気候の違いを利用した作物栽

培として、「促成栽培」「抑制栽培」があります。作物の出

荷量が少ない時期に収穫・出荷を行うことで、高い値段で

売ることができます。

以下は解答例となります。日本地図で都道府県の位置

を確認しながら解説するといいでしょう。
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【気候を利用した農作物】
・高知県の海岸沿いの地域は、冬でもあたたかく、日照時

間の多い気候を活かし、なすやピーマンなどの野菜がビ

ニールハウスを利用してつくられる。（促成栽培）

・岩手県一戸町の奥中山は、なだらかな丘に畑がひろ

がる高地で、夏の涼しい気候を活かしたレタスづくり

が盛ん。（抑制栽培）

・山梨県甲州市では、なだらかな斜面に広がる、水は

けのよい土地と、雨が少なく、昼と夜の気温の差が

大きい気候を活かしたぶどうづくりが盛ん。

●指令5　農業と天気の関係を調べよ！
天気や気候が農業に与える影響を調べてきましたが、農

家の方はどのような天気のときに、どのような対策をしてい

るのでしょうか。まずは児童に考えさせたり、調べさせたり

して、それを参考に農家の方に、天気による影響や対策を

聞くようにしましょう。

児童が農家の方に話を聞きにいく前に、インタビューの

練習をしておくといいでしょう。（MISSION２参照）

その際、適切な質問が用意されているかを確認し、農

作業への影響とその対策をちゃんと聞き出すことができるよ

う、例えば教師が農家の役となり練習します。丁寧な言葉

遣いやマナーなどを教える機会にもしましょう。

《質問例》
・天気によって作物の栽培や農作業に影響が出ますか？

・どういう天気が作物の生育や農作業に適していて、ど

んな天気だと大変なのですか？

・天気のことわざで使っているものがありますか？

・天気予報はどう活用していしますか？

・天気予報のうち、特に何に注意して見ていますか（天気、

気温、台風、霜など）

・天気予報以外で天気の変化を知る方法はありますか。

・晴天で暑い日が続いているときは水不足になると思い

ますが、何か対策をしていますか？

・雨ばかりの日が続くときはどうしていますか？

・台風が来るときは何か対策をしていますか？

■雪形の活用　
山の雪形にまつわる伝承は

全国各地にみられ、昔から農

作業の開始時期の目安として

活用されてきました。代表的

なものに「富士山の農鳥（の

うとり）」（右の写真）がありま

す。農鳥とは、春に残雪がとけて鳥の形に見えるようになっ

たものです。

児童に、全国にどのような雪形があるかを調べるよう課題

を出してもいいでしょう。本やインターネットで調べ、グループ

単位で発表の場を設けると、いろいろな雪形を知ることがで

きます。

■気候変動の影響とみられる現象　
地球温暖化という言葉は児童も耳にしたことがあると思わ

れます。農業でも気温の上昇が原因と思われる影響が現れ

ています。米の品質劣化や収穫量の低下、ミカンやリンゴな

ど果実の着色の遅れや日焼けの発生などです。

また、このまま気温の上昇が続けば、農作物の生産地

が変わってしまうほどの大きな影響を与えるとの予測があり

ます。例えば、東北・中部地方を中心に栽培されているリ

ンゴの栽培適地が2060 年代には本州で縮小する一方、

北海道に拡大するとの予測もあります。

児童に気温の上昇が農業に与える影響を教えるために

は、現在の置かれた状況をよく理解しておくことが大切です。

作目・品目 件数 主な影響（現象）
39府県＊ ・白未熟粒の発生（７月～８月：関東以西）

・病害虫の多発（周年：全国）
・着色不良（夏：東北以南）

・着色不良（７～ 11月：四国及び九州）
・開花期の前進又は遅延（周年：全国）
・暑熱による乳量低下や肥育での発育低下（夏：全国）
・気温上昇に伴う牧草の夏枯れ発生（夏：全国）

・果実の生理障害（７～翌１月：北海道を除く全国）

286

269

118

40

64

56
94

水　稲

これまでに確認された高温障害等の被害発生状況

野　菜

果　樹

花　き
畜　産
飼　料

トマト

かんきつ

資料：農林水産省作成
注：高温障害対策レポー
ト作成に当たって実施し
た調査「水稲の高温対策
に関する都道府県の取組
状況調査」の回答のうち、
「全県的に問題化してい
る」、「一部地域で問題化
している」と回答した府
県の合計。

MISSION 4  天気を予測せよ！理科

展開例および参考資料
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１．概要と指導例

 ■目標 ・発芽や成長に必要な条件を確認し、実際に植物の発芽や成長を観察する。

 ■実施目安時間　  70分（発芽、成長の観察時間を除く）

 ■実施場所　 .......  教室、校内（植物の発芽・成長観察）、（農家）

 ■準備  ..................  種もみ、塩、生卵、ビーカー、ポット（グループや条件に応じた数）、土、植物の種、

　  　　　　　（農家へのインタビューに必要なこと）

●指令3（目安10分）
ワークシートの「お米の苗づくりの流れ」を見
て発芽に必要な条件を確認します。なお、空気
も発芽には必要なことを伝えましょう。低・中
学年の生活科や理科の中で植物（アサガオ、ヒ
マワリ、ヘチマなど）を栽培した経験があれば、
思い出して参考にするようにしましょう。

［指導例］
・種から芽を出すためには何が必要だろう。水
がある場合とない場合、どちらが発芽するか
を考えてみよう。

・稲の苗をつくる時期は春先だよ。まだ寒い日
もあるよね。

●指令1（目安10分）
写真を見て、どの農作物の苗かを当てます。ヒント
を参考に、みんなで考えを出し合うほか、図鑑やイ
ンターネットを用いて調べてもいいでしょう。

［指導例］
・苗の写真を見て、収穫される作物は何かを考えよ
う。

・苗の特徴が書いてあるから、それがヒントになる
よ。

・調べるときは何を参考に、どういう方法がよいの
かな？

●指令2（目安10分）
お米の苗づくりはちゃんと発芽する、中身のつ
まった種もみを選ぶことが大切です。実際にも
みを塩水に入れて児童が観察すると理解がより
深まるでしょう。（塩水のつくり方は、「2. 授業
の進め方」を参照。）

この際に、生卵を真水と塩水に入れ、どちらが
浮くのかを比べてみる方法もあわせて行えば、
水の比重の違いにより、浮力が変わることも学
べます。

［指導例］
・重い種もみと軽い種もみ、どっちがよい種も
みだろう。

・重いものと軽いものとでは、どちらが水に浮
かびやすいのだろう。

・真水の入ったビーカーに、生卵を入れたらど
うなると思う？（→底に沈む）じゃあ、水に
塩を加えてみるとどうなるかな？（→浮いて
くる）塩水は、ものを浮きやすくするんだ。
なぜだろう。鉄のボールだったらどうかな？

MISSION 5  苗づくりに挑戦！理科
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苗

●指令4（目安10分）
実験の図を見て、大きく成長するために何が必
要かを確認します。グループで話し合って考え
るのもいいでしょう。植物の成長にも発芽と同
様に必要な条件があること、また肥料があると
さらによく育つことを学び、指令5の実践へと
つなげます。

［指導例］
・実験①～③はそれぞれ何が違うのかを考えて
みよう。 

・実験①～③の違いによって何が植物の成長に
必要なのかを考えてみよう。

しずむ

水

温度 肥料（栄養）、日光

●指令5（目安30分：種まきにかかる時間のみ）
実際に植物の種をまいて発芽の様子を観察し、
その後の成長も観察します。場所を日当たりの
よいところ、悪いところに置くなどの条件を変
えてみましょう。農家の方に育て方を聞いてみ
てもいいでしょう。

［指導例］
・指令３と指令４で植物の発芽と成長に何が必
要かがわかったよね。どんな場所で発芽や成
長させればいいのか、また、どんな手入れを
すればいいのかを考えよう。

・農家の方に、作物をきちんと育てるためにやっ
ていることを聞いてみよう。

アサガオ

学校の花だん

うすい緑色のふたばが出てきた。
肥料をやらない

日当たりがよかったのでよく育った。

５　25
６　15

 2015 6 15 2015 10 1
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、植物の発芽から苗の成長までを

学びます。いい種もみを選ぶ方法や、発芽の条件、成長の

条件をそれぞれの指令ごとに確認していきます。それらを

踏まえて、クラスで実際に植物を育ててみましょう。

事前に準備するものとして、いい種もみ選びでは種もみ、

塩、生卵、ビーカー、植物を育てる実習では、ポット、土、

植物の種が必要になります。また、農家の方に農作物を育

てるポイントを聞く場合は、インタビューの練習をしておくと

よいでしょう。

●指令1　農作物の苗クイズ！
ここでは「苗」について学習します。まず、苗は稲のよう

に種から発芽して間もない状態のものや、サツマイモのよう

に、茎を切ったものに根を生やさせたものなどがあることを

教えましょう。

その後、「農作物の苗クイズ」に挑戦します。苗を見ただ

けで答えを出すのは難しいので、ヒントを参考にしたり、図

鑑やインターネットを活用して調べたりする方法もあります。

●指令2　いい種もみを選べ！
お米の苗づくりは、ちゃんと発芽する種もみを選ぶことか

ら始まります。中身のつまった種もみを選ぶには「塩
えんすいせん

水選」

という方法が一般的に用いられています。

まず塩水選とは何かを説明し、水ではなく塩水を使うこ

とを、生卵を水に入れた場合と塩水に入れた場合で、比較

させるといいでしょう。

次に「種もみを塩水に入れたらどうなると思う？」と児童

に予想してもらい、その後に塩水選を実演します。浮く種も

みと沈む種もみがありますので、何が違うのかを考えさせる

といいでしょう。

沈む種もみのほうが中身がつまっていることを理解したと

ころで、軽いもみには死
しにまい

米が混じっており、重い種もみのほ

うが発芽しやすいので、種もみの選別が必要なことを説明

します。

■種もみの塩水選による選別方法　
・塩水を使うのはなぜ？

　真水よりも塩水のほうが比重が大きく、ものを浮かす

力が大きくなることから、充実した種もみをはっきり選別す

るためです。

・塩水の濃度はどのくらいにすればよいか

作成する塩水の比重は、うるち米（ごはんとして食べる

お米）の場合は1.13、もち米の場合で1.08です。

容器に水を入れて、塩をとかしながら比重計を使って

1.13の比重液をつくります（うるち米の場合）。比重計

がない場合は、新鮮な鶏の卵がわずかに水面に浮く程

度にします。

（おおよその量） うるち米　水１Lに塩 210ｇ程度

  もち米　水1Lに塩120ｇ程度

●指令3　発芽の条件をまとめよ！
お米の種もみをはじめ植物の種子が発芽するためには、

ある一定の条件が整っていることが必要です。必要な条件

については、理科の教科書を参照しましょう。

発芽には、水、適切な温度、空気の3つが必要である

ことを確かめます。この時に、インゲンマメなどの種子を使っ

た比較実験（湿った脱脂綿に置く／乾いた脱脂綿に置く／

湿った脱脂綿に置くが冷蔵庫で保管する／水中に沈める）

を行えばより理解が深まります。

●指令4　成長の条件をまとめよ！
指令3で学んだ植物の発芽につづいて、成長に必要な

条件を学びます。

「植物が芽を出すには水、温度、空気が必要だったね。

では、芽が出てから成長するためには何が必要かな？水、

温度、空気だけかな？」と問いかけて、児童に考えさせましょ

う。この指令では「日光」と「肥料」が条件として出てきま

すので、それぞれの役割を児童に説明することが大切です。

実験①～③のように「日光」と「遮光」、「肥料」と「水

だけ」で条件分けして植物を育てると、㋐～㋒のように成

長します。㋐～㋒それぞれの特徴をあげて、成長に必要な

条件をまとめましょう。

《特徴》 

　㋐ 葉は色が濃く、小さい。

　㋑ 葉は色が濃く、大きい。

　㋒ 葉の色は薄く、㋐と㋑より全体的に小さい。

●指令5　植物を育てよ！
植物が発芽し成長するまでの間に必要な条件を学んだと

ころで、実際にクラスで植物を育て、種まきからある程度

成長したところまで毎日、観察したことを記録していきましょ

う。　

指令4までに学んだことを参考に、条件を変えるなどし
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て植物を育てる計画を立てます。

