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研究の概要： 

酪農体験活動における酪農家の指導の教育的な効果に関する調査研究 

およそ 10年前に酪農体験活動を行った方の追跡調査を行うことを通して、酪農への

親和性や牛乳飲用行動等に対する酪農教育ファーム活動の継続的な教育的効果を明ら

かにする。 

                代表：大妻女子大学家政学部児童学科   石井 雅幸 

    広島大学大学院教育学研究科准教授 木下博義  

 

はじめに 

 

酪農教育ファームが誕生し、牧場が教育の場となる酪農体験活動が始まってから 10 年以上

が経った。その間に、中央酪農会議内の酪農教育ファーム活動を中心にして、実践報告も出さ

れ、それらの分析からも酪農体験活動では、様々な教育的効果が報告されている（例えば鈴木

2011）。酪農教育ファームの目的である「食といのちの学び」は、一時的なものではなく、長

期的・継続的に大切な学びであるといえる。体験活動を行った効果が継続されているのか、体

験がその後に生かされているのかはこれまで明らかにされていない。食と命についてだけでは

なく、体験者の価値観、生き方など多面的効果も考えられる。そこで、酪農体験活動の継続的

効果としてどのようなことがあるのかを検討する必要がある。 

 

Ⅰ 目的 

 

 子ども時代、または、以前に酪農体験活動を行った人を対象としてアンケート調査を実施し、

現在の自分は酪農体験活動を行ったことでどのような影響を受けているのか、また、どう活か

しているのかなどを「食と命」、「キャリア（生き方）」などの面から調査し、酪農体験活動の

教育的効果を明らかにする。 

Ⅱ 研究方法 

 

酪農体験活動による長期的な効果を期待し、酪農体験活動を行ってから約 10 年経った人、

及び以前に酪農体験活動を行った人へ質問紙調査を行った。そのための質問紙を作成し、予備

調査を通して、質問紙の内容的、統計的な妥当性を検討し本調査に及んだ。また、本調査にお

いても信頼性の検討を行い、すべての質問項目において信頼性が得られることを確認後、研究

の目的に従った分析を行った。本調査の対象は鹿児島県喜入牧場で 10 年前に酪農体験活動を

行った人、東京都小泉牧場で小学校の総合的な学習の時間に酪農体験活動を行った人、そして

現在も継続して 1～2 ヶ月に 1 回酪農体験活動を行っている人である。同時に広島県内の H 大

学 1 年から 4 年 61 名にも同じ質問紙で調査を行い、酪農体験活動の体験の有無(以後、体験の
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有無と略す)で違いがあるのかを比較した。分析方法は体験の有無による回答人数の違いや質問

項目の尺度の平均値の差を検討した。また、自由記述の記述内容も合わせて検討した。 

さらに、酪農体験活動のどの活動がいかなる効果があるのかを検討するために、酪農体験者

の中でもある活動を行った人と行っていない人との違いを見ていった。 

  

Ⅲ 結果及び考察 

 

１． χ二乗検定と t 検定による分析結果と考察 

非体験者に比べて体験者は、牛乳を飲むと感じるイメージ、及び牧場・乳牛・酪農家・酪農の

仕事に対するイメージを問う 17 項目の内の６．現在動物が好きですか、11.牛乳を飲むとあた

たかみを感じる、12.牛乳を飲むとやさしさを感じる、16.牧場は落ち着くと思う、17.乳牛は

かわいいと思う、20.乳牛は癒されると思う、以上の項目において、体験者は非体験者に比べ

肯定的に捉えていた。また、19.乳牛は汚いと思うという項目において体験者は非体験者に比

べ否定的に捉えていた。また、価値観や生き方を問う 8 項目の内の 33．牛や動物に親しみを

感じる。37．「動物や人に優しく接するようになった気がする」の項目は、体験者は非体験者

に比べ肯定的に捉えていた。 

 

２．自由記述の分析による結果と考察 

差があったイメージの項目は、以下の通りである。体験者からは、「現在牛乳が好き」「牧場

は落ち着く」「牧場は楽しい」「酪農の仕事は難しい」「食べ物を残さず食べるようにしている」

「動物や人間に優しく接する」の項目の内容と一致する自由記述が見られた。「乳牛はこわい」

については、非体験者に記述が見られ、体験者の記述にはなかった。 

χ二乗検定やｔ検定では有意差が見られなかった項目から自由記述では両者に差が見られる

ことが分かった。牛乳・牧場・乳牛・酪農家・酪農の仕事についてのイメージについての自由

記述では、体験の有無を問わず見られた一般的なイメージの他に、体験者からは多種多様な以

下のイメージが挙がった。「牛乳は毎日の生活に必要な存在であり、心身にとって大切である」

「牛乳から乳牛へのありがたみを感じる」「牧場は生命を感じられる場所である」「牧場は自然

と一体化した場所である」「乳牛はおとなしい」などである。そして、両者を比べると、同じ

ようなイメージを持っていても、体験者と非体験者の思いの程度が違うということが分かった。

例えば、「乳牛は人間のために頑張ってくれている」については、本来子牛のための牛乳を人

間が頂いている、ということを実感している体験者は乳牛に対して「ありがたい」という感覚

を持っている。しかし、非体験者は「かわいそう」と感じているのみのようだ。実際に体験し、

酪農家の思いや酪農家の代弁した乳牛の思いを聞くことで乳牛への意識が変わると考える。ま

た、酪農家や酪農の仕事についてのイメージに大きな違いはなかった。しかし、記述の内容か

ら体験者は自分も仕事の一部を体験したり、酪農家の話を聞いたりしていることから「生命の

ある動物を扱う仕事はいかに難しくて大変か」ということを肌で感じ、強い思いを持っている

ことが分かった。牧場に実際に行ってみて初めてわかる知識や思いが基となってイメージ（考
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え）が出来上がっていったと想定される。 

これらの結果から、酪農体験活動の体験者は、体験を経て食や命に対する思いが確立したり、

仕事や職業観を考えるきっかけとなったりしていることが言える。 

「子どもに酪農体験活動を体験させる意味はあるのか」「子どもにさせたいか」においての

酪農体験活動の経験者の大きな理由は、「価値観を作っているから」「職業観、仕事観を考える

きっかけとなったから」「心が豊かになったから」であった。自分自身の実体験から子どもに

も体験させたいと思っている人が多い。 

3.体験活動毎の質問項目への反応の違い 

体験活動内容毎にその活動の体験者と非体験者との間に有意な差が見られた項目が多かっ

た活動は、牛舎掃除、子牛の世話、給餌、酪農家の話、搾乳、餌作りであった。また、多くの

人が体験している活動は、酪農家の話、搾乳、給餌、バター作り、清掃であった。このことか

ら、体験者の数が多いことが体験者非体験者の違いが見られた項目数と関係があるとも考えら

ない。また、有意な差が出た体験が 1から 2の質問項目にかかわる項目が、その活動を行った

ときに顕著に見られる物という解釈もできる。データ数を増やして今後のさらなる検討が求め

られる。 
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第一章    問題の所存 

第一節    酪農体験活動の現状 

 1998(平成 10)年 7 月、中央酪農会議の呼びかけで酪農教育ファーム推進委員会が設立された。

2001(平成 13)1 月に、「酪農教育ファーム認証制度」を創設された。平成 23 年度受け入れ実態

調査によると認証牧場は 309 牧場となっている。それらの牧場が受け入れた体験者の総数は

743，884 人に達している(感動通信 2013 年 1 月)。酪農教育ファームの活動が本格的に始まり

10 年以上になり、認証牧場の数や酪農体験活動体験者の数も大幅に増加している。その間に、

中央酪農会議内の酪農教育ファーム推進委員会を中心にして、実践報告も出され、それらの分

析からも酪農体験活動による、様々な教育的効果が報告されている。また、ここ数年の中央酪

農会議における研究の中でも様々な手法を用いての教育的効果の検証の報告がなされている。 

角屋ら(2009,2010)は、「牧場での酪農体験学習が児童・生徒の学びや育つ力にどのように貢

献できるか」に関する研究の中で、これまでの実践的な研究は教師側が意図的、計画的に牧場

に連れて行き、酪農家と綿密な打ち合わせを行った上での酪農体験活動であった。しかし、多

くの酪農体験活動は酪農家にその活動の目的や内容までもゆだねた形で行われているのが現

状であることを、多くの酪農教育ファームの取り組みを調べてきた研究者の交流の中で明らか

にしてきた。また、これまでの 10 年の実践報告を整理していくと、酪農家の声掛けの大切さ

が指摘されている。そこで、23 年度筆者らは、酪農教育ファーム活動を始めて長い期間が経

過している複数のベテランの酪農教育ファームファシリテータの酪農家の体験活動を行う子

どもたち等への声掛けを分析した。その結果、複数の酪農家に共通した声掛けやその酪農家が

強く思うことに関する声掛けの種類を明らかにした。しかしそれらの声掛けの効果を実際に測

定するまでには至っていない。 

鈴木（2011）は「酪農教育ファーム活動の教育的効果に係る実践事例研究」で酪農家と乳牛

との触れ合いは、児童生徒の「自尊感情」や「自己効力感」を育成するのに効果的であること、

「生命尊重」の価値に基づく判断力の育成に効果的であるということを報告している。本研究

においても体験 1 ヶ月後の意識の調査を行い教育効果の測定を行っている。 

酪農教育ファームの目的である「食といのちの学び」は、一時的なものではなく、長期的・

継続的に大切な学びであると考える。体験前後の体験者の気持ちや行動の変容だけでなく、そ

れが継続されているのか。食と命にかかわることだけではなく、価値観、生き方、農業観、仕

事観など多面的効果があることがこれまでの酪農教育ファームを行ってきた学校関係者や酪

農家は論じている（中央酪農会議が平成 13 年 1 月から毎年出ている実践事例集より）。 

そこで、10 年以上が経過し、10 年前に体験をした子どもたちのその後に関する調査は行わ

れてこなかった。そのことから酪農体験活動の継続的効果を明らかにする必要性が出てきた。 

また、前述したように酪農体験活動が始まり 10 年が経過し、初期のころに体験を行った子

どもたちがどのような考えや印象を持ち続けてきているかを知ることは、酪農体験活動の教育

的効果を測定する一つの手立てともいえる。 

そこで、以下の点を目的として研究を進めてきた。 
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第二節    研究の目的 

酪農教育ファームが誕生し、牧場が教育の場となる酪農体験活動が始まってから 10 年以上

が経った。酪農体験活動には様々な教育的効果が潜んでいると言われる。しかし、その場限り

の感動や一時的な変化としてではなく、継続的に子どものその後に影響をもたらすことが酪農

体験活動において重要であると考えられる。 

そこで、子ども時代、または、以前に酪農体験活動を行った人を対象としてアンケート調査

を実施し、現在の自分は酪農体験活動を行ったことでどのような影響を受けているのか、また、

どう活かしているのかなどを「食と命」、「キャリア（生き方）」などの面から酪農体験活動の

持続的な効果を明らかにする。 
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第二章 研究の方法 

 

第一節 研究の方法 

 

酪農体験活動による長期的な効果を調査することを目的として、酪農体験活動を行ってから

約 10 年経った人、または以前に酪農体験活動を行った人への質問紙による調査を行った。 

まずは、質問紙の質問項目を作成した。作成した質問項目の内容的な妥当性を検討するため

に、酪農教育ファームの関係者 2 名、酪農教育ファーム活動を行っている小学校教員 1 名並び

に酪農教育ファームの研究を行っている研究者2名から意見をもらい質問項目の修正を行った。

その後、都内 O 女子大学１年生、４年生 96 名を対象に予備調査を行い、質問紙の統計的な

妥当性の検討を行った。 

以上の経過で作成した本調査を以下の対象者に郵送或いは配布し回答を集めた。 

本調査の対象は鹿児島県鹿児島市喜入牧場で 10 年前に酪農体験活動を行った人、東京都小

泉牧場で小学校の総合的な学習の時間に酪農体験活動を行った人、そして現在も継続して 1～

2 ヶ月に 1 回酪農体験活動を行っている人(チームミルク)、並びに岡山県安富牧場で体験活動

を行った人等であった。同時に広島県内の H 大学 1 年から 4 年の 61 名にも同じ質問紙で意識

調査を行った。 

なお、本研究においては酪農体験活動を行った経験があるものと経験をしていないもので違

いがあるかによって、酪農体験活動の教育的効果があったものと仮定して論を進めていく。 

 

 

第二節 質問紙の作成 

 

