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１．問題意識と調査の目的 

 

 牧場では、子ども向けに様々な体験活動が提供されている。例えば、搾乳、餌やり、子

牛への哺乳体験、牛のブラッシング、自動搾乳機や草刈り機の見学、バター作りなどがあ

る。このような多様な体験活動は、教室での教科書や資料を用いた酪農教育に加えて、酪

農に関する子どもたちの実感的な理解を得させるとともに、酪農に関する学習意欲を高め

たり、ひいては子どもたちの牛乳や乳製品についての飲食行動を活性化させたりする効果

が期待される。 

 さらに具体的に考えてみると、牧場での多様な体験活動は、子どもたちが持っている牧

場に対するイメージをより肯定的なものへ変容させたり、牛の命の大切さをより深く感じ

取らせたり、また、牧場主の人々に関する共感的理解や感謝の気持ちを高めることも期待

される。 

 その一方で、牧場は子牛という新しい命が生まれ、牛乳という命をつなげる源が生まれ

る尊い場所であるとともに、高齢になった乳牛や雌のホルスタイン種以外の子牛を食肉に

するために売りに出す厳しい場所でもある。子どもたちは、そのような命の尊さと厳しさ

の両面に触れることにより、命に関する価値葛藤を経験しながら、より深く考えるきっか

けを得ることができるだろう。 

 このようにして見てみると、牧場での体験活動は、教育的に意味のある多様な効果を期



 

 

待されながらも、まだ十分にその効果については実証的に明らかにされているとはいえな

い。 

 そこで本調査は、酪農教育における牧場体験が、児童の牧場に関する意識や行動にどの

ような教育的効果を与えるのかを、児童アンケート調査により明らかにすることを目的と

する。 

 

２．調査手法 

 

 本調査の方法は、以下の通りである。 

 

①調査実施校 

 

 本調査の実施校と、対象とした酪農教育の授業のねらいは以下の通りである。本授業で

は、５年生の社会科において酪農の現状について統計資料を中心として学ぶとともに、牧

場体験を含めた学習成果を一人一枚の新聞にまとめた。また、道徳の時間に、牛の命に関

する価値葛藤について考えさせる教材をもとにして、牧場における牛の命のあり方につい

て自分の考えを深める授業を行った。 
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※なお、今回の調査結果の分析においては、データ収集の整備状況を考慮して、対象を１

組（27 名）に限定する。 

 

［授業のねらい］ 

・生産者の工夫や努力を学び、そのことが私たちの食料を確保する重要な役割を果たして

いることや自然環境と深いかかわりをもって営まれていることを考えるようにする。 

・牧場主の話や大動物とのふれあいを通じて、いのちの大切さを感じ、自他の生命を尊重

する気持ちを持つ。 

・体験活動を通じて、不思議・疑問に思ったことや興味を持ったことに対して、主体的に

考えたり調べたりして、課題を解決することができる。 

 



 

 

②児童アンケートの種類と調査のねらい 

 

 本調査においては、次のような３種類の調査を実施した。それぞれの調査内容とねらい

の概要は以下の通りである。 

 

［アンケート１］ 添付資料１ 

 

（ねらい） 

 この調査のねらいは、児童の牧場や牛乳に関するイメージや行動の実態を探ることを主

なねらいとしている。このアンケートを、牧場での体験活動の前後で２回実施し、その間

の変化を捉えることにより、児童の牧場や牛乳に関するイメージや行動の変化を明らかに

することもねらいとしている。 

（設問内容） 

問１ 牛乳についての意識（選択肢） 

 （１）牛乳の好き嫌い 

 （２）牛乳が好きな理由 

 （３）牛乳が嫌いな理由 

問２ 牛乳の飲み方の実態（選択肢） 

 （１）給食以外に牛乳を飲む量 

 （２）牛乳の買い方 

問３ 牛乳や牧場のイメージ（SD 法） 

 （１）牛乳のイメージ 

 （２）牧場のイメージ 

問４ 牛乳や牧場について知りたいこと、してみたいこと（記述式） 

 （１）牛乳について知りたいこと、しらべてみたいこと 

 （２）牛乳についてしてみたいこと 

 （３）牧場について知りたいこと、しらべてみたいこと 

 （４）牧場についてしてみたいこと 

 

［アンケート２］ 添付資料２ 

 

（ねらい） 

 この調査のねらいは、牧場で生み出す命である牛や牛乳に関わる価値葛藤を生起させる



 

 

場面を提示して、それに関する自分の考えを書かせることを通して、命の大切さについて

児童がどれほど深く考察できているかを見ることをねらいとしている。このアンケートに

ついては、牧場での体験活動後に１回のみ実施するものであることから、児童の価値葛藤

に関する考察力についての変容をみることができない。そのため、ルーブリック評価表を

作成し、個々の児童の読み取りや表現のレベル分けをすることで、ねらいに迫る深い考察

ができているかどうかを見ることにする。 

（設問内容） 

問１ 牛乳や牧場について学んだこと（選択肢） 

 （１）赤ちゃんを産めるようになる牛の年齢 

 （２）メスの牛が乳を出すようになるわけ 

 （３）母牛が一日に出す乳の量 

 （４）一年間にメスの牛が産む子牛の頭数 

 （５）バターの成分 

問２ 牛乳や牧場について学んだこと（短作文） 

 （１）酪農家の仕事について 

 （２）牛乳について 

 （３）牛の命について 

問３ 学んだこと（記述式） 

 （１）牧場体験をして学んだこと 

 （２）牛乳や牧場について学んだこと 

 （３）これから学びたいこと、してみたいこと 

 

［カルタ］ 添付資料３ 

（ねらい） 

 カルタとは、イメージ・マップやウェビングとよばれ、人がもつ概念や情報の構造を紙

の上で樹形図状に表出させることによる一種の連想法である。フィンランド・メソッドと

して近年わが国でも紹介されたことから、カルタという呼び方が学校関係者の間で普及し

つつある。本研究では、この手法を、児童の牧場や牛乳に関するイメージや行動の実態を

明らかにするために用いる。まず、中心に「牧場」というキーワードを置き、その周りに、

「知っていること」「してみたいこと」「調べたいこと」という３つのカテゴリーを置いて、

そこから派生してイメージを整理して書くようにした。この図は、牧場体験の前後で２回

実施し、その間の児童のイメージの変容を、書いた単語の語数やそのカテゴリーの広がり

などによって分析する。 



 

