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『東根で一番有名な物は？』‥‥‥全員に聞きました。

「さくらんぼ」と言う人が１５人で、トップでした。
さくらんぼを家でつくっている人が１０人
親せきでつくっている人が１０人 もいます。

さすがにたくさんの人がつくっているものです。

児童の興味・関心に基づく課題

地域や学校の特色に応じた課題

現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題

＜○○○の授業①＞ 10月11日（金）

１



【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（綾さん）
★土がいい（勇貴くん） 土の水はけがいい（元木くん）
★地形がいい（葵さん）
★農家の人が多い（可奈恵さん） やる気がある（綾さん）

いろんな考えが出てきました。
そして「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。」

という意見がたくさんでました。そこで、

【さくらんぼは、ふえているのか？】となって、授業が終わりました。

＜さくらんぼの授業①＞ 10月11日（金）
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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 ⇒ 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、1500～2000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。 （井上奈美さん）

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 翔くん）

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と通りやす
いたいらな所がいいからだそうです。

（矢作 葵さん）

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。 （辻村美穂さん）

10月11日（金）～13日（日）
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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 怜くん）

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。 （太田ちひろさん）

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。 （藤本雄大くん）

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。

（鈴木優斗くん）

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 渉くん）

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。 （高橋勇貴くん）

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。 （天野まいさん）

10月11日（金）～13日（日）

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。
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＜さくらんぼの授業②＞ 10月14日（月）

【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ました。お家の人から聞いてき
たことが、たくさんだされました。
「米があまっている｡｣
「じゃがいも畑をさくらんぼ畑にした｡｣

田・畑 ⇒ さくらんぼ ５
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＜さくらんぼの授業②＞ 10月14日（月）

その一方で、優斗くんと藤本くんの
「さくらんぼつくりをやめている人もいる｡｣

という意見もありました。
さくらんぼつくりがいかに大変なのかというこ
とがわかりました。

また、土地のようすでは、

という、元木くんや葵ちゃんの意見もありました。
いろんなことがわかってきました。

「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。」
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＜さくらんぼの授業②＞ 10月14日（月）

【なぜ東根では、
さくらんぼが育つのか？】

★気温があう（佐藤さん）
★土地が・気候はいい（葵さん）
★水はけがいい（由加さん）
★地形がいい（奈美さん）

「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。」

ちひろさんと元木くんが言っていました。
本当かなあ？ ちょっとおかしいなあ？

どうやら、さくらんぼはたくさんうえられるようになってきたということ
がわかってきました。
そして、あたらしい？がでてきました。さて‥‥

「前はナポレオンというさくらんぼだったんだよ。」

という話になりました。
「今は、佐藤栄助さんがつくったさとうにしきだよ！」

板谷くんがいいました。

さくらんぼの種類に話がいきました。

「ナポレオンの前は？昔はなんだったんだろう？」
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10月14日（月） 授業後の調べ学習＜日記から＞

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。（太田ちひろさん）

ちひろさんは、さくらんぼの専門書「日本のさくらんぼ」（山形県経済農業協同組合連
合会）をもってきています。大人の本なのに、よく使えますねえ。

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。

（小野智美さん）

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。 （藤本雄大くん）
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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、１

kg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。 （大越佑樹くん）

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。
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 翔くん）

市役所へ ①

10月14日（月） 授業後の調べ学習＜日記から＞
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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、20万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。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。 （井上奈美さん）

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。

（横尾綾香さん）

10月14日（月） 授業後の調べ学習＜日記から＞
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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。 （渋谷宜克くん）

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 葵さん）

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 剛くん）

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？

（元木祐介くん）

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。

（横尾綾香さん）

10月14日（月） 授業後の調べ学習＜日記から＞
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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。
（辻村美穂さん）

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×です。もちろん、そのはんたいも
×です。 （齋藤友里さん）

こういうふうに自分の考えをもつということは、すばらしい！
しっかり考えることのできる人にしかできませんね。
考えてみると、そうだよなあ。ねえ、友里さん！

さくらんぼのこと
どうして、さくらんぼの上にビニ－ルがあるのにわれるか？
それは、雨がふると、雨があたらないのにわれるのは、空気

中のすいぶんをすって、ふうせんに水をいれたように、かわが
パンパンになって、かわがわれるそうです。雨があたってもわ
れてします。
とったさくらんぼは、われないうちにしんぶんしにひろげて、

せんぷうきやドライヤ－でかわかします。かわいたところから、
はこやパックにつめて、のうきょうに出荷します。とりがたべ
たさくらんぼやりんごは、なぜおいしいかというと、空をとん
でいるとりは、そのりんごやさくらんぼのあまいにおいが空に
あがるので、それをねらってとんでくるのだそうです。どうし
て、すずめはにおいがわかるのかなあ～。もしかして、いっつ
もおなかがへっているのかなあ～ （岡崎 綾さん）

６月29日（土） ＜１学期の日記より＞

６月に綾さんの書いてきた日記です。さくらんぼって、雨にあ
たるとわれるそうなのですが、あたらなくてもわれるって、知
らなかったなあ。
作っている人たちは、いろんなことをしているんだなあと思

いました。

10月14日（月） 授業後の調べ学習＜日記から＞

１３



10月15日（火）

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。

（辻村美穂さん）

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。 （太田ちひろさん）

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 翔くん）

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。 （井上奈美さん）１４



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。 （鈴木優斗くん）

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！ （齋藤友里さん）

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 綾さん）

10月15日（火）
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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。 （渋谷宜克くん）

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。 （奥山貴博くん）

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。

（本間美帆さん）

さくらんぼが東根で有名なのをしらべてみたら、おいしいから
だそうです。それから、たくさんとれるからです。６月にとれ
るさくらんぼのりょうは、1650トンです。そして、せんでんと
かをして有名にしているそうです。ぼくは、有名にするために
くふうしているんだと思いました。
（外塚孔明くん）

10月15日（火）
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＜さくらんぼの授業③＞ 10月16日（水）

14日に市役所に行って農林課の矢萩さんに聞いてきてくれた森君、板谷
君、大越君、林君の発表から始まりました。
それにみんな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

していきました。

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？】

①の発表で、
東根市では農家の数が毎年３３件くらいず
つへっていることが分かりました。

②の 田を ⇒ 畑に で、友里さんが、
「水がたまりやすい田んぼを、どうやって畑にするのか？」

と発表しました。どうやってするのかは、だれもわかりませ
んでした。
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＜さくらんぼの授業③＞ 10月16日（水）

家で調べてきた発表がたくさんでました。
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､だれもわかりませんでした｡)
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ま

した。
ちひろさん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ました。

③【昔のさくらんぼは？】

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けど、昔はそうで
はなかった」
と新しいことが分かってきました。
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授業後のはてな？ ☆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？

10月16日（水）

（矢作 葵）
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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。

（林幸憲くん・大越佑樹くん）

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。 （瀬野剛規くん）

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⇒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。
（齋藤友里さん）

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。 （井上奈美さん）

10月16日（水）
市役所へ ②
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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。

（辻村美穂さん）

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。 （小野智美さん）

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 翔くん）

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。
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 剛くん）

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。 （外塚孔明くん）

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？ （渋谷宜克くん）

今日、家の人にさくらんぼつけたみたいのあると聞いたら、あるといっていたザンス。
どこにあるのと聞いたら、下のとだなといっていました。お母さんがトイレにいって
いるあいだに、つまみぐい。ガサガサ、アレ－ナイ、あった－、クルクル、パックン。
すっぱい－。まだつかってない。ジャ－ギ－バッタン。お母さんがトイレからきた。
わたしは、お母さんがトイレにいっている間につまみぐいしたからばちがあたったみ
たい。すっぱいばちみつけた。 （岡崎 綾さん）

10月16日（水）
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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。 （井上奈美さん）

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あとおもいました。

（岡崎 綾さん） 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。 （外塚孔明くん）

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。(太田ちひろさん)

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。
ジャムになる。 みつまめのさくらんぼ。
うめぼし。 お酒。

ナポレオンの食べ方はいろいろだな。（髙橋可奈恵さん）

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 。
（武田貫平くん）

10月1７日（木）
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＜さくらんぼの授業④＞
10月18日（金）

市役所で聞いてきた瀬野君、石川君、大越君、林君、森君、友里さん、葵さ
んの発表はなかなか上手でした。資料もたくさん持ってきてくれました。
ナポレオンと黄玉の正体(しょうたい) が分かってきました。
とくに、ナポレオンくんの味と食べられ方は、そうかと思いました。

前の授業後のはてな？ ☆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？
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市役所で聞いてきた瀬野君、石川君、大越君、林君、森君、友里さん、葵さ
んの発表はなかなか上手でした。資料もたくさん持ってきてくれました。
ナポレオンと黄玉の正体(しょうたい) が分かってきました。
とくに、ナポレオンくんの味と食べられ方は、そうかと思いました。

前の授業後のはてな？ ☆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？

これって、加工した方がよかったからなのですね！
そうしなければいけなかった。そういう味、かたさだったんですね！

ナポレオンは、加工して食べていた。

＜さくらんぼの授業④＞
10月18日（金）
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さくらんぼの昔と今は、ナポレオンとさとうにしきの歴史のようですね。

さとうにしきはあまくておいしい。
だけど、ナポレオンからさとうにしきにかわるときに、

という元木君や藤本君、ちひろさんの発表はすばらしい。

味だけじゃないんですね。そういうことも関係してくるとは‥‥‥‥‥

ナポレオンとさとうにしきの生産量がくわしくわかりました。
平成２年に、ついにさとうにしきがナポレオンをぬいたのですねえ。

飛行機や車、道路、船など
交通がよくなったことも
理由としてあった

ナポレオン さとうにしき

かたい あまい

味の違い

☆ 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？

田んぼは畑にすることができるようです‥‥となりました。
でも、どうやって？ すぐかえられるの？

友里さんが、続けて聞くことになりました。こういう？は、いいなあ！

新しい？です！でも、
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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。つぎにざっ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×でしたので、

いったんナポレオンつくりをやめた。 （武田 梢さん）

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、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。

（齋藤友里さん）

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。 （高橋勇貴くん）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥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。 （辻村美穂さん）

10月18日（金） 市役所へ ③
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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 葵さん）

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
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 綾さん）

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。

（元木祐介くん）

「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。

（本間美帆さん）

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 翔くん）

10月18日（金）
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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

うおわりだそうです。 （井上奈美さん）

10月18日（金）
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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。 （辻村美穂さん）

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。 （井上奈美さん）

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。

（元木祐介くん）

10月19日（土）～20日（日）
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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。 （大越佑樹くん）

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。

（齋藤友里さん）

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。

（奥山孝幸くん）

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、わからないことがたくさんわ
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。

（武田貫平くん）

10月19日（土）～20日（日）
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チェリ－ランド（寒河江市）日記
10月20日（日）

きのうチェリ－ランドにいってきました。太田ちひろちゃんと行きました。
チェリ－ランドへついて、手づくりアイスのうっているところに、さくらんぼ
のことがくわしくのっているところがありました。さくらんぼはトルコのギレ
スン市という所からきたそうです。やっぱり、さとうえいすけさんがのってい
ました。ナポレオンの写真があったよ！あと、黄玉とにているぶったいが！月
山にしきとかいてありました。パシャ！写真にとっておいたよ～ん。
さ～てとしつもんするために店長さんをさがしますか～いましたいました。

では、コホン、ゲホッゲホッ。
しつもん１ なぜチェリ－ランドを作ったのですか？

Ａ より多くの人からさがえをしってもらいたい。さくらんぼにこだわってい
るまち を県外に知らせたい。
しつもん２ １番とおくからくるおきゃくさんは、何県からですか？

Ａ 全国の所から。おきなわや北海道など、いろいろな県から。（へえ～アメ
リカか らなどはこないのかなあ～）
しつもん３ さくらんぼを使っている品物は、いくつぐらいですか？

Ａ 10何品。モナカ、まんじゅう、クッキ－、お酒、ジュ－ス、そば、さくら
んぼの たねを使ったおてだま、さくらんぼのみを使ったおしばな、さくらん
ぼぞめなど、 いろいろ
おまけ さくらんぼは１本の木に7000こつくそうです。あと、さくらんぼ

