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Ⅰ．はじめに

　本学では，初等教育に携わろうとする学生
たちが近隣の水田を借り受け自主的な体験学
習として「米作り」を実施している。この体
験は，地球環境や食糧問題への理解を深め，
教育者としての資質を高めるねらいをもって
行われている。これまで，その活動主旨とし
て以下の3点を掲げている（岐阜女子大学　
2010）。
（1）日本人にとって欠くことのできない食
糧・米作りを通して，その意義と自然を愛
する心情を培うことの具体的な手立てを修
得すること。

（2）稲を育てるためには周囲の環境との関
わりで多様な手立てを講じなければならな
い。適切な作業を施したあとの達成感を味
わうとともに自己の教育観の確立につなげ
ていけること。

（3）一連の農作業を通して，理科，社会科，
環境などの領域と関わる「総合的な学習」
の実習的な学習としてとらえ，教員を目指
すものとして幅広い自己形成の場とするこ

と。
　上述の主旨に掲げられている内容は，将来
小学校の教員を目指すものにとって「自己教
育観の確立」「幅広い自己形成」など大変重
要なものである。
　しかしながら，自主的な体験活動というこ
とでもあり，農作業を行うだけでもかなりの
時間と労力を必要とすることから学生の負担
軽減を図ることも考えなくてはならない。一
方で，田植え，除草，収穫，加工などの作業
と上に掲げた主旨を各自の努力に任せている
だけでは折角の体験が十分に生かされないと
思われる。また，これら活動を通して大学と
地域社会や地域の学校との関わり，作業を進
める過程でのマネージメント，危機管理など
にも配慮する必要がある。
　そこで本稿では，これまでの稲作活動を要
約し，上述の主旨を生かしながら体験学習の
ねらいを教師教育の一環として展開する試案
を述べたい。
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Ⅱ．望ましい自然（環境）観の育成「稲
の栽培」を通して育成する環境リテラ
シー

1　環境リテラシーの育成
　わが国の理科教育に関する課題として以下
のようなことが指摘されている（文科省　
2008）。
①国際的に見て「理科の学習意欲」が低い
②国民の科学に対する関心が低い
③理科学習の基盤である自然体験，生活体
験が乏しい

④教育課程実施状況調査から物質の状態変
化，植物の生活と種類などの基礎的知識・
理解，意味づけ関係付けの説明，グラフ
の読み取り，実験の途中経過を考察する
など科学的思考力，表現力が十分でない。

⑤PISA調査において，科学的な疑問の認
識，現象を科学的に説明することに課題
が見られる。

　また，図1に示すように小学校の教師自身
が自然体験や野外観察を伴う内容の指導が困
難であることを指摘している（国立教育政策
研究所　2005）。
　このような状況を改善するために，将来小
学校の教師として体験的学習「稲の栽培」を
通して，科学的素養としての環境リテラシー
を育成することは望ましい自然観を確立する
上で大切なことである。
　本来，人は身近な自然と共に暮らし，自然
の仕組みや営みを理解し，それらを生活の中
に組み入れ自分達の工夫を凝らし人間にも自
然にも大きなダメージを与えることなく暮ら
していかなくてはならないのである。今日の
ように地球の自然環境が危うくなっている時
代こそ，もっと自然のことを理解するべきで
あろう。
　日本は，古来稲作を中心とした生活とそれ

に伴う文化が形作られてきたのである。そこ
で，稲作に少しでも携わりその計画や作業を
通して次のような環境リテラシーを育成する
ことを提案したい。
　この環境リテラシーとは，地学リテラシー
（下野　1993）をもとに定義した「人が日常
生活を営むとき最小限必要とする自然環境を
認識できる能力と態度」のことで，具体的に
は次のように示すことができる。
（1）自然の実物を知覚的に認識できる能力や
態度（感性）