1．何の植物を育てるか

2．置く場所や肥料の有無を決める

3．水やり・観察の当番を決める

植物を育てて観察するために、毎日やらなければならな

いことの役割を決めます。植物を大切に育てる経験を通し

て、自分たちが食べる農作物も手をかけて育てられている

ことを実感するきっかけとしましょう。

また、農家の方に、農作物を育てるときに大事なことなど

を聞いて参考にしてもいいでしょう。（MISSION2参照）

■インゲンマメの発芽の条件を調べる比較実験
　（指令　3関係）　
［発芽に水が必要かどうかを調べる実験］
用意するもの：インゲンマメの種、プラスチックの入れ物、バー

ミキュライト（園芸店などで売られている土壌改良用の土）、

記録カード

《実験方法》
1．2つの入れ物に、湿っているバーミキュライト（①）と乾

燥したバーミキュライト（②）を入れて、それぞれに種をまく。

2．①と②の発芽の割合を調べる。

［発芽に一定の温度が必要かどうかを調べる実験］

用意するもの：インゲンマメの種、プラスチックの入れ物、バー

ミキュライト、箱、温度計、記録カード

《実験方法》
1．2つの入れ物に水分を含んだバーミキュライトを入れて、

それぞれに 種をまく。

2．片方は室内に置いて箱をかぶせ（①）、もう片方は冷蔵

庫（6～7℃）に入れる（②）。

3．①と②の発芽の割合を調べる。

［発芽に空気が必要かどうかを調べる実験］
用意するもの：インゲンマメの種、プラスチックの入れ物、

脱脂綿、箱、温度計、記録カード

《実験方法》
1．2つの入れ物に脱脂綿をしいて、種をまく。

2．片方は水にしずめて種が空気に触れないようにし（①）、

もう片方は脱脂綿をぬらすが、種が空気に触れるように

する（②）。

3．①と②の発芽の割合を調べる。

■農家の作業　（指令5関係）
植物は、発芽・成長の条件に、水、温度、空気、日光、

肥料が必要なことを学びましたが、実際の農地では、土も

大事な要素となっています。

ワークシートの「土づくりの大切さ」にあるように、種を

まいたり、苗を植え付けたりする前に、農家の方は作物が

育つ土づくりを行っています。さらに、作物に必要な養分が

ほかの植物に奪われないよう草刈りをするなど、日々の手

入れを行っています。このような作業があってはじめて出荷

できる作物が収穫できることを教えていきましょう。

■稲作で使う資材
田んぼで行う作業は、ほとんどが機械で行われます。例

えば、田んぼの土をやわらかくするためにはトラクター、田

植えは田植え機などがあります。機械では人の手で行うの

に比べて、速く効率的に行えます。

■育苗センターとは
稲は、田植えで苗を田んぼに植え付けることが多いので

すが、寒さ対策や雑草対策など、稲が成長しやすくするた

めに行っています。

育苗センターは、種もみを発芽させ、ある程度育つまで

栽培して苗にする施設です。

個々の農家が苗を自分で育てることもありますが、農協な

どが運営する育苗センターが一括して苗を育成し、農家に

渡すケースもあります。

［育苗センターの作業の例］
1．種もみを病気から守るため消毒する。

2．種もみを15℃くらいの水に約1週間ひたす。

3．30℃くらいの温水で温める（催芽）。

4．育苗箱に種をまいて土をかけ、室温30℃の部屋に　  

置いておくと3日後くらいに出芽。

5．田んぼに育苗箱をおく。夜間の寒さをしのぐため薄　  

いシートをかける。　

6．種まきから4週間後には15cmくらいに成長し、農家

に渡す。

MISSION 5  苗づくりに挑戦！理科

展開例および参考資料



36　実践編

１．概要と指導例

 ■目標 ・花のしくみを確認し、花が実になった野菜があることを知り、実際に観察する。

 ■実施目安時間　  80分

 ■実施場所　 .......  教室、野菜畑

 ■準備  ..................  野菜の収穫体験に必要なこと、農家へのインタビューに必要なこと

●指令4（目安10分）
実を食べる野菜は、どの作物かを調べます。ジャ
ガイモやサツマイモなどでも花から実ができま
すが、食べる部分はその実ではなく、茎や根な
どが土の中で栄養をためてできたものであるこ
ともあわせて説明しましょう。

［指導例］
・花からできる実を食べる野菜を考えてみよう。

・野菜には、根や茎を食べるもの、花のつぼみ
を食べるもの、葉を食べるものなど、いろい
ろあるよ。

・図鑑やインターネットで調べることもできる
よ。

●指令1（目安10分）
写真の草と花がどの作物なのかを考えます。野菜
にも花があることを知っている児童は意外に少な
いかもしれません。そのため、野菜も植物であり、
花ができ実になることを説明しましょう。あとで、
図鑑やインターネットで調べてもいいでしょう。

［指導例］
・野菜にも花があることを知っていたかな？

・花の色は実の色と同じとは限らないので、あまり
考えなくてもいいかもね。

●指令2（目安10分）
「カボチャの花のつくり」を見て、花のつくりの
図を完成させます。カボチャの花は、め花とお
花があります。理科の教科書に載っている花と
比較させながら、空欄に当てはまる名称を入れ
ましょう。

［指導例］
・カボチャの花はめ花とお花に分かれているよ。

・めしべは実のもとになる部分だよ。

・おしべには花粉があるよ。

●指令3（目安5分）
受粉の仕組みを学びます。理科の教科書を使用
しながら、いろいろな植物の受粉の仕方もあわ
せて教えましょう。

［指導例］
・花粉をつくる部分はどこかな？

・受粉しなければ、植物の種や実はできないん
だ。野菜などの農作物も同じだよ。

・「花粉の運ばれ方」を見てみよう。花粉が虫に
運ばれるものを虫媒花、風に運ばれるものを
風媒花というよ。

MISSION 6  みのりの不思議！理科
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花

花びら

めしべ おしべ ウ

ナス

根を食べる

茎を食べる

実を食べる

トマト

花びらの外側にあった部分がへたとして
そのまま残っていた。

めしべとおしべが同じ花の中にあるから
受粉しやすい。

●指令5（目安45分）
農業体験を行い、畑で収穫した実際の作物の各
部分を見て、花がどう変化したのかを考えます。
作物は、できるだけ花の痕跡が残っているもの
（トマト、ピーマン、ナスなど）が望ましいでしょ
う。

農家の方から、花から実になるようす、作物を
実らせるためにどのような作業が必要で、どん
な工夫をしているのか、話を聞くと理解がより
深まります。

農業体験の後は、感想を書くようにしましょう。

［指導例］
・畑でとった野菜（果物）をよく見てみよう。
花の痕跡は残っているかな。

・農家の方に会う前に、インターネットなどで
野菜の花や実について調べて知識をつけてお
こう。

・農家の方は、野菜などを実らせるためにどん
な作業をしているのだろう。また、お店で売
れるような、ちゃんとした実をつくるために
工夫していることはあるのかな。

・農業体験はどうだったかな。思ったことを感
想として書いておこう。

葉を食べる
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、花から実になることを学びます。

まずは野菜にも花があることを児童に理解させ、花のつくり、

受粉の仕組み、そして野菜の食べている部分を確認します。

このワークシートの最後に行う野菜の収穫体験では、実

際の作物を観察するとともに、農家の方に作物を実らせる

ための作業や工夫を聞いてみましょう。作物が実る仕組み

だけでなく、実らせるための作業にも興味を持たせましょう。

野菜の収穫体験の後は、感想や農家の方への手紙を書

くなどして、振り返りを行いましょう。また、収穫した野菜を

使って調理体験と食体験を行ってもよいでしょう。

花のつくりや受粉は理科の授業で学ぶことですが、児童

にとって日ごろ食べている「野菜」という身近な題材を取り

扱うことで、児童の野菜への関心を高め、食への理解を深

めていくこともできます。

●指令1　農作物クイズ！
発芽から成長して花が咲き、実（野菜や豆など）がなる

過程を理解させます。

児童は野菜など農作物を「食べもの」と認識していても、

「植物」という認識は薄く、花が咲くことを知らない場合も

あるでしょう。そのため、農作物にも成長段階や花がある

ことを理解させるため、栽培段階の姿と花を見せるクイズを

行います。

農作物を栽培している姿や花を実際に見たことがない児

童は多いと思われ、正解者は少ないかもしれません。それ

でも、ヒントを出しながら児童に考えさせるようにしましょう。

【ヒントの例（花の特徴）】
・トマト…花の色は黄色で、花冠は浅い皿状をしており、

多数の裂片に分かれ、先端が反り返る。

・ダイズ…花の色は薄紫色でとても小さく、スイートピー

の花に似ている。

・ピーマン…葉の脇に下向きにつける花の色は白い。 

花冠は浅い皿形で、先が５つに裂ける。

・稲 … 穂の中にいくつもの花をつける。花からおしべ

が出ている。

●指令2　花のつくり図を完成させよ！
「カボチャの花のつくり」図を完成させます。㋐～㋒に当

てはまる言葉を書き入れさせましょう。カボチャの花はめ花

とお花があるので、理科の教科書に載っている花の写真や

イラストなど、一般的な花のつくりの図と比較してもよいで

しょう。

また、カボチャはどの部分を食べるかも考えさせると指

令4につながります。

【カボチャのでき方】
カボチャのお花でつくられた花粉がめ花のめしべに受粉

して、め花の下の子房が大きくなると、わたしたちが普段食

べているカボチャの実になります。

●指令3　受粉にせまれ！
花はどのようにして実になるのでしょうか？ここでは花のつ

くりの図を見ながら受粉の仕組みについて考えます。

植物が実をつけるためには花粉がめしべの先につくこと

が必要です。受粉に必要な花粉をつくる部分を㋐～㋒か

ら選びます。

また、ワークシートの「花粉の運ばれ方」を活用し、受

粉には、いろいろな生物や風などが媒介していることも説

明しましょう。

なお、果物の栽培では、農家の方が棒などを使って人

工受粉の作業を行っていることがあります。

【花の媒介による分類】
花は花粉を運んでもらうものにより、風媒花、虫媒花、

鳥媒花、水媒花などに分かれます。

・風媒花…稲、トウモロコシ、松　など

風で飛ばされた花粉がめしべについて受粉するものを風

媒花といいます。風媒花は虫媒花のように鮮やかな花は咲

かせませんが、風に運んでもらうため、大量の花粉をつくり

ます。

・虫媒花…リンゴ、ユリ　など

虫が花の蜜を吸っているときについた花粉がめしべの先に

ついて受粉するものを虫媒花といいます。虫媒花はよく目立

つ色をしており、香りもあります。これは昆虫に蜜の場所を

教えているためと考えられています。花粉量は風媒花に比

べると多くありません。

・鳥媒花…ツバキ　など

鳥が花の蜜を吸うことにより花粉を媒介し受粉するものを鳥

媒花といいます。鳥が接触しても破壊されないよう、丈夫な
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構造になっているものが多いのが特徴です。

