
鈴木：農村都市交流における人との関わりの中で育っていく子ども 173

横浜市立青木小学校（Aoki Elementary School , Yokohama）

Ⅰ　はじめに

１　現状

神奈川県地域間交流プロジェクト開発委員

会のまとめ（1）によると，都市化や少子化，

地域社会における人間関係の希薄化，情報化

社会の進展など，社会の変化が進む中で，子

ども達が，自然や人と直接ふれ合う体験の機

会が少なくなってきている。また一方で，間

接体験や擬似体験の機会が増えている。こう

した直接体験などの減少という状況にあっ

て，子ども達が豊かに成長していくためにも，

今後，一人ひとりの豊かな人間性や社会性な

どを育む取り組みが強く求められているとあ

る。

このような指摘は，小学校の現場で子ども

と日々接している教師として，身をもって感

じている。友達と上手に関わることができず

ケンカをしてしまう子，いじめられてしまう

子，いじめてしまう子，学校に来ることがで

きなくなってしまう子等を見ることができ

る。人と関わる能力の低下が，現代の子ども

と取り巻く状況をとても複雑で難しいものに

している。

２　視点

この研究における中心的な視点としては以

下の２つが挙げられる。

①人とのふれ合い

②自然（農業も含む）とのふれ合い

農村都市交流における人との関わりの中で育っていく子ども
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【要旨】

都市化や少子化，地域社会における人間関係の希薄化，情報化社会の進展など，社

会の変化が進み，子ども達が自然や人と直接ふれ合う体験の機会が少なくなってきて

いる。

今回，都市部に住む小学校６年生が以前から交流のある農村地域を修学旅行で訪問

した。その活動の中で，子どもたちが自然や人と直接ふれ合った。こういった体験の

積み重ねによる心情面の成長や対人関係のスキルアップが，人との関わりを大切にす

ることのできる人を育成することにつながると考える。
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３　研究の目的

