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◇記事名
      
◇対象：

１：

「ヒトと環境」の学習では、

りを持ちながら生きている

つようにする

今回の記事は、ここでの学習内容にぴったりです。「ヒトと環境」の学習の最後に

の学習で登場した田んぼを取り上げます。「

ちに問いかけます。生き物がたくさん住んでいる、水をためておくなどの意見が出るでしょう。しかし、記事

で紹介されている多面的機能については、ほとんど知らないと思います。そこで、記事を読んで田んぼの持つ

多面的機能を紹介します。

また

洪水

分担して調べ

の多面的機能について

（関東農政局

２：

２１ページ左下にある

化は教育に役立っている

子どもたちには難しいですが、

由来してい

ついて潰し、だ円形に形をととのえ、串に刺し
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で紹介されている多面的機能については、ほとんど知らないと思います。そこで、記事を読んで田んぼの持つ

中心的な教材として田んぼを取り上げることもできます。記事を紹介した後、

などそれぞれの多面的機能について詳しく調べます。グループでそれぞれの機能を

でしょう。田んぼ

収穫祭など田んぼとお米に関わる伝統行事はたくさんあってその文

」を取り上げます。子どもたちに田んぼやお米に関わる伝統行事を聞いてみます。

感謝するなど農耕の祭事に

は、米を

いい

ぼや米との深い結びつきに気付くことがで

 

も、直売所で働く人に教室に来ていただいたり、子どもた

野菜の販売や地元の伝統野菜、

地場産の農畜産物を直接

理解をすることができま

准教授) 
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１２月号予告 ラップでカンタン！手作りごちそうソーセージ

 

    

  

モ～っと知ってほしい！

アッコさんのちゃぐりん食堂

干して食べよう

ゆうこ先生と楽しく作ろう

ラップでカンタン！手作りごちそうソーセージ

モ～っと知ってほしい！

アッコさんのちゃぐりん食堂

干して食べよう

ゆうこ先生と楽しく作ろう

ラップでカンタン！手作りごちそうソーセージ

モ～っと知ってほしい！ 酪農の世界

アッコさんのちゃぐりん食堂

干して食べよう 収穫の秋

ゆうこ先生と楽しく作ろう 行事のおやつ

 今

です。紅葉狩りは昔から親しまれてきた伝統行事で「狩

り」

紅葉のように

じましょう。

ＪＡグループの食農教育を

すすめる子ども雑誌

Child Agriculture Green

ラップでカンタン！手作りごちそうソーセージ

酪農の世界 

アッコさんのちゃぐりん食堂 

 気温が下がり

のにぴったりな季節です。キノコや野菜を干すと栄養

価やうまみがアップするなど

ります。干し野菜を使ったレシピ

で、ぜひ

収穫の秋 

行事のおやつ 

毎月、旬の食材を使った献立を紹介する連載企

画。今月は秋の味覚をたっぷり使ったレシピです。

主菜の

のゴマ和え

いましょう。

 ９～１１月は秋の「牛乳定着

木県那須町の酪農家

の世界をのぞいてみましょう。酪農は牛乳を作るだ

でなく、地域の農業や国土保全にも役立っていること

が分かります。

今月のおやつは紅葉狩りにちなんだ「焼きリンゴ」

です。紅葉狩りは昔から親しまれてきた伝統行事で「狩

り」には「訪ね歩いて見る」という意味があります

紅葉のように赤く色づいたリンゴのおやつで季節を感

じましょう。 

ＪＡグループの食農教育を

すすめる子ども雑誌

Agriculture Green

ラップでカンタン！手作りごちそうソーセージ・・・ラップで巻いて加熱するだけの簡単ソーセージ作りを紹介します。

掲載

掲載

気温が下がり

のにぴったりな季節です。キノコや野菜を干すと栄養

価やうまみがアップするなど

ります。干し野菜を使ったレシピ

で、ぜひ挑戦してみましょう。

 

毎月、旬の食材を使った献立を紹介する連載企

画。今月は秋の味覚をたっぷり使ったレシピです。

主菜の「レンコンの煮物」や

のゴマ和え」などの料理を作って、旬の野菜を味わ

いましょう。

掲載

９～１１月は秋の「牛乳定着

木県那須町の酪農家

の世界をのぞいてみましょう。酪農は牛乳を作るだ

でなく、地域の農業や国土保全にも役立っていること

が分かります。

掲載

月のおやつは紅葉狩りにちなんだ「焼きリンゴ」

です。紅葉狩りは昔から親しまれてきた伝統行事で「狩

には「訪ね歩いて見る」という意味があります

赤く色づいたリンゴのおやつで季節を感

 

