
「暮らしのなかの食」実践発表会

つながる心を育む

～「おすそわけ」で広がる人の輪・学びの輪～

伊那市立長谷小学校



◎学校教育目標

本気で取り組む子ども

○本年度の重点目標

自分で考え，自分から取り組む

長谷の子ども



◎食育テーマ

人とのつながりの中で学ぶ「食」

～地域や「おすそわけ」の活動を通して～



①地域の方々と関わり、直接学ぶ機会を

持つこと

②楽しい活動にすること

③命の意識を感じとらせること

１ 今年度の本校の姿勢



日常的に，当たり前に取り組む気持ちを育成したい。

五感で感じ取る体験を大切に・・・直接見る・触れる・嗅ぐ等



２ 実践事例

（１）地域の方々から直接学ぶ 知恵や工夫

①野菜作り

②お米作り

③椎茸栽培

（２）おすそ分けでつながる 満足感と自己肯定感

（３）給食への食材提供 「食」への意欲・喜び・自己肯定感

（４）日常の活動 関心・意欲・喜び



２ 実践事例

○栽培した作物

１年生 ・・・ トマト ・ ナス ・ スイカ ･ キュウリ ・ サツマイモ ・ ダイコン ・シイタケ

２年生 ・・・ トマト ・ ナス ・ ピーマン ･ サツマイモ ・ ニンジン ・ ダイコン

３年生 ・・・ スイカ ･ カボチャ ・ キュウリ ・ 落花生

４年生 ・・・ トマト ・ スイカ ・ ジャガイモ ・ カブ ・ ダイコン ・シイタケ

５年生 ・・・ 米 ・ ズッキーニ ・ 落花生 ・ ダイズ

６年生 ・・・ ダイコン ・ 二十日大根

特別支援学級 ・・・ トマト ・ キュウリ ・ オクラ ・ ジャガイモ ・ ダイコン



①野菜づくり

（１）地域の方々から直接学ぶ 知恵や工夫

＜4年生の事例より＞



＜4年生 トマトの茎の縛り方＞

6月中旬
育ってきたキュウリやトマトの茎

が倒れてからんでしまった。

どうしよう？



＜4年生 トマトの茎の縛り方＞

7月3日
地域のおじいさんが，茎を痛めないよう
な縛り方を教えてくださった。 (８の字）



＜害虫被害の予防＞
二十日大根の害虫につい

て教わる。

ＪＡの方からトマトの支柱の立て

方や茎の固定を教えて頂く。

＜5年生の事例より＞



知恵や工夫を

学ぶ



②お米作り

＜5年生の事例より＞

４月、農業指導員の方か

らお米作りを教えていただ

いて，餅米作りに挑戦する

ことに決めた５年生。

５月２４日 田植え

「苗が倒れないように植えるにはどうすればいいの？」



７月１８日 水見･田の草取り
この時期のイネにとって水は命。
田んぼの水の深さに注意して。

これを参考に。
この時期は４㎝
くらい。



７月１８日 水見・田の草取り

イネに似ているけどこれは雑草。

草にも名前があるんだよ。



１０月４日 稲刈り

鎌の使い方・束ね方・稲の縛り

方・はざかけの工夫・落ち穂拾

い等も教わりました。



１０月２２日 販売 子ども達が作ったお米を楽

しみにしていてくださるお家

の方々や地域の方々。

販売活動用の約１００㎏の

餅米は，あっという間に完売。

知恵や工夫を教わる

そして

感謝と満足感





＜4年生・1年生合同の事例より＞

○5月10日

長谷溝口地域おこし隊の方々に、

菌打ちや栽培の方法を教えて頂く。

・日陰に置いて乾燥させないこと

・ほだ木に毎日水をかけること

③ 椎茸の栽培



７月

休みの日も自分達で

当番を決めて，水やり

をしてきた4年生の子ど

も達。

ところが



溝口地域おこし
隊の方々にどう
したらいいか，
聞いてみよう！

「椎茸栽培場」が
老朽化で
壊滅状態・・・。



11月1日

椎茸栽培場
改修

溝口地域おこし隊

のみなさんと共に，

４年生が活動。

地域の力



1年生は，
収穫したサツマイモをふ
かして，感謝の気持ちを
伝えました。

和やかな地域の方々と
の交流ができました。

感謝の心 知恵を
学ぶ



５月１３日

④全校よもぎ採り (地域の高齢者の皆様と共に）

交流学習，給食の食材へ
も提供。（よもぎ蒸しパン）

感謝の心



（２）おすそ分けで人とつながる 満足感と自己肯定感



おすそわけの活動事例

○なかよし学級同士でのおすそ分け
・ ７月 ２年生から４年生へ「キュウリの漬け物」
・１２月 ４年生から２年生へ「豚バラ大根」(煮物）
○全校へのおすそ分け

・ ７月 ４年生から「ポテトチップス」

・ ８月 ５年生から「ゆでトウモロコシ」

ハツカダイコン

・ ９月 ３年生から「ゆで落花生」

「ピザ、スイートポテト、スイカ」

・１１月 １年生から「ふかし芋」

・１２月 ６年生から「おでん」

○家庭へのおすそ分け その他



＜６年生の取組より＞ ９月６日 ダイコン作ろう！



＜６年生の取組より＞

収穫 １１月２８日



１２月２１日
６年生 収穫したダイコンでおでんパーティ

おでんを全校におすそ分け



おすそ分け活動の子どもの感想より

(６年）

自分達が育てた大根をおでんパーティで

思う存分ダイコンを味わって、さらには下

