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1. 大学院「教材開発研究特論」での試み

本論文で報告する「食の教材化」は、２年前に

本論文は、大学院授業「社会科教材開発研究特

始まる。取り組みの動機は以下の通りである。

論」（社会科教育専修１年生後期必修）を中心に、

先ず、「いのち」を育む安全な「食材」の生産

教員と大学院生が共同で取り組んだ教材開発研

・加工・流通・消費の確保が、現代社会の重要テ

究成果の一部である。
「社会科教材開発研究特論」では、数年間かけ

ーマであるとの判断があった。私たちが、「食の

て一つのテーマを継続的に教材開発から授業実

教材化」に関心を寄せた直接的要因は、2001 年 9

践による検証作業等を行い、大学院生の教材発掘

月、日本で初めて BSE(狂牛病)の発生が確認さ

や教材解釈能力、授業構想及び授業実践・授業評

れたことにある。私たちの食卓、食品加工流通業

価能力等の育成を主たるねらいとしている。大学

界、畜産業に大きな衝撃が走った。また、前後し

院生の実践的指導力育成に重点をおいた授業科

て日本を代表する企業による食品表示偽装問題、

目であり、大学院カリキュラムの一つの柱であ

中国からの残留農薬野題等、私たちが日々食する

る。

食材の生産・流通システムが、根本的におかしい

先行事例を挙げると、例えば中学校歴史的分野

のではないかという危機感や怒りを抱く出来事

近現代史の教材開発研究として「韓国併合」を取

が相次いで起きた。「食」は現代社会のシステム

りあげ、新潟市内の中学校での実験授業を通して

や私たちの生活の在り方を考える重要なテーマ

教材化の有効性を検証する実践的活動に４年間

であり、切り込み材料になると判断したのであ

取り組んだことがある。

る。
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３．「地産地消」をキーワードとする小・中・高

また、学校教育そのものの中にも、「食の教材

一貫の授業計画

化」を促す要因があった。一つは、「総合的な学
習の時間」の創設とともに、特に小学校では「食」
と「農業」のつながりを見つめ直そうという「食

以上のような状況の中で、過去２年間の「食の

農教育」の実践が多く見られるようになったこと

教材化」研究を受け継いで本年度の研究に取り組

である。「総合的な学習の時間」の総合季刊誌『食

んだ。過去２年間の成果は、文部科学省教職課程

農教育』（農文協）が刊行されたのは 1999 年の

における教育内容・方法の開発研究報告書『修士

ことである。そこでは、「総合的な学習の時間」

課程における教科専門と教科教育との内容的な

のねらいに「食農教育」が最も近いものであると、

連携協力の在り方』（2001 年度及び 2002 年度）

その意義が、次のように説明されている。

に掲載した。本年度はそれらの成果を踏まえて、

「『総合的な学習の時間』に、地域と結んだ食

３名の院生が小学校「総合的な学習の時間」、中

と農の学習は最高の学びの場を約束してくれる

学校社会科「公民的分野」、高等学校公民科「現

に違いない。なぜなら食は、子どもの興味関心を

代社会」の内容を想定して、「食の教材化」に取

おこしやすい最も身近な生活行為でありながら、

り組むことにした。中でも、近年注目を集めてい

人間のいのちの源だからであるからだ。食と表裏

る「地産地消」をキーワードにする授業構想を目

をなす農をつなぐことによって、自然の中で自然

指した。
小樋山寿幸は、小学校「総合的な学習の時間」

に働きかけて生活糧を得るという、有史以来の＜
生活の根源＞を学ぶことができるのである。」

を想定して、新潟県五泉市を中心とする「地産地

（『出版ダイジェスト』第 1866 号、2002 年 4 月 11

消」の授業を構想した。
高橋繁史は、中学校公民的分野において、新潟

日、１面）

「消費者の食料に関する知識や農業に関する関

県見附市の学校給食事業を事例に、食のネットワ

心が低下するなど、『食』と『農』の距離が拡大」

ークを「戦略的ネットワーク」として捉える構想

（農林統計協会『図説

を提案した。

食料・農業・農村白書

平

成 12 年度』平成 13 年 4 月、2 頁）しているとの

そして、金丸栄一郎は高校公民科「現代社会」

認識は、近年、広く日本社会でも共有されつつあ

の内容を想定して、出身地山形における「地産地

り、学校教育における「食農教育」推進の要因と

消」から食糧生産と輸入問題に迫った。
それらの構想を、論文としてまとめるために、

なっている。
更にもう一つは、食を通じて子どもの食生活習

１０月から１月までの期間に数回にわたって検

慣の形成や心身の健全な発達をねらいとする「食

討会を組織した。また、これらは単元構想レベル

育教育」への関心がある。偏食・過食による生活

での成果発表であり、実践を通しての検証が為さ

習慣病の低年齢化、過度の痩身願望による誤った

れていない。しかし、小学校・中学校・高等学校

ダイエットによる心身の異常、家庭機能の低下に

の社会系教科もしくは「総合的な学習」における

よる「個食（孤食）化」等、子どもの食を巡る様

「食」（地産地消）をテーマとする授業実践に向

々な問題が指摘されている。数年前から、文部科

けた具体的な提案であると評価できる。

学省（文部省時代から）は食の指導を専門に担当

尚、本論文作成に当たっては、宮薗・児玉が論

する教諭の配置を検討してきたが、中央教育審議

文全体の指導を行っており、それらの内容構成等

会は 2004 年 1 月 20 日に、児童・生徒に食に関す

に対する責任はこれら２名に属するが、第１章か

る指導を行う「栄養教諭」免許状創設の答申を行

ら第３章は、それぞれ３名の院生が分担執筆した

った。この答申を受けて、文部科学省は、2005

ものであり、彼ら院生の独立論文でもあることを

年度からの『栄養教諭』創設を目指しているとい

明示しておく。

う。（『日本教育新聞』2004 年１月 23 日、１面）

（担当：宮薗衛）
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第１章 小学校総合的な学習の時間における｢地産地消｣の教材化とその単元構成について
このように、消費者ニーズの多様化、農業所

１． はじめに

得拡大を主とした生産者の思いを背景として、
*i

行政やＪＡが「地産地消」運動を推進している

２年次教材開発研究において、伊藤典夫 が
*2

「『地産地消運動』構想に向けて」 と題して、

ととらえてよい。また、県 農林水産課では、地

既に「地産地消」を取り上げている。ここでは、

産地消の取組を促進する目的で、「にいがた２

彼の主張を踏まえつつも、実際的な課題とし

１地産地消運動」と名付けた運動を展開してい

て、学校現場において、「地産地消」をどのよ

る。当該運動では具体的に次のような取組を行

うに総合的な学習の時間の学習材化していく

っている。

かを主張の柱とする。したがって、「地産地消」

・地場物情報の提供

のメリット・デメリット、その思惑や背景をう

・イベント情報の提供

がった姿勢でとらえるのではなく、「地産地

・会報誌の発行（「ときめきメッセージ」）

消」の学習を通して、子どもたちを取り巻く

・地産地消ネットワーク会員の募集

「食」を見つめ、自らが「食」の在り方を考え

・シンボルマークキャッチフレーズの募集を行

ようとするきっかけを得るものとして「地産地

っている。（※農林水産課ＨＰ参照）

消」を価値付けたい。

このように、県民に「地産地消運動」につい

ところで、本稿では、筆者が勤務する学校と

ての理解と周知をねらい、より活発に生産地域

の関係上、特に五泉市での「地産地消」の具体

を中心とした地産地消が展開できるようにサ

的例を重点的に取り上げる。

ポートしている。

２．「地産地消」に関する素材研究

（２）五泉市における「地産地消」の取組の概
要

（１）「地産地消」の取組の概要

１）行政の取組

新潟県では、県の農林水産課が中心となって
地産地消を展開している。

五泉市における地産地消運動の窓口は農林

*3

課である。農林課は地産地消運動に対して、中
心となって運動を推進する役割を担ってはい

その取組の背景及び意図を次のように整理
できる。

ない。また予算的なサポートはない。（Ｈ１５

・「新鮮・安全で生産者を身近に感じる地場産

年度現在）ただし、地産地消運動の一つである

農林水産物のニーズが高まっている」【消費者

直売所の運営に関してサポートしている。ただ

の要望・需要】

し、

・「生産者は産地間競争の激化や水田を活用し

具体的なサポートの内容は次の通りである。

た大豆・園芸作物などの生産拡大による複合営

・直売所を運営する組織・グループ間の連絡

農の確立を図るため、広域的な事情流通に加

調整

え、地元市場との連携による生産・流通や、食

・他県、他地域の直売所視察の手配と同行

品産業との連携による販路の確保など、地域内

今後、地産地消運動の展望として、学校給食

流通の拡大を期待している」【生産者・ＪＡの

への食材の充実をあげている。現在の学校給食

思い】

は、センター方式であるため、形等の制限から

・これらを実現するために、「地元小売業への

十分な数量の食材を提供できていない。今後、

供給の中心である地元市場や、大量の原材料を

自校給食方式に変更されていくことにより、今

使用する食品産業、生協、直売、学校給食など

以上の数量を食材として提供することが可能

多様なルートを通じて、地域で生産された農林

となる。数量の増加によって、地産地消運動を

水産物をその地域内で消費する、地産地消の取

進めていくことになると話している。

組を推進する」。【行政・ＪＡによる共同】

ところで、五泉市の直売所の主な場所は２か
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３）五泉市の直売所の実態

売所である。もう一つはＪＡの本所が置かれる

ＪＡ五泉よつば内に設置されている直売所

旭町にある。（※いずれもＪＡの施設）五泉駅

の様子を紹介する。

前の直売所は、月・水・金（午前中）、本所の
直売所は、毎日（午前９時から午後４時まで）
営業している。いずれも生産者が当番制で運営
している。これら以外にも、個人あるいはグル
ープによって市内の各地（特に生産者の私有
地）で直売所が設けられ、産地の野菜が販売さ
れている。（※五泉市農林課関谷さんより聞き
取り）
２）ＪＡの取組
五泉市における地産地消運動は、①学校給食

上写真のようなポスターが、入り口のガラス

への食材の提供②直売所での販売の２点で進

に貼られている。これは直売所で販売する品物

められている。学校給食に提供される食材（野

のよさをアピールしている。ポスター中央に、

菜）は、さといも、ねぎ、れんこんの３種類で

販売する野菜の付加価値を伝える 3 つのフレー

ある。これらの野菜はいずれも県内シェアのか

ズが見られる。

なりを占める。このことから五泉市の特産物と

●取れたて新鮮

言えよう。直売所で販売される野菜は、上記の

●有機質肥料たっぷりで安全

３種類に加え、キャベツなど多品目にわたる。

●低農薬使用で安心

五泉市で地産地消が行われる背景には、次の

店内には、「誰が、何を育て、販売している

２点がある。①消費者に新鮮で、安全な物を提

のか」がお客さん（消費者）に分かるように顔

供したい。（安全性とそれを特徴とすることに

写真付きで表示されている。【写真１】すなわ

よる販売の拡大）②中間コストの削減による農

ち、「生産者の顔の見える」野菜を販売しよう

業所得の拡大。つまり、流通コストを省くこと

とすることで、生産者を明らかにし、消費者に

で市場価格より低コストで消費者に提供でき

安心・安全をアピールし、販売へつなげようと

ると同時に、生産者の利益も拡大させることが

していることがうかがえる。

できる。ただし、地産地消によって消費される

ところで、店内の広さは１０から１２畳程度

量は多くないために、多量に出荷できないとい

である。両脇に大人の目線程度の高さの棚が備

う問題点も抱える。

え付けられている。そこには、野菜をはじめ、
リース、納豆、醤油ご飯等の手作りの品物も並

ところで、全国的に野菜の安全性は注目され
るところである。この点について、五泉市の農

べられていた。中央にかごが置かれ、大ぶりの、

産物も例外ではない。「栽培履歴」の作成、「肥

見るからに新鮮な大根、白菜、キャベツ、ほう

料を少なめにする」「農薬調整（減農薬）」に

れん草などが、その中に入れられていた。価格

よって、安全性の維持・管理をしている。

もかなり低く設定されている。したがって、消

五泉市で生産されるさといもは、県内だけで

費者にとっては買い求めやすいだろう。（※市

なく、県外でもその評価は高まっている。なぜ

内スーパーで同等の大根の値段を比較したと

なら、丸さ（形のよさ）、白さ（色のよさ・見

ころ、その価格は直売所のおよそ倍であった。）

た目）、煮くずれしない（調理のしやすさ）と

生産者の方は、「何よりも新鮮さが一番だ」

いった特徴を持つからである。（※ＪＡ五泉よ

と強調されていた。また、お客さんに来所数を

つば徳永さんより聞き取り）

尋ねたところ、「品物が安心だからときどき
（週２回）は買いに来る。」そうだ。
数多くのお客（消費者）のニーズに答えるほ
どの豊富な品数、量は十分とは言えないが、新
12
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鮮さを分かってほしいのです。」

