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　農業が持つ教育性いわゆる「豊かな心を育む教育」を目的として，農作

業体験を「学び」「遊び」「癒し」の場として学習の中に取り上げている小・

中学校が増えています。

　今後も，教育現場において農業体験学習と各教科との関係を結びつけ，

より多くの学校で取り組んでいただけるよう本事例集を作成しました。学

習指導の参考資料として御活用いただければ幸いです。

　最後になりましたが，本冊子の作成にあたって御指導，御助言をいただき

ました教育関係者をはじめ関係機関の方々に感謝申し上げます。
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農業体験学習の効果として期待できることは，次の２点がある。

　第１点は，様々な職業の一つである農業の現場等に触れることによ

り，子ども達が自らの進路を主体的に考え選択する能力や態度の育成

の一環となり，ひいては将来の農業を担う人材の確保にもつながるこ

とである。

　もう１点は学校外の豊かな体験（花を栽培する，作物を収穫する，動

物とふれあいをとおして，成長の過程のその時その時に必要な体験を

積み重ねることにより，児童・生徒が人間として調和のとれた成長をと

げ，社会の変化に対応して主体的に生きていくことができるようにな

り，心豊かな人間へと育てていくことができることである。

　このように，農業体験学習は現行の学習指導要領に重視されている

心の教育の充実にきわめて有効な学習方法といえる。

　農業体験学習は体験に基づく新たな興味や関心からくる学習の深化

という学習効果も期待できる。さらに，希薄になりがちな家庭や地域

社会との関係を深め，地域の教育力の向上や開かれた学校づくりにも

つながる。この意味からも注目される学習方法である。

　これらのことから農業体験学習における意義は次のようにまとめる

ことができる。

２

農業体験学習の意義農業体験学習の意義農業体験学習の意義

①生命を育てる活動を通じて，命の尊厳と大切さを感得できる。

②栽培，飼育の学習を通して，収穫の喜びや働くことの喜びを感得できる。

③作業体験を通して，為すことによって学ぶ帰納学習ができる。

④農業体験学習を通して，自己の適性を探り，進路選択に資することができる。

⑤仕事が一定程度理解でき，職業や進路に関する啓発的な体験ができる。

⑥将来の農業を担う人材の確保につながる。

⑦家庭や地域と一体となった教育を推進することができる。



事例１ １・２年生活科

さつまいもをうえようさつまいもをうえよう
学習の
ねらい

ともだちと協力して野菜を育てようとし，
野菜にあった世話ができるようになる

さつまいもをうえよう

３

体験例（苗植時）体験例（苗植時）
活動時間45分

ゲストティーチャーからさつまいもの苗のうえ方を
教えてもらいました。

マルチをはってうえる方法を教えてもらいました。

① ５分 あいさつ

② ５分 地域の先生のお話を

　　　　　聞こう

③ 20分 苗をうえよう

　　　　　水をかけよう

④ ５分 後かたづけをしよう 

　　　　　手足を洗おう

⑤ ５分 感想を話そう

⑥ ５分 お礼のあいさつ

体験例（苗植時）
体験での学び

学習の展開

　給食で毎日食べている野菜が，どのように
して育つのか，野菜に興味をもち，積極的に
作業をさせたい。
　ともだちといっしょに作業することで協力
することの大切さを教えたい。

 野菜の先生に教えてもらいたいことを考え
たり，教えてもらったことを生かして世話を
することができる。
 野菜について分かったことを自分なりの方
法で表現することができる。



