
成果報告１ 

１ はじめに 

 ３・４年は、１学期は「つち」、２学期は「うみ」、３学期は「もり」について、体験や見学を通して、

自分達の住む地域の良さについて考えを深める活動を行った。１学期は、学区内探検を通して、地域の良

さや特色に気付くことができた。２学期は、サケの放流を見学したことで洋野町の川が海とつながって

いることを実感できた。３学期は、洋野町には、山と海があることやそれらに関係する産業があることを

学んだ。 

 

２ 活動のねらい 

  「もり」が人間に与える恩恵を知り、「もり」に関係する産業を調べる。 

 

３ 活動内容 

 ・人や動植物にとって、森林や山林はどんな恩恵を与えているか専門家に話を聞く。 

 ・地元の木を使った産業施設を見学し、おおの木工の工夫や職人さんたちの思いや苦労を知る。 

 

４ 評価 

学習方法に関すること 自分自身に関すること 他者や社会との関わりに関すること 

・課題を設定し、調べることにつ 

 いて必要な情報を収集、分析し 

 ている。 

・調べたことと取材、体験したこ 

 とを比較したり、調べたことと 

 伝えたいことを関連づけたりし 

 て考えている。 

・進んで調べ学習に取り組んだり、 

 取材メモを作ったりしている。 

・調べたことをもとに、様々な人 

 の考えにふれ、自分の考えを広 

 げている。 

・友達の意見や考えを受け入れ、協 

 力して活動している。 

・地域の人々と積極的に交流しよう 

 としている。 

行動や制作物による評価 行動や制作物による評価 行動や制作物による評価 

 

５ 見学・体験について 

 （１）森林学習について 

    ①期日 平成３１年２月１５日（木）４校時 

    ②場所 洋野町立林郷小学校 ３・４年教室 

    ③講師 間澤 慎太郎氏（林郷地区で林業に携わっている方） 

    ④森林学習の実際 

     ア 森林についての説明 

学 校 名 

活 動 名 

教    科 

関連教科 

学    年 

洋野町立林郷小学校 

洋野を知ろう～つち・もり・うみ～ 

総合的な学習の時間 

社会 理科 

３・４年 



     ・伐採作業の大切さについて 

      定期的に伐採しないと、木に日光が当たらず育つため、木が病気になったり枝が曲がった    

      りする。それを防ぐため、伐採はとても大切である。また、３０００本を植樹しても最終的 

      に残るのは約３００本。伐採が行われている森林はとても美しい。 

     ・森と海がつながっていること 

      森に降った雨は、土で浄化されミネラルたっぷりの水となり、海に注ぎ、海の生き物の命を 

      育む。 

     ・木材の活用について 

      紙の原料、わりばし、おもちゃ、食器、家具、家を建てる時の柱、きのこの栽培、炭などに   

      活用される。野田村には、木質バイオマス発電所があり、切った木は捨てるところがない。   

      木は、金属やプラスチックと違い、温かいぬくもりや柔らかさ、人の気持ちを豊かにしてく 

      れる。 

     ・森林が動植物に与える影響について 

      若い木ほど、二酸化酸素を吸い、酸素を供給してくれる。 

     ・これから森林を守っていくことについて 

      定期的な伐採作業、林業で働く人の確保、木材の利用促進を図る。 

    イ 児童の感想 

     ・森林が海に栄養をあたえていることを初めて知りました。木の種類によって使われ方がち  

      がうことやイチョウが絶滅危惧種なことにおどろきました。木のすばらしいところは、紙 

      の原料、おもちゃ、家具、おもちゃなどいろいろな物に使われてことです。木の種類をも  

      っと知りたいと思いました。  

   ・木の種類によって使われ方がちがうことが分かりました。それから、森林が海に栄養を与 

    えていること、動物の命を守っていることが分かりました。森の栄養たっぷりの水が魚を  

    元気にさせているんだなと思いました。 

   ・イチョウの木が氷河期を生きのびて、今、絶滅危惧種になっていることや木にはいろいろ  

    な性質があることを初めて知りました。間伐や下草かりはとても大変そうだなと思いまし  

    た。森林のすばらしいところは、魚や動物たちの命を守っていることです。 

   ・間伐作業や下草かり作業の大切さや大変さを初めてしりました。針葉樹や広葉樹は以前聞  

    いたことがあったけれど、どんなことか分かりませんでした。今回分かってよかったで   

    す。学校のイチョウの木がこれからもずっと育ってほしいと思いました。 

   

   

 

 

 

 

 

 



