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―― 授業の中に話し合い活動を取り入れることによって、子どもの追究を深める。――

前節では、子どもの個人的な追究をみてきた。対象との往復運動を通して、対象との対

話を楽しんでいる子どもたちの姿がそこにあった。事実からの疑問を重視したため、子ど

もたちは、多くの疑問を発見し、追究を続けていくことができた。個性的な追究が、授業

を活性化させていった。

３年生という発達段階を考え、対象との往復運動を重視し、対象との対話を十分に味わ

わせるためには重要な一段階であった。

しかし、そこには、前節で述べた通り、子どもたち同士の追究に統一性が弱いという面

もあった。

「対象との対話」から、それらをもとにして「他者との対話」の段階を目指したものが

本節である。

授業の中で話し合い活動を重視していくということは、つまりは、他者との意見の交流

を重視していくことである。

そこには、交流の土台となる社会的事象、対象との対話が存在しなければならない。

つまり、教材面から言えば、第一節で述べてきた通り、対象が、学び続けていけるもの

「学習材」となっていなければならない。

対象との対話から考えれば、前節での思考の往復運動の経過を経ていなければならない。

対象との対話の不十分な話し合いは、社会的事象への問いかけもなく、言葉だけの概念

遊びとなってしまい、他者との意見の交流には成り得ない。

つまり、本節の実践は、前節までの子どもたちの育ちの上に成り立っていると言える。

事実を集めて、それらのつながりから新しいものが見えてくる。そこに、新しい疑問が

生まれてくる。これらについては、前節で述べてきたことである。

そして、対象へ多方向から問い返すことによって、様々な見解が生まれてくる。

そこでは、絶えず「本当だという確信」と、「それが答えであっても、これは完全に違

うということではない」という多面的な物の見方が存在した。子どもたちは、社会的事象

に触れれば触れるほど、答えとその周辺にあるもの全体を捉えざるを得なくなってくるの

である。少数意見の存在が見逃せなくなってくるのである。

そこには、他者の存在を意識した学習が存在する。

自分の考え、事実の捉え方に、他者の見方が重なり、その是非を問うことから新しい見

方が育ってくる。

真の問い返しとは、そこから生まれてくる。

授業を開いて終えたときの追究は、このような問い返しがあってこそ、大地に根を下ろ

した追究となっていくのである。

以下に、４年生社会科、郷土を開くの単元で行われた「東根のさくらんぼ」(12時間扱

い)の授業記録をもとに述べていくことにする。

第５章第三節 話し合い活動の意義
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①「東根のさくらんぼ」の実践から ４年・社会科 １９９６年度

(1)東根で有名な物は？ 10/11（金）＜１時間目＞

『東根で一番有名な物は？』と全員にたずねた。「さくらんぼ」と言う子が１５人で、

トップであった。

さくらんぼを家でつくっている子が１０人

親せきでつくっている子が１０人

さすが日本一の生産量を誇る東根市である。そこで、視点をかえてたずねた。

【なぜ東根では、たくさんさくらんぼをつくっているのか？】

★気温がいいから（綾）

★土がいい（勇貴） 土の水はけがいい（元木）

★地形がいい（葵）

★農家の人が多い（可奈恵） やる気がある（綾）

自分の家庭での会話などをもとにしたいろんな発表が出てきた。しかし、この段階での

予想に決定的なものはなかった。話し合っていると、

「昔は田んぼが多くて、今はさくらんぼをたくさんつくっている。」

という意見が多く聞かれた。

【さくらんぼの量は、ふえているのだろうか？】

という大きな疑問で授業は終わった。

授業後の子どもたちの追究 10月11日（金）～13日（日）

お母さんのじっかの人にきいてみました。どうして東根ではさくらんぼをたくさん

うえるようになったのか？と聞いてみました。そしたら、気温がいいのと、お金にな

るのと、とくさん物だからと、土がいいからと、地形がいいからだそうです。農家の

人が多いからはちがうそうです。

ナポレオンというさくらんぼは、山形県が一番多くとれるそうです。

昔は田をたくさんつくっていた á 今はさくらんぼ

これはどうしてかと聞きました。10～15年前、米を作っていたが、米が多くとれす

ぎて、米をやすませて一番のお金になるさくらんぼをつくったそうです。でも、米を

やめたわけではないそうです。

お母さんのじっかでは、ぶどう、さくらんぼ、お米を作っています。ぶどうは、15

00～2000円でうっています。さくらんぼは、１Ｋ箱で5000円、２Ｋ箱7000～8000円く

らいだそうです。つぎにお米は60Ｋで 13000円するそうです。（お店では）

さくらんぼは、すご～くねだんが高いんだなあと思いました。（井上奈美）
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東根がどうしてさくらんぼが日本一になのかを書きます。

それは、日本にさくらんぼが入ったのは、1872年。山形には1875年にリンゴ、ぶど

うとともにさくらんぼも入ってきました。

1912年。東根市のさとうえいすけという人が新品種の「さとうにしき」というさく

らんぼを生み出し、今でも最ゆうりょう品種となりました。だから東根のさくらんぼ

が有名になったと思います。また、げん反といって田んぼをへらしてかじゅや野さい

作りを進める生産調整がおこなわれるようになったから、さくらんぼの作る量がふえ

た。さくらんぼとようなしは全国１位、ぶどうが２位、りんごが３位、ももが４位と

なっています。さくらんぼは、作る土地で全国の６１パ－セント、しゅうかく量では

７２パ－セントにもなる。また、気温では冬は雪がふり寒く、夏は高温になります。

この温度の変化がよく年の花芽を作るのに必要だといわれています。

東根が、なぜさくらんぼの日本一になったかは、げんたんで田んぼがあまり、その

場所にさくらんぼを植え、おいしい「さとうにしき」を作りだし、土地と気候があっ

たからだとだと思います。 （板谷 翔）

みなさ～ん、お元気です～か。わたしはしってしまった

のよ～ん。神町でさいしょ米を作ろうとしたんだけど、水

はけがよくて米ができませんでした。そこで、神町で農家

の人がりんごを作ってみて、こんどはさくらんぼになった

そうです。そしてさくらんぼを育てる所で、大事なものは、

土地と気候でした。それに土地は水はけがよくて、土のつ

ぶがあらく空気の通りやすいたいらな所がいいからだそう

です。 （矢作 葵）

おばあちゃんに、昔からさくらんぼをうえていたのか？ときいてみました。そした

ら、昔はさくらんぼじゃなくて、むぎをそだてていたといっていました。それに、昔

は田んぼもたくさんあったそうです。それで、わたしは、どうして東根でさくらんぼ

がつくられるようになったかきいてみました。それは、土地と気こうがいいからだそ

うです。土地は水はけもよくて、空気のとおりやすいところで、気こうは冬は雪がふ

る寒いとちで、夏はあったかいところだから、そだてるようになったんだそうです。

山形県もそうだったんだけど、全国てきにみて、さくらんぼがとれるところは、やっ

ぱり冬は雪が多くて、夏は暑い地方がほとんどです。

ミステリ－れっしゃにいったとき、庄内地方に田んぼがいっぱいありました。

（辻村美穂）

お父さんからきいたのだけど、昔は田んぼは今より多かったそうです。なんと、

「昔は、田んぼよりたばこ畑がいっぱいあって、作っている人も多かったんだけど、

作っている人がへってきてそこをさくらんぼにしたんだよ｡｣

と言っていました。ということは、さくらんぼ畑がある所は、ほとんどタバコ畑とい

うことになりマウス。すごいことがわかった。 （石川 怜）

おじいちゃんの話

昔は、田んぼとざっこく（タバコ、麦、大豆など）を作っていたそうです。今は米
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の減反で田に果樹を植える人が多くなったそうです。さくらんぼの他、果物は地形が