 質問紙を作成するにあたり、酪農体験活動の経験の有無及び回数、体験内容で、酪農体験活

動に関するイメージ及び酪農体験に関する考えを問う項目に違いがあるのではないかと想定

した。 

 質問の項目は以下の考えに立って作成していった。 

「酪農教育ファーム」の活動で重要視されている「食といのち」に焦点を当て、食に関して

は酪農体験活動で一番身近な存在である牛乳、命に関しては動物への親しみ感情が生命を大切

にする心へつながるのではないかという考えのもと、体験前後の牛乳及び動物が好きかという

項目を設けた。 

また、「食といのち」と関連させながら、実践事例報告並びに中央酪農会議の行った委託研

究の中で使われている質問項目を参考にしながら、牛乳についてのイメージ、牧場についての

イメージ、乳牛についてのイメージ、酪農家についてのイメージ、酪農についてのイメージ、

酪農体験活動について、酪農体験活動を行った事で思ったことや考えたこと、酪農体験活動が

現在の自分に生かされていると思うことについて全部で 84 項目の質問項目となった。 

 なお、イメージを問う質問はプラスと思われるイメージ項目及びマイナスと思われるイメー
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ジ項目を入れ、偏りがないように作成した。 

 回答項目は五段階尺度（肯定反応の人数・どちらとも言えない・あまりそう思わない・全く

そう思わない）を用いた。また、回答者の自由なイメージ、考えを聞くため、自由記述欄を設

けた。 

  

 

 

（１）予備調査用質問紙による調査 

・調査対象  都内 O 女子大学 96 名（1 年生 52 名・4 年生 44 名） 

・目的 質問項目の妥当性を検討するため 

・質問項目 以下の 84 項目＋自由記述 5 項目 

 

・回答者について（名前／年齢） 

1．酪農体験活動の経験の有無 

・（体験者のみ）体験の種類（えさ作り／給餌（えさをあげる）／牛舎の掃除／ブラッシング

／子牛の飼育／子牛の哺乳／搾乳（乳搾り）／バター・アイスクリーム作り／心音を聴く／酪

農家の仕事について知る／その他） 

2．経験回数（１回／２回／３回／４回／５回以上） 

3．（体験者のみ）体験時期（小学校入学前／小学生（1～3 年）／（4～6 年）／中学生／高校

生／それ以降）（複数回答可） 

・（体験者のみ）体験以前を問う質問項目＜五件法＞ 

4．酪農体験以前は動物が好きでしたか。 

5．酪農体験以前は牛乳が好きでしたか。  

・現在を問う質問項目＜五件法、選択肢＞ 

6．現在動物が好きですか。 

7．現在に至るまで動物を飼っていましたか。また現在、飼っていますか。 

（犬／猫／魚／ハムスター／昆虫／ザリガニ／その他＜      ＞ 飼っていない）（複数回答可） 

8．現在、牛乳が好きですか。  

・イメージを問う質問項目（牛乳／牧場／乳牛／酪農家／酪農）＜五件法、自由記述＞ 

○牛乳は（9「あたたかい」10「やさしい」11「あまい」12「ここちよい」13「くさい」14

「不快」15「なめらか」16「冷たい」）と思いますか。17．牛乳に「愛」を感じ

ますか。 

○牧場は（18「くさい」19「楽しい」20「明るい」21「自然豊か」22「ここちよい」23「汚

い」24「落ち着く」25「遠い（行きにくい）」26「なくなってほしくない」27「暗

い」）と思いますか。 

○乳牛は（28「かわいい」29「こわい」30「汚い」31「凶暴」32「かわいそう」33「臭い」

34「温かい」35「優しい」36「癒される」）と思いますか。 
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○酪農家は（37「やさしい」38「おだやか」39「こわい」40「きびしい」41「おもしろい」

42「えらい」43「大変」44「ありがたい」）と思いますか。 

○酪農は（45「大変」46「難しい」47「つまらない」48「楽しい」49「やりがいがある」          

50「感動する」51「人手不足」）と思いますか。 

・酪農体験活動についての考えを問う質問項目＜五件法、自由記述＞ 

52.子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思いますか。  

53.将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。  

○酪農体験活動は（54「牛や自分の命（生きるということ）を実感する」55「五感を感じら

れる」56「責任のある、やりがいのある仕事について考えられる」57「牛

乳やバターなどがどこから来るのか知ることが出来る」58「食べ物の大切

さを考える事が出来る」59「人間と動物の共生について考えられる」60

「自然の循環（堆肥や牧草を上手く活用している）を知ることができる」）

と思う。 

・（体験者のみ）酪農体験活動の経験から考えたことを問う質問項目＜五件法、自由記述＞ 

○酪農体験活動をしたことで（61「動物も人間も生きている」と実感した。／62「命の大 

切さ」について考えた。／63「牛乳やチーズなどは乳牛からうまれる」と知った。／

68「食べ物を残さず、大切に食べよう」としている。／69「牛乳や食べ物に感謝」を

感じている。／70「乳牛等、動物に感謝」を感じている。／71「酪農家の方に感謝」

を感じている。／72「酪農家の仕事に興味」がわいた。／73 酪農家の「仕事の大変

さ」を感じた。／74「自然豊かな環境の良さ」に気付いた。／75「自分は将来どのよ

うな仕事に就きたいか」考えた。）／酪農体験活動をした時の（64「牧場のにおい」

が忘れられない。／65「牛のにおい」が忘れられない。／66「牛の感触（触り心地、

あたたかさ）」を覚えている。／67「牧場で飲んだ牛乳・食べたアイスクリーム等の

味」が忘れられない。）／76．機会があれば、酪農体験活動に「また参加したい」。 

・（体験者のみ）酪農体験活動の経験が現在の自分に活かされていると思うことを問う質問項

目 

＜五件法、自由記述＞ 

77．食べ物を出来るだけ残さずに食べるようにしている。／78．食べ物に感謝をして食べ

ている。／79．自分たちの生活ために働いている人たちに感謝をしている。／80．牛や動

物に親しみを感じる。／81．人間や動物、虫等、生きているものの命を大切にしている。

／82．自然体験が好き。／83．自分で体験して感じ、考えることが大切だと思う。／84．

動物や人間に優しく接するようになった気がする。 

 

以上に加え、酪農に関係する各イメージ及び酪農体験活動に対しての自由記述欄を設ける。 

 

 

（２）分析・検討 
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 アンケートの結果を主因子法による因子分析を行い、質問項目の統計的な妥当性を検討し、

同じ因子に入る質問項目を精選整理し、項目数を減らした。また、二重質問となっていたもの

を 1 つずつに分けるなど項目を検討し、分析・検討後の質問項目数は 59、自由記述項目数は 7

としていった。 

 また、酪農体験前と酪農体験後の動物や牛乳への嗜好性を直接問うてその違いが出るかを検

討したが、10 年の時間から考えても変化を見出すことができなかった。そこで、今現在動物

が好きか、牛乳が好きかと言った今現在の動物や牛乳への嗜好性を問う質問のみにして、酪農

体験を行っている人と酪農体験を行っていない人とで違いが見られるかどうかで検討するこ

とにした。 

なお、予備調査での削除項目及び本調査での追加項目は以下の通りである。 

表 1 予備調査と本調査で活用した調査項目の対比 

予備調査 本調査 

1.経験回数（1 回/2回/3回/4回/5回以上） 1.経験回数（なし/１回/2回以上） 

なし 2.一番印象に残っている体験 

なし 9.牛乳・水・お茶・ジュース・野菜ジュースの

中で何を選ぶか。 

なし 10.牛乳を飲む頻度 

9. 牛乳は「あたたかい」と思う。 11.牛乳を飲むと「温かさ」を感じる。 

10 牛乳は「やさしい」と思う。 12.牛乳を飲むと「優しさ」を感じる。 

11.牛乳は「あたたかい」と思う。 削除 

12.牛乳は「ここちよい」と思う。 削除 

13.牛乳は「くさい」と思う。 削除 

14.牛乳は「不快」だと思う。 削除 

15.牛乳は「なめらか」だと思う。 削除 

16.牛乳は「冷たい」と思う。 削除 

17.牛乳に「愛」を感じる。 削除 

20.牧場は「明るい」と思う。 削除 

21.牧場は「自然豊か」と思う。 削除 

22.牧場は「ここちよい」と思う。 削除 

23.牧場は「汚い」と思う。 削除 

24.牧場は「落ち着く」と思う。 削除 

25.牧場は「遠い（行きにくい）」と思う。 削除 

26.牧場は「なくなってほしくない」と思う。 削除 

27.牧場は「暗い」と思う。 削除 
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31.乳牛は「凶暴」だと思う。 削除 

32.乳牛は「かわいそう」だと思う。 削除 

33.乳牛は「くさい」と思う。 削除 

34.乳牛は「温かい」と思う。 削除 

35.乳牛は「優しい」と思う。 削除 

37.酪農家は「やさしい」と思う。 削除 

38.酪農家は「おだやか」と思う。 削除 

39.酪農家は「こわい」と思う。 削除 

40.酪農家は「きびしい」と思う。 削除 

41.酪農家は「おもしろい」と思う。 削除 

42.酪農家は「えらい」と思う。 削除 

45.酪農は「大変」と思う。 24．酪農の仕事は「大変」だと思う。 

46.酪農は「難しい」と思う。 25. 酪農の仕事は「難しい」と思う。 

48.酪農は「楽しい」と思う。 26. 酪農の仕事は「楽しい」と思う。 

49.酪農は「やりがいがある」と思う。 27. 酪農の仕事は「やりがいがある。 

なし （28.29.「子ども時代に酪農体験活動をするこ

とに意味があると思う。」「将来自分が親になっ

た時、子どもに酪農体験活動をさせたいです

か。」に対して） 

（全員）それはなぜですか。 

（全員）54.酪農体験活動は「牛や自分の命（生

きるということ）を実感する」と思う。 

削除 

（全員）56.酪農体験活動は「牛乳やバターなど

がどこから来るのか知ることが出来る」と思う。 

削除 

（全員）58.酪農体験活動は「食べ物の大切さを

考える事が出来る」と思う。 

削除 

（体験者のみ）77.「食べ物を出来るだけ残さず

に食べるようにしている。」 

（全員に）30. 

（体験者のみ）78.「食べ物に感謝をして食べて

いる。」 

（全員に）31. 

（体験者のみ）79.「自分たちの生活ために働い

ている人たちに感謝をしている。」 

（全員に）32. 

（体験者のみ）80.「牛や動物に親しみを感じ

る。」 

（全員に）33. 
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（体験者のみ）81.「人間や動物、虫等、生きて

いるものの命を大切にしている。」 

（全員に）34. 

（体験者のみ）82.「自然体験が好き。」 （全員に）35. 

（体験者のみ）83.「自分で体験して感じ、考え

ることが大切だと思う。」 

（全員に）36. 

（体験者のみ）84.「動物や人間に優しく接する

ようになった気がする。」 

（全員に）37. 

なし （全員）「体験後、大切にしていること（また

は、あなたの価値観）を教えて下さい。」 

（体験者のみ）61.酪農体験活動をしたことで、

「動物も人間も生きている」と実感した。 

（体験者のみ）38.酪農体験活動をしたことで、

「牛の命（生きているということ）を実感し

た。」 

なし （体験者のみ）39. 酪農体験活動をしたこと

で、「自分の命（生きるということ）を実感し

た。」 

（全員）55.酪農体験活動は「五感を感じられる」

と思う。 

（体験者のみ）41.酪農体験活動をしたことで、

「五感をつかった体験ができると思った。」 

（体験者のみ）63.「牛乳やチーズなどは乳牛か

らうまれると知った。」 

（体験者のみ）42.酪農体験活動をしたことで、

「牛乳は乳牛からうまれると改めて実感し

た。」 

65.酪農体験活動をした時の、「牛のにおいが忘

れられない。」 

削除 

67.酪農体験活動をした時の、「牧場で飲んだ牛

乳・食べたアイスクリーム等の味が忘れられな

い。」 

削除 

（体験者のみ）69.「牛乳や食べ物に感謝をして

いる。」 

（体験者のみ）46.酪農体験活動をしたことで、

「牛乳に感謝を感じている。」 

なし （体験者のみ）47.酪農体験活動をしたことで、

「食べ物に感謝を感じている。」 

（体験者のみ）70.「乳牛等、動物に感謝をして

いる。」 

（体験者のみ）48. 酪農体験活動をしたこと

で、「乳牛等、家畜に感謝をしている。」 

（全員）59.酪農体験活動は「人間と動物の共生

について考えられる」と思う。 

（体験者のみ）49.酪農体験活動をしたことで、

「人間と動物の共生について考えられた。」 
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（全員）60.酪農体験活動は「自然の循環（堆肥

や牧草を上手く活用している）を知ることがで

きる」）と思う。 

（体験者のみ）54.酪農体験活動をしたことで、

「酪農体験活動をしたことで、自然の循環（堆

肥や牧草を上手く活用している）を知ることが

できた。」 

（全員）57.酪農体験活動は「責任のある、やり

がいのある仕事について考えられる」と思う。 

（体験者のみ）56. 酪農体験活動をしたこと

で、「責任のある、やりがいのある仕事につい

て考えられた。」 

なし （体験者のみ）57.酪農家の方と一緒にしたこ

とで、人の役に立つことは気持ちいいと感じ

た。 

なし （体験者のみ）58.酪農体験活動をしたことで、

社会に貢献することは気持ちいいと感じた。 

なし 「その他、酪農体験活動で印象に残っているこ

とがありましたらご記入お願いします。」 

 

