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1は じめに

欧米では、牧場や農場での学習が子 どもたちに与える教育効果に着目して 「教育ファーム」と言 う名の下に

組織的かつ社会的な活動を日本に先駆けて動き始め発展 していた。フランスでは、その活動を行 う理由として、

「①食力生産の現場に関する正 しい知識を与える。②農業は環境を破壊すると言った報道に抵抗する。③農業

経営を継続する収入を確保する。④子どもたちの心を癒すために行 う。⑤フランスの伝統的食文化や食材が失

われる危険性が出てきたことをあげている。イギリスでは、 「①農業生産物の消費減少を受け、農業に対する

国民的理解を求める必要が出てきた。②農業を継続 していくための収入確保を行 う。③教育界側の農業のもつ

教育的価値に気づいてきた」といった理由から酪農教育ファーム活動が起こってきた(伍 代2000)。

日本では、平成10(1998)年 、社団法人中央酪農会議が、教育関係者 と酪農関係者の協力を得て酪農教育ファ

ーム推進委員会を設立し、牧場を体験学習の場とする 「酪農教育ファーム」活動を開始 した。推進委員会の目

的は、以下の5点 であった(中央酪農会議2005)。

① 農業 ・酪農のもつ多面的 ・公益的役割について国民に訴求していく。

② 子 どもたちの生きる力を育む 「心の教育」 「生命の教育」を支援すると共に、生産者自身への啓発を

図る。

③ 酪農生産の工夫、酪農生産と地域産業 との結びっき、自然 との共生、我が国の食生活における牛乳 ・

乳製品の役割等を学校教育や地域教育に普及 ・啓発する。

④ 酪農教育ファームとしての整備を行 う。

⑤ 教育現場、酪農生産現場にふさわしいシステムや教育プログラム、教育ツールの開発を図 り、浸透さ

せる。

その後、平成13(2001)年 に酪農教育ファーム活動を行 うにふさわ しい場としての牧場を認証する制度として

酪農教育ファーム認証制度ができあがった。酪農教育ファーム認証規定の中に酪農教育ファームの定義と目指

す活動が示されている。定義 としては、 「酪農や農業、自然環境、自然との共存関係を学ぶことができる牧場

や農場であり、以下の活動を目指すものとする。①牧場や農場を教育の場 として開放 し、酪農や農業のもつ多

面的な機能や公益的役割、環境保全や循環型農業生産について理解 してもらえるように働きかける。②生命産

業である酪農の特性を生か し、地域や学校 と連益 しながら、子どもたちの 「心の教育」や 「いのちの教育」 「食

の教育」を支援する。③生乳を精算する酪農家の努力や工夫、自然との共存や家畜や動物の生態、わが国の食

生活における牛乳や乳製品の優れた役割など、確かな庸報や知識を広めていく。」であった(中 央酪農会議

2005)。 第一回目の認証牧場は、ll6で あった。その後、その数は増え続け平成20年 には、257牧 場になって

いる。また、認証牧場での酪農教育ファーム活動の受け入れ人数は、中央酪農会議の調査によると平成18年 に

は29,109人 だったのが、平成20年 には705,568人 に増加 している。既に羽豆が、わが国の酪農教育ファームの
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成立について、詳細に論 じている(2008)。 羽豆は、その中でわが国の酪農 教育ファームが成立 して10年 にな