いいからよく育つそうです。

さとうにしきをつくった人は、東根の人だそうです。神町の天香園で広めたそうで

す。その人の名前は佐藤さんという人だそうです。 （太田ちひろ）

なぜさくらんぼをつくらないのか。

手いれがたいへんだからといっていました。さくらんぼのもぎとりは、手でもいで、

きかいではもげないから、雨がふるまえにビニ－ルをはらないといけないし、雨でさ

くらんぼがわれるといけないから、ビニ－ルをするのです。だから、ひびがはいって

いるんだなあと思いました。しょうどくはしないといけないとおばあちゃんがいって

いました。 （藤本雄大）

ぼくは、いとこのうちにさくらんぼがあって、それをみてきました。そしたら８本

ぐらいありました。そして、前さくらんぼが２本たっているところが畑にかわっていまし

た。ぼくは、なんでかえるのかなあと思いました。だけど、いとこの人は、さくらん

ぼを売るのをやめて、食べる分だけそだてているのかなあと思いました。

（鈴木優斗）

ぼくは、しんせきにどうしてさくらんぼをうえたか、でんわでききました。それは、

もうかるといっていました。だから、いえがりっぱになったといっていました。ぼく

は、さくらんぼはけっこうもうかるとおもいました。 （森 渉）

きょうおばあちゃんに、なんで山形でさくらんぼをつくっているかきいてみたら、

土ときおんととちがさくらんぼにちょうどいいからといっていました。ぼくは、ほか

の県はそだてにくいんだなあと思いました。 （高橋勇貴）

東根は土はいいの？

土は、よくない。さくらんぼの木にあっている。水をかけないとかじゅは育たない。

東根の土のえいようがあまりなくてもそだつのかなあと思いました。 （天野まい）

新しい単元の導入であるにも関わらず、家族からの聞き調べだけでなく、祖母や親戚の

家にまで行って、電話を使って、本を使って、かなり詳しく調べてきている。

子どもたちの調べたものはあくまでも個人的なものである。これから市全体の動向へと

広がっていく。当然、そこには自分の調べた内容と矛盾することがでてくる。それらを間

違いとするか、追究のエネルギーとするかは、教師の指導はもとより、その学級集団の高

まりに大きく左右されることになる。

(2)さくらんぼはふえているか 10/14（月）＜２時間目＞
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【さくらんぼをうえている土地はふえているか？】

これには、いろんな意見が出てきた。日記を中心にたくさんの発表があった。

発表の途中でも、質問やつけたしをする場を与えるようにした。

「うちでは、田を畑にしました………」（ちひろ） ＜中心発表者はちひろである＞

「ぼくのうちでは、ジャガイモ畑をさくらんぼ畑にしたよ。」（貴博）

「うちでは、田んぼをさくらんぼ畑にしました。米があまってきているからだって。」（綾）

「減反しているんだよ。」（ちひろ）

「何、それ？」

「米の調整のためだってよ。じいちゃんが言ってました。」（ちひろ）

「米を調整しているんだよ。」（貫平）

「米が多くとれすぎてあまっています｡｣（奈美）

「はい、国語辞典で、減反は…………」（林）

田を畑にしてさくらんぼを植えたから、さくらんぼ畑は増えているという意見が大半を

しめた。

「だから、さくらんぼを植えている土地は増えていると思います。」（ちひろ）

つけたしで長くなったちひろの発表が終わると、反対意見も出た。

「ぼくのおじいちゃんは、さくらんぼの木を２本切って、畑にしたよ。」（優斗）

「手入れが大変だっていって、ぼくのおばあちゃんもやめたよ。雨がふるとわれちゃうん

だよ。」（雄大）

「われないようにシートをかけているんだよ。」

「でも、そのビニールは高いんだそうです。」（元木）

「そうなんだよ。」（雄大）

付け足しが入りながら、発表が続く。

質問は、発表を最後まで聞いてからにしましょう、という学習ルールもあるが、ここで

は、至る所で付け足しを行わせた。事実の付け足しは中心発表者の意見を強めることがで

きるし、比較的発表しやすい事実の付け足しを行うことで、発表の得意でない子も授業の

中に積極的に参加することができるようになるからである。

田・畑 á さくらんぼ

増えているが大半をしめた中、優斗と雄大の「さくらんぼつくりをやめている人もいる｡｣

という意見があった。親戚の事実として発表した。このような事実が、全部が全部同じよ

うにはならないという社会の姿を表している。同時に、さくらんぼつくりがいかに大変な

のかということの理解へとへつながっていった。

また、土地のようすでは、

「低い土地は米作りにあっているけど、東根は水が下にもぐってしまって、米作りにはあ

わない。」という、元木や葵の意見があった。

これは、単元の後半で鮮明となっていくことなのであるが、さくらんぼをつくるために

田を畑にしたというよりは、稲作には適さない土地であったと考えた方が適切なのである。

扇状地という条件が、必然的にそうさせたのである。

【なぜ東根では、さくらんぼが育つのか？】★気温があう（佐藤）

★土地が・気候はいい（葵）
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★水はけがいい（由加）

★地形がいい（奈美）

前時の項目と似ていながら微妙に違う。発表者も違う。ここに子どもの動きが感じられ

る。

「前はナポレオンというさくらんぼだったんだよ。」という話がでると、「今は、佐藤栄

助さんがつくったさとうにしきだよ！」板谷が続ける。「ナポレオンの前は？昔はなんだ

ったんだろう？」とさくらんぼの種類に話が進んだ。

「さくらんぼの土地はふえているのに、農家の数はへっている。」

ちひろと元木がしきりに主張している。

どうやら、さくらんぼの作付け面積は増えているようだ、ということになった。しかし、

農家の数はへっていると主張する者がいる。子どもたちの中には、様々な見解が飛び交う。

大きな疑問？が３つ明確となって授業は終末をむかえた。

授業後の子どもたちの追究 10月14日（月）

どうして佐藤錦をつくったか？

日持ちがいい。あまみがある。しゅうかくは６月中～下旬である。ほかの作業との

じゅんじょがいい。

年々農家はへっているのに、なぜさくらんぼはふえ続けているのか？

果樹を育てる農家の人もいるかもしれないけど、果樹より田んぼややさい畑をやめ

る人の方が多い。

佐藤錦の前のさくらんぼは？

ナポレオン、ビング、日の出、高砂、ジャボレ－、大紫、黄玉。

ナポレオンは、佐藤錦の母。黄玉は父。 （太田ちひろ）

ちひろは、さくらんぼの専門書「日本のさくらんぼ」（１）をもってきて、それをもとに発

表している。かなり高度な専門書である。

今日、学校でわからないことがあって、大ごし君と林君と森君とぼくで市役所にい

ってきいてきました。さくらんぼについて、いろいろなことについてきいてきました。

農家の数は、3275けん。農家だけをやっている所は 436けんです。

さくらんぼは、ふえている。わけは、田をへらしているから。

さとうにしきを作る前は、ほとんどナポレオンというさくらんぼを作っていたそう

です。 母 ナポレオン ¯

父 黄玉 → さとうにしき

田んぼがへったのは、農業がきびしい。

たてものができた。ぼくの家の回りも10年ぐらい前は、りんご、さくらんぼ畑でし

た。そこに市役所やヨ－クベニマルができた。

田んぼからさくらんぼに変わったのは、げん反といって、米はあまり作るなと国の

方から言われた。

さとうえいすけさんは、三日町にいた。

東根は、気候じょうけんがいいから、さくらんぼがよくそだつ。

東根の人口はおよそ 43000人で、そのうち農業はおよそ 13000人です。
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さくらんぼの量は、ふえていると市役所の人は言っていました。でも、ぼくの家の