 

（３）本調査の質問紙 

 本調査に使った質問項目を分類別に示すと以下の通りである。なお、質問紙は本報告の巻末

に資料として掲載した。 

質問項目は、以下の 59 項目＋自由記述 7 項目からなっている。 

 

・回答者について（名前／年齢） 

1．酪農体験活動の経験の有無 

・（体験者のみ）体験の種類（えさ作り／給餌（えさをあげる）／牛舎の掃除／ブラッシング

／子牛の飼育／子牛の哺乳／搾乳（乳搾り）／バター・アイスクリーム作り／心音を聴く／酪

農家の仕事について知る／その他） 

2．経験回数（なし／１回／２回以上） 

3．（体験者のみ）体験時期（小学校入学前／小学生（1～3 年）／（4～6 年）／中学生／高校

生／それ以降）（複数回答可） 

・（体験者のみ）体験以前を問う質問項目＜五件法＞※過去の状況の想起を促すためにおいた

設問で、この設問での分析は行わない。 

4．酪農体験以前は動物が好きでしたか。 

5．酪農体験以前は牛乳が好きでしたか。  

・現在を問う質問項目＜五件法、選択肢＞ 

6．現在動物が好きですか。 

7．現在に至るまで動物を飼っていましたか。また現在、飼っていますか。 

（犬／猫／魚／ハムスター／昆虫／ザリガニ／その他＜      ＞ 飼っていない）（複数回答可） 
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8．現在、牛乳が好きですか。  

 

9．あなたの目の前に、牛乳・水・お茶・ジュース・野菜ジュースがあったら何を選びますか。 

（牛乳／水／お茶／ジュース／野菜ジュース） 

10．牛乳をどのくらいの頻度で飲みますか。 

（毎日／２～３日に１回／１週間に１回／ほとんど飲まない／全く飲まない） 

・イメージを問う質問項目（牛乳／牧場／乳牛／酪農家／仕事）＜五件法、自由記述＞ 

○牛乳を飲むと（11「あたたかみ」12「やさしさ」）を感じる。 

○牧場は（13「くさい」14「楽しい」15「汚い」16「落ち着く」）と思う。 

○乳牛は（17「かわいい」18「こわい」19「汚い」20「癒される」）と思う。 

○酪農家は（21「おだやか」22「大変」23「ありがたい」）と思う。 

○酪農の仕事は（24「大変」25「難しい」26「やりがいがある」27「楽しい」）と思う。 

・酪農体験活動の必要性においての考えを問う質問項目＜五件法、自由記述＞ 

28．「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思う。」 

29．「将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。」 

  ○それはなぜですか。※項目 29 の選択理由を自由記述で問う設問） 

・酪農体験活動が現在の自分に活かされていると思うこと（非体験者は自分の価値観や生き方）

を問う質問項目＜五件法、自由記述＞ 

30．食べ物を出来るだけ残さずに食べるようにしている。／31．食べ物に感謝をして食べてい

る。／32．自分たちの生活ために働いている人たちに感謝をしている。／33．牛や動物に親し

みを感じる。／34．人間や動物、虫等、生きているものの命を大切にしている／35．自然体験

が好き。／36．自分で体験して感じ、考えることが大切だと思う。／37．動物や人間に優しく

接するようになった気がする。 

 ○体験後、大切にしていること（あなたの価値観）を教えて下さい。※自由記述 

・（体験者のみ）酪農体験活動の経験から考えたことを問う質問項目＜五件法、自由記述＞ 

○酪農体験活動をしたことで、（38．「牛の命（生きているということ）を実感した。」39．「自

分の命（生きるということ）を実感した。」40．「命の大切さについて考えた。」41．「五感をつ

かった体験ができると思った。」42．「牛乳は乳牛からうまれると改めて実感した。」43．「牧場

のにおいが忘れられない。」44．「牛の感触（触り心地、あたたかさ）を覚えている。」45．「食

べ物を残さず、大切に食べようとしている。」46．「牛乳に感謝をしている。」47．「乳牛等、家

畜に感謝を感じている。」48．「食べ物に感謝をしている。」49．「人間と動物の共生について考

えられた。」50．「酪農家の方に感謝を感じている。」51．「酪農家の仕事に興味がわいた。」52．

「酪農家の仕事の大変さを感じた。」53．「自然豊かな環境の良さに気付いた。」54．「自然の循

環（堆肥や牧草を上手く活用している）を知ることができた。55．「自分は将来どのような仕

事に就きたいか考えた。」56．「責任のある、やりがいのある仕事について考えられた。」57．

「人の役に立つことは気持ちいいと感じた。」58．「社会に貢献することは気持ちいいと感じた。」

59．「また参加したい。」 
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以上に加え、酪農に関係する各イメージ及び酪農体験活動に対しての自由記述欄を設ける。 

 

(4) 本調査の調査対象者並びに配布方法 

 本調査の対象者は、喜入牧場並びに小泉牧場でかつて(10 年前)酪農体験活動を行い、連絡先

が何らか分かる人を対象にした。特に喜入牧場体験者は、体験受け入れを行った際の名簿に記

載された宛先に郵送して質問紙を配布した。小泉牧場の体験者は小泉牧場での体験活動を 10

年ほど前に行った小学校教諭がもっている名簿に記載された宛先に郵送して質問紙を配布し

た。また、安富牧場に関しては安富牧場を訪れる方に質問記載を依頼して質問紙を回収する方

法をとった。配布数は以下の通りである。 

・調査対象 

酪農体験活動体験者（242 名） 

  鹿児島県喜入牧場での体験者：148 名 

  東京都小泉牧場での体験者（授業）：72 名 

  小泉牧場で現在も継続して牧場での活動を行っている人：6 名 

  岡山県安富牧場の関係者 

  H 大学の学生：17 名 

酪農体験活動非体験者（44 名） 

H 大学の学生：44 名 

 喜入牧場訪問者：1 名 

 安富牧場訪問者：3 名 

 

(5) 調査結果の分析 

 本研究の目的は、酪農体験を行った人が、体験を行って 10 年ほどを経過してどこまで「食

といのち」をはじめとする意識や牛乳に対する意識をもっているのかを明らかにすることであ

る。そこで、以下のように考えることができる。 

酪農体験活動をおこなった体験者は、10 年経過していても効果があるならば、酪農体験活

動を行っていない非体験者に比べて調査する項目に関して有意に高い結果を出す項目がある

と考えられる。同様に、同じ体験者であっても体験する体験活動の種類によって異なる効果が

出る事が想定される。そこで、同じ体験者であってもある体験活動を行っている人と行ってい

ない人の各質問項目に対する反応を比較して違いが見出された項目が 10 年経過してもその体

験活動で何らかの影響を与えたと考えることができる。なお、本調査の質問紙の質問項目の五

件法の尺度は等間隔であると想定して平均値の差の検討を主に行い各質問項目に対する体験

者と非体験者の独立性の検討を行った。また、この独立性の結果を補足するために、各質問項

目の肯定的な反応をした人数(強くそう思うとそう思うと回答した人数)と否定的な反応をした

人数（そう思わないと強くそう思わないと回答した人数）の差を 2×2 のΧ二乗検定によって

検定して体験者と非体験者の独立性の検討を行った。 

分析は以下のように行っていく。 
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分析１ 質問紙の各調査項目について、体験者と非体験者の回答尺度の平均値の差を t 検定

した。また、2×2 のΧ二乗検定によって、肯定的な反応と否定的な反応の人数の差の検討を

行った。 

分析２ 質問紙内の自由記述欄の記述内容を体験者と非体験者で比較して検討した。 

分析３ 体験者の中で、質問紙の各調査項目について、ある体験活動の体験者と非体験者の

回答尺度の平均値の差を t 検定した。また、2×2 のΧ二乗検定によって、肯定的な反応と否定

的な反応の人数の差の検討を行った。 

また、質問項目に関しては、予備調査段階で内容的、統計的な妥当性は検討済みであること

から、信頼性の検討を本調査の結果から行った。 

その結果は、表 2 の通りである。 

表２ 質問項目の信頼性 

 

 対象

者 
設問大項目 項目番号 項目数 

信頼係数 

α 

 

全員 

108

名 

牛乳へのイメ

ージ 
１１，１２ 2 0.923 

牧場へのイメ

ージ 
13から１６ 4 0.65 

乳牛へのイメ

ージ 
17から２０ 4 0.612 

酪農家へのイ

メージ 
21から２３ 3 0.534 

酪農の仕事

へのイメージ 
24から２７ 4 0.696 

酪農体験の

意義 
２８，２９ 2 0.699 

体験

者の

み 

60名 

酪農体験活

動が自分に

生かされてい

るのか 

30から３７ 8 0.534 

体験後大切

にしているこ

と 

38から５８ 21 0.932 

  

表２の結果から、各質問項目の信頼性はあると考えられる。そこで、以下の検討をこの質問

項目に基づいて行っていく。 
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第三章    調査結果１：質問項目に対する反応の分析から 

 第一節 回答者の属性 

 回答者は以下の通りである。 

 回答者は以下の通り。（ ）はアンケートを郵送した人数である。 

①喜入牧場での体験者：１５人(内 1 名は非体験者) 

148 名に郵送して届け先不明で戻ってきたものが 77 人(39 家族分)、行き先不明で戻ること

もなく、返送がなかったのは 56 人であった。 

②小泉牧場での体験者（授業）：20 人 

72 名に郵送して、回答として返送があったのが上記 20 人であった。 

 ③現在も継続して牧場での活動を行っている人(チームミルク)：７人 

④H 大学の学生：61 人         

⑤安富牧場関係者：5 人(体験者は 2 人、非体験者は 3 人) 

  体験有り 体験無し 

喜入牧場 14人 1人 

チームミルク 7人 0人 

小泉牧場 20人 0人 

H大学 17人 44人 

安富牧場 2人 3人 

 

１０８名中、酪農体験活動の体験者は６０人、非体験者は４８人であった。 

 

調査対象者の年齢層や男女比は、以下の通りであった。 

年齢構成 人数 

10から 14歳 5人 

15から 19歳 23人 

20から 24歳 60人 

25歳以上 18人 

 

性別 男性 女性 

人数 61人 47人 

 

 

第二節 回答者の内の体験者の属性 

体験者の体験活動の種類をまとめたのが表 3である。また、一人の体験者が複数の体験活動

を行っていることがわかる。これら複数の体験活動の内でもっとも印象に残っている体験はど

れであるかを質問すると表４のような結果となった。 
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表３ 酪農体験体験者の内の体験の内容別の体験者の人数 

体験内容 体験者 非体験者 合計 

餌作り 19 41 60 

給餌 36 24 60 

清掃 30 30 60 

ブラッシング 19 41 60 

仔牛の飼育 20 40 60 

子牛の哺乳 19 41 60 

搾乳 46 14 60 

バター作り 33 27 60 

心音を聞く 11 47 58(不明２) 

酪農家の仕事の話 44 14 58(不明２) 

出産 8 50 58(不明２) 

 

 

表４ 酪農体験者が最も印象に残っている体験 

 

  

 

体験内容 人数(人) 

餌作り 1 

給餌 1 

清掃 6 

ブラッシング 1 

仔牛の飼育 2 

子牛の哺乳 3 

搾乳 15 

バター作り 11 

心音を聞く 0 

酪農家の仕事の話 5 

出産 5 

その他 5 

無回答 5 

合計 60 

  

また、体験者の体験時期は下の表５の通りである。複数回の体験者の場合は時期が遅い方を

数えた。 

表５ いつ体験したのか（人） 
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小学校入学前 
小学校  

（1～3 年） 

小学校 

（4～6 年） 
中学校 

高等学

校 
それ以降 

 

１ ２０ １１ ６ ５ 16 
 

      
 

 第二節 酪農体験活動の体験者と非体験者の比較（体験者と非体験者、それぞれの質問項目

に対する肯定的反応と否定的な反応をした人数の差による違い） 

酪農体験活動の経験の有無によって、牛乳を飲むと感じるイメージ及び牧場・乳牛・酪農家・

酪農の仕事に対するイメージの捉え方、酪農体験活動に対しての考え・価値観等に違いがある

のかを検討した。調査結果をクロス集計し、体験の有無による各質問項目に反応する人数の差

をみた。 

各質問項目に肯定的な「非常にそう思う」「そう思う」と、否定的な「あまり思わない」「全

く思わない」の 2つに分けて分析した。具体的には、酪農体験活動の体験の有無と肯定的な反

応をした人数あるいは否定的な反応をした人数の 2×2のクロス表を作成し 2×2のΧ二乗検定

をかけて体験の有無による肯定・否定の反応人数の差が見られるかどうかを検討した。そこで、

以下のクロス表においては、肯定反応の人数と否定反応の人数のみを示した。そのために、合

計の数と一致していない。その差は、「どちらとも言えない」あるいは、無回答の人数となる。 

なお、体験の有無で、各質項目に対して統計的に有意な差が見られた項目には表の右上に「＊」

を入れている。 

 ６．現在動物が好きですか 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は現在、動物が好きと感じている人が多いといえる。 