・水媒花…カワゴロモ　など

水流によって媒介されるものを水媒花といいます。

●指令4　野菜の部分を調べよ！
花から実がなることを踏まえて、実を食べる野菜はどれな

のかを確認します。

また、食べているものはすべて実であると児童は考えや

すいので、種子、葉、茎や根など、実以外の部分が食用

になっている農作物があることも教えましょう。

どの部分が食べられているかは、ページ下の「食用になっ

ているのはどの部分？」を参照してください。

●指令5　畑で野菜を観察せよ！
野菜の収穫体験を行い、実際の野菜を観察して、どの

部分が食用になっているかを確認します。

また、農家の方に農作物を実らせるためにしている作業

や工夫を聞くようにしましょう。その際には、「野菜を実らせ

るためにしている作業を教えてください」「トマトの実をつく

るのに工夫していることはありますか？」「台風がくる前には

どんな対策をしますか？」など、お話を聞く前にしっかりと

質問を用意させておくことが大切です。（MISSION2参照）

体験の後は、児童に感想を書かせるなどして、振り返り

を行いましょう。

■花のつくりをスケッチ　
花のつくりなどを覚えるために、児童に花をスケッチさせ

るのも有効な方法の1つです。スケッチの際は以下のよう

なことに留意します。

・虫めがねを用意すること

・目的としているところだけを描くようにすること

・細く削ったえんぴつで正確に描くこと

・いろいろな角度から見て、細部まで描くこと

●WEBサイトを活用
野菜の花が紹介されているWEBサイトはたくさんありま

す。指令1と同様、多くの花の写真を使って何の野菜の花

かをクイズにするといいでしょう。以下のサイトでは、花だ

けでなく、断面写真から野菜を当てるクイズもあります。
（参考）学びの場 .com　「何の野菜かな？」

http://www.manabinoba.com/index.cfm/7,10425,32,1,html

食用になっているのはどの部分？（指令4関係）
１．果菜類（かさいるい）…果実や種の部分　

・完熟していない果実を食べる野菜

ナス、ピーマン、キュウリ、サヤエンドウ など

・完熟した果実を食べる野菜

カボチャ、トマト、赤ピーマン　など

・完熟していない種を食べる野菜

ソラマメ、枝豆、スイートコーン　など

・完熟した種を食べる野菜

インゲン豆、小豆　など

・花（つぼみ）を食べる野菜

ブロッコリー、カリフラワー　など

２．葉菜類（ようさいるい）…葉の部分
・普通の葉を食べる野菜

ホウレンソウ、小松菜、春菊、ネギ、ニラ　など

・結球（けっきゅう）した葉を食べる野菜

キャベツ、レタス、白菜　など

※結球とは、葉が内側に丸まって成長し、何枚も重なって

球状になったもの

・りん茎
けい

を食べる野菜

タマネギ、ニンニク、らっきょう　など　　

※りん茎とは、葉の根元に近い部分が成長するにつれて

丸く太くなり、重なりあって球状になったもの。

３. 茎菜類（けいさいるい）…茎の部分
アスパラ、タケノコ　など

４．根菜類（こんさいるい）…根や地下茎の部分
・根を食べる野菜

ゴボウ、ニンジン、大根、カブ、サツマイモ　など

・地下茎を食べる野菜

ジャガイモ、里芋、ショウガ、レンコン　など

※地下茎とは、地中にある茎で養分をたくわえたりするも

のが多い。

展開例および参考資料

MISSION 6  みのりの不思議！理科
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１．概要と指導例

 ■目標 ・米づくりの場所や作業を理解し、実際に作業を体験する。

 ■実施目安時間　  85分

 ■実施場所　 .......  教室、田んぼなど

 ■準備  ..................  米づくりの作業に必要なこと

●指令4（目安10分）
米づくりの作業を何のために行っているのかを
確認します。植物の成長のために必要な条件を
学ぶという理科の授業の一環にもなります。

［指導例］
・土に栄養分を与えるためには、何をすればい
いだろう。

・寒い時期にあたためる必要があるのは、どの
作業だろう。

・田んぼの水を抜くと土に酸素を補給でき、根
をより強くはらせることができるんだよ。

●指令1（目安10分）
「お米の都道府県別しゅうかく量」の表から米の収
穫量の多い上位3位までの都道府県を抜き出させ
ます。そして、地図に色を塗らせましょう。

［指導例］
・表からお米の収穫量が多い都道府県を順番に書い
て並べていこう。

・桁数は6ケタがいちばん多いかな？　次に、い
ちばん最初の数字の大きいところを探してみよ
う。

・都道府県の場所は地図でどこかわかるかな？

●指令2（目安10分）
稲を育てるのに必要な条件を、気候、水、土な
どの自然環境の面から考えさせましょう。グルー
プ単位で話し合いをさせる方法もあります。

［指導例］
・稲を育てるには何が必要かな？ほかの植物で
も、育てるときに必要なものがあるよね。

・田んぼはどういった場所でよく見かけるか
な？

●指令3（目安10分）
写真が米づくりのどんな作業をしているのかを
考えます。成長の程度や田んぼの状態が大きな
ヒントになることを伝えるといいでしょう。

［指導例］
・田んぼで機械を使って行う作業は何かを考え
てみよう。

・苗を植える前の田んぼで行う作業を何ていう
のかな。

・米が実った稲を刈り取る作業を何ていうんだ
ろう。

田植え

新潟県

北海道

秋田県

MISSION 7  米づくりにトライ！社会
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田植え
　　田んぼの土はヌルヌルしていて最初は
気持ち悪かったけれど、慣れてきたら気持
ちよかった。
腰が痛くなってしまったので田んぼの一部
分しか植えられなかった。

●指令5（目安45分）
春から秋まで行われる米づくりの作業の一部を
実際に体験し、児童が感じたことを書いて表現
させます。米づくりの作業は苗づくりから乾燥・
もみすりまでといろいろありますが、体験活動
でよく行われるのは、田植えと稲刈りです。夏
休みを利用する場合は、草刈りのお手伝いもあ
ります。

なお、農業体験活動は総合的な学習や課外活動
の時間を使ってもよいでしょう。

［指導例］
・（田植え）田んぼに入った感想はどうだった
かな？

・（田植え）手で苗を植えてみてどうだったか
な？

・（稲刈り）手で稲を刈ってみてどうだったか
な？

・田んぼの土にさわってみてどうだったかな？

・食べ物をつくることをどう思ったかな？

・虫などの生き物はいたかな？

・道具の取扱いには気をつけて、ケガをしない
ようにしよう。また、危険な場所には絶対に
近づかないようにしよう。



42　実践編

２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、「米づくりカレンダー」を通してお

米がどのようにしてつくられるのか、各作業の意味を理解し、

お米づくりを学ぶことが目的です。

実際に作業を体験する機会を設けます。児童が日ごろ食

べているお米がどのようにつくられているのかを、実体験を

通じて理解することで、お米の大切さを感じてもらうことにも

つながります。

●指令1　お米のしゅうかく量が多い都道府県を　　
　　　　　 調べよ！
児童は自分たちが日ごろ食べているお米がどこでつくられ

ているか、どのくらい知っているでしょうか？ワークシートを

配る前に、児童にお米をたくさんつくっている地域を予想さ

せてみるのもいいでしょう。逆に47都道府県でお米をつくっ

ていないと思われるところをあげさせ、実際には日本全国

でお米がつくられているということを理解させるという方法

もあります。

ワークシートを配布したら、「お米の都道府県別しゅうかく

量」をもとに上位3位までを選び出させます。次にその都

道府県が日本のどこなのか、地図に色を塗らせます。

面積の広い県と狭い県を比較させたり、都会や山地が多

いところはどうかなどと応用し、それらがお米の収穫量に

影響していることを考えさせます。

【日本で栽培されている米の種類】
都道府県別収穫量の比較により、児童はお米の栽培は

北の地域が適していると思うことでしょう。しかし、稲はも

ともと熱帯地方が原産であり、昔は北海道や東北地方な

どは気温が低く栽培が難しかったことを教えると、児童は

驚くかもしれません。栽培技術の発達や寒さに強い品種の

開発によって、これらの地域でもお米がつくれるようになっ

たのです。農家がつくるお米の品種は、その土地の気候に

合っているかどうか、稲が倒れにくく、高温や病気に強いな

どつくりやすいかどうか、味の良さや高く売れるかどうかな

ど、さまざまな要因によって決まってきます。また、田植え

や稲刈りの作業が一時期に集中しないよう、複数の品種を

つくることも行われています。

最近は、主食用以外のエサ向けのお米の作付けもあるこ

とから、多く収穫できる品種が開発され、普及が進められ

ています。

●指令2　米づくりに適した場所を調べよ！
米づくりに必要な環境条件を考えます。一般的に植物の

生育には、土、水、日光、温度などが必要ですが、稲の場合、

田んぼに入れる豊富な水、水が流れていかない平らな土

地、水が地下へすぐにしみこまないような粘土質の土、適

切な温度などが必要です。

日本は、雨や雪が多く、水が比較的豊かにありますので、

あとは土地の条件や適切な気温があれば、稲が栽培でき

ることを理解させましょう。

●指令3　米づくりの1コマを選べ！
米づくりの作業のうち、しろかきと稲刈りの写真です。稲

の生育状態や水をはった状態を見ることで、何の作業かの

ヒントになります。

現在の米づくりはほとんど機械化されており、短時間に、

広い面積の農地での作業が可能となり、それによりコスト

を下げることができています。

●指令4　米づくりの作業を確認せよ！
米づくりには必要な作業がいくつかあります。なぜその作

業が必要なのか、それぞれの作業の意味を理解するのに

役立ちます。

土に栄養を与えるのはいつか。お米づくりでビニールハウ

スを利用するのはいつか。また、なぜビニールハウスを使

うのか。田の水を抜くことで土に酸素を補給し、稲の根の

はりをより強くするのはいつが最適か。作業の名称からも答

えを推測することは可能ですが、ポイントを明確にすること

で、それぞれの作業の理由を児童に理解させましょう。

米づくりの作業の説明
（ワークシートに記載されているもの以外）

・田おこし：田植え前の乾いた田んぼの土を掘りおこす作業

・しろかき：田植えのために水を入れた田んぼの土をか

きならす作業

・たい肥：わらや家畜のふんなどを微生物で分解させ

た肥料

・田植え：水をはった田んぼに稲の苗を植える作業

・水の管理：稲の生育段階などに合わせて田んぼの水

を出し入れすること

・稲刈り：稲を収穫するために刈りとる作業

・乾燥・もみすり：もみを水分含有量15％程度まで乾

燥させ、もみがらを取り除く作業
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●指令5　米づくりを体験せよ！
米づくりの作業について、机上の学習だけでなく、実際

