
JA北海道中央会
北海道米販売拡大委員会

事務局　北海道米販売拡大委員会

　米は、北海道から沖縄県まで日本全国で作られています。
　しかし、北海道や東北、北陸地方は、もともと亜熱帯を原産とする稲
には栽培が難しい地域でした。栽培技術の発達や品種改良によって寒
さに強い品種が開発され、これらの地域でも米が作られるようになりま
した。そのため、特に北海道では、九州をはじめとする府県で育てられ
ている品種とは違います。北海道の品種は、ある程度温度が上がると
穂が出る（感温性）のに対して、九州の品種は日の差す時間が短くなる
のを敏感に感じて穂を出す（感光性）のです。夏が短い北海道の稲は、
育つ期間が１カ月短くても分げつする能力が高いため穂数が多いので
すが、1本の穂につく種もみの数は少ないのが特徴です。

https://life.ja-group.jp/education/bucket/

●都道府県別品種別の作付面積上位品種
「令和2年産 水稲うるち米の道府県別作付上位3品種」
公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構
※道府県への聞き取りおよび種子流通量をもとにした推計によります。

〒060-0004　札幌市中央区北４条西1丁目1番地　北濃ビル10F　JA北海道中央会 農政対策部



　バケツ稲づくりの情報はホームページで見ることができます。
Ⅲ.  バケツ稲づくりを通じて、授業・行事で活用した事例
　　　東京都町田市立忠生第三小学校
　　　群馬県高崎市役所
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総合研究機構 農研機構

「きらら397」系統と「ほした
ろう」をかけ合わせた品種。
北海道立総合研究機構上川農
業試験場で育成され平成20
年に奨励品種に採用された。

　セットには、「ななつぼし」が入っています。

　「ななつぼし」は、平成13年に北海道で栽培するために開発

された品種です。本州の品種との違いは、耐冷性が強く成長が

早いので、北海道での栽培にとても適しています。背丈も大きく

ならないので、「コシヒカリ」などに比べ倒れにくく、育てやすい

ですが、病気には少し弱いので、マニュアル・指導書をよく読ん

で、できるだけ毎日観察してあげてください。
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粘りと柔らかさに加え甘みが
あり、つややかな炊きあがり
の美しさが特長で、品種改良
を重ねてきた北海道米の技
術の粋ともいえる品種。

※そのほか、「えみまる」「きたくりん」「あやひめ」「きらら３９７」など、さまざまな品種があります。

粘りがやや強く、その名の通りふっ
くらとした食感で甘みが強く、お
にぎりや和食全般、特に魚介系メ
ニューとの相性が良い品種。
毎年２月９日は『北海道米「ふっくり
んこ」の日』と制定（一般社団法人
日本記念日協会　認定）。

強い粘りと柔らかな食感が特長
で、白いごはん、炊き込みごはん、
おこわなどに向いており、冷めて
も硬くならないのでお弁当との相
性も良い品種。

味と食感のバランスがよく、食卓
の他、お弁当などでも広く活用さ
れ、北海道米の中で最も生産量が
多い品種。
無洗米としての適性にも優れて
いる。毎年７月２日は『北海道米
「ななつぼし」の日』と制定（一般
社団法人 日本記念日協会 認定）。

「ひとめぼれ」系統と「あきほをか
け合わせた品種。
「ななつぼし」は北海道立総合研
究機構中央農業試験場で育成さ
れ、平成13年に奨励品種として
採用された
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● 教科別学習のヒント
　小学校では、令和2年度から「生きる力」を育む新しい学習指導要領が実施されています。
　バケツ稲づくりは、稲の栽培を通し、総合的な学習の時間、社会、理科、生活、国語、家庭、図画工作な
ど、さまざまな教科・活動に関連した学習が可能です。地域、学校、学年の実態に応じて、学習計画を組
み立ててみませんか。