回りのさくらんぼの木は、みんな切られたのに、本当にふえているのかなあ。

（板谷 翔）

きょう、林君・森君・板谷君とぼくとで、しやくしょにいきました。ぼくたちは農

林かとゆうところにいきました。

のうかのぜんぶのいえでは、3275けんだそうです。

のうかだけをしている人は 436けんだそうです。

１年に33人ぐらいずつのうかをする人はへっている。

さくらんぼののうぎょうのめんせきは､425ヘクタ－ルです。

田んぼはだんだんへっている。

さくらんぼのめんせきは、ひろがっている。

さとうえいすけさんは、三日町でうまれたそうです。

ナポレオンときだまとゆうさくらんぼがあわさって、さとうにしきができたそうで

す。

さくらんぼにあうきおんや、つちがいいからそだつそうです。

木１本で1000～3000円だそうです。市場にだすさくらんぼは、１kgで、1500～3000

円です。さとうにしきは１kgで2500円ぐらいだそうです。 （大越佑樹）

市全体のうつり変わりを調べに友達と一緒に市役所へ行った。数値をもとに発表した。

そうであっても、翔は自分の家の回りの様子の変化から、納得いかないようである。本

を良く読み、調べた内容を鵜呑みにしてきた翔にとっては、大きな成長である。何よりも、

物静かな彼が、活発な３人と一緒に調べに行ったことに筆者は驚かされた。遊び、近所、

そのどれにもつながりがない。教材が友達づくりにつながることを実感することになった。

東根市のさくらんぼは、ぜんこくトップの生産量です。さとうにしきの前は、ナポ

レオンや、あまくてもやわらかくていたみやすいさくらんぼばかりなので、東根のさ

とうえいすけさんは、いろいろ考え、ナポレオンと黄玉をくふうして、黄玉のように

あまくてナポレオンのように実がかたいものをけんきゅうして作ったそうです。

うちの人がさくらんぼののうかに手つだいにいった時のことをききました。おもにさと

うにしきで、あたらしいなえ木もつぎつぎに植えて育てていたと言っていました。

昔は、さくらんぼの木はたかくて、上のさくらんぼをとる時、こわかったけど、今はビニ

－ルハウスをかけるから、どの木もひくく、いっしょのたかさになっているのです。

（小野智美）

智美の視点がどんどん広がっていく。

お母さんのじっかにでんわをして、次のことをきいてみました。農家の数がへって

いるのに、どうしてさくらんぼの木はふえているのか？

ねだんもよく、お金がいっぱいとれる。10ア－ルの田んぼに米を作ろうとすれば、2

0万円しかとれないんだそうです。だが、10ア－ルの田んぼを畑にかえてさくらんぼ

をうえるとなると､100万円のお金がとれます。しかし 100万円という高いきんがくを

とろうとするには、10年のくろうとどりょくがひつようです。さくらんぼのなえぎは、１

本1500～3000円のなえぎまであります。

つぎに、さとうにしきの前はなんだときいてみました。ベニサヤカ、ベニシュウホウ。
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この２つのなえぎは、やすいので3000円。今はやりのさとうにしきは 800～1000円で