の作業を体験することで、児童たちの理解をより深め、感

じたことを書いて表現させましょう。米づくりの作業を行うこ

とで、お米に限らず食べ物全体に対する意識が変わること

も期待できます。

田植えの体験では、作業を行うだけでなく、水をはった

田んぼに入った感触や、虫や魚を探すことを加えることで自

然と接する楽しさを感じとってもらうよう導くことも可能です。

稲刈りの体験では、稲株を手作業で切ることで植物の

成長を感じてもらうことができるほか、もみをむくと出てくる

玄米を見せて、これを精米して炊くとご飯になることも知って

もらいましょう。

なお、米づくり体験の後は、感想や農家の方への手紙を

書くなどして、振り返りを行いましょう。米の収穫後は、米

づくり作業に関わったお米をおにぎりなどにして食べれば作

業のことを思い出し、食べ物への感謝の気持ちが生まれる

きっかけにもなり得ます。

■昔のお米づくり　
今のお米づくりの作業は、機械を使って行うものが多い

ですが、昔のお米づくりはどのように行われていたのでしょ

うか。

児童にインターネットなどを使って、昔のお米づくりの作

業を調べさせ、発表させてもいいでしょう。

《主な作業の例》
・田おこし・しろかき

江戸時代は、人の手でくわやすきを使って田をおこし、

しろかきをしていました。牛や馬を使ったところもありまし

た。昭和30～40 年代には耕うん機が普及していきま

した。

・田植え

江戸時代は、人の手で植えられていました。近所の人

たちも手伝って、みんなで行っていました。昭和 30～

40年代になって田植機が普及していきました。

・稲刈り

江戸時代は、人の手でかまを使って稲を刈り、はざにか

けて乾燥させ、その後、道具を使ってもみをとっていました。

昭和40年代から、刈りとりから脱穀までを行うコンバイ

ンが普及していきました。
（参考）農林水産省・くらべてみよう昔といまのコメ作り

http://www.maff .go.jp/j/agri_school/a_kome/

■世界の稲作風景とお米料理　
稲の種類は、「ジャポニカ種」と「インディカ種」に大別

できます。日本の稲はジャポニカ種ですが、実は世界のお

米生産量の80％を占めるのはインディカ種です。

ジャポニカ種は、主に日本、朝鮮半島、中国などの温帯・

亜熱帯の地域で栽培されています。一方、インディカ種は、

インド、スリランカ、台湾南部、中国南部、東南アジアなど

熱帯・亜熱帯の地域で栽培されています。 

このようにお米は日本だけでなく、ほかの国々でもたくさ

んつくられています。日本とは土地の条件などが異なる場

所で、どのようにお米づくりが行われているのかをインター

ネットなどを参考にして児童に紹介したり、自由研究の課

題とするのもいいでしょう。
（参考）ごはんを食べよう国民運動「世界の稲作」

http://www.gohan.gr.jp/kurashi/03.html

展開例および参考資料

MISSION 7  米づくりにトライ！社会
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１．概要と指導例

 ■目標・稲刈り体験を行う中で、計算により求めた茶わん1杯分のごはんに相当する稲の量を確認

する。

 ■実施目安時間　  90分

 ■実施場所　 .......  教室、田んぼ

 ■準備  ..................  計量器、計算機、（精米）、稲刈り体験に必要なこと

●指令4（目安10分）
指令3の結果をもとにごはん一杯分の稲穂の数
と稲株数を求めます。どうすれば稲穂の数と稲
株数を求められるかを考えさせましょう。

［指導例］
・1つの穂には70粒くらいのもみがあるとい
うことだね。じゃあ、指令3で出したごはん
一杯の米粒の数が稲穂何本分になるかはどう
計算するのかな。

・次に、ごはん一杯の米は稲何株分になるかを
計算してみよう。稲1株にはおよそ22本の
稲穂がついているよ。

●指令1（目安15分）
児童が日ごろ食べているごはんの量を調べます。茶
わん一杯のごはんの重さはどうすれば求められる
かを児童に考えさせましょう。個人個人ではばらつ
きが生じるので、グループごとに平均値を求めても
いいでしょう。

［指導例］
・知りたいのは、ごはんだけの重さだよ。

・茶わんの重さがあることも考えないといけない
ね。

・茶わんの重さがわかったら、ごはんの重さがどれ
だけなのかがわかるよ。

●指令2（目安10分）
資料「茶わん一杯のごはん」から、ごはんの重
さはお米の重さの約2.3倍とわかります。まず、
ごはんの重さからお米の重さを計算するために
はどうすればいいかを児童に考えさせましょう。

［指導例］
・重いものを基準に軽いものの重さを計算する
ときは掛け算かな、割り算かな。

・ごはんを炊くとなぜ重たくなるのかな。

●指令3（目安10分）
まず、茶わん一杯のごはんの米粒の数がどうやっ
たら出せるのかを考えさせます。その後、ど
のように計算していけばいいのかを考えさせま
しょう。

［指導例］
・お米の重さから、米粒の数をどうやって出せ
るかな。

・お米１gの米粒の数はどうやれば導き出せる
かな。

・指令2でわかった茶わん一杯分のお米の重さ
とお米１gの米粒の数から、茶わん一杯の米
粒の数が計算できるよ。

210

MISSION 8  およその数で考えろ！算数
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稲

電卓使用可

電卓使用可

電卓使用可

3250÷65＝50

50×91＝4550

4550÷70＝65

65÷22＝2.95...

65

３

50

4550

210 91.30...

91

65

３

思ったよりたくさんの稲が必要でおどろい
た。

たくさんのお米がとれて楽しかった。

●指令5（目安45分）
児童が稲刈り体験を行い、稲穂、稲株の現物を
見ることで、これまでの指令で計算した日ごろ
給食で食べている茶わん一杯分の稲穂の数や稲
株の数が、実感として理解できます。

また、稲刈り体験で感じたことを書いて表現さ
せましょう。

なお、農業体験活動は総合的な学習や課外活動
の時間を使って行ってもよいでしょう。

［指導例］
・給食で食べるごはんの量にあたる稲穂の量、
稲株の量を見てどう思ったかな。思ったより
多かった？少なかった？ 

・ごはん一杯分でも手で稲を刈るのは大変だね。

・いまの稲刈りはほとんどが機械で行うけど、
昔のように手で稲を刈ってみてどうだったか
な？

・田んぼの土にさわってみてどうだったかな？

・食べものをつくることをどう思ったかな？

・虫などの生き物はいたかな？

・道具の取扱いには気をつけて、ケガをしない
ようにしよう。また、危険な場所には絶対に
近づかないようにしよう。
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、給食のごはんの重さをはかること

から始めて、お米の重さと粒の数、茶わん一杯の稲穂の数

と稲株数までを計算します。資料として掲載した「茶わん一

杯のごはん」を利用し、ごはんの重さとお米の重さ、米粒

の数と稲穂の数など、それぞれの関係性を児童によく理解

させることがポイントです。

また、最後に稲刈り体験を行い、稲穂・稲株の現物を

見ることで、その量を実感させましょう。

給食のごはんの重さの測定は、給食の時間に計量器を

用意して行います。また、指令２から指令４までの計算は、

計算機を使って行います。稲刈り体験では、農家の方へ、

事前に学習内容を伝えておきましょう。

時間に余裕があれば、クラス全員が給食で食べる稲穂・

稲株の数や稲刈り体験を行った田んぼでとれるお米が、茶

わん何杯分のごはんになるのかを計算させてみるのもいい

でしょう。

●指令1　ごはんの重さをはかれ！
いつも食べているごはん。茶わんにどのくらいの量のご

はんが盛られているか、みんなで調べていきます。

まず、給食のごはんの重さをはかります。先に茶わんの

重さをはかっておくことがポイントです。それからごはんを

盛った全体の重さをはかり、その差を求めます。

各自が求めたごはんの重さからクラスの平均値を出し、

それを基準に各自で測った量の答え合わせをしていくとス

ムーズに進行できるでしょう。

●指令2　お米の重さを計算せよ！
お米は水と一緒に炊飯器などに入れて炊くので、炊いた

ごはんの重さはお米の約2.3 倍の重さになります。平均的

な茶わん一杯分のごはん（150g）は、炊く前のお米にす

るとおよそ65gになります。

この炊いたごはんと米粒の重さのちがいが水分であるこ

とを児童に理解させてから、指令1で求めたごはんの重さ

からお米の重さを計算させるようにしましょう。計算のポイン

トは、ごはんの重さを「2.3で割る」ことです。

《計算》
茶わん一杯のごはんの重さが210ｇとなった場合

210（ｇ）÷2.3＝91（ｇ）

●指令3　米粒の数を求めよ！
ごはん一杯分のお米の重さがわかったら、次に米粒の数

を調べていきます。

お米の重さから米粒の数を求めるためには、単位（ｇ）

当たりの米粒の数がわかれば、それに重さを掛けて算出で

きることを理解させましょう。単位当たりの米粒の数につい

ては、「このワークシートのどこかにヒントが隠れてないか

な？」と計算に必要なデータを探させます。

また、お米を100 粒数えさせ、その重さから１ｇ当たり

の米粒の数を計算させて算出する方法もあります。

《1つめの計算式》
ワークシート「茶わん一杯のごはん」から、茶わん一

杯のごはんはお米でおよそ65g、米粒にするとおよそ

3,250 粒であることがわかります。この数値から、お

米1gあたりの米粒の数は、　

3,250（粒）÷65（g）＝50（粒）　になります。

（米を100粒数えさせた場合の計算例〈100粒で2g〉）　

100（粒）÷２（ｇ）＝50（粒）

《2つめの計算》
1つめの式の答えをもとに茶わん一杯の米粒の数を

求めます。茶わん一杯分のお米の重さを91gとすると、

お米1gあたりの米粒の数である50粒を掛けて、

91（g）×50（粒）＝4,550（粒）　になります。

●指令4　稲穂の数までさかのぼれ！
指令3までで茶わん一杯に入っている米粒の数がわかり

ました。今度はそれが稲穂・稲株でどの位に当たるのかを

求めます。

ワークシート「茶わん一杯のごはん」から、稲穂一本に

はおよそ70粒くらいの米粒（もみ）があり、稲一株には

およそ22本の穂がついていることがわかります。

これを基準にすることで、指令3で求めた米粒の数が稲

穂何本分、稲何株分になるかが計算できます。計算のポイ

ントは、基準となる数（稲穂一本の米粒数、稲一株の穂数）

で割ることです。

《計算》
稲穂の数

（指令１～3の例と同様、茶わんのごはんの重さが
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210gのとき）

