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研究の目的
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と連携した教科学習を結びつけた総合的学習の効果を明らかにする.
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(2)｢米作り｣の体験学習と平行して社会科と国語科の教科学習を結びつけ
るように年間指導計画を策定した.
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(4)社会科の大単元｢ともに生きる地球｣,中単元｢世界と結びつく日本｣
との関連を図るとともに,国語科(書く力.話す力)の単元｢ガイドブック

を作ろう｣との関連も図りながら総合的学習を実践することができた.

とともに他者を思いやる心が育った.
(2)｢米づくり｣体験によって児童の知的好奇心が呼び起こされ,社会科や
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国語科との関連を図った学習を展開することができた.
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(4)｢米づくり｣の様々な課題を乗りこえることによって,児童の心に自信
が生まれてきた.
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1.はじめに

本研究は,人や自然と深く関わる｢米づくり｣の体験学習を,社会科や国語科の教科指導と

関連させることにより,効果的な総合的学習を実践することを目的としている･この総合的学
習は,地主から借り受けた休耕田を｢国際協力田運動｣の一環として位置づけることによって

実現した.本稿は第‑筆者(以下,筆者)の前任校である安曇野市立穂高北小学校の6年生と
ともに実践した実践報告である.

2.研究課題の設定理由
2.1

児童の視野の拡大を求めて

5年生のときに実施した｢米づくり｣の実践においては, ｢自分たちでお米をたくさん作って
食べたい｣が第‑の目標であった.はじめての｢米づくり｣ではあったが,地域の農家のKさ
ん, Hさんの協力を得て,たくさんのお米を収穫することができた.そして,保護者の方々の

協力を得て餅つきを行い,おいしく食べることができ大満足の子どもたちであった･
子どもたちが自分たちのために, ｢米づくり｣の課題を一つ一つ乗りこえながら餅つきを実現

したことは,体験学習の大きな成果であったといえる.また,地域の方々の機械による農作業

と子どもたちの手作業による農作業を比べることによって,農業の機械化についての学習を深
めることができた.
しかし,筆者の学級の子どもたちの生活を見ていると, "自分"中心の考えが強く見られるよ

うに思う.子どもたちが自分で稲を育てて自分たちで満足していればそれでよいのかと思われ
た.また,活動自体も体験が中心で, ｢楽しかった｣ ｢おいしかった｣という感想が多くなり,
"学習"としての位置づけもこれでいいのかと疑問に思い悩むことがあった･

そこで, 5年生の3学期の終わりに,谷川俊太郎･和田誠の｢ともだち｣という絵本の読み
聞かせを行った.その中pp. 63‑64に,荒野にぽっんと座る児童の写真があり, ｢この子もと

もだち｣ ｢この子のために何ができるのか｣という一文がある.きっとここに関心をもってくれ

る子がいるはず∴ ･との願いをこめた.そうすると案の定,その週の日記に書いてきた子が
数名いた. ｢恵まれた生活をしている私たち,でも世界にはその日の食べ物にも困っている人た
ちがいる. ｣ ｢何ができるかって書いてあったけど,募金かな?｣ ｢今年もユニセフ募金やった
し‑ ･ ｣ ｢(本校のPIAで取り組んでいる)ネパール‑の文房具を贈ることも役に立っている

んだろうなあ｣ ｢募金などで協力していくのもいい｣といった意見が出た.しかし,筆者にはま

だ少し他人事かなという感じがした.
そこで, ｢お金や物をただ送るだけでいいのか?｣と,子どもたちに投げかけてみた･すると
｢何か心がこもっていない感じもする｣ ｢おうちの人からもらっても,ぼくのお金じゃない｣と
いった発言がでてきた.そこで,かつて地震で被害を受けた人たちに,自分たちで作った野菜

を送った子どもたち,自分たちでバザーを開いて,その収益金を寄付した子どもたちのことを
話してみた.すると, ｢自分たちが何か活動してその物を送るのがいい｣ ｢他の人からもらった

ものじゃなくて,自分たちで作ったり働いたり努力したりして作ったものとかお金なら,ただ
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もらってきた物とは意味が違う気がする｣などの意見が続いた.子どもたちの意識が少し"他
者" ‑と向かってきたような気がした.そこで,総合的な活動の時間において, ｢国際協力田運
動｣を活用し,教科学習と関連をはかれるような米作りを展開することとした. (表1を参照)
2.2