 

③調査実施時期 

 

［アンケート１の１回目］ ２０１０年１２月 ６日 

［カルタの１回目］    ２０１０年１２月 ６日 

［カルタの２回目］    ２０１０年１２月１３日 

［アンケート２］     ２０１０年１２月２２日 

［アンケート１の２回目］ ２０１１年 ２月２５日 

 

④牧場での体験活動と授業の実施時期 

 

［社会科の授業］   資料活用による学習 ２０１０年１２月初旬 

［牧場での体験活動］ 多様な体験活動   ２０１０年１２月１０日 

［社会科の授業］   まとめの新聞づくり ２０１０年１２月下旬 

［道徳の授業］    命についての学習  ２０１１年 ２月 ５日 

 

⑤アンケート分析の手法と評価規準 

 

 それぞれのアンケート及びカルタの分析手法と評価規準については、本報告書中で、そ

れぞれの分析箇所において、明示した。なお、本調査においては、牧場での体験活動の効

果を見ることをねらいとしているが、調査の実施にあたっては、牧場体験だけを抽出して

効果を調べることは、実施校への調査の負担等を考慮し現実的に困難であるため、社会科

の調べ学習や道徳の授業の効果も含めて調査を実施し考察を加えている。 

 

３．酪農教育の実践の特色 

 

 本調査における酪農教育の実践は、次のような流れで行われた。 

 

［社会科の授業］ 

 社会科においては、酪農の特徴と酪農家の仕事について、多様な資料を用いて学習した。

学習形態は一斉指導であった。子どもたちは、教師が提示する資料について読み取ったこ

とをワークシートに整理していった。 



 

 

  

資料を活用した酪農に関する学習 資料の読み取りを記述している様子 

 

［牧場での体験活動］ 

 子どもたちは、２０１０年１２月１０日に埼玉県の榎本牧場において、様々な体験活動

を行った。酪農家の方から詳しい説明を受けたり、社会科において調べたことから生まれ

た新たな質問について酪農家に聞き取りをしたりして、新たな知識を得ることができた。 

 子どもたちが体験させていただいた活動は、以下の通りである。 

○ 搾乳、餌やり、子牛への哺乳体験、牛のブラッシング、自動搾乳機や草刈り機、牧草

地等の見学、バター作り 

  
乳搾り 餌やり 



 

 

  

哺乳体験 牧草地や耕作機械の見学 

 

［道徳の授業］ 

 道徳においては、牛の命について、内田美

智子作・諸江和美絵『いのちをいただく』西

日本新聞社、2009 年を教材として考えさせ

る授業を実施した。この絵本では、酪農家や

酪農家の家族が、育ててきた牛の命について

価値葛藤する場面が扱われている。子どもた

ちは、そうした悩みを持ちつつも明るく生き

ている登場人物に心を寄り添わせながら、牛

の命の尊さについて深く考えていった。 

 

 

４．カルタによる意識の変容の結果と考察 

 

 それでは次に、本調査における調査結果の分析を行ったので、順に整理して述べていき

たい。まず、カルタ（イメージ・マップ）による児童の意識・行動の変容の分析を行った。 

 「酪農教育カルタ」は、牧場での体験活動の事前・事後学習の中で行い、牧場について

「知っていること」「調べたいこと」「してみたいこと」の３つの視点から、児童が自身の

頭の中にある雑多なイメージや知識、思いなどを整理していくものである。このカルタを

活用し、事前学習と事後学習において、児童が持つイメージや知識、思いの変化について

分析及び考察する。以下、図 1 が今回用いた「酪農教育カルタ」である。また、今回の分

析対象者やカルタを活用した分析及び考察の手順については次に記載する。 

 

 

命の教育 



 

 

図 1 酪農教育カルタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪事前≫                   ≪事後≫ 

 

①対象：第５学年１組(27 名)、うち欠席者を除く分析対象者 20 名 

 

②分析及び考察の手順 

カルタを用い、児童の変容をみるために以下の手順を踏んだ。 

 1)分析内容の決定 

→「イメージの広がり(カテゴリーの幅の広がり)」 

「イメージの流暢性(絶対的な個数の増加)」 

 2)カテゴリー表の作成 

  →カテゴリー表の作成に当たっては、複数人でカテゴリーの分類を検証し整理した。 

3)ルーブリック評価表の作成 

  →カテゴリー表の作成時と同様にして、複数人で判断基準を検証し整理した。 

 4)結果の分析・考察 

 

③結果の分析・考察 

 今回、結果を分析・考察するに当たり、「知っていること」「調べてみたいこと」「してみ

たいこと」の 3 つの項目のうち、最初に「知っていること」と「調べてみたいこと」の 2

つの結果について分析及び考察を加え、次に「してみたいこと」の結果を分析・考察する。 

 

 

 

１）「知っていること」（上段）、「調べたいこと」（下段）についての分析・考察 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の４つのグラフのうち、上段の２つが「知っていること」について、そして、下段

の２つが「調べたいこと」について、児童がカルタに書いたキーワードの分析結果を示し

ている。また、左側の２つの棒グラフは、「イメージの広がり（項目①で示す）」と「イメ

ージの流暢性（項目②で示す）」について、表３のルーブリック評価表に基づいて児童が書

いたキーワードのカテゴリーの広がりと個数を、１点から４点までのレベル（判断基準）

別に分析し、１回目のカルタと２回目のカルタの間での変容を見たものである。一方、右

側の２つの帯グラフは、１回目のカルタと２回目のカルタを比較して、児童が書いている

キーワードのカテゴリーの割合を示したものである。 

 結果を見てみると、「知っていること」に関して、1 名の児童を除き、カテゴリーの幅が



 

 

