つか

この本のじょうずな使い方

けん

のう りん すい さん ぎょう

しゃ しん

この本は、山口県の農林水産 業 のようすを写真や絵などを多く
使って分かりやすくしょうかいしたものです。小学校3・4・5年生
しゅう

やく

だ

の社会科の学 習 に役立つように作ってあります。次のことに気を
つけて使ってください。
し

１

ぜん

「ものをつくる人々のしごと」や「わたしたちの県の自 然 や
ひと びと

産業と人 々 のくらし」の学習で、見学に出かける前や見学の後
しら

でこの本を読んでください。見たり、聞いたり、調 べたりする
ところがよく分かります。
けん ない

２

この本には、県 内 の農林水産業のさかんなところがくわしく
ち

いき

出ています。地 域 によっていろいろなちがいがあります。みな
す

さんが住 んでいる地域の農林水産業について学習するときに、
役立ててください。
そだ

３

農林水産業は、わたしたちの食べ物を育 てたり、とったりす
みどり

まも

やく わり

るだけでなく、 緑 ゆたかな自然を守る大切な役割もしています。
もん だい

この本を読んで、市や町の農林水産業の問 題 や、これからの農
林水産業のはってんについて考えてみましょう。
し りょう

４

この本の資 料 ［１］から［４］は、５年生のみなさんが、「日
かん きょう

本の農林水産業」や「国土の環 境 」について学習するときに、
「山口県の農林水産業」のようすについても学習できるようにし
てあります。
そう ごう てき

また、「総合的な学習の時間」にも大いに活用してください。
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