体験例体験例
活動時間45分

体験例

事例２ ２年生活科

そばをまこうそばをまこう
学習の
ねらい

地域のそばづくりの先生とのかかわりをとおして，
植物を大切にし，自分の地域の良さに気づく

そばをまこう

４

活動時間45分

まいた種を，ふまないように注意しました。 そばの花はどんな形をしているんだろう。

① ５分 あいさつ

② 10分 地域の先生のお話を

　　　　　聞こう

　　　　　そばの種を観察しよう　

③ 15分 そばの種をまこう

④ ５分 後かたづけをしよう

　　　　　手足を洗おう

⑤ ５分 感想を話そう

⑥ ５分 お礼のあいさつ

　種まき，水やり，草とりなどの世話を進ん
ですることで，植物に親しみをもたせたい。
　お世話になった地域の人たちへ感謝の気
持ちをもたせたい。 

　そばの先生に聞いたり，図鑑を使って調べ，
表現する。
 友だちと仲良く楽しみながら作業を続ける。
地域の人たちへ，感謝の気持ちを適切な方法
で表現し伝える。

体験での学び

学習の展開



体験例体験例
活動時間45分

体験例
活動時間45分

事例３ ３年理科

大豆をまこう大豆をまこう
学習の
ねらい

大豆の種まきをとおして，植物の種の特徴をとらえ，
植物に対する興味・関心を高める

大豆をまこう

５

曲がらないように，一列になってまきました。 大豆の種の形や色を観察しました。

① ５分 あいさつ

② 10分 地域の先生のお話を

　　　　　聞こう

　　　　　大豆の種を観察しよう　

③ 15分 大豆の種をまこう

④ ５分 後かたづけをしよう  

　　　　　手足を洗おう

⑤ ５分 感想を話そう

⑥ ５分 お礼のあいさつ　

　種の大きさや形の特徴をとらえ，観察し，
記録できるようにしたい。
　植物の種の形に興味をもち，他の種と比較
して観察する楽しさを気づかせたい。

　栽培管理や観察から，植物の成長には一定
の規則があることが分かる。
　植物同士を比較して相違点や共通点を見
いだし記録をまとめることができる。
　身近な植物に対しつくり方や育ち方を調
べ，進んで育てるようになる。

体験での学び

学習の展開



体験例体験例
活動時間45分

体験例
活動時間45分

事例４ ３年社会

さつまいもを収穫しようさつまいもを収穫しよう
学習の
ねらい

さつまいもの収穫体験をとおして，野菜に興味をもち，
農家の仕事について学ぶ意欲をもつ

体験での学び

学習の展開

さつまいもを収穫しよう

６

いくつ，ほれるかな。みんなで協力してほりました。 こんなに大きなさつまいもが，ほれました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

① ５分 あいさつ

② ５分 地域の先生のお話を

　　　　　聞こう

③ 20分 さつまいもをほろう

　　　　　大きさを比べよう

④ ５分 後かたづけをしよう 

　　　　　手足を洗おう

⑤ ５分 感想を話そう

⑥ ５分 お礼のあいさつ

　野菜はどのようにして作られているか，自
分たちの住む町では，どのような野菜が作ら
れているのか興味をもたせたい。

　農家の仕事に興味をもち，農家見学など
で農家が苦労していることや工夫しているこ
とが分かる。
　野菜が食卓に上がるまで，販売や運搬な
どの仕事があり，自分達の生活を支えている
ことが分かる。



体験例体験例
活動時間45分

体験例
活動時間90分

事例５ ５年理科

稲を育てよう稲を育てよう
学習の
ねらい

田植え作業の体験をとおし，植物を育てることへの
関心をもち，植物が育つ自然条件について考える

稲を育てよう

７

昔の農機具をつかって，田植えの準備をしました。 裸足で田んぼに入るのは，楽しいよ。

① ５分 あいさつ

② 15分 地域の先生のお話を

　　　　　聞こう

③ 10分 苗を観察しよう

④ 30分 田んぼに入ろう

　　　　   苗を植えよう

⑤ 15分 後かたづけをしよう

　　　　　手足を洗おう　

⑥ 10分 感想を話そう

⑦ ５分 お礼のあいさつ

　稲の苗を観察し，どのように根や葉が伸び
ているか理解させたい。また，稲が成長する
には温度，水，日光の自然条件や肥料などが
関係していることを理解させたい。

　稲の観察を続けることで，稲にも花が咲
き，授粉することで米になることが分かる。
　田んぼの中の生き物の観察をとおして，自
然の中での生き物の関係が分かる。

体験での学び

学習の展開



稲刈りをしよう稲刈りをしよう

体験例体験例
活動時間45分

体験例
活動時間90分

稲刈りをしよう

事例６ ５年社会

学習の
ねらい

稲刈り作業の体験をとおして，農家の仕事が
わたしたちの食料を支えていることに気づく

８

わらで稲を束ねる方法を教えてもらいました。 刈った稲は棒にかけて，天日干しをしました。

① ５分 あいさつ
② 15分 地域の先生のお話を
　  聞こう
③ 10分 稲を観察しよう
④ 30分 稲刈りをしよう
  稲を束ねよう
  稲を乾燥させよう
⑤ 15分 後かたづけをしよう
  手足を洗おう
⑥ 10分 感想を話そう
⑦ ５分 お礼のあいさつ