米粒の数は4,550 粒ですので、

4,550（粒）÷70（粒）＝65（本）　

となり、稲穂はおよそ65本分となります。

稲株の数

稲穂 65本分が稲何株分になるかを計算すると、

65（本）÷22（本）＝2.95（株）

となり、およそ３株分となります。

この例では、茶わん一杯分のごはんを食べると、稲

穂 65本分、およそ稲３株分のお米を食べたことにな

ることがわかります。

●指令5　田んぼの稲を確認せよ！
指令4まででごはん一杯に当たる稲穂の数と稲株数を

計算で求めました。しかし、写真やテレビなどでは見たこと

はあっても実際の稲穂・稲株を見たことがなければ、一杯

のごはんでどれだけの量の稲穂・稲株が必要だったのか、

児童もイメージがわかないと思います。

そのため、児童に稲刈り体験の際に、稲穂・稲株の現

物を見せる機会を設けましょう。ごはん一杯が稲穂、稲株

にするとどれだけの量になるのかを目で見て確認すること

で、より理解を深めることになります。さらに、実際に稲刈

りを体験することでお米や農作物に対する意識が変わり、

給食で残飯が減るなどの効果も期待できます。

稲刈り体験では、稲株を鎌で切ってみて植物の成長を感

じてもらうことができるほか、もみをむくと出てくる玄米を見

せて、これを精米にして炊くとごはんになることなどを知って

もらうこともできます。

なお、稲刈り作業は安全に注意して行うようにしましょう。

稲刈り体験の後は、感想や農家の方への手紙を書くなど

して、振り返りを行いましょう。収穫したお米は、おにぎりな

どにして稲刈り作業の感想などを話しながら食べれば、食

べ物への感謝の気持ちが生まれるきっかけにもなり得ます。

■ごはん一杯分のお米を収穫するために必要な水の量 
　は300～400Ｌ程度　
ごはん一杯分のお米を収穫するために、水田ではどれく

らいの量の水が使われるのでしょうか。

水田でお米を収穫するまでに使用される水の量は、10

アールあたり2,000 ～3,300トンといわれています。

お米の1年間の平均収穫量は玄米で10アールあたり

530kgですので、玄米1gを収穫するのに3.8～ 6.2kg

の水を使うことがわかります。

茶わん一杯分のお米は、精米でおよそ65g、玄米に換

算するとおよそ72gになります。玄米1g あたり3.8 ～

6.2kgの水を使用することから、以下の式で算出できます。

72（g）×3.8～ 6.2（kg）＝274～446（kg）

つまり、最大で446kg（＝446Ｌ）もの水を使用する

ことになります。

お米は、降水量の多いわが国での栽培に適した農産物

であることを気づかせましょう。

■ごはん一杯分の栄養　
ごはんには、エネルギー源である炭水化物が主に含まれ

ているほか、たんぱく質、カルシウム、鉄分、からだの働き

を保つ食物繊維、ビタミンなど、いろいろな栄養素が少量

ながら含まれています。

ごはんに、いろいろなおかずを組み合わせて栄養のバラ

ンスのよい食事を心がけることを指導しましょう。

【ごはん（精白米）一杯分（150ｇ）の栄養価】
エネルギー（体や体の組織を動かす）　252kcal

糖質（炭水化物に含まれるエネルギー源）　55.65ｇ

たんぱく質（血や肉、細胞など体の基本をつくる） 3.75ｇ

脂質（脂肪に含まれるエネルギー源） 0.45ｇ

ビタミンＢ１（体の調子を整え、夏バテを防止する） 0.03ｍｇ

ビタミンＢ２（体の調子を整え、美肌をつくる） 0.015ｍｇ

カルシウム（骨や葉をじょうぶにする） 4.5ｍｇ

鉄（血液のもと。不足すると貧血に） 0.15ｍｇ

マグネシウム（肩こりや動脈硬化を防ぐ） 10.5mg

亜鉛（皮膚の再生を助ける） 0.9ｍｇ

食物繊維（便秘やガン、成人病を防ぐ） 0.45ｇ 
科学技術庁資源調査会編「五訂日本食品標準成分表」より算出
（ 「五訂日本食品標準成分表」 は、可食部100ｇの分析値です。）

展開例および参考資料

MISSION 8  およその数で考えろ！算数
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アジフライ アジ、小麦粉、油

青菜の卵とじ 小松菜，卵

けんちん汁 とうふ，大根，にんじん

みかん みかん

牛乳 牛乳

１．概要と指導例

 ■目標 ・給食を例にして、食品の栄養素を確認する。

  ・農家の方に野菜の調理方法を聞いて、その料理をつくり、さらに栄養バランスのとれた 

    メニューを考える。

 ■実施目安時間　  135分 ■実施場所  ........ 教室、農家、調理室

 ■準備  ..................  給食の献立表、給食に使われていた食品、農家へのインタビューに必要なこと、

  　　　　　調理実習に必要なこと（材料など）

●指令3（目安15分）
農家の方に野菜のおいしい食べ方を聞いてみま
す。実際に栽培している野菜をどのように料理
しているかを聞き出すように指導します。事前
に質問をまとめさせましょう。

［指導例］
・農家の方はどんな料理を食べているのかな。

・分量、切り方、調理方法などをくわしく聞い
ておこう。

・野菜をおいしく調理するコツも教えてもらお
う。

・聞いたことは忘れないようにしっかりメモを
とるようにしよう。

●指令1（目安15分）
給食で食べている料理にはどんな食品が使われて
いるのかを児童に認識させます。給食の献立表を
見ながら一品ごとに使われた食品を書き出させま
しょう。

［指導例］
・まずは今日の給食のメニューを一品ずつ書き出そ
う。

・それぞれのメニューに、どんな食品が使われてい
るかを考えて、それを書き出してみよう。

・加工品の材料がわからない場合はインターネット
などを活用して調べてみよう。

●指令2（目安15分）
「五大栄養素と代表的な食材」の表を参考にして、
指令１で書き出した食品を主に含まれる栄養素
ごとに分類させます。また、各栄養素がどんな
はたらきをもっているかを線で結びます。

［指導例］
・1つの食品でも含まれる栄養素はいろいろあ
るよ。そのなかで多く含む栄養素ごとに食品
名を書いていこう。

・加工品は、その材料が資料の表の中にあるか
な。

・食品によって、そのはたらきがちがうことが
わかったかな。

・みんなが食べている給食は、栄養のバランス
を考えたものになっているよ。

・各栄養素のはたらきは、家庭科の教科書を参
考にしよう。

MISSION 9  料理にチャレンジ！家庭
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魚

ごはん
小麦粉

油
（フライ）
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卵
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牛乳
わかめ