広がっている。また、カルタに書かれている総数においても 1 名の児童以外は増えている。

「調べたいこと」については、全体の 6 割の児童がカテゴリーの幅を広げており、書かれ

ている総数に関しても 7 割以上の児童の記述量が増加している。 

 また、各カテゴリーが占める割合について、1 回目と 2 回目を比較してみると、「知って

いること」「調べてみたいこと」ともに、「酪農家の仕事」や「牛の特徴」の割合が非常に

高くなっている。 

 以上のことから、児童のイメージの広がりやイメージの流暢性が高まったと言えるだろ

う。大きな要因としては、普段の生活の中では考える機会が少ない酪農について学習する

場が与えられたからではないかと考える。特に調べ学習を中心とした授業実践や牧場体験

という実体験を通し、酪農家の方の仕事や牛を実際に見たり体験したりしたことが、児童

の酪農に対する関心を促し、その結果イメージの広がりや新たな疑問を持つことにつなが

ったのではないかと考える。 

 

２）「してみたいこと」についての分析・考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「してみたいこと」に関してみてみると、イメージの広がりに変化がない児童が約半数

を占め、イメージの流暢性においても、半数は「変化がない」もしくは「減少している」

ことがわかる。また、カテゴリーに占める割合の変化をみてみても、「知っていること」や

「調べてみたいこと」に比べ、大きな変化がみえにくい。このことから、イメージの広が

りや流暢性に大きな変化がないことがわかる。この大きな要因として、牧場体験において、

児童が 1 日かけて酪農家の方の話を聞いたり、牛と触れ合ったり、バター作りを行ったり、

普段味わうことのできない様々な体験により、ある種の満足感と達成感を味わったからで



 

 

はないかと考える。したがって、今回実施した体験活動を取り入れた酪農教育は、児童の

イメージの変容には効果があるが、行動化への意識の高まりにはまだ十分にはつながって

いないことが分かった。 

 

④「カテゴリー表」及び「ルーブリック評価表」 

 最後に、「イメージの広がり」と「イメージの流暢性」における分析や考察を行う上で作

成したカテゴリー表とルーブリック評価表を以下に記載する。 

 

表 1 カテゴリー表(「知っていること」「調べてみたいこと」) 

大カテゴリー 中カテゴリー 小カテゴリー 具体的記述例 

におい ・牧場はくさい 

動物の種類と数 ・どんな動物がいるか 

牧場の広さと牛舎 ・牧場はどのくらい広いのか 

制度 ・ヘルパー制度 

牧場環境 

機械の種類と数 ・どんな機械がるのか      

牛とのかかわり方 ・雄と雌で扱い方が異なる 

職業観 ・仕事へのやりがいがある 酪農家の仕事 

具体的な仕事内容 ・えさやり、リサイクル     

乳製品の製造方法 ・バターづくり 

酪農 

牛乳関係 
乳製品の製造過程 ・牛乳ができるまで       

牛の体に関すること ・牛の胃袋の数 
牛の特徴 

牛の生活 ・どんなえさを食べているのか  牛 

牛のいのち 牛のいのちの変化に関すること ・雄は２歳で食肉となる     

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 カテゴリー表(「してみたいこと」) 



 

 

大カテゴリー 中カテゴリー 小カテゴリー 具体的記述例 

職業観 ・働く大変さの実感 

リサイクル ・堆肥を作る 

牛の世話 ・ブラッシング 
酪農家の仕事 

環境整備 ・牛舎の清掃 

乳製品の製造方法 ・バターづくり 

直接体験 

牛乳関係 
乳製品の製造過程 ・牛乳ができるまで 

牛とのかかわり方 ・雄と雌で扱い方が異なる 

職業観 ・仕事へのやりがいがある 酪農家の仕事 

具体的な仕事内容 ・えさやり、リサイクル 

牧場環境 牧場内の機械 ・乳搾りの機械を見る     

牛の体に関すること ・牛の模様をみる 

調査・見学 

牛の特徴 
牛の生活 ・どんなえさを食べているのか 

 

 

表 3 ルーブリック評価表 

 

 

 

 

 

５． イメージと行動の変容過程の結果と考察～アンケート１から 

判断基準 

評価規準 
４点 ３点 2 点 １点 

①カテゴリーの広がりが

１回目よりも増えてい

る。 

カテゴリーの幅

が１回目より２

つ以上増えてい

る。 

カテゴリーの幅

が１回目より１

つ増えている。 

カテゴリーの幅

に変化がない。 

カテゴリーの幅

が減っている。 

②１回目よりも書いてあ

る絶対的な 個数を増

えている。 

リンクマップに

書いた数が１回

目より５つ以上

増えている。 

リンクマップに

書いた数が１回

目より１～４つ

増えている。 

リンクマップに

書いた数に変化

がない。 

リンクマップに

書いた数が減っ

ている。 



 

 

 

 「アンケート１ 酪農教育アンケート」は、牧場での牧場体験の事前・事後学習の中で

行い、牛乳や牧場についてどのように感じたり考えたりしているかを見るものである。こ

のアンケートを活用し、事前学習と事後学習において、児童が持つ牛乳や牧場についての

感じ方や考え方の変化について分析及び考察を加える。また、今回の分析対象者やアンケ

ートを活用した分析及び考察の手順については次に記載する。 

 

①対象：第５学年１組(27 名)  

 

②分析及び考察の手順 

 1)事前学習時にとったアンケート結果の集計  

 2)事後学習時にとったアンケート結果の集計  

 3)それぞれの質問項目において表や図を作成し考察を加える  

 

③結果の分析・考察 

 今回、本アンケートの柱である「牛乳や牧場についての感じ方や考え方の変化」につい

て分析・考察するに当たり、初めに質問 3 のアンケート結果の分析を行い、次に質問 2、質

問 4、質問 1 についての分析及び考察を行う。 

 

