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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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●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
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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