 （２）おおのキャンパス 社団法人木工房の見学 

    ①日時  平成３１年 2月２１日（木） 

    ②場所  おおのキャンパス 社団法人 大野ふるさと公社 木工房 

    ③説明をして下さった方 おおの木工房 猫屋敷 誠氏 

    ④見学の実際 

     ア 食器ができるまでの工程の説明 

      ・木は、１年間自然乾燥させる。 

      ・「バイト」というカンナで粗彫り、乾燥、中彫り、乾燥、仕上げ彫り、乾燥をくり返す。  

       食器ができるまで１年かかる。木には水分があるので乾燥させて、木がゆがまないよう  

       にする。 

      ・やすりを２種類使って、表面をつやつやにする。 

      ・プレポリマーをしみ込ませ、乾燥する。 

     イ 木工房についての説明 

      ・今から３９年前に秋岡芳夫さんが始めた。冬場の産業として、地元の木を使って何ができ  

       ることはないかと考え、おおの木工が始まった。 

      ・時松先生に木工の作り方を教えていただいた。時松先生は、年４回大野に来て、職人さん 

       たちを今も指導してくれる。 

      ・木工房で働く人は１４人。一人一人違う刻印を使い、自分が作った食器に自信と責任を持 

       っている。どの職人さんも同じ形で同じ大きさの食器を作るのに約４年かかる。 

      ・おおの木工は、壊れても３回は修理して使える。食洗器にも使える。全国２００軒の施設    

       で使用されている。 

      ・使われている木は、サクラ、くり、とちの木、はんの木、クルミ、せんの木、けやきなど。  

       全て、大野で伐採された木を使っている。 

      ・木くずは、ふれあい動物園で動物たちの寝床として使用している。木は、捨てるところが  

       ない。 

     ウ 児童の感想 

      ・おおの木工は、地元の木を使っているのでいいなと思いました。 

      ・見学する前は、おおの木工は、簡単に作っていると思っていました。でも、実際に見学し 

       てこんなにていねいに作っていることに驚きました。 

      ・１つ１つの工程がとてもていねいでした。苦労して作っていることを初めて知りました。   

       ぼくは、おおの木工が伝統工芸品になれば、町おこしにもつながると思います。 

      ・今度はおおの木工を作ってみたいです。おおの木工がこれからも長く続いて、伝統工芸品   

       になればいいと思いました。 

      ・職人さんたちが、食器を１つ１つ手作りで心をこめて作っていることが分かりました。 

      ・おおの木工がこんなに時間も手もかかっていることを初めて知りました。職人さんたち   

       の思いがつかったおおの木工をこれからも大切に使いたいです。 

      ・見学して驚きの連続でした。完成までの１年かかること、食器がとどくまで４年待ちなこ    

       とに驚きました。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 活動の成果と今後の見通しについて 

  子どもにとって、森林とおおのキャンパス「木工房」は身近な存在であると考えていた。特に、木工 

 房は、本校からわずか車で１０分程度の距離でありながら、木工がどんな工程を経えて作られている 

 か児童は全く知らなかった。 

 今回、２つの活動を通して子どもは、地元のよさやすばらしさの一端を知ることができた。そして、 

大野への愛着や誇りをもつことができた。 

 森林学習では、木のもつパワーや生き物に与える影響を知ることができた。特に、海との関係を初め 

て知った子どもが多かった。子どもが最も驚いたのは、本校のシンボルであるイチョウの木が氷河期を 

生き延びて、今絶滅危惧種になっていることだった。 

 森林学習を経て、大野での木を使った産業を実際に見学した。子どもは、食器は簡単に作れると思っ 

ていたが、完成するまでに１年かかることや一人ひとりが異なるバイトや刻印を使っていることから、 

いかに手間や時間をかけて作られているかが分かった。木工房の見学を通して子どもたちは、「今度は 

作ってみたい」「もっと大切に使おうと思った」「おおの木工を伝統工芸品になればいい」など、おおの 

木工への愛着や関心が高まった。 

 ２つの活動は、子どものとっては大変有意義なものになった。今後は、実際に植樹の手伝いをした 

りおおの木工にやすりをかけたりするなどの体験を計画し、さらに大野を誇る気持ちを持たせたい。そ 

して、大野の魅力を発信する活動を行わせたい。 

 



成果報告１ 

１ はじめに 
 洋野町大野は、酪農に適しているなだらかな丘陵地帯である。この高原が大昔は海底だったことから、酪農と

海のつながりを知り、酪農の魅力をもっと多くの人に知ってもらおうと昨年度から体験活動と調べ学習を始めた。

今年度は、特に伝える活動に重点を置き、酪農家の苦労を伝える劇の発表、農業祭での乳製品の販売体験も行っ

た。 
 
２ 活動のねらい 
 ・牛舎の清掃活動を体験することで、酪農家の苦労を知る。 
 ・大野の高原の成り立ちから、海と高原とのつながりを知る。 
 ・酪農家を題材とした劇を発表することで、酪農のことをより多くの人に知ってもらう。 
 ・乳製品の販売体験を通して、おおのゆめ牛乳のおいしさと魅力を洋野町内外の人に伝える。 
 