小松菜
大根
にんじん
みかん

●指令4（目安45分）
指令3で教えてもらった野菜の調理法で実際に
調理を行います。同じ野菜でも調理法によって
味わいが変わることの気づきにもなります。

［指導例］
・野菜をおいしく調理するポイントがあるので、
それが大事だよ。

・同じ野菜で違う調理をしたときの料理の味を
思い出してみよう。調理の仕方によって、味
は変わってくるよ。

●指令5（目安45分）
指令4でつくった料理と組み合わせると栄養バ
ランスのよい料理を考えます。指令2で学習し
たことを参考にします。

最後に調理やメニューづくりなどの感想をまと
めさせます。

［指導例］
・指令4ではどんな栄養素を含む食品を使った
かな。指令2で完成させた表を参考にすると
いいよ。

・足りない栄養素はどれだろう。

・足りない栄養素を多く含んだ食品には何があ
るかを調べ、それを使った料理を考えよう。

さつまいも
ごはん

ハンバーグ ◯

◯

お米、さつまいも
さつまいもごはん
研いだお米にさつまいもを
入れて炊く。

さつまいもをたくさん入れる。

おいしかった。
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、日ごろどんな食品を使った料理を

食べ、その食品にはどんな栄養素が含まれているのかを知

ります。また、野菜の調理方法を学び、調理することも行い、

栄養バランスを考えたメニューづくりまで行います。

具体的には、給食の献立から使われた食品を調べるこ

とから始まり、その食品を栄養素ごとに分類することで栄

養のバランスのことを知ります。その後、農家の方から野

菜の調理方法を教えてもらって実際に調理を行います。最

後に栄養バランスを考えた献立をつくります。これらを通し

て、食品の味わいや、栄養バランスのとれた食事の大切さ

の理解につなげていきましょう。

事前に準備するものとして、給食の献立表のほか、特定

の日のメニューで使われた食品を調べておきます。また、農

家の方へのインタビューや調理実習もありますので、事前

連絡や材料の準備も必要です。

料理を実際につくる実習もありますので、グループワーク

で進めることに適したワークシートです。メニューづくりでも、

食品の分類やそれぞれの栄養素のはたらきなどを話し合い

ながら進めていってもいいでしょう。

●指令1　給食を調べよ！
まず児童に、毎日食べている給食にはどのような食品が

使用されているのかを知ってもらいましょう。今日食べた給

食を例に出すなどして、使われていた食品を表に書き出さ

せます。みそやかまぼこなどの加工食品は、原材料をインター

ネットなどで調べさせます。

答え合わせは、グループワークで意見を出し合いながら

進める方法もあります。

【給食の献立表】
学校によっては給食の献立表に使う食品名が細かく記

載されているものがあります。この場合は、答え合わせ用

に献立表を利用するといいでしょう。まずはメニューを思い

出させ、それにどんな食品が使われていたかを考えて書き

出させる方法が効果的です。思い出せない児童などには、

家庭科の教科書を見ることをすすめましょう。

【地産地消の取組みをしている場合】
学校によっては地元産の食品を給食に積極的に取り入れ

ているところがあります。このような場合、食品名だけでなく、

どれが地元産の食品かも説明し、地産地消の取組を意識

させるようにしましょう。

●指令2　給食を分類せよ！
指令1で書き出した食品に多く含まれている栄養素がど

れかを考え、 「五大栄養素と代表的な食材」を参考に給食

に使われた食品を分類します。食品によっては複数の栄養

素に当てはまる場合もありますが、特徴的な栄養素に絞り

込んで分類させましょう。

加工食品については、その原料が何であるかを知る機

会にもなります。（例：みそ・しょうゆ･豆腐→大豆、かまぼ

こ・ちくわ→魚）

また、それぞれの栄養素がどんなはたらきをもっているか

を線で結びます。

この学習を通して給食が栄養のバランスのよいメニュー

になっていることを児童が知るよい機会となります。日常生

活においても、バランスのよい食生活を送ることが大切なこ

とを教えましょう。

●指令3　野菜のおいしい食べ方を調査せよ！
野菜のおいしい食べ方を、それを栽培している農家の方

に聞きます。同じ野菜であっても調理の方法によって、味わ

いが異なります。野菜やその料理のつくり方を直接聞くこと

で、野菜や料理への興味をもつことになるでしょう。また、

地元の野菜を使うことで「地産地消」を説明することもでき

ます。

児童が農家の方に話を聞きにいく前には、グループでイ

ンタビューの練習をしておくといいでしょう（MISSION２参

照）。聞く内容は野菜の分量、洗い方、切り方、ゆで方や

いため方、味のつけ方などを詳しく聞くようにし、コツも合

わせて聞くようにしましょう。

なお、他のMISSIONで行う農家の方へのインタビュー

や体験活動と合わせて行ってもいいでしょう。

●指令4　料理にチャレンジせよ！
指令3で農家の方からつくり方を教えてもらった料理を

つくることにチャレンジします。地元でとれた野菜やなるべ

く旬の野菜を使うことで、新鮮な味の良さを感じてもらえる

ようにしましょう。旬の野菜がわからない場合は、スーパー

などに行き、売られている野菜を見たり、店員の方に聞いて

みたりしてもいいでしょう。その際には、野菜の選び方も合

わせて聞いてみましょう。

料理をつくる前には、教えてもらったコツを思い出させな

がら、どういう手順で進めていくかを決めていきましょう。

料理が完成したら、みんなで試食します。野菜の味はど

うで、どんな香りや食感がしたか、感想を出させましょう。



実践編　51

特に、普段食べている野菜が、調理法の違いで味・香り・

食感に違いがあれば、その感想を出させましょう。また、

料理のイラストを描いたり写真を撮ったりして、記録を残し

ておきましょう。

【農家の方へのお礼】
野菜の調理方法などをお聞きした農家の方へは、児童か

らお礼の手紙を送りましょう。手紙にはつくった料理のイラ

ストや写真を入れると、農家の方に喜ばれます。

また、つくった料理を農家の方にも食べてもらい、味など

を評価してもらえれば、今後の調理の参考になります。

※手紙の書き方については、MISSION２を参照してください。

●指令5　理想のこんだてを考えよ！
指令4でつくった料理と一緒に食べる料理の献立を考え

ます。指令2で学んだ栄養素のバランスを意識させながら、

つくった料理に足りない栄養素を補う食品を使った献立を

つくるよう指導します。

ここでは、「日本型食生活」についても説明するとよいで

しょう。ごはんを中心にさまざまなおかずを組み合わせた食

事は、栄養バランスのよいことを理解させましょう。

また、最後に、このワークシートで学習した栄養バランス、

農家の方に教えてもらった料理、メニューづくりを通じて、

児童が思ったことを感想として書き出させましょう。

■家庭で料理をつくってみよう　
指令５で考えた献立を、児童が家庭などで実際に調理し

てみるよう、指導してもいいでしょう。

実際に調理してみると、難しかったことなどを気づいたり

します。つくった料理を食べることと合わせて、食への関心

が高まります。

■野菜をゆでる
野菜は火を通すことで、かさを減らせます。かさが減るこ

とにより、生の状態で食べるよりたくさん食べることができ

ます。キャベツやホウレンソウを実際にゆでてみて、調理の

前後でどれくらい「かさ」に変化があるかを見てみるとわか

りやすいでしょう。野菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊

維などが豊富に含まれており、元気で過ごすためには欠かせ

ないことを説明して、野菜もちゃんと食べることを促すことが

大切です。
（参考）学びの場 .com「野菜を茹でる」

http://www.manabinoba.com/index.cfm/7,11652,32,1,html

■地産地消とは　
地域で生産された農林水産物を地域で消費しようとする

取組をいいます。地産地消に取り組むことにより、消費者

にとっては「顔が見える関係」で生産状況なども確かめられ、

新鮮な農林水産物を消費できたり、生産者にとっては、消

費者ニーズに対応した生産が展開できたりすることがありま

す。

また、流通コストが削減されるというメリットもあります。

さらに、生産者と観光事業者が連携して地場農産物の

消費を拡大する取組もできます。

■地元でとれた食品を活かした料理はまさに地産地消！
たとえばカレーはいろいろな食品を入れてみんなで食べら

れる料理の1つです。地元でとれた食品を使った調理実習

に、カレーを採用することはよくあります。基本的に、「いた

める」「煮る」だけの調理法なので、小学生でも簡単につく

ることができます。　

農林水産省のホームページには、全国の地産地消カレーの

例が掲載されています。料理を決めるときの参考になります。
（参考）農林水産省「aff （あふ）2010 年 6月号」

「特集 2地元食材でおいしく楽しく！地産地消カレー（1）」
http://www.maff .go.jp/j/pr/aff /1006/spe2_01.html  

■日本型食生活とは
ごはんを中心に、魚、肉、牛乳、乳製品、野菜、海そ

う、豆類、果物、茶など多様な副食などを組み合わせた食

生活です。日本の気候風土に適した多様性のある食として、

地域や日本各地で生産される豊かな食品も用い、健康的で

栄養バランスにも優れています。

＜ごはん食のメリット＞
・自然にバランスの良い食事ができます。

・食事の楽しみが広がります。

・ごはんには塩分がありません。

展開例および参考資料

MISSION 9  料理にチェレンジ！家庭
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ほうれん草
とうもろこし
にんじん
玉ねぎ

きゃべつ
もやし

ごぼう
大根
えのきだけ

●指令3（目安20分）
日本各地に昔からつくられている「伝統野菜」
があります。ここでは児童が住んでいる地域の
伝統野菜を調べさせましょう。なかなか出てこ
ないようであれば、都道府県内だけでなく、関
東や九州などの地方単位に範囲を広げてみても
いいでしょう。また、インターネットを活用さ
せたり、地元の農家の方に聞く方法もあります。

［指導例］
・みんなが住んでいる地域に昔からつくられて
きた伝統野菜というものがあるのを知ってい
るかな？

・伝統野菜がすぐに思い浮かばない場合は、郷
土料理などを考えてみよう。その料理に使用
されているものが、伝統野菜ということもよ
くあるよ。

・インターネットで「伝統野菜」と入れて検索
すると、各都道府県の伝統野菜を紹介してい
るサイトが見つかるよ。

・伝統野菜がわかったら、せっかくだからそれ
を材料にした料理や加工食品も調べ（食べ）
てみよう。

●指令1（目安15分）
１週間の給食の献立から材料として使われていた
野菜を書き出させます。給食の献立表を見ながら、
家庭科の教科書などを参考にするといいでしょう。

［指導例］
・先週の給食にはどんな野菜が使われていたかな。
献立表を見ながら思い出してみよう。

・１週間で何種類くらいの野菜を食べたのか予想し
てみよう。予想はあたっていたかな。

・今の季節だけ使われる野菜はあるかな。

●指令2（目安20分）
まず野菜には旬があることを教えます。その後、
野菜の名前をどんどんとあげさせて、それを季
節に振り分けさせましょう。スーパーへ見に行っ
たり、インターネットを活用して調べたりする
方法もあります。

［指導例］
・季節ごとに、よく食べる野菜が何かを考えて
みよう。たとえば、冬の鍋料理には何を入れ
る？

・インターネットで「春野菜」や「夏野菜」など、
「野菜」の前に季節名をつけて検索すればすぐ
に調べられるよ。

MISSION 10  身近な食文化研究！家庭

１．概要と指導例

 ■目標 ・和食を理解するために、旬の野菜、伝統野菜、年中行事との関わり、郷土料理について知る。

 ■実施目安時間　  90分

 ■実施場所　 .......  教室

 ■準備  ..................  給食の献立表、給食に使われていた野菜（1 週間分）、インターネット、

  　　　　  （農家へのインタビューに必要なこと）
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●指令4（目安15分）
「お正月」にいただく「おぞうに」など、年中
行事に関係した食べ物を調べます。1月であれ
ばお正月、2月であれば節分などと、行事のと
きによく食べる食べ物を思い出させましょう。

［指導例］
・1月にはお正月があるね。鏡開きの日に食べ
るものもお正月料理と考えていいよ。

・3月と9月にはお彼岸もあるよ。

・９月のお月見にお供えする食べ物を知ってい
るかな。

・12月 31日の大晦日に食べるものもあるね。

●指令5（目安20分）
自分の住んでいる地域独自の料理（郷土料理）
を調べます。指令3の伝統野菜から調べたも
のがあればそれを書いてもいいでしょう。また、
インターネットを活用させたり、地元の農家の
方に聞く方法もあります。

［指導例］
・みんなが住んでいるこの地域に昔から伝わる
料理があるのを知っているかな？郷土料理と
も言うよ。

・インターネットで「郷土料理」と入れて検索
すると、各都道府県の伝統料理を紹介してい
るサイトが見つかるよ。

・郷土料理の特徴や由来も調べてみよう。

練馬大根、九条ネギ

おしるこ
恵方巻き

おはぎ
年越しそば

柏餅

うなぎ

せんべい汁
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、日本人の伝統的な食文化である

和食を知ったうえで野菜の旬や、年中行事と料理の関わり、

地域の伝統野菜や郷土料理を学び、身近にある食文化へ

の知識を深めます。

特に、地元でつくられている伝統野菜や郷土料理は、地

元の食文化と関わりがあるので、この機会に覚えるようにし

ましょう。

事前に、１週間分の給食で使われた野菜を調べておき、

給食の献立表も用意します。

各指令では１週間の給食の献立から使われた野菜を書

き出したり、伝統野菜や郷土料理などを調べたりすること

が必要です。図書館やインターネット、家庭、スーパーなど

のお店、農家の方など、さまざまな方法がありますので、内

容により適切な方法を指導するようにしましょう。

●指令1　給食から野菜をさがせ！
ここでは、給食に使われている野菜を書き出していきます。

あらかじめ、給食の時間に児童同士でどんな野菜が使われ

てるかなどの話をしながら食べるのもいいでしょう。

【給食の献立表】
学校によっては、給食の献立表に使われる野菜などが記

載されているものがあります。この場合は、答え合わせ用に

献立表を利用するといいでしょう。まず、メニューを思い出

させ、それにどんな野菜が使われていたかを考えさせましょ

う。

●指令2　季節の野菜を調べよ！
食べ物には味の良い食べごろの時期があり、「旬」と呼

ばれます。和食では、旬の食材を使って、四季を表現する

料理があります。

指令1と関連づけて、例えば「カボチャの煮つけで食べ

たカボチャの旬はいつでしょうか？」などと、実際に食べた

時期から野菜の旬の時期を考えさせるのもいいでしょう。

《季節の野菜の例》
春…春キャベツ、菜の花、セリ、フキ、セロリ、タケノコ、グリー

ンピース、スナップエンドウ、ソラ豆、アスパラガス、新タ

マネギ、サヤエンドウ、明日葉、ウド、フキノトウ

夏…カボチャ、トマト、ナス、トウガン、キュウリ、ゴーヤ、

トウモロコシ、ミョウガ、ニンニク、枝豆、シシトウ、インゲ

ン、オクラ、大葉、ピーマン、モロヘイヤ、ズッキーニ、ツ

ルムラサキ

秋…サツマイモ、里芋、ジャガイモ、長芋、大和芋、ゴボウ、

春菊、チンゲン菜、シイタケ、シメジ、舞茸、マッシュルーム、

ブロッコリー、カリフラワー、タマネギ、ニンジン、レンコン、

エリンギ

冬…白菜、ホウレンソウ、小松菜、ユリ根、ネギ、カブ、大根、

ニラ、ミズ菜

●指令3　伝統野菜を知れ！
自分が住んでいる地域の伝統野菜を知ります。伝統野

菜を「インターネットで調べる」「家族や地域の八百屋さん

に聞く」「図書館で調べる」などの方法で調べさせ、実際

の現物を見せて、特徴などを説明すると理解が深まります。

また、日本には各地に伝統野菜があります。ほかの地域

の伝統野菜について調べてみてもいいでしょう。

《伝統野菜の例》
北海道 八列トウモロコシ
山形 雪菜
福島 会津小菊カボチャ
東京 伝統小松菜
神奈川 三浦大根
新潟 長岡巾着ナス
石川 金時草
愛知 守口大根
三重 松坂赤菜
京都 賀茂ナス
大阪 毛馬キュウリ
奈良 大和芋
島根 津田カブ
広島 広島オクラ
熊本 水前寺モヤシ
沖縄 モーウイ

（参考）農林水産省：広報誌ａｆｆ（あふ）2010 年2月号
「特集　野菜をめぐる新しい動き　伝統野菜の実力 (4)」

http://www.maff .go.jp/j/pr/aff /1002/spe2_04.html

●指令4　年中行事との関わりを調べよ！
ここでは、「お正月」には「おぞうに」 「おせち料理」のよ

うに年中行事に関わりのある食べ物を確認します。家族の

人に聞き取りを行う場合は、どの地方の食べ物かも確認さ

せましょう。
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《年中行事の例》
 月 行事 食べ物

 1月 お正月 おせち料理・おぞうに・七草粥

  鏡開き おしるこ

 2月 節分 福豆・恵方巻き

  初午 いなり寿司

 3月 桃の節句 ちらし寿司・甘酒・蛤のお吸い物

  お彼岸 ぼた餅

 4月 花祭り 甘茶

  花見 花見団子

 5月 端午の節句 ちまき・柏餅

 7月 七夕 そうめん

  土用の丑の日 うなぎ

 8月 お盆 精進料理

 9月 十五夜（月見） 月見団子

  重陽の節句 菊酒・栗ごはん

  お彼岸 おはぎ

 11月 七五三 千歳飴

 12月 冬至 カボチャ・小豆粥

  大晦日 年越しそば

●指令5　地域の料理を調査せよ！
最後に地元でつくられてきた料理（郷土料理）を調べます。

できれば、地域の人などに協力をお願いして、実際につくっ

てみたり、食べたりする機会を設けるといいでしょう。

《郷土料理の例》
北海道 三平汁

青森 せんべい汁

山形 いも煮

栃木 しもつかれ

千葉 さんが焼き

石川 じぶ煮

山梨 ほうとう

京都 にしんなす

奈良 菜めし

愛媛 いぎす豆腐

福岡 がめ煮

宮崎 冷汁

■伝統野菜の見直し　
近年は流通インフラの整備が進み、大型店舗の普及など

もあって全国各地の野菜を手軽に購入することができるよう

になりました。そのため、自分が住んでいる地域に伝統野

菜があることを知らない住民も増えています。

その一方で、伝統野菜の復活をめざす動きが全国各地

で起きています。伝統野菜は、その土地で古くからつくられ

てきたもので、その土地の気候風土にあった野菜として確立

されてきました。そのため、その地域の食文化と密接に関

係するものが多くあります。

大量生産が求められる時代にあって、野菜のそろいが悪

い、手間がかかるなどの理由から、生産が減少していまし

たが、地産地消の意識の高まりとともに、伝統野菜が改め

て注目されています。地域の人などに協力をお願いして、児

童に伝統野菜を使った料理をつくらせて食べれば理解が深

まるでしょう。

■日本全国こども郷土料理サミット　
日本全国こども郷土料理サミットは、子どもたちが故

郷の郷土料理を調査発表することにより、全国の郷土

料理への関心と理解を深めることを目的として開催され

ています。2014年11月には、その第２回が開催され

ました。

このサミットでは全国から集まった各ブロックの選抜

者が、地域の郷土料理についてプレゼンテーションを

行ったり、郷土料理の試食などが行われました。
（参考）農林水産省「日本全国こども郷土料理サミット」

http://www.maff .go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/pdf/140714-01.pdf