（2）自然環境の変化を認識できる能力や態度
（変化）
（3）人間と自然とのかかわりを理解できる能
力や態度（共生）
　この環境リテラシーを身につけるというこ
とは，地球の自然環境を科学的に理解するこ
とであり，そのためには身近な自然の観察か
ら始めるのが良いであろう。身近な自然とは，
山や川などの景観，その景観を構成する樹木
や草花，空の雲や川面の霧，流れる水や崖の
土，花の蜜を吸うチョウや清流を泳ぐ魚など
であり，それぞれ地域特有のもので構成され
ている。
　また，河合（1990）は子どもの頃に「身近
な自然に接することの重要性」を強く主張し
ているが，それは「密室から出て物との対話
から離れ命あるものとの対話の日常を楽しむ
ようにしないと感性は潤いを失って無機的に

図1　指導が困難と理解が困難な内容（国立教
育政策研究所　2005）
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なりやがて萎縮してしまう」からであるとい
う。
　つまり，昨今の子どもたちの密室文化，す
なわち一人部屋でテレビやゲームなど受信の
みで自らの発信を必要としない生活習慣が感
性の発達を阻害してきたというのである。こ
のような状況を改善する視点から，将来子ど
もに接する学生達に野外での直接体験を通し
て自然の美しさ，偉大さ，精妙さ，命の大切
さなどを感じ取らせることは大きな意義があ
る。
　すなわち，学生たちが身近な自然体験を通
して感性を豊かにするとともに環境リテラ
シーを身につけていくことが求められている
のである。

2　本活動で育成する「環境リテラシー」
　「稲の栽培」を通して，環境リテラシーを
育成するに当たっては，前述の3つの「環境
リテラシー」の内容を具体化しなければなら
ない。その際，このプログラムは授業として
行われているものではなく，学生の主体的な
活動として実施されているものであり，画一
的な手法で進めることには無理があると思わ
れる。そこで，稲作の手順にしたがって実践
可能と思われる内容を取り上げてみる。
【環境リテラシーと関わる学習活動の例（試
案）】
（1）学習全体の目標
　稲の栽培を通して，土，水，空気，植物
（イネと周辺の植生），植物の成長や自然環
境の変化，人間と稲および周囲の自然環境
との関わりのいずれかの事象について体験
や調べた結果をまとめて発表する。

（2）稲作の過程で取り上げることが可能な学
習課題

①種まき
　うるち米と餅米（籾と玄米）との比較観

察（五感）により両者の特徴を捉える
　水田周辺の「みどりの分布地図」の作成
（季節ごとに作成して比較する）
②育苗
　種から芽と根が出る位置を確かめる
③田植えの準備
　乾いた土と水分を含んだ土の手触り，土
の塊の壊れやすさ，粘り気などの違いを捉
える
　乾いた土に棲む小動物を採集し，その特
徴をまとめる
　荒起こしをしているときに見られる小動
物の種類とそこに集まる鳥の種類およびそ
の食べ物を観察する
　田の周りの植生（代表的な木本，草本）
の種類と変化（成長の過程）を映像で残す
（できれば定点観測が望ましい）
④田植え
　田植えの準備頃から稲の刈り取り前まで
の定まった場所・時刻での気温と水温の変
化を調べる
⑤水の管理
　稲は本来どのような気候に適した植物か
を調べてみる
　日本での稲作の起源はいつ頃か，またそ
れはどのようなことから調べることができ
るか
⑥株分けの促進
　1粒の種子から株はいくつくらいに分か
れるか
　株の分かれ方を観察する
⑦田の草取り
　水田に生える植物は，周辺のあぜや道に
生える植物比べてどのような特徴があるか
　田の草取りで採集した植物を標本にして
みる
⑧穂が出る前の施肥
　イネ科の植物には他にどのようなものが
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あるだろうか
　イネ科の植物の特徴をまとめてみる
　植物の成長に必要な養分の三要素とは何
で，それぞれどの部分の成長にとって大切
なのか
　化学肥料が値上がりしていることの背景
を考える（資源）
　イネとススキの葉を燃やしてその中に含
まれるプラントオパールを取り出してみる
　イネとススキのプラントオパールの形を
比較してみる（オパールって何だろうか）

⑨病害虫への対応
　イネの代表的な病気は何か，またそれは
どのような状態のときに発生しやすいか
　イネの害虫にはどのようなものがいる
か，採取してみる
　イネの害虫の天敵にはどのような生き物
がいるか