３ 活動内容 
 ・牛舎の清掃体験 
 ・大野海成段丘の学習 
 ・酪農家の苦労を伝える劇の創作と発表 
 ・おおのミルク工房の乳製品の販売体験 
 
４ 評価 

学習方法に関すること 自分自身に関すること 他者や社会との関わりに関すること 

・課題を設定し、調べることにつ 
 いて必要な情報を収集、分析し 
 ている。 
・調べたことと取材、体験したこ 
 とを比較したり、調べたことと 
 伝えたいことを関連づけたりし 

 て考えている。 

・進んで調べ学習に取り組んだり、 
 取材メモを作ったりしている。 
・調べたことをもとに、様々な人 
 の考えにふれ、自分の考えを広 
 げている。 

・友達の意見や考えを受け入れ、協 
 力して活動している。 
・地域の人々と積極的に交流しよう 
 としている。 

行動や制作物による評価 行動や制作物による評価 行動や制作物による評価 

 
５ 見学・体験について 
（１） 間澤牧場での体験学習 

① 日時 平成３０年９月４日 
② 場所 洋野町阿子木 間澤牧場 
③ 体験・見学の実際 

昨年度に引き続き、間澤牧場にて見学・体験を行った。昨年度は乳牛の生態の学習とえさやり体験を行 
ったため、今年度は牛舎の清掃とブラッシングを体験させてもらった。清掃の内容は、牛舎の床についた 

学 校 名 
活 動 名 
教    科 
関連教科 
学    年 

岩手県洋野町立林郷小学校 
ゆめ牛乳の魅力を伝えよう 
総合的な学習の時間 
社会 理科 
５・６年 



糞を取り除く作業と牛が水を飲む時に使うウォーターカップの洗浄である。児童はいやがることなく進ん 
で作業を行っていた。この日体験したことが、劇の創作に大いに役立ったと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 大野海成段丘の現地学習 

① 日時 平成３０年９月７日 
② 場所 八幡平ポーク ひろのまきば天文台 大野高校野球場 おおのキャンパス  
③ 現地学習の実際 

ひろのまきば天文台の阿部先生を講師にお招きし、大野海成段丘がどのようにして形成されたかを学習 
した。八幡平ポークの敷地やおおのキャンパスから、北の方に見える地平線が昔の海底の地形だったとい 
うことを確認することができた。役８０万年かけて隆起し、現在のなだらかな高原になったという。大野 
高校付近では、これまでに海の生き物の化石も見つかっており、野球場近くの砂鉄を含んだ地層は、約２  
５キロ離れた海の方の地層と同じであるということだった。児童は、大野の高原が海底だったことを知っ 
ていたが、この日の学習を通して、改めて実感できたようだ。 

 
 
 
 
 
 
 
（３） 農業祭での乳製品の販売体験 

① 日時 平成３０年１０月２０日 
② 場所 おおのキャンパス 
③ 活動の実際 

 おおのキャンパスで行われた農業祭で、乳製品の販売体験をさせていただいた。協力してくださった 
のは、見学に行ったおおのミルク工房の方々である。おおのミルク工房の販売ブースにて、お客さんに 
声をかけたり、乳製品を販売したりした。ミルク工房の職員の方には、「林郷小学校の児童のみなさんの 
おかげで売り上げが伸びました。」という嬉しい言葉をかけていただいた。 
  

 
 
 
 
 
 



 
（４） 酪農劇「りんりん牧場の夢」の創作と発表 

① 取組期間 １０月初旬～１０月２７日 
② 活動の実際 

これまでに学習してきた酪農家の仕事、牛の生態、酪農家の工夫や苦労を盛り込んだ劇を創作し、学習 
発表会で発表した。基本的な物語の構成を教師が作り、せりふや仕事の場面の工夫を児童が行った。５年 
生は、社会科で水産業や農業に従事する人が後継者問題に直面し、働く人の数が減っていることを学習し 
ており、そのことも劇の中で触れている。将来酪農の仕事を継ぎたくない酪農家の息子が、父親との言い

争いや祖父の苦労話を聞くことを通して、徐々に酪農の仕事に興味をもっていく内容となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 成果と課題 
（１）成果 
  ・牛舎の清掃体験を通して、酪農家の仕事には、生乳を生産すること以外に苦労を伴うものがあるというこ

とを肌で感じることができた。 
  ・間澤牧場の間澤さん、ひろのまきば天文台の阿部先生、おおのミルク工房の職員のみなさんなど、多くの 
   地域の方と交流することができた。 
  ・劇の発表や乳製品の販売体験を通して、自分たちの言葉で大野の魅力やゆめ牛乳の魅力を多くの方に知っ