表６ 体験の有無と動物が好きと思うかの関係 χ2(1,0.05)=6.10 

  
現在、動物が好き ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 51 １ 60 

体験なし 31 ６ 46 

 現在、牛乳が好きですか。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表７ 体験の有無と牛乳が好きと思うの関係χ2(1,0.05)=2.75  

  
現在、牛乳が好き   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 39 5 60 

体験なし 26 9 46 

 

 11．牛乳を飲むと「あたたかみ」を感じる。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 
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非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は牛乳を飲むと「あたたかみ」を感じている人が非体験

者に比べて多いといえる。 

表８ 体験の有無と牛乳にあたたかみを感じるかの関係χ2(1,0.05)=20.23 

  
牛乳あたたかみ ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 30 12 60 

体験なし 7 28 48 

 12．牛乳を飲むと「やさしさ」を感じる。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は牛乳を飲むと「やさしさ」を感じている人が多いと

いえる。 

表９ 体験の有無と牛乳にやさしさを感じるの関係χ2(1,0.05)=16.73 

  
牛乳やさしさ ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 35 11 60 

体験なし 12 26 48 

 13．牧場は「くさい」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 10 体験の有無と牧場はくさいと思うの関係χ2(1,0.05)=0.41 

  
牧場くさい   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 33 14 60 

体験なし 35 11 48 

 14．牧場は「楽しい」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 11 体験の有無と牧場は楽しいと思うの関係χ2(1,0.05)=1.42  

  
牧場楽しい   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 44 3 59 

体験なし 30 5 48 

 15．牧場は「汚い」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られなかった。 

表 12 体験の有無と牧場は汚いと思うの関係χ2(1,0.05)=1.96 

  
牧場汚い 

 
肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 14 19 60 
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体験なし 23 16 48 

 16．牧場は「落ち着く」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は牧場は「落ち着く」と思っている人が多いといえる。 

表 13 体験の有無と牧場は落ち着くと思うの関係χ2(1,0.05)=4.01 

  
牧場落ち着く   ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 31 6 60 

体験なし 18 11 48 

 17．乳牛は「かわいい」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。χ2(1,0.05)=4.03 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は牧乳牛を「かわいい」と思っている人が多いといえ

る。 

表 14 体験の有無と乳牛はかわいいと思うの関係χ2(1,0.05)=4.03 

  
乳牛かわいい ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 42 7 60 

体験なし 25 12 48 

 18．乳牛は「こわい」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。χ2(1,0.05)=1.14 

表 15 体験の有無と乳牛は怖いと思うの関係 

  
乳牛こわい   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 6 46 60 

体験なし 8 33 48 

 19．乳牛は「汚い」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は乳牛を「汚い」と思っている人が少ないといえる。 

表 16 体験の有無と乳牛は汚いと思うの関係χ2(1,0.05)=6.05 

  
乳牛汚い ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 4 40 60 

体験なし 10 22 48 

 20．乳牛は「癒される」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は乳牛は「癒される」と思っている人が多いといえる。 
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表 17 体験の有無と乳牛は癒やされると思うの関係χ2(1,0.05)=4.36 

  
乳牛癒される   ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 30 5 60 

体験なし 19 11 48 

 21．酪農家は「おだやか」だと思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 18 体験の有無と酪農家はおだやかだと思うの関係χ2(1,0.05)=0.43 

  
酪農家おだやか   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 39 5 60 

体験なし 25 5 48 

 22．酪農家は「大変」だと思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 19 体験の有無と酪農家は大変だと思うの関係 χ二乗値の計算ができず 

  
酪農家大変   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 59 0 60 

体験なし 47 1 48 

 23．酪農家は「ありがたい」 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 20 体験の有無と酪農家はありがたいと思うの関係χ2(1,0.05)=1.35 

  
酪農家ありがたい   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 56 0 60 

体験なし 41 1 47 

 24．酪農の仕事は「大変」だと思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 21 体験の有無と酪農家の仕事は大変だと思うの関係 χ二乗値は計算ができず 

  
仕事大変   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 60 0 60 

体験なし 46 0 48 

 25．酪農の仕事は「難しい」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 22 体験の有無と酪農家の仕事は難しいと思うの関係χ2(1,0.05)=0.29 
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仕事難しい   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 51 4 60 

体験なし 41 2 48 

 26．酪農の仕事は「楽しい」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 23 体験の有無と酪農の仕事は「楽しい」と思うの関係χ2(1,0.05)=0.19 

  
仕事楽しい   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 35 5 60 

体験なし 26 5 48 

 27．酪農の仕事は「やりがいがある」と思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 24 体験の有無と酪農の仕事は「やりがいがある」と思うの関係χ2(1,0.05)=0.05 

  
仕事やりがいがある   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 50 1 60 

体験なし 36 1 47 

 28．「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思う。」 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 25 体験の有無と「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味がある」と思うの関係 

χ2(1,0.05)=2.91 

  意味がある   

 
肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 57 1 60 

体験なし 40 4 48 

 29．「将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。」 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 26 体験の有無と将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいかの関係 

χ2(1,0.05)=1.38 

  させたい   

 
肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 49 0 60 

体験なし 35 1 48 

 

 30．食べ物を出来るだけ残さずに食べるようにしている。 
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この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 25 体験の有無と食べ物を出来るだけ残さずに食べるようにしているの関係 

χ2(1,0.05)=0.74 

  
残さず食べる   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 50 3 60 

体験なし 44 1 48 

 31．食べ物に感謝をして食べている。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 26 体験の有無と食べ物に感謝をして食べているの関係χ2(1,0.05)=0.67 

  
食べ物感謝   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 52 1 60 

体験なし 39 2 48 

 32．自分たちの生活ために働いている人たちに感謝をしている。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 27 体験の有無と自分たちの生活ために働いている人たちに感謝をしているの関係 

χ2(1,0.05)=0.04 

  
人感謝   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 54 1 60 

体験なし 41 1 48 

 

 33．牛や動物に親しみを感じる。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は「牛や動物に親しみを感じ」ている人が多い。 

表 28 体験の有無と牛や動物に親しみを感じるの関係χ2(1,0.05)=10.20 

  
動物親しみ ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 51 1 60 

体験なし 30 9 48 

 34．人間や動物、虫等、生きているものの命を大切にしている 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 29 体験の有無と人間や動物、虫等、生きているものの命を大切にしているの関係 

χ2(1,0.05)=0.09 
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命大切   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 45 2 60 

体験なし 33 2 48 

 35．自然体験が好き。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 30 体験の有無と自然体験が好きの関係χ2(1,0.05)=0.19 

  
自然体験好き   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 52 3 60 

体験なし 36 3 48 

 36．自分で体験して感じ、考えることが大切だと思う。 

この項目においては、体験の有無で有意差は見られなかった。 

表 31 体験の有無と自分で体験して感じ、考えることが大切だと思うの関係 

χ2(1,0.05)=0.02 

  
感じ考える   

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 57 1 60 

体験なし 46 1 48 

 37．動物や人間に優しく接するようになった気がする。 

この項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は「動物や人間に優しく接するようになった気がする」

と思っている人が多い。 

表 32 体験の有無と動物や人間に優しく接するようになった気がするの関係 

χ2(1,0.05)=4.430 

  
優しく接する   ＊ 

肯定反応の人数 否定反応の人数 合計 

体験あり 45 1 60 

体験なし 29 5 48 
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（１）各イメージ項目においてのクロス集計の結果・分析 

以上の体験者と非体験者、それぞれの質問項目に対する肯定的反応と否定的な反応をした人

数の差による違いの分析の結果より、牛乳を飲むと感じるイメージ及び牧場・乳牛・酪農家・

酪農の仕事に対する全 21 の質問項目の中から、以下の９つの質問項目において、酪農体験活

動の経験の有無で、肯定項目と否定項目の反応人数に有意差が見られた。 

 

・非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は、これらの６項目について肯定的に捉えている。 

６．「現在動物が好きですか」 

11.「牛乳を飲むとあたたかみを感じる」 

12.「牛乳を飲むとやさしさを感じる」 

16.「牧場は落ち着くと思う」 

17.「乳牛はかわいいと思う」 

20.「乳牛は癒されると思う」 

 

・非体験者に比べ、酪農体験活動体験者は、この１項目について否定的に捉えている。 

19.「乳牛は汚いと思う」 

 

○下記の質問項目においては、酪農体験活動の経験の有無で、有意差は見られなかった。 

13．牧場は「くさい」と思う。 

14  牧場は「楽しい」と思う。 

15. 牧場は「汚い」と思う。 

16．牧場は「落ち着く」と思う。 

18．乳牛は「こわい」と思う。 

21．酪農家は「おだやか」だと思う。 

22．酪農家は「大変」だと思う。 

23．酪農家は「ありがたい」 

24．酪農の仕事は「大変」だと思う。 

25．酪農の仕事は「難しい」と思う。 

26．酪農の仕事は「楽しい」と思う。 

27．酪農の仕事は「やりがいがある」と思う。 

 

（２）酪農体験活動の必要性の捉え方においてのクロス集計の結果・分析 

○クロス集計の結果から、酪農体験活動の経験の有無で、下記の項目の酪農体験活動の捉え方

に有意差は見られなかった。経験の有無に関わらず、両項目ともに肯定的に捉えている。 

28．「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思う。」 

29．「将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。」 
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（３）酪農体験活動が現在の自分に活かされていると思うこと（非体験者は自分の価値観）に

おいてのクロス集計の結果・分析 

以上の体験者と非体験者、それぞれの質問項目に対する肯定的反応と否定的な反応をした人

数の差による違いの分析の結果より、自分に活かされていると思うことや大切にしていること

に対する全８の質問項目の中から、以下の２つの質問項目において、酪農体験活動の経験の有

無で、肯定項目と否定項目の反応人数に有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者はこの項目を肯定的に捉えていると分かる。 

33．牛や動物に親しみを感じる。 

37．「動物や人に優しく接するようになった気がする」 

○下記の価値観等を問う質問項目においては、酪農体験活動の経験の有無で、有意差は見られ

なかった。 

30．食べ物を出来るだけ残さずに食べるようにしている。 

31．食べ物に感謝をして食べている。 

32．自分たちの生活ために働いている人たちに感謝をしている。 

34．人間や動物、虫等、生きているものの命を大切にしている 

35．自然体験が好き。 

36．自分で体験して感じ、考えることが大切だと思う。 

 

 第三節 ｔ検定の結果・分析 

 

全回答者（酪農体験活動体験者、非体験者両者）に問う五件法全ての項目をｔ検定にかけ、

体験者と非体験者の平均値の差を見た。 

ｔ検定の結果を以下の表にまとめた。体験の有無で有意差の見られた項目には「○あるいは

△」をつけた。「○」は、体験者が非体験者に比べて平均値が有意に低い項目を示す。「△」は

体験者が非体験者に比べて平均値が有意に高い項目を示す。 

平均値の数値は（1：非常にそう思う 2：そう思う 3：どちらとも言えない 4：あまりそ

う思わない 5：全くそう思わない）である｡このことから、平均値がより低い方がより質問項

目に対して肯定的にとらえていると解釈できる。例えば、6 の動物好きは、体験ありに○印が

付いている。このことは、体験なしに比べて有意に体験ありが動物好きであると判断できる。

なお、○印や△印がつかなかった設問項目に関しては、統計的な有意な差が見られなかったと

判断する。 

前述したように、5件法の 1から 5は等間隔と仮定して、検定をかけることとした。 

それらの結果をまとめたのが表 33である。 

以下の設問項目に関しても同様に見ていく。 
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表 33 体験の有無による各設問項目に肯定的な反応をした平均値 

 

 
  体験の有無 N 

平均値 

低い値がより

肯定的 

ｔ値 

有意な差がある項目 

○体験有りが有意に多い 

△体験無しが有意に多い 
 

 6.動物好き 
有り 60 1.85  

2.75 ○  

 
無し 46 2.35  

 

 
飼育種類

数 

有り 60 2.55  
0.79    

 
無し 48 2.25  

 

 8.牛乳好き 
有り 60 2.28  

0.63    

 
無し 46 2.41  

 

 
9．何を選

ぶ 

有り 59 3.31  
1.03    

 
無し 46 3.52  

 

 
11.牛乳あ

たたかみ 

有り 60 2.68  
5.22 ○  

 
無し 48 3.65  

 

