
Abstract

   In Kitakata, a city in Fukushima Prefecture, students in 3rd through 6th grade engage in the Agricultural 
Department in periods of integrated study. The activities of each elementary school were categorized from the 
website of the board of education in Kitakata and questionnaire results taken from 327 Kitakata elementary 
students were analyzed in October 2018. In most elementary schools, crops were selected from the crop list 
recommended by the board of education and the process of planting seeds, raising them, harvesting them, cooking 
and processing them, and finally eating them were practiced. In Several elementary schools, agricultural support 
staff and communities were invited to harvest festivals and other related events as opportunities to interact with 
the communities. 93% or more of the children enjoyed harvesting crops and cooking and eating them and learned 
to cooperate with others and to eat thankfully.

要　　旨

　福島県喜多方市では小学3年生から6年生が総合的な学習の時間に「農業科」の授業に取り組んでいる。喜多方市
の教育委員会のウェブページから各小学校の取り組みを整理するとともに、2018年10月に調査した喜多方市立小学
校の児童327名のアンケート結果をまとめた。ほとんどの小学校では市の教育委員会が推奨している作物一覧から
作物を選定し「種蒔き→管理→収穫→調理・加工・食べること」を実施していた。小学校により収穫祭などに農業支
援員や地域の方を招待して地域とかかわる機会としていた。93％以上の児童は、「作物を収穫すること」「作物を調
理して食べること」が楽しく、「仲間と協力する」「感謝して食べる」ことは身についたと考えていた。
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Ⅰ　はじめに

　文部科学省では生活体験や自然体験などの「直接体
験」の機会を豊かにすることを極めて重要な課題1）と

捉えている。「直接体験」の一つである「植物の栽培」
では、住宅地で自然が豊かとはいえない環境に暮らす
高校生であってもその体験率は農山村に暮らす高校生
と同様であり、都市化の進んだ地域において子どもの
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自然体験を担保していた2）。また栽培体験をよくした
高校生の共感性の値は高く、社会的スキルの高い児童
が多かった3）。
　その要因を分析するため、成長後の大学生の社会性

（共感および社会的スキル）を検討したところ、幼少期
の12種類の自然体験の頻度と親の養育態度がともに関
連していた。さらに12種類の自然体験のなかで「植物
の栽培」「キャンプ」「探検ごっこ・基地つくり」「草花
遊び」「昆虫類の飼育」では、親の支援が十分でない場
合でも頻度効果がみられることがわかった4）。親の教
育力によらない栽培という「直接体験」が子どもの成
長を促している可能性を示した。
　実際、九州と関東にある自然塾で、小学4年生から中
学2年生までの男女に、8か月間にわたり月に2回、2泊
3日の集団生活による農業を主体とする自然体験を実
施したところ、数年から約十年後の若者の社会性は同
年代の高校生や大学生の社会性と比べて、不安感が低
く、対人関係力は明らかに高かった5）。
　福島県喜多方市では、2003（平成15）年よりすべて
の市立小学校22校と7校の中学校において、食と農の
融合を目指す食農教育の充実を図ると共に、食の在り
方を考える食育教育や学校給食への地元農産物の導入
推進など、学校教育と農業との融合を図る取組みを進
め、2006（平成18）年には国の構造改革特別区域とし
て内閣総理大臣より農業教育特区の認定を受け、全国
初の「小学校農業科」が設置された6）。学習指導要領に
よらない農業体験学習等を通した「心の教育」の解決
を図る試みは現在も行われている。
　2004（平成19）年度から「農業科」の授業が開始され、
2005（平成20）年3月告示の学習指導要領の改訂に伴
い、2006（平成21）年度から「総合的な学習の時間」に

「農業科」の名前のまま年35時間の授業が行われるこ
とになった。2018（平成30）年現在も、小学校全17校

（22校のうち5校は後に統廃合）で実施されている7）。
　喜多方市では、「土を耕し、種をまき、いのちを育
み、いのちをつなぐ」農業を人間にとって最も基本的
な活動と捉えている8）。子どもたちは、半世紀前まで
は当たり前のこととして行われてきた農作業の日常的
な風景の中から様々なことを学んできた。喜多方市の
子ども達でさえ農作物の生産現場を直接見たり関わっ
たりする機会が少なくなっている現状を課題として、
喜多方市の教育委員会（以後市教委とする）では農業
のもつ教育的効果をあらためて考え、豊かな心の育
成、社会性の育成、主体性の育成を目標に掲げて小学