の日があって、その日は第３土よう日、家の人ははたをかざるんだって－。す
ごいな～。
さくらんぼの勉強をしてきて、私は、さくらんぼのことがだいぶわかりまし

た。しらべにいったりしたからです。たとえば、さくらんぼを作るには、すご
くたいへんなこととか、田んぼを畑にするには、すごくたいへんだしお金もか
かるんだなあと思いました。でも、不思議なことは、ナポレオンと黄玉でどう
やってあんなにおいしいさとうにしきができたのかな。それが不思議です。ん
～どうしてかなあ～。これからもどんどんしらべていきたいな～。でも、山形
のさくらんぼって本当に日本１だなあ。ハッハッハ～。 （斉藤由加さん） ３２



＜さくらんぼの授業⑤＞ 10月21日（月）
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18日に市役所に行って聞いてきてくれた勇貴くん、友里さん、ちひろさん、由加さん、辻村
さん、梢さんの発表からはじまりました。
６人が前で発表すると、それにつけたしのかたちで、どんどんみんなの発表がつながります。

くわしいものですねえ。
【田んぼを畑にするには？】

の答が見えてきました。最初、友里さんが、「できないのでは？」と？を持ったことです。
そのあと、友里さんは、市役所に行って？を解決しました。

１ｈａ（グランド２つ分）の田んぼを畑にするには、２８００万円もかかるそうです。
「ええっ」‥‥‥これにはおどろきの声がたくさんでました。
『どうしてそんなにお金がかかるのに、畑にするの？』
「それでも、もうかるからじゃない。」
「さくらぼって、そんなにすごいんだあ。」 私もびっくりしました！

【ナポレオンを全部切って、さとうにしきにしないのはどうして？】

これには、いろんなわけがあるようです。
「受粉しない」
「時間がかかる」
「うえてから実がなるまでに５年もかかる」
「とる時期をずらすため」‥‥これいい考えだなあと思いました！いっぺんに実がなったら、

とてもじゃないけどとりきれませんね。そうか、そうか。
「つぎ木をしてふやすこともできるよ」‥‥‥葵さんと林くんが言いました。これまたびっく

り。こんな方法もあるんですね。

＜さくらんぼの授業⑤＞ 10月21日（月）
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さくらんぼって、いろんなことに関係して
いるんだなあと思いました。

高橋勇貴くんが、さくらんぼの歴史を話してくれました。（18日の日記から）

① 昔は東京まで４日かかって、運ん
で行くとと中でくさってしまってだめ
でした。だから１回やめちゃいました。

② でも、工場で加工してかんづめにして
売られるようになると、さくらんぼ（ナ
ポレオン）がたくさんつくられるように
なった。工場ができたことがさくらんぼ
にとってはラッキ－だったんですねえ。

③ そして、今は交通が便利になったので、生で運ぶことができるように
なりました。だから、生で食べておいしいさとうにしきがたくさんつくら
れるようになりました。

一緒に行った子たちが補足するため、彼の日記には書かれていない③が明確な言葉となって
発表された。この辺が、集団で調べる強みである。 ➡P13

＜さくらんぼの授業⑤＞ 10月21日（月）
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19日（土）休み時間を使って市役所の矢萩さんからもらって来た資料（折れ
線グラフ）を大判用紙に写してもらった。子どもたちは、社会の学習に算数
が出てくることをおもしろがって取り組んでいた。

また、天野まいさんの父親にさがしてもらった市の10000 分の１の地図２
まい（１枚は昭和３８年のもの。もう１枚は、平成３年のもの。）にみんな
で空き時間を利用して色ぬりをした。

田んぼ → 緑 果樹園 → 赤 桑畑 → 緑

２まいの地図が、どんどん色分けされていく。それとともに、子どもたち
の確認してきた市の耕地の移り変わりが見えてくることになった。

＜授業外の取り組み＞

３６



おばあちゃんにきいたら、あっさくらんぼのことだよ－。ジャボ－レが
１本、こうかんにしきが２本、ナポレオンが３本、たかさごが１本です。
さとうにしきがすんごくおおいのね～。さくらんぼの木は50年ぐらいも
つそうです。１番ふるいので30年くらいの、あたらしい木は10年くらい
だそうです。そして、ナポレオンとかみわけるには、はっぱだそうです。
（辻村美穂さん）

さくらんぼ日記でゴザル。
わたしのおかあさんがはたらいている所で、さくらんぼのことをききま

した。
① さくらんぼの木は何本ありますか？
Ａ、やく１２０本だそうです。

② 何種類ありますか？
Ａ、６種類。佐藤錦・高砂・ナポレオン・きょ光・セネカ・ジョボレ～
思ったこと こんなに種類あるなんてびっくり

③ お手伝いきている人は、何人ですか？
Ａ、12人です。
思ったこと そのなかの１人がおかあさんなんだからすごいな～

④ 何円ぐらい売れますか？
Ａ、木によってちがいますが、佐藤錦で１本からの売り上げが10～20万

円ぐらい。 （武田 梢さん）

10月21日（月）
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３つの資料から

『３つの資料』を使って授業をした。
①【経営耕地面積のうつりかわり】
②【重点作目の生産の現状】
③【品種別栽培面積の推移】と【品種別生産の推移】

①と②は、大判用紙に土曜日に書いてもらったものを黒板に掲示した。

＜さくらんぼの授業⑥＞ 10月25日（金）
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資料①

３９



資料②

４０



①からは、
「田や畑は面積がへって、
樹園地（果樹園）だけがふえて
いる」

という発表が多く出た。

資料①

４１



資料②

②からは、
「おうとう（さくらんぼ）の生産が
ふえている」

「葉たばこの線がきれているのは、
どうしてか？」

「葉たばこをやめて、おうとうを
うえるようになったのでは！」

「家も、昔は葉たばこをつくっていた
ところに、今さくらんぼをうえている」
グラフからいろんなことがわかってきた。

最後に、③のグラフの載ったプリントを配った。

４２



資料③
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「佐藤錦をうえてる広さがだんだんふえてきた。」
「ナポレオンをうえてるところがへってきた。」
「平成２年ころに佐藤錦がナポレオンをぬいた！」 ‥‥‥資料③から
「生産量も平成２年ころに、さとうにしきがナポレオンをぬいた！」
「やっぱり、昔はナポレオンだったんだ。」
『あれっ？と思ったことは、ないですか？』
‥‥‥‥‥‥‥‥‥

「あれ？‥‥‥」
「おかしいよ。」
「全体では、へっているよ。」
「植えている広さは、だんだんふえているのに、生産量はへったよ！」
「昭和60年には 18200 なのに、平成２年には 11500 になったよ。」
「へっちゃった‥‥‥」

さくらんぼをうえてる土地は広～くなったのに、
どうして、さくらんぼのとれる量はへったのでしょうか？

大きな？がでて授業が終わった。
子どもたちの理解を超えるものがそこにあった。

①②のグラフは、東根市役所農林課の矢萩が個人的に作ったもので、16日に子どもたちがもらってきたものである。
③のグラフは、ちひろさんの持っていた本『日本のさくらんぼ』から

『グラフからわかることは？』

４４



農家がへったから 鳥に食べられたから

わたしは、土地はふえてものうかの人が少なくなっているからだと

思いました。なぜなら、１人の人が畑を３つか４つもっていても、
１人じゃたいへんだからだと思いました。
もう１つあって、さくらんぼがとりにつっつかれたり、われたりし

てうりものにならなくなるからだと思います。

（髙橋可奈恵さん）

わたしは、さくらんぼをうえている土地が多くても、農家の人が
少なくなってきているからなんじゃないかなと思います。それから、

いいさくらんぼがあまりできなくなったんじゃないのかなと思いま
した。そして、市場へ出すりょうがへったんじゃないかと思いまし
た。これじゃないのかなあ？さとうにしきくんばっかり、すご～く
多いからつめつめしてるのとかが多くて、くされちゃってるのとか
があったりして～。かんづめにするのも多いからな～。かんづめく
～んみたいに加工するのもあるし～う～ん、う～ん、なにだろうな
～やっぱりな～農家の人がい～っぱいやめて、すご～く少なくなっ
ちゃったんだと思いました。こんなにむずかしいなんて思ってな
かったなあ。こうゆうことでもむずかしいんだなあと思いました。

（横尾綾香さん）

自分の考え
その１ のうかの人がへったとまえにべんきょうしましたね。

だからだと思います。
その２ 雨がふったりして、さくらなんぼのみがわれてしまっ

て、のうきょうにだせなくなったからへったのではないか。
その３ ナポレオンのことなんだけど、ナポレオンとかの１つ

ぶがおもいとべんきょうしましたね。１つぶがおもくてのうかの
人がだめだと思ってだせないんじゃないか？
その４ さくらんぼの木にみがついているのを、とりがたべ

ちゃって少なくなったと思います。
だいたい、このくらいよそうをつけてみました。本当のこたえ

とかはきいてみないとわからないけど、自分でよそうをつけてみるの
もいいなあとおもいました。 （井上奈美さん）

さくらんぼは春にできるから、つゆのじきにもできるときもあるか
ら、そのときに雨がふってみがつぶれたりもするし、あまりおいし

かったりとかもしないから、さくらんぼをうえている土地は広～く
なったのに、さくらんぼのとれるりょうはへったとおもいました。
それに、ハウスがないところは、すずめにくわれたりするから、と

ちはふえているんだけど、りょうはへっているとおもいました。
（奥山孝幸さん）

授業後の子どもたちの追究 10月25日（金）～27日（日）
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天気によって！

面積はふえているのに、生産量はへっていますね。わたしは、生産
量が少なくなったのは、鳥が桜桃を食べたりしてなったと思います。
調べたこと（おじいちゃんの話）
気候や温度差で植えても実がならない木がたくさんあるそうです。

（山間部）一部平地もあるそうです。田に植えたものの管理が畑の
数倍も大変な割りに実がならないそうです。それが今後の問題だそ
うです。 （太田ちひろ）

私は天気によると思います。それは、雨がふるとさくらんぼは水にあ
たってくされてしまうこともあると思うし、そんなに水が少なくと
もだめだと思うから、天気によってとれる日と、とれない日がある
と思いました。農家の人が水をかけてあげれば、多くとれると思う
けど、いくつかの木にはしごなどをもってかけると、１日すぎてし
まうかもしれないので、水をかけるのはたいへんだと思います。こ
のごろは、雨がふったりふらなかったりで、ばらばらな日がたくさ
んなので、天気によると思いました。（本間美帆さん）

わたしはかんがえて、さいしょとりからくわれたんじゃないかとか
んがえて、あとおもいつかなかったので、じっかにでんわをしてき
きました。
① しもでこおってすくなくなった。
② さむくて、みがあまりならなくなった。（長い雨）

でした。さくらんぼをつくるには、気おん、天気がだいじなんだな。
（岡崎 綾さん）

ぼくは、さくらんぼの勉強をして、いろんなことがわかりました。
さとうにしきを作ったさとうえいすけさんが、ぼくの習字の先生

のひいおじいちゃんだということや、さとうにしきはぐうぜんでき
たこと。
今さくらんぼの木が植えてある土地も、昔は田んぼだったこと。

昔米がとれすぎて、げんたんといって田んぼをさくらんぼ畑にかえ
た。さくらんぼの土地はふえて、さくらんぼの量も最初はたくさん
あったけれど、おいしくて高く売れるものを作ろうとさとうにしき
を発明した。でも、さとうにしきは、おぼっちゃんさくらんぼで、天候に
よってとれる量がかわってしまう。
さくらんぼは、花がさいて実がとれるまで３か月ぐらいです。５、

６月の天気が晴れの日が多いと、さくらんぼはよく取れるそうです。
でも、６月はつゆで雨が多い月です。だから、だんだんとれる量が
へったんだと思います。
おいしいさくらんぼができるのは、土地や天気だけではなく、人

の手がたくさんかかっていると思います。まびきをしたり、じゅふ
んをしたり、たいへんだと聞きました。今は、農家で働く人がへって
きて、それもさくらんぼがへってきたげんいんだと思いました。