｢国際協力田運動｣ ‑の参加と総合的学習

このような"他者" ‑の視野が広がってきたところで, ｢国際協力田運動｣について,新聞記

事とJAのパンフレットを資料として提示した. ｢国際協力田運動｣は, JAグループなどが非

政府縄戚(NGO)の｢マザーランド･アカデミー｣ (東京)と連携してアフリカのマリ共和国‑

救援米を送る活動である.長野県内でも1996年から始まり県下各地のJAを中心に,学校や地
域のグループなどで取り組んでいる活動である.救援米の収穫量も年々増えてきて県内で約10
tとなっている.この活動に取り離むことは,第‑に,自然相手の様々な課題の解決が求めら

れ,友達同士の協力も必要となる.また,単なる活動だけにとどまらず,社会科で,マリ共和
国について関心を持って調べ,まとめ,発表するという社会科における調査活動やマリ共和国

に対する理解を深めて学習していくこと,国語科で,相手意識を持ってわかりやすくまとめ,

発表していくことなどと結びつけて活動を展開していくことが期待できた.ー
また, JAや地域の農家の方々など農業についての専門的な知識を持つ方々との連携により,

子どもたちの持つ課題の解決につながり,保護者の協力も得られるという学社連携も期待でき
る.昨年,米作り体験をしている子どもたちにとっても,活動の見通しが持ちやすく,スムー

スに入っていけることはメリットであると考えた.

3. ｢米づくり｣に関わる総合的学習の内容
3.1単元名

｢マリ共和国に救援米を送ろう｣
‑ ｢国際協力田運動｣による米作り‑

3.2単元の目標

(1)作業内容を考え,昨年の活動の経験を生かし,自ら調べたり地域の農家の方々の協力を得

たりして, ｢米づくり｣にかかわる様々な問題について解決することができる.
(2)開発途上の国々の現状を知ったり,自ら関心のあるテーマを中心に友達と協力して,マリ
共和国の様子を調べたりして,自ら学び,自ら何ができるか考えることができる.

(3)自分たちの活動に協力してもらうために,地域やお家の方々に活動を知ってもらうための
発表を工夫したり,活動内容をまとめてわかりやすく発表することができる.
(4)マリ共和国の人々のために活動したことで,自分たちが多くのことを学ぶことができた喜

びを感じることができる.
3.3総合的学習の大要

総合的な活動の時間において, ｢国際協力田運動｣を活用し,教科学習と関連をはかれるよう
な米作りを展開考えた. (表1を参照)
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表1｢マリ共和国へお米をおくろう｣活動の概要
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4.

社会科,国語科との関連

4.1社会科における目標

(1)大単元｢ともに生きる地球｣

中単元｢世界と結びつく日本｣

①日本と世界の人々とのつながりに関心をもち,意欲的に調べ,世界の人々ともに生きてい
くこと,世界平和に関心をもつ. (関心･意欲･態度)

②お互いの文化や習慣を理解し合うことの大切さを考え,世界平和の実現に向けての役割を
考え,判断していく. (思考･判断)

③日本とつながりの深い国の様子や人々の生活,日本の役割(国際連合の働き)などを,地
図,インターネット,図書資料などを利用して集めた資料などをもとに調べてまとめたり,
発表したりする. (資料活用･表現)

④日本と世界各国とのつながり,文化や習慣の違いを理解する.また,平和な国際社会実現
のための(国際連合の働き),日本の国際協力や国際交流を調べ,日本の役割を理解する. (知

識･瑚牢)
4.2社会科における｢マリ共和国調べ｣

国土(地形,土地の様子),自然(気候(気温,降水量

動植物など),民族(民族,

くらしの様子など),国の様子(政治,交通,医療など),歴史(国の歴史,外国との関係など),
産業(産業,貿易など),文化(習慣,音楽,料理など),文化(お祭り,通貨,芸術など),

請(教育,言葉など)について,自らの課題(テーマ)を決めてマリ共和国について調べた.
自然,政治などは,既習の日本の操子と比較したり,産業では,日本との関係(貿易)を見つ
け出したり,通貨では,為替レートの換算をして, 500mlの飲み物での比較もしたりして,身