るところでの今後の期待を論じている。それ と共に、平成20(2008)年 に酪農教育ファv-一一・ム認証規定の新たな規

定が作成 された。その規定の中で、酪農教育ファーム活動を明確化 した。酪農 教育ファーム活動は、 「酪農体

験を通 して食といのちの学びを支援する」ことを目的に、酪農教育ファシリテータが、牧場や学校等で、主に

学校や教育現場等と連携 して行 う、酪農に係る作業等を通じた教育活動とした。また、ここで言 うところの 「食

といのちの学び」を以下のようにとらえることにしている。

(1)「 食の学び」とは、 「日頃身近接 し食べている牛乳乳性費の原料である生乳等の生産の仕組みやプロ

セス、これを生産 している酪農家の思いや工夫を学ぶことを通して、食への理解を深める。また、乳牛

の一部を貰っていることなどへ感謝したり、酪農家の労働を尊重 したり、食文化を尊重した りする態度

を育てること。」

(2)「 いのちの学び」とは、 「牧場にいる乳牛などの生き物との触れ合いにより、命を身近に感 じるよう

にする。また、人 と乳牛などの家畜が共存する生産のあり方や牧場を取 り巻く環境を学ぶことを通して、

人と他の生き物との関係性や人や他の生き物はいのちを育みったえていることへの理解を深め、いのち

を尊重する態度を育てること。」

酪農教育ファームの活動が発展してきた背景として、羽豆は、平成10年 の告示の小学校学習指導要領の教科

等の中に総合的な学習の時間力粒 置付いたことや平成17年 に施行された 「食育基本法」の中での教育ファーム

の位置づけや栄養教諭の位置づけなどあげている。

前述 してきたように、我が国において酪農教育ファーム活動が組織的に動き始めて10年 あまりがたち、酪農

教育ファー一一一ムの認証牧場も250を 超えるまでになって、酪農教育ファームが教育活動の一つとして認められ、

それを機に改めて酪農教育ファームの目的に見直しが、認証牧場規定の見直 しと相まってなされたと言える。

酪農家の牧場での教育的活動の効果や評価に関しては、既に角屋 らが、中央酪農会議の

研究委託を受けて、 「酪農の有する教育的効果の実証研究(要約)一カリキュラムと評価方法及び評価基準の開

発」を行っている(2002)。 具体的には、酪農体験を導入した総合的な学習の時間の評価に関する研究である。

酪農体験で育成 される資質 ・能力を抽出している。抽出された資質 ・能力は、 「問題発見能力、主体性、協

調性、豊かな心情 、自己責任応力、達成感」であった。 これ らの資質 ・能力を質問紙法や観察法を用いて作

成 した評価基準に基づいて評価 していくことにより、酪農体験活動で育成できる資質 ・能力を検討 している。

また、中央酪農会議で平成12年 より毎年出 してきた実践事例集の中でも多くの学校現場から酪農教育ファ

ームの活動行 う中での教育的効果や
、様々な活動が報告されている。 しかし、それらの活動の定義づけも、

これ らの活動を通 して育てることのできるものも明確な定義づけや整理がなされていない。

そこで、本研究においては中央酪農 会議の中にある酪農教育ファーム推進委員会が定めた酪農体験活動が、

児童 ・生徒の学びや育つ力にどのように貢献できるかを質問紙 ・行動分析等の手法を活用 して総括的に検討

することを大きな目的としている。また、本研究によって明らかになる酪農体験活動の貢献によって児童 ・

生徒が獲得する学びや育つ力に基づき、酪農教育ファームの規定カ リキュラムを提案することが最終的な目

的である。

2



221年 度の目的

(1)酪 農教育ファームにおける体験活動を通 して、子 どもにどのような力が育つのかを調査する。

(2)酪 農体験活動ごとの教育的効果を発現する酪農家や教師による教育的支援のあり方を検討する。

3研 究方法

(1)酪 農教育ファームにおける体験活動を通 して、子どもにどのような力が育つのかを調査する。

① 本研究では,酪 農教育ファームにおける活動を通して子 どもに育成される力について検討するため,

初めに牛 と関わる活動によって子 どもに育っと考えられるカを問う質問項目を作成 した。

② 大学生を対象に調査1,教 師を対象に調査II,酪 農家を対象に調査IIを実施 した。

③ 調査1、 調査II、調査皿の結果を基に、酪農教育ファーム活動を通 して育成されると考えられる力の

選定を行った。

(2)酪 農体験活動ごとの教育的効果を発現する酪農家や教師による教育的支援のあり方を検討する。

① 酪農教育ファームでの酪農体験活1動における教師や酪農家の行動分析を行 う。また、これまでの酪農

教育ファームの実践から出された子どもの絵、作文等の作品を分析 し質問紙調査での検証結果と比べ

検討を行 う。

② 酪農教育ファームにおける酪農俸駒 舌動の際の教師や酪農家のモデル行動を抽出し、教育支援のあり

方を検討する。

ここでの対象牧場と指定学校は以下の通 りである。

(北海道)

リバティヒル広瀬牧場/広瀬文彦

TO80-2473

北海道帯広市西23条 南6丁 目13番 地

帯広市立北栄小学校にじいろ学級

帯広市立広陽小学校

(東北)

南蔵王不忘高原牧場

TO38-2702

宮城県白石市福岡八宮字不忘山7-1

宮城県大河原南小学校

(東海)

清水牧場/清水ほづみ

T448-0813

愛知県刈谷市小垣江町明門89-1

刈谷市立小垣江東小学校/

(中国)

安富牧場

T701-1464

岡山県岡山市下足守402・3
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(九州)

オオヤブデイ リーファーム

T861-1102

熊本県菊池郡西合志町須屋2541

熊本市立清水小学校

(3)(1)で 開発 した質問紙を用いて、酪農体験活i動の貢献によって児童 ・生徒が獲得するであろう力の

検証(モデルカリキュラム作成段階に順次調査を必要とする事項)

①(Dで 開発 した質問紙を用いて、酪農教育ファーム活動を行 う酪農家、教員を対象に調査を行 う。

ここでの調査では、指定した牧場並びにその牧場で体験活動を行っている学校を対象に調査を行 う。

② ①の調査結果の解析 と酪農教育ファームにおける酪農伽験活動での酪農家や教師の教育的な支援

のあり方を検証する。

4本 報告の構成

本報告は、大きく以下の二部から構成することにする。

一部

酪農教育ファームにおける体験活動を通 して子 どもに育成 されるカに関する研究

二部

北海道、東北、東海、中国、九州の各地区での現地調査を通しての酪農教育ファーム活動における酪農家

や教師による教育的支援のあり方の検討に関する研究

4