鮮さ、安心さ、安全性の高さはそれぞれの野菜
からも伝わってくる。また、取り交わされる会

このお話から、①地場物のよさを子どもたち

話からも、売る側、買う側の間に温かなコミュ

に伝えたい。②野菜の新鮮さを味わわせたいと

ニケーションが築かれているようにも感じら

いう願いを読み取ることができる。

れた。（甘酒をごちそうになりました。）

また、学校給食に使用される地元産の野菜の

このように、直売所は、生産者が生産物のよ

数はまだそれほど多くない。なぜなら、必要と

さをアピールし、販売を拡大しようとする場所

する野菜が年間を通してとれなかったり、他の

であるとともに、消費者との心的な距離が縮ま

生産地の野菜の方が安かったりするからだ。例

り、買うことが楽しくなる空間とも言えそう

えば、じゃがいもは北海道産を使用することが

だ。

多い。それは大量に生産されることから、給食
の食材として多く使用できること、大量生産さ
れることで食材のコストが低く抑えられるか
らである。つまり、地元産の野菜を多く使用し
たいとの願いは持っているが、給食として使用
する量の確保、価格の問題が障害となっている
のである。また、給食センターの皮むき器など
設備上の問題から、規格外の地元野菜を使用で
きない実態もある。
ところで、前出の佐藤栄養士さんは、五泉産
の野菜には和風の食材が多いことから、子ども

【写真 生産者の「顔」の見える販売】

たちに敬遠されないよう、洋風の味付けをする
ことで、食べてもらうよう努力しているとい

４）地産地消運動と学校給食センターのかかわ

う。五泉の食材を利用したメニューには、さと

り

いもスープの他、れんこんの「ぱりっとれんこ
五泉市は学校給食センター方式によって、児

ん揚げ」がある。こうした願いと努力によって

童生徒の給食を調理している。給食の食材とし

五泉市の学校給食は支えられている。

て、主に野菜を中心に五泉市で生産されるもの

ちなみに、五泉市の給食残飯量は、県内でも

が使用されている。例えば、さといも、ねぎ、

多いほうである。これについて、佐藤栄養士さ

れんこん、キャベツ、大根などである。これら

んは、食材に手がかけられないこと（つまり、

五泉産の野菜を学校給食に利用する背景には、

子どもの口に合わせて小さく切ったりできな

ＪＡが進める「地産地消」運動とのかかわりは

いなど）、給食の運搬時刻が定められているた

大きい。五泉市における「地産地消」運動の概

め、十分に食事の時間を確保できないことを話

要については前項を参照されたい。ここでは、

されていた。もちろん、佐藤栄養士さんの話さ

それらの野菜を積極的に使用する学校給食セ

れたこと以外に、子どもたちの好き嫌いも、原

ンターのねらいを明らかにしたい。

因の一つにあげられよう。

学校給食センターの佐藤栄養士さんは、次の
ように話す。

３．「地産地消」を学習材とした総合的な活動

「学校給食で五泉の野菜を積極的に使用する

の時間の

のは、地元のものを子どもたちに食べてほしい

単元構成

からです。特に、五泉のさといもは、他のとこ
ろと違い、色は白いし、ぬめりもあるし、本当

（１）単元名「子どもたちと食」

～パート１

においしいです。また、農家のみなさんは朝取

ふるさとの食に目を向けて「地産地消」

りの野菜を持ってきてくれます。本当に新鮮な

～

んです。それらの野菜を味わうことで、その新
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2004年

３）食を見直す窓口となる
地産地消から、「食の安全・安心」と「地場

げる価値
１）子どもたちに身近な学校給食のメニューか

物の利用」に着目させる。これらを手がかりと

ら

して、自分たちの毎日の食事を見直していくこ
「さといもスープ」。これは、五泉市の学校

とができる。コンビニで買ってきた弁当であっ

給食の新メニューで、さといもを使ったメニュ

たり、外国から輸入した物を食したりしている

ーの募集から選ばれた一品である。さといもに

ことに改めて気付くだろう。それらの事実か

限らず、市で生産される農産物が学校給食の食

ら、食品添加物、残留農薬問題や、それらを毎

材として使用されることが多い。使用される野

日食べることによる体への影響を追究する学

菜を紹介するお便りも併せて配布されている。

習が期待できる。

これは、五泉市に限ったことではなく、以前、
テレビで紹介された津南町を始め、新津市など

（３）単元のねらい

多くの市町村で行われている。このような、地

・地域で生産され、給食の食材として使用され

域で生産した農産物を学校給食の食材として

る野菜に着目し、それらが給食の食材として使

提供されるのには、子どもたちに地場物の、新

用され、「五泉」の名前

鮮で安全、そしておいしい野菜を食べてほしい

なる理由を調べることを通して、「地産地消運

という願いがある。地場物の特産物をより多く

動」が実施されていることがわかるとともに、

の住民に知ってほしいということもあるだろ

消費者に安全で新鮮な野菜を提供しようとす

う。

るＪＡの取組や地域のおいしい野菜を提供し

がついたメニューと

たい給食センターの願いがわかる。

子どもたちが毎日食する給食から、地域で生
産される野菜とそれにかかわる生産者の姿、上

・他地域の給食のメニューに着目し、他地域で

述のような地場物を提供したいという願いに

行われている地産地消運動の実態を調べるこ

触れることができる。

とを通して、消費者のニーズ（安全・新鮮）と
それに応じた生産者の取組と生産者の願い（減
反のための園芸農業などへの転換による農業

２）地産地消運動から学べること

所得の確保）がわかり、日本の農業生産につい

学校給食に地場物の野菜などが食材として

て考えようとする。

提供されることは、「地産地消運動」の一つの
取組である。「地産地消」とは、「地域で生産
したものを地域で消費する」ことである。その

（４）「地産地消」を通して身に付けさせたい

背景には、消費者の「新鮮・安全で生産者を身

見方・考え方

近に感じる地場産農林水産物」に対するニーズ

１）「地産地消」運動が行われる背景

が高まってきていること、生産者の「産地間競

・消費者が新鮮・安全で生産者を身近に感じる

争の激化や水田を活用した大豆・園芸作物等の

地場産の農林水産物を求めるようになってき

生産拡大による複合営農の確立を図る」ことを

たこと。

目的とした「広域的な事情流通」と「地元市場

・生産者が、産地間競争の激化や減反のための

との連携による生産・流通や食品産業との連携

水田活用を背景として、水田を活用した大豆・

による販路の確保」などの「地域内流通の拡大」

園芸作物等の生産を拡大し、複合営農を確立し

への期待がある。

たいと願っていること。

学校給食を手がかりとして、地産地消運動へ

・そのために「広域的な事情流通」と「地元市

学習を進めることで、県内の地産地消の実態と

場との連携による生産・流通や食品産業との連

ともに、地産地消の背景である①食への安全・

携による販路の確保」によって地域内流通を広

安心を求める消費者のニーズ②生産者の実態

げていこうとすること。

と日本の農業の現状へと迫ることができる。
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2004年

２）地産地消運動の実態

食している物に関心をもつとともに、生き物の

・地産地消が生活地域だけでなく、全県的に取

命のつながりを意識した食生活を送ることが

り組まれていること。それには、行政とＪＡが

大事ではないだろうか。

共同して取り組んでいること。

＜註＞

・地域には地産地消運動にかかわる取り組みが

*1新潟大学教育人間科学部教育学研究科平成 14 年

あること（直売所の営業とそこでの販売や学校

度在籍

給食に利用されていること。

*2 新潟大学教育人間科学部総合研究紀要

・生産者は安全性や安心にこだわりをもって野

*3 新潟県ホームページ農林水産課地産地消

菜などを生産していること。

2002

http://www.pref.niigata.jp/nourin/cisanchisyo/

（担当：小樋山寿幸）
３）食材・食品の安全性と信頼性、日本の農業
問題への着目
・地産地消運動の背景にある安全と安心を求め
る消費者のニーズと地場物と家庭で使用され
る食材のつながりを追究していくことで、日本
における食の安全性・信頼性及び日本の農業に
おける問題（自給率が低い、農業就労者の減少
など）に目を向けさせていくことができる。
（５）活動計画※別掲
（６）評価計画※別掲
（７）「地産地消」にかかわる内容構成図（県
の取組）※別掲
（８）地産地消にかかわる学習内容構成図（※
県の取組と五泉市との関わり）※別掲
4．おわりに
「地産地消」の取組は、産地間競争や減反水
田での園芸栽培の拡大による農業所得の増益
といった生産者側の意図、一方で消費者が安心
・安全・新鮮を食に求める実態といった現代の
日本が、食と農で抱える問題を明らかにする窓
口となる。
また、学校給食で使われる食材に着目し、子
どもの身近な食生活について追究していくと
き、「それでは、家庭で食べているものは、地
域の物を使っているのか。」「僕たちの食べて
いるものは安全なのか。」と食生活を見直させ
ることにつながっていく。
食は命を育む。だからこそ、自分たちが毎日
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第３号

（５）「子どもたちと食」～パート１ふるさとの食に目を向けて「地産地消」～活動計画（

2004年

）ｈ

０次【さといもスープ作りに挑戦しよう】（ ）ｈ
●給食の新メニュー「さといもスープ」作りを通して、さといもに着目し、さといもが食材として使われる給
食メニューがなぜ「五泉の新メニュー」と名付けられるのかについて考えようとする。
１次【地域での地産地消運動に目を向けて～五泉の new メニューとは？ 】（ ）ｈ
●地域の学校給食メニューに着目し、地域で取り組まれている地産地消運動を調べることを通して、生産
者の願いと給食センター栄養士さんの願いが分かり、地域の食材に目を向けようとする。
【さといもは五泉のメニュー？１】（ ）ｈ
●さといもが使用されるわけを予想し、調査計画を立てる。
※個々の予想をグループ化し、課題解決の見通しを明らかにする。見学調査する際の単位とする。個の学び
を成立させることから個々に学習計画を立てさせる。

【さといもは五泉のメニュー？２】（ ）ｈ
【給食センター、ＪＡ見学調査】
●さといもが使用されるわけを調べ、明らかにする。
●調査結果を整理し、レポートする。
・給食センター見学と栄養士さんの話
※現地までの移動手段としてスクールバスを使用する。
・ＪＡでの聞き取りと直売所見学、生産者、
※予想を検証する情報以外にも、聞き取りしたり、見つけ
お客さんへインタビュー
たりした情報を記録するように指導する。
※給食センター（佐藤栄養士さん）ＪＡ五泉よつば（ ）
※レポートは、予想・調査事実・それに基づく自分の考え
の３点を踏まえ、記述を中心に作成させる。
◎地域の生産物を積極的に活用するために、学校給食の食材としたり、直売所で販売したりしている 。（地
産地消運動が行われていること ）、生産者は安全・安心をキーワードに生産していること、消費者もそうし
たことを踏まえて買いに来ていること（安全・安心な生産物の生産と需要があること）をとらえる。
２次【他の地域での地産地消運動に目を向けて～他の学校のメニューは？ 】（ ）ｈ
●他地域の学校給食メニュー調査を通して、他地域でも地場物の野菜などが積極的に使用されており、全県
的に地産地消運動に取り組んでいることが分かる。
【 地産地消は五泉だけじゃない？】（ ）ｈ
●他の地域でも地産地消によって学校の給食のメニュー
ができていることを知らせ、他地域の学校の給食メニ
ューを調べるめあてを設ける。
※「他の地域でも地産地消の食材が給食に使われている
か」を課題として設ける 。（）

【他地域の実態】
・津南町での取組み（ＴＶニュース）

【他の学校のメニューも地産地消？】（ ）ｈ
●学校の給食メニューに地産地消による食材が使用さ
れている地域を調べる。
※グループごとに調査する市町村を選ぶ。
●調査結果を整理し、レポートする。

【地産地消の給食メニュー】
・農林水産課ページに４つの市町村の例が示
されている。

３次【地産地消運動が活発に進められる理由は？ 】（ ）ｈ
●他地域の学校給食メニューにも地場物の野菜などが積極的に使用されていることに着目し、その理由を検
討・調査する活動を通して、消費者のニーズや生産者の願いに気付き、行政とＪＡが共同して推進してい
ることが分かる。
【地産地消はなぜ行われるの？】（ ）ｈ
●学校の給食メニューに地産地消による食材が使用されている理由を予想し 、調査計画を話し合い 、立てる 。
●調査計画に基づき、各自（あるいはグループ）で調べる。 ※電話や e メール等の方法で）
●調査結果をもとに 、「地産地消」が行われる理由を話し合う。
【地産地消はなぜ行われるの？２】（ ）ｈ
●地産地消が行われる理由（仮の答え）を、県農林水産課
の人の話をもとに検証する。
※話をしていただいた後に、自分の考えを見直す。見直した
後に、地産地消を言い表す言葉キーワードを自分で考え、決
める。キーワードについて検討し、地産地消の特徴を捉える

【県の農林水産課の話】
・消費者ニーズ
・生産者の農業所得獲得

【地産地消から考えたことは？】（）ｈ

●安全性と地場物へのこだわりをキーワードに自分が毎日食べている食物について意見文を書く。
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2004年

（６）評価計画
次

ｈ

０次
（ ）
ｈ

１次
（ ）
ｈ

小単元「

」●学習活動○自己評価ポイント

◇評価の視点（方法）※留意点

※給食便りをきっかけに、さといもスープ
作りをしようと働きかける。
※さといもスープ作りの講師として栄養士
さんを招く。
●給食メニューに記載されてる「さといもスープ」作りをする。 ※保護者を調理サポーターとして依頼する。
●「さといもスープ」作りについての体験と試食の感想を発表 ◇「さといもスープ」作りを友だちと協力
をする。
し、自分の分担された役割を進んで行おう
○【さといもスープ作り・試食から学んだこと感じたことにつ とする。（観察・体験感想文）
いて記述する。】
●さといもが使われたメニューがなぜ「五泉の新メニュー」で ◇「なぜ五泉の新メニューなのか」という
あるのかという課題について、予想する。
ことについて、さといもスープ作り体験を
○【カードに課題を記述する。それについての自分の予想を立 踏まえて自分なりの意見を書く。（カード）
てる。】