ＪＡグループの食農教育を 

すすめる子ども雑誌 

Agriculture Green 

ラップで巻いて加熱するだけの簡単ソーセージ作りを紹介します。

掲載ページ:14

掲載ページ:158

気温が下がり空気が乾燥してくる秋は

のにぴったりな季節です。キノコや野菜を干すと栄養

価やうまみがアップするなど

ります。干し野菜を使ったレシピ

挑戦してみましょう。

毎月、旬の食材を使った献立を紹介する連載企

画。今月は秋の味覚をたっぷり使ったレシピです。

「レンコンの煮物」や

」などの料理を作って、旬の野菜を味わ

いましょう。 

掲載ページ：147

９～１１月は秋の「牛乳定着

木県那須町の酪農家・相場さんの

の世界をのぞいてみましょう。酪農は牛乳を作るだ

でなく、地域の農業や国土保全にも役立っていること

が分かります。 

掲載ページ:20

月のおやつは紅葉狩りにちなんだ「焼きリンゴ」

です。紅葉狩りは昔から親しまれてきた伝統行事で「狩

には「訪ね歩いて見る」という意味があります

赤く色づいたリンゴのおやつで季節を感

おすすめ記
2019

ＪＡグループ

 

ラップで巻いて加熱するだけの簡単ソーセージ作りを紹介します。

14～17P 

子どもたちに伝えたい！

158～162P 

空気が乾燥してくる秋は

のにぴったりな季節です。キノコや野菜を干すと栄養

価やうまみがアップするなど、よいことがたくさんあ

ります。干し野菜を使ったレシピ

挑戦してみましょう。 

毎月、旬の食材を使った献立を紹介する連載企

画。今月は秋の味覚をたっぷり使ったレシピです。

「レンコンの煮物」や副菜の

」などの料理を作って、旬の野菜を味わ

147P 

９～１１月は秋の「牛乳定着化強化月間」です。栃

相場さんの一日を通して、酪農

の世界をのぞいてみましょう。酪農は牛乳を作るだ

でなく、地域の農業や国土保全にも役立っていること

20～23P 

月のおやつは紅葉狩りにちなんだ「焼きリンゴ」

です。紅葉狩りは昔から親しまれてきた伝統行事で「狩

には「訪ね歩いて見る」という意味があります

赤く色づいたリンゴのおやつで季節を感

 

おすすめ記
2019 年

ＪＡグループ （一社）家の光協会

ラップで巻いて加熱するだけの簡単ソーセージ作りを紹介します。

子どもたちに伝えたい！

 

空気が乾燥してくる秋は、食材を干す

のにぴったりな季節です。キノコや野菜を干すと栄養

、よいことがたくさんあ

ります。干し野菜を使ったレシピも掲載しているの

毎月、旬の食材を使った献立を紹介する連載企

画。今月は秋の味覚をたっぷり使ったレシピです。

副菜の「ホウレンソウ

」などの料理を作って、旬の野菜を味わ

強化月間」です。栃

一日を通して、酪農

の世界をのぞいてみましょう。酪農は牛乳を作るだ

でなく、地域の農業や国土保全にも役立っていること

月のおやつは紅葉狩りにちなんだ「焼きリンゴ」

です。紅葉狩りは昔から親しまれてきた伝統行事で「狩

には「訪ね歩いて見る」という意味があります。

赤く色づいたリンゴのおやつで季節を感

おすすめ記
年 11 月号

（一社）家の光協会

ラップで巻いて加熱するだけの簡単ソーセージ作りを紹介します。 

子どもたちに伝えたい！

食材を干す

のにぴったりな季節です。キノコや野菜を干すと栄養

、よいことがたくさんあ

掲載しているの

毎月、旬の食材を使った献立を紹介する連載企

画。今月は秋の味覚をたっぷり使ったレシピです。

ホウレンソウ

」などの料理を作って、旬の野菜を味わ

強化月間」です。栃

一日を通して、酪農

の世界をのぞいてみましょう。酪農は牛乳を作るだけ

でなく、地域の農業や国土保全にも役立っていること

月のおやつは紅葉狩りにちなんだ「焼きリンゴ」

です。紅葉狩りは昔から親しまれてきた伝統行事で「狩

。

赤く色づいたリンゴのおやつで季節を感

おすすめ記事 
月号 

（一社）家の光協会 

 

子どもたちに伝えたい！ 


