
県内フィールドワーク

【実施日】 平成２９年１１月９日（木）

【訪問先】 秋田県内３４か所

【対 象】 １年生全員（海外フィールドワーク参加者１８名を除く）

【目 的】 スーパーグローバルハイスクール事業における学校設定科目「国際探究Ⅰ」の実施過程におい

て、よりグローバルな視点で課題研究を進めるために、県内でのフィールドワークを実施する。

【内 容】 研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を探究していくうえで、農業県である本県の農

と食について考察をすすめ、県内において調査活動を展開する。

【フィールドワークに向けた学習活動など】

① 県内フィールドワークに関する説明 （７月２０日）

・これまでに受講してきた「教養講座」「専門講座」及び「研究概論講座」の内容を踏まえて、夏休み

明けまでに、探究テーマを設定することを伝える。

② 班の編制

・夏休み明けに提出されたテーマなどから、４～５人の班編制（案）を作成。昨年度まではクラス内

での編制であったが、今年度はクラスの枠組みにとらわれず、テーマやその内容の類似性によ

る編制案とした。

③ テーマ別探究活動（オリエンテーション） （９月７日）

・班ごとに集まり、それぞれが探究したいテーマの内容を共有する。（この過程で班変更が２名）

・前年度に担当した職員３名からの助言から、探究活動の見通しをもたせる。

・３年生代表（SGH甲子園優勝メンバー）からの助言から、探究活動の留意点を理解させる。

職員から 締切を守る 相手が幸せになる探究をする 多くの人を巻き込む

３年生から 他人の意見を聴く 自分に何ができるかを考える 全員で指摘する

負担を汲み取る 自分の視野は意外と狭いことを意識する

班員の考え方を共有・理解する 多くの視点をもらう 前向きに取り組む

何のために話し合うのか・誰に何を伝えたいのかを理解する

④ テーマ別探究活動 （９月１４日・21日・１０月５日・１２日・１９日・26日・１１月２日）

・班のテーマの確定や解決すべき課題、訪問先について合意形成をさせる。

・フィールドワーク先への事前の質問項目を作成・吟味させる。

・事前の質問項目を作成・吟味させる。

・事前の質問項目以外の質問（訪問先の方とのやりとり）に関わる情報を収集させる。

・班の代表に、訪問先への挨拶と留意事項聞き取り等の電話連絡をさせる。

⑤ 県内フィールドワーク当日 （１１月９日）

・原則として、訪問先が秋田市の生徒は、学校集合後に訪問または現地集合。

・上記以外の生徒は、５台のバスに分乗して訪問先に向かう。

⑥ 訪問後１週間以内 （１１月16日まで）

・訪問先への礼状作成。

・事前質問や訪問先とのやりとり、撮影した画像等を整理し、次週以降のレポート作成に備える。



県内フィールドワーク訪問先と各班の探究テーマ

大館市

株式会社 秋田ハガイチオ ・秋田のスーパーフード Ｔ・Ｏ・Ｎ・Ｂ・Ｕ・Ｒ・Ｉ

株式会社 フィードイノベーション ・Halal Food ～ 秋田から世界へ ～

能代市

JAあきた白神 能代営農センター ・白神ネギについて調べて特徴を伝える

大潟村

株式会社 合田農場 ・農業の高齢化を食い止めろ

大潟村農業協同組合 ・農作物に付加価値を付けてみた

・食料自給率低迷への対策 ～ 穀物輸入依存からの脱却 ～

大潟村あきたこまち生産者協会 ・秋田の米を生かした製造・販売

・米の可能性 ～ 秋田の米をどういかすか ～

・米と小麦をチェンジ

男鹿市

株式会社 諸井醸造 ・しょっつるで秋田を救え

水産振興センター ・日本の輸入品・他県に勝る食品を秋田で

秋田市

県庁 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課 ・秋田の食を世界へＰＲ

秋田県庁 農林水産部 水田総合利用課 ・自然災害による秋田の農作物の被害の対策

秋田県庁 農林水産部 農山村振興課 ・耕作放棄地の再生と利用

秋田県庁 農林水産部 農林政策課 ・日本と海外の食料自給率の比較

秋田県庁 農林水産部 農林政策課 担い手支援班 ・秋田の少子高齢化と農業従事者の不足

秋田県庁 生活環境部 自然保護課
・害獣から食料を護れ（２か所訪問）

一般社団法人 秋田県猟友会

・食事の量と品質の格差 in Asia

JICA秋田デスク ・Quality of Foods

・世界に活かせる秋田の農業

ノリット・ジャポン 株式会社 ・秋田のブランド肉の消費を拡大するには

新あきた農業協同組合 ・地産地消 ～ 生産力を上げるには ～

菓子舗 榮太楼
・秋田の食材を加工して売り出す

・秋田の名産品の魅力を全国に発信したい!!



アンシャンテ ・秋田の食料自給率問題と地産地消促進のために

ナチュラルエナジージャパン ・食品ロスの可能性を探る

秋田県総合食品研究センター ・食料廃棄改善 ～ 私たちができること ～

株式会社 秋田クボタ ・輸入から見る食糧配分の改案 ～ 耕作放棄地 再耕作 ～

・Let's act for 発展途上国

一般社団法人 フードバンクあきた ・フードバンクが救う、秋田の栄養失調
・食糧回帰

REALE Lab ・減塩食材の可能性

・枝豆農家の新改革

・まめどころ秋田

・「あきたこまち」を県外、そして海外へ広めたい!!