（板谷 翔くん）

どうして面せきは広くなっているのに、実はへっているの？
それは、きっとみんなたくさんつくろうとして、どんどんさくら

んぼの木をふやしてるけど、しっぱいしてというか、あまり実がな
らなかったからだと思います。
それに、今年はとくにとれなかったそうです。それは、今年はひょ

うがふって、花がほとんどおちてしまい、あまりとれなかったそうです。
私は、さくらんぼを作るには、いろいろくろうがいるんだなあと

思いました。あまいさとうにしきを作るには、くろうとやる気が
あったから作れたんだとなあと思いました。 （斉藤由加さん）

授業後の子どもたちの追究 10月25日（金）～27日（日）
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授業後の子どもたちの追究 10月25日（金）～27日（日）

ナポレオンがへったから

たぶん、さとうにしきはやわらかくて、雨になるとわれてしまう
ので、少なくなったと思います。昭和60年の全体で多いのは、
ナポレオンが多くて雨になってもかたかったからわれにく
いから多いと思いました。 （外塚孔明くん）

ナポレオンは畑のめんせきがあまり多くなくても、いっぱ
いとれると思う。だから、へいせい２年のナポレオンが少な
くなったので、せいさんりょうが少なくなった。
さくらんぼは、その年の天こう、気こうによって、生産

量がちがうと思います。
その年のさくらんぼは、われたり、ふたごさくらんぼは

うれないのでせいさんりょうはへります。カビもはえてく
されるさくらんぼもあります。 （小野智美くん）

ぼくは、すぐ始める人は、まださくらんぼがなっていないし、な
るまですごい時間がかかるから、さくらんぼのりょうはへって
ると思いました。ぼくは、そんなに時間がかかるんだったら、
さくらんぼとやさいをうえたら、さくらんぼがなるまでいい
かもしれないと思いました。 （鈴木優斗くん）

木をうえかえているから

かんきょうがわるくなったから

気候や土のしつがわるくなってしまったからだと思います。
昔の方が空気や水がきれいだったからいっぱいなったと思い
ます。今は工場や車が多くなって、空気などがよごれてし
まって、たくさんならないじゃないかなと思いました。さく
らんぼをつくるのも、大変だなあと思いました。

（元木祐介くん）

昔は大きさよりも量だったから

昔は、さくらんぼの大きさ、あまさなどよりも、小さくても多
い方がよかったのだそうです。だから、おろぬきをしないで、

そのまま大きくしていたそうです。今は、大きくて、あま
く、赤いさくらんぼがいいのだそうです。なので、ぐ～～
～んと下がったのね。なるほど。うん、そっか。

（齋藤友里さん）

さくらんぼをうえてる土地は広くなったのに、収穫量は減って
きている。
農作物には様々な条件が関わってくる。本当の原因が何であ

るかと明確に追究することは難しいかと思われた。
しかし、その不思議について、子どもたちは、自分なりの意

見を持ち主張できるようになっていた。それまでのさくらんぼ
の追究により生まれた、個々の思いと願いがその根底に存在し
ている。
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さくらんぼを植えている土地は広くなったのに、生産量がへったのはどうして？

いろんな意見が出た。以下のようにまとまった。
① 車とかで、かんきょうが悪くなったから
② 土地がふえても農家がへっているから
③ 年をとったさくらんぼの木を切って、新しい木をうえているから
④ 昔は大きさよりも量 今はあまくて大きいもの だから数がへるから
⑤ 今年はひょうとしもで花がおちた 天気が悪い
⑥ 花ふんをはこぶミツバチ 寒い日に死んだから
⑦ 雨 実がわれたから
⑧ 鳥に食べられたから
⑨ 台風でだめになったから

どれなのであろうか？ 「やっぱり天気かなあ」子どもたちの考えは動く。

＜さくらんぼの授業⑦＞ 10月28日（月）
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さくらんぼの木の下には蜂がくるように巣を作っておくという話
が出た。竹のぼうを切ってならべて作るのだそうだ。さくらんぼの
受粉に蜂が関係するという事実。学習の幅はどんどん広がっていく。
この日は、ちひろのチェリ－ランドのおみやげ「さくらんぼシュ

－ケ－キ」、筆者の新庄のおみやげ「あじさい」の菓子を食べなが
ら寒河江と新庄の話もした。

授業後の子どもたちの追究 10月28日（月）

きょう社会のじかんにチェリ－のことをしました。チェリ－ラ
ンドのおかしと、せんせいがかってきたあじさいのおかしをたべ
ながらべんきょうしました。どうしてならないのかで、ハチがで
てきました。ぼくは、ハチはかんけいないと思っていたけど、ハ
チのことをしっていた人のをきいていると、かんけいあるという
ことがわかりました。 （渋谷宜克くん）

今日５じかん目に社会のさくらんぼのべんきょうをしました。
いろんないけんがでました。で、ぼくちんちんは、風（台風）で
さくらんぼがとばされてさくらんぼがすくなくなるといいました。
１回はっぴょうできてよいとおもいました。 （森 渉くん）

ぼくは、⑦の天気が悪いのだと思いました。ぼくも外づかくん
たちと同じで、雨がふると実がわれるから、木はふえても実が出
せなくてへっていると思います。また、気こうがさむすぎてなら
ない時もあると思います。さくらんぼを作るのは大変だなあ。

（石川 怜くん）

しゃかいのべんきょうのかんそう
ぼくのいえでは、ちいさくてながくてほそい

竹をつかってはちのすをつくります。そして、
さくらんぼの木のちかくにつけます。かなあみ
は６角形のをつかってハチのすにかけています。
でも、ほかのうちの人は畑につけていない人も
います。ぼくは、どうしてかなあと思いました。
あと、ハチもやくだっているんだなあと思いま
した。 （武田貫平くん）

わたしは、元木君が言った車とかでかんきょうがわるくなった
と言ったのがいいなあと思いました。わたしが１番いいなあと
思ったのは、花ふんをハチがしてくれて、ハチのおかげでさくら
んぼはできているんだなあと思いました。 （佐藤美香さん）

ぼくは、きょうしゃかいのべんきょうをして、さくらんぼで、
ハチがしょうどくでしんだからへったと思いました。気こうは、
山形はきこうがいいからちがうと思います。ぼくは、ハチはかん
けいないと思っていたけど虫にかんけいあるのはすごいなあと思
いました。 （高橋勇貴くん）

社会のじゅぎょうでさくらんぼのことを勉強しました。みんな
自分の考えなどをいっていました。私も自分の考えをいえてよ
かったです。それでとくに、ゆうとくんの古い木から新しい木に
うえかえるじきだから、というのがすごいなあと思いますただよ。
ほかにもすごいいけんがたくさんですごいことばかりでした。

（斉藤由加さん）
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５時間目に社会でさくらんぼの勉強をしました。ないようは、
土地は広くなったのに、どうしてさくらんぼのとれる量はへっ
たのか？です。わたしは、かんがえた。それは、風（たいふ
う）がふいてきて、さくらんぼがおちるからとれる量はへった
と思います。それに、雨などがふってきて実がわれるからへっ
たと思いました。うちでは、雨で実がわれないようにハウスを
たてて、そのうえにビニ－ルをかけています。わたしは、それ
もうちの工夫だなあと思いました。あともう１つあります。そ
れは、ハチくんのことです。うちにはハチのすがあります。そ
れで、どうしてハチのすがあるかきいてみました。それは、さ
くらんぼの花めをむすぶためだそうです。そのハチくんの名は、
ミツバチです。そのミツバチくんは、いまおひるね中‥‥また
さくらんぼのじきになるとでてくるそうです。それってとうみ
ん？ わたしは、お父さんでもおこしてくれるのかなあと思い
ました。 （辻村美穂さん）

どうしてへったかというと、
ハチが春の暑い日に出てきて、
次の日寒くてハチが死んでし
まったからだと思います。な
ぜかというと、ハチは花粉を
はこんでさくらんぼができま
す。ハチがいなかったらさく
らんぼができないからです。

（太田ちひろさん）

５時間目に社会のじゅ業で平せい２年はどうしてさくらんぼ
の量がへったのか話し合いました。車ができてかんきょうをこ
わすからとか、ミツバチが少なくなったからとか、鳥が食べて
しまったからなど、まとめて全部で９つになりました。学校が
終わってから市役所に聞きにいった人もいます。台風のせいだ
といった人もいました。でも台風は秋なのでちがうと思います。
それよりも、つゆのとき雨がたくさんふったりするとさくらん
ぼがわれるので平せい２年は雨が多かったからさくらんぼの量
が少なくなったと思います。今日発表できればよかったなあ。

（板谷 翔くん）

今日社会のじゅぎょうをしてみて、自分のかんがえ
なんだけど、ビニ－ルシ－トみたいなのがないところ
は、たぶんこういうの →
をつかうとおもいました。あとハチのすみたいのはな
んにもならないとおもっていたんだけど、今日勉強を
していて、かふんをはこぶためあるということがわか
りました。 （奥山孝幸くん）

家の人に、雨がふると実がわれる？ときいたら、われると
いっていました。だからビニ－ルシ－トをうえにのっけておく
といっていました。のうかの人のくふうだなと思いました。

（瀬野剛規くん）

ぼくは、考えがかわって鳥のせいで、さくらんぼをうえてい
る土地はふえているんだけど、とれるりょうは少なくなってい
るんだと思います。そのはけは、鳥はおいしくて実が大きくて
赤いのしか食べないから、われているのとかがのこったりして
市場とかに出すさくらんぼがなくなるんだと思います。

（林 幸憲くん）５０



今日、社会のじゅぎょうでみんないろんないけんを言いました。わたし
は、こういうことを言いました。昔は、おいしさ、色つや、大きさよりも
多い方がよかったそうです。でも、今は、おいしさ、色つや、大きさだか
ら下がったんじゃないかという答でした。そして、おわりにちかづいたと
きに、山形の算数ものがたりという本に、さくらんぼのことがかいてあり
ました。よくみると、ためになることがいっぱいかいてありました。収か
くは、天候がいちばんえいきょうするということです。そのほかに、品種
とか、土地がえいきょうするのだそうです。だいじなことは、おいしさや
色つや、大きさなどなのだそうです。
おまけ

「さくらんぼの花がさいて、みがなるまでの天候にかぎっていい
ますと、雨が少ないと、そして、５月６月の気温が高い年は、
さくらんぼはほう作になるのだそうです。」
おまけっけ 山形県のさくらんぼの10ａ（ア－ル）

あたりの収かく量（ｋｇ）のうつりかわりは、なんと
ぎざぎざなのよ～なぜ～キャ～

（齋藤友里さん）

授業での友達の発表が、個々の子どもへ大きく影響を
与えていることが分かる。
子どもたちは、他者との対話を通して自分の意見の捉

え直しを行っていくのである。
社会的事象、事実がもとになってはいるが、そこにあ

るものは、他者の存在そのものである。学習を通して、
友達とのつながりの編み直しを行っているのである。
学習を通して友達づくりが行われている。
この日、市役所に確認に行った４人の子どもたちは、

学習でつながった友達である。調べ学習がもとで築かれ
た友達なのである。
友達との会話を通して学習に深みが増してくる。それ

は、単に調べ学習で終わることのない「生きる力」と言
えないであろうか。

授業後、みんなの予想をもって、４人が市役所に確かめに行ってくれた。
散々みんなで意見を言い合ってのことなので、４人の質問は、
今までの

「～～について教えてください。」

という質問の仕方とは違って、
「…は、～～ではないのですか？」

と自分たちの考えを主張しての確認的な質問となっていた。
自分なりの予想を持っての質問と、全面的に教えてもらうための質問。
この２つの違いは大きい。
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今日、市役所に、剛君、奈美ちゃん、外塚君と私でサクランボ
のことについてきいてきました。やはぎさんがおしえてくれまし
た。
①かんきょうが悪くなったからか？ ときいたら、かんきょうは
かんけいないと思う。
②いっぱいとってうるよりも、大きいのをとってうった方がお金
になる。
③台風などがきたら、サクランボはもうどうしようもない。
④われたサクランボはうりものにならないので、自分で食べるか
あげるかどちらか。
⑤なので、われないようにビニールをしておく。だけどすこしわ
れるのもある。
⑥みつバチじゃなくて、まめこバチというハチを育てていて、花
ふんをとってくれる。
⑦まめこバチは、人などをささないのではりがない。
⑧ナポレオンは、かこう。
⑨大きくておいしければ、いくらでもかってくれる。
⑩だんだんさとうにしきにかわっていく。
⑪天気とかはすごくかんけいあるそうです。