 
12.牛乳や

さしさ 

有り 60 2.55  
4.50 ○  

 
無し 48 3.48  

 

 
13.牧場くさ

い 

有り 60 2.73  
2.06 △  

 
無し 48 2.33  

 

 
14.牧場楽

しい 

有り 59 2.14  
0.92    

 
無し 48 2.29  

 

 
15.牧場汚

い 

有り 60 3.08  
1.46    

 
無し 48 2.81  

 

 
16.牧場落

ち着く 

有り 60 2.52  
1.69    

 
無し 48 2.81  

 

 
17.乳牛か

わいい 

有り 60 2.25  
1.82    

 
無し 48 2.63  

 

 
18.乳牛こ

わい 

有り 60 3.90  
1.01    

 
無し 48 3.71  

 

 
19.乳牛汚

い 

有り 60 3.72  
2.67 △  

 
無し 48 3.25  

 

 
20.乳牛癒

される 

有り 60 2.52  
1.58    

 
無し 48 2.79  

 

 
21.酪農家

おだやか 

有り 60 2.28  
0.91    

 
無し 48 2.44  

 

 
22.酪農家 有り 59 1.47  0.66   
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大変 無し 48 1.54  

 

 
23.酪農家

ありがたい 

有り 60 1.68  
0.99    

 
無し 47 1.81  

 

 
24.仕事大

変 

有り 60 1.32  
2.38 ○  

 
無し 48 1.56  

 

 
25.仕事難

しい 

有り 60 1.85  
0.43    

 
無し 48 1.92  

 

 
26.仕事楽

しい 

有り 60 2.37  
0.69    

 
無し 48 2.48  

 

 
27.仕事や

りがいがあ

る 

有り 60 1.85  

0.88   
 

 
無し 47 1.98  

 

 
28.意味が

ある 

有り 60 1.53  
2.62 ○  

 
無し 48 1.92  

 

 29.させたい 
有り 60 1.92  

2.13 ○  

 
無し 48 2.19  

 

 
30.残さず

食べる 

有り 60 1.78  
1.72    

 
無し 48 1.52  

 

 
31.食べ物

感謝 

有り 60 1.80  
0.96    

 
無し 48 1.94  

 

 32.人感謝 
有り 60 1.65  

1.81    

 
無し 48 1.90  

 

 
33.動物親

しみ 

有り 60 1.92  
2.82 ○  

 
無し 48 2.44  

 

 34.命大切 
有り 60 2.05  

0.21    

 
無し 48 2.08  

 

 
35自然体

験好き 

有り 60 1.88  
0.56    

 
無し 48 1.98  

 

 
36.感じ考え

る 

有り 60 1.57  
0.03    

 
無し 48 1.56  

 

 
37.優しく接

する 

有り 60 2.05  
1.53    

 
無し 48 2.29  

 

 
牛乳への

選択 

有り 60 1.87  
0.10    

 
無し 48 1.88  
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○酪農体験活動の経験の有無で有意差が見られた項目  

・以下の 4 項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者はこれらの項目について、より肯定的に捉えていること

が分かる。 

6. 「動物が好き」 

11．「牛乳にあたたかみを感じる」 

12．「牛乳にやさしさを感じる」 

24.「仕事が大変」 

28.「意味がある」 

29.「自分の子どもにさせたい」 

33．「動物に親しみを感じる」 

 

・以下の 4項目においては、体験の有無で有意差が見られた。 

非体験者に比べ、酪農体験活動体験者はこれらの項目について、より否定的に捉えていること

が分かる。 

13.「牧場はくさいと思う」 

19．「乳牛は汚いと思う」 
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第四章    調査結果２：自由記述の分析から 

 

（１）＜参考＞各イメージにおいての自由記述の結果・分析 

  

①牛乳・②牧場・③乳牛・④酪農家・⑤酪農の仕事のイメージについては、質問項目を提示

し五件法で各調査対象者には、記述してもらった。それに加えて、その他のイメージというこ

とで自由記述欄を設けた。全対象者が記述したわけではない。しかし、その他の欄に敢えて記

述したという点から、各調査対象者は質問項目となった内容に対する思いが強いと判断して、

分析対象とした。 

酪農体験活動の経験の有無で、その他のイメージにおいて違いがあるのかをイメージをグル

ープ分けすることで分析とした。同じ内容の記述はまとめて記載する。 

◇④酪農家のイメージ及び⑤酪農の仕事のイメージは重複している記述が多いため、④酪農

家・仕事のイメージとして１つの表にまとめた。 

 

①その他、牛乳のイメージ 

表 34 体験の有無による牛乳のイメージ自由記述 

まとめ 経験あり 経験なし 

健康に良い 

・元気。 

・健康に良い。 

・とても栄養があると思う。 

・栄養素が多くある。 

・カルシウムを多く含んでいる。 

・身体への好要素。      

・健康。 

・健康に良い。 

・カルシウムたっぷり。 

必要な存在 

・牛乳が使われている食品は多いので、生活に

必要なものだと思う。 

・毎日必ず飲む大切なもの。 

・スポーツをやる上での体作りは必要不可欠。 

  

乳牛へありがた

みを感じる 

・牛への感謝。   

心が落ち着く 

・落ち着く。 

・心が落ち着く。 

・まったりする。 

  

口当たりが良い 

おいしい 

・まろやか。 

・さっぱりとクリーミー。 

・おいしい。 

・まろやか。 

・おいしい。 

 

○牛乳の共通のイメージは、健康に良い、である。両者共に「健康に良い」という記述が多
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かった。また、口当たりがよく、おいしいという記述もあった。牛乳に対する一般的イメージ

と言える。 

○酪農体験活動の体験者は、牛乳は毎日の生活に必要な存在である、心が落ち着くなど、心

身にとって大切であるというイメージを持っていると分かった。また、乳牛へありがたみを感

じるといった酪農活動体験で感じる大切なことを牛乳から感じている人もいた。 

 

②その他、牧場のイメージ 

表 35 体験の有無による牧場のイメージ自由記述 

まとめ 経験あり 経験なし 

生命を感じる場 ・人間以外の生命を感じることができる場所。   

生死に関わる ・動物の生死に関わる、感動の場所   

自然 

・近代的、自然の循環の中にある。 

・管理次第であるが、自然と一体化した場であ

る。 

・自然豊か 

広い 
・広い。 

・広々としている。 

・広い。 

のどか 

・のんびりした所。 ・のどか。（２） 

・爽快。 

・のびのび。 

あたたかい 
・あたたかいイメージ。 

・良い人がいる。 

・懐かしい感じ。 

食べ物おいしい ・食べ物があって、しかもおいしい。   

 

○牧場の共通のイメージは、広い、のどか、あたたかい、である。 

○酪農体験活動体験者は、牧場は生命を感じる場所、生死に関わる場所など、生命を身近に

感じられる酪農活動・牧場という場所ならではのイメージを持っていることが分かった。また、

ひとくくりに自然といっても、非体験者は「自然豊か」という記述が多かったのに対し、体験

者は「牧場は自然と一体化した場」とイメージしていることが分かった。酪農体験活動を通し

て、牧草を育てるのに堆肥をうまく活用するなど、牧場では環境に逆らわずに様々な工夫をし

ていると知っているからこその記述が見られた。 
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③その他、乳牛のイメージ 

表 36 体験の有無による乳牛のイメージ自由記述 

まとめ 経験あり 経験なし 

人間のために頑

張ってくれてい

る 

・人間のために大変な貢献をしてくれている。 

・必死に頑張ってくれている。 

・the 牛（ホルスタイン）。 

・かわいそう。 

・過酷。 

・ペットのような感覚は

ない。 

おとなしい 
・おとなしい。 

・穏やかな性格。 

  

たくましさ ・たくましさを感じる。   

あたたかい ・あたたかいイメージ。  

大きい ・大きいイメージ。 ・大きい。 

こわい  ・目が怖い。 

 

乳牛共通のイメージは、「人間のために頑張ってくれている」としたが、酪農体験活動体験

者のイメージと非体験者のイメージは違うようである。体験者は乳牛が人間のために頑張って

くれていることに対して「ありがたい」という意味が含まれているのに対し、非体験者は「人

間のためにかわいそう」という記述が見られた。両者とも、乳牛に対してペットのような感覚

はなく、家畜として捉えているようであるが、乳牛に対する思いは違う。酪農体験活動を経験

すると、酪農家の方から「食べない、飲まない、残すことが 1番かわいそうなことである」、「お

いしく食べたり、飲んだり、残さず食べることが牛さんが望んでいることである」などと牛の

思い・酪農家の方の思いが聞けるので、この意識の差がうまれるではないだろうか。 

その他にも、酪農体験活動体験者は乳牛のイメージとして、おとなしい、たくましい、あた

たかい、などを挙げている。体験者の立場から、私自身も体験したからこそ感じることだと考

える。特に「おとなしい」に関しては、酪農家の方の毎日の努力が作り上げている牛の姿であ

る。牛がおとなしい時は満足している時であり、反対になっている時は、ストレスを感じてい

る時や、何か異変がある時だそうだ。酪農家の方は常に牛を観察し、牛の様子を敏感に察知し

ているのだ。これは、牧場に行ってたくさんの牛を目の前にして初めて知ったことである。 

 

④その他、酪農家・仕事のイメージ 

表 37 体験の有無による酪農家･仕事のイメージ自由記述 

まとめ 経験あり 経験なし 

やさしい 

思いやりがある 

・動物を育てているので、優しい人だと思う。 

・乳牛を愛している。 

・とても思いやりのある

人。 

勤勉 
・勤勉家。 

・聡明。 
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たくましい 
・たくましい。 

・心が強い。 

  

体力が必要 

・体力が必要。 

・酪農の仕事に関して、体力勝負であるという

イメージが強い。 

  

大変な仕事 

忙しい 

・大変な仕事。 

・一般的なイメージより実際はとても大変な所

だと思う。 

・非常に過酷で、大変な仕事だと思う。 

・乳牛の世話が大変そうなイメージ。 

・朝が早くて大変。 

・酪農家は忙しいと思う。 

・苦労してそう。 

・大変そう。 

生命を扱う難し

い繊細な職業 

生物が相手のた

め休みがない 

 

・生命を扱う、繊細な職業だというイメージ。 

・命を扱う職。 

・生物を相手にする事は難しいと思う。 

・動物を扱う仕事の為、気が休まらないと思う。 

・朝早く起きて、生き物がいるとどこへも行け

ない。 

・休みが無い仕事。 

・1年間にほとんど休みが無いというイメー

ジ。 

・生命と関わるため、自

己犠牲の精神が必要。 

すばらしい 

ありがたい 

・とてもすばらしい仕事だと思う。 

・産業として成立している。 

・人のためにある仕事だと思います。 

・利益の少ない中、一次

産業を頑張ってくださっ

ている。 

・日本としてもありがた

い存在。 

 

○酪農家の共通のイメージは、やさしい、思いやりがある、である。酪農の仕事の共通のイメ

ージは、大変な仕事、忙しい、生命を扱う難しい繊細な職業、生物が相手のため休みがない、

すばらしい仕事、ありがたい、である。体験者と非体験者を比べると、酪農家・仕事に対する

イメージにそんなに違いはないようである。しかし、体験者は実際に自分も仕事の一部を体験

したり、酪農家さんのお話を伺ったりしているので、「生命のある動物を扱う仕事はいかに大

変でいかに難しいか」という思いが非体験者より強いようである。その他にも酪農体験活動体

験者は酪農家に対して、勤勉、たくましい、体力が必要などイメージを持っているが、それは

実際に体験をし、酪農家さんの仕事に対する真面目な思いや姿勢、努力を肌で感じた結果であ

るといえるだろう。 
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（２）酪農体験活動の必要性についての考えとその理由においての自由記述の結果・分析 

 

○28．「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思う。」29．「将来自分が親にな

った時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。」という 2 つの質問項目について、「それ

はなぜですか。」という、その理由を問う自由記述欄を設けた。 

 

○2 つの質問項目の記述の人数分布 

・経験あり 

意味がある：肯定反応の人数       53 人 

      どちらとも言えない           3 人 

あまりそう思わない・全くそう思わない  1 人 

させたい ：肯定反応の人数       45 人 

      どちらとも言えない          11 人 

あまりそう思わない・全く思わない    0 人 

 

・経験なし 

意味がある：肯定反応の人数       37 人 

      どちらとも言えない           3 人 

あまりそう思わない・全くそう思わない  4 人 

させたい ：肯定反応の人数       32 人 

      どちらとも言えない          11 人 

あまりそう思わない・全くそう思わない  1 人 

 

 

○28．及び 29．の五件法（1：非常にそう思う 2：そう思う 3：どちらとも言えない 4：

あまりそう思わない 5：全くそう思わない）で答えた段階ごとに、記述した理由を以下の表

にまとめた。 

 