す。４～５年前にダイアナというひんしゅは１本 30000円。しかし、さとうにしきに

まけてしまって、今はないんだそうです。さくらんぼは６月にもぎとりをして、６月

中じゅんから下じゅんにかけてお金が入ります。りんごは、秋にもぎとりをして、12

月にお金が入ります。さくらんぼとりんごをくらべると、さくらんぼの方が、はやく

お金が入ります。せんもんに農家をやって生活をおくっている人は、市町村ではかぞ

えるほどしかいなく、働いて米やかじゅを作っているけんぎょう農家はたいはんです。

（井上奈美）

奈美は、母親の実家の祖母にかなり詳しい内容まで質問している。発表が不得意な奈美

の登場の場面を授業の中に設け、何とかして他の子とのつながりをもたせようと努力した。

おばあちゃんにききました。

どうして山形だけさくらんぼがゆうめいなのか？

それは、さくらんぼをつくるのに気こうがあうから。さくらんぼのひんしゅのよい

ものが、たくさんあるから。

昔は、さくらんぼはなかった。

さくらんぼはふえているか？

それは、ふえているといっていました。ぼくは、ゆうめいだからふえているんだな

あと思いました。

さとうにしきのまえは、なにがはやっていたのか？

それは、１号がひの出、３号がジャボレ－、８号きだま、10号ナポレオン。それか

ら、さとうにしきが大正３年にさとうえいすけさんがかいりょうして、さとうにしき

と名前をつけたのです。１号～10号までは、外国からきました。それは、明治20年に

１号がきました。

１号～10号を、さとうえいすけさんがけんきゅうして、さとうにしきをつくったそ

うです。すごいけんきゅうをしたんだなあと思いました。外国のさくらんぼを日本にな

おすなんてすごいと思いました。 （藤本雄大）

田んぼが畑になったのは、たくさんあるそうです。田んぼはいっしょうけんめいそ

だてても、さくらんぼよりもうけがないので、やっているそうです。そして、大きな

さくらんぼを10こぐらいつめてるのなら、2000円くらいするそうです。わ～すごい～。

13年くらいたったさくらんぼだと、うまくすれば５・６０万くらいなるそうです。１

本で60万くらい。すごい。でも、なんでほかでさくらんぼをつくらないの～ときいた

ら、ん～わかんないといっていました。さくらんぼって、すごいなあと思いました。

（横尾綾香）

さくらんぼの種類

①さとうにしき ⑤たかさご

②なんよう ⑥ナポレオン

③べにさやか ⑦セネカ

④べにしゅうほう ⑧ダイアナブライト

などでした。①～⑧までの中で、しっているのは①さとうにしきと⑥ナポレオンだけ

です。ほかの②③④⑤⑦⑧は、まったくしりません。いまつくられているのは①と⑥



- 144 -

第５章第三節 話し合い活動の意義

だとおもいます。ぼくは、さくらんぼの中でも、さとうにしきとナポレオンが有名だ

とおもいます。 （渋谷宜克）

お母さんに聞いてみて、さとうにしきの前は、ジャボレ－ と

高砂(たかさご)があったそうです。あと、さくらんぼの木は大き く

てとりにくかったそうです。そこで研究に研究をかさねて、 実

をとりやすくしたそうです。

ジャボレ « すっぱ～い

高砂 « すっぱ～いよ

ナポレオン« すっぱ～いよ

今は研究をして、あま～くなったそうです。 （矢作 葵）

ナポレオンと黄玉を合わせてつくったものがさとうにしきです。黄玉のように甘く

て、ナポレオンのように実がかたいものと、佐藤栄助さんがつくったものです。ぼく

は、いろいろなさくらんぼを、あじをみて作ったと思いました。 （外塚孔明くん）

今日、お母さんにさとうにしきができるまえは、何というさくらんぼを食べていた

かときいたら、「ジャボレ」「ナポレオン」という、すっぱいような甘みがないようなさ

くらんぼを食べていたそうです。でも、さとうにしきができてからは、「ジャボレ」

などをさいばいする農家は少なくなったそうです。 （太田 剛）

おじいちゃんにききました。

「さとうにしきがうまれる前って、どういうさくらんぼだったの？」

おじいちゃんは、

「ジャボ－レや、ナポレオンじゃないか。」

といっていました。

ジャボレ、初めてきく名前だなあ。先生きいたことある？ （元木祐介）

さとうにしきの前のさくらんぼは、ザボリだそうです。ザボリは、５月のすえにで

きるそうです。さくらんぼは、今ふえているそうです。さくらんぼはねだなんが高く、

うれるからふえてるんだっておじいちゃんがいったんだけど、

「たかいから、かってはたべられない。」

「もらうとたべられます。」

といっていました。わたしの家に、前ナポレオンというさくらんぼがあったそうです。

ナポレオンは、実が大きくてすっぱいそうです。わたしは、どうしてさくらんぼの味が

ちがうのかなあと思いました。 （横尾綾香）

おばあちゃんに「さくらんぼの木は何本あるの？」ときいてみました。そしたら、

「２０本ぐらいある。」といっていました。

つぎに、「kg何円ぐらいするの？」ときいてみました。そしたら、おばあちゃんは、

「１kgは、だいたい3000～4000円くらいするよ。」といっていました。

つぎに、「１本の木になんkgぐらいなるの？」ときいてみました。そうしたら、「だ

いたい10～20kgぐらいなるんだよ。」といっていました。

わたしは、さくらんぼはすごくたくさんお金がでるんだなあと思いました。

さくらんぼは、なえでそだつんだそうです。わたしは、小さいなえなのに、あんな

に大きくなるので、すごいなあと思いました。 （辻村美穂）
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私は、こう思う！

わたしの家では、さくらんぼをうえています。でも、うちでたべる分だけです。こ

れは、おいといて、わたしは、田んぼからさくらんぼを作った人はいないと思います。

なぜかというと、さくらんぼは水はけがよいところがてきしているからです。田は、水が

たまりやすいような土だからХです。もちろん、そのはんたいもХです。

（齋藤友里）

田から畑にかえるということ。その事実に直面している友里。こういうふうに自分の考

えをもてる子は少ない。全体に流される子がほとんどである。

この日記を読み、筆者は、友里のこの発表こそがみんなに問いかけるべきものであると

思った。誰もが口にしていながら、だれもその方法については疑ってもいなかったことで

ある。虫が好きで、土いじりも嫌わぬ友里だからこその疑問でなのである。

しかし、こういう内容の発表を子どもたちは嫌う。新しい事実やおもしろい発想など前

に進む発表はしやすいが、立ち止まり、みんなが当然と思っていることへの疑いは発表し

づらい。しっかりと実生活を土台とした子にしかできない質問なのである。

筆者は、友里を市役所などの外へ関心の向く子に育てたかった。力とその発想は抜群な

のだが、前節でも述べてきた通り、調べることを億劫がる子なのである。思考の継続が彼

女に必要とされている。

授業後の子どもたちの追究 10月15日（火）

わたしは、お母さんにさくらんぼのことをききました。そして、昔のさくらんぼの

名前は、ナポレオンです。あまずっぱいあじです。さとうにしきは、あまいあじだそ

うです。今の人は、あまいあじの方がすきだという人が多いので、さとうにしきの方が

人気があるそうです。お母さんは、でも、ナポレオンの方がすきだそうです。なぜ、

それなのにナポレオンは、さとうにしきとあまりさというのはないようです。どうせ

なら、さとうにしきをうえればいいのにと思ったら、花粉じゅがないと、よい「み」が

つかないので、そのためにちかくにナポレオンがあるんだそうです。

みなさんは、さとうにしきのかんづめを見たことがありますか？

それはあまりなく、ナポレオンが多いのですよ。それは、さとうにしきより、ナポ

レオンくんはかわがあついので、かんづめにしやすいということ！ （齋藤友里）

前日の日記に大きな花丸をつけ、コメントした。「こういうことを考えられるのはすば

らしい！ 先生もそう思うよ。」そして、この日の日記である。このお母さんの言葉が27

日の彼女の日記に続いている。

子どもの気づきをとらえ、認め伸ばしていくことの大切さを、筆者は友里から学んだ。

これは、授業の場だけでは無理である。子どもとの日々の学校生活、家庭生活の片鱗を

伺える日記指導、その子の体調、回りの子の様子、授業の流れ、それらを受けて指導する

中から生まれてくるものなのである。

さくらんぼは、冬は雪がふるさむい地方で、４月～６月にかけて雨量がすくなくて、

７～８月の気温が高い地があっているそうです。それに、さくらんぼをつくっている

ところは、寒河江を中心にして山形ぼんちなのです。おきなわはなるわけがありませ

ん。それは、雪がふりませんからですよね～。それに、年中あったかいからです。さ
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くらんぼは、全国47都道府県のうち13の道県しかさいばいをしていません。北海道は

307ﾍｸﾀ-ﾙ｡青森は 217ﾍｸﾀ-ﾙ｡岩手は 45ﾍｸﾀ-ﾙ｡ 秋田は 49ﾍｸﾀ-ﾙ｡ 山形は1610ﾍｸﾀ-ﾙ｡

ふくしまは 49ﾍｸﾀ-ﾙ｡ 長野は 64ﾍｸﾀ-ﾙ｡ 山梨は 168ﾍｸﾀ-ﾙ｡山形がとっぷです。そのほ

かに新潟は 24ﾍｸﾀ-ﾙ｡ 宮城、和歌山、鳥取、岡山県は 1ﾍｸﾀ-ﾙ だけなのです。わたし

は、土地と気候はあまりよくないのかなあと思いました。 （辻村美穂）

東根市で昔有名だったものは？

昔は、田んぼと葉たばこが東根では有名だった。

さくらんぼをつくった理由は？

工業生産がふえて、工場づとめの人がふえてきて、若い人の農業をする人が少なく

なってきた。それで、考えたのがきぼが小さくて生産性が上り高収入がえられる物。

それが、さくらんぼだった。その他にも、桃やりんご、なしもあったんだけど、その

中でもさくらんぼが１番の収入があったから。

昔は、加工用のさくらんぼ１コンテナ（２０kg）12000 円もしたのがあったそうで

す。 （太田ちひろ）

山形にはくだものは、みかんい外は、ほとんどあります。では、なぜみかんは山形

で作られないのか考えました。それは、気候じょうけんが悪いからだと思いました。

みかんは、あたたかい地方で、冬も気温が下がらない所でとれるそうです。

では、なぜさくらんぼがとれるのか。米をへらすとき、いろんな野さいやくだもの

をうえてみた。野さいはあまりもうからないし、さくらんぼが１番高くておいしくて、

いろんなじょうけんがあっていたからだと思います。さくらんぼで大事なことは、土

地と気候です。土地は水はけがよく、土のつぶがあらくて、空気のとおりやすいたい

らな所がよいです。また、気候は、冬は雪がふる地方で、４月から６月にかけて雨量

が少なく、７・８月の気温が高い地方がてきしています。こうしたじょうけんにかな

っているのがさがえを中心とした山形ぼん地です。

昔、いろんな物を作ってみて、さくらんぼが１番もうかり、育てやすかったので、

さくらんぼを作るようになったと思います。 （板谷 翔）

わたしは、今日、じゃ～んさくらんぼの種類をかきま

～す。

東根でさくらんぼがゆうめいだとわかっていたんだけ

ど、こんなにしらべるとあるなんてしらなかった－。

（岡崎 綾）

お母さんのじっかの人に、どうしてさくらんぼをうえたのかということをきいてみ

ました。

30年ぐらい前に、ようさん（かいこ）を育てていました。しかし、お金が入りにく

く生活にこまったため、東根にあそびにいったら畑にすんごくかわいいあかいみをみ
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つけました。これは何だとおもい、東根の人にきいてみたら、さくらんぼとわかりま