それでせいかいは、昔は大きいよりも量というのがせいかいです。
天気のことなんだけど、私は思ったんだけど、やっぱり天気にか
かっていて、天気がわるければサクランボもだめになってしまう
んだな～と思いました。やはぎさんのおかげで、こんないろんな
ことがわかりました。こんどもまた、いろんなことをおしえてく
ださい。私達もよそうをもっていくんで。今日は本当にありがと
うございました。 （本間美帆さん）

市役所にいって、さくらんぼのことをきいてみました。いっぱ
いとってうるよりも、大きいのをとってうった方がお金になるそうです。
百円で10こ入りであまくないのと、百円で５こ入りであまいのを
どっちがほしい？ わたしは百円で５こ入りであまい方をかいま
す。先生はどっち？ やはぎさんは、百円で５こ入りであまい方
をみんなかっているよといっていました。
かんきょうはかんけいあるのかときいてみたら、それはかんけ

いないそうです。とりからたべられたさくらんぼは、すてるそう
です。雨とかでわれたのは、自分の家で食べるか他の人にあげる
そうです。台風とかがきたら農家の人はどうしようもないそうで
す。でも、今はさくらんぼがわれないようにビニールシートをか
けているから、ほとんどだいじょうぶだそうです。のうかの人が
まめこばちをそだてているそうです。そのはちは、花ふんをとっ
てくれる。今はみつばちじゃなくて、まめこばちをそだてている
そうです。みつばちとまめこばちのちがいは、まめこばちははり
がなくささなくて、みつばちははりをもっていてさす。これがち
がいです。
ナポレオンは、つくればつくるほどもうかって、さとうにしき

はあまくておいしければすごくもうかる。おおきくておいしけれ
ばいくらでももうかる。まえにもべんきょうしたんだけど、ナポ
レオンをどうしてさとうにしきにかえないのかときいてみました。
農家の人でまだナポレオンをほしい人がいるから、ぜんぶきりた
おさないそうです。
天気はかんけいあるのかときいてみたら、すごくかんけいある

そうです。
これで、きいてきたことぜんぶです。市役所にききにいくと、

くわしいこともわかるし、やさしくおしえてくれるのでいいなあ。
やはぎさんのおかげで、くわしいことがわかりました。

（井上奈美さん）
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生産量が減ったわけ

さくらんぼをうえている土地は広くなったのに、
生産量がへったのはどうして？

＜さくらんぼの授業⑧＞ 10月30（水）
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28日にはいろんな考えが出された。この日は、最初にそれらをまとめて
から授業に入った。１日たつと子どもたちの考えも変わってくる。
４年５組の予想ナンバ－３は、

第１位 花ふんをはこぶハチが寒さで死んだ １７人
第２位 鳥に食べられた １５人
第３位 雨で実がわれた １２人
〃 ひょうとしもで花がおちた １２人

であった。さくらんぼにおける蜂の役目を主張する子の意見が反映された。
意外性は、子どもの興味を引く。

その後で、28日に市役所に行って聞いてきてくれた本間、奈美、外塚、
剛に前に出てきてもらい説明してもらった。

鳥は？ →→ 「あみがあるからだいじょうぶ！」
環境は？ →→ 「とくに関係なし。」
ハチは？ →→ 「関係はある。」

剛が「天気は、すごく関係ある。」と言った。みんな、「やっぱりそう
か」と口々につぶやいた。

台風は？ →→ 台風がきたらぜんめつだから‥‥‥しかたない！
雨は？ →→ ビニ－ルシ－トがあるからだいじょうぶ

（あれれ‥‥‥‥？）

「天気は、すごく関係あるけど、でも、それよりも関係あるのは‥‥‥
昔は量、今はあまくて大きいもの です。」

28日、ただ１人友里が主張し続けていたことである。
また、板谷翔は、本時に入るまでは天候派であったが、
授業始めの友里の言葉で変更した。しかし、全体での挙
手ではまたもとの考えに戻った。このあたりの子どもの
思考の移り変わりがおもしろい。その過程こそが子ども
の成長を促すことになる。
様々な意見が飛び交ったが、子どもたちの中にはどの

ような理由であれ、最終的には天候によるもの（蜂もこ
れに含まれる）で、自然に影響されるものという意識が
強かった。
天気によって仕方なく減ったのだと予想していた。
しかし、人間がわざと少なくしているという原因に

至った。
おしいくて、大きいものを作るために、数をへらして

いるのだと言う。
いっぱいよりも、大きい方がお金になる。消費者の嗜

好を捉えている。
消費者の立場から、生産者の立場を考えるに至った。
そこに、さくらんぼを作る人の工夫を見つけることに

もなった。

＜さくらんぼの授業⑧＞ 10月30日（水）
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授業後の子どもたちの追究 10月30日（水）

今日５時間目に社会をしました。土地は広くなったのに、どうし
てさくらんぼのとれる量がへったのかとべんきょうしました。わ
たしは、寒くてミツバチが死んだと、天気だと思いました。でも、
それは、せいかいじゃありませんでした。せいかいは、昔は量、
今は大きさでした。わたしは、しんじられませんでした。

（押切未希さん）

平せい２年はどうしてさくらんぼはへったか、けっかがわかり
ました。ぼくは、雨が多くてさくらんぼがとれなくてへったと
思っていました。最初は、量よりもおいしさだと思っていたけど、
とちゅうで変わりました。変えなければ正かいでした。人が、考
えて、量よりもおしいくて形が大きい物を作ろうとしたことがわ
かりました。今は、おいしくて高いさくらんぼができたのには、
いろいろな人のど力があったんだとわかりました。

（板谷 翔くん）

今日、社会でさくらんぼのりょうがへったのはなぜかで、ぼく
ははじめ年をとった木をきって、新しい木をうえただと思ってた
けど、市役所の人にきいてきた人が前にたってこたえをいったら、
昔の人は味じゃなくて数だったから、今は数じゃなくて味だから、
今は実をとっておいしいさくらんぼをとっているから、さくらん
ぼはへったんだというのがせいかいでした。ぼくは、そんなじだ
いがあったんだなあと思いました。 （鈴木優斗くん）

５時間目に社会をしました。わたしは③⑥⑦⑧だと最初は思い
ました。
市役所に行ってきいてきた人は、④がせいかいだといっていま

した。わたしは、天気もかんけいあると思います。それで、家の
人にきいてみました。今年は、やっぱりさくらんぼのとれる量は
へったそうです。台風は、さくらんぼのじきにはこないそうです。
でも、10年くらいまえに家のさくらんぼの木がたおれたそうです。
それで、なんでたおれたのかきいてみました。そしたら、台風の
せいでたおれたんだそうです。台風でくふしているところは？と
きいてみました。そしたら、台風はこないから工夫はしていない
そうです。でも、りんごはあるそうです。それは、そえぎをする
のであ～る。さいごに、台風は９月のはじめごろから、10月のは
じめごろまでだそうです。これで今日の日記をおわ～る！

（辻村美穂さん）

今日５時間目社会をしました。もちろん、さくらんぼのことで
す。答をいってくれました。④でした。私は⑤に手をあげました。
でも、その⑤はすごくかんけいあるそうです。私は、はずれても
あたっても、わかればいいんだと思いました。④に手をあげた人
は、どうしてわかったのかなあ。
やっぱり、昔は実が小さくても、黄色くても、とれるりょうが

多ければいいけど、今はあまくて赤くて、実が大きい方がいいん
だなあと思いました。 （斉藤由加さん）
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今回の４人は、聞いてきたことを発表するだけではなく、誰か
の代弁者としての存在ではなく、自分たちの言葉で補足しながら
説明することができた。
それは、多分に自分たちの予想を持って聞きに行ったというこ

とが大きい。
みんなで意見を出して話し合い、自分の考えと友達の考え、お

互いの主張することを認めた上で、聞いてきたというところが大
きい。
予想には、それなりの理由が存在する。

学級集団で話し合いを通して得た予想には、予想を出した子の
存在も関わってくる。28日の子どもたちの日記には、友達（発表
者）の名前が多く書かれていることでも分かる。
学校で話し合った後、家で自分の考えをまとめ直すときに友達

の名前が出てくる。その意味は大きい。

今日、わたしたちが市役所に行ったことを話しました。市役所
にいくまえは、わたしはどれがせいかいかわかりませんでした。
これだなあと思っていたのが⑤とかで、天候にかんするものだと
思っていました。
そして、今日みんなにきいてきたことを話しました。
はなしてみてよかった所。さいしょからこたえをいわないで、ち

がうのからつぶしていった所。

はなしてみて、だめだった所。わたしたちであ～かこ～かじゅ
んばんはこうだとか話して、ほかの人がききづらくなってしまっ
たかもしれない。もしこんどいって話すときには、ききやすく話
さなければ。 （井上奈美さん）

子どもたちは、自分の属する学級集団をしっかり意識している
のである。
それは、個々の個人的な追究とは大きく次元の違ったものへと

成長している。個の追究が、集団の中でしっかりと根付きながら
展開されているのである。

４人の発表者は、正解を伝えることに目的をおいてはいない。
①～⑨のそれぞれの立場の意見について、正解と至らないその

理由についても補足している。４人は、市役所の矢萩さんから聞
いた説明を自分たちで消化し、みんなに分かりやすく説明するこ
とを意識している。常に聞く側を意識している。
自分の意見を発表することが苦手な奈美さんが、集団の力を借

りて説明し、そのことについて自己評価するにまで至っている。
個の学習では、彼女はこのレベルには至れなかった。学び合う集
団が彼女をここまで育て上げたのである。

今日、社会の時間に市役所できいてきたことを発表しました。
そしたらよそうがあたった人がいました。よそうをみんなでして
から、答をいいました。「台風」というので、まよいました。先
生から、
「じゃあ台風はかんけいないのかな？」
ときかれて、どう答えればいいのかわからなくなって、まよって
しまいました。それで、台風のことでききにいく人とばとんたっ
ちしました。台風のことはあまりくわしくきいてこなかったので、
今度いった時にくわしくなんでもきいてきたいと思いました。で
も、さくらんぼのことはくわしくしったのでよかったなあと思い
ました。 （本間美帆さん）
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扇状地
＜さくらんぼの授業⑨＞ 11月1日（金）
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＜さくらんぼの授業⑨＞ 11月1日（金）
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元木と剛が数日前から書いていた絵を掲示して扇状地の地形によ
る東根の耕地について説明してくれた。
東根の土地はジャリが多くて水がしみこみやすく、米作りには適

しない。
しみこんでいった水が長瀞あたりでわきでてくる。だから、長瀞

あたりは水がたくさんあって米がつくりやすい。
これは、どうしようもない事実である。
米作りが中心だった昔の農家の人たち。東根の人たちは、どんな

に困ったことか。
それ故、苦労して、たばこ畑、くわ畑としていた。
そこに登場したのが『果樹』だったのである。

14日の発表で、すでに元木はこの内容についてふれている。父か
ら前に聞いたことを主張していた。しかし、14日の段階では、みん
なを説得させるまでには至っていなかった。
『お父さんに、もっと詳しく聞いてみたら？』
と話しておいた。

全体の授業の流れは記述してきた通りである。多くの子どもはそ
の流れに沿って考えてきた。しかし、地形から稲作が難しい、つま
り、東根には畑が多いことの原因……彼の頭の中には、つねにこの
ことがあった。個のこだわりである。ほとんどの子は、このこだわ
りを持ち合わせている。それは、多分に自分の生活経験からのもの
である。ただ、その表現の術を持ち合わせていないだけである。こ
れを個性と言うのであろうか。