「さといもスープ作りに挑戦しよう」

「地域での地産地消運動に目を向けて
～五泉の new メニューとは？」

※調査対象は①ＪＡ②給食センター③私た
ちの五泉市（副読本）である。①②に対し
て、事前に調査内容を連絡しておく。

●さといもが使用されているわけを予想を発表し、話し合うと
ともに、調査計画を立てる。
◇話し合いを踏まえて自分の予想を見直し、
○【予想をもとにした話し合いを踏まえ、自分の予想を見直す それを検証するための調査対象・方法を決
とともに、それを検証する調査計画を立てる。】
め、調査の見通しをもつ。（カード）
●調査計画に基づいて調べ活動をする。
●さといもが使用されているわけについて調べたことをもとに ◇自分の予想を検証するための情報を複数
に、予想を確かめ、意見を見直す。
収集している。（ノート）
○【収集した情報をもとに自分の予想を見直し、意見を書く。】
●友だちと情報交換をし、複数の事実から、さといもが使用さ
れる理由を考える。
◇さといもが使用される理由を複数の情報
●調査結果と情報交換をもとに、
「さといもが五泉の新メニュー」をもとに考え、意見をもつ。
（観察・ノート）
となっていることをレポートにまとめる。
●津南町で取り組まれている地産地消運動のＶＴＲを視聴し、
他地域でも地産地消によって給食メニューが作られているのか、◇ＶＴＲから他地域の地産地消をキーワー
学習課題を作る。
ドにした学校給食メニューに関心をもち、
○【学習課題をカードに記述する。自分なりの予想を立てる。】 県内の他地域の地産地消運動と学校給食メ
ニューを結びつけた課題をもつことができ
「他の地域での地産地消運動に目を向けて
２次
る。（カード）
～他の学校のメニューは？」
（ ）
ｈ
●学校給食メニューに地産地消の食材が使用されている地域を
調べる。
●その地域の学校給食メニューとそれに使用される食材を調べ
る。
○【調査地域と調査方法を決める。調査内容や状況を友だちと
検討し合う。】
●調査した結果を整理し、レポートする。
３次
（ ）
ｈ

◇県の農林水産課ＨＰの資料から、地産地
消運動とのかかわりから学校給食のメニュ
ー（献立）が作られていることを図表に整
理することができる。（ノート・プリント）
◇調査対象、方法を決め、聞き手を意識し
た調査をし、調査を通して収集した情報を
表等を使って整理することができる。（プリ
ント・ノート）

「地産地消運動が活発に進められる理由は？」
◇五泉の地産地消運動から、地産地消の食
●学校給食メニューに地産地消の食材が使用される理由を考え、材が使用される理由を述べることができる。
予想する。
（ノート・発言）
○【これまでの情報収集を踏まえて予想（理由）を記述する】
●調査計画を話し合い、調査計画を立てる。
◇調査対象、方法を決め、聞き手を意識し
○【予想を検証する方法を考え、追究の見通しをもつ】
た調査をし、調査を通して収集した情報を
●調査計画に基づいて調べ活動する。
表等を使って整理することができる。（プリ
●調べた結果を整理し、地産地消が行われる理由について話し ント・ノート）
合う。
◇農林水産課の人の話から、「地産地消」を
●「地産地消」について県の農林水産課の人の話を聞き、地産 行う理由として、「消費者ニーズ 」「生産者
地消が行われる理由について確かめる。
の販路拡大による所得拡大」にかかわるこ
○【地産地消についての自分の意見を見直し、カードに記述す とをメモする。（ノート）
る】
◇二つのキーワードを踏まえて自分の食生
●地産地消が消費者のニーズとそれに応じた生産者の取組み及 活の実例を挙げながら問題点を見つける（自
び所得拡大に目的があることを整理する。
分の食べているものは安全か？地域で生産
●地産地消の安全性と地場物へのこだわりをキーワードに自分 された物を食べているか？）（ノート）
が毎日食べている食物について意見文を書く。
○【これまでの学習についてふり返り、学んだことを記述する】

17

18

地物
志向

消費者

地元市場

生 協

学校給食

直売所・朝市

食品産業

【多様なルート】

の提供

生産情報

生産者

他品目
生産

※ 新潟県ＨＰ； http://www.pref.niigata.jp/nourin/chisanchisho を参照して作成

安心

安全

新鮮

消費者の安全・安心・新鮮
な地物志向の高まり

地産地消
・地域で生産された農林水産物
をその地域内で消費する取組

多様なニーズに応える少
量・他品目産地の育成

の推進

品質表示

生産
拡大

園芸などの生産の加速的拡
大による農業所得の確保

教育実践総合研究

食品の開発と食品産業と
の連携
※資料２参照

地元市場
・県内 19 か所
※１５市町村（地図１参照）

学校給食
学校給食へ供給している
農協の取組事例(※資料１
参照)

※（図表１参照）

数２８７（平成１２年）

※「ふれあい市」の取組。設置

直売所・朝市

※県農林水産部食品・流通課

にいがた２１地産地消運動
●ＨＰの開設・運営
●情報誌の発行「ときめきメッセージ」
●各種イベントの情報提供

（７）
「地産地消」にかかわる内容構成図（県の取組）
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Ex.2 食品産業との連

携による販路の確保

Ex.1 地元市場との連

携による生産・流通

供給

直売所
2 か所

学校給食

新
鮮

安
全

偽装問題・残留農薬問題・食品添加物
の問題等
食材・食品の安全性・信頼性に関する
諸問題
※地産地消から考えさせたいこと

安
心

第３号

【五泉市の地産地消のルート】※子どもとの接点１

有機質肥料の
使用

低農薬

【消費者ニーズ】
「顔」の見える食材・食品
※地産地消から見えてくること・実感

安全性

安心さ

取れたて

教育実践総合研究

郷土料理

郷土の食材
※子どもとの接点２

地場もの
（地元で生産される野菜
など）

地産地消
運動の展開
「地域で生産したものを
地域で消費する」

新鮮さ

【生産者・地域のＪＡのアピール・取組】
※地産地消から見えてくる物

需要

地域内流通の拡大への期待

（目的）

複合営農の確立

産地間競争の激化

園芸作物の生産拡大

減反による水田の活用

【行政・農林水産課・ＪＡ・生産者の現状とねらい】
※地産地消から見えてくるもの

（８）地産地消にかかわる学習内容構成図（※県の取組と五泉市との関わり）
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第２章 中学校社会科公民的分野における「地産地消」の教材化と
その単元構成について
～新潟県見附市の給食事業における「地産地消の戦略的ネットワーク」
を事例として～

１．はじめに

見附市の農業事情に目を向けると、市内の総農家数は
１５９２戸で、そのうち自給的農家数（３）１７０戸、販売

本章では、中学校公民的分野において「地産地消」と

農家数（４）１４２２戸である。後者の内訳を専兼業別でみ

いう社会事象を、給食を中心に広がる流通という観点か

ると、専業農家６０戸、第１種兼業農家１４９戸、第２

ら生徒に追求させる教材を開発する。

種兼業農家１２１３戸であり、主副業別でみると主業農

（１）
その際、
「地産地消の戦略的ネットワーク」
という概

家（５）１３５戸、準主業農家（６）５４７戸、副業的農家（７）

念を用いて教材化を試みたい。それを以下のように定義

７４０戸である。また、農業粗生産額をみると、総粗生

する。

産額３９７８万円で、その内訳は耕地（米、雑穀豆類、

「地産地消」という観点から、生産者、消費者、その

野菜、果実など）３５５７万円、畜産（肉用牛、乳用牛、

間の加工者・卸売り業者などが、それぞれのメリットを

豚など）４２１万円である。前者のうち、米の粗生産額

求めて行う工夫や選択の地域的つながり（行政などとの

が３１９４万円と約９割を占める。このことから、大規

連携も含まれる）であり、内部的には協力的、対外的に

模な畑作（園芸）農家はほとんどなく、稲作が中心であ

は競争的（産地間競争に近いイメージ）である。

ることが看取できる。田の区画整理が早くから始められ

本章では、新潟県見附市の給食事業を中心に「地産地

たのも、その裏づけとなるのではないだろうか。

消の戦略的ネットワーク」を検証し、教材化を図ってい
２）取り組みの概要

る。また、素材研究においては、主に聞き取り調査の結
果をまとめたものを記したことをはじめに断っておく。

見附市における地産地消の取り組みは、２００３（平
成１５）年から学校給食への食材供給を中心に、直売所
の増設（平成１３年１１月現在で９店（８））、スーパーで

２．
「地産地消」に関する素材研究

の販売、旅館やホテルへの売り込みなど本格的になって
（１）
「地産地消」の取り組みの概要

きた。推進主体は市長で、その目的は地域の活性化にあ
る。しかし、取り組みはまだ始まったばかりで、給食に

新潟県の取り組みについては、第１章２．
（１）
「地産

関して言えば試験段階である。

地消」の取り組みの概要、を参照されたい。

なお、見附市の給食事業については、２中学校・６小

また、より包括的な政府レベルの取り組みについては、

学校・１養護学校の計９校が給食センター方式、２中学

第３章２．
（１）農林水産省の取り組み、で詳述する。

校・２小学校の計４校が自校給食方式をとっている。学
（２）見附市における「地産地消」の取り組み

校給食センターは１施設であり、市の教育委員会の管轄

（２）

にある。センターでは、１日２６００食を作り、１食あ

１）市の概要

たり約３００円である。

見附市は新潟県の中心に位置し、面積約７８ｋ㎡、人
口４３５２６人、世帯数１２４４５戸の市である。新幹

具体的な取り組みとして、２００３年１１月から自校

線の駅(長岡駅)や高速道路のＩＣ(中之島・見附ＩＣ)がす

給食方式をとっている４校を対象に、８品目（たまねぎ、

ぐ近くにあるなど、交通環境に恵まれている。近年では、

大根、白菜、さつまいも、さといも、ブロッコリー、き

衰えてきてはいるが、五泉市とならんで県内でも有数の

ゅうり、れんこん）の見附産野菜を試験的に提供した。

ニットの産地として有名である。

これをモデルに、２００４（平成１６）年度から給食セ
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給計画の指針になるとＪＡでは考えている。

ンターでも段階的に導入していく予定である。同時に、
（９）

米を統一方式米から独自方式米へ切り替える

教育実践総合研究

・生産者の確保・養成

計画もあ

見附市の生産者の現状は、同項１）市の概要、からわ

り、予算のオーバー分はＪＡと市が半分ずつ負担する予

かる通り、第２種兼業農家が大半で、しかも生産者の高

定だ。

齢化や機械化の鈍化（耕作機械が老朽化するが、買い替
えのための資金不足が原因）により、大規模な畑作がほ

３）ＪＡ（農業共同組合）の取り組み
（１０）

とんど行われないため、自家消費の延長としてＪＡに出

①組織

見附市には、ＪＡにいがた南蒲の見附西中央支店と見

荷しているというものだ。そこで、ＪＡ側から生産者に

附東中央支店がある。ＪＡにいがた南蒲は、２００１（平

生産品目を指定して作らせるということはせず(１１)、必要

成１３）年に３市（見附市、三条市、加茂市）４町村（中

な農作物を指定し、少量多品目を目指して、生産できる

之島町、栄町、田上町、下田村）のＪＡが合併してでき

農家に「手を挙げてもらう（名乗り出てもらう）
」という

た。本店は三条市にあり、組合員数は２７８９２人の組

ことをこれから行う予定だ。そのため、ＪＡでは「手を

織である。調査（２００３年１２月に実施）では、見附

挙げやすい」環境を整えることに力を入れている。２０

西中央支店の分店、新潟農協を訪れた。そこでは加工セ

０４年度からの本格実施ということで、今はＪＡが少し

ンターも経営している。

混乱している状態である。

②取り組みの変遷

また、小学校への稲作の出張講習により、生産者の努

取り組みの発端は、１９９０（平成２）年に新潟農協

力や生産過程を子どもたちが知ることを通して、地場産

（この当時は合併前の見附市にあるＪＡの１つであっ

農産物の安全性や新鮮さが伝わるような取り組みも行わ

た）が給食センターに申し出たことによる。その背景に

れている。ここには、将来の農業の担い手を育成するき

は、たまねぎの市場価格が下落したことがある。そして、

っかけとなればという願いも含まれている。

組合員のたまねぎ生産者からＪＡに何とかして欲しいと

③メリット

いう相談があった。そこで、同地区内に給食センターが

ＪＡは、組合なので純粋な営利企業ではない。ＪＡに

存在していたこと、生産者側の願い（低価格にしかなら

とっての利益とは、第１に組合員の利益である。つまり、

いならば子どもたちに地元のものを味わってもらいた

組合員のメリットこそＪＡのメリットになる。また、そ

い）などの要因が重なり、翌年から給食にたまねぎを供

のメリットを通してＪＡへの信頼が築ければ、ゆくゆく

給することが始まった。このようにして、給食を中心と

はＪＡの農薬を買ってもらえるなどの利益として還元さ

した「地産地消」のネットワークが形成され始めた。そ

れるだろう。ただし、それはあくまでも副次的なもので

れ以来、たまねぎの供給は毎年続けられ、近年の供給量

ある。

は年間１５００㎏である。また、地場産の大豆を使って

「地産地消」における生産者のメリットは、農業所得

加工センターで作られた「おおひら味噌」なども供給さ

の拡大である。ＪＡに出荷することで、出荷にかかる手

れている。

間の省略、流通コストの削減、価格・品質の保証がなさ

ただし、ネットワークが途切れた例もある。それは長

れるからだ。

ねぎである。長ねぎも、たまねぎと同様の経緯で給食に

④デメリット

供給されたが、市場価格の上昇やＪＡ側の事務的な困難

ＪＡがとりまとめて、給食センターや学校へ納品する

さなどの現実的な理由により２、３年で終わった。

ため、クレームが今まで以上に直接くることである。し

現在のＪＡの取り組み状況は、給食センターに「出せ

かし、結局はサービス向上のきっかけとなるので、一時

るものから出す」という基本姿勢のもと、以下の２点を

の苦痛にしか過ぎない。

中心に行われている。

また、ＪＡ側の負担が増すこともデメリットである。

・現状把握

だが、それも「地産地消」の本格化の最初なので、
「手を

２００２（平成１４）年度分の学校給食における地場

挙げやすい」環境を整えること、つまり生産者の確保を

産農産物の年間使用量調査（品目別かつ月別）を、給食

優先しているため、手数料の増大分はまだ生産者に負担

センターと自校給食方式をとっている４校で行った。同

させない方針だ。

時に、ＪＡと加工センターの同年度分の学校給食への地

⑤生産者への働きかけ

場産農産物の供給実績も調べた。これらの調査により、

主な働きかけとして、栽培指導会を開催し、農作物の

供給側と需給側の現状把握が可能となり、これからの供

規格の指定や農薬の使用に関する指導などを行っている。
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農薬については、主に無登録農薬の使用禁止を指導する