校における農業活動を推進した6）。このような全市を
あげて農業活動に取り組む事例は極めて珍しい。
　本報告では、市教委のウェブページの内容を整理
し、喜多方市立小学校全17校にアンケート調査を行
い、農業科で展開される活動の実態を明らかにし、活
動の方向性を考察することを目的とした。

Ⅱ　調査方法および材料

1．喜多方市教育委員会ウェブページ
　喜多方市の市立小学校では、2008（平成20）年から
順次「総合的な学習の時間」に「農業科」の授業を取り
入れ、2011年に全ての小学校で実施された。市教委で
は、各小学校が取り組み始めた初年度から2018（平成
30）年の現在までweb上で「農業科」の活動について
公開している。本報告では、各小学校の初年度から
2016（平成28）年度までにウェブページで紹介された
17校について、作物名、体験した学年、取り組んだ活
動について整理した。

2．アンケート調査
　平成30年10月初旬に市教委の協力を得て市立小学校
17校にアンケート調査を実施した。約2週間の間に小
学6年生327名（男子168名51.4％、女子159名48.6％、有
効回答率100.0％）から回答があった。アンケートを扱
うにあたり個人の回答が他の人に見られたり利用され
たりすることがないこと、質問に必ずしも回答する必
要はないことを配布者に口頭で説明してもらった。調
査項目は以下のとおりである。①性別、②これまでの
栽培経験、③農業科で体験した9項目について以下の
項目から選択（1 とても楽しかった　2 少し楽しかっ
た　3 どちらでもない　4 あまり楽しくなかった　
5 楽しくなかった　6 体験していない）、④特に楽し
かった・心に残ったこと（自由記述）、⑤自分の身につ
いた9項目について以下の項目から選択（1 とても身
についた　2 少し身についた　3 どちらでもない　4
あまり身につかなかった　5 身につかなかった）。
　調査にあたり甲子園短期大学研究倫理委員会第2018005
号で承認を受けている。

Ⅲ　結果と考察

1．喜多方市教育委員会ウェブページ
　各小学校が作成した「農業科」のウェブページをも
とに記載された作物を小学校ごと、年度ごとに整理し
た（表1）。
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　ここ10年間に小学校全体で栽培された作物数は64
種類で、全体の5％以上の年度で栽培された作物は20
種類あり、1校を除いたすべての学校で毎年栽培され
ていたのは稲（水稲）（栽培率94.2％）であった。これ
は、市教委が農林事務所農業普及所の協力を得て各学
校の利用に供している「農業科推奨作物一覧」におい
て「必須作物」の一つであること、また喜多方市の農
業生産額の7割近くが稲作（水稲）であること9）が示す
ように、小学校周辺で農地を探すとき田を利用するこ
とが比較的容易であったことが主な要因であろう。実
際、「農業科」の実務は農業科支援員として委嘱された
地域の農家の祖父母らが行っており、農業科支援員の
田畑を利用して体験活動は行われている。
　また「選択作物」を合わせて年間1学年3品種以内の

栽培が望ましいとしており、たしかに、2位以下の作
物をみると、大豆（64.2％）、バレイショ（62.8％）、か
んしょ（46.0％）が高く、推奨作物一覧に載っていない
果菜類であるトマト、ミニトマト（7.3％）は高くない。
　小学校が「農業科推奨作物一覧」に沿って作物を選
定したにせよ、約10年間取り組む中で学校の意図に
沿った作物が選定されてきたとも考えられる。表2で
は、各小学校の栽培作物数の推移を示した。ほとんど
の小学校では「農業科」が始まった初年度から数年間
にもっとも栽培数が多くなり、その後栽培数は減少し
ている。一方減少後大きく増加した学校も5校（約3割）
あった。各校の栽培数の中央値は3種類〜9種類、平均
は5.6種類であり、推奨されている品種数程度にほぼ納
まっている。