した。ねだんもいいし、金にもなりそうだ。かいこのせわよりもらくみたいだと自分

でおもい、おやにだまってなえぎを買ってうえたのがはじまりです。そのころ東根で

は10年以上もさくらんぼをしゅうかくしていたそうです。

ここ２・３日、まごからでんわで宿題を教えられることは、先生になった気分で、

すごくはりきっています。しかし、さくらんぼだけです。しかし、ここまでふかくき

かれると、先生にはなれないんだなあといっていました。 （井上奈美）

ぼくの家では、どうしてさくらんぼをうえないかきいてみました。そしたら、ぼく

んちではさくらんぼをうえる土地がないといっていました。それに、１本だけじゃうま

くならないからうえないといっていました。う～ん、なんで１本だけじゃそだたない

のかな。きっと、さびしいからそだたないのかな。う～ん、う～ん、まさか木にもお

すとめすがあるからさくらんぼはうまれるのかなと思いました。 （鈴木優斗）

今日は、通学路にあるくだものの１位～３位までをはっぴょうします。

第１位は、りんごです。

第２位は、ようなしです。

第３位は、かきとさくらんぼでした。

通学路にあるのは、りんごが１番でした。どうして１番お金になるのにりんごとか

ようなしをうえるのかなあ。

山形盆地は、もがみ川にそった盆地で、中心都市は山形市。

せんじょうちでは、おうとう（さくらんぼ）・ぶどう・西洋なしなどのくだものづ

くりがさかんで、中央部で米づくりがさかんとかいてありました。 （渋谷宜克）

さくらんぼをうえるまえに、たばこのはをうえていた。なたねあぶらをつくるもの

をつくっていた。昭和53年の年まで、たばこをつくっていました。たばこをつくってい

て１年間のしゅうにゅうがすくなかったため、おばあちゃんが会社につとめてさくら

んぼをうえました。 （奥山貴博）

家に帰ってお母さんにきいてみました。東根では、畑と田では、かじゅを作ってい

るうちが多いから畑が多いそうです。

さくらんぼのしゅうかくで１年間のしゅうにゅうがきまる。りんごのできがわるい

と農家の人はこまるそうです。さくらんぼは７月ぐらいにおわるけど、りんごは12月
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までかかる。さくらんぼとかりんごは、冬にせんていする。せんていは、１月のなかば

ごろはじまるそうです。さくらんぼはしょうどくとひりょうをしているとおいしくな

る。はっしょうの地は、東根市。佐藤えいすけさんが最初に作ったのでさとうにしき

となった。 （本間美帆）

(3)市役所で聞いたこと 10/16＜３時間目＞

①【農家の数はへっているのか？】

②【さくらんぼをうえている土地はひろがっているのか？】

14日に市役所に行って農林課の矢萩さんに聞いてきた森、板谷、大越、林の発表から始

まった。その発表に個々が家で聞いてきたことや調べてきたことをどんどんつけたしてい

った。

①の発表で、東根市では農家の数が毎年３３一軒くらいずつへっていることが分かった。

②の 田を á 畑に で、友里が、

「水がたまりやすい田んぼを、どうやって畑にするのですか？」

と発表した。どうやってするのかは、だれもわからない。みんなそうなると簡単に思って

いたが、友里のこの発表で考えさせられることになった。

③【昔のさくらんぼは？】

家で調べてきた発表がたくさんでた。

大きくてすっぱい「ナポレオン」と、「黄玉」(これがどういう味かは､だれもわからなかった｡) というさく

らんぼからゆうめいな「さとうにしき」がつくられたことが分かってきた。

ちひろの持っている本から、

昭和４５年 ナポレオン が１番

平成 ２年 さとうにしき が１番

とつくられている量のうつりかわりも分かってきた。

昔たくさんつくられていた「ナポレオン」‥‥‥そこから、

「昔の人はすっぱいのが好きだった。」

「さくらんぼをジャムにしていた。」 「かんづめにしていた。」

さくらんぼは、生で食べる物と思っていたが、昔はそうではなかったと新しいことが分

かってきた。

授業後のはてな？ ☆本当に田んぼは畑にできるのか？

☆ナポレオンはどうやって食べていたのか？

☆さくらんぼをうえている土地はふえているのか？

授業後の子どもたちの追究 10月16日（水）



- 149 -

第５章第三節 話し合い活動の意義

市役所の矢萩さんより

水はけのいいところにさくらんぼはなる。

ナポレオン＝かんづめ。黄玉は、ナポレオンよりあまい。

さくらんぼは、なまや、かんづめ、ゼリ－などにつかう。

ナポレオンのげんさんは、ヨ－ロッパ。明治のはじめころ日本に入ってきた。「に

しき」といういみは、きらきらかがやくいみ。

きだまは、日本でできた。さくらんぼのしゅるいは１０。

さくらんぼをうえている土地は少しずつふえている。

（林幸憲・大越佑樹）

田んぼはへっていて、果樹がふえている。

ナポレオンは、かんづめとして食べていた。ジュ－スにはしていない。

かこう会社がたかくかう。黄玉は、ナポレオンより少しあまい。

ナポレオンのげんさんは、ヨ－ロッパ。明治のはじめに日本にきた。

さくらんぼをうえている土地は少しずつふえている。

さくらんぼの前は、たばこがゆうめい。 （瀬野剛規）

田んぼは畑にできるのか？の答は、じょうけんのあうようにすればできる。

水田はへっている。そのかわり、かじゅをうえている。

げんさんしらべ。 ナポレオンáヨ－ロッパ

さとうにしきのはじめは、でわにしきという名にしようかとかんがえた

そうですが、さとうさんが作ったので、さとうにしきにした。 （齋藤友里）

どうしてさとうにしきがはやったのか？

東根の佐藤えいすけさんという人が、さくらんぼのたねからなんこかはえたところ、

１つだけ「かわりだね」がでて、これはうまい、たべてみるとおいしい、あまいとい

ううわさになり、名前をとったのがさとうにしきだそうです。

いろいろささくらんぼの味

ダイアナの味‥‥高いお金を出してなえぎを買ってうえたが、みがならなくてだい

しっぱいにおわった。

ベニサヤカ、ベニシュウホウの味‥‥みためがわるい。たべてみて、おいしくない。

すっぱい。あまくない。さむいところでもなる。つぶは、さとう

にしきと同じ。

ナポレオンを昔はどうしたか？

昔からなましょくようとしてはだせなかった。わけは、みがかたくて１つぶの重さ

がすごく重いからだせないんだって。だから、かんづめにされる。昔の人はすっぱい

のがすきか？あまいのはたべることはできない。わけは、あまいのをたべると、金に

はならない。

田んぼは水がたまりやすい。そこに、さくらんぼをうえられるのか。

田んぼに１ｍ30cmくらいのあなをほって、あながあいているパイプをうめると、あ

んちゅはいすいといって、田んぼの水がなくなる。なくなったところでさくらんぼを
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うえることができる。