体験での学び

学習の展開

 　米を作るには，様々な作業があり，稲作農
家の工夫と努力で米が生産されていること
を理解させたい。

　米が出来てから食卓に上がるまで，どのよ
うに流通するのか興味をもつ。
　国民の食料を確保する農業の意味やそれ
らの産業と自然環境との関連を考える。

体験での学び

学習の展開



体験例体験例
活動時間45分

体験例
活動時間90分

事例７ ５・６年家庭科

豆腐をつくろう豆腐をつくろう
学習の
ねらい

健康によい食品の条件について調べ，自分なりの
こだわり豆腐をつくり，食べ物への関心をもたせる

豆腐をつくろう

９

豆腐づくり名人に豆腐のつくり方を教えてもらいました。 なぜ，豆腐が固まるのか不思議でした。

① ５分 あいさつ

② 10分 地域の先生のお話を

  聞こう

③ 40分 豆腐をつくろう

④ 10分 豆腐を食べよう

⑤ 10分 後かたづけをしよう

⑥ 10分 感想を話そう

⑦ ５分 お礼のあいさつ

　自分たちが苦労して作った大豆を加工すること
で，食べ物を大切にする気持ちをもたせたい。
　身のまわりの調理器具を工夫して，豆腐を作る
ことができることに気づかせたい。

　豆腐について文化や歴史，栄養，調理方法に
ついて自ら調べる。
　豆腐の特徴を生かしたオリジナル料理を工夫
し作る。
　地域の特産品を生活に生かすことを考える。

体験での学び

学習の展開

体験での学び

学習の展開



こだわり豆腐をつくってみよう
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材料と分量（豆腐２丁分）

◎大豆300グラム　◎ニガリ20グラム

よく洗い，３倍の水につける

３回くらいに分けて
ミキサーでつぶす

「生呉」を鍋に入れる

焦げないように，
かき回しながら煮る

準備する器具

豆腐づくり

ミキサー，計量カップ，温度計，鍋，
木のしゃもじ，おたま，ザル，ボール

①大豆を洗う
　虫食いやごみを取り除く。

②大豆を水に漬けておく
　大豆の３倍量の水に漬けておく。
　夏は８～10時間，冬は16～20時間くらい。

③大豆を磨りつぶす
　十分に水をすった大豆と漬けていた水を少しい
れ，ミキサーで３回に分けて磨りつぶす（１回約２分
間）。指で触って滑らかになっていれば，ボールに移
す。磨りつぶした大豆を「生呉（なまご）」と呼ぶ。

④「生呉」を煮る
　鍋に「生呉」と同じくらいのお湯を沸かし，
熱湯の中に「生呉」をゆっくりと入れる。
　煮たってきたら火を弱め，吹きこぼれそうになっ
たら，少しづつ水を入れて泡立ちを押さえる。
　「呉」は焦げ易いので，鍋の底を擦るようにかき
混ぜる。黄色く煮詰まったら火を止める。
（約10分間）
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布をザルに広げる

箸などでしぼる

温度を確認する

ニガリ液を入れ，かき混ぜる

型箱に入れる

おもしをして整える

⑤煮た「呉」を絞って，豆乳を作る
　ザルの下にボウルを受け，布をザルに広げ，「呉」
を布に移し，熱いうちに菜箸やしゃもじを使いね
じりながら絞る。さらに，底の平らな容器を使い
全体重をかけて絞る。
　白い液体が「豆乳」，布に残ったものが「おから」
である。

⑥豆乳の温度を確認する
　絞った豆乳を鍋に移し温度が70～75℃になって
いることを確認する。それ以下の場合は，弱火に
かけて適温にする。決して80℃を超えないよう
にする。温度が低いと固まらないので注意。

⑦ニガリ液を入れる
　100ccのぬるま湯にニガリを溶かした液を最初
に半分，豆乳全体にまんべんなく入れる。静かに
全体を混ぜて２～３分待つ。残ったニガリ液を入
れ，しゃもじで十字を切るようにして，濁った液
が無くなり澄んだところが出来てきたら火を止
め，10～15分ふたをして待つ。

⑧固まった豆乳を型箱に入れる
　型箱に布をきっちりと丁寧に敷き，固まった豆乳
をすばやくおたまで入れる。敷き布を被せて押し，
ふたを載せ，おもしを置いて10分くらい待つ。

⑨型箱から抜いて，水にさらす
　ボールに水を入れて，その上で型箱をひっくり返
し，敷き布ごと水の中に入れる。水の中でゆっく
りと布をはずす。水に30分～１時間くらい浸けて
完成。