父親から詳しい説明を聞いてきた元木は、紙にまとめ
てきた。私はそれを大判用紙に書くように促した。たま
たまその場に居合わせた剛が、「ぼくも手伝う。」と
言ったので、２人で書くことになった。授業での説明は、
元木と剛の２人がおこなった。楽しくみんなを笑わせな
がら説明する剛、父の説明を付け加える元木。協力者の
存在が大きい。

＜さくらんぼの授業⑨＞ 11月1日（金）
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＜元木祐介と太田剛の書いた絵・発表の感想＞ 11月１日（金）

東根の田やかじゅえんのれきしがわかった。そのジャリにしみこ
むのは東根だけなのかな。そのジャリをとりかえてかたい土にすれば
米がつくれたのに、どうしてなのかなと思った。ぼくは、米がつくれ
なくなって、さくらんぼをつくるといって、日本のさくらんぼもい
いけど、外国のさくらんぼもいいといってナポレオンをゆにゅうし
たのかなあと思いました。それとも、その前にナポレオンはあった
のかなあと思いました。もしナポレオンがなかったら、どういうさ
くらんぼをつくっていたのかな。昔からひくいとちが米づくりがさ
かんなら、長とろより下の市や県などのほうがいいんじゃないかと
思いました。（藤本雄大くん）

昔からさくらんぼとかがつくられたんじゃなくて、米を作ってい
たことがわかりました。ぼくもふじもと君と同じで、土にしたらよ
かったんじゃないかと思いました。そこで、ぼくは考えました。昔の
人は土をかうお金がなかったとぼくは思いました。
昔の人は、田んぼをつくっても、おいしい米がつくれなくて、さくらん

ぼにしたということがわかりました。ぼくは、昔の人の工夫だなあ
と思いました。長とろでお米がつくられるんだけど、東根でつくれ
ないから、昔の人はこまったと思いました。 （石川 怜くん）

東根にはジャリがあって水がしみこんで、長とろにわきでて、東
根では米をつくってもおいしくないけど、長とろでは米がつくれて、
ぼくはとくなのかなあと思いました。だけど、東根と神町の人が考
えたさくらんぼとりんごをうえて、ぼくは土地でとれる物とかがち
がうんだなぁと思いました。これも土地のくふうなんだなあと思い
ました。ぼくは、くだものは１つずついえみたいなものがあるのか
なあと思いました。 （鈴木優斗くん）

東根では、田（米）がつくれないということがわかりました。そ
れで思ったことがあります。昔、田がつくりたかったら、石をとっ
てかたい土をうめればいいと思います。あと、東根の石をとって長
とろの土とこうかんすればいいと思います。こずえちゃんとかが
いったのとにているんだけど、東根は石が多くて、どうして長とろの
方はかたい土があるのだろう？

あと、さいしょの方にかいてあるんだけど、ひくい土地が米をす
ごくつくれるとかいてあります。どうしてひくい土地だけなのだろう。
それはきっと、上の方からかなりの水がながれてくるからだと思い
ます。 （井上奈美さん）

わたしは、東根ではかじゅがさかんで、長とろの方では米がさか
んなんだということがわかりました。東根でも、まえは米がつくら
れていたことがわかりました。長とろの方では、きれいな水がたく
さんわきでるから、おいしいおこめがたくさんできたことがわかり
ました。東根の白水川は、土ではなく石っころみたいなのがいっぱ
いあって水がしみこんでいくから、おいしいお米があまりできない
ことがわかりました。わたしは、じんまちの人はいろいろかんがえ
たんだなあと思いました。その中で、東根でそだてられるかじゅをさ
がして、さくらんぼとりんごをえらんで、うえられるものをいろいろかん
がえたんだなあと思いました。 （髙橋可奈恵さん）

東根では、どうしてさくらんぼが多いのかが分かりました。ぼく
は、昔の人がジャリがいっぱいあるからどうしたらいいだろうと考えな
かったら、今東根ではさくらんぼが有名じゃなかったんじゃないかなあと
思います。ジャリで田んぼがつくれなかったからジャリを土になお
して田んぼをつくればよかったのに、なおせなかったのかなあと思
いました。そこでぼくは少し考えてみました。そして、ぼくは、
ジャリから土にかえるのはとてもお金のかかることだったので、
ジャリのままでもつくれるさくらんぼにしたんだと考えました。

（林 幸憲くん）６０



ぼくは、元木くんとつよしくんのはっぴょうをきいて、昔は川
の水がじゃりみたいなところでしみこんで、ながれていって、東
根の川の水が長とろのほうにながれていくというのは、はじめて
わかりました。あと、ぼくは、しつもんのとき、ふじもとくんの
じゃりを水をとおさなくすればいいといったはっぴょうがいいと
思いました。もしちがうところに水がながれていったら、それを
とめればいいと思います。
あとぼくは、田んぼはだめだったから、あまり水をつかわないりん

ごやさくらんぼにしようと思った昔の人はすごいなあと思います。
（高橋勇貴くん）

元木くんとつよしくんがはっぴょうしてくれたかんそう。わたし
は、東根はりんごやさくらんぼができるりゆうをはじめてききま
した。ただすきでりんご畑やさくらんぼ畑をつくったんじゃないとわか
りました。わたしは、かじゅえんをつくろうなんてだれがかんがえ
たのかふしぎです。それになんで東根だけがじゃりなのかなあと思
いました。ほかの市にもあるのかなと思いました。りんごの木や
かじゅえんは、水がいらないですね。なので東根もじゃりなどもなく
ほかの市みたいでしたら、今ごろは何をつくっていたんでしょうね。わ
たしは、れきしってすごいなあと思いました。日本１になれたの
も、このせいかな。 （武田 梢さん）

元木くんと剛くんが田、果樹園の歴史をいってくれました。それ
は、昔からひくい土地では米作りがさかんだったそうです。でも、
東根にはあわなかったそうです。東根は昔から米がつくれないし、
あわなかったのかなあ。？と思ったこと。こずえちゃんと同じで、
どうして東根はじゃりばかりなのかなあと思いました。

（斉藤由加さん）

ぼくは、なぜ東根の方ではあまりおいしいこめはつくれないのに、
長とろの方はおいしい米がつくれるのは、どうしてかなと思った
んだけど、それは東根の方は川のそこがじゃりだから水がちかに
しみこんで、長とろの方に水がわきでるから、東根の方ではおい
しい米がつくれないけど、長とろの方はおいしい米がつくれるこ
とがわかった。ぼくは、最初は、山からきた水が、東根をとおら
ないで長とろにいくから東根の方はあまりおいしい米がつくれな
いと思ったけど、ぼくのはまちがっていた。 （太田 剛くん）

わたしは、東根では米をつくってもおいしいくないということは
しらなかったんだけど、今わかりました。わたしは、どうしてり
んごとさくらんぼをえらんだのかなあと思いました。水があまり
なくてもできると元木くんとつよしくんがいったので、わたしは、
どうして水がすくなくてもできるとわかったのかふしぎに思いま
した。 （廣谷エミさん）

＜元木祐介と太田剛の書いた絵・発表の感想＞ 11月１日（金）

東根では田んぼをつくってもいい米がつくれなくて、長とろの
ほうに水がながれていってしまうということがわかりました。ぼ
くは、じゃりのところで田んぼをつくったって米はつくれないし、
さくらんぼやりんごとかだとつくれるからだと思いました。そこ
で考えました。たぶんこれはのうかの人がかんがえたくふうだな
と思いました。どうして、こめはジャリのところにつくると、お
いしいこめがつくれないのかな。そこで、長とろのほうでは、米
がつくれるから、田んぼがじょうぶにそだつから、りんごやさく
らんぼなんか長とろの人たちはどうでもいいと思っていたんだと
思いました。 （瀬野剛規くん）
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さくらんぼの歴史

東根の土地について勉強しました。
みんなは、さくらんぼの学習を始めたとき、「東根の土地は

さくらんぼにあっている」と言っていました。しかし、昔の農
業の中心は、何といっても『米』でした。田んぼが中心でした。
「東根の土地は米つくりにはあっていない。」ことを確認しま
した。
元木くん、剛くんが絵にかいて説明してくれたように、ジャ

リが多くて、ダメな土地だったのです。扇状地(せんじょうち)
ということを説明してくれました。
そこに、しかたなくて くわ畑 たばこ畑 をつくりました。

農家の人たちは、さぞかし残念だったと思います。
しかし、そこに「りんごくん」がやってきました。
続いて、「さくらんぼっちゃん」もやってきました。
最初はうまくいかなかったけど、かんづめができると「ナポレ

オン」くんががんばりました。さとうさんが「さとうにしき」を
つくると、さくらんぼを生で食べるようになりました。この時、
交通が良くなった！‥‥これが大切だったのですネ勇貴くん。
そして、さくらんぼは、日本１になりました。

になりました。おもしろいものです。そして、不思議なものです。

米作りのだめな土地 が 日本１のさくらんぼ作りのよい土地

＜さくらんぼの授業⑩＞ 11月8日（金）

学級通信から６２



米作りのだめな土地 が 日本１のさくらんぼ作りのよい土地 に

いやいや、くわ畑やたばこ畑から「何かほかのものは
‥‥‥」とさがした人‥‥‥‥‥道路を作った人‥‥‥‥‥

いろんな人がいたからこそ今の東根市があるのです。
いろんな人のくろうの上に今の私たちがいるのです。
さくらんぼの歴史から、いろんなことが見えてきましたね。

＜さくらんぼの授業⑩＞ 11月8日（金）

学級通信から

今でこそ、さくらんぼで有名な東根市ですが、ここまでにな
るまでには、いろんな人たちのくろうがあったはずです。
人の知恵とくふうが、同じ土地を【だめな‥‥】から【よい

‥‥】に変えたのです！ すごいことですね。
さとうにしきを作り出したさとうさん
ナポレオンを植え始めた人
いや、りんごを植え始めた人
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授業後の子どもたちの追究 11月８日（金）

わたしは、このじゅぎょうでジャリが多くてだめな土地から日本
１のさくらんぼをつくったんだとわかりました。これは、しぜんの
くふうみたいだなあと思いました。ジャリとかがなかったら、日本
１のさくらんぼなんてなかったから、ジャリはけっこうすごい。で
も、ぼけ－っとしていた人がいたら東根のうんめいはどうなってい
たのかなと思いました。さくらんぼは東根をかえたんだなあと、わ
たしは思いました。 （横尾綾香さん）

さくらんぼの勉強をしてきて、こう思いました。ジャリがなかっ
たら東根は米でゆうめいだったかもしれないと思いました。それで、
昔の人はいろいろためしてみて、くわ畑とか葉たばこをためして、
さくらんぼのするまでなやんでいたと思いました。昔、さとうにし
きがナポレオンがかんづめにされていたころになっていたら、それ
も加工とかしてはこんでいたのかなあと思いました。

（外塚孔明くん）

わたしは、昔の人たちは、田がだめでもあきらめないで自分１人
１人の知恵を出しあって、いろいろつくってりんごやさくらんぼを
いろいろなしゅるいにして、たくさんつくってどこかでうっていた
んだなあと思いました。佐藤さんは、ナポレオンを母に、黄玉を父
にして、どうゆう名前でどうゆうあじのさくらんぼをつくろうとし
ていたのかなあと思いました。
白水川は水がしみこみやすい石ころだらけで、水あそびができな

くてももがみ川も石ころみたいだけど水がしみこみにくくなってい
るから田も多いんだなあと思いました。 （髙橋可奈恵さん）

ぼくは、はじめてしりました。最初からさくらんぼじゃなくて、
田 → くわ → りんご → さくらんぼ

すごいなあと思いました。いろいろな人のど力、どうろを作った
人、たばこからあきらめないで果樹をつくった人、さまざまな人が
かんけいしているんだなあと思いました。
人の知恵・くふうというのは、すごくすごくすごくかんけいして