近な問題としてとらえることができた.また,請では,共通語のフランス語,主な部族の言
葉を,東京のマリ共和国大使館にファックスで問い合わせるなど,自らの課題解決に向けてが
んばっていた.まとめでは,発表内容に合わせて表やグラフ,絵などを効果的に入れてまとめ

ていた.中には,一度書いたものが見えにくいということがわかると,大きな紙に書き直すな
ど,発表する相手を意識しながらまとめていく姿もあった.
4.3国語科において目標とした書く力･言銅ブコ･聞く力
(1)単元｢ガイドブックを作ろう｣
①

見る人のことを考え,マリ共和国の紹介をまとめる. (書く)

②

目的に応じて,書く必要のある事柄を整理する. (書く)

③

目的や意図に応じて,簡単に書いたり詳しく書いたりする. (書く)

④

わかりやすい構成を考え,秦,グラフ地図,袷,文章などの配置や書き方を工夫する.
(書く)

(2)単元｢学級討論会｣
(3)単元｢森‑｣

友達の発表内容を吟味しながら聞く. (聞く)

友達やおうちの方々‑の発表の仕方を工夫する. (話す)

(4)単元｢みんなで生きる町｣
①

見る人に内容が伝わりやすいように組み立てを工夫してまとめる. (書く)
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②調べたことが学級の友達やおうちの方々にわかりやすく伝わるように工夫して発表する･
(話す)

③

友達の発表内容について吟味しながら聞き,質問したりアドバイスしたりしていく･
(聞く)

4.4国語科におけるマリ共和国についての発表

調べてきたことを,授業参観日で,友達や保護者の皆さんに発表した･発表に向けて, ①大
きな声で

②ゆっくり

③前を見て

④絵,写真,図,物など,観点を決め出して練習してい

った.発表当日は,緊張しながらも,用意した絵,図,表やグラフなどを効果的に使ってわか

りやすく発表することができた.また,クイズも取り入れて,見ている人にも楽しく参加して
もらう発表もあった.保護者の方々からも｢難しい内容をよく調べてありましたね･｣と,褒め
てもらい誇らしげだった.友達同士でも, ｢グラフで,マリ,東京,松本の気温などを比べてい
てわかりやすかった. ｣ ｢国旗の色の意味がよくわかった.｣ ｢お金の計算は難しかったのに,ペ

ットボトルで教えてくれてよくわかった.｣など,お互いの工夫を認め合っていた･また,マリ
共和国についての理解も深まった. ｢国旗の意味がすごい.独立するということはって大変なこ

とで,すごいと思った.｣ ｢長野県よりかなり暑い.雨が少なくて,降る時と降らない時の差も
大きい.作物を育てるには苦労しているのもわかる.｣ ｢言葉がたくさんでびっくり･｣ ｢お祭り
はおもしろそう.｣ ｢貿易でも日本とかなり関係がある.｣など,これまで"無関係" "無関心"

なマリ共和国について,多くのことを知り,考える機会となった.また,担任が提示した,ユ
ニセフ(国連児童基劫の世界子ども白書の中の｢基本統計｣で, 5歳未満の幼児の死亡率,

平均余命など,マリ共和国の子どもたちが置かれている厳しい状況を考える時間をとった･子
どもたちは, ｢生まれた子どもがたくさん死んでしまう.｣ ｢平均で49歳くらいまでしか生きら

れないなんて!｣などと,驚きの感想を持った.そして, ｢少しでも役に立ちたい･｣ ｢たくさん
とってマリ‑送りたい.｣と,米作り‑の意欲を新たにした.