おからをおいしく食べよう

～おからサラダ～ ～卯の花汁～

12

材料と分量（５人分）

作り方

①おからをふきんで包んで絞り水気をきっ
ておく。

②きゅうりは薄切りにして，塩小さじ１で
もみ，しんなりさせる。水にさらしてき
つく絞る。

③人参は薄切りにし，さっと茹でる。カリフ
ラワーを茹でる。

④ボールにおからとマヨネーズ，酢，砂糖，
塩，こしょうを混ぜ，②～③とツナを入
れて和える。

◎おから  200グラム
◎きゅうり  ２本
◎人　参  小１本
◎カリフラワー  １／２個
◎ツナ缶詰  １缶
◎マヨネーズ  150グラム
◎酢  大さじ１
◎砂糖  小さじ１
◎塩・こしょう  少々

材料と分量（５人分）

作り方

①油揚げは，熱湯をかけ油抜きをし，線切
りにする。

②ごぼうはささがきにし，あく抜きをす
る。大根，人参は線切りにし，ねぎは小
口切りにする。

③ごま油を熱し，ごぼう，人参，大根を炒
め，次におからを炒め，だし汁で煮る。

④柔らかく煮えたら，みそを溶かし入れ，
ねぎをちらす。

◎おから  １カップ
◎だし汁  ５カップ　　　　
◎油揚げ  １枚　
◎ごぼう  小1/２本　
◎人　参  小１本
◎大　根  ３cm
◎ごま油  大さじ１
◎み　そ  大さじ４
◎ね　ぎ  少々

「平成19年度　農業体験学習推進セミナー　加工コース資料」より
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　学校の教育課程は９つの「教科」と「道徳」「特別活動」及び「総合的な学習の時間」によって編
成され，学習指導要領により目標や内容などが定められています。
　農業体験学習はいずれの教育課程にも関連を持ちながら進められますが，とくに学習内容と深く
かかわりのある事項を小学校の場合から見てみますと，次のようにまとめられます。

◎学校の教育活動全体をとおして行う農業体験学習
＜特別活動＞
○遠足・集団宿泊的行事：見聞を広め，自然や文化などに親しみ，集団生活などを体験する
○勤労生産・奉仕的行事：勤労の尊さや生産の喜びを体得し，社会奉仕の体験をする
＜総合的な学習の時間＞
○環境・健康的な学習：水，土，大気，地形など自然環境にかかわる課題解決的な学習をする
○興味・関心的な学習：生産や消費など身近な課題を見つけ，考え，判断し，実践をする
○地域の特色に応じた学習：地域の気候や地形及び幅広い人材を活用する独自の学習をする

◎特別活動として行う農業体験学習
＜学級活動＞：学級や学校の生活の充実と向上を図る
＜児童活動＞：学校生活の充実のための諸問題を話し合い，協力して解決する
＜クラブ活動＞：学年や学級を離れ，同好の児童同士が共通の興味を体験する

◎教科をとおして行う農業体験学習
＜社　会＞
○地域の特色
　・産業・地理学習：身近な地域を観察・調査し，特色的な地形，土地利用の学習をする
○我が国の農業
　・日本の農業学習：食料生産物の分布や土地利用，従事している人の工夫等を学習する
　・国土や自然学習：国土の位置，地形や気候の特色と自然，生活環境等を学習する
＜理　科＞
○生物とその環境
　・飼育・栽培学習：植物の育ち方の順序，根，茎及び葉などについて学習する
　・植物の成長学習：植物を育て，発芽，成長及び結実の様子などを調べ学習する
＜生　活＞
○自然とのかかわり
　・自然観察：身近な自然を観察したり，季節や地域の行事について学ぶ
　・植物栽培学習：植物の育つ場所，変化や成長の様子を知り，大切さを学ぶ
＜図　工＞
○表現
　・造形活動学習：材料の特徴を生かし，表し方を考え，創造的な技能の学習をする
＜家　庭＞
○調理
　・調理学習：食材の洗い方，切り方，味の付け方など調理の仕方を学習する
＜道　徳＞
○自然及び郷土
　・自然環境学習：自然の偉大さを知り，自然環境の大切さを学習する
　・郷土・文化学習：郷土や文化と伝統を大切にし，先人の努力を学習する

農業体験学習の教育的ねらい

「魅力ある農業・農村体験学習～入門編～　子ども達に頼られる「地域の先生」必携マニュアル」
平成14年３月　社団法人　全国農村青少年教育振興会発行より
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農業体験で注意すること