いるとわかりました。昔の人にかんしゃしなくちゃいけないなあと
思いました。 （元木祐介くん）

いままでべんきょうしてきて、さくらんぼのことがよくわかりま
した。さくらんぼをつくるまで、こんなことがあったんだなあ。東
根は、さいしょにめざしたのはさくらんぼではなく、米だったとい
うのがぼくはびっくりしました。東根の人たちがきょうりょくして
きたみたいで、すごいとおもいました。ぼくは、さとうにしきが、よ
くこうつうのべんりになったときになったのがナイスタイミングだと思い
ました。ぼくは、みらいでさとうにしきとナポレオンとかがじゅふ

んして、またあたらしいさくらんぼができるかもしれないと思いま
した。
きょう、ちひろちゃんがさとうにしきはもくてきのものじゃなく

てタマタマできたものといって、ぼくは、しんじられませんでした。
でも、さとうにしきがもくてきのものじゃないんなら、どういうさ
くらんぼをつくりたかったのかなと思いました。どういうのかなと
思って考えました。さとうにしきみたいにあまくて、みが大きいと
いうのかな。それとも先生がいったみたいにスイカぐらいであまく
ておいしいのかな。でも、木にならなくてだめだなあ。ナポレオン
みたいにすっぱいけど、みが大きいのかな。どういうのかな‥‥。
そうだ、昔の人はみがすっぱいナポレオンがすきだから、きっと
すっぱくてみが大きいさくらんぼじゃないかと思いました。

（藤本雄大くん）６４



今までさくらんぼのべんきょうをして、はじめは人びとのどりょ
くがあっただなんてことは、思ってもいませんでした。でも、こう
して今までをふりかえると、人びとのどりょくがあったんだなあと、
今おもいます。
さとうにしきを考えたさとうえいすけさんや、交通を良くしてく

れた人、それに、もうだめだとあきらめなかった人、こうしてか
じゅの王国東根ができたんだと思いました。もし、かんがえ出して
くれなかったら、なんにもできない東根になってしまうところだっ
たと思いました。人々のどりょくがあったから、こんなすてきなか
じゅの王国だできたのだと思います。 （齋藤友里さん）

ぼくは、さくらんぼのべんきょうをしてきてわかったことがいっ
ぱいありました。昔は田んぼであまり作れなかったから、その時は
東根はもう全めつだと思った人が何人もいたと思いました。だめな
土地からさくらんぼにした人はすごくたいへんだったと思いました。
でも、１人だったらできないと思いました。交通がよくなったのも
１人だけじゃなく、みんながきょう力しあってきたから交通がよく
なったと思いました。 （石川 怜くん）

さくらんぼをべんきょうしてきて、さくらんぼがゆうめいになっ
たのはむかしの人のゆうきと知恵があって日本１になったと思いま
した。さくらんぼは、佐藤さんがつくって、さとうさんとうちのお
じいさんがともだちだったといっていました。あと、ジャリがあっ
たからこそさくらんぼをつくっていれると思いました。ぼくは、
ジャリがあっていいと思いました。だからこそ、かじゅのおうこく
東根となったと思いました。 （奥山貴博くん）

ぼくは、さくらんぼのはなしをきいてきて、さいしょは、なんか
むずかしそうに思ってたけど、しらべたり、かんがえたりしてたら、
むずかしかったのがたのしくなってきました。でも、はてなやもん
だいがでてきて、わからなくなりました。だから、しやくしょに
いったりしました。のうりんかとゆうところにいってきました。さ
くらんぼのめんせきのプリントとかをもらってきました。でも、も
んだいがでたりしました。めんせきがふえているのに、どうしての
うかをしている人がへっているかです。ぼくたちは、べんきょうし
て①から⑨までかんがえてって、しやくしょにこうじゃないですか
とききにいきました。
さとうえいすけさんがいなければ、東根かじゅ王国なんかならな

かったと思います。さとうにしきがあうじだいにできたからです。
ぼくは、さとうにしきができないと、ゆうめいにはならなかったと
思います。 （大越佑樹くん）

授業後の子どもたちの追究 11月８日（金）
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みんなとさくらんぼの勉強をしてきて本当にいろいろなことがわ
かってよかったなあと思います。昔の人がしかたなくくわ畑やたば
こ畑にしたからこそ、さくらんぼができたんだなあと分かりました。
しかたなく畑にした人たちは、昔はこうかいをしていたんだけど、
今はしかたなくてかえてよかったなあと思っていると思います。昔
の人のくふうや知恵は、すごいなあと思いました。佐藤さんは、さ
とうにしきを作るのに何年もかかってその間にしっぱいもあったか
もしれないけど、がんばったからとってもすごいなあと思いました。
これからも、だれかが研究していろんなさくらんぼを作るんだろう
なあと思います。 （林 幸憲くん）

ぼくは、さくらんぼのべんきょうをしてきて、昔の人たちはいっ
しょうけんめいに交通やだめな土地をなおしていったと思いました。
けんきゅうをしていて、さとうにしきは、たまたまなったのかな？
それとも、さとうさんがいっしょうけんめいにかいはつしたのかな
あと思いました。米がつくれないから、さくらんぼやりんごをつく
ろうと考えた人はだれなのかなあ。もしかして、さとうさんがかん
がえたのかな。 （瀬野剛規くん）

私は、今までさくらんぼの勉強をしてきて、わかったことや不思
議だと思ったことがたくさんありました。それは、最初この勉強を
した時、最初から日本一だと思っていたけど、どんどん勉強してい
くうち、いろんなことがわかりました。最初は米を作っていたが、
じゃりが多くて作れなかった。それで、しかたなくくわ畑や、たば
こ畑を作っていた。でも、だんだんりんごを作り、さくらんぼを作
りました。でも、ナポレオンというさくらんぼは、とってもすっぱ
くて、あまる売れなかったので、作るのを１回やめたけど加工ぎょ
うしゃができたので少し売れたが、佐藤さんがさとうにしきを作り
だし、今のように日本一になった。それまでのくろうは、どれくら
いとはいえないほどのくろうがつみかさなり有名になったんだと思
いました。
私は、この勉強をしてよかったなと思いました。それに、農家の

人のくろうと知恵があったからこそ、今のようになったんだなあと
思いました。 （斉藤由加さん）

わたしは、10時間もべんきょうしたなんて、わかりませんでした。
ず～っとべんきょうしてわかったのは、人の知恵とゆうきがあった
からこそさくらんぼが作れたんじゃないかとおもいます。昔は、さ
くらんぼをとおくにおくることはできなかったけど、今は交通がよ
くなったから、とうきょうとか、かごしまけんとかにおくれたんだ
とおもいました。 （岡崎 綾さん）

授業後の子どもたちの追究 11月８日（金）
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佐藤さんのお話
さくらんぼの学習の最後は、さとうにしきを作った佐藤栄助さんの孫にあたる佐
藤栄泰さんのお話を聞くことにした。幸いにして、佐藤宅は東根小学校の管内で
あり、学校から歩いて15分のところにあった。

感 想 （15日、自習の時間に20分で書いた感想である。） きのう、さとうさんちにいきました。あるいていきました。さと
うさんは、やさしいかんじの人でした。さとうさんちのうらでしつ
もんしました。やはり、さとうさんちのうらには、かじゅがたくさ
んありました。こんなに木が多いからたいへんだなあと思いました。
でも、手つだいにきてもらっているんじゃないかと思いました。い
ろいろおしえてくれました。たとえば、ナポレオンときだま（ガバ
ナ－ウッド）にビニ－ルをかけて、ほかのかふんがはいってこない
ようにして、さとうにしきを作ったそうです。しかし、できたのは
いいけど、みんなにしってもらうには、それくらいのりょうなんか
じゃなくて、なんトンというくらいつくらなければさとうにしきの
ひょうばんはひろがらないから、そのためにいっしょうけんめいつ
くったそうです。ぼくはたいへんだったんだなあと思いました。だ
れかしらないけど、さとうにしきはたまたまできたものじゃないの
かとさとうさんにいったけど、たまたまじゃないといったので、そ
うなのかとわかりました。ぼくは、まだまだなぞがあるんじゃない
かというきがします。それは、さとうえいすけさんのまごさんだか
ら、まだうまれてなかったとき、だれにもわからないくろうがあっ
たんじゃないかと思いました。なん年、いやなん十年かかったと思
います。またこんどさとうにしきとナポレオンとかをがったいさせ
てつくったあたらしいさくらんぼができるんじゃないかと思いまし
た。つぎきのこともおしえてくれました。ぼくは、最初えだをする
のかと思っていたら、ず－っと下からやっていたのでびっくりしま
した。ぼくは、今まで生きてきて、はじめてしりました。ぼくがし
つもんしたのは、上のほうにせんぷうきみたいのがあったので、な
にかとしつもんしたら、あられかひょうだったかわすれたけど、そ
れにかんけいあるようでした。 （藤本雄大くん）

きのう、さとうえいすけさんの家に行きました。しつもんをたく
さんしました。黄玉は、ガバナ－ウッドというそうです。ぼくは、
黄玉という名前がついているので、日本産のさくらんぼかなとお
もったら、外国からゆにゅうしたものだそうです。あと先生は、
「もしさとうにしきをつくったなら、だれにもおしえない。」と
いったけど、佐藤さんは、日本全国にさとうにきしを知ってもらう
ためにおしえたそうです。でもさとうにしきを日本全国に知っても
らうには、すごく年数がかかったんだそうです。でも、佐藤さんは、
いくら年数がかかっても日本全国に知ってもらうためにがんばった
から、今東根のさとうにしきは有名になったんだと思います。さと
うにしきは、たまたまできたかときいたら、ちゃんと研究してでき
たものなんだそうです。それで、何年研究したかときいたら、20～
30年だそうです。ぼくは、しっぱいしたらまた20年も研究しなく
ちゃいけないなんて、１種類のさくらんぼを作るのにも、すごい時
間がいるので、すごいなあと思いました。 （元木祐介くん）

＜さくらんぼの授業⑪⑫＞ 11月14日（木）
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きのう、さとうにしきを作ったさとうえいすけさんのおまごさん
からお話をききました。おくの畑みたいなところでききました。わ
たしは、きたときに？と思ったのがあります。それは、うしろの方
にい～っぱいある木とビニ－ルハウスの上にあるプロペラです。あ
とできこうと思いました。
最初にしつもんです。東根市ではめいじの中ごろにできたそうで

す。わたしは、さくらんぼのれきしはそんなにむかしにあるんだな
と思いました。でも、そのむかしはどこでもうっているくわ畑を
作っていたといっていました。くわ畑よりはかずは少ないけど、す
いかもつくっていたそうです。でも一番おおかったのはたばこのは、
小むぎ、大むぎ、だいずだったそうです。一番さいしょのさくらん
ぼをそだてたところは山だったそうです。そのころは、めいじの末
だったそうです。でも、山でうえたのはみがならなかったそうです。
わたしは、たぶんきこうやてんきなどもかんけいあるからと思いま
した。ナポレオンはすっぱくてかたすぎる。それにたいして、き玉
はやわらかくてあまい。でも、すぐくされてしまう。こんなことが
あって、やってみようと思いついてやってみたそうです。さとうさ
んは、みんなしらない方法でしました。それは、ふくろをかぶせて、
ほかのかふんをまぜないという方法だそうです。
しつもんがおわって、さとうさんの畑をみせてもらいました。先

生が、「どうして上をきっているのでしょう。」といっていたので、
わたしは「みがとりにくいから」といいました。これも、のうかの
人のくふうかなあと思いました。 （武田 梢さん）

昔は、東根はかじゅをうえていなかったそうです。そして、たい
しょうにはじめて外こくからかじゅがきたそうです。そして、さと
うにしきは、けんきゅうというか、人のひらめきで作られたんだと
思いました。それは、なぜかというと、人がみのかたいナポレオン
とあまいきだまをがったいさせて、かたくてあまいさくらんぼをつ
くろうと思ったからです。そして、さとうにしきができるまで、10
年もかかるといっていました。10年といったら、一度けんきゅうし
て10年かかって、二度けんきゅうして20年もかかるなんて、びっく
りしてしまいました。こんなに大変なら、つくらなければよかった
と思います。昔の人は、どうしてゆうめいになろうとかんがえたの
かなと思いました。きっと、さくらんぼを日本ぜんこくの人に、東
根のさくらんぼはとってもおいしいんだよ、とおしえてたべてほし
かったんだと思いました。昔の人は、けっこうゆめが大きいんだと
思いました。そして、どうしてみんなにおしえたのですかと先生が
いいました。そしたら、さとうさんは、みんなのしらないものだか
ら、みんなはなんだかわらないから、ぜんぜんもうけないそうです。
そして、さとうさんにさくらんぼの木をみせていただきました。

