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野川で遊ぶまちづくりの会 



はじめに 

 

田んぼの学校 校長 尾辻 義和 

 

今年度は、コロナ禍の中、例年通りに授業ができ

ない状況が続いています。例年、卒業式で、受講さ

れた皆さんの感想をお聞きしていますが、今年度は

開催ができるかわかりません。 

 そこで、あらかじめ受講したそれぞれの授業につ

いて、ふりかえりをしていただこうと思い、「ふりか

えりシート」を作りました。出席した授業につい

て、参加した全員で、それぞれのシートでふりかえ

りをしてください。 

 コロナ禍で、これまでとは全く価値観の異なる生

き方が問われています。人が生きるとはどういうこ

となのか。その答えのひとつが家族で営む里山の小

さな農業ではないかと私は考えています。 



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 4月19日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎「田んぼの学校」開校式◎説明会

10時00分 15時00分

田んぼの学校とは？

当会の活動を理解してもらう。また、今後の心構えなどを話し合う。

参加者顔合わせ(自己紹介)、年間予定説明、名簿作成、質疑応答。

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）

ふりかえり：



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 4月19日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 4月19日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 種籾準備（水に浸ける）

種って何？
どうして芽が出るの？
種の働きを理解する。

種籾を選別し、発芽させる。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 4月25日 土 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎田んぼの春の植物観察

10時00分 11時00分

田んぼにはどんな植物がある？

田んぼの春を感じてもらう。

田んぼの野草観察を行う。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 4月25日 土 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎苗床作り

10時00分 15時00分
10時00分 15時00分

丈夫な苗が育つ苗床とは？

苗を育てる場所で、苗の成長に大きな影響がある。苗が順調に成長するための準備
を十分にする。
●苗を育てるための苗床を作る。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 4月26日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎用水路清掃 ◎生き物観察

10時00分 12時00分
10時00分 12時00分

用水路には何がいる？
用水路の役割は何？
地域と用水路（佐須用水）の関わりを考える。なぜ、用水路にゴミを捨てるのか。

●佐須街道から野川までの佐須用水（本流）のゴミ拾いをする●同じところで、水棲
動物を捕獲して観察会を行う。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 4月26日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容  ◎種まき                                    

13時00分 15時00分
10時00分 14時00分

種籾の不思議にせまる。種とは？

苗半作という言葉があり、昔から苗作りが大切であることをあらわしていた。

●種籾を蒔く。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 5月10日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎堆肥入れ ◎荒起こし ◎畦草刈り ◎くろつけ準備

10時00分 12時00分
10時00分 12時00分

堆肥の養分は何？                         田んぼの荒起こしをしているとなぜか鳥がやっ
てくる？
雑木林から落ち葉を集め、鶏糞や糠、藁などで堆肥を作る有機農法は昔から普通に
農家で行われたことを理解する。化学肥料との違いは何かを考える。
●堆肥を田んぼに均等に撒く●撒いた堆肥を耕運機で漉き込む●畦の草刈りをす
る。●刈った草は田んぼに撒く。●畦の際に水路を作り、水を引く。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 6月7日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 6月7日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎くろつけ

10時00分 13時00分
10時00分 15時00分

くろつけは何のため？

くろつけは水漏れを防ぐ知恵である。今ではコンクリートなどで整備された田んぼが
あるが、なにもなければ知恵が働くと言うことを学ぶ。
●畦に泥を塗りつける。●

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 6月13日 土 開始時刻 終了時刻
実施日 6月13日 土 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎苗取り ◎しろかき

10時00分 15時00分
10時00分 15時00分

しろかきは何のため？

くろつけが入れ物の縁とすると、しろかきは入れ物の底からの水漏れを防ぐ知恵であ
る。昔から田んぼにしてきたところは底が粘土状になっている。
●苗代から苗を取り、わらで適当な量を束ねる。●取った苗は水に浸けておく。●田
んぼに水を十分に入れ、耕運機で代掻きをする。●表面を水平にならす。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 6月14日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 6月14日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 田植え

10時00分 13時00分
10時00分 12時00分

丈夫に育て！

米作りで田植えは昔から村総出で行う大きなイベントであった。昔も今も神様に祈る
気持ちは同じである。人ができる主なことはここで終わると言うこともある。
●田植えをする●南側にもち米を田んぼの四割くらい植える

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 6月14日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ホタル鑑賞会

18時00分 20時00分

ホタルはどこに棲む？

ホタルの生育できる環境を理解する。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 7月5日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 7月5日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎一番草（草取り、根掻き） ◎畦草刈り ◎田んぼの生き物観察