秋田県農業試験場
・秋田の技術で飢餓地域を救う
・肥料について

・人々の食生活と健康

・気温の上昇の影響によって農業の方法を変えるべきか

・秋田県が米依存脱却のためにできること

仙北市

安藤醸造 ・秋田の大豆を世界にＰＲ

有限会社 北浦郷 ・秋田の食文化で秋田を活性化するには

佐々木栗園 ・秋田の栗農家の現状と未来

大仙市

合同会社 ダイセン創農 ・「もったいない」は生まれ変わる！

美郷町

株式会社 ヤマダフーズ ・豆を加工し、栄養価の高い品物を世界へ

横手市

・食料廃棄のこれから

・食品ロスを再利用する方法

・食物廃棄問題の改善から見える未来

株式会社 菅与 ・食糧の無駄を無くそう！ ～ 余った食料の再活用 ～

・日本と世界の食料廃棄量から日本の現状を考察

・日本と世界の食品廃棄量から日本の未来を考える

・途上国の食前廃棄を救う保存技術

秋田ふるさと農業協同組合 増田総合支店 ジュース加工所 ・県内産業の６次産業化について

野田りんご園 ・米に代わるもの ～ 農家の必要性 ～



訪問先へのアンケート結果 （３１事業所等からの回答）

１．生徒たちのあいさつ、言葉遣い、礼儀などはいかがでしたか？

良かった まあまあ良かった やや悪かった 悪かった

２６ ５ ０ ０

主な記述

・事前連絡や後日の礼状など、きちんと対応してくれた。

・最初は緊張していておとなしかったが、最後は元気よく丁寧な対応であった。

・全体的に声が小さすぎる点が気になった。挨拶や礼儀などは素晴らしかった。

２．生徒たちは積極的に活動していたでしょうか。

積極的だった まあまあ積極的だった やや消極的だった 消極的だった

２１ ８ ２ ０

主な記述

・よく質問をし、メモをとりながら積極的に臨んでいた。

・疑問に思うことについて、積極的に質問していた。２時間の説明にも集中して話を聞いていた。

・あらかじめ準備した質問以外は質問が無かった。もう少し、積極的に調べてきてもらいたかった。

３．フィールドワークに先立って、生徒たちの事前準備がなされていると感じられましたか。

大いに感じられた やや感じられた あまり感じられなかった 消極的だった

１９ ９ ３ ０

主な記述

・当社の６次産業への取組など、よく調べていた。

・データを収集し、疑問点などを事前に準備していた。

・グローバルということは、食品が世界から地元にどのように入ってきていることのか。小麦やチーズ

などの流通はどのようになっているのかなどについても、もっと調べてきてもらいたかった。

４．その他ございましたら、ご記入ください。

主な記述

・メモをとるなど前向きな姿勢が感じられた。今後も秋田県の農業に関心を持ち続けてほしい。

・農業をテーマに取り上げてもらったことに感謝する。食の安心・安全を第一に、生徒を裏切ること

がないように取り組んでいきたい。

・知りたい、考えたいという気持ちが伝わった。話をよく聞き、理解しようとする姿勢は素晴らしい。

大学生、社会人にも劣らぬ姿勢であった。

・事前に調査をしており、時間内におさまらないくらい話ができた。タイの話も出て、他校とは別の

生徒のようでした。今後の研究活動に期待します。



【生徒の振り返りから】

１．訪問先で新たに学んだこと

・やはり、少子高齢化に関する課題が多い。

・「難消化米」という食べても太らない米がある。

・残留農薬や放射性物質の測定を実施している。

・３０代の新規就農者は、転職して就農する人が多い。

・食品を廃棄するにはコストがかかることに気づかされた。

・米の研ぎ汁は栄養価が高く、海を汚すので、植物の肥料とした方が良い。

・「米粉パン」から「グルテンフリー」に名前を変えたら、一気に売れるようになった。

・農業の現状について、東北地方の他県と比較した場合、秋田県は暗い話題が多い。

２．後輩へのアドバイス

・訪問所の選定は丁寧に。テーマに関するところを訪問することを意識して下調べをしましょう。

・質問は いくつあっても 困らない。（五・七・五）

・一つの質問から、どんどん発展させていくための準備が必要。

・テーマに沿った質問でなければ、無駄になる。「なぜ、その質問なのか？」を考える。

・業務内容だけでなく、経営者の仕事にかける思いについても質問を考えておくべき。

・事前に訪問先のこと（商品・事業所の沿革・事業所のポリシー）を、できるだけ多く調査する。

・訪問先の方から、「何故、このテーマにしたのか？」を逆に質問された。テーマの意図をしっかり説明

できるようにしておくべき。

・ホームページにもあることを質問すると、「ここにも書いてありますが…」と返答され、恥ずかしい思いを

する。事前の調査と質問の質を高めることが大変重要です。

・写真を撮るタイミングは意外と難しい。

・はじめと終わりの挨拶をしっかりしましょう。

・疑問点への質問や提案などは、はっきりと自信をもって行う。

・職場には狭い部屋や廊下もあるので、あまり広がらないようにする。

・当日は、説明された内容から新たに質問を考え、より多くの情報を引き出そうとした方がいい。

・話してくださっている方と視線を合わせて、聞かれたことに対して反応することを心がけると雰囲気が

良くなります。

・訪問先の方々は、私たちのために時間をつくってくださっています。そのことを常に考え、自分たちの

思いを態度で示せるようにしましょう。

・私たちは訪問させてもらっている側です。訪問先の方々は優しく迎えてくれます。怖じ気づかなくても

大丈夫です。最大（最高）の礼儀として、質問をたくさんしましょう。

【訪問先での生徒の様子】

菓子舗 榮太楼JAあきた白神 能代営農センター 一般社団法人 秋田県猟友会