50年くらいたっている木の上の方がくされている、とさとうさんが
いったけれど、わたしは、元気でまだまだもつんじゃないかなあと
思いました。そして、１年たったのをみせてもらいました。それは、
小さくて、かわいいさくらんぼの木でした。そして、５年たったさ
くらんぼの木をみせてもらいました。なんと、５才なのにわたしよ
り大きいのでした。だから、びっくりしました。そして、つぎ木は、
ねっこだかにしているそうです。わたしは、えだにしていると思っ
ていたのでびっくりしました。 （横尾綾香さん）
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佐藤さんに、さとうにしきのことできいてきました。そしたら、い
ろんなことをおしえてくれました。
(1) めいじ中ごろにうえたそうです。それで、昔は電車でほかの県な
どにおくっていた。

(2) なぜみんなに広めたかというと、みんなにうえてもらうために広
めたそうです。さとうにしきだとお客にいわないと、だれもかって
くれないから、つくった人もあまりもうからないそうです。

(3) みなさんがさとうにしきだと覚えてくれたのが、ついさいきんだ
そうです。

(4) ビニ－ルシ－トは、雨をふせぐためにしている。あと、しもがつ
いてしまうとだめになってしまうので、しもがつかないように上の
方にせんぷうきみたいなのがついていました。

(5) おなじひんしゅではできない。さとうにしきは、ナポレオンとき
だまをこうはいしてつくった。

(6) ハチは、すごくかんけいある。 （本間美帆さん）

11月14日に、さとうさんの家にいって、さくらんぼのことをきい
てきました。行くときに、わたしは、さとうさんの家でさくらんぼ
ことについて、どういう工夫をしているのかなあと思っていました。
もんの所に「さとう」とかいてあったので、ここがさとうさんの家
かなあと思いました。よく考えると、さとうさんの家は、けっこう
ちかいなあと思いました。さくらんぼの所に行くと、そこで話をき
かせてもらうことになりました。まわりをみてみると、たくさんの
さくらんぼの木がありました。わたしは、つぎきがどこにあるのか
なと思いました。そして、話にとりかかりました。さいしょに、ゆ
うとくんが、研究はどれくらいしたんですか？とききました。わた
しは、けっこうしたんだろうなと思いました。さとうさんの話では、
同じひんしゅだけではみがあまりならないので、ちがうひんしゅも
つぎきでつなげたといっていました。わたしは、それも工夫だなあ
と思いました。いろんなものをつくりたかったら、さくらんぼの木
に、なしやラフランスやももをつぎきでつなげればいいんじゃない
かなあと思いました。べつのことかもしれないけど、たねを 100つ
ぶまいたとしても、めがでるのはほんのちょっとだそうです。さく
らんぼ作りにもくろうがあるんだなあと思いました。さくらんぼの
木は70～80年は生きるそうです。
つぎにちょっと歩いておくのほうにいきました。さくらんぼがい

～っぱいありました。そして、そこで、もうだめな木とか、まだ生
きるきをしょうかいしてもらいました。上の方がかれてる木が、ら
い年みをつけない木で、かれていない木は、まだ生きる木だそうで
す。みわけかたをはじめてしりました。
また、もうちょっと歩いて、プロペラみたいなのがあるところに

いきました。それは、なにをするのかをおしえてくれました。しも
とかがかかってもだいじょうぶなようにするきかいだそうです。
研究をして何年たったらけっかがわかるのかというと、10年くらい
でわかるそうです。その10年の間にさくら‥‥‥（井上奈美さん）

きのう佐藤さんの家にいきました。やはり、佐藤えいすけさんのお
まごさんでも、いろんなかじゅがうえてありました。さくらんぼを一
番最初に見つけました。やはりさとうにしきがありました。さくらん
ぼは、ハチのおかげで実ができる。だから、佐藤さんの家にも、まめ
こばちせんようの家がありました。その中で、まめこばちのたまごは、
ぼうの中にうみつけられているそうです。そうやって、どこでもハチ
をふやすそうです。さくらんぼを作っている人だけそうやっているん
だなあと思いました。佐藤さんのちかくの人たちは、ガバナ－ウッド
をきだまとよんでいたそうです。50年くらいする木のところに、セン
プ－キのようなものがありました。話をきいているとしもをとかすよ
うにしているそうです。わたしは、これも工夫だなあと思いました。

やっぱり、さくらんぼは‥‥ （押切未希さん）
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３・４校時にさとうさんにあいにいきました。行く時は、あるいて
いきました。行くと中に、先生が、これは何の木でしょうと言いま
した。みんな、さくらんぼの木といっていました。ぼくは、何でわ
かるのかなあと思いました。そうやっているうちにつきました。さ
とうさんのおまごさんに、いろいろききました。
わかったこと

○さとうにしきにするのは、１つの木だけじゃだめだから、何本も
かったそうです。
○黄玉の本当の名前は、ガバナ－ウッドというのだそうです。日本
にきてよびやすいように黄玉という名前にしたそうです。
○昔は、車、飛行機がなかったので、汽車でおくったそうです。で
も、くされやすいのが多かったそうです。
○さとうにしきは、たまたま作られたんじゃなくて、こうはいした
たねをうえてできたそうです。
○どうして、さとうにしきを広げたか。それは、みんなにうえても
らいたいから広げたそうです。
○さくらんぼのシ－トの上にあるプロペラは、さむい時、あたたか
い空気をとりかえる大事なプロペラだそうです。それと、空からし
もがおちてきた時ふせげるんだそうです。
○さくらんぼを作るには、ハチがかんけいあるそうです。
さとうにしきを作るには、木を何本もかったから、お金がかかった
と思います。後こうはいとでてきたけど、わからなかったので国語
じてんでしらべました。
交配‥‥‥植物のおしべとめしべをかけあわせること。

（石川 怜くん）

ぼくは、さとうさんにあえるとは思ってもいませんでした。だけ
ど、あえてとてもよかったです。はじめ、さとうさんにしつもんを
して、ぼくが１番目にしつもんしてよかったです。そして、ぼくは
「さとうさんは、いったい何年くらいけんきゅうしたんですか？」
ときいてみたら、20､30 年かかったと思いますといって、 そして、
しつもんがおわって、さくらんぼの木をきって別のにつけるので、
はじめぼくは、えだかと思っていたけど、ねっこのちかくからきっ
てやるので、ぼくはびっくりしました。そして、きったえだの所に
クスリをぬるそうです。ぼくは、木も生きているからばいきんとか
がはいっていくとわるいから、クスリをぬるのかなあと思いました。
あと、まめこばちについても話しました。そして、まめこばちには、
はりがないとききました。そして、みつばちがきたら、おわりだそ
うです。なぜかというとまめこばちにははりがなくてはんげきでき
なくて、みつばちの方ははりがあって、だから、まめこばちのすに
みつばちがきたらまめこばちはおわりだそうです。
あと先生がいっていた、先生は一人だけでつくって、売って、先

生のだけそだてるのに、さとうさんは一人だけでしなかったのは、
売ってもおいしいかわからないからうれないので、はじめにみんな
にたべさせてからでないとだめだといっていました。それには、何
十年もかけてやったそうです。
あと上の方にあったセンプ－キみたいなもので、あったかいくう

きを下の方にやっていました。そして、ぼくは、ほんとうにあった
かいかそこのところにいってみたらほんとうにあったかいでした。
ぼくは、のうかの人もいろんなくふをしているんだなあと思いまし
た。
あともう１つわすれていたけど、昔はさくらんぼをおくるとき、

すぐくされてだめだったけど、ナポレオンはかわがかたくて、はこ
ぶのにはいいものだといっていました。だけど、ナポレオンは雨が
ふるとすぐやぶれてしまうので、そういうけってんがあったそうで
す。だけど、いまはひこうきとかがはつめい‥‥（鈴木優斗くん）７０



さとうさんはしんだけど、さとうさんのおまごさんにききました。
そして、東根のかじゅのはじまりは、さとうさんがかじゅをうえた
のがはじまりで、かじゅそのものがありませんでした。めいじには
ほとんどかじゅがなくて、外国からかじゅがきました。ふつうにつ
くっていたのはスイカでした。そして、くわばたけもつくっていま
した。おおむぎなどもつくっていました。ぼくは、外国でかじゅが
つくられたんだなあと思いました。あとがっこうではけんきゅうし
ていないと思ったけど、さとうさんはかなりけんきゅうしたかもし
れないといっていました。あとほのみがないというひんしゅがある
といっていました。１つのひんしゅではつくれませんといっていま
した。そのほかにわれるとうりものにならないといっていました。
やっぱり天気もかんけいあるんだなあと思いました。とうじはき
しゃではこんで、くされることがあってだめだった。それはひん
しゅによってさがるといっていました。ナポレオンのひんしゅがか
たくてよかった。でもあめがふると、すぐわれるといっていました。
かたくてもだめなんだなあと思いました。あと日本で黄玉とよんで
いるけど、きだまのほんとうのなまえは、ガバナ－ウッドといいま
す。そして、ガバナ－ウッドをナポレオンとこうはいしました。こ
うはいしてから、やくにたたないやつのほうが多い。こうはいして
から10年かかるといっていました。ぼくは、そんなにかかってすご
いなあと思いました。たべてみて、いいひんしゅをみわけてきめま
す。そして、あまさも大きさもかたさもいいさとうにしきができま
した。そのとき、さとうにしきはうまれたばかりで名前がなかった
けど、さとうにしきというなまえがつきました。ぼくは、さとうさ
んがつくったからさとうにしきとなまえがついたのかなあと思いま
した。そして、さとうさんがさとうにしきを広めたりゆうは、みん
なにさとうにしきをうえてほしかったからです。そして、なえぎを
なえぎやに人にいって、なえぎをつくって広めました。

（武田貫平くん）

佐とうさんちは、畑や木がいっぱいありました。ラフランスや
さくらんぼなどがうえてありました。やっぱり、さとうにしきを
つくったから、お金がいっぱいもらえたからとちが大きいのかな
と思いました。黄玉は外こくからきて、えいごでいっていました。
ぼくは、すごいなあと思いました。昔は、まめなどうえていたん
だそうです。それに、すいかもうえていました。ぼくは、そのじ
だいすいかがあるのかと思いました。きだまは、あまいけど実が
やわらかい。ナポレオンはすっぱいけど実はかたい。それをあわ
せて佐とうにしきをうみだしたそうです。さくらんぼは、ハウス
をやんないといけないんだけど、ラフランスはハウスをやらなく
ていいといっていました。どうしてラフランスはハウスをしてな
いのかなあと思いました。水がためてあって、花にかけてるそう
です。さとうさんちには、いっぱいさくらんぼやラフランスとか
をうえていていいなと思いました。それに、さとうさんちでは、
いろいろなしょくぶつやいろいろな木をうえていました。それに、
ハウスに花をうえていました。ハウスはいろいろつかえるんだと
わかりました。それにへんなセンプ－キみたいなのがありました。
それは、しもやひょうなどをはねかえすどうぐといってました。
木にはじゅえきがありました。ぼくは、さくらんぼをつくるのは
たいへんなんだなと思いました。さっきいった水は、あま水で、
はなにかけたり、さくらんぼをとっておわったあと、そこであら
うとうちのおじいさんがいっていました。あま水もいろいろつ
かっていると思いました。ラフランスもそうです。あま水は、の
めないそうです。あめの水をそのままつかっているからだそうで
す。さくらんぼをつくるにも、土地がひろくても、かわないとい
けないものがあるとわかりました。

（奥山貴博くん）
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さとうにしきを作るときに、ナポレオンと黄玉を交配したそう
です。そのときに、ほかの花粉(かふん) がつかないように袋を
かけてしたのだそうです。佐藤さんは、当時は、農業試験場でも
していなかった方法でしようと話されていました。
そんなこと１つとっても、さとうにしきを作りだすのにはかか