表 38 体験の有無と各設問項目で肯定的な反応をした人の選択理由の自由記述 

28. 29. その理由 

1 1 

経験あり 経験なし 

（自分の実体験から酪農体験活動は意味があると思っ

た） 

（直接体験したからこそ体験してほしいと思う） 

・自然や生き物から学ぶことは、机上の勉強よりはる

かに大切。 

・ペットショップや動物園とは違い、直接触れたりと
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れたての牛乳を楽しんだりすることはとても意味のあ

ることだと思う。 

・自分が体験して、今でも大きな出来事として残って

いるから、自分の子どもにも体験してほしいと思う。 

・今でも思い出せるほど、長年記憶に残る体験であっ

たから。 

・幼い時からあちこち牧場に連れて行ってもらい、そ

のおかげで動物が大好きになったと思う。 

 

（生命の大切さについて考えるきっかけになる） 

・生き物の大切さ。 

・自分が食べているものには命があることを教えたい。 

・子どもが初めて「生命」について考えられる機会に

なるのではないか。 

 

 

 

 

 

（動物の暮らしの場を作ることで様々な感情、気持ち

が学べる） 

・自分が動物の暮らしの場を作る体験をしていろいろ

な感情を学べたから。 

・人の気持ちが分かるようになると思うから。 

（職業観・仕事観を学ぶ） 

・子どもに酪農という職業を知ってほしい。 

・現実を体で体験させて、仕事の大切さを教える絶好

の機会である。 

・職の選択肢のひとつに…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生命を学ぶ） 

（人や生き物に感謝を感

じたい、感じてほしい） 

・命と触れ合わずして、

命を学べないから。 

・食卓に並ぶものたちの

めぐる道を具体的に感じ

人や生き物に感謝を感じ

てもらいたい（自分を含

めて）。 
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28.  29. その理由 

1 2 

経験あり 経験なし 

（口に入るまでの過程を知ることで、食への感謝を学

び、食べ物を大切にしてほしい） 

（関わる人の存在、生き物の存在を知ってほしい） 

・スーパーなどに当たり前にある牛乳などが、どれだ

け苦労して店に並ぶか身をもって知ることで、感謝の

気持ちが芽生え、給食も残すことは減ると思う。 

・私たちが当然のように口にしている食べ物は、常に

ある訳ではなく、それを作る人がいるということを知

り、食べ物を大切にしてほしいと思うから。 

・普段食卓に出てくる食べ物が、最初から食べ物とい

う形で存在しているのではなく、生き物からできてい

るということを学ばせたいからです。 

・牛乳が出来るまでの過程を知ってほしいから。 

・食についての意識を高めさせるため。 

 

（感情のある生き物と触れ合うことで得られるもの

がたくさんある） 

・何でも素直に物事を吸収できる時期に様々な経験を

して色々なことを感じてほしいから。その中でも感情

を持っている生き物と触れ合うことは言葉では表せ

ないものを得られる気がする。 

・実際の動物と触れ合う機会を確保するため。 

 

 

（自分の職業観を考えるきっかけになる） 

・食を与える職業を知ることで、将来やりたい仕事を

考えるきっかけになると思うから。 

・働く難しさを知ってほしい。 

 

（生命を考えるきっかけになる） 

・子どもの頃に「生命」に触れる体験は大切だと思う

ため。 

 

（価値観を作る） 

・知識の幅が広い方が偏見が無いと思うから。 

（食育の一環として） 

（口に入るまでの過程を

知ることは大切） 

・食育を学ぶ。 

・いつも飲む牛乳がどの

ようにできているのか知

った方がよいから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生き物と触れ合うこと

で得られるものがたくさ

んありそう） 

・動物を世話することで

得るものが多そうだか

ら。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（命の大切さを学ぶ） 

・命の大切さが分かる。 

・生命に関する心の教育

になる。 
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（体験で様々な大切なことを学んだ） 

・自分が酪農を通して様々な大切なことを学んだか

ら。 

・同じ楽しみや働く難しさを知ってほしい。 

 

 

（自然と関わることは大

切） 

・現代社会において自然

と関わることは大切だか

ら。 

・小さい頃から自然と触

れ合ってほしいから。 

 

（経験を積んでほしい） 

・子どもは楽しんで活動

に参加したいのでは、と

思うから。 

・経験を積んでほしい。 

・必ずプラスになると思

うから。 

 

28. 29. その理由 

2 1 

経験あり 経験なし 

（酪農体験活動は経験すべき） 

・一度は経験すべきだと思う。 

・酪農体験の経験は必要だと思うから。 

 

2 2 

（口に入るまでの過程を知ることで、食への意識や

ありがたみを知る） 

・食のありがたみを知ることが出来るから。 

・自分たちが食べているものがどこから来るか知る

べきだと思うから。 

 

（動物のありがたみが分かる） 

・動物に対する感謝を実感。 

 

（動物とのかかわり） 

・動物との触れ合いをさせてあげたいから。 

 

（もののありがたみが分かる） 

・もののありがたみが分かるから。 

 

（口に入るまでの過程を知

ることは大切） 

・普段自分たちが食べ物が、

どのようにして作られてい

るのかを知ることは大切だ

と思うから。 

 

 

 

（動物との触れ合いで気持

ちが分かるようになりそ

う） 

・動物と触れ合うことで人

の気持ちが分かるようにな

りそうだから。 
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（生命大切さ） 

・生命の大切さ、ありがたさを体験。 

 

（自然体験の大切さ） 

・自然体験は大切だと思ったから。 

 

（仕事・第一次産業について知る） 

・仕事の大変さを実感。 

・こういう産業があることを知る。 

 

（体験、知ることで視野が広がる） 

・子どもの視野が広がる。 

・体験すればするだけいいのではないか。 

・百聞は一見に如かずだと思うので。 

 

（体験で様々な大切なことを学んだ） 

・自分が体験して学んだことがたくさんあるから。 

 

 

 

（生命の大切さを学ぶ） 

・生命を大切にする機会に

触れられるから。 

 

 

 

 

 

 

 

（経験をすることは大切） 

・何かしら得られるものが

あると思うから。 

・貴重な経験になると思う

から。 

・いろいろな経験をするこ

とは大切だと思うから。 

・自分がしたことが無いた

めさせたい。 

 

○2 つの質問項目において肯定的に回答した人 

 

「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思う。」に 1（非常にそう思う）2（そ

う思う）と回答し、「将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。」に

1（非常にそう思う）2（そう思う）と回答した人の理由を酪農体験の経験の有無に分け、以下

のようにまとめた。（表内の（  ）である。） 

 

◇経験あり （  は経験なしには無い内容） 

・自分の実体験から酪農体験活動は意味がある、必要だと思ったから。 1（意味がある）・1

（させたい）以下同じ。 

・直接体験したからこそ様々な大切なことを学んだから。 1・1/1・2/2・1/2・2 

・生命の大切さについて考えるきっかけになるから。 1・1/2・2 

・動物の暮らしの場を作ることで様々な感情、気持ちが学べるから。 1・1 

・仕事や第一次産業について知り、職業観・仕事観が学べるから。 1・1/2・2 

・口に入るまでの過程を知ることで、食への感謝を学び、食べ物を大切にしてほしいから。 1・
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2/2・2 

・食べ物に関わる人の存在、生き物の存在を知ってほしいから。 1・2 

・感情のある生き物と触れ合うことで得られるものがたくさんあるから。 1・2 

・自分の職業観を考えるきっかけになるから。 1・2 

・生命を考えるきっかけになるから。 1・2 

・価値観を作るきっかけになるから。 1・2 

・動物のありがたみが分かるから。 2・2 

・動物との触れ合いをさせたいから。 2・2 

・もののありがたみが分かるから。 2・2 

・自然体験は大切だと思ったから。 2・2 

・体験知ることで視野が広がるから。 2・2 

 

◇経験なし （＊は経験ありと同じような内容） 

＊生命について学ぶため。 1・1 

＊人や生き物に感謝を感じたい、感じてほしいから。 1・1 

＊食育の一環として。 1・2 

＊口に入るまでの過程を知ることは大切だから。 1・2/2・2 

＊生き物と触れ合うことで得られるものがたくさんありそうだから。 1・2 

＊命の大切さを学ぶため。 1・2/2・2 

＊自然と関わることは大切だから。 1・2 

＊経験を積んでほしいから。 1・2 

＊動物と触れ合うことで人の気持ちが分かるようになりそうだから。 2・2 

＊経験をすることは大切だと思うから。 2・2 

 

酪農活動体験の経験がある人は実際に体験したことから、酪農体験活動を子どもにもやらせ

たい理由として「○○を得たから（生命の大切さ・ありがたさ、食や動物・関わる人への感謝、

感情のある生き物からたくさんのことを得られた、自然体験の大切さ、視野が広がったなど）」

ということを具体的に述べている。経験のない人も、子どもに「酪農体験活動の経験をさせた

い」と肯定的に捉えている人は多い。しかし、抽象的な表現が多く、酪農活動体験から得られ

ることとして具体的に想定できている人が少ない。また、「いろいろな経験をすることは大切」

「何かしら得られるものがあると思う」といった体験しないよりは体験した方が良いだろうと

いう心構えである人が多数であった。体験者は自分の経験に基づいて、一般的に考えられる効

果に加え、子どもに体験させたい理由が明確にあるということが読み取れる。 

さらに、酪農教育ファームの目的として酪農体験活動を通して「食といのち」の大切さを学

ぶ、とされているが、それ以外にも自分自身が体験し様々なことを学び初めて分かること、得

られるものがあるということがわかる。例えば、今回の自由記述の内容を分類分けした結果か

ら、次のことは経験ありの人からしか出てこなかった。「動物の暮らしの場を作ることで様々
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な感情、気持ちが学べる」「仕事や第一次産業について知り、職業観・仕事観が学べる」「自分

の職業観を考えるきっかけになる」「価値観を作るきっかけになる」といった内容である。そ

して体験者の記述には、「自分が実体験したことによりそう思う」ということが強調されてい

た。体験によって得たことが、何年か経ち現在に至っても考えや行動に表れているということ、

また、食や命についてだけではなく、体験が価値観や職業観、仕事観を考えるきっかけとなっ

た、心が豊かになった、など様々な効果が継続されているということ、これが自由記述から見

えた酪農体験活動の効果であると言える。 

 

表 39 体験の有無と各設問項目で肯定的な反応とどちらとも言えないを選択した人の選択

理由の自由記述 

28. 29. その理由 

１ 3 

体験あり 体験なし 

（子どもの意思を尊重したい） 

・子どもがやりたいことをやらせてあげたいから。 

  

2 3 

（子どもの意思を尊重したい） 

・強制するものじゃないから。 

・動物に非常に興味があるのなら連れていってあ

げたいが、そういうのは強制的にやらせるもので

はないと思うから。 

 

（想像と違った、しかし体験を振り返って学ぶこ

ともある） 

・小学生の時、ただ動物が好きという理由だけで

酪農体験活動に参加したが、実際の酪農の仕事は

私が思っていたような仕事ではなく、乳牛たちの

トイレ掃除であったりと、予想だにしないものだ

った。牛舎の中はお世辞にも綺麗とは言えず、当

時の私にとっては衝撃であった。だが、今 19歳に

なって振り返ってみると、これが生き物を飼うと

いうこと、これがその大変さなんだな、と感じる。 

 

（マイナスの効果の心配） 

・体験が理由で動物が嫌いになったら嫌だから。 

  

3 3 

（子どものなりたい職業かどうかによる。しかし、

損にはならない） 

・将来酪農家になりたいのならする意味があると
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思うが、なりたいと思わないならばする意味はな

いと思う。ただ、酪農体験活動をすることは、損

にはならないし、将来役に立つことがあるかもし

れないので、子どもにさせたい気持ちもある。 

（子どもの意思を尊重したい） 

・やりたいのならさせればよい。 

 

○「将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。」に 3（どちらとも

言えない）と回答した人 

 

「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思う。」に 1（非常にそう思う）2（そ

う思う）3（どちらとも言えない）と回答し、「将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活

動をさせたいですか。」に 3（どちらとも言えない）と回答した人の理由を以下のようにまとめ

た。（表内の（  ）である。）体験なしの回答者からは自由記述の回答を得られなかった。 

 

 ◇体験あり 

・子どもの意思を尊重したいから。 1（意味がある）・3（させたい）/2・3/3・3 

・想像と違った。しかし体験を振り返って学ぶこともあるから。 2・3 

・マイナスの効果の心配。（動物が嫌いになったら嫌だから。） 2・3 

・子どものなりたい職業かどうかによる。しかし、損にはならない。 3・3 

 