級生にも振る舞いたいと思っていた。

全校へ呼びかけたら，大勢が集まってき

てくれてうれしかった。「ありがとう。おいし

かった。ごちそうさま。」という言葉で、予想

しなかったほど気持ちが良かった。 満足感

思いやり



おすそ分け活動の子どもの感想より

（３年）

・スイカを夏休み中にプールにきていたほ

かの学年の人にも分けてあげました。甘く

ておいしかった。ほかの学年にもあげれて，

喜んでくれて嬉しかった。育ててよかった

なと思った。

（２年）

キュウリの浅漬けがおいしかった。家に

持って帰ったときもすぐに浅漬けにした。

お父さんお母さんも「おいしい」「みずみず

しい」と言ってくれてうれしかった。

（４年）

私は、お母さんと一緒にぶたばら大根を作りました。
学校でとれた大根を使いました。１度，４年生で
も作っていたので２度目の調理です。

いよいよ調理開始です。最初に大根を乱切りにす
る時、学校で切ったときよりも上手にできませんでし
た。ですが，ちょうど良い大きさになりました。その
後、炒めたりした後・・・完成。

夕食に出してみると，お父さんとお母さん大
絶賛。

「おいしいー。」

「また作ってね。」

などと言ってもらえてうれしかったです。また
作りたいです！



長谷中学校の活動を身近に
感じ，日々感謝しながら、給食
を頂いている。

中学校をお手本に，小学校でも
取り組んでいる。

１１月２日
かやく汁

（３）給食への食材提供
「食」への意欲・喜び・自己肯定感



←１・４年生が収穫したシイタケ

↑６年生が収穫したダイコン

食材例



○４月 活動スタート時の願い

「去年、ジャガイモが全然とれな

かったから，今年はたくさんとり

たい。」 (３年男児）

＜特別支援学級の取組より＞



○４月 活動スタート時の願い

「去年、ジャガイモが全然とれな

かったから，今年はたくさんとり

たい。」 (３年男児）

「ジャガイモを育てて，給食セン

ターにおすそ分けして，大好き

なじゃがまる君を給食に出して，

全校のみんなに食べてもらい

たい。」（６年女児）

＜特別支援学級の取組より＞

※「じゃがまる君」はメニュー名。



７月１０日
ジャガイモ収穫



７月１１日

給食センターへ手紙を添えて
持って行きました。



いつもおいしい給食ありが
とうございます。ひまわり組
でとれたじゃがもです。じゃ
がまる君を作ってください。



８月２４日

じゃがまる君



○子どものつぶやきより

＜ ３年Ｈ児(特別支援学級在籍児）のつぶやきより＞

・朝、登校時に玄関にて

H児：「今日の給食には俺たちが作ったじゃがいもが出るんだよ」

･給食時の教室にて

３年：「これ、ひまわりさんが作ったジャガイモだって。」(じゃがまる君）

Ｈ児：「そうなんだよ。これ，俺たちが作ったんだよ。

みんなに食べてほしいんだ。」

３年：「Ｈくん，おいしいよ！」「ありがとね。」



（４）日常的な活動として 関心・意欲・喜び

＜３年生の取組より＞

７月１３日 始業前

「先生！スイカの赤ちゃんが

できてるよー！」



毎朝、楽しそうに、畑に通
う姿が見られた。



２年生

１年生

活動の様子



４年生

３年生



６年生

特別支援学級



（５）その他
〇「お弁当の日」の取組 １０月１日



○食育川柳応募 (伊那市食育川柳 特選）

６年 竹元 橙子さん 作

「なぜだろう 母のみ出せる 味がある」



•育てるの みんなでやると 楽しいよ

•草取りは 野菜のための 命だよ

•たがやすとき 重いなむずかしいな コツつかめん





３ 成果と課題

①地域の方々と関わり、直接学んだことにより，知恵や地域の方々

の生き方に触れることができ、感謝・尊敬の気持ちが自然と生まれ

てきたこと。

②「誰かに食べて喜んでもらいたい」それが自分達の喜びになり，

更なる意欲につながっていったこと（満足感・自己肯定感・意欲）

③作物栽培に関わる活動が，生活の中において自主的で日常化した

活動になった姿が見られたこと（意欲）

（１）成果



（２）課題

①「食」に関わる活動が，子ども達の充実感や満足感につながるよう

に、さらに地域とのつながりを大切にしながら活動を継続させていき

たい。

②安全、命等、子ども達の食に対する意識を育むために、学校栄養

士との連携をより深め、小学校の給食実情を共に考え、食への意識

向上にむけて取り組んでいきたい。



ご静聴 ありがとうございました。

長谷小学校



＜２年生の取組より＞

○日記より

1~3時間目にやきいもをしました。最初に小枝

を入れて、その間に新聞紙を入れました。そし

て、火をつけると、ボワッと燃え上がり、燃え

続けました。すごく燃えてきて、おいもを新聞

紙に包んで、炭の中に入れて、炭をかぶせまし

た。1時間後に見て見ると、焼けていました。

みんなで食べました。ホクホクでおいしかった

です。○○君とも交換しました。自分たちで育

てたさつまいもは、すごくおいしかったから、

今度のスイートポテトも楽しみです。