表1　各小学校の「農業科」で栽培した作物一覧（栽培率5％以上）
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　以上のように、学校が、さまざまな作物に挑戦して
いくなかで子どもの発達や学習内容、学校側の意図な
どの要因が相まって選定作物が決定され、変化して
いったことが推察される。そこでウェブページ上に記
載された作物と栽培した学年、利用法との関連を整理
した（表3）。

1

ダイズを3年生は豆腐、5年生は節分で使用。カボ
チャと小豆を4年生が育てて冬至カボチャに利用。
サツマイモを5年生が育てて幼稚園児と交流。ラッ
カセイを5年生が育てて茹でて食べた。サトイモを6
年生が育ててこづゆにした。青豆を5年生が節分に
配った。ポップコーンを6年生が育てて感謝の会で
使用した。

2

イネを5年、6年生が種まきをして全学年で田植えを
行い、11月の感謝祭で食べた。大豆は低学年で育て
てエダマメで食べた。サツマイモは低学年で育て
た。ポップコーンも感謝祭で食べた。

3

イネを5年生が田植えから行う。サツマイモは芋煮
会、収穫祭、松の子ファミリーなどで使用し焼き芋
で食べた。ジャガイモは、松の子ファミリーでカ
レー、シチューなどに使用した。

4

イネをモチ、ウルチともに種子から栽培し全学年
で稲刈りを行った。異年齢交えて泥んこまつりを
行った。収穫祭では餅をついた。6年生はファーム
スティを体験し、5年生はアズキを育てて赤飯にし
て地域の方に配った。ダイズを3年、4年生で育てて
豆腐つくりをした。サツマイモを1年、2年生が育て
て焼き芋パーティーをした。

5

イネを5年、6年生で種から育てて収穫祭でおにぎり
やカレーに利用した。大豆は3年生できな粉に加工、
えだまめでも食べた。サツマイモは3年生で焼き芋、
芋煮会、スティック大学芋にした。スイカを3年から
6年生で育てて食べた。ジャガイモ、ニンジンを3年
生、トウモロコシ、キュウリを4年生が栽培した。

6

イネを6年生が5年生に教えながら種子から育てた。
田の生き物調査を行い、野菜プロジェクトで米をカ
レー、餅つき、赤飯に利用した。ジャガイモを3年、
5年生が育てた。ハクサイ、ダイコンはキムチ、たく
あんにした。地域の方に赤飯を配った。

7

イネを種子から育て全校児童で田植え稲刈りをし
た。生きもの調査を行い、案山子を作り田んぼに立
てた。芋煮会、収穫祭、堂島フェスティバルでジャ
ガイモ、サトイモ、ポップコーンなどを使用。ソバ
打ち、縄ない、餅つき、豆腐、こづゆなどを作った。

8

試食会では支援員を招いて5年生が農業高校生と一
緒に取り組んだ米をおにぎりなどにして振舞った。
ダイズで4年生が豆腐を作った。サツマイモは3年生
が栽培し大学芋やシチューに利用した。スイカは6
年生が畝立て蔓を剪定し育てた。

9

イネは5年、6年生が種まきから取り組み、農業高校
生の指導のもと稲刈りをした。ジャガイモは6年生
がつくり、ピーマン、ニンジン、ポップコーン、サ
トイモなども取り組んだ。

10

イネを5年、6年生で種子から育てて感謝祭、収穫
祭、親子ふれあいデーなどでおにぎりにした。大豆
は3年生が栽培し、きな粉や納豆を作った。4年生が
育てたダイコン、ニンジン、サトイモをこづゆパー
ティーに用いた。

11

イネを5年、6年生が種子から育てた。収穫祭でおに
ぎり、味噌汁やカレーなどを作った。ダイズは4年
生が、サツマイモは1年、2年生が育てて全校児童で
天ぷらや大学芋などにして食べた。カボチャ、ダイ
コン、ジャガイモを3年生が育ててカボチャは煮物、
ジャガイモはあげじゃがバターにした。

12

ダイズを3年生が育てて豆腐、きな粉、納豆、味噌な
どに加工した。サツマイモを幼稚園児と一緒に育て
た。ジャガイモを4年生が多品種育てて肉じゃがや
サラダ、カレーに利用した。イネを5年、6年生で種
子から育てて収穫祭で餅つきを行った。