１）「質問 3-(1)~(2)」についての分析・考察 

 ３－(1)の牛乳に関する質問項目、また３－(2)の牧場のイメージに関する質問項目におい

て、１回目のアンケートと２回目のアンケートで T 検定を行った結果、有意差が認められ

た項目が多いことから、酪農体験およびその授業全体を通して、牛乳や牧場について肯定

的なイメージを持った子どもたちが全体的に増えたことを示している。また、有意差が認

められなかった項目についても、授業実践を通して肯定的に変化している項目が多い。 

 以上のことから、子どもたちが酪農に関する授業実践を通して、牛乳や牧場に関して、

肯定的な印象を持つようになったと言えるだろう。その大きな要因としては、普段子ども

たちが目にすることのない「牧場」という場を経験できたことではないかと考える。例え

ば、牧場で働いている酪農家の様子を見たり、牛の体調管理や飼料などに十分に気を遣っ

ていることなど、酪農家の苦労や工夫について様々な話を聞いたり、また牛の命から私た

ちが普段飲んでいる牛乳ができていることを直接見たり触れたりしたことが、子どもたち

の考えを大きく肯定的に揺れ動かしたのではないだろうか。 



 

 

質問 3 あなたは、学校で牛乳や牧場について、どのようなイメージを持っていますか？ 

次の質問に答えてください。 

(1) あなたは、牛乳についてどのようなイメージを持っていますか？ 

(2) あなたは、牧場についてどのようなイメージを持っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２）「質問 2-(1)~(2)」についての分析と考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問 2-(1)について、割合が減っている項目と増加している項目に注目してみると、「全く

飲まない」や「一週間に牛乳瓶か小さなパック 1 本くらい」の項目が減少している。一方

で、「一ヶ月に牛乳瓶か小さいパック 1 本くらい」や「一週間に牛乳瓶か小さなパック 2~3

本くらい」という項目は増加している。「一週間に牛乳瓶か小さなパック 1 本くらい」とい

う項目が減少している要因について、1 回目の調査でその項目に回答した生徒の 5 人に 4

人が 2 回目の調査で、「一週間に牛乳瓶か小さなパック 2~3 本くらい」の項目に回答してい

ることがわかった。このことから、2 回目の調査の方が、牛乳を飲む回数が増加している児

童の割合が高いことを示している。また、「どのようにして牛乳を飲んでいるか」という質

問 2-(2)に対する回答として、1 回目の調査では「自分で買っている」の項目は 0%であった

が、2 回目の調査では約 8%に上昇していることがわかった。 

 以上のようなことから、児童が主体的に牛乳を購入し、また飲む頻度も高まっていると

いう行動面での変化がみてとれるだろう。その大きな要因は、上記質問 3 の考察と重複す

るが、事前学習や牧場体験において、酪農家の方の苦労や願い、そして何より牛から頂い

ているという感謝の気持ちを道徳の授業を通して感じることができたからではないかと考

える。さらに、今回、３）において詳細を述べるが、「牛乳が好き」と考える児童の割合が

2 回目のアンケートの方が多くなっていることからも、体験を通して変化した肯定的なイメ

ージが、好きという気持ちを促進させ、上記のような行動面での変化につながっているの

ではないかと考えられる。 

 

質問 2-(2)「どのようにして牛乳を飲んでいますか？」



 

 

３）「質問 1-(1)~(3)」についての分析と考察 

 

 「質問 1-(1)~(3)」について分析・考察を行うに当たり、質問 1-(3)の牛乳が嫌いである理

由を聞く問いに関しては、牛乳がきらいと回答した児童が 1 名のみであったため、今回は

分析対象から除くこととする。以下、質問 1-(1)及び質問 1-(2)の集計結果について分析・考

察を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 左側のグラフをみてみると、1 回目のアンケート結果では、牛乳が「とても好き」である

と回答した児童の割合が約半数であったのに対し、2 回目では、牛乳が「とても好き」であ

ると回答した児童の割合が高くなっており、全体の約 7 割を占めていることがわかる。ま

た、「とても好き」「まあまあ好き」と回答した理由について、右側のグラフから読み取れ

ることとして、最も多かった理由は「おいしいから」であり、次が「体に良いから」であ

った。 

以上のような結果から、牧場体験を含む豊かな酪農教育によって、牛乳に対して肯定的

なイメージを持つ児童の割合が高くなったことがわかる。その大きな要因として、事前学

習や牧場体験、道徳の授業などを通して、牛や酪農家への感謝の気持ちや牛乳への理解を

深めることができたことではないかと考える。特に牧場体験において、酪農家の苦労や牛

に対する思いを聞いたり、搾乳している様子を見たり、牛に実際に触れたりする経験があ

ったからこそ、牛乳そのものが持つ味や温かさを「おいしい」と感じる児童が増加したの

ではないだろうか。 

 

 

 



 

 

４）「質問 4-(1)~(4)」についての分析と考察 

 

 質問４の項目は、以下の通りである。 

 

質問 4 あなたは、牛乳や牧場について、知りたいことや調べたいこと、してみたいことはありますか？ 

(1) あなたは、牛乳について知りたいことや調べたいことがありますか？ 

(2) あなたは、牛乳について、してみたいこと(料理、工場見学、お店調べ、など)はありますか？ 

(3) あなたは、牧場について、知りたいことや調べたいことがありますか？ 

(4) あなたは、牧場について、してみたいこと(見学、体験、遠足、など)はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 牛乳や牧場について「知りたいこと」や「調べたいこと」、「してみたいこと」があるか

という問いに対し、1 回目の調査よりも 2 回目の方が否定的な回答の割合がやや高くなって

いる。このような結果が出た要因として考えられることは、すでに述べたように、このア

ンケート１の２回目を実施した時期が、すべての授業実践が終了した時点であったため、

さらに調べたり行動したりという意欲が低下していることや、すでに十分な牧場での体験

活動が得られたことに関する満足感があると思われる。しかし、どの項目についても、肯

定率が減少したとはいえ、肯定率そのものは高いので、牧場での体験活動を取り入れた酪

農教育の成果は大きかったといえるだろう。 

 

 



 

 

６．条件作文に見られる酪農に関する価値観の変容の結果と考察～アンケート２から 

 

【アンケートの概要】 

 このアンケートは、牧場見学の事後に行ったもので、３つの問いで構成されている。１

つ目の問いは、牛乳や牧場について学んだ知識を問うもので、２つ目の問いは、花子さん

と太郎さんの考えを読んだ上で、学んだことについて自分の考えを書くものである。内容

は、（１）酪農家の人の仕事の大変さについて、（２）牛乳の大切さについて、（３）牛乳を

出さない牛を食肉にするために牛を売ることについてである。３つ目の問いは、牛乳や牧

場についての学習を通して、学んだことを記述させるものである。 

 