5. ｢米づくり｣の体験学習
5.1稲作の体験

(1)田植えの準備

咋年の活動を思い出しながら準備を進めた.特に,稲を植える間隔,苗の本数には気をつか
った.咋年,一部で多く植えてしまったり,間隔が狭すぎたりして,いもち病になりかけた経
緯があったためだ一回に植える苗の本数は2, 3本,間隔は25cmを確認して準備を進めた･

目先のことに気持ちがいきがちで,先のことを見たり考えたりすることが苦手な傾向がある子
どもたちであったが,こうした経験は貴重なものであると考えられる･
(2)田植え

5月27日,少し遅い時期ではあるが,田植えを行った.保護者の皆さんにも大勢集まってい
ただき,お手伝いをしていただいたりいっしょに植えていただいたりした･子どもたちは,昨

年の経験を生かしてがんばって植えていて, ｢2回目なので1回目よりうまくできました･｣と
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いう感想をもった子が多かった.最後の最後までしっかり"植え直し'をしてくれる子もいて,

1時間ほどで植え終わることができた.しっかりと自信を持って植えたことが,マリ共和国の
こと,マリ共和国の人々のことに思いをめぐらす余裕につながったのではないかと考えられる.
｢たくさんとれるようにせいっぱい植えました.｣ ｢マリ共和国の人たちにおいしく食べてもら

いたい.｣ ｢病気にならないように育ってほしいです.｣ ｢今年は『うるち米』です.早く育って
マリ共和国に送って喜ばせてあげたいです.マリ共和国ってどんなところか調べたいです. ｣な

ど,マリ共和国の人々のことを考えたりマリ共和国のことに興味を持ったりした感想が多く聞
かれた.この後のマリ共和国調べにつながる田植えになり, ｢体験｣が｢学び｣につながる知的

好奇心を高める場となった.
(3)田の草取り,すずめよけの工夫(課題解決‑の工夫)

稲も順調に育ってきたが,あぜの草が伸び,田の草もだいぶ増えてきた.田の草についは,
日韓の米作りでは経験もなく,子どもたちも驚いていた.草取りでは,普段経験している畑や
庭と違って,泥に足を取られそうになりながら,また,田んぼ中央部で手にいっぱいになった
草の受け渡しなどに苦労しながら,いっしょうけんめい取っていた.また,草取りの前に聞い

た｢稲で目を刺さないように気をつけて! ｣というアドバイスに気をつけながら取っていた.
稲の穂が出る頃,すずめが稲をねらってくる.日件,すずめにだいぶ食べられてしまったこ

とを教訓にして,今年は早めに対策を講じた.たこ糸状の細い糸と赤とギンの光る反射テープ
を二段にして,田んぼの周り,対角線に張り巡らして,すずめ対策とした.

(4)稲刈り･はぜかけ(地域の方々の協力)
9月28日,稲刈りは地域の農家のKさん, Hさんのお二人に協力いただき,保護者の方も

数人にお手伝いいただいて行った.バインダーで刈った後,はぜかけも行った.昨年も行って
いるので,子どもたちの作業もスムースだった. JAの方からは,機械での乾燥も可能というお
話をいただいたが,昨年の経験で知っている｢干してお目様に当てた方がおいしい.｣ ｢天日

干しの方がじっくり乾燥できる.｣ということで,はぜかけをすることになった. ｢竹の棒を運
んで,稲もいっぱい運びました.｣ ｢おいしいお米かな?みんな真剣な顔で運びました.マリ
の人たちが喜んでくれたらいいなあ.｣ ｢Ⅰ(さんが立ててくれた棒にどんどんかけて,あっとい

う間にいっぱいになりました.｣ ｢たくさんあった稲も時間がかかったけどたくさんかけられて
よかった.｣など,いっしょうけんめい作業に取り組んでいた.
(5)脱穀(地域の方々の協力)

稲刈りから2週間が過ぎ, 10月21日脱穀を行った.今回もKさん, Hさんにお手伝いして
いだき,機械(ハーベスター)で脱穀をした.子どもたちは,稲を運び,落穂を拾い,はぜを
片付け,わらを片付け,いっしょうけんめい働いた.籾で約300kgあり, JAの方で乾燥の点
検をして,玄米にして,マリ共和国‑送ることとなった.