13

収穫祭に5年、6年生が田植えから取り組んだ米と、
5年生が栽培したニンジン、全校児童で作ったジャ
ガイモでカレーライスをつくり保護者、地域の方を
招いて振舞った。サツマイモは全校児童で栽培し天
ぷらや大学芋にした。

14
収穫祭や学習発表会で地域の方を招いて5年生が育
てたもち米でおはぎ、ずんだモチを振舞った。トマ
ト、スイカも栽培した。

15

3年生が育てたダイズをきな粉に加工した。4年、6
年生がダイコン、5年生が長ネギをつくり豚汁にし
た。ジャガイモを3年、4年、6年生がポテトサラダ、
カレーにした。イネは5年生が栽培した。

16

イネを5年生が田植え、稲刈りを体験、大豆を6年生
が栽培し豆腐や納豆、味噌に加工した。サツマイモ
を3年生がスイートポテトにした。ジャガイモは4年
生が観察後サラダやカレーに利用した。カボチャは
3年生が栽培してケーキを作った。

17

3年生がダイズを栽培し豆腐、エダマメ、ずんだ、き
な粉に利用した。イネを5、6年生が種子から栽培し
た。4年生がハツカダイコンでサラダ、カボチャで
カレーを作った。

表2　「農業科」で栽培された作物数の変化

表3　「農業科」で育てた主な作物とその利用法
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　すべての小学校で収穫物を収穫祭、パーティー、学
習発表会等の名称で調理して皆で食している。これ
は、市教委が農業体験学習について、「種蒔き→管理→
収穫→調理・加工・食べること」の一連の活動を実施
する食農教育を教育課程に位置付けており10）、その指
導に沿ったものと考えられる。食農教育を通して、人
間は「生きるもの」であるところの食べ物により日々
いのちをつないでいることに気づき、「いのちといの
ちの関わり合い」や「いのちの大切さ」について理解
を深めることができると期待している。「農業科」発足
当時は授業の必要性に疑問をもつ教員も多かったが、
子どもが成長していく姿をみて、農業科の授業は大変
であるが必要性を感じているという教員の割合が増え
ているという11）。
　各学校の取り組みを挙げると、伝統料理こづゆを食
すために食材を自ら栽培していたのは3校であった。

「こづゆ」は、ホタテの貝柱でだしを取り、豆麩（まめ
ふ）、にんじん、しいたけ、里芋、キクラゲ、糸こん
にゃくなどを加え、薄味に味を調えたお吸い物を、会
津塗りの椀で食す料理で、会津藩のご馳走料理として
生まれ、今日でも正月や冠婚葬祭などの特別な日に供
される。その他、節分に育てた青豆を用いた1校、大豆
をずんだに調理した2校があった。
　地域の方との交流では、モチ米を栽培し赤飯にして
地域のお年寄りに配っていたのは2校、感謝祭時に招
いて一緒に食べていたのは2校であった。農業高校と
交流していたのは2校、幼稚園と交流していたのも2校
であった。
　教科との関連では、3年生国語「姿をかえる大豆」の
学習から実際にダイズを栽培し、きな粉、豆腐、納豆
などに加工したのが11校、5年生社会「米作りのさか
んな庄内平野」の学習から5年生、ないし6年生が米を
栽培したのが16校であった。その他、スズメ除けに案
山子をつくった1校、田んぼの生物調査を行った2校が
あった。

2．喜多方市立小学校6年生のアンケート調査結果
　児童の植物を育てた経験を調査したところ、幼稚
園・保育所で64.8％、小学1年生から小学6年生まで
95.7％〜98.5％と高い体験率を示した（表4）。
　児童に「農業科」で体験した9つの事柄についてその
体験がどのくらい楽しかったか5件法で尋ねた。学校
によって体験が異なることから、「体験していない」も
加えた。その結果、「作物が育つこと」では、「とても