ク）がある。また、規格が異なるものが多いため、設備

もので、減農薬の指導までは現在はあまり行っていない

上の問題から使用できない、もしくは時間と手間がかか

が、将来的には減らしていく予定だ。

ってしまう。

他に、栽培履歴の提出は徹底しており、生産者に義務

また、泥がついてきたり、プラスチック容器でなけれ

づけている。ここには、品質の保証とそれに関わる説明

ばならないところをダンボールで持ってくるなど、衛星

責任を果たす役割が眼目におかれていると考えられるだ

管理の問題もある。

ろう。

④課題
まず、デメリットの克服がある。現在、足りない品に

⑥他のＪＡとの関わり
足りない農作物について、隣接するＪＡのものを使う

関しては業者に納入してもらい、規格外のものもある程

こともあるが、その場合の表示は必ずする。つまり、貸

度の量は手間をかけて何とかして調理している。今後、

し借りはしないということだ。

ＪＡと連絡を密にし、お互いに歩みよることで解決して

⑦課題

いく方針である。

「地産地消」の本格化にともない、地場産農作物の需

残飯が多いことも、課題として挙げられるだろう。今

要が拡大する。そのため、ＪＡの１分店だけでは足りな

後、
「地産地消」の取り組みが進むと、給食に使用される

いので、市内のＪＡが協力して行わなければならない。

地場産農産物の量が増えるとともに、残飯量の増加の可

ＪＡの拡大は、参加する農家の増加（これ自体が大きな

能性も否定しがたくなるのではないだろうか。さらに、

課題である）を意味し、その点においてはメリットがあ

センター方式は自校給食と違い、作り手（調理員）が目

るが、その反作用として指導が手薄になることや、生産

に見えないので、子どもたちは残すことにあまり抵抗を

者が相談に来にくくなることが起こり、結果的にＪＡと

感じない。これらの事情を考えると、残飯問題も「地産

の距離ができてしまうことが課題である。

地消」との関連で課題となってくる。また、この課題と
「嫌いなものを出すのも教育である」というセンター側

さらに、先述の通りの生産者の現状の改善も、ＪＡに
とっては大きな課題である。

の姿勢とが葛藤するだろう。

４）給食センターの取り組み

５）行政の取り組み

①基本方針

①担当

給食センターは「何でも近いところから」をコンセプ

見附市において、
「地産地消」の推進主体は市長である

トに、１９８０（昭和５５）年から給食事業に取り組ん

が、その窓口となるのは農林課である。同課の中でも、

でいる。つまり、
「地産地消」という運動が最近になって

農業振興係（調査対象）が、その管理・運営の中心とな

注目されているだけで、それ以前から小規模ではあるが

っている。また、給食センターは教育委員会の管轄にあ

実績があり、その延長線上に今の取り組みがある。

る。
②目的

また、
「健やかな成長のための一食」をスローガンに、
子どもたちの現在・未来の健康の維持・促進を図ってい

「地産地消」運動を進めることにより、安全で新鮮な

る。さらに、食べることを通して「心」を育てたいなど、

地場産の食品を食べてもらうことで、消費者の安心で健

教育的配慮が随所にみられる。

康的な食生活を推進しようとしている。さらに、生産者

②メリット

の所得拡大により、市内の産業や流通を活性化させよう
とするねらいもある。

地場産農産物は、安全、安心、新鮮（色、つや）
、おい

③他の行政主体との関わり

しい、低価格であること。そして、それらを目に見える
生産者から購入することにより、給食時のアナウンスや

県の農林水産課の事業との連携や、中越農政事務所が

「給食だより」を通じて子どもたちに知らせ、地場産農

開催する「地産地消」の研修会への参加がある。さらに、

産物への愛着を持たることができる。それが、
「食」への

三条市や栄町などの先例を事務処理などの見本としてい

関心を高めるなどして、心を育てることにつながるので

る。

はないだろうか。

④課題
本格的な取り組みがまだ始まったばかりではあるが、

③デメリット

農林課としては米以外ではあまり関わりがないことが課

センターでは１日２６００食という大量調理を行うた

題として挙げられる。

め、見附産の農産物で揃えることには入荷の不安（リス
22

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要

教育実践総合研究

第３号

2004年

給食事業における「地産地消」を行政とＪＡが中心に
８）生徒・保護者の反応

なって進めると、その流通経路に含まれていた業者に打
撃を与えることになる。その対応をどのようにするかと

学校と同様、聞き取り調査をすることができなかった

いうことも課題である。

ので、市内の給食センター方式の中学校の生徒（３年生）
とその保護者、計６名に「地産地消」に関する質問紙調

６）生産者の取り組み

査法を実施した。以下には、その結果をまとめたものを

①生産者

記す。
①生徒

給食事業における「地産地消の戦略的ネットワーク」

給食での地場産農産物の使用については、安全、新鮮、

を検証する際、生産者はやはり給食に出される地場産農
産物を生産していることが条件である。この典型として、

信頼できるという理由より、とても肯定的であった。ま

「おおひら味噌」の原料である大豆の生産者が考えられ

た、これから使用量や頻度が増えることについても、そ

る。

れを望む回答のみであった。しかし、何が使われている

そこで、見附市片桐町で大豆を生産している第２種兼

のかについては、米以外の回答は見られなかった。これ

業農家の高橋さんに聞き取り調査を行った。高橋さんは、

には、見附市における「地産地消」の取り組みがまだ本

片桐町営農組合に所属し、大豆を生産して３年になる。

格化していないことが大きく影響していると考えられる。
外国産食材に対する見方は、安いが農薬などの点で安

②取り組みの変遷

全性に疑問を抱くものであった。

見附市では、１９８６（昭和６１）年頃より、減反政
策の一環として大豆生産への転作が進められた。転作に

自分の市でとれた食材について社会科で取り上げて欲

は、見附市の転作推進委員会からの転作奨励金（財源は

しいか、という質問に対しては、自分の食べているもの

国）が配布されたことが大きな動機づけとなった。現在、

や自分の住んでいる所について詳しく知りたい、という

市内の主な生産地は 4 つほどあり、その１つが片桐町で

理由で肯定的であった。ここから、生徒には「食」への

ある。

興味・関心があることが読み取れるのではないだろうか。
②保護者

同町では、片桐町営農組合を中心に、
「おおひら味噌」
の原料であるエンレイという品種の大豆も生産が行われ

おおよそ生徒と同じ反応である。地場産農産物の使用

ている。生産・管理は組合の指示を受けながら、作物の

について、生産者の顔がみえることを重要な点として挙

袋詰めまで個々で行う。だが、その生産過程において、

げていることから、
「地産地消」を支持している、またし

機械と労働力を共有する工程をおくことで、安価に生産

ていこうとする姿勢が看取される。

することが可能になっている。袋詰めした作物は、ほぼ

ただ、価格についての認識では異なっているようだ。

１００％ＪＡへ出荷するため、生産履歴の作成が義務づ

地場産農産物の価格が外国産と比べ高いと思う生徒に対

けられている。出荷後は、ＪＡに一任しているため、
「地

して、保護者はその逆である。この相違は、単純な価格

産地消」という意識はあまりない。

の差が反映されているのではなく、安心・安全という点
を含めた価格を考えた保護者の回答の結果を反映したも

また、片桐町営農組合は新潟県農林水産部経営普及課

のではないだろうか。

の下部機関である三古農業改良普及センターや、ＮＯＳ

ところで、地場産農産物の使用により現在の給食費が

ＡＩ（農業共済組合）
、ＪＡからの指導や要請を受けてい
る。

上がるとしたらどのくらいまでが許容範囲か、という質

②メリット・デメリット

問に対しては、平均すると１５％アップまでという回答
であった。この値について高いか低いかは一概に言えな

ＪＡに出荷することで、品質の保証、収入の安定、宣

いが、一食３００円で月（２０日あるとする）６０００

伝・販売の手間の省略などのメリットがある。

円の１５％増しだと、毎月９００円の出費増となり、年

一方、デメリットは特になく、
「ＪＡは生産者の代表」

間１万円以上余計に支払わなければならなくなる。生徒

であるとし、高い信頼をおいている。

の成長や食への安全・安心を考えれば安いのかもしれな
７）学校の取り組み（１２）

いし、近年の健康志向の流れから説明がつきそうだが、
小学生・中学生が何人かいる家庭であると、大変な出費

「地産地消」に取り組むにあたり、安田町の先進的な
取り組み(１３)を参考にしている。また、地場産の農産物を

になるのではないだろうか。

使用した給食に生徒の反応がよい。
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（１）単元名

まとめとして、以上の各主体の関係性やつながり（ネ

「私たちの生活と経済～地産地消を通してみる地域社会

ットワーク）がわかるように、図「給食事業にみる地産

～」

地消のネットワークマップ」
（別掲）を作成した。この図
を、生徒の発見する「地産地消の戦略的ネットワーク」

（２）地産地消を学習材として取り上げる価値

の理想モデルとしたい。

１）生徒にとって身近な学習材であること
生徒にとって「経済」という言葉は、よく耳にするが

（３）
「地産地消の戦略的ネットワーク」を教材化するこ

その実態が見えにくいものであろう。だからこそ、生徒

との意義

の日常生活の中で身近にあるものから学ぶことは、その

本素材を教材化する意義は、主に２つある。以下に示

導入において有効であると考える。

す。

そこで、毎日食べている給食を中心に、
「顔の見える」

１）多様な価値の存在に気づくことができる

生産者、加工者、流通関係者、そしてそれに関連する人々
と接することを通して、自分に引きつけて経済を理解し、

生徒は、
「地産地消の戦略的ネットワーク」を検証す
る過程で、純粋な価格とそれを実現するための合理性だ

考えることができる。この点は、学習指導要領の「身近

けを指標に、人々が行動や選択をしているわけではない

な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させる」と合

ことに気づくだろう。そうであるならば、
「食」の安全性

致するだろう。さらに、
「地産地消」ということで生産者

が問題となり、人々が価格以上のプライオリティーを食

から消費者までの流通経路が自分の地域内でまとまって

の安全や安心におくことが広範化してきていると思われ

いるため、流通の仕組みや、それを支える各主体の創意・

る現代の社会状況を考慮した時、
「地産地消」は合理性だ

工夫、そしてそれらの戦略的なネットワークも同時に学

けでは説明しきれない多様な「個人の価値」
、そしてそれ

ぶことができる。生徒はそのネットワークに消費者とし

に基づく行動や選択までを、具体的かつ切実に生徒に考

て参加しているのを知ることで、自分と社会のつながり

えさせることのできる教材なのではないだろうか。

が見え、自分が社会の構成員の１人であることを実感し、
自信を持てるようになることが期待できる。

２）
「地産地消」のメリットがわかりやすい
２）地理的分野との連携

各主体の戦略を理解するためには、他主体との連
携を考えなければならない。その際、生徒は主体間の戦

生徒は地理的分野の「身近な地域」で、自分の住む地

略を比較し、どのような点で互いにメリットがあるのか

域の調査を行い、地域の特色やそれを捉える視点や方法

を検討することを通して、各主体が有機的で動態的な、

を既に身につけているはずだ。

つまり「戦略的な」ネットワークで結ばれていることを

「地産地消」の学習では、地理的分野で育成されるそ

発見する。そして、そのメリットを統合したネットワー

れらの能力が必要となる。その能力を生かすことにより、

クを内包する「地産地消」が、地域経済の活性化に資す

地域と経済を有機的に関連づけ、地域社会やその課題を

ることを生徒に気づかせることができる。さらに、生徒

多面的・多角的に考察し、解決策を考えることができる。

が「地産地消」をもとに自分の市町村の未来像を描き出

これらの活動を通して、生徒が自らの社会認識を拡大・

すことも可能ではないだろうか。

深化させることができる。

このように、生徒は各主体のメリットを考える、それ
３）
「食」に対する興味・関心を喚起できること

らを比較する、ネットワークを発見するというような段
階的な思考をふまえるので、
「地産地消」のメリットが理

「地産地消」のメリットには、安全・安心・新鮮とい

解しやすくなるだろう。

う「食」を考える上で重要な要素が含まれている。そし

また、
「わかる」ということは学習の動機づけとなる。

て、それが給食という形で実現しているのを知ることで、

生徒は今後の経済単元の学習に、意欲的かつ主体的に取

生徒は今までの食生活を振り返り、地場産農産物との対

り組むことができるのではないだろうか。

比で、輸入食品、食品添加物、農薬などの「食」の問題
に目を向けるようになる。

３．
「地産地消」を学習材とした中学校社会科公民的分野
の単元構成

（３）単元のねらい
・給食で使用される地場産農産物に着目し、給食を中心
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に広がる「地産地消の戦略的ネットワーク」を検証す

