
野川で遊ぶまちづくりの会 作成日2021/2/20

時限 日付 曜日 開始時刻 終了時刻 作業・行事 課題 目的

1 4月4日 日 10:00 15:00
◎「田んぼの学校」開校式◎
説明会

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。

2 4月18日 日
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。

3 4月24日 土 10:00 11:00
◎田んぼの春の植物観察 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。

4 4月24日 土 10:00 15:00

◎苗床作り 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。

5 4月25日 日 10:00 12:00
◎用水路清掃
◎生き物観察

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。

6 4月25日 日 13:00 15:00 ◎種まき
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。

7 5月9日 日 10:00 12:00

◎堆肥入れ
◎荒起こし
◎畦草刈り
◎くろつけ準備

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。

8 6月5日 土 10:00 15:00 環境フェア 田んぼの学校広報 田んぼの学校広報

9 6月6日 日 10:00 13:00
◎くろつけ 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。

10 6月12日 土 10:00 15:00

◎苗取り
◎しろかき

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。

11 6月13日 日 10:00 13:00

田植え 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。

12 6月13日 日 18:00 20:00

ホタル鑑賞会 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。

13 6月27日 日 10:00 11:00 補植

13 7月4日 日 10:00 13:00
◎一番草（草取り、根掻き）
◎畦草刈り
◎田んぼの生き物観察

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。

「田んぼの学校」2021年度日程表
予定



野川で遊ぶまちづくりの会 作成日2021/2/20

時限 日付 曜日 開始時刻 終了時刻 作業・行事 課題 目的

「田んぼの学校」2021年度日程表
予定

14 7月23日 金 9:00 12:00 夏祭り準備

15 7月23日 金 13:00 21:00
柏野夏祭り参加(焼き鳥) 地域との係わりを図る。 地域の祭りに参加し、交流を図る。

16 7月24日 土 13:00 21:00 柏野夏祭り参加(焼き鳥) 地域との係わりを図る。 地域の祭りに参加し、交流を図る。

17 7月25日 日 9:00 12:00
夏祭り片付け

18 8月29日 日 10:00 12:00

カカシ作り 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。

19 9月19日 日 9:00 16:00

親子炭焼きディキャンプ 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

20 9月26日 日 10:00 13:00
◎ハザ掛け準備
◎稲刈り
◎レンゲ種まき

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。

21 10月3日 日 10:00 13:00
◎稲刈り(予備日) 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。

22 10月10日 日 10:00 13:00
脱穀 実の採集方法とは？ 稲穂から種籾をとる。

23 11月7日 日 10:00 12:00
籾摺り もみ殻はどうやってとる

のか？
玄米にする。

24 11月21日 日 10:00 12:00

精米 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。

25 11月23日 火 8:30 15:00 収穫祭（餅つき、豚汁） 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。

26 12月19日 日 10:00 12:00
落ち葉拾い（堆肥作り） 雑木林って何？ 雑木林の役割を考える。

27 12月19日 日 12:00 13:00
しめ縄作り 取れた稲わらでお正月

に飾るしめ縄をつくりま
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。

28 1月8日 土 11:00 13:00
佐須地区どんど焼き 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。
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29

1月9日 日 10:00 12:00

堆肥切り返し 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

30
2月6日 日 10:00 12:00

堆肥切り返し 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

31

2月6日 日 13:00 15:00

縄綯い 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。

32
3月6日 日 10:00 13:00

「田んぼの学校」卒業式（反省
会）

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。

33

「田んぼの学校」ふりかえり
シート作成

1年の活動を終えて、各
授業をふりかえる

この１年で考えたこと、学んだことを確認する。