この研究では，都市部の子ども達が農村地

域を訪れる体験型修学旅行のあり方について

報告することを目的とする。

Ⅱ　方法

都市部に住む小学校６年生が，山形県東田

川郡櫛引町（現山形県鶴岡市櫛引地区　平成

17年10月１日より）への修学旅行を中心とし

て，その他様々な活動を通して，人と関わる

力を高めていく。

修学旅行後，横浜の教員が作ったアンケー

トを質問紙法により行い，子どもの変化など

を調べ，考察していく。

１　活動の実際

（1）総合「自己紹介をしよう」（６月）

交流する学校へ送るための自己紹介のカ

ードを作る。

（2）国語・総合「ガイドブック作り」（６月

～７月）

横浜の様子などをガイドブックにまとめ

る。

９月の修学旅行の際の学校間交流で使用

する。

（3）国語「手紙を書こう」（７月）

ホームステイ先の家庭にお願いと挨拶の

手紙を書く。

（4）「櫛引町修学旅行」（９月）・・・中心的

活動

概要は次項を参考。

（5）国語「田舎がいいか，都会がいいか」

（９月～10月）

実際に体験した経験から，田舎（山形県

東田川郡櫛引町）と都会（神奈川県横浜市）

の生活の双方の良い面，悪い面を考え，ど

ちらの生活がお勧めなのか自分の考えをま

とめる。

（6）総合「櫛引南小を迎えよう」（10月）

櫛引南小６年生が修学旅行で，横浜を訪

問。途中，青木小へも立ち寄り，６年生と

の交流，ホームステイなどを行う。

（7）総合「櫛引を伝えよう」（１１月～１月）

学習発表会などにおいて，家の人，地域

の人，下級生（特に５年生）に櫛引修学旅

行のことを伝える。

２　櫛引町修学旅行の説明

（1）活動の概要

今回，研究の対象となった活動の中心は

横浜市立青木小学校（以後，青木小学校）

６年生の修学旅行である。青木小学校の６

年生は毎年，修学旅行として山形県東田川

郡櫛引町（以後，櫛引町）を２泊３日で訪

れている。

（2）これまでの経緯

この修学旅行の取り組みは平成１７年度

の修学旅行で７回目となる。青木小学校と

櫛引町とのそもそものきっかけは平成６年

頃，山形県庄内地域の農政運動の一環とし

て，都会の子ども達に農業と食料の大切さ

を知ってもらうために農協青年部の人たち

が青木小学校を訪れたことである。

その後，平成６年の夏休みの期間に，

５・６年生希望者で農業体験学習を行うこ

とになった。夏休みに農家にホームステイ

をしながら，農業を学び，様々な人との関

わりからも多くのことを学んでいた。

平成11年からは，６年生全員の参加によ

る修学旅行という形で，行われるようにな

った。櫛引町内３小学校（櫛引東小学校，

櫛引西小学校，櫛引南小学校）との交流を

行う。

平成14年度からは櫛引町立櫛引南小学校

が修学旅行で訪れる場所を松島から横浜に

変え，途中青木小学校にも立ち寄り，交流

を深めている。また，平成17年度からは横

浜においても，ホームステイを受け入れて

いる。
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（3）組織

受け入れ窓口：櫛引町役場農政課農政係

協力組織：櫛引町役場，櫛引町教育委員

会，櫛引町立櫛引東小学校，

櫛引町立櫛引西小学校，櫛引

町立櫛引南小学校，JA庄内た

がわ櫛引支所，JA庄内たがわ

青年部櫛引支部，JA庄内たが

わ女性部櫛引支部，（株）くし

びきふるさと振興公社，櫛引

町ケーブルテレビジョン，産

直あぐり，ふるさと村宝谷

（4）活動の流れ

一日目：午前　横浜から東京駅で乗り継

ぎ山形新幹線で山形駅

へ。バスに乗り換え櫛引

町へ。

午後　櫛引町到着後，町長らが

出迎える歓迎セレモニー

を行う。その後，ホーム

ステイ家族と対面し，ホ

ームステイ家庭へ移動。

ホームステイ家庭で過ご

す。

二日目：午前　ホームステイ先児童と一

緒に櫛引町内３小学校に

登校。学校間交流。

午後　農業体験。

町立スポーツセンターに

全員で宿泊。

三日目：午前　お別れセレモニーを行

う。町内産直施設でお土

産購入。バスで山形駅へ

移動。

午後　山形駅から山形新幹線で

東京駅へ。乗り換えて横

浜へ戻る。

ホームステイについて

ホームステイの協力家庭一軒に青木小学

校の児童が１～３人が泊まった。基本的に

は６年生児童がいる家庭に泊めてもらった

が，一部６年生がいない家庭もあった。ホ

ームステイ先での活動はそれぞれの家庭に

任せてあるが，櫛引町の自然を生かした活

動をしている家庭が多い。例えば，稲刈り，

果物狩り，イナゴ取り，釣りなどであり，

その後一緒に調理をした家庭も多い。

ホームステイ協力家庭の募集は町役場が

中心となり，各学校の協力を得て，５月頃

（修学旅行実施４ヶ月前）から行った。マッ

チング（組み合わせ）はホームステイ協力

家庭からの調査票（家族構成・趣味・習い

事などが書かれたもの）をもとに７月まで

に青木小学校の児童が相談し，決定した。

事前の交流は７月初旬（修学旅行実施２

ヶ月前）に挨拶の手紙とホームステイさせ

てもらう青木小学校児童についての調査票

を送った。その後，それぞれの家庭で回数

に差はあるが，手紙やメールのやり取りが

行われた。修学旅行直前には青木小学校児

童の保護者から電話で再度お願いの連絡を

した。

学校間交流について

青木小学校は６年生が３学級あり，１組

が櫛引東小学校と，２組が櫛引西小学校と，

３組が櫛引南小学校との交流を行った。ホ

ームステイも基本的にこの組み合わせにな

るようにマッチングを行った。二日目午前

の学校間交流では，それぞれの学校により

若干の違いはあるものの，それぞれの学

校・地域の紹介，スポーツ交流（ドッジボ

ール，リレー，相撲など），給食などであ

った。

事前の交流では，４月の担当者の下見

（修学旅行実施５ヶ月前）の際，６年担任同

士で交流の基本的な部分を確認した。その

後，手紙やビデオなどで，児童が互いに自

己紹介などを行い，理解を深めていった。
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農業体験について