１）第１次：課題をとらえる、予想をたてる（１時限）

ることにより、地域的特色を再認識すると同時に、生

給食を食べて、食材をリストアップする。その中に、
地場産農産物が使用されているか確認する。ここで、地

産・流通・消費の社会構造を発見し、認識する。

域的特色の復習を促す。もし地場産農産物がたくさんあ

・地域調査の方法を生かし、協力しながら社会調査を行

る場合は、食品のしぼりこみを行う。

い、他の生徒の調査結果と自分（たち）のものを比較
しながら、
「地産地消の戦略的ネットワーク」の中心に

次に、輸入食品を対比的にかかげ、地場産農産物の使

ついて、合理的な議論を通して合意を得ようとする。

用のメリット・デメリットを考えることを通して、
「給食

・
「地産地消」について学習することを通じて、
「食」や

にはどうして自分の地域の食材が含まれているのだろう
か」について各自予想をたてる。

地域社会をみつめるための視点を養い、
「食」の問題や
その背後にある社会構造を多面的・多角的に考えようと

２）第２次：仮説に高める（２時限）

する。

給食にはどのような主体が関係しているかを考えさせ
（４）
「地産地消」の学習を通して身につけさせたい見

るため、給食ができるまでの食材の流れ（流通経路であ

方・考え方

り、本章の図が完成形）がわかる図を生徒なりに作成す

１）
「地産地消」の仕組み

る。それを用いて、前次に特定した地場産農産物が給食
になるまでの経路を確認する。

「地産地消」が、ＪＡ、給食センター、行政、生産者、

ここで、
「地産地消」という言葉を紹介し、その定義を

学校、生徒・保護者（消費者）などのネットワークを構
成する各主体のメリットを統合するものである。つまり、

簡単に説明する。そして、
「地産地消の取り組みの中心は

「戦略的なネットワーク」である。そして、それが成立

どこか」という本単元の中心発問をする。この時、戦略

する社会的な背景や各主体の創意・工夫や願いを理解す

的ネットワークの検証をクラスの課題とし、その中心が

ることができる。

どこであるかを個人の課題とする。

２）流通の仕組み

生徒はこの課題（発問）に対して、前次にたてた自分
の予想や食材の流れの図を手がかりに、仮説を形成する。

ネットワーク自体が流通であることに気づき、地場産
農産物（商品）の流れを理解することで、社会の流通の

仮説には、理由づけを必ずさせる。次に、いくつか仮説

仕組みの基本的な見方・考え方を学ぶことができる。

を発表させ、ＫＪ法を用いて個人の興味や関心の持てる
仮説を明示すると同時に、各仮説ごとにグループ分けを

３）
「食」の問題

する。グループはおおよそ、ＪＡ、行政、給食センター、

「地産地消」
（特に、地場産農産物）のメリットを考え

生産者、学校、ＰＴＡ（保護者）に分かれることが予想

ることで、輸入食品、食品添加物、農薬などの問題に目

される。グループ分けが終わったら、自分たちの仮説の

を向けさせ、対比的に安全性や価格の面から考えること

有力性を証明させる（競わせる（１６））ことによって調査

ができる。

の動機づけとする。

（５）活動計画「私たちの生活と経済～地産地消を通し

３）第３次：たしかめる（４時限）

てみる地域社会～」

仮説として選んだ主体への質問事項や調査計画（発表

本単元を、中学校社会科公民的分野の大項目「国民生

までの具体的な行動計画）をたて、教師に提出する。こ

活と経済」の導入として位置づけ、以後の学習の動機づ

こで、適宜指導を加える。その後、調査先にアポイトメ

け、また円滑化のために、市場経済の基本的な考え方が

ントをとる。ここにも、地理的分野で身につけた調査能

実体験を基に理解し、定着するようにしたい。

力を生かすことができる。ただし、事前にクラス全体で、
（１４）

そこで、本単元では学習方法として「発見学習」

調査の際のポイントや注意事項などを復習する。

（１５）

をとる。その際、水越敏行氏の学習過程

生徒は調査計画に従い調査を実施し、調査結果をまと

を用いる。

め、発表の準備をする。

その過程とは、
「①課題をとらえる、②予想をたてる、③

発表会では、生徒は他のグループの仮説と調査結果を

仮説に高める、④たしかめる、⑤発展する」であり、本

聴いて自分たちのものと比較し、長所・短所を理解する。

単元もこの学習過程に従う。

同時に、全体の発表を通じて各主体のつながりに気づき、

また、本単元は全８時間で構成する。

「地産地消の戦略的ネットワーク」の存在を発見する。
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４）第４次：発展する（１時限）

データは、２０００年（平成１２年）のものによる。
（３）

生徒は他地域での取り組み（第１章の五泉市など）と
比較することで、自分の自治体の「地産地消」の取り組

経営耕地面積が３０ａ未満で、産物販売売金額が５
０万円未満の農家。

（４）

みの長所・短所を理解する。その際、教師は「地産地消」
で結ばれたネットワークに流通の視点を加えることで、

経営耕地面積が３０ａ以上、又は農産物販売金額が
５０万円以上の農家。

（５）

今までの学習と経済の橋渡しをする。そして、生徒は今

農業所得が主で６５歳未満の農業従事６０日以上の

後の「地産地消」運動の展開を、調査でわかったこと、

者がいる農家。
（６）

地理的な視点、経済的な視点などから多面的・多角的に

農業以外の所得が主で６５歳未満の農業従事６０日

考察する。

以上の者がいる農家。
（７）

最後に、第１次でたてた自分の予想を見直すことで、

６５歳未満の農業従事６０日以上の者がいない農家

学習の振り返りと自己評価を促す。

で、主業・準主業以外の農家。
（８）

南蒲原地区園芸振興協議会地産地消部会など「南蒲

４．おわりに

原地域直売等交流施設ガイドマップ」
（９）

統一方式米は、地域で生産されたコシヒカリ（１０％）と

本章では、
「地産地消」を「戦略的ネットワーク」とい

ゆきの精（９０％）のブレンド米、独自方式米は、それ

う概念を手がかりとした教材開発を行ってきた。しかし、

ぞれの市町村で生産されたコシヒカリ（１００％）であ

素材研究のフィールドである見附市は、まだ「地産地消」

る。供給方式の選択は、各市町村の希望による。平成１

の取り組みが本格化し始めたばかりである。そのため、

４年度「学校給食要覧」
（新潟県教育庁保健体育課）によ

素材研究を十分に行うことのできなかった点がある。今

れば、県内の両者の使用率を学校数でみると、前者３８.

後も見附市の「地産地消」の動向に注意を向け、本教材

４％、後者５４.０％、その他７.６％となっている。
（１０）

の精緻化に取り組んでいきたい。

ＪＡにいがた南蒲ＨＰ
http://www.ja-niigatanankan.or.jp/

また、本教材を通して、生徒には「食」と経済（社会）
(１１)

の問題を自分たちに引きつけて考えると同時に、自分の
現在・将来の健康にも配慮するきっかけとなれば、本教

これからはわからないが、調査時点での契約栽培農家は
ない。

（１２）

材は成功であると言えるだろう。

市内の中学校の取り組みについては、今回は調査でき

資源と同様に、命にも限りがある。
「食」の問題に取り

なかった。そこで、自校給食を行っている市内の中学

組むことは、資源と命の有限性を考えるきっかけとなる。

校の栄養士、もしくは調理者に聞き取り調査をしよう

この点を生徒に突きつけることで、
「食」の問題の広がり

と試みた。しかし、こちらも、今は取り組みを始めた

を認識させ、興味・関心をもって自分の問題として考え

ばかりで答えられる状態ではないということで詳しい

させることができるはずだ。それが、生徒の日常生活の

調査は行えなかった。この点は、これからの課題とし

行動として反映されるならば幸いである。

たい。
(１３)

本章を書き上げるにあたり、調査でお世話になったＪ

（日刊）新潟日報（２００３年１２月１４日）の「日曜
ひろば」に、その取り組みの一部が紹介されている。

（１４）

Ａの近藤さん、見附市給食センター長の鈴木さんと栄養

日本社会科教育学会編『社会科教育事典』
、ぎょうせい、

士さん、見附市役所農林課農業振興係の星野さん、大豆

２０００年、ｐ２１６、によれば、
「子ども自身が、学

生産者の高橋さんには、この場を借りて深く感謝したい。

問の基本的な概念や観念を学者が発見したのと同様に、
再発見するように組織した学習」である。

《註》

（１５）

同上ｐ２１７

（１６）

加藤公明実践を想定している。
（担当：高橋繁史）

（１）

「戦略的ネットワーク」という用語は、伊賀光屋『産
地の社会学』
（多賀出版、２０００年）を参考にしたが、
同氏の定義とはかけ離れている。

（２）

見附市役所ＨＰ
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図：給食事業に見る地産地消のネットワークマップ

※矢印の示す意味
①資金・物資:
②指導・要請:
③①+②:
④協力:

NOSAI

新潟県の行政機関
農林水産部経営普及課・食品流通課

生産者

中越農政事務所

他地域のＪＡ

見附市役所

市長・転作推進委員会

農林課・教育委員会

（加工センター）

給食センター

学校

生徒
保護者
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第３章 高等学校公民科（現代社会）における「地産地消」の教材化と
その単元構成について
―山形県東田川郡櫛引町を事例として―

１．はじめに

症）の発生が報告され、このことを契機に食の安全性確
保へ向けた施策の展開が求められるようになった。

本章は、高校公民（現代社会）の時間における「地産

平成 14 年 4 月には、
「BSE 問題に関する調査検討委員

地消」の教材化とその単元の構成を目的とする。高校公

会」報告において、食品の安全性の確保に関する基本原

民（現代社会）の目標のなかでも特に大項目（１）
「現代

則を確立し、リスク分析の考え方を導入した法律の制定

に生きる私たちの課題」に関連させ、農業問題や食料消

と既存の食品関連法の抜本的見直しおよびリスク評価を

費の問題等の諸問題を「地産地消」という観点から生徒

行う新行政機関の設置が提言された。これをうけて、同

に追求させることを目指す。そして、そこを自らの経験

年 6 月に「今後の食品安全行政のあり方について」がと

の基盤として、社会的事象を総合的にとらえようとする

りまとめられている。ここでは、内閣府に食品安全委員

態度を育て、自己のあり方や生き方、さらには社会全体

会（仮称）を設置すること、消費者の保護を基本とした

のあり方を主体的に考えることの大切さを学ぶ学習の充

食品の安全を確保するための包括的な法律として食品安

実を図る。

全基本法（仮称）を制定することが掲げられており、食
品安全行政の見直し、組織体制の改革が急務であること

なお、ここでは「地産地消」運動の実際的な活動であ

が認識されている。

るファーマーズマーケットと行政の事例として、山形県

食品安全基本法案については、内閣官房に「食品安全

櫛引町農政課と同町に所在する「フルーツタウン産直あ

委員会（仮称）設立等準備室」を設置して検討が行われ、

ぐり」を中心的に取り上げる。

平成 15 年、通常国会に提出された。同法案では、食品の
２．
「地産地消」に関する素材研究

安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目
的とし、そのなかで、消費者自らが「安全な食品の確保」

（１）農林水産省の取り組み

について参画できる枠組みを整備することが大きく謳わ
れている。

ここ数年の『図説 食料・農業・農村白書』*1 にお
いて、そのトピックスの初項にかならず「食の安全性・

この食品安全基本法案の制定により、食品安全委員会

安定供給確保」に関する項目が設けられていることはた

が設置され、リスク評価機関として食品安全についての

いへん興味深い。このことは、とりもなおさず、近年の

施策の実施を監視する。これに関連して、食品安全委員

農林水産行政において、安全な食料を安定的に供給する

会を媒介として農林水産省と厚生労働省が連携すること

ことが最重要問題として考えられていることを意味する

で、生産から消費までのリスク分析を行い、一貫した食

だろう。

品の安全性を確保していく必要があるとしている。

農林水産省は、食料政策から国内農業の保持まで多岐

また、農林水産省は、平成 14 年 4 月、今後の農林水産

にわたる政策を行っているが、ここでは「地産地消」が

政策の抜本的な改革を進めるうえでの設計図として

展開されるに至った背景として大きな意味を持つ、
「食料

「
「食」と「農」の再生プラン」を公表し、
「食」の安全

の安定供給・安全性確保」に関して、国内の動向に限定

と安心の確保に向けた取り組みをはじめとする改革の具
体化に取り組んでいる。そのなかで、
「食」と「農」に携

して記すことにする。

わる生産者、生産者団体、食品産業事業者のすべてが、
消費者の信頼を回復するために努力し、また、行政機関

１）食品安全行政の改革
平成 13 年 9 月、わが国ではじめて BSE（牛海綿状脳

においても、これまで以上に消費者の視点を重視し、食
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料の安定供給の確保を図っていく必要があるとしている。