・ねらい：児童が事前・事中・事後学習を通じて、牛乳、酪農家の仕事、いのちについて

学んだことを考察する 

・方法：各質問に対してルーブリックを用いた評価方法を採用し、児童の学びについて分

析・考察を行う 

・対象：第５学年１組（２７名） 

 

※ 写真 児童が書いた条件作文の例 

 

 

 

 

 



 

 

①対象：第５学年１組(27 名)  

 

②分析及び考察の項目 

 1)第１問(1)~(5)：アンケート結果の集計  

 2)第２問(1)~(3)：ルーブリック評価表の作成 

   →ルーブリック評価表の作成に当たっては、複数人で判断基準を検証し整理した。 

 3)第３問(1)~(3)：書かれた事項の整理  

 

③結果の分析・考察の手順 

 今回、本アンケートのねらいである「命の大切さについて児童が深い考察ができている

か」について分析・考察するに当たり、初めに「第 2 問(1)~(3)」のアンケート結果を分析・

考察し、次に「第 1 問(1)~(5)」について、最後に「第 3 問(1)~(3)」で書かれた文章の整理

を行うこととする。 

 

１)「第２問(1)~(3)」についての分析・考察 

児童が各質問内容に対してどのように深い考察を行っているかを見るために、ルーブリ

ック評価表を作成、活用し分析及び考察を行った。また、今回の考察において、評価規準

の②は、国語科的な視点であるので省略した。なお、ルーブリック評価表は「第 2 問(3)」

の分析・考察の後に記載する。 

 

○「第 2 問(1)“酪農家の人の仕事の大変さについて”」 

 

度数  酪農家の仕事についてのルーブリッククロス

表 

評価規準③ 
 

2点 3点 合計 

2点 10 3 13評価規準①  

 3点 10 4 14

合計 20 7 27

 

 



 

 

「酪農家は苦労している」「機械がやってくれる仕事もあるので楽になっている」とい

うように、酪農家の仕事について自分の考えを書くことについては皆できていた。毎朝早

起きをしている、休まずに働いていること等の牧場で聞いた話を根拠に挙げたり「体験だ

けでも大変だった。」と自分自身の体験を振り返ったりしながら、「楽」になった、「苦

労」しているという表現をしていた。また、「酪農家には楽という言葉はない。」などと

酪農家の仕事の大変さを強く感じている表現もあった。２つの項目で３点の評価を取った

児童は、「太郎さんの考えも分かるけれど、人の手でなければできないこともあるから、

やはり酪農家は大変だと思う。」「花子さんの考えも分かるけれど、昔に比べると楽にな

っていると思う。」というように花子さんと太郎くんの両方の考えに対して、理由を挙げ

ながら自分の考えを述べていた。 

このことから、牧場見学や実際に酪農家から話を聞くことを通して、児童は酪農家の仕

事についてしっかりと考えている。しかし、評価規準③で３点評価になる児童がやや少な

いことから、もう少し考察を深めさせるためには、そこから「日本の酪農の変化」や「日

本の酪農・農業」についてなど、牧場体験を超えて少し視点を広げるきっかけを与えるこ

とが必要だろう。 

 

○「第2問(2)“牛乳の大切さについて”」 

 

度数    牛乳について のルーブリッククロス表 

評価規準③  

1点 2点 3点 

合計 

1点 2 0 0 2 

2点 0 10 7 17 

評価規準① 

3点 0 5 3 8 

 

牛乳は健康によいから飲むべきだという考えが非常に多かった。この考えに加えて、「牛

乳は牛が子牛にあげるものをせっかくもらっているのだから大切に飲むべきだ。」「太郎

さんの考えに反対で、牛乳にはほかの飲み物には入っていない栄養が入っているから飲ん

だ方がよい。」という考えや「牛乳は嫌いでも、他の乳製品で栄養を取るとよいと思う。」

「苦手な人は、チーズを食べることを勧めたい。」という考えが多くあった。中には、「牛

乳が嫌いだったけれど、牛の勉強をしてから牛乳を飲むようになった。牛乳には栄養が入



 

 

っているし、せっかく牛が出してくれた牛乳だから感謝して飲みたい。」という記述もあ

った。 

このことから、毎日飲んでいる牛乳について改めて考え、牛に感謝するという気持ちを

もつことができた児童が多かった。牧場で牛と触れ合ったことによって、牛乳は牛が出し

てくれているものであるということを実感することができたのではないだろうか。 

 

○「第2問(3)“食肉にするために牛を売ることについて”」 

 

度数   いのちに関するルーブリッククロス表 

評価規準③ 
 

1点 2点 3点 合計 

1点 1 0 0 1

2点 0 18 0 18

評価規準① 

3点 0 0 8 8

合計 1 18 8 27

 

「牛の命も大切にしなければならない。」という考えは皆がもっているが、食肉として

売ることについては「かわいそう」「仕方がない」と考えが分かれた。「かわいそうだか

ら、牛を殺してはいけない。」「かわいそうだけど、酪農家の仕事だから仕方がない。」

「牛もおいしく食べてもらえる方がよい。」などの考えがあった。「仕方がない」と考え

ている児童の中には、「命はお金では買えないので、肉になってから食べないのはいけな

い。なぜなら、私たちは生きるために牛の命をもらっているからだ。」「もし売らなかっ

たら、死んだ牛をどこに処分するかで問題になってしまうのではないか。」という深い考

えを示す記述もあった。このことから、これまでごく普通に食べてきた牛肉について考え

ることができている児童は、「仕方がない」「かわいそう」という２つの思いの間で葛藤し

ながら自分の考えを書くことができている。さらに、自分なりの理由づけができるように

するためには、例えば、自然にもった自分の感情と自分の実生活や体験を繋げさせるよう

な授業展開も効果的であろう。 

 なお、以上の分析で用いたルーブリック評価表は以下の通りである。 

 

 



 

 