稲作，畑作，果樹（梨，ブドウ，リンゴ）

の３グループに分かれ，農業体験を行った。

稲作は鎌を使って，手刈りし，それを干す

作業に取り組んだ。畑作はカブの収穫を行

い，取ったものを包丁を使って漬物用に加

工した。その後，漬物加工工場を訪れ，工

場内部を見学した。果樹は数人のグループ

に分かれ，それぞれの果樹を栽培している

農家を訪れ，収穫に取り組んだ。選別，梱

包の後，収穫した子どもの名前を記した値

札を付け，地元の産直施設（産直あぐり）

に並べ，販売した。どの体験にも，JA庄内

たがわ櫛引支所，JA庄内たがわ青年部櫛引

支部，JA庄内たがわ女性部櫛引支部の方々

の多数の協力があった。

歓迎セレモニー，お別れセレモニー

町長，教育長，各学校長，JA関係者，ホ

ームステイ家族などが参加して行われた。

町をあげての歓迎を子ども達が実感できる

場である。

Ⅲ　結果，考察

１　アンケート（修学旅行について）の集計

結果（上記）

２　児童の作文から

＜ホームステイについて＞

櫛引で一番楽しかったのはホームステイで

す。夜は手巻き寿司が出て，その米は自分の

田んぼで作ったものだと聞いて驚きました。

また，その日につった魚や家で作ったマスカ

ットも出ました。魚は塩焼きで身が新鮮で柔

らかくて美味しかったです。マスカットには

小さなカタツムリが二匹付いていて自然を感

じました。・・・作文①

＜学校間交流について＞

二日目，学校間交流で，友だちが三人でき

ました。たくさん話をして，いい思い出にな

りました。また会いたいと思いまし

た。・・・作文②

（1）人とのふれ合いについて

とてもふれ合えた 少しふれ合えた あまりふれあえなかった ふれあえなかった

２１人（７５％） ７人（２５％） ０人（０％） ０人（０％）

（2）印象深かったことについて

ホームステイ 学校間交流 農業体験 その他

１７人（６１％） ５人（１８％） ４人（１４％） ２人（７％）

（3）自分の成長への影響について

とても意味がある 少し意味がある あまり意味がない 全く意味がない

１５人（５４％） １０人（３６％） ２人（７％） １人（３％）

（４）楽しさについて

とても楽しかった 少し楽しかった あまり楽しくなかった 楽しくなかった

２３人（８２％） ５人（１８％） ０人（０％） ０人（０％）
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＜農業体験について＞

農業体験でカブの葉を切る時，一回でザク

ッと切れると気分が良かったです。でもそれ

をやっているうちにどんどん手が重くなって

きました。農家の人たちは毎年こんな大変な

作業をやっていて大変だということがわかり

ました。・・・作文③

帰りにお土産を買う「産直あぐり」は結構

広く，たくさんの品物がありました。果物を

買おうと見ていると，昨日，自分が収穫した

リンゴが売っていました。誰かに買ってもら

えると思うとうれしかったです。・・作文④

＜全体を振り返って＞

始め，私は正直に言うと櫛引に行きたくは

ありませんでした。ホームステイもなんだか

気まずいし，農業体験なんて無理して大変な

ことをしたくないし，虫とかがいるのが嫌で

した。しかし，実際に行ってみると，ホーム

ステイは色々な人と山形の部屋で泊まれてう

れしかったです。山形に修学旅行で行けて楽

しかったです。ホームステイは一番嫌なもの

から一番最高なものへとなりました。農業体

験では，収穫する時に自分が一番いいと思っ

たものを枝から取るのは普通にお店で買う時

よりも楽しみがありました。私が始めに思っ

ていたのとは全然違っていました。・作文⑤

修学旅行の思い出はとてもいいものになり

ました。ぼくは櫛引のことをいっぱい学び，

とても満足することができました。その後，

ぼくはもうちょっと櫛引で遊んだりしたかっ

たなあと心から思いました。・・・作文⑥

３　考察

（1）ホームステイについて

アンケートより61％の子ども達がホームス

テイが一番印象深かったと答えている。ホー

ムステイでの人と人とのふれ合いが非常に充

実したものであったことを伺わせる。ホーム

ステイの間の子どもの内面の変化は，人との

関わり方を学ぶ上で，とても大事なものであ

る。作文⑤を書いた子どもは，今回のホーム

ステイでの人との温かいふれ合いの中で，始

めは人との関わりを「気まずい」と思ってい

たものが「最高」と思えるものに変化した。

人とのふれ合いなどは，疑似体験や間接体験

では味わうことが難しいものである。直接体

験からは温かさなどを感じることができる。

ホームステイは人との関わり方を学ぶ非常に

良い機会であると言える。

また，ホームステイは異質なものを体験す

る良い場である。自分とは異質なものを体験

することによって，人は様々なことを考える

きっかけとなる。作文①の子どもが書いてい

るようにホームステイでの食事のメニューか

らも多くの驚きがある。自家製のお米や果物

などを食べる体験は都会の子ども達は非常に

貴重な体験であり，意味のあるものである。

暮らし方の違いも同様である。家の造り，遊

び場，校庭など様々なものが都会の子どもへ

良い刺激となるものである。

（2）子どもの成長について

アンケートや作文の結果から，子どもたち

が今回の修学旅行を意味あるものであるとと

らえていることが分かる。近年の子ども達を

取り巻く様々な環境の変化から，子ども達は

人との関わりが減っている。近年，そのこと

が子どもの心と体の成長に様々な影響を与え

ているという報告（2）（3）がされている。

今回の櫛引町修学旅行は，子どもにとって

人とのふれ合いがとても多いものであった。

日常の学校での生活においては，慣れなどか

ら出会いの新鮮さやふれ合いが深まっていく

実感を得ることは難しい。今回は様々な場面

で多くの人とのふれ合いがあった。ホームス

テイでは，泊めてもらった家の家族の人たち。

学校間交流では，交流先の６年生を中心にし

た子どもたち。農業体験では，農業などにつ
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いて教えてくれた農家や加工場の人たち。日