とされている。これは、食品事故が発生した際の原因の

*2

究明に資すること、また、食品がどのように生産・流通
してきたかという食品履歴情報を消費者に公開すること
を目的としており、これによって生産者と消費者の結び

２）農薬問題への対応

つきを強め、
「食」と「農」の距離が縮小されると期待さ

わが国では、農薬取締法により農薬の登録制度を設け、

れている。

無登録農薬の販売を禁止してきた。しかしながら、昨今、
無登録農薬の販売・使用が各地において問題となった。

（２） 山形県の取り組み

こうしたことをうけ、緊急に農薬取締法を改正し、罰則
の強化等が行われた。さらに、平成 15 年の通常国会にお

山形県における「地産地消」運動は山形県農林水産部

いては食品安全基本法の制定に関連した法案である「食

が中心となって推進している。
県では平成13年2月に
「お

品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備た

いしい山形推進プラン」を策定し、このプランを推進し

めの法律案」の一環として、再度、農薬取締法の改正を

ていく中心的な組織として「おいしい山形推進機構」を

もりこみ、無登録農薬の回収命令の創設、食品衛生法の

始動させた。山形県では、ここを拠点として、生産者、

残留農薬基準との整合性の確保等の措置を行うこととし

流通業者、消費者の連携のもと、地場産の新鮮で安心・

ている。*3

安全な農産物を豊富に安定的に供給していくことを目指
している。*8

こうした状況と並行して、地球環境と農業の関わり方
を見直そうという動きも出てきている。ここで指向され

１）
「庄内地域地産地消推進本部」の取り組み

る農業が「環境保全型農業」である。*4 これは、生産の
段階に農業の自然循環機能を活用した方式をとりいれ、

上述の「おいしい山形推進機構」の庄内版として、櫛

農薬や化学肥料を使用しない持続性の高い生産方式へと

引町を含む庄内地方（２市 11 町 1 村）を管轄する庄内総

移行しようというものである。その普及・導入に際して

合支庁産業経済部に「おいしい山形推進機構庄内地域地

農林水産省では、都道府県知事が認定した農業者（エコ

産地消推進本部」が設置され、ここが庄内地方における

ファーマー）に対して、金融・税制上の支援措置を講じ

「地産地消」運動の拠点となっている。*9

るとともに、その認定を促進している。この制度により、

その事業内容として主なものは以下の４つである。

近年、環境保全型農業への取り組みは増加している。*5

①食文化の維持および地域産物の活用推進に関する方策
の検討および調整に関すること
②食文化および地域産物に関する調査に関すること

３）食品安全行政への消費者の参画
前述のように、これからの食品安全行政を実施してい

③食文化の維持および交流の促進、地域産物の活用の促

くうえで、消費者の視点というものが不可欠になってい

進ならびに学校給食等における地域産物の活用に関す

る。農林水産省においては、同省 HP にわが国の食料等

ること
④地産地消・旬まるかじり庄内推進事業に関すること

に関する各種情報を掲載し、国民の積極的な活用を期待
するとともに、消費者等の食品安全行政への参加に資す

また、この庄内地域地産地消推進本部の構成員として、

るものとして「リスクコミュニケーション・センター」

庄内地方の農林水産関係団体（全国農業協同組合連合会

を創設することとしている。これにより、これまでのよ

庄内本部、庄内たがわ農業協同組合、山形県漁業協同組

うな行政の一方的な情報伝達ではなく、行政・生産者・

合等）７団体の所管部課長、行政機関 2 市 11 町 1 村の農

消費者・流通関係者等を含めた双方向のコミュニケーシ

政（農林、農林水産、エコタウン、産業建設）課長、庄

ョンにより、可能な限りの安全確保のためのしくみを確

内総合支庁内（農業振興課、水産課、地域保健予防課等）

立していくとしている。

９課、庄内教育事務所の指導課長が属している。

さらに、最近の食品の不正表示事件の多発を受け、食
品表示の適正化に向けて農林水産省では「食品表示 110

２）
「庄内地域地産地消推進サポーター」の活動

番」を開設し、消費者の視点から食品表示を監視してい

先の「庄内地域地産地消推進本部」に関連し、
「庄内地

く取り組みを始めている。*6

域地産地消推進サポーター」として、県産農林水産物の

その他、消費者の食品への安心を確保するという観点

消費の拡大・安定的な供給・生産の拡大に取り組み、地

から「トレーサビリティ・システム」*7 の導入が重要

産地消を推進していこうとする個人や団体を募集し、行
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（４）
「フルーツタウン産直あぐり」
（以下、
「産直あぐり」
）

政・生産者・消費者をつなぐ活動を展開している。現在

の取り組み

このサポーターには、家庭で地産地消に取り組む一般の
消費者や、生産者として地産地消に取り組む個人・団体、

「産直あぐり」は、櫛引町の北西部に位置する西荒谷

さらに庄内在来野菜の研究等を行う研究者や、地産地消

（にしあらや）地区に所在するファーマーズマーケット、

に関する情報を発信する個人・団体等が多数登録してお

いわゆる産直である。ここは庄内地方では 2 番目に古い

り、毎月 21 日の「庄内産品食の日」や 10 月の「庄内産

産直で、オープンから今年で 7 年目（2004 年現在）を迎

品推進月間」のイベント時に、
「地産地消特売コーナー」

え、豊富な実績を持つ産直である。そのため、県内や近

や「地産地消特別メニュー」等の活動を行っている。*10

県の産直関係者が多数視察に訪れ、優れた成功例として
良いモデルになっている。

（３） 櫛引町の取り組み

以下、順に「産直あぐり」の概要を記す。

１）町の概要
櫛引町は庄内平野の南部に位置し、面積 80.18 ㎢、人

１）オープンに至る経緯

口 8,536 人、世帯数 1,912 戸の県内でも平均的な一行政

平成 9 年「産直あぐり」はオープンするが、この産

単位である。
*11 自然的風土としては、
三方を山に囲まれ、

直施設の設立を大きく前進させたのは町の「フルーツタ

町中央部を河川が縦断しており、これが穀倉地帯として

ウン構想」である。当時、農業関係者を悩ませていた問

名高い庄内平野の南部に豊かな水を供してきた。

題に、生産調整の強化や農産物の価格低下、転作等があ

町の総農家数は 933 戸で、そのうち専業農家 31 戸、第

る。櫛引町ではそうした問題への対応として、今後は水

1 種兼業農家 211 戸、第 2 種兼業農家 557 戸、自給的農

稲の単一経営ではなく、果樹や野菜との複合経営が望ま

家 134 戸（平成 12 年当時）*12 で、同町の全産業に占め

れるとして、果樹を中心とした産直施設の設立へ動いて

る第一次産業の割合 20.1％、そのうち農業の占める割合

いった。

は 19.7％である。また、農業収入を主とする世帯は 322

そして、その前年の平成 8 年から現在の運営組織の母

世帯で、全世帯数に占める割合は約 17％となっている。

体となる「産直施設運営組合設立準備委員会」と「フル

*13

ーツタウン直売施設運営管理組合」を設立し、話し合い

農業生産額は約 37 億円で、そのうち最も多いのが米で

や産直先進県である岩手県、群馬県等への視察研修を重

約 20 億円、次いで果実が約 6 億円、野菜が約 5 億円とな

ね、オープンへと漕ぎつけた。

っている。果実では柿、和なし、りんご、ぶどう等多く
の品種が栽培されている。*12
２）運営管理組合について

ここ数年は、農業に関するほぼすべての指標において
減少傾向が見られるが、農業生産額においては、減反政

「産直あぐり」を運営・管理しているのが「フルーツ

策や米価の低迷を背景として米の生産額が減少している

タウン直売施設運営管理組合」
（通称、運営管理組合）で

一方で、野菜や果樹の生産額が増加傾向にあることが大

ある。現在 89 名が加入し、そのほとんどが「産直あぐり」

きな特徴である。

の所在する西荒谷地区の農家である。
その経営形態は第 1
種兼業農家や第 2 種兼業農家、農地を持たず主に山菜等

２）同町役場の取り組み

を卸す農家などさまざまである

櫛引町において「地産地消」を中心的に行っているの

また、その下部組織は品物の安定供給や地産地消推進

は役場の農政課である。農政課における活動はそれ独自

のためにそれぞれが専門分化しており、果樹部会や野菜

でというよりは、後に詳述する「フルーツタウン産直あ

部会、企画部会、加工部会等を組織し、部会ごとの講習

ぐり」との関係におけるものが大きな比重を占める。

会を行っている。

そのなかでも特に学校教育に関連する活動としては、

組合員が「産直あぐり」に品物を卸す時には各自で自

横浜市からの小学校修学旅行の受け入れや「産直あぐり」

由に価格を設定し、規定のコンテナ１つに包装した品物

とそれに併設する施設を用いて地元小学校の農業体験等

を入れ、各自で持ってくる。品物を卸すときには「産直

を行うこと、学校給食への地元産野菜の提供（年 5～6 回）

あぐり」側の手数料として売り上げの７％を支払わなけ

を主として実施している。

ればならないが、この手数料は他の産直の 10％～15％と
比べると別段に安いもので、その一部が「産直あぐり」
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さらに、
「産直あぐり」では、地域福祉への参画として、

で雇用している正規職員やパートの賃金に当てられてい

その収益の一部や旬の果実等を管内の福祉施設を慰問し

る。

提供している。
３）産直施設とその運営について
５）食の安全、農薬の使用について

「産直あぐり」には商品の展示販売を行う施設の他に、
「食彩あぐり」という農家レストランが付属している。

「産直あぐり」では、各組合員に栽培履歴への記入を

ここでは、地域食材を用いた各種惣菜や組合員が漬けた

義務付け、組織的に農薬使用の監視・管理にあたってい

漬物、次に記す「加工あぐり」で生産加工された製品等

る。一昨年山形県内でも無登録農薬の使用が大きくとり

をバイキング方式で食すことができる。ここが１つの建

あげられたことから、以後慎重に農薬使用に対応してい

物を成し、さらに併設する施設として「加工あぐり」が

ることがうかがえる。

ある。ここでは、地場産の食材を利用したジュースやス

また、それに加えて、県が中心となって行っている県

ナック等のオリジナルな商品を生産している。こうした

産農産物の出荷前残留農薬分析や土壌残留性農薬の検査

第 1 次加工、第 2 次加工までできる施設を持つことで、

*15 等があり、県全体をあげて農産物の安全性に留意し

品不足になりがちな冬場においても安定的に品物を供給

ている。こうした情報を消費者に伝えるものとして、県

することができ、客数を安定させることができる。その

産の農産物には「安全栽培保証書」が付けられている。

他、果物類や花類の保存のために雪室が設置されている。

この保証書は山形県青果出荷組合が発行しているもので、

こうした施設の設置はすべて町の補助によるもので、

これによってこの品物が登録農薬の基準内で栽培された

その資金の大半は国の構造改善補助事業費である。土地

こと、また栽培防除履歴に記帳済みであることが保証さ

と施設はすべて町の所有となっており、運営に関しては

れている。

一切を運営管理組合が独立採算で執り行う。ただし、災
６）運営していく上での問題点とそれへの対策

害等により施設に損傷を受けた場合は、その補修費は町

運営にあたっての当面の問題は、冬場の品不足による

が負担することになっている。
売り上げ実績を見てみると、平成 14 年度は 3 億 1 千万

客足の途絶えをどう解消するかということである。これ

円弱となっており、オープン当時の 1 億 200 万円弱から

について「産直あぐり」は野菜部門を立ち上げ、野菜の

順調に売り上げを伸ばしてきた。また、平成 13 年度の直

品種改良や種子の共同購入等による増産、加工品部門に

売部門だけを見ると 1 億 6,840 万円を売り上げ、これを

よる加工品の導入によって対応している。

組合員一人当たりの金額にすると年間 189 万円となる。

また、町の経済全体を見た場合、
「産直あぐり」がオー

*14

プンしたことにより、いくつかの青果店が閉店に追い込
まれるという事態が発生している。このことについて「産
直あぐり」では、町の商工会議所との兼ね合いから、そ

４）その他の活動
「産直あぐり」では、地産地消推進や町の PR という

の青果店の一部を「産直あぐり」の直売部門に取り込み、

点から、一年を通してさまざまな催しを企画している。

組合員と同等に品物を卸すことを許可している。通常青

その催しを「交流イベント」と銘打ち、これを通じて生

果店が入ることは異例であるうえに、青果店は一年を通

産者と消費者の交流や組合員同士の交流を図ることを目

して全国から品物を集めることができるため、特に冬場

指している。

においては組合員より多くの収益を上げることもある。

5 月には山菜・孟宗まつり、9 月にはフルーツまつり、

これが原因で内部では葛藤が生じているということであ

11 月にはお客様感謝デー等が企画され、その他、強風被

った。

害果実の特売セールを随時行ったり、県漁協婦人部と交
流したりと毎月１つは何らかの催しものが行われている。

（５）ファーマーズマーケットと行政の問題点

また、都市農村交流推進の一環として、新宿神楽坂ま

「産直あぐり」と櫛引町農政課との関わりを通して見

つりへの出店販売や横浜市の小学校修学旅行農業体験受

えてきたファーマーズマーケットと行政の問題点を挙げ

け入れ等も行っている。こうした活動には行政が深く関

る。

与しているが、こうしたことを行うには特に経費の面に
おいて行政の協力がなければ到底できるものではない。
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１）ファーマーズマーケットの問題点

