
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

現地調査のま とめ 概要

1研 究の目的

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。

■ 研究の方法

牧場を訪問 し、実際の体験1舌動を行っている様子の観察並びに、酪農家 と学校へのインタビュー調査

を実施 した。以下に、インタビューで質問 した主な項 目をあげる。
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調査を行った牧場 と学校の組み合わせでは、 どのよ うな酪農体騨 舌動が行われていたか。

実施 していた酪農俸験活動では、質問項 目であげた どのよ うなカが育ってい くと酪農家や学校の

教師は考えているのか。

2で あげたカが、実際の活動 している様子 を観察 した り、インタビュy-一一一をしている中で見 られた り、

話 としてあがってきた りしたのか。 もしもあがってきた とした ら、どのよ うな場面で、どのような

子 どもの姿 として見られ、どのよ うな酪農家の働 きかけ、教師の働きかけがあってできたのかを観

察結果 とインタビューか ら明 らかにする。

「餌や り」の俺験活動を観察 された り、イ ンタビューの話題 としてあがった りした中で、「餌や り」

が何か他の体験 とは異なった観察結果や報告があったのか。

m研 究の結果

①中国地区

質問紙調査の結果を踏まえ、餌や り活動に焦点を当てて、教師と酪農家の発話 ・行動を分析した。そ

の結果、教師は 「手渡 しで、手で、最後まで。」「この人(牛)に もあげて、この人にも。」といった発話

がみ られた。さらに、「子 どもが、牛を怖がって下に落 とした餌を、寄せ集めて食べさせる。」といった

行動がみられた。これ らの発話 ・行動は、子どもが餌や りの活動を通して牛のことを思いやることがで

きるようになるとい う考えに基づ くものと想定される。一方、酪農家はそのような発話 ・行動はみられ

なかった。

②九州地区

担任教諭がどこまで目的意識をもって行っているかに大きく影響されることが考えられる。教師のね

らい、教師の働きかけによる違いを明らかにする必要がある。それを踏まえて、学校の中でコーディ

ネー トできるような教員を育成することの必要である。また、酪農家の言葉かけ、示 し方によるとこ

ろも大きいと考えられる。そこで、酪農家向けのマニュアルを作成する必要があろう。

③北海道地区

今回調査 した酪農家は、 「自然や動物、牛、牛乳、労働への子どもの興味 ・関心を引き出したい」と

いった思いをもっていることを感 じられた。しかし、教員の方は酪農へのお任せであった。勤務多忙な

教員が、事前打ち合わせもできない場合を想定しなければならないと考える。そのような状況の中でも、

効果が見られることを見いだせないか。また、酪農家の働きかけのあり方を示していく必要がある。酪

農家の言葉かけなどを分析することも一つの研究方法であろう。
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④東海地区

報告のあった事例は、学校と牧場がきわめて長期にわたって関わ りをもち続けているものであった。

子 どもは牛のことを考えて行動 したり、我慢ができるようになった りする。子どもはもちろん保護者 も、

4年 生になると子牛の世話ができることを期待しており、牧場 と地域のつながりが強まっている。

前述 したように、このような事例は少ない。今後の対象としては、多くの事例がある単発の活動を対

象にしてはどうか。

⑤東北地区

牛は、人間界と獣界を分けてくれる存在であった。また、産業動物である。日常1生の感覚として、酪

農教育ファームはある。そのため、当たり前のように扱われてきた感がある。今後の教材化の必要要素

を以下にあげる。 ア.牛の リスク管理、 イ.アニマルウェルフェアの考え、 ウ.牛の経済的社会的

諸要因を含めた解説の必要性

今後、酪農家の側面からの教育効果の検討も必要であろう。

IV今 年度の成果並びにモデルカリキュラム作成に向けての課題

1.質 問紙調査から、「関心 ・意欲 ・態度」「知識」「技能」「餌に関する技能 ・態度」が育つ と酪農家は考えて

いる。また、質問項 目に関する因子間の関係を更に分析 していく必要がある。
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餌や りに注目し、餌の与え方、そのときの教師の声かけ、酪農家の声かけのあり方を検討 していきたい。

酪農体験を年間で継続的に複数回行っている学校ではなく、年間で1～2回 行っている学校に注 目し、少

数回の活動での効果を検討 したい。

餌や り以外の酪農体験活動をより教育的な効果の高い活動にしていくためには、 「餌や り」同様に酪農家

の声かけなどが必要であることが想定できた。そこで、優れた指導を行っているといわれている酪農家の

指導の様子を映像に取 り、その酪農家の行 う声かけ、活動内容などを分析する必要があるといえる。その

分析から見出された指導法をカリキュラムに生かしていくのが有効であろう。

活動ごとに、教師の働きかけ、酪農家の働きかけを分析 していく必要がある。

これまでの実践事例での報告を分析 したり、今年度の調査から検討 したりすると、酪農教育ファームの特徴

的な酪農㈱ 舌動 として 「餌や り」「搾乳」「牛舎掃除」「ブラッシング」をあげることができる。これらの活動

ごとに、①教師あるいは酪農家の子 どもへの声かけ、②これ らの活動の提供の仕方を分析 し、相手(牛)を 意

識 した 適切な指導方法を明らかにしていくことが求められる。

想 定で きる声 かけ と して は、活動 ごとに以下 の よ うな ものが考 え られ る。

(1)餌 や り

「手を伸ばして、牛が食べやすいように餌をあげて」

「あの牛にもあげて」

牛が食べやすいように餌をあげた り、餌をもらえていない牛にも餌をあげるようにしたりするなど牛の

ことを思いやるようにする声かけ。

(2)搾 乳

「ミルク入れたカップをさわってごらん」

「お店で売っている牛乳 と比べて温かさはどう違 うかな」

牛の体から出てくるミルクは市販のものより温かく、牛乳は牛から出てくることを知 り、普段飲んでい
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る牛乳に対してあ りがたさを感 じるような声かけ。

(3)牛 舎掃除

「牛は気持ちよく過 ごす と、ミルクをいっぱい出すよ」

「みんなもきれいなところで生活したいでしょ」

ミルクの生産 と牛の気持ちとの関係に気づいた り、自分の生活 と牛の生活を重ね合わせて、考えさせた り

するような声かけ。

(4)ブ ラッシング

「牛の様子を感 じながら、ブラッシングをしてあげてね」

「牛が喜ぶように、ブラッシングをしてあげて」

牛が嫌がった り喜んだ りする状態を考えて、その時の牛の気持ちにあわせたブラッシングをするような

声かけ。

6.質 問紙調査の規模の拡大

質問紙を使っての調査を酪農体験活動を行っている学校や酪農体験活動を行っている酪農

家を対象に規模や具体的に行っている活動内容を明確にさせながら調査を行い、分析を行

う必要がある。

7.全 国を対象 としたモデルカ リキュラムを作成 してい くには、全国規模 の研究ネ ッ トワーク

を必要 とする。足がか りとしての研究者ネ ッ トワークが確立できたことは大きな成果の一

つである。
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