⑩穂が出て花が咲く時期の観察
　イネの花を観察してみる，またその花粉
を採集して顕微鏡で観察してみる
　イネの花粉は主に何によって運ばれるの
だろうか
　花が咲く前には水を抜き取り，花が咲く
時期には水を一杯に入れるのはどうしてか
　案山子つくりと環境への配慮（廃材）
　すずめと未熟なイネの種子の食べ方

⑪刈り取り
　1本の稲穂には何粒の籾が付いている
か，平均的な数値を求めてみる
　イネを刈り取った後の水田にはどのよう
な生き物が見られるか

⑫籾の乾燥
　刈り取ったイネの束はどのようにして乾
燥させるのか
　乾燥させるのは籾だけであろうか
　イネわらの利用の仕方にはどのようなも
のがあるか

　刈り取ったばかりのもみの重さと乾燥さ
せた後の籾の重さを調べ取り除かれた水分
の量を調べる
⑬脱穀
　稲わらから籾を取り外す作用であるが，
取り外しやすくするにはどのような工夫が
必要か
⑭籾すりと事後処理
　籾摺りとは籾殻を取り除き玄米にするこ
とであるが，籾摺り機械の原理はどうなっ
ているのか
　籾殻は「さやぬか」ともいい，その利用
の仕方は多様である，どのような利用法が
あったのだろうか
⑮精米と事後処理
　精米とはどのような作用を施すことなの
か
　精米の後に取れた米ぬかにはどのような
成分が含まれているのか，それにはどのよ
うな利用法があるのか
　餅米とうるち米の違いは，何によるので
あろうか
　米作りを通して，水田での「食う食われ
る」（食物連鎖）の関係した事例をまとめ
る

Ⅲ．本活動の概要

　本活動「稲作活動」は学生の自主的な活動
であり，「米作り」を行うものである。学生
が講義等で理論を身に付けていく中で，その
理論をもとに，「もっと教育に携わった時に
生きて働く実践的な力も身に付けたい。」と
いう思いが芽生え，この活動が始まった。本
活動は今年度で3年目を迎える。
　この体験を通して，地球環境や食糧問題へ
の理解を深め，教育者としての資質を高め，
「幅広い自己形成」を行い，「自己教育観の
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確立」を図るものである。また，将来教員と
なった時に，教職員と協力して取り組む「協
調性」や，何事にも粘り強く取り組む「忍耐
力」をも合わせて身に付けることをねらって
いる。理科・社会科・生活科・総合的な学習
などにも役立つ教育実践力を養成することを
目指している。

　本活動の今年度のテーマは「地産地消」で
ある。自分たちが生活をしている「岐阜」を
より広く深く理解し，知識を獲得することに
より，将来教員として指導していく際の糧と
していきたいと考えている。さらには，その
知識を獲得する過程を通して，学び方を習得
し，それを活かした活動の方法を学び取ろう
と考えている。
　今年度の活動計画は表1のようになってい
る。表中の「米作り」は米作り全般にかかわ
る計画であり，「広報」・「かかし」・「JA・製
作」は，活動グループを表している。広報グ
ループは，対外的な事柄を中心に行い，かか
しグループは，「かかしコンテスト」を中核
に据え，小学校の児童にかかしを製作しても
らったり，一緒に製作したりするなど，児
童との交流を図りながら活動を進める。JA・
製作は，米作り関して JA（全国農業協同組
合連合会）の方に指導や助力をいただき，米
作りを支える活動を行っている。

　また，国立教育政策研究所の研究によると
「小・中学校の教師自身が自然体験や野外観
察を伴う内容の指導が困難である」という実
態が明らかにされている。この稲作活動は，
この実態の改善にもなる取り組みであり，岐
阜女子大学を卒業した学生は自信をもって自
然体験・野外観察に関する指導ができると言
える。

Ⅳ．生きる力の育成

　前節で述べているように，本活動は教育に
携わる者として必要な総合的な教育実践力の
養成を目指している。これは，環境や食糧問
題等の知識的な理解だけでなく，近隣の JA