楽しかった」45.6％、「少し楽しかった」41.9％で合計
87.5％であった（図1）。
　「作物を収穫すること」では、「とても楽しかった」
72.8％、「少し楽しかった」20.8％で合計98.8％であっ
た。「作物を調理して食べること」では、「とても楽し
かった」80.7％、「少し楽しかった」12.5％で合計93.3％
であった。「草取りなど手入れをすること」では、「と
ても楽しかった」21.4％、「少し楽しかった」29.4％で
合計50.8％であった。「あまり楽しくなかった」「楽し
くなかった」を合わせると17.4％だった。
　「感謝祭や収穫祭」では、「とても楽しかった」
64.1％、「少し楽しかった」14.7％で合計78.8％であっ
た。「体験していない」は12.9％であった。
　「作物を用いた工作」では、「とても楽しかった」
32.4％、「少し楽しかった」18.7％で合計51.1％であっ
た。「体験していない」も35.5％に上った。体験した児
童の中だけでみると、「とても楽しかった」「少し楽し
かった」を合わせると79.1％であった。
　「幼稚園生や高校生との交流」では、「とても楽し
かった」13.0％、「少し楽しかった」9.9％で合計22.9％
であった。「体験していない」が66.1％を占めた。体験
した児童の中だけでみると、「とても楽しかった」「少
し楽しかった」を合わせると67.8％であった。「支援員
さんとの関係」では、「とても楽しかった」32.8％、「少
し楽しかった」37.1％で合計69.9％であった。「地域の
方との関係」では、「とても楽しかった」23.4％、「少し
楽しかった」26.2％合計49.6％であった。「体験してい
ない」も32.3％に上った。体験した児童の中だけでみ
ると、「とても楽しかった」「少し楽しかった」を合計
すると73.1％であった。
　以上をまとめると、「とても楽しかった」割合が
もっとも高かったのは「作物を調理して食べること」
80.7％で、楽しかった2項目の合計の割合がもっとも
高かったのは「作物を収穫すること」93.6％であった。

「草取りなど手入れ」では「とても楽しかった」「少
し楽しかった」合わせて50％を少し上回り、「楽しく
なかった」と負のイメージをもつ児童は6人に1人程

表4　K市の小学6年生の栽培経験（％）
栽培経験 あり なし

幼稚園（保育所）
小学校1年
小学校2年
小学校3年
小学校4年
小学校5年
小学校6年

64.8
95.7
95.7
96.0
96.6
96.3
98.5

35.2
4.3
4.3
4.0
3.4
3.7
1.5
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図1　「農業科」で体験したことがらと楽しかった割合（％）

作物が育つこと 作物を用いた工作

作物を収穫すること 幼稚園生や高校生との交流

作物を調理して食べること 支援員さんとの関係

草取りなど手入れすること 地域の方との関係

感謝祭や収穫祭
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度だった。「作物が育つこと」を楽しいと思う児童は
87.5％おり、作物の生長を支援するために、雑草を抜
いたり水やりをしたりする過程も楽しいと思える子ど
もが半数以上いた。
　「支援員さんとの関係」では約70％の児童は楽し
かったと評価しており、おおむね良好な関係が構築さ
れていたと考えられる。「作物を用いた工作」「幼稚園
生や高校生との交流」「地域の方との関係」では「体験
していない」が約1/3〜2/3の児童に上った。これらの
体験で楽しかったと回答した割合は体験した児童の約
68％〜79％と高かった。
　「作物を用いた工作」では、栽培率の高かったイネで
は正月飾り、サツマイモでは茎を用いたリースなどが
ある。最後まで利用することができることを理解する
うえでも今後さらに取り入れていくことが望まれる。
　「栽培」を体験することにより、「食」に対する嗜好
が高まる傾向がみられたとする報告12）のように、「農
業科」では、「収穫」と「調理」が一連の流れで遂行さ
れており、両方の体験を楽しかったと回答した割合は
93.3〜98.8％ととても高く、食農教育の効果は十分み
られたと推察される。
　次に、「農業科」の体験で以下の9項目の事柄がどの
くらい身についたかを表5に示した。
　「とても身についた」割合がもっとも高かったのは

「仲間と協力する」75.8％で、つぎは「感謝して食べる」
68.5％であった。「とても身についた」「少し身につい
た」2項目の合計がもっとも高かったのは「感謝して食
べる」93.9％であった。農業が一人では難しい作業が
多いこと、作業のなかで共同作業が意図して行われた
可能性があり、児童たちは協力する大切さを十分に理
解したと考えられる。
　「とても楽しかった」割合がもっとも高かったのは

