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１．研修の目的
　平成 26 年度のスキルアップ研修会は、全国推進委員
会主催による５会場（東京八重洲ホールで２回開催され
る分を含む）、地方推進委員会主催による３会場におい
て開催される。各研修会の開催時期、開催場所、講師は
表１に示したとおりである。

　酪農教育ファーム・ファシリテーターの認証期間は、
認証された年度を含む３年間で、当該期間内に全国推進
委員会あるいは地域推進委員会が開催するファシリテー
ターの資質向上のためのスキルアップ研修会を受講する
ことで、認証が更新される。本年度末に認証期限を迎え
るファシリテーター数は 229 名で、全体の約４割を占め
ている（表２参照）。
　口蹄疫の発生以降、牧場における酪農体験と併せ、学
校に酪農家と乳牛（あるいは酪農家のみ）が派遣されて、
子どもたちに授業を行う出前授業が各地域で盛んに行わ
れてきた。とくに東北地域では、東日本大震災以後、全
国の酪農家が一堂に会し被災地に乳牛を連れて行く「被
災地支援」が今年度で４回目を迎える。

　しかし、出前授業終了後、酪農家同士で体験を振り返
る機会が少ないことから、その必要性が高まっている。
そこで本年度は、スキルアップ研修会をその機会に充て、
酪農家同士で意見・情報交換をすることで出前授業の質
を高めていくとともに、教育関係者の客観的な視点から
子どもに寄り添う感覚を学び、よりよい体験のあり方を

発見する。
　本年度の研修における具体的な目的は次のとおりであ
る。
①　ファシリテーター（支援者）が寄り添いながら子ど

もたち（体験者）の主体的な参加を促し、よりよい関
係性を作るとはどのようなことなのかを、出前授業を
はじめ酪農体験の事例を通して学ぶ。

②　子どもたちの気づきや相互の学び合いを大切にしな
がら、酪農教育ファーム活動の目的である「食」と「い
のち」の学びを子どもたち自らが創り出せるように、
ファシリテータースキルを磨く。

③　交流活動が安心して行えるように、安全・衛生対策
について確認する。

２．研修の内容
　研修会では先ず、本会議業務部の寺田部長が「酪農教
育ファームにおける安全衛生対策について」と題して講
演し、「酪農教育ファームは一般的な酪農経営と比較し
て、家畜と人の接触機会が多い。このため、人を媒介し
家畜が伝染病に罹患するリスクが大きい。また、動物に
由来する感染症等に人が罹患するリスクも大きい。」と、
安全衛生対策の重要性を強調した（表３参照）。
　さらに、近年、日本への外国人の入国者数が増加傾向

（昨年は過去最高）にある中、酪農教育ファーム認証牧
場における外国人グループの受け入れも増加している。
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　酪農教育ファーム全国推進委員会は９月 19 日、東京八重洲ホールにて本年度最初の全国スキルアップ研修会を
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平成26年10月24日（金） 東京八重洲ホール 秦さやか（新宿区立淀橋第四小学校）

平成26年11月 7日（金） 福岡市内（会場未定） 吉永公紀（熊本県教育庁教育指導局）

平成26年11月28日（金） 札幌市内（会場未定） 高瀬友香子（筑波大学付属視覚特別支援学校）

平成26年 8月28日（木） 名古屋市・桜華会館
岩城ひろみ（刈谷市立小垣江小学校）
木島秀雄（愛知県学校給食牛乳協会）

平成26年11月 4日（火） 高松市内（会場未定） 野崎武司（香川大学教育学部）

平成26年11月21日（金） 新潟市アグリパーク 岩崎道郎（新潟市教育委員会）
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表１　平成26年度全国及び地域推進委員会主催のスキルアップ研修会

開催時期 開催場所 講　師

全
国

単位：人

ホクレン 94 35 16 51

東　北 85 27 19 46

関　東 146 65 41 106

北　陸 40 31 2 33

東　海 80 27 7 34

近　畿 43 8 9 17

中　国 26 4 5 9

四　国 23 11 2 13

九　州 61 18 21 39

沖　縄 4 3 1 4

合　計 602 229 123 352

表２　平成26～27年度にスキルアップ研修会の受講を必要とするファシリテーター数

平成26年4月1日現在のファシリテーター数（見込）
指定団体 うち平成26年度

認証期限者（Ａ）

うち平成27年度
認証期限者（Ｂ）

（Ａ＋Ｂ）
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とくに、韓国、台湾、中国などからの入国者数が増加し
ているが、アジア近隣諸国での口蹄疫等の発生が継続し
ていることから、いっそうの安全衛生対策の徹底が必要
であると注意を喚起した。
　
　続いて、目白大学人間学部の仁科伍浩助教が、「いの
ちとどう向き合うか～１年生での実践を通して～」と題
して、酪農を題材にして「いのち」について学ぶ小学１
年生対象の道徳授業について講演した。講演では、「い
のち」とは何かを形に描いてイメージしてみること、ど
んな時に生きていると感じるかを書き出してみること、
約７年という短い牛の生涯と子供自身の成長過程での経
験を比較対照してみることが、「いのち」の大切さを学
ぶ授業を有意義なものにした事例を紹介した。

　研修会の最後には、仁科助教、酪農家の関口　健氏（神
奈川県）、野口弘子氏（栃木県）、牧野大地氏（千葉県）
の４名が登壇し、「体験から学ぶ出前授業」と題するパ
ネルディスカッションを開催した。関口氏は「都市化の
中でも営農を継続したいという経営者の視点」、野口氏
は「自分自身の経験を子供たちにも体験して欲しいとい
う母親としての願い」、牧野氏は「自殺やいじめが社会
問題化する中で“いのち”の尊さを伝えたいという気持
ち」から教育ファーム活動を始めたことを紹介し、酪農
体験の受け入れに際して、「いのち」を重要なテーマに
していることを酪農家全員が強調した。また、酪農家の
発言を踏まえて仁科助教は、「経済動物を飼育する牧場
での体験は、愛玩動物の飼育では得られない“いのちの
循環”という貴重な認識を醸成する機会となる」と、教
育ファーム活動を評価した。

表３ ふれあい動物施設などで罹患する可能性のある動物由来感染症 

（宿主に牛が含まれているもの） 

 
資料：国立感染症研究所 
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