表 4 ルーブリック評価表 

判断基準 

評価規準 
３点 ２点 １点 

①どちらかの立

場を踏まえて論

じている 

相手の立場の意見に

も触れながら論じて

いる 

相手の考えには触れずに

論じている 

白紙である 

②約束を守り書

いている 

「なぜなら」「健康」

「嫌い」という言葉

を必ず１回使ってい

る 

「なぜなら」「健康」「嫌

い」の３つのうち１～２

つ使っている 

１つも使ってい

ない 

③訳や理由が述

べられている 

学習した内容を用

い、自分なりの理由

を述べている 

理由は書かれているが、

花子さんや太郎君の言葉

と類似している。また、

自身の経験を述べている 

理由が書かれて

いない 

 

 

２)「第 1 問(1)~(5)」についての分析と考察 

 

 

 

第 1 問 あなたが、牛乳や牧場について学んだことについて、( )の中から正しいものを

1 つだけ選んで、 

○をつけましょう。 

(1) 子牛は生まれてから(①2 年半くらい ②5 年くらい ③10 年くらい)すると、赤ち

ゃんを産めるようになります。 

(2) メスの牛から乳(ミルク)が出るようになるためには、(①春になる ②栄養のあるエ

サをふだんよりたくさん食べる ③赤ちゃん(子牛)を産む)ことが必要です。  

(3) 母牛は健康であれば、およそ 1 日に(①1 リットル ②4 リットル ③20 リットル)

くらいの乳(ミルク)を出します。 

(4) メスの牛は、1 年間におよそ(①1 頭 ②2 頭 ③3 頭)の子牛を産みます。 

(5) 牛乳から作られるバターは、牛乳の中の(①しぼう分 ②塩分 ③栄養分すべて)が

固まってできたものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 つの質問に対し、多くの問いで半数以上の児童が正解となっている。特に、「第 1 問(1)・

(2)」においては、約 9 割の児童が正解となっている。このことから、事前・事後学習や牧

場体験を通して、牛や牛乳に対する知識が定着していることが読み取れる。一方で、「第 1

問(4)」の正解率が半分以下となっていることがわかる。牛の出産やバターの成分について

は他の問題に比べ知識の定着に課題があることがわかる。 

以上のことから、「第 1 問(1)・(2)」のように牛や牛乳に対する知識が定着した大きな要

因は、事前の学習と牧場体験という経験のつながり、つまり事前に学習した内容を実際に

酪農家の話や牛との触れ合いを通して実感することで、知識が経験と結び付き、より深ま

りのある学びへとつながったからなのではないかと考える。一方で、「第１問(3)・(4)」の項

目である「牛が 1 年間に出産する子牛の数について」や「バターの成分」の正解率が低か

ったことの要因として、児童が事前学習の内容を実際の経験と結び付けにくかったことが

考えられる。具体的には、正答率が高かった項目と牧場体験を照らし合わせてみると、妊

娠している牛に実際に触れたり、乳搾り体験や搾乳時の様子を直接見たりといった経験を

している。しかし、正答率が低かった項目では、バター作りは行ったものの、バターの成

分を視覚化することができなかったことや牛の出産について直接見ることができなかった。

そのため、このような結果になったのではないかと考える。 

 さらに、正答率が低かった「第 1 問(3)・(4)」について、要因を細かく考察してみる。「牛

の出産」に関する正答率が低かった要因として、酪農家のお話では、同じ哺乳類でも牛を

人間と遠い存在として感じているお子さんが多いとおっしゃっていたことからも、児童に

とって身近な動物である猫や犬、また豚などの出産と同様な出産を牛もするのではないか



 

 

と児童が考えたのではないかと考える。また、もう一点考えられる理由としては、牛は一

生のうち平均２～４回出産を繰り返すことを学習しているため、「一生」を「１年間」と勘

違いしてしまった児童も少なからずいるのではないかと考える。 

 ただしこの問いについては、必ずしも、今回の酪農教育の授業が知識の定着を中心的な

ねらいに置いていないことから、正答率の低い項目があっても特に課題であるとはとらえ

ていない。この分析によって、どのような知識が児童にとって定着しやすいか、しにくい

かという指標を得られたことが成果であるといえる。 

 

３）「第 3 問(1)~(3)」についての整理 

 最後に、問 3 について、学んだことについて書かれた事項を整理しておく。このことか

ら、児童は、牧場での体験活動を取り入れた酪農教育で、多様な広がりのある学びを得た

ことがうかがえる。 

 

○牧場体験の中で学んだことの中で、大切なこと 

・いのちの大切さ 

・本当は子牛が飲むはずの生乳を人間がいただいていること 

・「生きるため」に命をもらっているので、食べ物に感謝すること 

・私たちは、命をもらって生きていること 

・牛の命を大切にして食べること 

・酪農家は大変だということ、私たちのために働いてくれている 

 

○牛乳や牧場について、これまで学んできたことの中で大切なこと 

・酪農家の愛情 

・牛乳を飲んでいる裏に働いている人がいること 

・牛は、私たちのためにいつも嫌なこと思いをしていること 

・私たちは命をもらっているので、牛に感謝すべきであること 

・牛乳の大切さ 

・酪農家は苦労していること 

 

○これからもっと学んでみたいことやしてみたいこと 

・牛の種類や酪農家の厳しさを世界の人々に感じとってもらうこと 

・牛はどんなことをしてあげると喜ぶのか 

・牛乳の性質を調べること 



 

 

・他の動物のいのちについて 

・赤ちゃんが生まれるときのこと 

・牛が工場に運ばれて死んでしまう最後の姿を見ること 

・酪農家の手伝い、１か月の酪農家体験、牛の世話 

・酪農家の厳しさを知ること 

・残さず食べること 

・野菜や魚の命の大切さを学ぶこと 

・牛や酪農家の苦労をもっと深く知りたいこと 

・牛は人間のためになっているが、人間は牛のためになっているかを調べること 

 

７．まとめと総括的考察 

 