を重視して柔軟に品不足に対応していくのか、このこと

①採算性の問題

が「地産地消」運動を展開していくうえでの１つの分か
れ目になろう。

「産直あぐり」は数ある産直の中でもかなり優秀な売
り上げ実績を残しており、これが組合員の手数料の低さ
にもつながっている。さらに、施設が町有ということで、

２）行政の問題点

施設維持に関しては全く関与しなくてもよく、その内部

①「地産地消」の推進と定着
「地産地消」は始まってからまだ日が浅いという感が

の経営にだけ専念すればよいということも高い採算性を

ある。
「庄内地域地産地消推進サポーター」の構成員を見

保持できている一因であると考えられる。
しかし、反対に行政の協力がほとんどない個人経営の

てもまだまだ数は少なく、地産地消に対する意識は消費

産直の場合、独立採算性でやっていくのはかなり難しい

者よりも生産者の方が高いことが伺える。ここで、さら

面がある。その場合、施設の維持から情報発信による顧

に構成員を増やし、消費者へ定着させていく何らかの方

客の拡大まですべて自らの力でやらなければならないわ

策が求められる。

けであり、とりわけ新しくできた個人経営のものはこう

②農産物の安定的な供給
行政が生産者との連携を強め、生産者の苗木の購入や

した問題を抱えやすい。しかし、最近では情報発信に関
しては、
「庄内地域地産地消推進サポーター」に登録する

種子の購入、品種改良に助力することが求められる。

ことで、いく分かそれへの負担は小さくなると考えられ

③他地域や諸外国への対抗

るが、依然として現状は厳しいであろう。

安い品物がどんどん入ってくるなかで、地元産の野菜

②施設、店舗の規模の問題

や果樹をいかに守り、消費拡大へとつなげていくか。さ

「産直あぐり」の場合、先述のように施設に関しては

らに、地元産の野菜や果樹の価値を高めるためには何が

すべて行政側の負担となっている。そして、店舗面積、

必要かを考えなければならない。

付属施設を見ても現在の経営維持に十分な規模が確保さ
れており、今後の店舗拡大ということはおそらくないで

３）両者の問題点－町村合併による影響－

あろうし、また、拡大するにしても他の産直よりは容易

ファーマーズマーケットと行政ともに今後の大きな問

にできるであろう。

題として直面しているのが、町村合併による影響である。

しかし、個人経営の産直や、行政が関与していたとし

ここ庄内地方では平成17年度に3つに分かれて合併する

ても建物の内部にテナントとして入っている小規模な産

案が出ており、櫛引町は隣接する鶴岡市を中心とした庄

直の場合、店舗の拡大は容易ではない。それは多分に資

内南部に含まれる。この庄内南部を見渡してみても、産

金面の問題であろうが、そうした産直の場合、消防法等

直の運営形態は行政が主体となるもの、民間が主体とな

の法律面の規制から店舗拡大が困難になっているという

るもの、第３セクターが主体となるものとさまざまであ

事例もあると聞く。

る。そして、そのそれぞれにおいて産直に対する温度差

「産直あぐり」のように、行政が施設運営にうまく関

には大きな違いがある。櫛引町の産直には、町おこしと

与し成功している事例がある一方で、逆に行政が関与す

いう色合いから行政の厚い助成があり、町全体として直

ることによって、店舗拡大が遅々として進まないという

売施設運営には積極的である。しかしながら、その他の

事例もあるのだ。

産直を見るとほとんど一家で経営しているところなど両

③冬場の品不足の問題

者の格差は著しい。櫛引町としては今後もフルーツタウ

これはどこの産直でも抱える問題である。
「産直あぐ

ンとしての地位を確かなものにしていきたいという思い

り」の場合、併設する「加工あぐり」を活かした加工品

が強いわけであるが、町村合併によって、他の産直との

の生産や新種の改良、ハウス野菜の栽培によって、冬場

格差がどう調整されていくのか、行政は今ある産直をど

の客数の落ち込みをくい止めようとしている。

う活かし、どの水準の産直に合わせて政策を立てるべき

しかし、こうしたことができない産直の場合、他地域

かが、当面の行政側と経営側の大きな関心事であり、問

から品物を取り寄せ、冬場の品不足対策としなければな

題でもある。

らない。となると、普通のスーパーマーケットと同じに
（６）
「地産地消」を教材化することの意義

なってしまうのではないかという疑念が生ずる。
あくまで地元産のものにこだわるのか、それとも経営

「地産地消」を教材化することの意義は、大きく３つ
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のできる食料が少なくなってきている。

ある。
１）コミュニティの再生について考えることができる

こうしたことに対抗するものとしての「地産地消」
運動の実態を理解することで、食料の安定供給・安全

生徒をとり巻く地域社会は近年大きく変化している。そ

性確保の１つのあり方に迫ることができる。

れは「コミュニティの崩壊」とまで言われる状況に来て
いる。こうしたなかで、私は、今一度「食」を通して人
と人とのつながりを考える、そういう機会を意識的に創

２）
「食」と「農」に関わる現場を体験することができる

り出すことによって、もう一度互いに心配りをする関係

ある農村部の小学校の調査によると、４人に１人が

を築いていくことができると考える。

生活習慣病の危険因子を持つといわれている。*16 こ

「地産地消」を学習材として扱うことによって、生徒

うした現状を踏まえ「食農教育」との関連から「食」

にそうしたことに目を向けさせることができるとともに、

と「農」の現場を実際に体験することで、自分の健康

自分たちの地域社会のことを考えるきっかけを与えるこ

と食べ物との関係を学び、主体的に選択する力を育成

とができる。

することができる。

２）ライフスタイルを見直す契機となる

３）
「地産地消」を通して“真の豊かさとは何か”を考え
ることができる

生徒は「地産地消」の学習を通して、そこに人々の環境
に対する見直しの意識があることに気づいていく。この

「地産地消」運動が全国規模で展開されるに至った

ことを自分の問題として経験させることで、自らのこれ

経緯を学習することを通して、そこに従来の経済原理

までのライフスタイルを考え直し、広く人々の生活構造

とは異なる方法による生活の質の向上とはどのような

ひいては社会構造全体を考えようとする態度を育成する

ものか、さらには、自分たちの地域社会にとっての望

ことができる。

ましい環境とはどのようなものかという問いに対する、
地域社会の未来像ともいうべきものの一端を見出すこ

３）真に豊かな社会をイメージすることができる

とが期待できる。

生徒は、自らのライフスタイル、さらには、社会構造全
（３）単元のねらい

体を考え直す過程を通して、そこに従来の経済原理とは
異なる方法による「新しい豊かさ」を見出していくこと

・現在のわが国の農業問題や食料消費の問題を考える

ができる。

にあたり、身近な地域で行われている「地産地消」に着

この「地産地消」を学習材とすることで、循環型社会

目することを通して、それが行われるに至った経緯と、

や定常型社会といった新しい社会のモデルに近づくよう

その関係者の苦労や工夫がわかる。

な、環境を視野に入れた持続可能な発展を目指した社会

・
「地産地消」運動が行われるようになった背景とその実

の姿をイメージする基盤を与えることができる。

態を理解し、そこにある問題を解決する学習を通して、
従来の食料供給のあり方を見直し、今後望まれるあり

３．
「地産地消」を学習材とした高校公民（現代社会）の

方について考えようとする。

単元構成

・この学習を通じ、社会現象を社会科学の視点から批判
的に見通し、主体的に将来の地域社会に求められる豊

（１）単元名

かさ、さらには、精神的・文化的な面から豊かな生活

「地産地消を通して“豊かな社会”を考える」

を送るとはどういうことかという問題を考えようとす
る。

（２）地産地消を学習材として取り上げる価値
１）食料の安定供給・安全性確保を地産地消という身近

（４）
「地産地消」の学習を通して身につけさせたい見

なことから学ぶことができる

方・考え方

近年は輸送網の発達や輸送コストの低下等から、地

１）
「地産地消」運動が行われるに至った経緯とその実態

元産以外の食料が数的にも種類的にも豊富に手に入る

わが国の食料自給率がきわめて低いことや、近年のた

ようになった。しかし、そのことによって生産者と消

び重なる食料問題の発生を踏まえ、食料の安定供給・安

費者の隔たりが大きくなり、安全で安心して食すこと

全性確保の方法の１つとして「地産地消」が全国的に広
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まってきたことに着目する。そして、その実際的な活動

は「ナスカの地上絵」に見るごとく、地上においてはた

としてファーマーズマーケットが設置されたが、その背

だの石ころの集まりにしか見えないものも、一転空から

景には、先の理由に加え、減反政策や米価の落ち込み等

見れば、それが猿やクモの姿をしていたというような視

による農家の現状維持の難局があったことに気づく。

点の転換によって、ある種の驚きを喚起させるものとし

そうしたファーマーズマーケットの運営に関して、行

て「地産地消」と豊かな社会のイメージをつなげ、生徒

政が大きく関わっている事例があるが、そのなかにもい

の目前に提示してみたいのである。しかしながら、現段

くつかの問題があり、そこに関係者の苦労や、それを乗

階では、この点をどのように生徒に見せるかがはっきり

り越えていこうとする創意工夫があることに気づく。

していない。この部分をどう理論化するかが、今後の検
討課題である。
また、学習活動の評価の観点についても不十分である

２）従来の食料供給の見直しと真に豊かな社会の考察

ので、この点もあわせて、今後一層の精緻化を図ってい

これまでの食料供給の問題や、農家の現状の打開策を

く必要がある。

総合的に考察し、食料供給の本来あるべき姿を多面的に
描き出すことができる。
そして、そのことを基礎として、自らの地域社会にお

「地産地消」における櫛引町の取り組み、および「産

いて望まれる社会のありようをさまざまな観点から追求

直あぐり」の取り組みを調査するにあたり、櫛引町役場

することができるとともに、自己との関わりにおいて、

農政課の鈴木さん、フルーツタウン直売施設運営管理組

精神的・文化的に豊かな生活を送ることとはどういうこ

合長の澤川さんにはたいへんお世話になった。この場を

とかを考えることができる。

借りて感謝したい。

（５）この学習を通して身につけさせたい能力

《註》

１）社会調査の方法

(1)・
『図説 食料・農業・農村白書』平成 11 年度 4‐14 頁

資料データの収集とその見方に関して、主に聞き取り

・
『図説 食料・農業・農村白書』平成 12 年度 7‐8 頁

調査の技法と、そこから得た情報の処理方法の基本的な

・
『図説 食料・農業・農村白書』平成 13 年度 3‐4 頁

技法を身につけることができる。また、コンピューター

・
『平成 14 年度 食料・農業・農村の動向に関する年次報告』

を用いた情報検索や処理の仕方、統計資料の見方等の技

2‐3 頁 いずれも農林統計協会発行

法も身につけることができる。

(2)『平成 14 年度 食料・農業・農村の動向に関する年次報告』
農林統計協会 1 頁

２）課題追求のまとめ方

これは第 156 回国会（常会）に提出されたもので、内容の

課題追求のまとめとして、レポートや報告書を作成す

一部には平成 13 年度の報告も含まれている。

るにあたり、欠かせない事柄（調査・研究の目的、方法、

(3) (2)前掲 25‐26 頁

考察過程、結論等）や基本的な約束事（参考文献、資料

(4)『環境保全型農業による農産物の生産・出荷状況調査報告書』

の出所等）をきちんと踏まえ、まとまったものに仕上げ

農林水産省統計情報部 平成 15 年

ることができる。

これは、
「平成 13 年度 持続的生産環境に関する実態調査」
の一環として実施された調査の結果をまとめたもので、農業

（６）活動計画

別掲

の自然循環機能の維持増進を図り、持続性の高い農業生産推
進への寄与を目的とした基礎資料として発行されたものであ

4．おわりに

る。
(5) (2)前掲 152 頁

この単元における一番の難点は、第 4 次において「地

(6) (2)前掲 29‐30 頁

産地消」と豊かな社会のイメージをどのように結びつけ

(7)『平成 14 年度 食料・農業・農村の動向に関する年次報告』

るかということである。ここで必要なのは、ただ１つの

農林統計協会 23‐25 頁

社会現象に焦点化し、具体的に、詳細にとらえることだ

「トレーサビリティ・システム」とは、食品等の生産や流

けに終始するのではなく、一度とらえられた社会現象か

通に関する履歴情報を追跡・遡及することができる方式のこ

ら離れ、抽象度を上げて再度とらえ返すことである。私

と。生産者や流通業者は、媒体（バーコード、ID タグ等）に
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永野由紀子「西荒谷（山形県東田川郡櫛引町）
」

