
暮らしのなかの食  

北小みんなで高遠そば作り 

高遠北小学校 



ねらい 

○地域に伝わる伝統的な食文化 

○家庭・地域とのつながり 

○実体験 

    育てる・収穫する・調理する・いただく 

○「暮らしのなかの食」を実感 

○自然への畏敬、地域への愛着、 

        食への感謝の心 



        活動内容 
 

さつまいも栽培 
「マラソン大会」で 
焼き芋にして味わう。 

 ６月 苗うえ 
 ７月 草取り 

   ネットはり 
 ８月～９月草取り 
１０月１６日 収穫 

じゃがいも （全学年） 
ズッキーニ  にんじん   
トマト  きゅうり  カボチャ 
とうもろこし 大根 スイカ 
さつまいも  こんにゃくいも 
なす ピーマン セロリ 
オクラ  アイシンク 
フレンチブレックファースト 
バケツ稲  

   高遠そば作り 
 
１・２年 高遠みそ用 
     大豆 
３・４年 辛味大根 
 
５・６年 そば 
     内藤とうがらし 



 
教育課程編成について 

 
１ 日常化を目指して 

  育っていく作物に対して愛着がわき、食物を
いただくという心を育てていくことを大切に・・・ 

  

① 朝の時間の活用 日課表への位置づけ 

  

② 農地を教室からできる限り近くに確保 

   

 



２ 各教科との連携 

  作文  絵 

  地域の歴史学習 

  畑の広さ 種の量など 

 

生活科・総合的な学
習の時間・国語・図
工・社会科・算数等、
教科性の面からも考
えていく。  



「高遠北小といったら高遠そば」 

 ３ 地域との連携 信州型コミュニィティースクール 

  高遠そばの歴史を知り、 

  人とのかかわりを通してその生き様に触れる。 

                   

                     

        

 

 

        自然と暮らしの循環を実感 



活動の様子 

１ 縦割り班活動 「さつまいも栽培」 

６月５日 
６年生に植
え方を教え
てもらいなが
ら一人１本
苗植え 

７月 
草取り 
猿・鹿対策 

６年生を中心に
ネットはり 

１０月１６日 
さつまいもほり 
例年より豊作 
 
ポイントは・・・ 

猿に食べられ
る前に収穫 

「食べられる
からお家に
持って帰る
の。」 
 
くきも大切に 



２ 各学級の活動 
     
      
 
 
 
 
 

夏野菜 自然あふれる 味が好き

じゃがバター 
 
あつあつ 
   ほくほく 

ズッキーニ
炒め 
 
全校へ 
 おすそわけ 

ズッキーニと
じゃがいも料理 
 

包丁は慎重
に・・・ 

 おいしい顔 
 

やっぱり自分た
ちで作って食べ
るって最高！ 

各学級で夏野菜の収穫をし、調理をして味わっ
た。全校におすそわけをした学年もある。 



＜児童の日記より （４年）＞ 

 じゃがいもを使って３つの料理を作りました。最初
に肉じゃがを作りました。二日目は、ポテトサラダを
作りました。今日は、じゃがバターを作りました。特
に、一番おいしかったのは、肉じゃがでした。「おか
わり。」と言っておかわりをしてしまいました。じゃが
バターは「あつ！」と言って、とても熱かったです。ポ
テトサラダは、いろんな物が入っていて、これもおい
しかったです。他に、さつまいも・大根・野沢菜は、ま 
だ、食べていません。おいしく食べら 
れるといいです。じゃがいも料理は、 
おいしくできて良かったです。 
 
 



 ＊給食への提供 

給食の   おかずになったよ  じゃがいもさん

変身 

＜お届けしたじゃがいも＞     ＜フライドポテト＞ 



３ 高遠そば作り 

                 「高遠そば」とは・・・     
                    保科正之公 
                  高遠→会津地方へ 
                   
                  辛味大根の搾り汁 
                  焼き味噌 
                  素朴な味わいのそば 
 
                   
                  高遠←会津地方から 

焼き味噌と辛み大根でいただく「高遠そば」は、
二代将軍秀忠の子、保科正之が会津地方へ伝
えたといわれています。辛み大根の搾り汁に焼
き味噌をといたつゆ、実に素朴な味わいのそば
は、江戸の時代から食べられていたといわれま
す。 
 平成9年、姉妹都市の会津若松市に高遠町の
みなさんが訪れたとき、かの地に「高遠そば」な
る蕎麦を見つけました。 
 しかし本家の高遠には、「高遠そば」の名前も、
食べ方も忘れさられていました。「高遠そば」は
食べ方も名前も昔のままに、脈々と会津地方に
残っていたのです。 
 平成10年に本家高遠町で「高遠そば」の復活
を目指して旗揚げがされました。 
 引用：伊那市公式ホームページ 
     伊那市観光協会公式ホームページより 
 