 以上の分析結果から、次のような総括的な考察ができるだろう。 

 一つ目は、牧場での多様な体験活動を取り入れた酪農教育は、児童の牧場や牛乳、そし

て酪農家についてのイメージを肯定的に変容させることが分かった。また、価値葛藤に関

する作文の分析結果からは、牧場での牛の命の大切さに関する価値葛藤に関する講話や体

験を通して、児童は対立する価値観についても自分の言葉でしっかりとした意見を書くこ

とができるようになることが分かった。 

 三つ目に、今後の調べ学習や行動化・実践化については、肯定率は高いものの、充実し

た牧場での体験活動があると、逆に強い肯定感はやや減少することが分かった。このこと

から、今後は、酪農教育の教育手法として、事後学習の充実のあり方を探ることが必要で

あると思われる。 
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資料１              酪農教育アンケート 
 
 このアンケートは、みなさんがふだん牛乳や牧場についてどのように感じたり考えたりしている

かを調べるためのものです。学校の成績とは関係ありませんから、ありのままに答えてください。

また、みなさんがこのアンケートで答えたことは、決して学校の先生や他の人に知られることは

ありませんから、安心して答えてください。 
 
 
５年 （   ）組  名前               
 
 
１．あなたは、ふだん牛乳についてどのように考えていますか？ 次の３つの質問に答えてくだ

さい。あてはまるものの（  ）に、どの質問にも必ず○を一つ付けてください。 
 
（１）あなたは、牛乳が好きですか？ 
 
（  ）とても好き 
（  ）まあまあ好き 
（  ）ややきらい 
（  ）とてもきらい 
 
（２）上の（１）の質問で、牛乳が「とても好き」や「まあまあ好き」と答えた人に聞きます。あな

たは、なぜ牛乳が好きなのですか？ 
 
（  ）おいしいから 
（  ）体にいいから 
（  ）小さいときからよく飲んでいるから 
（  ）元気が出るから 
（  ）つめたくして飲むとすっきりするから 
（  ）あたためて飲むとほっとするから 
 
（３）上の（１）の質問で、牛乳が「ややきらい」や「とてもきらい」と答えた人に聞きます。あなた



 

 

は、なぜ牛乳がきらいなのですか？ 
 
（  ）においがきらいだから 
（  ）味がおいしくないから 
（  ）飲むとお腹がごろごろするから 
（  ）小さいときにはあまり飲んでいなかったから 
（  ）ふだんジュースやコーラなどをよく飲んでいるから 
 
 
２．あなたは、ふだん牛乳をどのように飲んでいますか？ 次の２つの質問に答えてください。

あてはまるものの（  ）に、どの質問にも必ず○を一つ付けてください。 
 
（１）あなたは、学校の給食以外に、牛乳をどれくらい飲んでいますか？ 
 
（  ）全く飲まない 
（  ）一ヶ月に、牛乳瓶１本か、小さな牛乳パック１個くらい 
（  ）一ヶ月に、牛乳瓶２～３本か、小さな牛乳パック２～３個くらい 
（  ）一週間に、牛乳瓶１本か、小さな牛乳パック１個くらい 
（  ）一週間に、牛乳瓶２～３本か、小さな牛乳パック２～３個くらい 
（  ）毎日、牛乳瓶１本か、小さな牛乳パック１個くらい 
（  ）毎日、牛乳瓶２～３本か、小さな牛乳パック２～３個くらい 
 
（２）あなたは、どのようにして牛乳を飲んでいますか？ 
 
（  ）全く飲まない 
（  ）お家の人が買ってきているのを飲んでいる 
（  ）毎朝、お家に配達される牛乳を飲んでいる 
（  ）飲みたいときに、自分でお店に行って買って飲んでいる 
（  ）飲みたいときに、お家の人に買ってきてもらって飲んでいる 
３．あなたは、学校で牛乳や牧場について、どのようなイメージを持っていますか？ 次の質

問に答えてください。 
 



 

 

（１）あなたは、牛乳についてどのようなイメージを持っていますか？ 次の８個の項目すべてに

ついて、あてはまる数字に必ず○を一つ付けてください。 
          と や や と 
          て や や て 
          も     も 
 暗い       １・２・３・４  明るい 
 つまらない    １・２・３・４  楽しい 
 役に立たない   １・２・３・４  役に立つ 
 弱い       １・２・３・４  強い 
 不便な      １・２・３・４  便利な 
 古い       １・２・３・４  新しい 
 人手がかからない １・２・３・４  人手がかかる 
 きたない     １・２・３・４  きれい 
 
（２）あなたは、牧場についてどのようなイメージを持っていますか？ 次の１０個の項目すべて

について、あてはまる数字に必ず○を一つ付けてください。 
          と や や と 
          て や や て 
          も     も 
 暗い       １・２・３・４  明るい 
 つまらない    １・２・３・４  楽しい 
 役に立たない   １・２・３・４  役に立つ 
 弱い       １・２・３・４  強い 
 不便な      １・２・３・４  便利な 
 古い       １・２・３・４  新しい 
 人手がかからない １・２・３・４  人手がかかる 
 きたない     １・２・３・４  きれい 
 遠い       １・２・３・４  近い 
 冷たい      １・２・３・４  あたたかい 
４． あなたは、牛乳や牧場について、知りたいことや調べてみたいこと、してみたいことはありま

すか？ 
 



 

 

（１）あなたは、牛乳について、知りたいことやしらべてみたいことがありますか？ あてはまる数

字に必ず○を一つ付けてください。 
（  ）まったくない 
（  ）あまりない 
（  ）少しある 
（  ）たくさんある 
 
（２）あなたは、牛乳について、してみたいこと（料理、工場見学、お店しらべ、など）はあります

か？ あてはまる数字に必ず○を一つ付けてください。 
（  ）まったくない 
（  ）あまりない 
（  ）少しある 
（  ）たくさんある 
 
（３）あなたは、牧場について、知りたいことやしらべてみたいことがありますか？ あてはまる数

字に必ず○を一つ付けてください。 
（  ）まったくない 
（  ）あまりない 
（  ）少しある 
（  ）たくさんある 
 
（４）あなたは、牧場について、してみたいこと（見学、体験、遠足、など）はありますか？ あて

はまる数字に必ず○を一つ付けてください。 
（  ）まったくない 
（  ）あまりない 
（  ）少しある 
（  ）たくさんある 
 

これでアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 



 