「子ども時代に酪農体験活動をすることに意味があると思う。」という項目に肯定的な思い

を持っている人が「将来自分が親になった時、子どもに酪農体験活動をさせたいですか。」に

「どちらとも言えない」と回答した理由として、「子どもの意思を尊重したいから」が多かっ

た。親が子どもに強制してさせるものではないという思いである。この考えも大切であると考

える。しかし、子供時代に酪農活動体験をすることに意味があると思っているのであれば、ま

たは自分の実体験からプラスになっていると感じているのならば、親となった時に強制的でな

くともきっかけ作りくらいはすべきであると考える。酪農体験活動に参加し様々なことを学び、

自分の生き方や生活を見直したり、そこから考えたことを体験後の生活につなげたり…体験者

一人ひとりに体験から得たことを自分に生かしてもらいたい。 

  

 ◇体験なし 

体験なしの回答者からは自由記述の回答を得られなかった。 
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（３）（体験後、）大切にしていること（価値観）においての自由記述の結果・分析 

表 40 体験者と非体験者の大切にしていることの自由記述 なお、体験者は体験後 

  価値観等 

まとめ 体験者 非体験者 

「生命をいただい

て私たちは生きる

ということ」 

 

「人間の命も動物

の命も同じ命であ

る」 

 

「常に食べ物・動

物へ感謝の気持ち

を持つ」 

・生命をいただいて私たちは生きてい

る、ということ 

・他の生き物の命をいただいて生きて

いるということを常に意識する！ 

・家畜も人間も同じ生命であるという

こと。 

・自分以外の命のおかげで、自分・私

達は生きていけるのだ、ということ。 

・自分と、他の動物は同じ生物である、

ということこと。 

・私たちに命に代えて食料を与えてく

れる動物に対する感謝する気持ち。 

・食事の際の「いただきます」「ごちそ

うさま」は家でも店でも言うようにし

ている。 

・食物の大切さは身にしみて感じてい

る。 

・命の尊さを学ぶことが大事！ 

・人は生物の一種に過ぎない。 

「動物以外の命、

あらゆるものの命

の存在を考えてい

る」 

・動物だけに関わらず、植物なども生

活を支えてくれることを忘れないよう

にしたいと思う。 

・動物に限らず、あらゆるものに命が

宿っていると思うようになった。 

・食べ物、飲み物、見た目では分から

ない命の存在を考えるようになった。 

  

「どんなに小さな

生き物の命も大切

のする」 

 

「命の大切さを考

えている」 

・どんな小さな生き物にも命があるか

ら大切にする。 

・体験を通して命の大切さというもの

が分かった 

・小さな生き物でも大切にする。（建物

に入ってしまった虫類を殺さず外に逃

がすとか…） 

・搾乳をしている時、牛の涙を見て、

当たり前のことだけど、牛にも同じよ

  



44 

 

うに感情があって心があるんだなあと

しみじみ思い、それが深く心に残って

います。その体験で生きている物の命

を大切にするという心がけに繋がって

いるのではないかと思う。 

「酪農家など自分

以外の命を届けて

くれる人がいるこ

とで、私たちは生

きていけるという

こと」 

 

「酪農家に感謝の

気持ちを忘れな

い」 

・酪農家の方のおかげで牛乳が飲める

事に感謝する。 

・酪農家などの第一次産業の方への感

謝を忘れないようにしている。 

・酪農家という職業が自分たちの食卓

を支えてくれているということ。 

・自分以外の命を届けてくれる人がい

ることで、自分・私達は生きていける

のだ、ということ。 

・自分にはできないことをしてもらっ

ている。 

・農業という職業を選択することはあ

りませんでしたが、動物、農業者への

感謝、自然の恵みに対する感謝の気持

ちを忘れないよう心がけている。 

・私たちの生活は様々な人たち

の努力によって成り立ってい

る。 

「自分で体験し学

ぶことが大切であ

るということ」 

・体で感じ学ぶこと、それが知恵とな

り、知識よりも深いものとなる。 

・その体験からどんなことを学

んだのかを考え、振り返るこ

と。 

「動物の気持ちを

考えるというこ

と」 

・動物の気持ちを考える。 

・動物に対しての繊細な気持ち。 

・動物は優しい。 

・動物が怒るのはその動物にと

って嫌なことをしたときであ

るから、その動物が嫌がること

を予想してそれを避ければ動

物は怒ったりしないし、人間と

も仲良く出来る。 

・動物と人間は全く違うもので

す。いかにすきでも距離間が大

切だ。 

「周りや自然環境

に気を配ること」 

・出来るかぎり周りに気を配ること。 

・自然を汚さないように心がけている。 

 

「牛乳をおいしく

いただくこと」 

・牛乳はゴクゴク飲む。   
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○（体験後、）大切にしていること（価値観）においての自由記述の結果を内容ごとにまとめ

た。（上表内の「  」である。） 

 

・「生命をいただいて私たちは生きるということ」 

・「人間の命も動物の命も同じ命である」 

・「常に食べ物・動物へ感謝の気持ちを持つ」 

・「動物以外の命、あらゆるものの命の存在を考えている」 

・「どんなに小さな生き物の命も大切にする」 

・「命の大切さを考えている」 

・「酪農家など自分以外の命を届けてくれる人がいることで、私たちは生きていけるというこ

と」 

・「酪農家に感謝の気持ちを忘れない」 

・「自分で体験し学ぶことが大切であるということ」 

・「動物の気持ちを考えるということ」 

・「周りや自然環境に気を配ること」 

・「牛乳をおいしくいただくこと」 

 

○回答者の現在の価値観を見ると、酪農体験活動で酪農家さんが伝えたいこと（伝えているこ

と）と合致している。特に、食と命についての大切さについてはどの酪農家の方も伝えている

ことである。約 10年前に体験している人もいることから考えると、酪農体験活動で得たこと

をずっと心の中で思い続けながら生きている人も多くいるということが言えるだろう。もちろ

ん、酪農体験活動以外にも様々な体験を経て現在に至っているはずなので、一概に酪農体験活

動の継続的効果とは言えないが、価値観や現在も大切にしていることとして質問した結果、こ

れらの内容が出てきたことは価値があることだと言える。 

 

 

（４）その他印象に残っていること、その他の自由記述の結果・分析 

表 41 体験者の体験後に印象に残っていることの自由記述 

まとめ 内容 

「体験したこと

が、気持ちとして

残り、生かされて

いる気がする」 

・当時の自分にとって、とても印象に残る経験だった。 

・小学生の時に体験したことが、具体的には分からないが気持ちとして

思い出に残っていると思う。 

・今となっては、昔体験した酪農体験が生かされているような気がする。 

「動物（家畜）と

人間の共生につい

て学んだ」 

・牛舎の掃除は、動物が人間と生きていくということを私に教えてくれ

たと思う。 

・ふん掃除をしたことはよく覚えている。 
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「命の大切さに改

めて気付いた」 

・生まれたばかりの子牛を見たとき、命の大切さに改めて気付いた。 

・子牛のかわいらしさ。 

「酪農家の方の配

慮を学んだ」 

・私が行った牧場は都内にあり人通りの多い道路や住宅街に近いため、

においをとても気にしていて、コーヒー豆を牧場内にばらまいていた。

その配慮がとても印象的だった。 

「継続的な体験が

大切なのではない

かと感じた」 

・酪農体験活動は一時的ではなく、継続的にやった方がいいのではない

かと思いました。 

「作りたて、でき

たてのおいしさを

感じた」 

・チーズを作ったのがおいしかった。 

・牛乳がおいしかった。 

・乳牛の乳搾りや、バター・アイスクリーム作りを楽しく体験できた。 

 

 

○その他印象に残っていること、その他のにおいての自由記述の回答をまとめた。（上表内の

「  」である。） 

 

「体験したことが、気持ちとして残り、生かされている気がする」 

「動物（家畜）と人間の共生について学んだ」 

「命の大切さに改めて気付いた」 

「酪農家の方の配慮を学んだ」 

「継続的な体験が大切なのではないかと感じた」 

「作りたて、できたてのおいしさを感じた」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

第五章    調査結果３：インタビュー調査から 

 インタビュー調査は、質問紙での調査を補うように、質問紙での調査からだけではわかりに

くい部分を明らかにするために行ってきた。 

 この調査は、質問紙に回答した人や酪農体験活動を行ってきた酪農家を対象に行った。回答

者には、質問紙だけではわかりにくかった部分や酪農体験を行った後のことで印象深かった事

などを質問してきた。酪農家には、体験活動を行ってきた思いなどを聞き、質問紙調査の作成

や集計分析結果を考察していく際の参考になるようにした。 

 本報告では、インタビュー調査の概要を以下にまとめておく。 

１ 酪農家へのインタビュー 

 酪農家には、以下の点をインタビューし追跡調査の可能性や連絡先を聞くことができた。 

 ①酪農体験活動を行ってきて、基本的に考えてきたこと 

 ②10 年間を経過しての体験者への思い 

 ③追跡調査ができる可能性 

 ④体験者の連絡先 

 

２ 質問紙回答者へのインタビュー 

 質問紙回答者には、主に以下の点をインタビューした 

①質問項目に従う 

 牛乳へのイメージ 

 牧場へのイメージ 

 乳牛へのイメージ 

 酪農家の仕事へのイメージ 

②体験したことで何が変わっていったのか 

③体験に行くことになったきっかけ 

④記憶に残っている体験活動 

⑤酪農体験以外に出かける場所 

 上記の質問を行いながら、喜入牧場の体験活動に参加した家族は、ごく一般的な家庭で、連

休や子どもの学校がお休みになった際の家族旅行の一つとして参加していること。特別に酪農

等に興味関心が高かった人ではなかった。その中にあっても、参加した子どもが食育に関わる

方向に進路を決めていたり、牛乳は昔から飲めなかった子どもがいたりしている。インタビュ

ーをしていく中で、ごくごく一般的な家庭が、体験をしていて強い印象もその後無く生活をし

てきている｡ただし、体験してきたことやそのときに酪農家から聞いたはよく記憶している。

体験してきたことをよかったことだったと強く思っている。 

 今回インタビューを行った回答者は、感謝の気持ちをとても強くもっていて、このような回

答をすることも当然のように思っていた。 
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第六章 体験活動の種類による反応の違いについて 

 酪農体験活動には、搾乳体験、牛への給餌体験、牛舎の掃除などの複数の活動内容がある。

かねてから、活動内容による体験者に与える教育的な効果の違いについて様々なことが言われ 

表 42  

 

有意な差が出た項目が1ないし2個の体験のみの項目
2×2のΧ 二乗検定で有意な差が出た項目

餌作り 給餌 掃除 ブラッシング 子牛 哺乳 搾乳 バター 心音 話 出産

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多

い

△体験無し

が有意に多

い項目

○の個数 △の個数

○

○

○

5 0○ ○
39.人間の命実

感
○ ○ ○

○ 7 0

0 0

38.牛の命実感 ○ ○ ○ ○ ○ ○

37.優しく接する

2 0

4 0

36.感じ考える ○ ○

○
35自然体験好

き
○ ○ ○

1 0

4 0

34.命大切 ○

○33.動物親しみ ○ ○ ○

1 0

0 0

32.人感謝

1 0

31.食べ物感謝

1 0

30.残さず食べ
る

○29.させたい

3 0

0 0

28.意味がある ○ ○ ○

27.仕事やりが
いがある

0 0

0 0

26.仕事楽しい

25.仕事難しい

0 0

6 0

24.仕事大変

○ ○
23.酪農家あり

がたい
○ ○ ○ ○

0 0

1 0

22.酪農家大変

○
21.酪農家おだ

やか

1 0

1 0

20.乳牛癒され
る

○

0 0

19.乳牛汚い

0

18.乳牛こわい

○ 6

○ 7 0

17.乳牛かわい
い

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

0 0

16.牧場落ち着く ○ ○ ○

0

15.牧場汚い

○ 1

0 4

14.牧場楽しい

△ △ △

4 0

13.牧場くさい △

0

12.牛乳やさしさ ○ ○ ○ ○

5

0 0

11.牛乳あたた
かみ

○ ○ ○ ○ ○

4 0

9.牛乳を選ぶか

0

8.牛乳好き ○ ○ ○ ○

0

0 0

飼育動物種類
数

 

6.動物好き
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てきた。 

本研究において、体験者が行った活動は、体験者によって表 3 のようにまちまちであった。 

そこで、酪農体験者の中での活動毎の体験者と非体験者による質問項目への反応の違いを検討

した｡ 

 活動毎の t 検定の結果は、資料３のようになりその結果と、χ二乗検定を行った結果を統合

整理した結果が表 42 である。 

 表 42 よりｔ検定とχ二乗検定の両者で有意な差が見られた項目を活動内容毎に示すと以下

のようになる。 

○餌作り体験 

 17.乳牛がかわいい 

○給餌体験 

 16.牧場は落ち着く、35.自然体験が好き、54.自然の循環、56.責任やりがい仕事 

有意な差が出た項目が1ないし2個の体験のみの項目
2×2のΧ 二乗検定で有意な差が出た項目

餌作り 給餌 掃除 ブラッシング 子牛 哺乳 搾乳 バター 心音 話 出産

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

有意な差
があり
○体験有り

が有意に多
い

△体験無し
が有意に多
い項目

○の個数 △の個数

○

○ ○の個数 12 17 22 15 21 17 13 0 1 14 7
△ △の個数 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