作ろうよ 高遠そばを 全校で



     信州型コミュニティースクール 

                 地域コーディネーターさんに相談 

畑はどうする？ 

学校の畑のすぐ上
に畑を借りられるこ
とに！ 

「高遠北小といったら高遠そば」 
 その実現に向けて 課題とその対応 



そばや辛味大根
の育て方、味噌の
作り方は？ 

地域の方々から
教えていただける
ことに！ 

もしもし・・・ 
育て方を教
えていだたけ
ますか？ 

「高遠北小といったら高遠そば」 

      その実現に向けて 

                  課題とその対応 



「そば」は微量でもアナ
フィラキシーショックなど
の重篤な症状を引き起こ
しやすい食物 
 

事前の調査を厳重に行う。（２回） 
年度当初と高遠そば作りの前 

年度当初の調査ではアレル
ギーのある児童はいない。 

（２回目の調査を行い厳重
に確認をする） 

「高遠北小といったら高遠そば」 

      その実現に向けて 

                  課題とその対応 



○畑の準備をしよう 

お借りできた畑 
  ５・６年生中心に 
  草取り 石拾い等 
＊大豆、そば用の畑  
  にする。 



大豆を育てて高遠みそを作ろう １・２年 

種まき 
 大豆さん 
   芽が出てね 

ところが・・・ 

たいへんだ！ 
芽をほとんど食べら

れてしまった。 

○６月 大豆の種をまこう 



○７月 大豆の苗を植えよう  

ポットに種をまき、苗にしてから定
植し、周りを網で囲もう ・・・ 



○７月 高遠みその作り方を知ろう 

長藤の農産物加工所に出かけ味噌作り見学・体験 



順調に育つ  
大豆とそば 

 



○９月 大豆の実が食べられてしまう 

３年生のとうもろこしも・・・ 



この大豆には まだ命がある！ 

そえ木をしよう！ 



＜１・２年生の意識＞  

    「せっかく大きくなっていたのに・・・」 
    「残った分を食べればいいよ。」 
 

３年生は、その日のうちにとうもろこしを収穫 

「猿は作物がおいしくなった時をよく知ってい
るね。」 

＜５・６年生の意識＞  
  （大豆の横には そばが植えてある） 「ネットを補強しよう。」 



    辛味大根を育てよう ３・４年 

     地域講師 
 
高遠そばの薬味にする。 

給食センターで使ってい
ただく。 
直売所で販売する。 

○８月 辛味大根の種をまこう 



畑のおおよその形→直角三角形   
実測してみよう→底辺２０ｍ 高さ４０ｍ 
２０×４０÷２＝４００  
伊藤さんにお聞きすると種は１０aあたり４kg 

→ ４kg×４／１０＝１.６kg →約２kg必要  

ＪＡに何ｋｇのそばの種をお
願いすればいいのだろう？ ？？？ 

    そばを育てよう ５・６年 

面積や割合等、算数で学んでいることが日常の生活の中で生きる 

○７月 そばの種を準備しよう 



○７月 そばの種をまこう 

校長先生も大活躍！ 





○１０月 そばの刈り取り 

ＪＡの方 



○１０月 高遠そばの歴史を知ろう ３～６年総合的な学習の時間 

  ＜児童の感想より＞ 
そばの歴史に驚きました。私たち
は前にそばを作ったことがありま
す。そのときに保科正之公が会津
若松にそばを伝えたという高遠そ
ばの劇をしました。お話をお聞きし
て、高遠そばというものは、もとは
本山という所からそば切りというも
のができたからなのだと分かりま
した。お聞きした話は、どれもため
になりました。また、高遠そばを食
べてみたいと思いました。  



○内藤とうがらしを育てよう 

○高遠町歴史博物館長さんが手配し  
てくださった苗を育てている。 

○昨年の６年生が残していってくれ 
た種をまき苗にして育てている。 



○職員の意識の変革 

そば打ち講習会 

エピペン講習会 

・食を通して、地域の歴史、地域の方や地域
の土地利用、他地域の関わりに触れることが
できている。 

・野生動物被害があったとき、どんな対応をし
ていけば良いか話し合う機会を設け、子ども
達の学びにつなげた。 



高遠そば作りの日 決定！ 

１１月２０日（金） 
「みやのはら祭り（児童会まつり）」 
  

それまでに  ５・６年生は そば打ちの修業をしよう！ 



    もっと  
細くてながいそばを
打ちたい！ 
 



今後の活動 

 
 
☆そばアレルギー調査 １１月上旬 
  （２回目の調査） 
   
  年度当初の調査では ０人 
  
 
             

                               



☆１１月２０日（金） 
みやのはらまつり（児童会まつり）   
 
       高遠そば作り 
 
＊お世話になった地域の方をご招待 



成果 

①自分たちで食材を大切に育て、収穫して 
  味わう喜びを感じることができた。 

②自分たちが育てて作ったものを他の人    
  にも喜んでいただくことができた。 

   （全校や保育園の友だち・給食への提供等） 

③高遠そばの歴史を知り、 その道に携わっ  
  ている地域の方々とのかかわりを通して 
  その生き様に触れることができた。 



① 命を感じる 心の育ち 
 
② 食事をいただく という自覚 
 
③ ふるさと高遠への愛着 



①「そば」は微量でもアナフィラキシー  
  ショックなどの重篤な症状を引き起こ 
  しやすい食物である。 
 
   
  

課題 



②さらに 児童の主体的な活動にする  
                    ために 
（日常化めざすため 日課表への  
 位置づけ、農地の確保等をしたが・・・） 
 



③猿、鹿などの野生動物が畑の作物 
  を食べてしまう。 
 保護者・地域の方のお力もお借りして畑の周辺をネットで囲 
 んだが、ネットを乗り越えて畑に入ってくる。 
  ＊児童の意識   
   野生動物を全く寄せ付けないということではなく、野生動  
   物との共存という意識がある。残った分を自分たちがいた  
   だくことが日常である。 
 

  



「高遠北小といったら高遠そば」 