さくらんぼをうえる土地は、ふえているのか？

昔からみれば土地はふえていますが、これ以上ふえない。わけは、県外の人がさく

らんぼはおいしいしお金がなるということをしり、みんながうえるようになっている。

10～15年もたてば、さくらんぼは山形県のとくさん物にはならなくなるだろうとさく

らんぼをうえる人たちはみている。 （井上奈美）

うちには、さくらんぼが15本あります。それで、おうちの人にしっつも～んタ～イ

ム。

１、おばあちゃんに、昔から畑だったのか？ときいてみました。そしたら昔の昔、大

昔から畑だったそうです。

２、おとうさんに、ナポレオンは昔どうやってたべていたか？ときいてみました。そ

したら、生でもたべていたけれど、かんづめにしていたそうです。かんづめは、まだ

青いうちにだしてやるそうです。うちでは、いまもナポレオンはかんづめにしています。

昔は、ナポレオンはやすかったそうです。でも、今は昔よりたかくなったそうです。

わたしは、どうして今はたくなったのかなあと思いました。 （辻村美穂）

米をつくっている農家は、国の人からげんたんするようにいわれると、田んぼで米

はつくれません。でも、畑の農作物はつくってよいので、やさいなどをつくっている

人もいるそうです。

ナポレオンは、さとうにしきのようにそのままではあまり食べません。それは、と

てもすっぱいからです。ナポレオンは、かんづめにしたり、さとうでにたり、お酒につけ

たりしてかこうして食べます。うちのお母さんは、ナポレオンをカルピスにつけて、こ

おらせて食べさせてくれます。

ナポレオンは、まっ赤にならなくても、しゅうかくの時、黄色でも全部もいでしま

うそうです。

さくらんぼを植えている土地は、町のかいはつや農家をやめてしまう人がいて、へ

っているのです。 （小野智美）

家に帰ってからお母さんから聞いてみました。

田んぼは畑にできるそうです。水をぬいて畑せんようの土を入れて、畑をつくって

います。田んぼの中に畑があるのは、昔田んぼがあった所だそうです。

ナポレオンはあまりおいしくないので、かんづめにすることが多いそうです。ぼく

の家の回りのさくらんぼの木は、ほとんど切られてしまったので、さくらんぼをうえ

ている土地はへっていると思います。でも量がへらないのは、昔より今は研究をした

りして、おいしく量をふやすようにしたと思いました。 （板谷 翔）

今、ナポレオンは？ジャボレは？ 農家の人に聞いてみた。

今、ナポレオンは、実がいいのでも悪いのでも、全部かんづめ工場におくられて、

かんづめになるそうです。（ジュ－スにはならない）ジャボレは、かんづめにもジュ

－スにもならないそうです。

田は畑になるのか？ それは、畑になるそうです。

やり方 １、田に水が入らないように回りをかこむ。

２、水をぬく。
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３、土でうめる。 で畑のできあがり～！

いろいろなくふうをしているんだなあぁ～ （太田 剛）

ナポレオンをどうやって食べていたか聞いてみたら、おばあちゃんのころは、その

まま食べていたそうです。お母さんのころは、かんづめができていたそうです。今で

は、さとうにしきをしゅうかくしたあと、ナポレオンのしゅうかくをするそうです。ぼくは、

いろいろな食べ方があるんだなあと思いました。 （外塚孔明）

ナポレオンはどうやってたべたか？

ぼくは、かんづめかジュ－スだと思いました。どうしてかというと、すっぱいなら

ジュ－スにしてのんだほうがいいから。かんづめというのは、なんかにのせるときに

つかえばいいと思ったからです。さくらんぼのナポレオンとは、だれが、どうしてつ

けたのかな？ （渋谷宜克）

10月17日（木）

ナポレオンの食べ方

ふつうに食べる。 かんづめにする。

ケ－キにかざるなとかチェリ－というものをつくる。 うめぼし。

ジャムになる。 みつまめのさくらんぼ。 お酒。

ナポレオンの食べ方はいろいろだな。 （高橋可奈恵）

さくらんぼのおいたち

さくらんぼが山形にはいってきたのは、めいじ８年で、東京からおくられてきたよ

うなし、りんご、ぶどうなどの木といっしょに３本のなえぎがあったのがはじめだそ

うです。さがえでは、めいじ９年に井上かんべえがほっかいどうからなえぎをとりよ

せているそうです。めいじ21年には、本多なりみつ（あとで、さがえまち町長になっ

た）と、わたなべしちべえが中心になって、のうぎょうしけんじょうをつくってくふ

うしながら広めていったそうです。そして、めいじ28年には品しゅが24ひんしゅにふ

えたそうです。みんなにすかれる「さとうにしき」は、東根市のさとうえいすけさん

（
矢
作

葵
）
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がたいしょうがんねんにつくりだした。それを昭和３年にひがしねしのくだもののな

え木生産をしている岡田とうさくがゆずりうけて、「さとうにしき」となまえをつけ

てうったそうです。わたしは、さくらんぼのれきしだなとおもいました。（岡崎 綾）

ナポレオンをどうやって食べていたのか、もっとくわしく調べてみたらさとうにし

きは、あまくて、やわらかくて、びんづめやかんづめになっても、そのまま食べられ

ても、ねだんは高いそうです。そして、ナポレオンは、ねだんはさとうにしきよりや

すくて、かたくて、びんづめやかんづめにしたそうです。ぼくは、さくらんぼのしゅ

るいごとにいろいろな食べ方があると思いました。 （外塚孔明）

10月19日土曜日、斉藤由加ちゃんと、私でチェリ－ランドに行ってきます。聞いて

くることは、

①さくらんぼの生産地は？

②チェリ－ランドにくる人で、一番遠くからきた人は何県か？

ほかにもいろいろ聞いてきたいと思います。 （太田ちひろ）

さがえと東根のどっちがさくらんぼがおいしいのか？

さがえがおいしいそうです。東根は、りょうがとれているだけだそうです。でも、

おいしいよ。さがえがおいしいわけは、ひりょうのやり方がじょうずなのと、赤っぽ

い土をつかっているからだそうです。

東根とさがえのどっちのさくらんぼが多くとれているか？

それは、東根だそうです。

どのさくらんぼのしゅるいが一番多くとれているか？

東根‥‥‥‥さとうにしき

さがえ‥‥‥さとうにしき

いちばんうれているのは、さとうにしき。

東根とさがえは、ライバルみたいです。 （井上奈美）

さくらんぼのくふう

①下にぎんのビニ－ルをしく。それで、光をよくあてる。そして、よくそだつように

している。

②あみをはって、さくらんぼをとりにたべられないようにしている。

③くされているものなどはとっておく。理由、くされているみたいなのにすこし木の

えいようをとられるみたいになるから。 （武田貫平）

(4)さとうにしき 10/18（金）＜４時間目＞
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市役所で聞いてきた瀬野、石川、大越、林、森、友里、葵の発表で授業が始まった。

