一
世界

学
大
京
in 東

めになる
た

学校

マガンの里 ・ 大崎、 トキの郷 ・ 佐渡、 コウノトリの郷 ・ 豊岡の３つの市が、 「田んぼの未来」 と 「自
分たちの未来」 を考えるイベントを開催します。
人と自然の共生を目指す３市が集うのは、 東京大学。 それぞれの取組みの中核を担う “田んぼ”
をテーマに、 子どもたちが中心となって、 日本の未来を考えます。
その名も 「世界一田めになる学校 in 東京大学」 ！
人気番組 『世界一受けたい授業』 のように、 ゲストの先生を招いた授業形式で子どもたちと楽しく
進行します。 また、 夏休みの特別オープンスクールとして、 ３市の関係者だけでなく、 一般の方々
にも学校に参加いただきながら進めます。「休み時間」には３市のお米を使った“おにぎり”の試食も！
皆さんも東大にお越しになりませんか？

と き

平成２２年

８月９日 （月）

１３ ： ３０～１６ ： ３０

（受付１２ ： ３０～）

参加費

無料 （先着２００名）
※親子連れでのお越しをお待ちしています

東京大学弥生講堂 ・ 一条ホールへの行き方
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東京大学
弥生キャンパス
東京メトロ南北線
東大前駅

東京メトロ
千代田線
根津駅

～田からモノ （たからもの） 試食～
おいしいおにぎりを食べよう！

in

環境創造型農業に取り組む３つの市。
豊かな田んぼのおいしいお米で作った
おにぎりを試食！

弟による
田んぼ３兄 ！
おにぎり試食

農正門

弥生講堂
生講堂・一条ホール
言問通り

東京大学
本郷キャンパス

赤門
至 本郷三丁目

主催：宮城県大崎市、新潟県佐渡市、兵庫県豊岡市
後援：ＪＡ全農 ほか
協力：NPO 法人生物多様性農業支援センター、宮城教育大学環境教育実践研究センター
トキと暮らす郷づくり推進協議会、コウノトリ生息地保全協議会

至 根津

今日の時間割
はじめの会

８月９日 （月）
映画 『田んぼ』 short ver. 上映

１時間目 【音楽】

わらび座 「響 （ひびき）」 先生

校長あいさつ

岩渕成紀 校長 （NPO 法人田んぼ理事長）

２時間目 【社会】

伊藤康志 先生 （大崎市長）
（大崎市長）、
、 高野宏一郎 先生 （佐渡市長）
中貝宗治 先生 （豊岡市長）

13:10 ～ 13:30
13:30 ～ 13:45
13:45 ～ 13:55
13:55 ～ 14:25

世界初！！ 田んぼをテーマとした映画。 そこには懐かしい風景があります･･･
田んぼの文化 「田楽」 を鑑賞。 太鼓や笛の音とともに、 田んぼを楽しもう！
「正しい田んぼのススメ」

子どもたちと田んぼの未来へのプロローグ。

「聞かなきゃ損する、 マガン ・ トキ ・ コウノトリの “世界に一度だけの話”」

３時間目 【ホームルーム】 校長と子どもたちによるホームルーム
14:25 ～ 15:10

休み時間

15:10 ～ 15:30

４時間目 【科学】
15:30 ～ 15:50

「未来に伝えたいこと。 田んぼのこと」
「発表！！ぼくらが考えた田んぼ宣言」

田からモノ （たからもの） 試食
家庭科にも役立つ！お米の話。
豊かな田んぼのおいしいお米で作ったおにぎりを食べよう。

東京大学の大学院生

わらび座とは
民族伝統をベースに、 現代の心
を描く劇団。
民謡の宝庫と呼ばれる秋田県を
拠点に、 全国で年間約 1,200 回
の公演を行う。

（吉岡明良くん）

「田んぼでつながる生きものたち！」

５時間目 【総合学習】 岩渕成紀 校長
15:50 ～ 16:30

終わりの会

16:30 ～ 16:40

「みんなで田んぼと未来 （子ども） を考える」
農家も、 お父さんもお母さんも。 会場全体で意見交換会。
「発表！！みんなで考えた ぼくらの田んぼ宣言」

今日のまとめ
参加者勢ぞろい、 わらび座 「響」 先生とみんなでフィナーレ！
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あわせて
「東京大学バックヤードツアー」
～将来の志望校！東大ひとりじめ （東京大学ご案内） ～
と き
ところ
内容

８月９日 （月）
要申込
１０ ： ００～１１ ： ３０
東京大学 「赤門」 前集合
・ 講内ツアー （赤門、 安田講堂 など）
・ 現役東大生による研究室探検ガイド

申込方法
参加される方のお名前、 年齢、 住所、 連絡先を
明記して、 下記の申込先のいずれかにメールまた
はＦＡＸにてお申込みください。
＜個人情報の取り扱いについて＞
提供いただいた個人情報は、 申込者との連絡等に使用させて
いただきます。 また、 今後の事業のためのアンケート等の作成
の際に利用させていただく場合がありますので、 ご了承ください。

申込 ・ お問合せ先
【大崎市】 大崎市産業政策課自然共生推進係 e-mail sangyo@city.osaki.miyagi.jp
TEL 0229-23-2281 FAX 0229-23-7578
【佐渡市】 佐渡市生物多様性推進室 e-mail S3734@city.sado.lg.jp
TEL 0259-63-3761 FAX 0259-63-5127
【豊岡市】 豊岡市コウノトリ共生課 e-mail kounotorikyousei@city.toyooka.lg.jp
TEL 0796-21-9017 FAX 0796-24-8101