比較実験による証明
研究テーマ①～⑥参照
観察する力を育てる
観察①～⑤参照

稲の成長と水や空気とのかかわり
水田の生物と環境とのかかわり

歴史、地域社会、日本の農業、国土と環境
自然災害と環境保全

日本と世界の米の生産分布状況

地域の生活文化（道具、文化財、年中行事など）
農具の発達と生産性、品質の向上

稲作の歴史と古代米

地域とのかかわり
植物の栽培
季節の変化

自然を使った遊び
水田の生き物や
植物の観察
泥あそび

地域の伝統行事と
米とのかかわり

話す（発表）・聞く、書く（まとめ）、
読む、伝統的な言語活動

「バケツ稲づくり」「米づくり」「田んぼ」
などの作文・レポートを書く

「米づくり」「田んぼ」「環境・食料問題」に
ついての書籍、新聞記事を読む
米にまつわる日本の民話、
世界の風土や文化

 古典など日本の言語文化

計算・単位、割合・グラフ
食料自給率の計算
江戸時代の単位
割合（発芽率）

グラフ（稲の成長のようす）
米の単位（換算）
稲の生長の
データ化（統計）

食事・調理・栄養
米の栄養素

米飯とみそ汁の調理
米の加工品を調べる・作る
米ぬかを利用した料理
日本と世界の
米料理

日本の伝統的な
食文化

学校行事、学級活動
農家、JAとの交流
収穫祭などのイベント

生命の有限性や自然の大切さ
高齢者や障害者など

異なる世代の人々との関わり

バケツ稲づくりを
テーマにした話し合い

日常生活での会話
食卓での感謝や好みや

欲しいものなどのコミュニケーション
外国の食文化と日本の
食文化の違い

国際理解と国際親善

身近な社会や人々、
自然に直接関わる体験学習
「バケツ稲づくり」を通した
探求的な見方・考え方
稲の成長過程での
自然環境と環境問題
米の消費量と食料自給率

地域の伝統や文化とその継承
農業で働く人の姿と自己の将来

健康・安全安心への理解
日本の民踊

米料理と体の発育、栄養の関係
米の栄養バランス、

規則正しい食生活の学習

感謝の心、自然に学ぶ態度、郷土愛
「いただきます」「ごちそうさま」

の言葉の意味
米にまつわる伝統文化
家族愛と家庭生活　

伝統と文化の尊重、郷土を愛する心
自然愛護絵や立体・工作

バケツ稲づくりを
テーマにした風景描写
わら細工・絵手紙
もみ殻利用の貼り絵
伝統的な遊び道具

歌・楽器
日本や郷土の音楽・和楽器
お祭りの伝統芸能
発表会の歌を作る

バケツ稲づくり

生活

国語

家庭
算数

特別活動

外国語・
外国語活動

総合的な
学習の時間

体育
（保健）

特別の教科
道徳

図画・工作

音楽

理科 社会

日本の農業における食料生産

農産物の価格と輸送・物流

集団宿泊体験活動、職場体験

　子どもの学習能力を伸ばすためには、観察を通じて、生物の
多様性に気付くとともに学習意欲を引き出すことが大切だと
思います。
　子どもたちが研究テーマを決めたら、子どもの自主的な行動
を大切にし、困難や課題にぶつかり、学習につまずいた時には、
解決方法をともに考えたり、相談できる人を紹介したりして支
援してください。最後まで子どもたち自身の手でやりとげられ
るように導いていただければと思います。
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東京都　町田市立忠生第三小学校の取り組み

米づくりを通して食の大切さを学ぶ

バケツ稲づくりを通じて、授業・行事で活用した事例

町田市立忠生第三小学校５年生の９６人の子供たちは、社会科授
業の教材として、６月からバケツ稲づくりに取り組み、種まき、苗の移
しかえ、稲刈りと一連のお米づくりを体験しました。毎日の水管理や台
風対策、害虫・雑草対策など、作業の多さに農家の人の苦労を実感し
た様子でした。
実りの秋を迎えた１０月には、ＪＡ町田市の営農指導員から稲刈り
の仕方などの指導を受け、子供たちは初めて触れる鎌を手に「植えた
時は小さい苗だったのに、こんなに大きくなってびっくり!」「初めて鎌
を使ったので怖かった」「スパッときれいに刈ることができて嬉しかっ
た!」「これでお茶碗何杯分になるんだろう」など、子供たちの歓声の
中、無事に稲刈りをすることができました。「これからは最後の一粒ま
で大切に食べようと思います」と、収穫体験を通じて農業と食の大切
さを学びました。