5.2 ｢米づくり｣の体験活動のまとめとしての発送式
(1)救援米の発送式‑の準備

12月に入って, 1月に発送式が長野市で行われるという連絡があった.活動のまとめとして
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参加することに決めて,準備を行った. JAの方から式の内容をお聞きしながら,どのような参
加の仕方がよいのか打ち合わせを行った. JAの方からの要望は,お米の袋‑のメッセージの記

入,積み込みの手伝いなどであった.活動のまとめとしてみんなでメッセージを書き,発表の

練習をした.また,事前にいただいた現地の言葉のバマラ語でメッセージを書く練習もした･
(2)救援米の発送式‑の参加

1月26日,長野市で行われた国際協力田米発送式に参加した.送るお米の袋に,バマラ語で
メッセージrALLAH KA AWN FO' GNONKON GNE'｣ (世界の人々が

よく

みんななか

なるように)や｢AILAH RAKE AW NAFA I.ANYE'｣ (このお米が

役立ちま

すように)を書いたり,楽しいイラストを描いたりした.発送式では,みんなで考えたこれま
での活動の様子,お米に込めた願いどを発表した. (表2を参照)また,主催者の方々のお話の

中に, ｢家族,友達,地域の人々みんなが仲良くなるには,一緒に食事をすること,ともに汗を

流して働くこと,みんなが学ぶことが大切‑｣というお話があり,今年やってきた活動は,ま
さにこのことに尽きると感じた.最後に,みんなでトラックにお米を積み込み,心を込めて見
送った. ｢大事な式に真剣に参加できた｣ ｢メッセージも心を込めて書けた｣ ｢お米を運ぶのは重

かったけど,たくさんのお米を送ることができてよかった｣など,子どもたちも満足そうだっ
た.子どもたちのこれまでの努力が実を結び,直接は会えないマリの人たちとのつながりも感
じられた貴重な一日だった.

表2. ｢国際協力田運動に取り組んで｣
この活動のきっかけは,谷川俊太郎さんの｢ともだち｣というお話でした. ｢どの国にいても,

どんな生活をしていても, "みんなともだち"｣という言葉が心に残りました.わたしたち(ぼ
くたち)にできることは何だろう?と考えたとき,募金ということも出ましたが,この"国際

協力田運動"という活動を知りました.ただお金や物を送るより,自分たちで作ったお米を送
ることに意味があると思いました.わたしたち(ぼくたち)の気持ちを届けたいと思いました･
JAの方や昨年田んぼをお借りした地域の方にお願いして,田んぼを借りました.また,わたし
たち(ぼくたち)だけでは全部はできないので, PIAや地域の方々にお手伝いをお願いしまし
た.こころよく引き受けてくださいました.そうは言っても,できることは自分たちでやりま
した.田起こし,草取り,畦シートはり,田植えの準備をしていきました.田植えで使う目印
のロープも作りました.田植えは,クラスのPIAの方もたくさん来ていただいて,みんなで植

えました.田植えは,クラスのPIAの方もたくさん来ていただいて,みんなで植えました.去
午,植えた束が多過ぎたものがあったので,気をつけて植えました.でも,できることは自分
たちでやりました.田起こし,草取り,畦シートはり,田植えの準備をしていきました.田植
えで使う目印のロープも作りました.田植えは,クラスのPTAの方もたくさん来ていただいて,
みんなで植えました.田植えは,クラスのPTAの方もたくさん来ていただいて,みんなで植え

ました.去年,植えた束が多過ぎたものがあったので,気をつけて植えました･マリ共和国
のこともがんばって調べました.気候,土地の様子,産莞歴史や国旗の意味民族や文化など,
グ/レ‑プで分担して調べ,参観日に発表しました.暑さや砂漠などきびしい条件の国ですが,

マリの人々がいっしょうけんめい生きている様子もわかりました.でも,小さいチビもたちの
死亡率が高いのは驚きでした.夏,草取りもしました. 9凡いよいよ収穫です.稲刈りを
して,お米がよりおいしくなるようにと,はぜを組んで天日干しをしました. 2週間ほど干し
て,脱穀をしました. JAの方に精米をしていただいて,約200kgのお米になりました･たく

さん収穫できてよかったです.わたしたち(ぼくたち)ががんばって育てたこのお米です.
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おいしく食べてもらって,マリの人たちの役に立ってもらって,喜んでもらえればいいなと思
います.この活動は, "マリの人たちのために! "を合言葉にやってきましたが,わたしたち(ぼ

くたち)も,大事なことをたくさん勉強しました.調べてわかったこと,協力し合ってうれし
かったこと,いろいろな人へ感謝したこと,自分たちの生活や友達のことなどを振り返り,見直

したことなどです.どれもとても大事なことです.こうしたことをこれからの生活に生かして
いけたらと思います.それが谷川さんの言う"みんなともだち"ということにつながると思い
ます.