「作物を調理して食べる」80.7％であったが、それに比
べると「感謝して食べる」は約12％低かった。植物に
も命があり、その命をいただいて自分たちが生きてい

ることを理解するのは、世話して大きくした動物を
絞めて食べることに比して難しいといわれる。それで
も、「感謝して食べる」では「少し身についた」回答も
合わせると93.9％に上ることから、自分たちが苦労し
て育てたからこそいただけるということに感謝するこ
とは多くの児童に理解されたと考えられる。
　「はたらくこと」「礼儀」「目上（地域）の人と関わる」

「自分たちで行動する」では「とても身についた」割合
が47.1〜48.3％、「少し身についた」割合が30.0〜41.3％
で、2項目の合計が77.4〜89.6％であった。坂口（2015）13）

は、「農業科」の教育制度を農業の本質を教え学ぶ営み
と評価する。地域の人を農業科支援員として教育現場
に迎え入れ、子ども達が農業の営みを身近に見て現場
に参加する取り組みは、はたらくことの意味を知り、
知らない目上の人と関わる機会となる。約半数の児童
は「とても身についた」と回答しており、小学校の取
り組み方によってはその割合をさらに上げることも可
能であろう。
　「栽培技術」「計画を立てる」「規則正しい生活」で
は、「とても身についた」割合が33.0〜35.2％、「少し身
についた」割合が32.7〜51.7％で、2項目の合計が65.7
〜86.9％であった。「栽培技術」の2項目の合計は86.9％
であり、前述の「はたらくこと」「目上（地域）の人と
関わる」「自分たちで行動する」の値より高かった。児
童たちは多くの作物を週に一回程度は世話をしたであ
ろう。完全に一人で育てた経験を繰り返したわけでは
なかった、あるいは、農業の営みを直に見たことで農
業を自ら操れるほど技術がまだ身についていないとい
う実感により、「栽培技術」は「少し身についた」とい
う回答が多くなったのではないかと推察される。
　年度初めに教員、その年に委嘱された農業科支援員
が顔合わせを行っている。農業科担当になった教員は
農業科支援員のアドバイスのもと活動計画を練る14）。
市教委が配布している農業科推奨作物一覧、農業科支
援員の方が手掛ける作物の種類、教員の教育的な意図

表5　「農業科」で体験した事柄が自分に身についたと思う割合（％）　N＝327
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などにより栽培作物は選定され、作業計画も大方策定
されたことであろう。たとえば、児童が自主的に作物
を選択したり、栽培計画を立てたり、実際の育ちを見
て自分たちの計画を随時見直していったりするフィー
ドバックの時間が十分にあり、自主的に作物の手入れ
を行ったり、毎日作物を意欲的に観察するなどの行動
が増えると、「栽培技術」「計画を立てる」「規則正しい
生活」への意識もさらに上昇していくのではないかと
考えられる。
　児童に特に楽しかった、心に残ったことを自由記述
してもらったところ、309名（94.5％）が記述した。記
述された語句（数）から多かったものを挙げると、自
分で（35）みんなで（34）協力（13）育てた（53）植えた

（3）米（38）田植え（10）かかし（5）稲刈り（14）ジャ
ガイモ（10）サツマイモ（7）調理、食べる（78）、収穫
祭・感謝祭（41）おいしい（14）であった。
　具体的に記述された部分を以下に原文のまま抜粋する。
・ジャガイモがどんどん出てくる。
・幼稚園生とのサツマイモ掘り。
・サツマイモ掘りを1年生から5年生までやりました。

どうしてそれが楽しかったかというと、収穫をする
ときに、いろいろな形ででこぼこしていたり、一苗
に1個以上あるので、何個あるのかわからないので
どんどん掘って行ってやっとわかるのでとっても楽
しかったです。

・1年生のころにやった芋掘りでなかなか抜けなくて
困っているとき、6年生がスコップなしで助けてく
れて心に残ったし、たくさんイモを掘ることができ
て楽しくて、服をすごく汚したことを覚えています。

・サツマイモを上手に焼けたこと。
・お米つくりです。いろんな工程があり、力にもなっ

たし、とても楽しかった。
・特に田んぼのどろが気持ちよかったです。
・田植えでは、どろの感触や苗を植えたときが楽し

かった。
・田植えとかかしを作ったこと。
・稲刈りでは、はじめて鎌を使って稲を刈ったことが

心に残りました。
・稲刈りは大変だったけど楽しかった。
・稲を鎌でサクッと切る作業が楽しかった。
・田んぼの土が乾いていないときはまってしまった。
・米をちゃんと作れた時が心に残った。
・どのような感じで育つのかがわかった。
・米を作るのはとても大変だと思った。