 

資料２             酪農教育ちょうさ 
 
 このちょうさは、みなさんが牛乳や牧場について学んだことを調べるためのものです。学校の

成績とは関係ありませんから、いつものテストのように力いっぱい答えてください。また、みなさ

んがこのちょうさで答えたことは、決して学校の先生や他の人に知られることはありませんから、

安心して答えてください。 
 
５年 （   ）組  名前               
 
第１問 あなたが、牛乳や牧場について学んだことについて、問（１）から（５）までの（  ）の

中から正しいものを一つだけ選んで、○を付けなさい。 
 
（１）子牛は生まれてから、（①２年半くらい、②5 年くらい、③１０年くらい）すると、赤ちゃんを

産めるようになります。 
 
（２）メスの牛から乳（ミルク）が出るようになるためには、（①春になる、②栄養のあるエサをふ

だんよりたくさん食べる、③赤ちゃん（子牛）を産む）ことが必要です。 
 
（３）母牛は、健康であれば、およそ、一日に、（①１リットル、②4 リットル、③２０リットル）くら

いの乳（ミルク）を出します。 
 
（４）メスの牛は、一年間に、およそ、（①１頭、②２頭、③３頭）の子牛を産みます。 
 
（５）牛乳から作られるバターは、牛乳の中の（①しぼう分、②塩分、③栄養分すべて）が固

まってできたものです。 
 
 
第２問 あなたが、牛乳や牧場について学んだことについて、問（１）から（３）までの質問に答

えなさい。 
（１）牧場では、酪農家（らくのうか）の人が牛から牛乳をとるために働いています。次の２つの

文章をよく読んで、酪農家（らくのうか）の人の仕事について自分の考えを１００字くらいで書

きなさい。なお、与えられた条件（守ること）をしっかりと守ること。 



 

 

     花子さんの考え                太郎君の考え 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  私の考え 
条件（守ること） 
① 「私は、」に続けて書くこと。 
② とちゅうで、「なぜなら」「苦労」「楽（らく）」という言葉を必ず一回ずつ使うこと。 
③ 花子さんと太郎君の考えを参考にして、それのまねをせず自分なりの考えを書くこと。 
 私 は 、         

            

            

            

            

            

            

            

    

（２）牧場では、牛からたくさんの牛乳がとられています。次の２つの文章をよく読んで、牛乳に

ついて自分の考えを１００字くらいで書きなさい。なお、与えられた条件（守ること）をしっかりと

守ること。 
 
     花子さんの考え                太郎君の考え 

 私は、酪農家の仕事は、とても大変だと思

いました。なぜなら、朝早く起きて牛にエサ

をやったり、フンや尿のかたづけをしなけれ

ばならないからです。それに、長い旅行に行

けなかったりもします。とても苦労が多い仕

事なのです。 

 私は、酪農家の仕事は、とても楽になって

いると思いました。なぜなら、今では大型の

機械が乳をしぼったり、フンや尿を片付けた

りしてくれるからです。また、ヘルパーさん

も来てくれるので、旅行などにも行くことが

できます。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  私の考え 
（守ること） 
① 「私は、」に続けて書くこと。 
② とちゅうで、「なぜなら」「健康」「きらい」という言葉を必ず一回ずつ使うこと。 
③ 花子さんと太郎君の考えを参考にして、それのまねをせず自分なりの考えを書くこと。 
 私 は 、         

            

            

            

            

            

            

            

    

（３）牧場では、オスの子牛やホルスタイン（牛乳を出す牛）でない子牛が生まれると、少し大

きくなるまで育てて、食肉にするために売ってしまいます。また、牛乳を出さなくなった母牛も

食肉にするために売ってしまいます。このことについて、自分の考えを１００字くらいで書きなさ

い。なお、与えられた条件（守ること）をしっかりと守ること。 
 
     花子さんの考え                太郎君の考え 

 私は、牛乳は、とても大切だと思いました。

なぜなら、私たち人間の健康によいたくさん

の栄養がふくまれているからです。また、牛

乳はおいしいし、ケーキやジュースなどいろ

いろな食べ物にも入っているので、ますます

健康によいのです。 

 私は、牛乳は、飲まなくてもいいものと思

いました。なぜなら、牛乳のにおいがきらい

だからです。私たちのまわりには、他にも栄

養がある飲み物がたくさんあります。たとえ

ば、豆乳やフルーツ・ジュースなどです。無

理して飲まなくていいのです。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                  私の考え 
（守ること） 
① 「私は、」に続けて書くこと。 
② とちゅうで、「なぜなら」「命」「お金」という言葉を必ず一回ずつ使うこと。 
③ 花子さんと太郎君の考えを参考にして、それのまねをせず自分なりの考えを書くこと。 
 私 は 、         

            

            

            

            

            

            

            

    

第３問 あなたは、今回の牛乳や牧場についての学習を通して、どのようなことを学びました

か。次の問（１）から（３）までについて、自分の考えを書きなさい。 
 
（１）あなたが牧場体験をして学んだことの中で、もっとも大切なことはどのようなことですか？ 
 

 私は、オスの子牛や年を取った母牛を売っ

てしまうのは、しかたないと思います。なぜ

なら、そのような牛は、牛乳を出さないから

です。酪農家の人も、牛乳を売って生活をし

ているので、お金をかせぐことが大切だと思

います。 

 私は、オスの子牛や年を取った母牛を売っ

てしまうのは、とても悲しいことだと思いま

す。なぜなら、どの牛の命も大切にしなけれ

ばならないからです。私は、悲しくてそんな

牛の肉を食べることはできません。最後まで

育てて欲しいです。 

 



 

 

（２）あなたが牛乳や牧場について、これまで学んできたすべてのことで、もっとも大切なことは

どのようなことですか？ 

 
（３）今、牛乳や牧場についての学習を終えて、これからもっと学んでみたいことやしてみたいこ

とはどのようなことですか？ 

資料３ 酪農教育カルタ（牧場編） 牧場について、知っていること、調べた

いこと、してみたいことをまとめよう！ 
 

５年 （   ）組  名前               
 

 

 

 

牧場 

知っていること 調べたいこと

してみたいこと