農家の人の話をよく聞いて，
楽しく貴重な体験をしよう

①動きやすい服装で参加しましょう

②直射日光を避けるため帽子をかぶりましょう

③大きな声であいさつしましょう

④農家の人や先生の話を静かに聞きましょう

⑤田んぼや畑を歩くときは，すべらないように注意しましょう

⑥はさみなどを使うときは，けがをしないように注意しま
しょう

⑦機械にさわったりする時は，許可をもらって大人の人と一
緒に体験しましょう

⑧危険な所には近づかないようにしましょう

⑨畑の作物を抜いたり，木を折ったりせず大切にしましょう

⑩作業をした後は，手をよく洗いましょう

⑪ ごみは所定の場所に捨てるか，持ち帰りましょう

うご

ちよく しや につ こう

こえおお

のう

た

ちゆう

き

しよ

はたけ さく もつ ぬ き お たい せつ

さ

しよ てい ば しよ す も かえ

ぎよう あと て あら

き けん ところ ちか

たい けん

かい とき きよ か お と な ひと いつ

いつか

はたけ ある ちゆう い

か ひと せん せい はなし しず き

さ ぼう し

ふく そう さん か



農業に関するお問い合わせ先
県関係機関

宮城県教育委員会及び仙台市教育委員会管内の県関係機関

関係団体

事例集の作成にあたってご協力いただいた学校

    機    関    名（所在地） 　　　　　　　　　  相　　談　　内　　容 　　　  連　　絡　　先

農業実践大学校 （名取市） 農業技術及び経営の教育・研修に関すること 電話　022-383-8138

農業改良普及センター 農作物の栽培や農業経営・農村生活改善に関すること 別表のとおり

病害虫防除所（仙台市） 作物の病害虫及び農薬に関すること 電話　022-275-8960

家畜保健衛生所 家畜管理技術・家畜の衛生に関すること 別表のとおり

農業・園芸総合研究所（名取市） 野菜、花きの品種選定、栽培技術及び農業の経営改善などの研究開発に関すること 電話　022-383-8111

古川農業試験場 （大崎市） 稲の新品種育成、稲の栽培技術の研究開発に関すること 電話　0229-26-5100

畜産試験場（大崎市） 家畜の改良・造成、畜産技術の研究開発に関すること 電話　0229-72-3101

農業振興課（仙台市） 農村青少年の育成に関すること 電話　022-211-2836

　　　機    関    名（所在地） 　　　　　相　　談　　内　　容 　　　連　　絡　　先

宮城県農業協同組合中央会（仙台市） 食農教育の支援 電話　022-264-8247

社団法人　宮城県畜産協会（仙台市） みやぎ教育ファームの支援 電話　022-298-8473

県教委・市教委 管内市町村 農業改良普及センター 家畜保健衛生所

大河原教育事務所 大河原 
電話　0224-53-3516電話 0224-53-3926

電話 022-275-9260

電話 0229-91-0739

電話 0228-22-2128

電話 0220-22-2784

電話 0225-95-7096

電話 0226-46-6912

電話 022-214-8875

大河原 
電話　0224-53-3538

白石市 , 角田市 , 蔵王町 , 七ヶ宿町 , 大河原町 ,
村田町 , 柴田町 , 川崎町 , 丸森町

北部教育事務所
栗原地域事務所

登米地域事務所

栗原
電話　0228-22-9404栗原市

東部教育事務所

東部教育事務所

登米
電話　0220-22-8603

東部 
電話　0220-22-2349

登米市

石巻
電話　0225-95-1435石巻市 , 東松島市 , 女川町

南三陸教育事務所 本吉
電話　0226-46-6902気仙沼市 , 本吉町 , 南三陸町

仙台市教育委員会 仙台
電話　022-275-8320

仙台 
電話　022-275-0921仙台市

仙台教育事務所
亘理
電話　0223-34-1141
仙台
電話　022-275-8320

仙台
電話　022-257-0921

名取市 , 岩沼市 , 亘理町 , 山元町

塩竈市 , 多賀城市 , 松島町 , 七ヶ浜町 ,
利府町 , 大和町 , 大郷町 , 富谷町 , 大衡村

北部教育事務所
大崎
電話　0229-91-0727
美里
電話　0229-32-3115

北部 
電話　0229-91-0729

大崎市 , 色麻町 , 加美町

涌谷町 , 美里町

大和町立落合小学校　大崎市立敷玉小学校　美里町立小牛田小学校　気仙沼市立月立小学校

（平成19年度子ども農業体験学習地区推進事業対象校）

宮城県農林水産部農業振興課
電　話　022－211－2836　　〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 （平成20年3月発行）

このパンフレットは1,500部作成し、１部あたりの印刷単価は101.9円です。

（平成20年４月１日現在）