や小学校への活動に関する交渉・依頼を通じ
てコミュニケーション力を高めること，年間

写真1　荒起こしの様子

表1　平成22年度年間計画

写真2　田植えの様子
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計画をたてること，協力して活動を行うこと，
活動内容に問題が発生した時に的確に判断し
解決することなど，学生の「生きる力」（文
科省　2008）の育成にもつながるものである。
　そこで，本活動に携わっている学生が，本
活動を通してどのような力をつけているの
か，ということを調べるために「稲作活動に
関するアンケート」を実施した。概要は以下
の通りである。
・実施期日…平成22年9月3日～ 8日
・対象者… 今年度参加している学生および昨

年度参加していた学生
・回答者数… 20名（2年生4名，3年生9名，

4年生7名）
　アンケートは，稲作経験や研究会に入った
きっかけ，稲作に対するイメージ，稲作活動
を通して身についた力や教員になったときに
活用したいと思うこと，に関する計6問の質
問で構成した。以下，その結果について述べ
る。
　問1では，「稲作研究会に入るまでの稲作
経験」について尋ねた（図2）。
　7割の学生は，学校や家庭において何らか
の形で稲作に携わってきた。しかし，ほとん
どは授業の一環であったり手伝い程度であっ
たりしたため，稲作研究会に入って初めて経
験したことが多かったようである。
　問2では，「稲作研究会に入ったきっかけ」
について尋ねた（図3）。

　結果は，将来教員となったときに役立つと
考えて入った学生が6割以上であった。これ
は，自身が授業を受ける側で経験したこと
や，先輩から稲作活動を通じて得られる経験
が教員に必要な資質と関連していると教えて
もらったことが背景として考えられる。
　また，稲作への興味から入った学生もお
り，積極的な参加がうかがえる。
　さらに，これまでの稲作経験と本活動への
参加に関連があるかを調べるためまとめてみ
たところ，表2のようになった。表中の数字
は人数である。
　この表から，自身が学校で稲作を経験した
学生は，本活動が教員となったときに役立つ
と考えて始めたといえる。このことからも，
学生が教員として資質を高めようと活動して
いる様子がうかがえる。

　問3，4ではそれぞれ「稲作研究会に入る
前の稲作に対するイメージ」と「現在の稲作
に対するイメージ」について尋ねた。図4は，
各問の平均点をプロットし，線で結んだもの
である。グレーマーカーに破線が問3，白い図2　稲作経験について

図3　稲作研究会に入ったきっかけ

表2　稲作経験と入った動機との関連（人数）
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マーカーに実線が問4である。
　当初は，“あまり楽しくない，古い”とい
うイメージを持っていたが，実際に稲作にか
かわり，“楽しい，それほど古くない”と思
うようになった。その一方で，ほとんどの工
程を自らの手で行うため，“難しい”と感じ
たようであった。
　問5では「稲作活動を通じて身についたこ
と」について尋ねた（図5，6）。
　それぞれの質問について，「1＝友達に聞
いて（友達と一緒に）できる」，「2＝プリン
トや資料を見れば（指示されれば）できる」，
「3＝一人でできる自信がある」，「4＝他の人
に説明ができる」の4段階で回答してもらっ
た。
　学年別にみたところ（図5），資料をもと
にしてできる2年生と比べて，すでに米作り
の工程を経験している3，4年生は，自分の
役割を理解して行動でき，文章での表現やプ
レゼンテーション，対外的なコミュニケー
ションに関する能力が高まったと答えてい
る。特に，文章表現力は両学年ともに「一人

でできる自信がある」と感じている。これは，
『どろんこ通信』という通信を作成して教員
や学生に研究会の活動を報告したり，HPを
更新したりすることがあり，その中で文章表
現力が高まってきていると考えられる。
　また，前節の年間計画のところで説明され
ている担当ごとでまとめた（図6）。
　図中の執行とは，本研究会のリーダーのこ
とであり，今年度および昨年度の学生にアン
ケートを配布しているため，2名分のデータ
となっている。そのため，単純に他の担当と
比べることはできないが，結果を見ると，研
究会全体を見渡し活動していかなければなら
ない立場上，すべての項目において高い得点
となっている。これは，リーダーであるとい