展開例および参考資料

MISSION 10  身近な食文化研究！家庭
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１．概要と指導例

 ■目標 ・これまで学んだことを振り返り、関係のある言葉を集めてカルタをつくり、使ってみてわ

　　　　　　 かったことを表現する。

 ■実施目安時間　  120分

 ■実施場所　 .......  教室

 ■準備  ..................  紙（読みふだ用、取りふだ用）

●指令1（目安30分）
まず児童がこれまでに学習したことを振り返り、食
べ物や農業に関係のある言葉を思いつくだけ書き出
させます。1つの言葉が出れば、農作物からつくら
れた加工品や、農作業の内容など、それに関連する
言葉を考え、広げていくことで、多くの言葉が集ま
るでしょう。たくさんの言葉が必要となるので、グ
ループで手分けして集めさせるといいでしょう。

また、指令1下の「キーワード」を活用するよう
に指導しましょう。このキーワードから連想される
言葉も出すよう考えさせましょう。

［指導例］
・これまで学習したことを思い出して、覚えた言葉
などを書き出してみよう。

・みんなが住んでいるこの地域でつくられている農
作物には何があったかな。

・お米や大豆からできている加工品には何があった
かな。

・農作物をつくるための作業には何があったかな。

・農作物を使った料理の名前でもいいよ。

●指令2（目安30分）
集めた言葉から読みふだの文をつくります。表
現する能力の形成につなげるのがカルタづくり
のポイントです。

また、テンポよく読める文になるよう心がけさせ
ることで、言葉のリズムを学ぶ機会にもなります。

［指導例］
・書き出した言葉から連想されるものや特徴な
どを考えて、読みふだをつくっていこう。

・地名や料理名を組み合わせて文をつくっても
いいよ。

・五・七・五にならなくても、テンポよく読め
る文にしよう。

●指令3（目安30分）
取りふだは、みんなで協力してつくるようにし
て、役割分担を決めるといいでしょう。絵の上
手な児童ばかりが描くことにならないように気
をつけます。

［指導例］
・読みふだが読まれたとき、すぐにわかる、わ
かりやすい絵を描こう。

・野菜そのものの絵や料理の絵でもいいよ。

・読みふだがお正月など行事に関係している場合
は、その行事をあらわす絵を描いてもいいね。

MISSION 11  みんなでカルタ大会！国語
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産

（作物名）

 お米

 さつまいも

 トマト

 じゃがいも

 かぼちゃ

言葉集めが楽しかった。

短い文で説明するのは難しかった。

絵を見て農作物がわかるようになれ

ば、カルタに勝てる気がする。

（農業関係）

 田植え

 稲刈り

 受粉

 畑

（食べ物）

 ごはん

 おせち料理

●指令4（目安30分）
作成したカルタは他のグループと交換して使っ
てみましょう。他のグループがつくったカルタか
ら知らなかった農作物や農業関係の言葉、リズ
ムのある文章表現、わかりやすい絵などの気づ
きを得ることができます。また、同じような内容
であってもそれを表現する文や絵には、いろい
ろな表現方法があることを知ることができます。

また、読み手は、みんなが聞き取りやすい話し
方を習得する機会になります。

カルタ遊びの後は、言葉集めから遊びまでで気
づいたことなどを書いて発表させましょう。

［指導例］
・読みづらい読みふだがあったら、書き直して
もいいよ。

・他のグループのカルタから気づいたことは
あったかな。

・おもしろかったカルタはどのグループがつ
くったものだった？

・難しかったカルタはどれだった？

・カルタをつくって遊んだことで、どんなこ
とがわかったかな。いままで知らなかったこ
とや興味をもったことなどを書き出してみよ
う。
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、カルタづくりを通して、農業や農

作物、農作物に関連した加工品や料理などの言葉を知り、

文章や絵で表現する力を養います。これまでに学習してきた

ことの振り返りで、農業や食に関する理解を深めます。

事前準備として、カルタを作成する児童のグループ分け、

カルタ用の紙を用意します。カルタの紙は「あ」から「わ」ま

で44 枚必要となりますが、状況に合わせて、それより少

ない枚数でつくってもいいでしょう。

カルタは日本の文化を学ぶことができます。カルタづくり

を通じて、農業や食に関する語いを増やし、文章や絵の作

成能力と表現力、読む経験、遊びでのコミュニケーション

を行う力の向上に役立つでしょう。また、テンポのよい文章

を作成し読むことで、美しい日本語の習得にもつなげていき

ましょう。

【カルタの種類や「読みふだ」「取りふだ」の説明】
カルタをつくり始める前に、カルタのつくり方などを説明

します。

テーマを決めて行うカルタづくりは、ことわざや四字熟語

の習得、47都道府県の地名やその特色を学ぶなど、さま

ざまな学習に応用できます。児童にとっても「カルタをつくる」

という明確な目的があるため、取り組みやすい学習方法と

もいえます。

また、カルタづくりは、物事を端的に説明する力の向上

だけでなく、言葉のもつリズムや美しさを理解するとともに、

表現することでプレゼンテーション能力の向上にもつなが

ることがあります。

●指令1　カルタに使うことばを集めよ！
読みふだで使う言葉をたくさん出していきます。

児童各自またはグループで、農業や農作物、料理に関連

した言葉を思いつくままあげさせていきます。児童にはこれ

まで学習したことや農業体験活動などで得たことを振り返

り、いろいろな言葉を引き出させましょう。

なお、言葉があまり集まらない児童には、給食の献立表

を見せて、料理の名前や使われている農作物や加工品をあ

げていく方法もあります。

カルタで使える言葉は、農作物や加工品、料理のことが

多くなるかも知れませんが、「田植え」「稲刈り」「肥料」「ト

ラクター」といった農作業に関連するものや、読みふだに

農業に関連する言葉を入れれば「カエル」や「カラス」など

の動物を入れてもよく、自由に考えさせましょう。

ワークシートでは「キーワード」を掲載しており、この言

葉はもちろん、関連する言葉があれば、出していくよう促し

ましょう。

【カルタに使う言葉集めの指導例の補足】
・「キーワード」を見てみよう。「地産地消」などはカルタの

読みふだとして使えるかな？

・「旬の食べもの」はそのままでも使えるけど、具体的な季

節の野菜などを使ってみてもいいね。

※季節の野菜の例は54ページを参照。

・給食の献立表からも言葉を探せるよ。

・料理名だったらたくさん浮かぶかな？

●指令2　読みふだをつくれ！
まず読みふだとして用意したカードの右上に「あ」から「わ」

までの44文字のひらがな文字を五十音順に○で囲んで書

き入れさせましょう。ただし、状況に合わせて、それより少

ない数にしても構いません。

次に読みふだとなる文章を考えますが、いきなり「書こう！」

とだけいっても、児童はどこから手をつけていいのかわか

らず、困ってしまうかもしれません。読みふだをつくる前に、

指令1であげた言葉に関係することをみんなで話し合わせ、

イメージをしやすくするといいでしょう。

言葉に関係することとしては、以下のようなことがあり、こ

れらを組み合わせて文を考える方法もあります。

1．農作物が収穫される季節

2．お正月、節句などの行事

3．味や色、形など農作物の特徴

4．農作物やそれを材料にした加工品や料理

5．稲や野菜の育て方

6．農作業で使用する機械や道具　など

農作物や料理などに関係する言葉が集まったら、それら

を組み合わせて文の最初のひらがな文字ごとに文をつくり

ます。文は、五・七・五などリズム感のあるものをつくるよ

う指導しましょう。もちろん、五・七・五調にとらわれる必

要はありません。読みやすいリズムになるようアドバイスを

していくといいでしょう。

《読みふだの例》
白菜は　冬のおなべの　主役だね

雪がとけ　田んぼに流れ　稲育つ

しょうゆ・みそ　ダイズをもとに　できている
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水をはり　しろかき作業　トラクター

●指令3　取りふだをつくれ！
取りふだも読みふだと同じ枚数つくります。紙の右上に

○を書き、ひらがな44文字を1つずつ書き入れさせます。

読みふだの枚数を少なくした場合はそれに合わせます。

次に、読みふだで書いた内容を絵にします。指令2でつ

くった文から特徴的なことを考えさせましょう。考えに行き

詰まった場合はインターネットや図鑑などを見て、ヒントを

得たり、絵の参考にしましょう。

取りふだの作成は、表現したいことをビジュアルでいかに

伝えられるかの練習になります。そのため、プレゼンテーショ

ン資料の作成能力を高めることにもつながります。

●指令4　カルタで遊べ！
カルタが完成したら、自分たちでつくったカルタだけでな

く、ほかのグループがつくったカルタと交換してみましょう。

また、グループ対抗戦を行うなど、工夫して楽しく、カルタ

遊びができるようにしましょう。

カルタ遊びを行ったあとは、グループごとにほかのグルー

プがつくったカルタについて感想を出し合い、気づいたこと

をまとめさせます。特に、ほかのグループが作成したカルタ

を使ったことにより、はじめて知ったことや気づいたこと、改

めて農業や食に関心をもったことなどを発表させ、みんなで

共有しましょう。

■地産地消について　
51ページで説明しているとおり、地産地消は地域で生産

された農林水産物を地域で消費しようとする取組です。自

分たちの地域で、地産地消の取組が行われているものがあ

るかどうかを調べ、それをカルタの中に入れることで地産地

消への認識が高まります。

具体的に想定されるものとしては、直売所などでの地場

農作物の販売、地場作物を使った加工品の開発（6次産

業化）、学校給食での地場作物の使用、地元生産者の顔

が見える取組などがあげられます。このような事例があれば、

直売所や地元生産者（組合）の名前、給食に出る地元の

農作物の名前などもカルタ作成に使ってみてもいいでしょう。

■6次産業化とは　
平成22年12月に、「地域資源を活用した農林漁業者

等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促

進に関する法律」（六次産業化・地産地消法）が公布され

ました。

この法律は、1次産業である農林水産業が、農林水産

物の生産だけにとどまらず、それを原材料とした加工食品の

製造（2次産業）、地域資源を活かした観光農園などのサー

ビスや販売（3次産業）などに踏み込んでいくことを推進す

るものです。 （1次×2次×3次＝６次）

6次産業化が進むことにより、農林水産物の付加価値

が上がり、農山漁村の所得向上や雇用創出が期待されてい

ます。
（参考）農林水産省「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業

の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」
（六次産業化・地産地消法）について

http://www.maff .go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/houritu/index.html

■食育に関連したカルタ　
農林水産省のWEBサイトでは全国各地にある食育カル

タを紹介しているページがあります。福岡、徳島、佐渡、近

畿の食文化を知ることができるカルタがあるほか、食生活

や農業農村についてまで学べるものもあります。

また、「こどもページ」コーナーの「なかまさがしカルタ」

も参考にするといいでしょう。
（参考）農林水産省「遊べる、学べる食育をカルタから」
http://www.maff .go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/schools/tool.html