10時00分 13時00分
10時00分 12時00分

田んぼに何がいる？

オタマジャクシ、ミジンコなど生き物でいっぱいになる田んぼでなにが起こっているか
考える。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 7月24日 金 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 柏野夏祭り参加(焼き鳥)

13時00分 21時00分

地域との係わりを図る。

地域の祭りに参加し、交流を図る。

●２５００本の焼き鳥を焼いて、１本１２０円で販売する。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）

２０１９年の夏祭りの様子



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 8月30日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 8月30日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 カカシ作り

10時00分 12時00分
10時00分 16時00分

カカシって何してるの？

稲の穂に付いた籾をねらって鳥が来る。人も鳥も生きていることを考える。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 9月27日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 10月4日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 ◎ハザ掛け準備 ◎稲刈り ◎レンゲ種まき

10時00分 13時00分
10時00分 14時00分

刈った稲を干すのはなぜ？

稲を干すのはなぜなのか考える。

●ハザ掛けをつくる●稲刈りはもち米から先にする●うるちと混ざらないように注意
する。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 10月11日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 10月25日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 脱穀

10時00分 13時00分
10時00分 12時00分

実の採集方法とは？

稲穂から種籾をとる。

●稲穂から種籾を取る

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 11月8日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 11月8日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 籾摺り

10時00分 12時00分
10時00分 12時00分

もみ殻はどうやってとるのか？

玄米にする。

●種籾から籾殻を取る

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 11月15日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 11月15日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 精米

10時00分 12時00分
10時00分 12時00分

玄米、胚芽米、精米の違いは何？

一粒の米に託されたものを考える。

●精米機で精米する。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 11月23日 月 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 収穫祭（餅つき、豚汁）

8時30分 15時00分

お米を作ったのは誰？

お米作りを通して、人と自然の役割を考える。

収穫したもち米を搗いて食べ、収穫を祝う。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）

２０１８年の収穫祭の様子



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 12月6日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 12月20日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 親子炭焼きディキャンプ

9時00分 16時00分
9時00分 15時00分

雑木林の役割を考える。里山の雑木林はどのようなものか？

◎炭焼きの実践を花炭焼きで体験し、雑木林の役割を考える。
◎火起こし体験
里山の恵みに触れる体験を行う。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 12月20日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 12月13日 日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 落ち葉拾い（堆肥作り）              

10時00分 12時00分
10時00分 12時00分

雑木林って何？

雑木林の役割を考える。

カニ山で落ち葉を集め、堆肥置き場に積む。その時、米糠と鶏糞を混ぜ、水を十分に
かけ、シートをかぶせる。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 1月9日 土 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 佐須地区どんど焼き

11時00分 13時00分

どんど焼きってなに？

地域に根づいている行事に関心を持ち、生活との関わりを学ぶ。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）

２０２１年のどんど焼き



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 1月10日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 中止 中止 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 堆肥切り返し

10時00分 12時00分

土づくりは農業の基本。人類がどのように土を作ってきたかを学ぶ。

堆肥発酵促進

堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）

昨年度の天地返しの様子



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 2月7日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 堆肥切り返し

10時00分 12時00分

土づくりは農業の基本。人類がどのように土を作ってきたかを学ぶ。

堆肥発酵促進

堆肥を移動することで、堆肥の切り返しを行う。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 2月7日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 縄綯い、草鞋つくり

13時00分 15時00分

昔の人は稲藁でさまざまな生活に必要なものを作ってきました。そのひとつが縄で
す。
稲藁を使って縄を綯うことを通して先人の知恵を学ぶ。

稲藁を使った縄綯い。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 3月7日 日 開始時刻 終了時刻
実施日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 「田んぼの学校」卒業式（反省会）

10時00分 13時00分

米つくりを終えて

この１年で考えたこと、学んだことを確認する。

●軽食を取りながら行う。●●

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）



ふりかえりシート 野川で遊ぶまちづくりの会

実施予定日 開始時刻 終了時刻
実施日 開始時刻 終了時刻
課題：

目的：

内容：

授業解説
授業内容 「田んぼの学校」ふりかえり

1年の活動を終えて

この１年で考えたこと、学んだことを確認する。

全体についてのふりかえりをしましょう。

ふりかえり：

参加した感想や、気が付いたことなどを出来ましたら一人ひとり自由にお書きください。

出席　　　　　欠席　　　　（いずれかに〇）