図4　稲作に対するイメージ

図5　稲作活動を通して身についたこと（学年
別）

図6　稲作活動を通して身についたこと（担当
別）
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う意識を持ち，活動に取り組んで自身の力と
して蓄えているといえる。
　問6では「稲作研究会の活動から，教員に
なったときに活用したいと思うこと」につい
て順位をつけてもらったところ，学年別に特
徴がみられた（表3）。
　表中の太字の数字は，平均して最も上位の
ものと最も下位のものである。さらに最上位
のものは，丸で囲んである。2年生は「児童
への稲作指導・実施」，3年生は「伝統文化，
地域文化の学習」，4年生は「体験活動の計画・
実施」が最上位であった。
　2年生は活動を始めて半年ほどであり，米
作りの工程を一つひとつ実践しているところ
である。このような背景からも，現在自分た
ちが経験している活動を伝えたい，児童にも
経験させたいという思いが強いのではないか
と考えられる。
　3年生は活動2年目となり，米作りを経験
するだけではなく，地域に根付いている米作
りの文化や，伝統的に行われている米作りに
関する学習を深めることで，自身が教員に
なった際にそれを児童に伝えたいと感じたの
ではないかと考えられる。伝統文化について
は学習指導要領でも取り上げられており，将
来を見据えて活動しているといえる。
　4年生はすでに本活動からは引退している
が，2年間の経験と教育実習等の経験から，
米作りだけではない様々な体験活動を取り入
れたいと感じたのではないかと考えられる。
学習指導要領では「総合的な学習の時間」
に「（3）自然体験やボランティア活動等の社

会体験，ものづくり，生産活動などの体験活
動，観察・実験，見学や調査，発表や討論な
どの学習活動を積極的に取り入れること」と
いう記述があり，本活動での経験を生かして，
様々な体験活動を実践してもらいたい。
　以上のアンケート結果より，学年や担当
（役割）によって体得した内容に特徴が見ら
れた。しかし，すべての学生に共通している
ことは，学生は「稲作活動」を教員として必
要な資質を向上させるための活動の一つとし
て捉え，積極的に取り組んでいるということ
である。また，環境リテラシーの育成にもつ
ながっていると思われる。

Ⅴ．教材開発力の育成

　本学学生は，稲作活動を通して教員として
の力量」を身に付けようとしている。この「教
員としての力量」の一つとして「教材開発
力」を本活動から育成することができると考
える。
　この稲作活動はその活動主旨にも含まれる
通り，「一連の農作業を通して，理科，社会
科，環境などの領域とかかわる『総合的な学
習の時間』の実践的な学習」をねらいとして
いる。稲作活動は小・中学校の教育において，
取り入れられ多くの学校が実施している。特
に小学校教育においては，「総合的な学習の
時間」において「米作り」を中核とした活動
が仕組まれ，第5学年での取り組みが多くみ
られる。第5学年での取り組みが多く見られ
る理由としては，社会科との関連が考えられ
る。
　小学校第5学年社会科では，「（1）我が国
の産業の様子，産業と国民生活との関連につ
いて理解できるようにし，我が国の産業の発
展に関心をもつようにする。」との目標が学
習指導要領に定められている。この目標を受

表3　教員になったときに活用したいこと
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け，内容として以下のように示されている。
「（1）我が国の農業や水産業について，
次のことを調査したり地図や地球儀，資
料などを活用したりして調べ，それらは
国民の食料を確保する重要な役割を果た
していることや自然環境と深いかかわり
をもって営まれていることを考えるよう
にする。
ア様々な食料生産が国民の食生活を支え
ていること，食料の中には外国から輸入
しているものがあること。
イ我が国の主な食料生産物の分布や土地
利用の特色など
ウ食料生産に従事している人々の工夫や
努力，生産地と消費地を結ぶ運輸の働き」

　第5学年社会科の学習内容として「農業」
を取り扱うことが明示されており，「我が国
の主な食料生産」を扱い，それに従事する
人々の思いに迫るよう学ぶことが言われてい
る。
　さらに内容の取扱いにおいては，次のよう
に記されている。
「（1）内容の（1）のウについては，農業
や水産業の盛んな地域の具体的事例を通
して調べることとし，稲作のほか，野菜，
果物，畜産物，水産物などの生産の中か
ら一つを取り上げるものとする。」