ごはんの香りたつ「新米試食会」
新米試食会では、炊きたての新米ごはんの香りが、教室い

っぱいに広がり、子供たちからは「いつもの味と違ってすごく
甘い」「もちもちしていて、おもちを食べているみたい」「ふっ
くらしていて、いい香り」など、一粒一粒をかみしめて食べる
子供たちの喜びの声とたくさんの笑顔で大いに盛り上がりま
した。バケツの中の小さな水田づくりで、生き物と環境を呼び
戻そうというバケツ稲づくり体験を通じ、子供たちは育てる喜
び、食べる楽しさを感じ、日本人の主食であり、古くから暮し
を支えてきた米の価値を見直すよい機会となりました。

（平成２８年取材） 「新米試食会」で育てた喜びをかみしめる 児童の「観察ノート」 高崎市農業まつりでの「観察ノートコンテスト」表彰式

高崎市立宮沢小学校出前授業
鎌を手に真剣な表情で収穫する子供たち

大きく育った稲穂に笑顔の子供たち

ＪＡ職員による稲刈りのアドバイス

　東京都町田市では、毎年、教育委員会の指導のもと、市内のほぼ全ての小学校で総合的な学習の時
間、社会科の体験学習の一環として、バケツ稲づくりを実施しています。東京都内では、田んぼを見ることが
ほとんどない中で、毎日食べている米がどのように作られているかを知る貴重な機会になっています。

群馬県　高崎市役所の「バケツ稲出張講座」の取り組み

ＪＡグループと高崎市との連携によるバケツ稲出張講座の取り組み
高崎市では、子供たちに農業への理解を深めてもらうことを目的として、農林課職員が市内小学校に出

向き、田植えから精米までを指導する「バケツ稲出張講座」を実施しており、ＪＡグループでは「バケツ稲づ
くりセット」の無償提供を通じて市の取り組みに協力しています。
出張講座は全３回にわたり、パネルを使用した講義と実習で構成されていて、田んぼの土づくりから多
面的機能の説明、さらには観察の指導も行います。
この取り組みは平成１５年から始まり、延べ８,０００人以上の小学生に、収穫するまでには水管理や網掛
けなど日々の栽培管理に手間がかかることや、年に1度しか収穫できないこと、稲はすぐには食べられな
いということなどを実感してもらい、農業や食料の大切さを伝えています。
また、毎年秋に行われる高崎市農業まつりでは、優秀観察ノートの表彰式を行い、ＪＡグループ群馬は賞
品を提供するなどで協力しています。

　群馬県高崎市では、「高崎市食育推進計画」を策定し、関係団体の支援を受けながら、様々な食育推進
事業に取り組んでいます。その中で高崎市農林課では、子供たちに農業への理解を深めてもらうことを目的
に、小学校における食農教育を推進するための授業支援を行っています。「おいしい高崎発見！」授業では、
高崎市の農家の方に講師として学校で出張授業を行っていただき、地元でとれた農産物を使って調理実習
を行います。子供のうちから地元の農産物を意識して食べることで「食」「農」のつながりと大切さを感じてもら
える授業を目指しています。

栽培暦と出張講座内容

観察ノート提出 ※観察ノートを審査し、11月の高崎市農業まつり会場で表彰式
　を行い、市役所内で優秀作品の展示を行う

月 栽培と観察のポイント 出張講座メニュー
栽培セット申込み・配布

芽だし（出芽）
種まき
田植え（移植）

分げつ

中干し
害虫対策

参加校を対象とした説明会
＜第１回＞田植えをしよう　２時限（講義１時限、実習１時限）
①高崎市の稲づくりについて
②バケツ稲の作り方
③実習（田植え）

＜第２回＞稲を観察しよう　２時限（講義１時限、観察１時限）
①農業の多面的機能について
②今後の管理について
③実習（稲の観察会）

＜第３回＞籾すり・精米をしよう　２時限（実習２時限）
①籾・玄米・精米について
②籾すり・精米の仕方
③実習（籾すり・精米）

４月

５月

6月

出穂・開花8月

7月

鳥害対策・台風対策

稲刈り
脱穀・もみすり・精米

9月

10月

10月末

児童の「観察ノート」

高崎市立城東小学校出前授業

高崎市立城山小学校の栽培風景