・作物が育ったことが楽しかった。
・作物が育つととても嬉しくて笑ってしまう。
・雑草がすぐに生え、抜くのにてこずった。
・草むしりは特に大切だと思った。
・収穫して作物がどれだけ成長したかみるのがとても

楽しかった。
・収穫をするときはほとんど楽しかったです。
・雑草取りや収穫、人工授粉が楽しかった。
・川に入って生き物をたくさん見つけたこと。
・水やりが楽しかった。
・肥料はすごく大切だと思った。
・植物がどんどん成長していくところが心に残った。
・畑一面がジャングルみたいになったこと。
・水くれや急に大きくなったりすることが心に残った。
・作物を育てることの大変さや作物をいただく有難さ

を学んだ。
・自分で収穫して食べるありがたさ。
・全校児童に食べてもらった時。
・「おいしい」と言われたこと。
・作物が大きく育ち、それを調理するのが楽しかった。
・自分たちで作った野菜で何を作るか考えて班になっ

て調理したことが心に残っています。
・赤飯を作ってお年寄りの人に配ったこと。
・嫌いなサトイモを作ってむしばえにしたら食べれた

こと。
・お餅にして食べると達成感がある。
・エダマメを育ててたくさん食べたこと。
・収穫祭のときに来年も食べに来たいなと思った。
・陸上練習の後のスイカが美味しく、心に残りました。
・心に残ったことは、作物をみんなで食べるとき心が

温まったことです。
・農家は大変だと思った。
・家でも農業をやっているので、手伝いたいです。そ

して、責任を持って育てたいです。
・みんなが連帯感があり、協力して美味しい野菜で調

理ができたから。
・みんなと力を合わせて作業すること。
・幼稚園の時に知らないお兄さんとみんなでケーキを

つくったり、ゼリーを作ったりしたこと。
・支援員さんがやった方がいっぱい米がとれるのに自

分たちに体験させてくれて支援員さんは心が広い。
　以上のように、子ども達が楽しいと思ったり心に
残ったりした場面はそれぞれに違っており、おおまか
に分類すると、作物のでき方、農作業やそのときの感
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覚、作物の自ら育つ姿、協力し合う仲間や手伝ってく
れた年長者、上手く調理し食べてもらった喜び、支援
員への配慮などであった。

Ⅳ　おわりに

　市教委のウェブページの内容を整理したところ、市
教委が推奨している作物一覧という大枠のなかで各校
がそれぞれの事情に合った作物を選定し「種蒔き→管
理→収穫→調理・加工・食べること」を実施していた。

「農業科」の授業では児童は、「作物を調理して食べる
こと」「作物を収穫すること」を特に楽しかったと捉え
ていた。「作物が育つこと」も8割以上の児童が楽しい
と思い、作物の育ちを助ける「草取りなど手入れ」も
約半数の児童が楽しいと評価していた。「仲間と協力
する」「感謝して食べる」ことを9割以上の児童が「よ
く身についた」と考えていた。
　日本では、初等学校で社会情動的スキルの育成を取
り扱う教科として体育・保健のほか総合的な学習の時
間が挙げられる15）。社会情動的スキルは、認知的スキ
ルとともに、個人のウェルビーイングと社会進歩に欠
かせない要素と考えられている。目標を達成し、他者
と協力して効果的に働き、自分の感情をコントロール
する能力、忍耐力、社交性、自尊感情などの社会情動
的スキルは子どもの人生において成果を収めることに
重要な役割を果たす16）。
　全市で取り組む「農業科」が内包する教育的効果は、
社会情動的スキルを伸ばすことにつながり、全国的に
見れば特異な活動ではあるが植物を慈しみ育てる過程
でみられる人格を陶冶する大きな効果をもたらす可能
性がある。今後、「目上（地域）の人と関わる」「計画を
立てる」「規則正しい生活」など社会性や主体性に関わ
る事柄について、それぞれの学校で課題を解決しなが
らより深化した取り組みが推進されていくことが期待
される。
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