資料もたくさん持ってきてくれた。

ナポレオンと黄玉からさとうにしきがつくられたということが分かってきた。

ナポレオンは、加工して食べていた。

これは、加工した方がよかったからで、そうしなければいけなかった。そういう味、か

たさだった。ナポレオンの追究と共に、さくらんぼの歴史が見えてきた。

ナポレオンからさとうにしきかわるときに、飛行機や車、道路、船など交通がよくなっ

たことを理由としてあげていた元木や藤本、ちひろの発表はすばらしかった。

味だけではなく、いろんなことに関係しているということが、みえてきた。

ナポレオンとさとうにしきの生産量がくわしくわかった。

平成２年に、ついにさとうにしきがナポレオンをぬいた。この事実から、

☆ ナポレオンの木を切って、さとうにしきにした方がもうかるのに、

どうして全部さとうにしきにしないの？

という新しい？がうまれた。

田んぼは畑にすることができるようである。では、どうやって？ すぐかえられるのか？

友里が、続けて聞きに行くことになった。

授業後の子どもたちの追究 10月18日（金）

市役所で聞いたこと。

田んぼ～畑で、どれくらい日にちがかかるか

１ヘクタ－ル（グランドの２つ分）だと、まずさいしょにはい水をよくする。つぎ

にざれそうをいれ畑にする。それで、じょうけんなどがあり、ぜんぶよくても５日く

らい。

わたしのききたかったことは、りょう金がなん円くらいか？

１ヘクタ－ルは 100×100 で×１ｍ（１ｍは土をかさねていってできた分）土のり

ょう１万‰です。それで１‰が1600円するので、１万‰×1600円＝１６００万円です。

それで、平らにするのにダンプだけでできないので、ブルト－ザ－が１‰で 200円だ

から２００万円。セメントが１０００万円。合計２８００万円だそうです。このとき

は、農林かの人もびっくりして、なかなかこたえられまへんでしたのでＲ。

木は５年～10年でみがなるので、いきなりすると５～10年またなくてはならないの

で、すぐにはきらないそうです。

木は何年もつか 30年～40年

昔ナポレオンは、何でとおくへおくったのか？

のりものといえば、てつどうしかなかったから、ナポレオンは東京へおくられては

いた。東京へいくとき３日～６日かかるので、くされてとてもたいへんでした。この

じだいではビニ－ルハウスもないので、われてとても品のいいものとはいえませんで

のでＲ。

30年前‥‥加工した。昭和のはじめ東京へいってもХでしたので、いったんナポレ

オンつくりをやめた。 （武田 梢）

１ヘクタ－ルで５日ぐらいかかる。お金は‥‥2800万円かかる。さとうにしきは、
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30～40年もつ。30年前から加工会社ができた。（ナポレオンは90％は加工）20年くら

い前から生がふえた。こうきゅうなりょうりにはかかせない。さいきんでてきた（ジ

ュ－ス、お酒など）

わたしは、しやくしょにきて、とてもためになりました。 （齋藤友里）

きょう、しやくしょにさくらんぼのことをききに行きました。そして、ナポレオン

をさとうにしきしないかきいてみたら、今の畑のめんせきのうち80％がさとうにしき

で、20％がナポレオンだそうです。それで、さくらんぼの木がなん年くらいもつかき

いてみたら、30～40年くらいだといっていました。あと田んぼをはたけにするのは、

なん日くらいかかるかきいてみたら５日間で、じょうけんでかわるそうです。それぞ

れにかかるお金は田んぼ１ヘクタ－ルで１万‰のりょうで、だいたい土が1600万円。

あとブルド－ザ－などのお金が 200万円で、60％のけいひで1000万円で、合計2800万

円かかるそうです。ちなみに１ヘクタ－ルはグランド２つ分です。

あとさくらんぼは、まえでんしゃで４日間かかって東京までいって、もうくされて

しまったので、もうおくるのとさくらんぼをつくるのを１回やめたそうです。でも、まだ

のっている木があったから加工ぎょうしゃがかこうようにかんづめにしたら、ちゃんとうり

だせたそうです。そのときちょうどしょうわ45年ごろでした。つぎ20年ぐらいたって

かがくがすすんできて、加工じゃなくて生でうられたそうです。あとナポレオンは、昔あ

まりおいしくなかったので、東京のこうきゅうレストランなどにおくって、りょうり

のかざりにしていたそうです。あとナポレオンをワインやジュ－スにしたのは、つい

さいきんだそうです。ぼくは、さくらんぼにもふかいれきしがあるんだなあと思いま

した。 （高橋勇貴）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥昭和のはじめはぜんぶナポレオンをつくっていたそうです。その

ときは加工してたべていたそうです。30年前に加工ぎょうしゃができました。それに、

20年まえから生でたべるようになったそうです。東京にいくまで３～４日かかったそ

うです。それで、１回けいけんしてみたけど、つくまでくされるから、そこでさくら

んぼをさいばいするのをとめたそうです。わたしは、昔は自動車などなかったから、

たいへんなんだったんだなあと思いました。今日は、たいへん勉強になりました。

（辻村美穂）

今日、さくらんぼのおばちゃんに、さくらんぼはどれくらい実がもつのときいてみ

たら、たったの１か月しかもたないそうです。それにさくらんぼが有名でも、作るの

にとても大変でした。どうしてかというと、昔は雨をよけるためのテントがなかった

そうです。私は、それをきいて、昔は作るっていっても、あんまりうまく作れないん

じゃないの？と聞いたら、昔の人はそれでも頭をつかってなんとかくふうして作った

そうです。まず、昔は、せっかくみのったさくらんぼの実が雨がふってしまえば、つ

ぎつぎにわれてしまい、うり物にならなくなったそうです。そこで考えたのがテント

です。雨の日でもさくらんぼをとることができるし、さくらんぼもわれませんでした。

昔の人は、くふうがうまいんだなあと思いました。 （矢作 葵）

じっかにいってさくらんぼのことをきいてきました。

①さとうにしきの木 → ３０本ぐらい

②ナポレオンの木 → ５本くらい

第５章第三節 話し合い活動の意義
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③ジャボレの木 → ３本くらい