てもらうことができた。 
（２）課題 
  ・体験活動と調べ学習が９月～１０月に集中してしまったので、年間を通して計画できれば良かった。 
  ・それぞれの体験活動では、講師の先生の説明を一方的に聞くことが多かった。児童に疑問をもたせ、 
   主体的に活動させる工夫が必要である。 



岩手県洋野町立林郷小学校 成果報告書２

【実践のねらい】

○関連  理科、社会科
○目標

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

３・４年生「つながる自分 つなげる自分  ～ひろのの 山・川・海・ひと～ 」

○時数  ６月～３月 ５２時間

 高原と海が身近にある町内の豊かな自然やその恵みと町内・地域の人々とのふれあいを素材とした横断的・総合的・探求的な学習を通し
て、自ら学び、自ら考え、主体的に判断したり思考したりしながら課題を解決する資質や能力を育てる。その学習過程で学び方やものの見方
や考え方を育み、問題の解決や探求活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、洋野への愛着をもった心豊かで自信に満ちた生き方を想像

【洋野を知ろう～つち・もり・うみ～】

【主な連携機関と内容】
・大野の自然を守る会
・森林組合

（１） 身近にある林郷のよさを再認識したり、自然の恵みを教授しながら生きていくことの素晴らしさを体感したりすることができる。
（２） 林郷の土地、畑を素材として、それらとの関わりを通して生じた疑問を探求的に解決しながら、地域の自然のよさを知ることができる。
（３） 問題解決に向けた過程を通して、ものの見方や考え方を学んだり、主体的に探求活動をすることの楽しさを知ったりすることができる。
（４） 自分の周りの人々とふれあいを通して、ひろの・林郷に生きることのよさに気づいたり、誇りを感じたりして、ひろの・林郷への愛着を
もっ

１ 林郷を知ろう（２０） 学校行事 総合
①学区探検 ②小豆の栽培 ③稲作体験 ④小豆の収穫と販売 ⑤ひろのの森林
・様々な体験を通じて林郷の良さを知る。

２ 林郷のつち、もり、うみを調べよう（２０）総合
①森林を調べよう ②森林と海のつながりをしらべよう
③海について調べよう

３ 林郷のよさを伝えよう
（１２）総合
・小豆の種まきから、収穫、販
売までの様子
・「森は海の友達」について
・「やませ」について

体

験活

動

追

究活

動

表

現活

動



岩手県洋野町立林郷小学校 成果報告書２
５・６年生「つながる自分 つなげる自分 ～ひろのの 山・川・海・ひと～」
【実践のねらい】

○時数  ６月～３月 25時間（総合的な学習の時間2５時間）
○関連  家庭科、理科、社会科
○目標

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

 高原と海が身近にある町内の豊かな自然やその恵みと町内・地域の人々とのふれあいを素材とした横断的・総合
的・探求的な学習を通して、自ら学び、自ら考え、主体的に判断したり思考したりしながら課題を解決する資質や能
力を育てる。その学習過程で学び方やものの見方や考え方を育み、問題の解決や探求活動に主体的、創造的に取り組
む態度を育て、洋野への愛着をもった心豊かで自信に満ちた生き方を想像する児童を育てる。

【ゆめ牛乳の魅力を伝えよう】

【主な連携機関と内容】
・よつばグループ：ゆめミルクアイス作り
・間澤牧場：牧場見学、飼育体験
・株式会社おおのミルク工房：牛乳の生産見学
・ひろのまきば天文台：海成段丘の現地学習

（１） 身近にある山、川、海のよさを再認識したり、自然の恵みを教授しながら生きていくことの素晴らしさを体感したりすることができる。
（２） 身近な山、川、海を素材として、それらとの関わりを通して生じた疑問を探求的に解決しながら、地域の自然のよさを知ることができる。
（３） 問題解決に向けた過程を通して、ものの見方や考え方を学んだり、主体的に探求活動をすることの楽しさを知ったりすることができる。
（４） 自分の周りの人々とふれあいを通して、ひろの・林郷に生きることのよさに気づいたり、誇りを感じたりして、ひろの・林郷への愛着を
もっ

１ 林郷と海のつながりを知ろう（10） 総合
①久慈平岳山開き ②アイス作り ③海洋教育シンポジウムに
向けて ④間澤牧場見学 ⑤海成段丘現地学習

・様々な体験を通じて林郷と海とのつながりを知る。

２ ゆめ牛乳の良さを伝えよう（10）総合
①学習発表会での劇 ②海洋教育サミット
③ゆめミルク販売体験
・ゆめミルクの流通を調べ、良さを広める。

３ 学習をまとめよう
（5）総合
・一年間の学習を振り
返り、まとめる。
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