常の生活とは比べものにならない程の人たち

と接することができていた。子ども達は，事

前の交流や学習，また事後の交流やこの体験

を伝える活動など，様々な活動に取り組んだ。

その中で，子ども達は，「人とのふれ合い」

ということに様々な手段や方法で取り組んで

いた。実際に人と関わり，自分の思いを伝え

たりする中で，「人とのふれ合い」の難しさ，

おもしろさと感じる事ができたのだろう。そ

ういった人とのふれ合いが子ども達の人との

関わり方のスキルアップにつながっていく。

そのことは子ども達がこれから成長し，社会

の中で暮らしていく上でとても大事なことで

ある。

また，この活動を櫛引町修学旅行を中心と

した総合（複合的）単元として，取り組んだ

ことで，活動が厚みをもったものとなった。

今回の修学旅行は，単に名所旧跡を見て，夜

に友達と語り合った思い出が残るだけの観光

旅行とは違っていた。人との関わりや自然と

のふれ合いがベースとなり，それについて自

分で考えを深めたり，それを他の人に伝えた

りという活動に取り組んだ。

（3）実施上の課題と対策について

問題点や苦労した点としては以下の様なこ

とがあった。（括弧内は対応策として取り組

んだこと）

・青木小学校の保護者や児童にホームステイ

などに対して不安を持っている人がいた。

（前年度のVTRを見てもらったり，前年度

に行った人（子・親・PTA役員）に様子を

伝えてもらう機会を何度も作った。）

・農村地域の子どもの数が減っていることも

あり，ホームステイ協力家庭が減ってい

る。

（６年生の児童がいない家庭にもホームス

テイを受け入れてもらった。）

・青木小学校の修学旅行についての取り組み

が始まる時期が新年度が始まる４月のた

め，農業体験での作物の準備（植付け，種

まきなど）の調整が難しい。

（体験する作物の種類などは天候などの影

響もあるため，変更する可能性があるとい

うことを子ども達に伝えた上で活動を進め

た。）

・農業体験では，どの作物も収穫のみの体験

のため，それまで育てる際の苦労などを知

ることが難しい。

（JA庄内たがわ青年部櫛引支部の方々が農

作物の作業や生育の様子を伝える新聞を作

り，定期的に青木小学校に送付してくれた。

それを教室や廊下などに掲示した。また，

５年生の社会科の米作りの単元の際，JA庄

内たがわ青年部櫛引支部の方々が講師とし

て青木小学校を訪れ，バケツ稲作りの指導

をした。）

Ⅳ　まとめ

これからの時代，さらに今回のような子ど

もが様々な人と関わる活動が必要とされるで

あろう。しかし，実施にあたっては様々な課

題がある。行く側（都会の学校）と受け入れ

側（農村地域の地方公共団体や学校など）の

双方にとって得るものがある活動であること

がとても大事である。そうでないと継続的な

活動にはなりにくいであろう。今回の活動に

おいては，行く側にとっては，人とのふれ合

いや自然体験，受け入れる側にとっては，地

域の活性化や経済的なメリットがある。

体験型修学旅行の形は様々な形が考えられ

る。今回のプログラムはバランスがとれたも

のであると考える。人との交流（ホームステ

イ，学校間交流など），自然とのふれ合い

（農業体験など）の両方を組み入れていた。

どれかに特化するプログラムもあるが，対象

が小学生であることを考えると，人と自然の

両方のバランスを考えた今回のような形が良

いモデルであると考える。

今回，櫛引南小学校が横浜で初めてホーム
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ステイを行った。横浜側，櫛引側の双方がホ

ームステイを実施することとなった。このこ

とで，双方が同じ視点での意見の交流をする

ことができていた。そのことで，子どもにと

っても，親にとっても，さらにより良いホー

ムステイのあり方などを考えることができて

いた。

今回の活動では，様々な形で都市と農村と

の連携ができていた。具体的には，ホームス

テイの家庭と手紙やメールのやりとりが行わ

れたこと，手紙はビデオなどもあり，児童が

自己紹介などを行い，互いの理解を深めたこ

と，ＪＡ青年部から農作物の作業や生育の様

子を伝える新聞を送ってもらい学校の廊下に

掲示したこと，ＪＡ青年部の方々が講師とし

て来校し，稲作の指導をしたことなどであ

る。

また，この様な活動はある程度の期間（５

年程度）続けていくことで問題点を改善する

ことや互いの関係者を知り合うことができ

る。そうしていくことでさらに充実した活動

を行っていくことができる。双方が，振り返

りを行い，より良いものとなるように取り組

んでいくこと，人的交流を進めることなどを

続けていくことで，更に発展させていくこと

ができると考える。
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