6.研究の成果
6.1現代の子どもに必要な自然や人とかかわる農作業体験

人の力の及ばない自然を相手に作物を育てる農作業体験は,比較的恵まれて安定した生活を
している現代の子どもたちに必要な体験である.植え方一つで,病気の発生の有無が決まる田

植え,除草剤を播いても生えてくる田の草,稲穂が出ると虎視耽々と狙うすずめなど,子ども

たちの思うようにはいかない.そうしたことを実感できた活動だった.また,作業をするには
人とのかかわりが不可欠である.決して一人ではできない作業を,友達,保護者,地域の人々
など多様な他者と関わることによって,協力してくれた人,アドバイスしてくれた人,気づか
ないところでがんばっていた人など,様々な人がいたことに気づくことができた.
6.2 ｢米づくり｣体験から生まれた知的好奇心による主体的な｢学び｣

単に,お米を作って,食べてという活動ではなく,活動を通して生まれた疑問をきっかけに
知的好奇心を呼び起こし,社会科,国語科などの教科学習と結びつけて活動を展開できた･ ｢マ

リ共和国調べ｣は,社会科の｢いろいろな国を調べよう｣と結びつき,単に｢教科書にあるか
ら｣や気持ちの向くままに調べるこれまでの展開とはちがい,子どもたちの学習‑の意欲も高

まった.そして,まとめ方や発表の仕方では,国語科の｢ガイドブックを作ろう｣との関連か
ら,まとめ方や発表の仕方のポイントを逆に学ぶ機会となり, "相互乗り入れ'のように学習が
充実していった.
6.3 "自分"から"他者" ‑

気持ちの育ち

とかく｢自分が‑･｣という意識は多い.昨年の｢自分たちが作ってたくさん食べたい｣とい
米作りから, 6年生では, "自分の周りの誰かのために"を合言葉に6年生をスタートして, ｢マ

リの人々のために‑｣ ｢マリの人たちにおいしく食べてもらいたい｣ ｢マリの人たちにたくさん
食べてもらいたい｣と, "他者" ‑の意識が出てきた.心情的な共感からスタートして,活動に

ょって知的な理解が加わり,自分たちは一粒のお米も食べられないが,マリ共和国の人たちの

ためにいっしょうけんめい作業をした子どもたちに感心させられた.マリ共和国の人たちのた
めにと始めた活動だが,農作業の体験や調べ活動を通して,逆に学ばせてもらったという印象
が強い.

6.4課題をクリアすることによって生まれた自信
昨年, ｢米づくり｣を経験していることは,作業の見通しに対する大きな自信となった･

思い通りにならない自然の力に対して,昨年の経験から対策を考えた.より確実な方法を考え

‑

67

‑

て田植えをして病害を防いだこと,出穂前に早めにすずめ対策を行ったことなど,しばらくた

って効果がわかって自信となった.経験のなかった田の草取りも地域の農家の方々の助言で気
をつけながら行った.また,マリ共和国調べも,社会科学習での調べ活動や国語科でのまとめ
や発表を生かして,聞いている友達や保護者の方々から大いに認めてもらって自信となった.
6.5保護者,地域の方々との学輯垂携
農作業という活動には経験豊かな知識や技能が必要で, ‑教師の力ではどうにもならない.
そこで,専門的な知識や技能を持った方々の協力が必要で,地域の農家のKさん, Hさんは,

｢国際協力田｣という活動に大いに共感していただき,お忙しい中,協力していただいた. JA
の0さんは,活動全体にかかわって助言やご協力をいただいた.発送式では,学校側の活動の
成果の発表の希望を聞いていただき,逆に,主催者･JAからの,活動校で唯一参加した小学生

からのメッセージを書いてほしいという要請も受け入れて,お互いにメリットがあった.一方
的な協力という形から学社融合の形となった.
また,田植えや稲刈りでは,学級の保護者の方々の参加,協力も得られた.学級単位の活動

で担任一人では運営面で厳しいことがあるので,活動の趣旨を理解していただき,たくさんの
方々が参加してくださったこともありがたかった.
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