④ダイアナの木 → ２本くらい

⑤べにさやかの木 → ３本くらい

学校でべんきょうしたように、ナポレオンは昔はジャム、かんづめなどにしたそう

です。じっかの人に前きいたのは、田んぼからじゃなかったそうです。ホップ畑から

かえたそうです。わたしは、さくらんぼってふしぎだなあとおもったよ～ん、がちょ

～ん。 （岡崎 綾）

お父さんに、どうしてぜんぶさとうにしきにしないかききました。

①同じものだけだと、同じ時期にしかとれないので、ナポレオンも植えて

いるそうです。

②さとうにしきだけだと、うまくじゅふんしないから。 （元木祐介）

「なぜ、野菜やくだものを作るようになったのか。」調べてみました。

そうしたら、鉄道を利用すると、作ったものを遠くまで送れるし、町に住む人がふ

えてきたのでつくられるようになった、と書いてありました。けれども、交通が便利

になったので、働きにいく人がふえて多くなり、人手が足りなくなったので、機械を

使って仕事をする農家がふえてきているそうです。農家の人は、いろいろなことがあ

って、たいへんだなあと思いました。 （本間美帆）

昭和45年は、ナポレオンはやく8000トンとれて、さとうにしきはやく1000トンとれ

ると勉強しました。本をみてみると、さとうにしきは天候や土地がわるいとしゅうか

くりょうが大きく変化するそうです。とれる量が不安定なさとうにしきよりも、安定

しているナポレオンの方が昭和45年には多いと思います。だから、ぜんぶさとうにし

きに変えないでナポレオンも育てたのだと思います。 （板谷 翔）

昭和45年、ナポレオンとさとうにしきをどうやってたべていたか？

ナポレオンは、さがえ市だけでハウスをかけてさいばいし、生でたべたり、うった

りしていた。ほかの所では、ほとんどなんづめにしていた。しかし、生しゅっかはね

だんが安いのですぐやめて、かんづめになっていった。

さとうにしきは、生しゅっか、生しょく

わたしは、かこうしてたべていたのほうだったから、あたったのかと思う。だけど、

本当にそうなのだろうか？

あんちゅはいすいを田んぼにいれると、どのくらいで水がなくなるか？

どこの田んぼでもあんちゅはいすいはできない。

①水はけがよい所

②１ｍ以上なければならない（深さ）

10ア－ルの田んぼにたいして、100mのパイプを２本機械でうめると、ねだんが50～

60万かかります。ふつうの雨などの水がたまったばあいは、すぐ水がひく。台風など

で大雨になったばあいは、２～３時間で水がひく。

ナポレオンをどうしてさとうにしきにしないのか？

もうナポレオンは、ほとんど切られていて、さとうにしきにかわっているそうです。

でも、ナポレオンはぜんぶなくなったわけではありません。

１本の木のじゅみょうは、ナポレオンとさとうにしきは50年生きればもうおわりだ

第５章第三節 話し合い活動の意義
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そうです。 （井上奈美）

授業後の子どもたちの追究 10月19日（土）～20日（日）

どうしてぜんぶさとうにしきをつくらないのか？

家では、さとうにしきとナポレオンとたかさごの３種類があります。

さとうにしきは、あまくておいしいため、一番人気があり、お客さんも好きなさく

らんぼです。

ナポレオンは少しすっぱくて、あまりおいしくないですが、さとうにしきより少しお

そくしゅうかく（木からとること）できることと、加工用（かんづめになること）に買

ってくれるため、あまり手間がかからず木から取ったものをすぐにコンテナに入れて売る

ことができる。

さとうにしきはパックづめといって、小さなようきに１こずつきれいにならべて、

見た目がよいものほど高い値だんで買ってくれる。でも、時間がかかり大変です。雨

にも弱いため、ビニ－ルのテントをかけないと、すぐに実がわれて売りものにならな

い。ビニ－ルハウスを作るにも、お金とビニ－ルハウスをかける作業が大変なんです。

さくらんぼはみじかい期間に１日も早くお店に出さなければいけないので、とくにさ

とうにしきは手作業が多いため、たくさん作れないのです。さくらんぼは、だから値

だんも高く、初夏にしか食べられないので、くだもののルビ－（宝石）と言われてい

ます。

いままでさくらんぼの勉強をしてきて、いろいろことがわかりました。さいしょは、

どうしてだろう？と思っていたことが、家の人や市役所などにきいて、こういうこと

なんだなあとわかりました。どうして、さくらんぼはできたのかなあと思ってお家の

人にきいたら、土地もあっていて、気候もいいからとはじめてしりました。それに、

のうかのかずもへっているのに、さくらんぼの土地は広がっているということもわか

りました。さいしょは、何だかわからなかったんだけど、きいたりしてだんだんわか

ってきました。やっぱり、さくらんぼは有名だなあと思いました。 （辻村美穂）

さとうにしきを発明した人が、三日町のさとうえいすけさんだとは思いませんでし

た。さとうさんが発明したからさとうにしきになったなんて、

おもしろいなあと思いました。

さくらんぼは、どうして名前や味がちがうんだろう？

どうして田んぼを畑にかえたのだろう。べつに米でもよかったのにな。でも、もう

かったほうがいいか（アハハ）

どうして、さくらんぼはほかのくだものとくらべてねだんが高いのか？

さいしょにべんきょうしたときに、どうして山形県はさくらんぼをうえているか、

というのからはじめて、市役所にいってきいてくる人や、おじいちゃんにきいてくる

ことによって、わからないことなどがどんどんくわしくわかってきました。さとうに

しきをだれがつくったとか、小さなことからして、今はさくらんぼはかせのようにな

ってきました。

今まで べんきょうしてきて、山形県がどうしてさくらんぼに一番あった土地かが

よ～くわかりました。それに、のうかの人が多くなってきているんじゃなくて、へっ

第５章第三節 話し合い活動の意義



- 157 -

ているということもわかりました。そのこたえがわかっても、まだふしぎだなあと思い

ます。

お母さんからきいたけど、なんでも赤ちゃんをそだてるようにさくらんぼもそだて

ているそうです。さくらんぼをうえるとしても、「よし今ここにうえるぞ。」なんて

できないんだね。やっぱり、なんでもたいへんなんだ。お金になんなきゃだめだから、

のうかの人がへっているんだなあ。 （井上奈美）

自分たちでしらべたり、ききにいったりすることが、３年生のときよりうまくなっ

たなあと思います。さくらんぼは東根が有名だけど、さくらんぼを作るには、いろい

ろな苦労があったことがわかりました。農家の人はへっていることがわかりました。

それは、店とかができて、そこにつとめたりするから農家の人がへってきたと思いま

した。 （元木祐介）

ぼくは、さくらんぼについてわかったことは、しゅるいや、どうやってさとうにし

きができたかです。どうしてだろうとおもったことは、どうしてさくらんぼのめんせきが

ひろがっているのに、のうかの人がへっているかです。ぼくは、しやくしょにいって、

やはぎさんとゆう人が、そののうかのじむいんをやっている人から、いろいろおそわ

ってたくさんしらなかったことがわかりました。ぼくは、しらないことがわかるって

ことはいいなあとおもいました。 （大越佑樹）

さくらんぼのべんきょうをして、とてもたのしくできました。なぜならしやくしょ

にいってきいてきたりしたからです。？というのは、ありまっせ～ん。なぜなら、ち

ゃ～んときいて、おぼえたからよ～ん。わたしは、あまりしゃかいはすきではなかっ

たけど、でも、このべんきょうをして、だんだんすきになりました。（齋藤友里）

ぼくは、社会でさくらんぼの勉強をしてみて、さくらんぼには、いろいろなしゅる

いはないとおもっていたんだけど、勉強してみてさとうにしきや黄玉とかがあるのが

わかりました。あと、ゆりちゃんがいった田んぼは畑にかえられるのかといったので、

できるのかなあとおもったんだけど、なみちゃんがいっていたんだけど、あなをほる

と畑になるといっていました。 （奥山孝幸）

さくらんぼの勉強をして、いろんなことがわかって、わからなかったさくらんぼの

なまえもわかったし、田んぼを畑に水分が多いからできないと思ってたけど、はい水

というのでできるとわかったときはすごいなと思いました。そして、どんどんいろん

なことがわかっていったし、さくらんぼのふえかたや、のうかのへりかたと、どうし

てのうかの人がへっているのにさくらんぼがふえているのかもわかりました。あと、

はい水でさいしょはどうしてそんなのでできるのかなあと思っていたけど、はっぴょ

うやうちの人にあとでくわしくきいたりしてわかりました。あと、ぼくもどうしてさとう

にしきだけにしないのかなあと思って、おじいちゃんにききたいけど、でかけていて

よるおそくにしかかえってこなくて、朝は６じごろまでいて、おひるにはもどってき

てごはんをたべてすぐいくのできけないけど、こんどきけるとききいてみたいと思い

ます。あとぼくは、このべんきょうをしてよかったなあと思いました。それは、いろ

んなことがわかったし、わからにことがたくさんわかってきて、みんなできょうりょく

してべんきょうできたからです。 （武田貫平）

第５章第三節 話し合い活動の意義