（参考）農林水産省「なかまさがしカルタ」
http://www.maff .go.jp/j/kids/fun/game/

展開例および参考資料

MISSION 11  みんなでカルタ大会！国語



60　実践編

１．概要と指導例

 ■目標 ・朝ごはんのメニューの食料自給率を知り、日本の消費量の変化を中心に食料自給率低下の

　　　　　　 要因を考える。

 ■実施目安時間　  45分

 ■実施場所　 .......  教室

 ■準備  ..................  （インターネット）

●指令1（目安5分）
左の「朝ごはんメニュー」から、いつも食べてい
る朝ごはんのメニューに近いものを右の「選んだ
メニュー」に書き出させます。状況によって、食べ
たいメニューなどに変えてもいいことを告げましょ
う。

［指導例］
・自分の朝ごはんメニューがない場合は、朝ごはん
として食べたいメニューを書いてもいいよ。

・朝ごはんを食べていない人はいるかな？朝ごはん
はしっかりと食べることが大切だよ。

●指令2（目安5分）
「品目別自給率」のグラフを見ながら、指令1
で選んだメニューの自給率を確認します。複数
の食品を使ったメニューや加工食品の場合は、
主となる原材料を調べるなどして認識してから
確認させましょう。

［指導例］
・お米は国内でつくられたものがほとんどだね。

・みそ汁にはどんな食品が入っているかな？

・パンの主な材料は何だったかな？

●指令3（目安5分）
「各国の食料自給率」のグラフから、日本の食料
自給率にあたるものを選びます。ア～ウのグラ
フの特徴を説明して考えさせます。

［指導例］
・日本の食料自給率は外国に比べて高いかな？
低いかな？

・「品目別自給率」は一部の品目だけだけど、平
均を出してみるとヒントになるよ。

・日本の食料自給率は昔と比べて上がってき
た？下がってきた？

食パン
目玉焼き
牛乳
野菜サラダ

MISSION 12  食料自給率調査！社会

■農作物が不足したら
指令３を終えた段階で、日本の食料自給率が諸
外国と比べて低いことを認識しました。そこで、
食料自給率が低いとどんな問題があるのか、こ
のコラムをきっかけに改めて考えさせましょう。

［指導例］
・輸出する国で農作物が不作になり、値段が上
がったりしたら日本ではどういう影響がある
かな。お肉の値段が上がって困るのは誰なん
だろう。

・備蓄は、もしものときに備えて食料を保管し
ているんだね。
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食

野菜サラダ 食パン

イ

・ごはんの量が減った。
・肉や油が3倍に増えた。

・ごはんを食べる量が減り、かわりに肉
や油の量が増えた。
・外国の安い食べ物が多く輸入されるよ
うになった。
・国内で小麦や大豆があまり生産できて
いない。

●指令4（目安10分）
昭和40年度と平成25年度の消費量を比較し
て、食生活の変化を考えます。また、平成25
年度のメニュー下にある［自給可能］［飼料は
輸入］などについても説明しましょう。

［指導例］
・ごはんの食べる量が減っているのはどうして
かな？パンやめんの消費量が増えているわけ
ではないようなんだが、どうしてかな。

・植物油の消費量が年 3本から年 9本に増え
ているね。どうしてこんなに変わったのかを
食生活の面で考えてみよう。

●指令5（目安20分）
日本の食料自給率が下がってきた理由を考えま
す。指令4からわかる食生活の変化を中心に考
えさせましょう。特に自給率が100％近い米
の消費量が減ったことが一因であることも説明
しましょう。

［指導例］
・消費量が増えた食品、減った食品は、自給率
に特徴があるかな。

・お米の消費量はなぜ減ってきたのかな。

・外国は広い農地でたくさんの農作物を安く収
穫できるんだ。そうすると、外国から輸入す
る量は増えてくるよね。
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、まず自分たちがいつも食べている

食事の食料自給率を知ることから始めます。

そこから、日本の食料自給率の変化を知り、その要因を

考えていきます。キーワードは、「食生活の変化」「米中心

の農作物生産」「外国の安い農産物」です。

この学習を踏まえて、食料自給率向上のために自分たち

でできることを考えさせましょう。

《食料自給率について》
食べ物のうち、どのくらいが自分の国でつくられたかを表

す数値を「食料自給率」といいます。体を維持するために

必要なエネルギーで表したものを「カロリーベース総合食

料自給率」、つくられた食べ物の価値を金額で表したものを

「生産額ベース総合食料自給率」といいます。

●指令1　朝ごはんのメニューを選べ！
児童が自分の食生活を振り返ります。朝ごはんをあまり

食べないという児童には、これをきっかけに朝食をしっかり

と食べる習慣を身につけるよう指導しましょう。

全員の書き出しが終わった段階で、むかしの日本人の朝

食は、ごはんを中心に、みそ汁、焼き魚や目玉焼き、おひ

たしなどの野菜が多かったことを教えると、指令2以降の

ヒントになります。

●指令2　食料自給率を確認せよ！
「品目別自給率」のグラフは食品（原材料）ごとに自給

率が記載されています。そのため、「自分が選んだメニュー

の材料は何かな？」と問いかけ、調べさせたりして適切な

品目を選ばせましょう。

なお、食パンは小麦、みそと納豆は大豆が主な原材料

になります。

また、肉類や牛乳・乳製品は、家畜のエサの自給率を考

慮した自給率を（　）書きで示しています。これらの数値か

らとうもろこしなどのエサがほとんど輸入でまかなわれてい

ることがわかります。

●指令3　日本の食料自給率を確認せよ！
「各国の食料自給率」のグラフから日本の食料自給率が

どれに該当するかを読み取ります。

まず日本の食料自給率は外国に比べて高いか、低いかを

予想させるといいでしょう。指令2で使った「品目別自給率」

の平均値を出すことで、おおまかな日本の食料自給率がわ

かります。

グラフ中、［ア］はアメリカ、［イ］は日本、［ウ］はイギリ

スです。このグラフから、各国のなかで日本の食料自給率

がいちばん低いことがわかります。昭和36年頃は中位だっ

た日本の食料自給率がなぜ下がってきたのかは、指令4

以降で考えます。

●指令4　食料自給率の変化をさぐれ！
昭和40 年度と平成25 年度の食事の内容と食料消費

量の変化を見て、日本の食生活の変化を知り、食料自給

率の変化との関係を考えさせます。

「ごはんの量が減った」「肉が増えた」「植物油が増え

た」ということがわかりやすいので多くあがると思われます。

では、それが自給率の低下とどう関係しているのかを児

童に考えさせましょう。消費量の減ったごはんの自給率は

100％近くである一方、消費量の増えた肉類は、家畜のエ

サの自給率を考慮した数値は10％前後と低く、同様に植

物油の主な原料である大豆は10％未満と、自給率の低い

品目の消費が増えたことが、食料自給率の低下の要因となっ

ています。

なお、消費量の変化の理由については、食事内容の洋

風化などの要因によるといわれています。

●指令5　食料自給率が下がった理由を考えよ！
食料自給率が下がった理由については、指令４で、食料

消費量の変化が要因の1つとして説明してきましたが、この

ほかに国内の農作物生産が米中心となり、食料自給率の

低い小麦や大豆の生産が拡大してこなかったことや、国内

と海外の農家1戸当たりの耕地面積規模の格差から生じ

る価格差など、食料自給率に影響を与える要因を説明しな

がら、児童に考えさせるようにしましょう。

また、「農作物が不足したら」にあるとおり、食料自給率

が低いことによる問題点にも目を向けさせて、食料自給率

を上げるために一人ひとりができることは何かまで発展させ

るといいでしょう。

【食料自給率が下がった理由として考えられること】
・食生活の大きな変化

戦後、日本では食生活の洋風化が進み、自給率の高い
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米の消費が減り、自給率の低い畜産物や油脂の消費が増

えてきました。

・米中心の生産

水田は降水量の多い日本の気候風土にあった農地であ

るため、お米が長い間、安定的に供給されてきました。そ

のため、お米は国内生産だけで消費をまかなうことのでき

る数少ない作物となっています。しかし、食生活の変化が

進み、お米の消費が減少している現在、水田を有効に活

用することが重要となっています。

・外国の安い農産物

現在の日本の農地は国土の約12%で、また、農家1戸

あたりの耕地面積はアメリカやカナダに比べると、100 分

の1程度です。アメリカなど自給率の高い国では、農家が

広大な耕地を経営しており、作業を効率化させる大型機械

の普及もあって、農産物の単価が安いのです。
（参考）農林水産省「食料自給率の部屋」

http://www.maff .go.jp/j/zyukyu/

■品目別自給率について　
給食や自宅での夕食などについても、品目別に食料自給

率を書き出してみましょう。

また、ワークシートにあげている品目以外の食料自給率

も調べてみましょう。これによって、いろいろな農林水産物

の状況がわかってきます。

■食生活の変遷について　
両親や祖父母などから、むかしの食事の様子を聞いてみ

ましょう。特に、よく食卓にのぼった食品だけでなく、同じ食

品でも使った調味料や料理方法までを詳しく聞くことによっ

て、食生活の違いがよく見えてきます。

■食料自給率の向上について　
食料自給率について　「国内で生産されたものをもっと食

べる」だけで終わらせず、「旬の作物を食べる」「地域でつ

くられた作物を食べる」といったことまで踏み込んで説明す

ると、よりいいでしょう。

また、食料自給率を求める計算式（食料自給率＝国内生

産量／国内供給量）から、食べ残しを減らす（分母を小さ

くする）ことで自給率の向上をはかれることにも気づかせま

しょう。平成22年度の食品産業全体における食品廃棄物

などの年間総発生量は2,086万トンにものぼります（農林

水産省調べ）。給食などを残さず全部食べることも、自給

率向上につながることになります。

●食料自給率アップのための５つのアクション（フード・
　アクション・ニッポンの呼びかけ）　
1．「いまが旬」の食べものを選びましょう！

2．地元でとれる食材を日々の食事に活かしましょう！

3．ごはんを中心に、野菜をたっぷり使ったバランスのよい

食事を心がけ、しっかり朝ごはんを食べましょう！

4．食べ残しを減らしましょう！

5．自給率向上を図るさまざまな取組みを知り、試し、応援

しましょう！

展開例および参考資料

MISSION 12  食料自給率調査！社会

　お米は、日本が輸入に頼らず必要な量を
つくることができる数少ない農産物です。ご
はんをたくさん食べることは食料自給率を
上げることにもつながります。ごはん1食に
つきもう1口多く食べるだけで、食料自給率
は１％あがるといわれています。

ごはんをもう1口だけ多く食べると食料自給率が１％あがる？
お米の1人あたりの消費量（年間）

0
昭和37年 40 50 60 平成２年 10 15 20 21 22 23 24 25

（ 年度 ）

118.3 111.7
88.0

74.6 70.0 65.2 61.9 59.0 58.5 59.5 57.8 56.3 56.9

20
40
60
80
100
120
140 (kg)



写真提供

● 日本通運株式会社
● 成田国際空港株式会社
● 日本海運株式会社

※写真のデータは、加工あるいはそのままで使用することを禁じます。
※提供写真は、ワークシートMission1 内で使用されています。

参考資料

●「野菜ブック～食育のために」（独立行政法人農畜産業振興機構）
●「はなまるサポート」（教育同人社）
●「気象衛星」（日本気象協会）
●「何の野菜かな？」（学びの場 .com）
●「野菜を茹でる」（学びの場 .com）
●「ごはんを食べよう国民運動『世界の稲作』」（ごはんを食べよう国民運動推進協議会）
●「五訂日本食品標準成分表」（科学技術庁資源調査会）
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