　このように，我が国の主な食料生産の一つ
である「稲作」を小学校第5学年の社会科に
おいて学ぶことが学習指導要領に明示されて
いる。よって，社会科と総合的な学習の関連
性を持たせた「稲作活動」の取り組みが多く
見られるのである。
　これまで述べたように，教育の場で「稲作
活動」が取り入れられ，併せてその取り入れ
られ方は，クロスカリキュラムの観点からも
行われている。つまり，総合的な学習の時間
での稲作を中核として，社会や国語，図工な

どの教科と関連を持たせカリキュラムを構成
しているのである（図7）。
　この状況を鑑みると，本学学生にとってこ
の「稲作活動」は，まさに将来教壇に立った
際に活かすことのできる活動である。
　学生は，稲作活動を通して，小学校へ赴
き，自身の稲作活動の経験から，単元指導計
画や1時間当たりの授業を構成することがで
きる。単元指導計画を作成するに当たっては，
先に述べた通り，他教科との関連を図った指
導計画を構成することができる。実際に昨年
度には，「稲作と他教科との関連」について
学生が考案している。（図8）
　学生は，稲作活動の中で，分からないこ
とを教えてもらうために，JAの方にインタ
ビューをしたり，作付面積を割り出す計算を
したりしてきた。その経験から，小学校教育
では，国語の内容A「話すこと・聞くこと」
と関連付けることができると考え，「米作り
名人にインタビューしよう」と考案した。ま
た，算数においては，第4学年の目標「（2）
面積の意味について理解し，簡単な平面図形
の面積を求めることができるようにするとと
もに，角の大きさの意味について理解できる
ようにする。」との関連を図り，「図形の面積
の求め方」において，自分たちのお米を作る
田んぼの面積を求めることができると考案し
た。

図7　稲作を中核とした各教科の関連
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　さらに，指導計画のみにとどまらず，一単
位時間の指導案，その際活用するワークシー
トも考案している。（図9～12）
　これらは，どれも自分たちが稲作活動を
行っていたからこそ，考案できるものである。
稲作には，どのような活動が，どのような時
期に必要であるのか。またどのような道具が
必要であるのか，などは，自分自身が行って
いないとなかなか想像できるものではない。
学生は稲作の活動を自分自身が行うことを通
して，実践的に学び，教材を開発する力を身
に付けたのである。稲作活動が学生の教材開
発力を育成したのである。
　今後は，開発した教材を活用して実践を
し，児童の実態に見合っているかを検討する
必要があると考える。このように実践し，検
討をして改善していくPLAN（計画（開発））
→DO（実践）→CHECK（評価）→ACTION（改
善）のサイクルを行うことで，教材開発の力

図8　稲作と各教科の関連（学生考案）
図9　指導案例1

図10　指導案例1のワークシート
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を高めるとともに，教員としての力量をも高
めることができると考えている。

Ⅵ．おわりに

　上述したように，本学の稲作活動によって
学生たちは教師として必要な資質が育成され
ることを期待して積極的に参加しており，す
でに具体的な授業を想定したその教材化を推
進するなどの成果がもたらされている。今
後，これまでの活動を踏まえ，教師教育の一
つ試みとして以下のような目標の基にさらに
研究を進めたいと考える。
（1）本物に出会った感動を味わうことにより
感性を豊かにし学習意欲の増進を図る。

（2）水田付近の野外観察・活動を通して環境
リテラシーを育成する。

（3）自然体験を通して「生きる力」としての
問題解決的な力を育成する。

（4）授業力の一環としての教材開発力の基礎
を学習する。

（5）生涯学習の基礎を培う観点から「知るこ
とを学ぶ」「為すことを学」「生きることを
学ぶ」の考え方を理解する。
　稲作活動の実際面では，本学事務局長はじ
め総務の方のご助言・ご支援をいただいた。
記してお礼申し上げる。
　なお，本稿の執筆は以下のように分担した。
　Ⅰ，Ⅱ：下野
　Ⅲ：齋藤，松本
　Ⅳ：松本
　Ⅴ：齋藤
　Ⅵ：下野
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