食品情報を集積する等し、それを消費者等が必要に応じて検

(15) 山形県農産物 HP

索できるシステムで、これにより食品事故発生時の早期原因
究明や生産者と消費者の「顔の見える関係」の構築が期待さ

http://www.yamagata.nmai.org/kokuchi/zannou.html 参照

れる。

「県産農産物の出荷前残留農薬分析の実施状況」より
(16)『農業と経済 第 69 巻 第 1 号』昭和堂 2003 年 1 月 82

しかしながら、このしくみが食品の安全・安心の手段とし

‐85 頁 根岸久子「地産地消の食農教育」

て、単なる食品の付加価値として使用されることについては、
十分に警戒する必要がある。
(8)『図説 食料・農業・農村白書』平成 13 年度 農林統計協

《参考文献》

会 102‐104 頁
このなかで、
「地方公共団体における先駆的な取組事例」と

・広井良典『定常型社会 新しい「豊かさ」の構想』岩波書店

して、この山形県の取り組みが紹介されている。

2001 年

（担当：金丸栄一郎）

(9) 庄内地産地消推進本部 HP
http://www.shonai.nmai.org/honbu/honbu.html 参照
(10) 庄内地域地産地消推進サポーターHP
http://www.shonai.nmai.org/sapo/sapo.html 参照
(11) 櫛引町 HP 統計資料
http://www.town.kushibiki.yamagata.jp/gaiyo/toukei/p03
/pp05.pdf. 参照
この統計データは、櫛引町が「農林業センサス 山形県農
業基本調査」をもとに作成したものである。
(12)『平成 12 年国勢調査編集・解説シリーズ№12

都道府県の

人口 その6 山形県の人口』 総務省統計局 平成15年 88
頁
「第 22 表 産業（大分類）別 15 歳以上就業者数」より
(13) 同上 92 頁
「第 24 表 主な家計の収入の種類（7 区分）別一般世帯数」
より
(14)『農業と経済 第 69 巻 第 6 号』昭和堂 2003 年 5 月 70
‐73 頁
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【別掲資料】
（６）活動計画「地産地消を通して“豊かな社会”を考える」
本単元を高校公民（現代社会）の導入として位置づけ、以後の学習への興味・関心を促すようなもの
にしたい。その際、
「地産地消」を通して社会の 1 つのあり方を描くという学習を行うにあたり、生徒自
らが生活のなかから現代社会の基本問題につながる課題を見つけ主体的に追求する学習の方法が適して
いるとの考えから、ここでは、学習の方法として「問題解決学習」をとる。
第 1 次【わが国の食料問題を通して見えるもの】
現代社会の諸問題として、
「農業と食料の問題」を扱う。その際、わが国が諸外国に比して、食料自給率がきわ
めて低いことに着目し、食料の安定供給および安全性確保の視点から考察する。

食料の安定供給・安全性確保の視点から、国内の食料消費に目を向けさせ、自分たちの身近なところで、そ
うしたことに対する取り組みとして「地産地消」運動が展開されていることに着目させる。このとき、
「食」
（消
費者）と「農」
（生産者）との間の距離が近年拡大していることに気づかせる。

第 2 次【地産地消に関わる人々の工夫や困難を理解する】
食料の安定供給・安全性確保の視点から「地産地消」に着目し、実際の活動であるファーマーズマーケット（以
下ＦＭ）や行政側の取り組みを通して見えてくる生産者側（農家）と行政側の工夫や苦労・困難を理解する。

ＦＭと行政各部署に調査に行くグループに分かれる。
（それぞれ 3 グループ程）
グループごとに調査項目を設定する。調査項目の設定にあたっては両者の概要、それぞれに関わる消費者
の視点、問題点等を把握できるものを選定する。
〇調査項目の例
《ファーマーズマーケット》

《行政》

・開店年数

・開店に至る経緯

・主な活動、事業内容

・売り上げ

・組合員数

・生産者と消費者の意見の反映

・経営形態

・客層

・目標、将来像

・客の評判

・現状への不満

・改善点

・行政との関係

・問題
等

・改善点

等

調査項目が決まったら、アポイントメントを取り、その後の予定を立てる。
調査対象者の選定にあたっては、FM と行政のそれぞれの全体をよく把握している人を選ぶ。
調査は聞き取りを中心とし、その他、見たことや感じたことを適宜メモする。
※調査における基本的なマナーや技法について、最低限のことを指導する。

調査後、調べてきたことを各自小レポートとしてまとめる。その際、それぞれの何が問題であるか、それへ
の対応としてどのようなことを行っているかを明確にする。

※小レポートは、調査項目とそれへの解答、両者の問題点、今後の改善策、それにもとづく自

第 3 次【ファーマーズマーケットと行政の問題の解決を目指す】

調査を通して見えてきた、ＦＭと行政側の抱える食料の安定供給・安全性確保の問題点を明ら

36

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要

教育実践総合研究

第３号

2004年

小レポートをもとに、グループごとに各自の考えた問題点を照らし合わせ、各グループ、問題点を１つ出す。
グループごとのテーマが決まったら、その問題の解決策をグループ内で自由に討論する。

※グループ内で話し合ったことのなかで、特に自分が興味・関心を持ったことは適宜メモを
取る。このことも最終レポートの内容に取り入れ、思考の深まりの過程を把握できるように
する
第 4 次【地産地消を通して見えてくるもの】
これまでの学習を踏まえ、食料の安全性・安定供給の視点から、現在のわが国の食料輸入と国内産品とのバラ
ンス、食料問題のこれから、それに与える「地産地消」の影響を多面的かつ多角的に考察する。

グループごとにテーマとそれへの解決策を提示し、クラスで討論し、批判し合うことで相互に理解を深める。
その際、食料自給率や望ましい「食」のあり方、自分たちの食料消費の現状を踏まえつつ、
「地産地消」の持つ
意味や価値を考える。
※巨視的な視点と微視的な視点を常に持ち、互いを往復しながら理解を深めていくよう指導する。

本単元の最後として、各自レポートにまとめる。その際、各自、自由にテーマを設定する。
〇テーマの例
・
「地産地消」を通して見えてくる新しい豊かさ
・
「地産地消」における、よりよい形、将来の発展可能性
・食料の安定供給・安全性確保についての考察
・
「地産地消」を通して、自分の食料消費を考える

等

※最終レポート作成に際して、まとめ方や資料の提示などの基本的なことを指導する。その他は、生徒の創
意工夫で自由に作成させる。
※作成されたものをまとめ、礼状と一緒にお世話になった方々へ手渡す。
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教材開発研究の意義と課題

本年度の社会科教材開発研究は、前年度までの

という社会的問題を視野に入れて、地元の山形県の

「食」に関する研究テーマを継承しつつ、開発した

ファーマーズマーケットの取り組みを子どもに調査

教材を指導案レベルに位置づけることを目標として

研究させることを主な内容とする教材を開発した。

行われた。本年度の研究の意義と特質、今後の課題

いずれも、教師自身の教材研究・フィールドワーク

は以下の通りである。

が、
「社会的問題」と「子どもにとっての必要性」と
いう二つの観点と有機的に結びついて行われており、

１．「地産地消」の教材開発研究の意義

すぐれた教材開発研究の事例となっている。

（１）社会的問題と子どもの興味・関心の結合

（２）小・中・高１２年を見通した教材開発

社会科の教材開発は、社会諸科学や人文諸科学の

子どもの発達段階に即した教材開発という観点か

研究成果、あるいは教師自身の研究やフィールドワ

ら、学校種（小・中・高）に対応してどのように社

ークの成果をベースにして行われるが、それらはそ

会科の教材を開発すべきかというもう一つの課題が

のままでは教材とはならない。指導案に位置づけて

生じる。本年度の研究は、この課題に仮説的に応え

ゆくためには、開発される教材は二つの要求を満た

ようとした。すなわち小学校では子どもの「直接的

してゆかねばならない。それは、将来の主権者とし

経験」から社会的問題を探させること（前操作的段

て子どもが学ぶべき社会的問題を含むこと、子ども

階）、中学校では「間接的経験」を利用して社会的諸

の発達段階に照らして社会的な興味・関心を抱かせ

事象を研究させること（操作的段階）
、高等学校では

ることができること、という二つの要求である。今

「直接的経験」と「間接的経験」の双方を踏まえて

回、開発された「地産地消」に関する教材は、二つ

社会的問題に対する見方・考え方をつくらせること

の要求に応えるものとなっている。

（脱操作的段階）、という教材開発の方法論である。

第一にそれは、「食の問題」（安全、確保、産業な

これに沿って小樋山は小学校段階で「さといもス

どの諸側面を有する包括的社会問題）という２１世

ープをつくり試食する」という直接的経験から、
「な

紀を生きる子どもたち自身の最重要課題を考察する

ぜ給食で五泉のさといもが使われているのか」、「他

窓口となりうる社会事象である。また、それは消費

の地域でもその地域の食材が使われているのか、だ

者としての我々のライフ・スタイルや生き方に関わ

としたらそれはなぜか」という疑問や問題を引き出

る問題でもあり、社会の在り方そのものにも関わる

していこうとしている。小樋山にとって、あくまで

問題である。

子ども一人一人が自分の直接的経験に即した問題意
識を抱くこと、これが小学校段階での到達目標であ

第二にそれは、子どもたちが生活する地域の取り
組みであり、子どもの経験的世界からより大きな社

り、そのための教材開発が行われているわけである。

会的現実に興味・関心を広げさせることに適した社

高橋は中学校段階で、各グループが持ち寄った「Ｊ
Ａ」
、「給食センター」、
「行政（農林課）
」
、「生産者」

会事象である。
小樋山は「子ども一人一人が食の問題（＝社会的

の地産地消に対する取り組みの情報（他者の願いや

問題）を考えること」あるいは「そのきっかけとな

行為に関する知識）を、生徒自身に結びつけさせる

ること（小樋山は総合学習の教材として利用するこ

ことで、社会的ネットワークのイメージや概念図を

とを視野に入れている）
」を最重要の課題として、身

構成させようとしている。見学・調査は直接的経験

近な「学校給食」の背景にある「地産地消」の取り

であるけれども、それは様々な情報を獲得し、総合

組みを、地域の五泉市の事例に基づいて教材化した。

してゆくための手段となっている。生徒は自分が訪

高橋は「地域経済の活性化」という社会的問題を

問できなかった箇所に関する知識を、クラスメート

間接的に意識しつつ、地元市町村の「地産地消」の

から戦略的ネットワークを認識するための情報とし

動態を子どもや学校をとりまく戦略的ネットワーク

て獲得することになる。一人の生徒自身が訪問し、

の観点から教材化した。

獲得できる知識は限られている。中学校段階では、
生徒の直接的経験を越えた、幅広い知識に基づく社

金丸は「食糧自給率の低下」・「食糧の安全確保」
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会認識形成が求められてゆく。高橋にとって、中学

問題は、教科書だけで学習できるものではなく、絶

校段階では、間接的経験により幅広く獲得した知識

えず、生きた教育内容開発と教材開発、実験実証的

に基づいて、それらの関連性を見つけることにより

検討を行ってゆくことが教師に求められている。開

社会や地域の仕組みがわかってゆくことが到達目標

発事例の積み上げと交換・交流が今後の第二の課題

であり、そのための教材開発が行われている。

である。

金丸は高等学校段階で、再び、直接的経験と間接
（３）教材開発方法論の一般化

的経験を結びつけようとする。この場合、直接的経
験とは「日本の食糧自給率の低下と食糧の安全確保

事例の積み上げとともに、すぐれた教材をどうす

をどうすべきか、という重要な社会的問題について

れば開発することが可能なのか、あるいは更新して

考える」という生徒の主体的な行為・経験である。

いくことが可能なのかを、一般化し、説明してゆく

「地元の山形県におけるファーマーズマーケット」

ことが、教科教育学研究の観点からは求められる。

という地産地消の取り組みについて生徒自身が調

明示化された方法論があれば、誰でもそれに即して

査・研究して獲得した情報は、上の社会的問題を考

実践可能な教材開発を行うことができる。また、う

察するための手がかりである。地産地消という一つ

まくいかなければ批判によって修正した方法論を提

の方法論で問題解決の取り組みを直接行っているの

示することにより社会科教育学研究における教材開

は山形県や庄内地域の人々であり、生徒たちは間接

発分野の研究を深めることができるからである。

的にその是非を吟味することになる。しかし、社会
（４）評価の試行

的問題を主体的に受けとめた生徒にとっては、自分
のこととしてその是非を考察することになる。金丸

本研究は教材開発研究であるけれども、発展的・

にとって、大きな社会的問題を、客観的情報を獲得

補足的研究課題として評価方法の問題がある。小樋

させながら、生徒たちなりの研究によって解決方法

山のものには詳細なものが示されているが、高橋・

やその妥当性を吟味検証してゆかせることが高等学

金丸のものは簡潔なものにとどまっている。それら

校段階での到達目標であり、そのための教材開発が

をどのように試行し、子どもの具体的な反応を実際

行われているのである。

に評価し、あるべき評価方法を構築してゆくのか、

２．今後の課題

これも今後の検討課題である。
（担当：児玉 康弘）
（2004 年 2 月 27 日受理）

（１）指導計画の実験・実証と修正・精緻化
開発された教材は、それぞれ小学校「総合学習」
、
中学校「社会科地理的分野（あるいは公民的分野）
」、
高等学校公民科「現代社会」の指導案の中に位置づ
けられている。開発教材を指導案の中に位置づけて
ゆくという本年度の課題はほぼ達成されている。今
後は、これらを実際に各地域で実践し、子どもの反
応と批判的検討を踏まえて修正・精緻化してゆくこ
とが第一の課題である。
（２）事例の積み上げ
「食の問題」だけでなく、子どもたちを取り巻く
現代社会には、
「資源・エネルギー問題」
、
「環境問題」
、
「科学技術の発達と生命倫理などの問題」、「市町村
合併と地方分権などの問題」、「犯罪・治安の悪化と
司法制度改革などの問題」等々、近い将来彼ら自身
が直面する課題が山積している。これらの社会的諸
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