せないことだったのでしょう。大きな１つの発明には、いろんな
工夫がなされています。

『先生が、佐藤さんだったら、発見したさとうにしきの作り方は、
だれにも教えないで、自分だけがおいしいさくらんぼを作って、
ガッパガッパともうけるけどなあ』
授業中、みんなの前で話しました。いやしい私だけでなく、ふ

つうの人の考え方だと思います。

どうして、みんなに広めたのでしょうか？

佐藤さんが言うには、
「おいしいさくらんぼだと、名前を知ってもらわないと、だれも
かってくれません。多くの人に知ってもらわないといけません。
そのためには、たくさんの量がいります。１人で作っていては、
たりません。みんなで作らないと‥‥‥‥。」

子どもと一緒に行った「佐藤宅での学習」を学級通信に以下のように記述した。

新しい品種は今でもいっぱいでているそうです。しかし、名前
が広まっていないとだれも買ってくれないのだそうです。おぼえ
てもらうには、量がいるんだなあ。
「量がふえるまでは、年数がかかります。日本で、さとうにしき
がおいしい、とみんながわかってくれるようになったのは、つい
最近です。」
佐藤さんに教えていただきました。そういうものなのですねえ。

授業で、【さくらんぼを植えている土地はふえたけど、生産量
はへっている。】を話し合いました。その理由のもう１つとして
‥‥‥

『ハウスのさくらんぼが大きくなったら、ハウスはどうするのですか？』
（沼澤）

「ハウスにあわせて枝を切ります。」（佐藤さん）

あらあ～さくらんぼをまもるためのハウスなのになあ。だった
ら、さくらんぼは、ハウスにあわせて、高くのびられず、横にも
のびられず、大きくたくさん実をつけることはできないはずだあ
‥‥‥‥‥。私は、大きなハウスに作りかえるとばかり思ってい
ました。そうなんだあ‥‥‥。
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さくらんぼは、つぎ木でふやします。葵ちゃんが21日の授業で
黒板に絵をかいて説明してくれました。
『どこで、つぎ木してる？』
近くにあったさくらんぼの木を見て、みんなに聞きました。

「ビニ－ルでつないであるはずだよ。」
「このへんかなあ？」
質問している私は、答が分かりませんでした。でも、だいじょ

うぶ、佐藤さんがいます。

「地面にかくれているこのあたり‥‥‥‥」
佐藤さんは、少しさくらんぼにかかった土をとって教えてくれ

ました。
「ええ～～っ」 みんなはおどろいていました。
そのわきで、ひそかに私も（エエ～！）
つぎ木のひみつ‥‥‥これだけでも、いろいろあるようです。

いそがしい中、わざわざ時間をとっていただき、教えていただ
きました。佐藤さん、ありがとうございました。

（沼澤）
＜４年５組学級通信コロッケ №121 11月19日（火）＞

子どもと一緒に行った「佐藤宅での学習」を学級通信に以下のように記述した。

佐藤さんのお家に着く前に、道路ぞいの木を見て、『これは、何の
木？』クイズをして行きました。「りんご」「ラフランス」「かき」
‥‥‥今、実がついている木はさすがにわかります。
『これは？』‥‥‥「さくらんぼ！」
ハウスがかかっているのは、さくらんぼです。

「先生、ハチの巣があるよ！」
「本当だ。」
授業ででてきたハチの巣です。

「昔は、みんな家がかやぶきだったから、ハチはたくさんいました。
今の家はちがうから、ハチの巣を作っておいています。」

（佐藤さん）

家のつくりが、ハチ、そして、さくらんぼに影響をあたえているな
んて、考えてもみませんでした。
『ハチは、どこからつれてくるんですか？』（沼澤）

「今入っています！」 （佐藤さん）

『が～ん！卵が入っているんだ。』 （沼澤）
「先生、だから巣に屋根がついているんだよ。」ちひろさんが教えて
くれました。
そうだったのねえ。まめこばちくん、きみたちは、さくらんぼの準

備をしているのねえ。

有名なハウスも、ほとんどの人がかけるようになったのは、ここ20
年くらいだと言っておられました。

７３







中学年の社会科は、自分の身の回りでの実際の体験を通して参考となる
資料をさがすことができる。聞いたことを話す技能を育てるのには絶好の
教科である。
「おじいちゃんがこう言っていたよ‥‥｡｣
「おかあさんが話してくれたんだけど‥‥｡｣
子どもたちはいろんな話を聞き出してくることができる。
それは、家族等から自分が聞いてきたことの発表である。比較的楽な発

表といえる。

しかし、知らない人への質問となるとそうはいかない。
だからこそ、そういう場へ子どもを出して鍛えるのである。
オ－プンエンドの授業に慣れてきて子どもたちが様々な追究を日記帳に

書いてくるようになった頃、追究を集団で行う場へと導いていく。

水の学習であれば、授業で出てきたはてな？についての「市役所に行っ
て聞くと分かるかなあ？」と言うつぶやきを聞きもらさないことである。
『すごいね。そうしたらおもしろいね。』
と迷わずに行ってみたくなるように仕向けてしまう。
その際、個人の活躍にとどめず『○○君、市役所に行ってみるんだって、

他に言ってみたい人、いない？』と広げる。いつも発表があまり得意でな
いと思っている子がねらい目である。４～５人になったら、（あまり多過
ぎると市役所の方に迷惑をかけることになってしまう）打ち切る。

そして、『今日の授業のどういう？を聞いてくるの』と一人一人確認し
て、放課後明るく送り出す。

次の授業では、冒頭から聞いてきたことの発表をしてもらう。当然主役
の生き生きとした発表が始まる。
「東根市役所にあるのは、教科書みたいに水道局だと思いますか？」
「はい。」
「東根市役所にあるのは水道局ではなくて水道課です。（ええ？）
水道課には３つの仕事があって‥‥‥‥‥‥‥」
発表の途中に日記帳を手にして、家族から聞いてきた子や、市役所に電

話をかけて聞いた子の発表がつけたしとして出されていく。
発表が広がって行く。

発表中に質問が出される。
「大森山は水をきれいにする所ではなくて配水池がある所だそうですが、
それではどうして大森山の上にまで水を上げるのですか？」

「ええっと、それは‥‥‥」
「配水池って何なの？」
「はい。配水池というのは～～」
国語辞典で調べた子の発表が続く。

授業後、「今日質問に行こうかな？」と言う子がいる。
『水道課ってどこにあるの？』
「じゃあ、僕、今日も行ってみるよ！」
発表した子が引率してくれることになる。

〔前時からの調べ学習の発表〕が、子どもの進行のもとに行われるように
なった。

【友達同士で鍛えさせる】

実践を振り返っての一部から



勿論、最初からはこうならない。
どういうふうに聞いてきたのか、その時の様子をドキュメントでしても

らいながら質問の仕方・聞き方をみんなで確認する必要がある。子どもた
ちが失敗談を入れながら楽しく教えてくれるように導くのが教師の役目で
ある。次に行く子のために、それをていねいに確認していく。

この形式を取り入れるようになって社会科の授業は変わった。
子どもたちが中心となって授業が進むという表面上のことだけでなく、

授業での子どもたちの発表がより分かりやすく、語りかける発表に変わっ
たということである。

５・６人、休み時間などに教室の隅に集まって、
「どういうことを質問するのか？」
「だれが聞くのか？」（役割分担） などを話し合っている。
聞いてきたことを日記帳に書いてきた翌日の朝、授業でだれがどういう

ふうに話すか役割分担をしている。
「ここのところをはっきり言わないと、分かってもらえないね。」
「浄化槽ってだけじゃ分からないから‥‥」
「声が低いと聞こえないから△△ちゃん、がんばってよ。」
友達同士で発表の仕方を教え合うようになる。
発表中も、

「聞こえません。」
「もっと大きな声で言ってよ。」
「今のところを、もう１回言って。」
という言葉が聞こえるようになってきた。
聞けば分かるような言葉（難しくない言葉での説明）で、聞きたくなる

ような内容だから聞こうとするのであろう。



佐藤学の言葉を借りた。
学びの共同体。筆者の願いを端的に表した言葉である。
前節、思考の往復運動は個々の子どもの追究が絡み合いながら授業は進

んだ。勿論、その段階で子どもたちが身につけるものは多かった。
しかし、学びの共同体とはなり得ていない。個の追究は、他者との関連

が薄かったからである。
思考の往復運動によって学ぶ楽しさを体得する。そこでの自分の学習へ

の実感は大きい。自己原因性の自覚は自分の学習活動の他者からの評価に
よって導かれる。しかし、そこにはあくまでも評価する他者と評価される
自分の垣根が存在する。それは、学ぶ楽しさを自覚するための契機とは
なっても、目的とはなり得ない
そのような評価など度外視したところに、学びの共同体は存在する。

もっとも、これには個人差がある。集団が高まった段階で始めて自己原
因性を自覚する子も存在すれば、いつまでも他者からの評価を第一に考え
る子も存在する。いや、時々は他者から存在を認められることによって人
間は安定できる。
学びの共同体は、お互いが自己主張をしながらも、共に支え合っていけ

る集団なのである。

知識を客観的に捉えるのではなく、自分の中の内面すべてに影響を与え
るものとして捉えていくことができるのは、その知識の回りにあるもの全
体を自分の中に捉えることによって成り立っていくのである。

友達の発表を、その内容だけで捉えていては、そうはならない。
客観的知識は存在しても、子どもたちの実感はそこにはない。
それらの周辺に存在するもの、すべてを含めなくては実感は伝わらない。
友達の追究による感動を、知識として捉えるのではなく、その子の存在

から共に共感できる段階があって初めて伝え合うことができるのである。
教材を使い追究し合う中で、互いの存在を認め合い、その子の追究の過

程、つまりは失敗も成功もすべて丸ごと認め合う中から、真の学びが存在
する。個々の子どもは互いに成長し合うのである。

みんなの考えに反しながらも「田んぼを畑にかえることなどできないはず」
という意見を主張した友里の存在。友達の発表を受け止める、知識の伝達とい
う段階に身を置いていては、出てこない意見である。
それは自分への問い直しであり、自分の発表の近くにいる友への問いかけで

ある。
その発表を聞き、それまでの自分の思考にストップをかけた奈美の存在。
または、それについて調べてきた子たち。
友の疑問に共鳴し、追究を始める子。
そして、自分の足で調べに行った友里。
しかし、その内容について一番真剣に聞いてきたのは、友里本人ではなく、

一緒に調べに行った奈美であった。
子どもたちの追究は、実に個性的である。
そして、自然に分担されていく。

例えば、みんなの予想を持って聞きに行った本間美帆、外塚孔明、井上奈美、
太田剛。詳しく聞いてきた４人であったが、きちんとメモしてきたのは本間、
井上であり、みんなの前で進行役を引き受け明るく発表を進めてくれたのは剛
であった。４年生から転校してきて、なかなか友達の中に入りにくかった外塚
は、その中に入り、しっかり存在感を表していた。
調べ学習における仕事の分担は、ある面では仕方のないことである。
思考の往復運動時は、その分担が薄かった。授業における疑問は友達のもの

であっても、追究の方法・方向はあくまでも自分の疑問に対する追究であった。
筆者を含めて、教師は、子ども個々にすべての過程をとらせたがる傾向があ

る。
問題解決学習と言えば、課題発見から追究、まとめまでを、すべての子ども

に段階を踏ませたがる。それでいて、みんなの疑問と称してまとめたりもする。
個々の個性を認めるという言葉を重視していながらである。
筆者は、オープンエンドの授業づくりにおいては個人の追究を重視してきた。

しかし、その高まりと共に、子どもの中に生まれたものは、学びの共同体で
あった。
学習集団づくりへとつながっていったのである。
個の存在と、集団がオープンエンドの授業を通してつながってきた。
授業を開いて終えることが子どもたちの追究を生み、その追究がかみ合った

時、学びの共同体がそこに存在していた。

学びの共同体 （