1 0

 

○

○ 6 0

牛乳への選択

0

59.また参加した
い

○ ○ ○ ○ ○

○ 1

7 0

58.社会貢献

○ ○ ○

6 0

57.役に立つこと ○ ○ ○ ○

0

56.責任やりが
い仕事

○ ○ ○ ○ ○ ○

0

7 0

55.仕事考えた

○ ○ ○ ○

3 0

54.自然の循環 ○ ○ ○

0

53.自然の良さ ○ ○ ○

○ 2

3 0

52.仕事大変さ ○

○

2 0

51.仕事興味 ○ ○

3 0

50.酪農家感謝 ○

49.共生 ○ ○ ○

4 0

3 0

48.家畜感謝 ○ ○ ○ ○

○47.食べ物感謝 ○ ○

1 0

4 0

46.牛乳感謝 ○

○ ○45.食べ物大切 ○ ○

○ 8 0

0 0

44.牛の感触 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43.牧場におい

○ 6 0

0 0

42.牛乳は乳牛
からの実感

○ ○ ○ ○ ○

41.五感

○ 7 040.命の大切さ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○牛舎の掃除体験 

 11.牛乳があたたかい、13.牧場くさい、17.乳牛かわいい、39.人間の命実感、42.牛乳は乳牛

からを実感、44.牛の感触、51.仕事に興味、54.自然の循環、56.責任やりがい仕事、57.役に立

つこと 

○ブラッシング体験 

 8.牛乳好き、11.牛乳があたたかい、12.牛乳はやさしい 

○子牛の飼育体験 

 13.牧場くさい、17.乳牛かわいい、42.牛乳は乳牛からを実感、44.牛の感触、54.自然の循環、

56.責任やりがい仕事 

○子牛への哺乳体験 

 11.牛乳があたたかい、16.牧場は落ち着く、17.乳牛かわいい、42.牛乳は乳牛からを実感、

56.責任やりがい仕事 

○搾乳体験 

 13.牧場くさい、20.乳牛に癒される、30.残さず食べる、56.責任やりがい仕事、57.役に立つ

こと 

○バター作り体験 

 項目なし 

○心音を聴く体験 

 項目なし 

○酪農家の話 

 32.人に感謝、39.人間の命実感、45.食べ物大切、50.酪農家に感謝 

○出産に立ち会う体験 

 項目なし 

 

 ｔ検定の結果とχ二乗検定の両方の結果の重なりの意味は明確ではない。しかし、両者の検

定で有意な差が出た項目でありそれぞれの活動を体験した人とその活動を体験していない人

の一つの違いとも言える。多くの項目が違いとして見えた活動と全く違いが見えてこなかった

活動があるのも確かである。このことで、多くの項目で有意な差が出た活動もあれば、何も該

当項目がなかった活動もある。そのどちらにも大きな意味があるとか意味が無いとかは言えな

い。また、実際の所資料 4 に示すように個々の体験者は複数の活動を行っておりどの活動がど

こまで影響を与えているのか、複数の体験が相乗的な効果を与えている事は想定できる。いず

れにしても、個々の活動には効果を見せる場面が少しずつ異なっていることは示唆できる結果

を得たともいえる。 
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第七章    全体の考察と結論及び今後の課題 

 第一節 本調査の考察と結論 

 

○クロス集計・t検定の結果から、酪農体験活動の経験の有無により有意差が見られた項目で、

その項目に優位に働いている方を「＊」とし、自由記述の分析の結果から、項目に記述内容が

当てはまる項目を「○」とし、法 41 にまとめた。自由記述については、現在体験者・非体験

者が各質問項目に対してどのように考えているか（：現在）及び「子供時代に酪農体験活動を

させることに意味がある」「子どもに酪農体験活動をさせたい」においての理由（：理由）を

自由記述の文章内から読み取ったものを表している。なお、自由記述欄に関しては、一人でも

この趣旨のことが記述されていれば○印を付けた。 

 

表 43 肯定と否定の人数の差の検定(クロス集計),質問尺度の平均値の差の検定並びに自由記

述欄の分析結果 

  

  
クロス集計 ｔ検定 

自由記述 

（現在） 

自由記述 

（理由） 

酪農体験活動の体験 あり なし あり なし あり なし あり なし 

6． 動物好き ＊  ＊ 
 

○  ○ ○ 

8． 牛乳好き   
  

○    

11．牛乳あたたかみ ＊  ＊ 
 

    

12．牛乳やさしさ ＊  ＊ 
 

    

13．牧場くさい   
 

＊     

14．牧場楽しい   
  

  ○  

15．牧場汚い  ＊ 
  

    

16．牧場落ち着く ＊  
  

○    

17．乳牛かわいい ＊  
  

    

18．乳牛こわい   
  

 ○   

19．乳牛汚い  ＊ 
 

＊     

20．乳牛癒される ＊  
  

    

21．酪農家穏やか   
  

    

22．酪農家大変   
  

○ ○ ○ ○ 

23．酪農家ありがたい   ＊ 
 

○ ○ ○ ○ 

24．仕事大変   
  

○ ○ ○  

25．仕事難しい   
  

○  ○  

26．仕事楽しい   
  

  ○  

27．仕事やりがいがある   
  

  ○  

28．意味がある   ＊ 
 

○ ○ ○ ○ 
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29．させたい   ＊ 
 

○ ○ ○ ○ 

30．残さず食べる   
  

○  ○  

31．食べ物感謝   
  

○  ○ ○ 

32．人感謝   
  

○  ○ ○ 

33．動物親しみ ＊  ＊ 
 

○  ○ ○ 

34．命大切   
  

○ ○ ○ ○ 

35．自然体験好き   
  

○  ○ ○ 

36．感じ考える   
  

○ ○ ○ ○ 

37．優しく接する ＊  
  

○  ○ ○ 

 

クロス集計やｔ検定の結果により、酪農体験活動体験者は「牛乳を飲むとあたたかみを感じ

る」「牛乳を飲むとやさしさを感じる」「動物に親しみを感じる」「乳牛はかわいいと思う」と

いう項目において、非体験者に比べ有意に肯定的に捉えている人が否定的に捉えている人より

も多い。また、非体験者は「乳牛は汚いと思う」という項目において体験者に比べ、肯定的に

捉えている人が否定的に答えている人よりも多い。自由記述からは、「動物に親しみを感じる」

という項目以外、経験の有無での差を読み取ることができなかった。 

体験者は酪農体験活動を通して、実際に牛や動物に触れ動物のあたたかさを肌で感じている。

特に搾乳体験を行った体験者は「命あるあたたかい乳牛から、あたたかい牛乳が出る」という

ことを実際に感じているので「あたたかみを感じる」という項目において体験の有無で有意差

が見られたのではないかと考える。また、体験者は「乳牛は汚いと思う」という項目において

非体験者に比べ、否定的に捉えている。「牧場や牛舎は常に酪農家の方が清潔にしている」「酪

農家の方の日々の苦労を知っている」など酪農体験活動を通して視点が変わったり感覚的に得

たりするものがあったことが想定できる。 

 自由記述の分析からは、χ 二乗検定やｔ検定では有意差が見られなかった項目から自由記述

では両者に差が見られることが分かった。差があったイメージの項目は、次の通りである。酪

農体験活動体験者からは、「現在牛乳が好き」「牧場は楽しい」「酪農の仕事は難しい」「食べ物

を残さず食べるようにしている」の項目の内容と一致する自由記述が見られた。例えば、「食

べ物を残さず食べるようにしている」に関しては、「牛は食肉処理場に行く時に運命を悟って

泣く。その命はおいしくのこさずたべてあげなくちゃ。」「牛だけじゃなくて他の食物も同じ命

だから残さずに食べよう。」などという酪農家の方の思いを受け取った結果ではないだろうか。

反対に、「乳牛はこわい」については、非体験者に記述が見られ、体験者の記述にはなかった。 

牛乳・牧場・乳牛・酪農家・酪農の仕事についてのイメージについての自由記述では、体験

の有無を問わず見られた一般的なイメージの他に、体験者からは多種多様な以下のイメージが

挙がった。「牛乳は毎日の生活に必要な存在であり、心身にとって大切である」「牛乳から乳牛

へのありがたみを感じる」「牧場は生命を感じられる場所である」「牧場は自然と一体化した場

所である」「乳牛はおとなしい」などである。両者を比べると、同じようなイメージを持って

いても、体験者と非体験者の思いの程度が違うということが分かった。例えば、「乳牛は人間
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のために頑張ってくれている」については、「本来ならば乳は子牛のためのものである。人間

のために牛乳を出してくれてそれを頂いている」ということを知っている体験者は乳牛に対し

て「ありがたい」という感覚を持っている。しかし、非体験者は「かわいそう」感じているの

みのようだ。体験者は、「かわいそうと言って食べなかったり残してしまったりしたら、牛さ

んは一番悲しいし、かわいそうなんだよ」「おいしく残さず食べてくれることがとてもうれし

いんだよ」などといった、酪農家の思いや酪農家の代弁した乳牛の思いを聞くことで乳牛への

意識が変容することが想定できる。 

また、酪農家や酪農の仕事についてのイメージに統計的な有意な差は見られなかったが、記

述の内容から、体験者は自分も仕事の一部を体験したり、酪農家の話を聞いたりしていること

から「生命のある動物を扱う仕事はいかに難しくて大変か」ということを肌で感じ、強い思い

を持っていることが分かった。牧場に実際に行ってみて初めてわかる知識や思いが基となって

イメージ（考え）が出来上がっていると想定される。 

酪農教育ファームの目的は「酪農体験活動を通して食といのちの大切さを学ぶ」であるが、

自由記述の回答により、それ以外にも酪農体験活動は様々な効果があるということが分かった。

「子どもに酪農体験活動を体験させる意味はあるのか」「子どもにさせたいか」においての酪

農体験活動の経験者の大きな理由は、「価値観を作っているから」「職業観、仕事観を考えるき

っかけとなったから」「心が豊かになったから」であった。自分自身の実体験から子どもにも

体験させたいと思っている人が多い。つまり、価値観や職業観等ができるきっかけの場を持つ

ということを体験者自身が大切だと思っていると言える。さらに、体験者の現在の価値観とし

て「生命をいただいて生きているということ」「常に食べ物や動物、酪農家の方に感謝のきも

ちを持つ」「あらゆるものの命を大切にする」「牛乳をおいしくいただくこと」などが挙げられ

た。これらの「食といのちの大切さ」の他にも「自分で体験し学ぶことが大切である」「周り

や自然環境に気を配る」などを価値観（生き方）として挙げた人もいた。 

様々にある酪農体験活動によって、体験者に与える効果は違っているのかに関しては、統計

的にも複数の項目において違いが見られた。しかし、体験者の中でも行った体験の数も種類も

異なり簡単に結論として言い切れない部分が多い。ただし、牛への給餌、牛舎の掃除、子牛の

飼育を行った人や酪農家の話などを受けた人が行わなかった、受けなかった人に比べて肯定的

な反応をしている人が多かった。このことは、これらの体験活動に大きな意味を持って居るこ

とも示唆される。また、これらの活動は多くの人が体験している物であるということもいえる。 

体験活動内容毎にその活動の体験者と非体験者との間に有意な差が見られた項目が多かっ

た活動は、牛舎掃除、子牛の世話、給餌、酪農家の話、搾乳、餌作りであった。また、多くの

人が体験している活動は、酪農家の話、搾乳、給餌、バター作り、清掃であった。このことか

ら、体験者の数が多いことが体験者非体験者の違いが見られた項目数と関係があるとも考えら

ない。また、有意な差が出た体験が 1から 2の質問項目にかかわる項目が、その活動を行った

ときに顕著に見られる物という解釈もできる。データ数を増やして今後のさらなる検討が求め

られる。 
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第二節 今後の課題 

 

本調査では酪農体験活動の経験の有無で比較分析を行った。本来ならば、さらに各種の体験

をどの程度行い、その体験の度合いや体験の種類による違いを明らかにしていく必要がある。

しかし、そのためにはデータの数が十分でなかった。実際に長期の変容を今後見ていくための

一つの示唆を得る事ができたともいえる。 

 帯広市の廣瀬牧場より、体験受け入れ者の名簿をお借りして、受け入れ者の名簿を作成し

た。しかし、そのほとんどが学校などの団体であり、十年経過するとその責任者は勤務地を異

動して連絡が取れない状況になってしまう。それだけに、10 年という時間の経過の中でデー

タを収集することは難しいと言える。今後の体験受け入れ者の情報を取っていく仕組みなどの

検討が求められる。 

 

引用・参考文献 

1) 鈴木由美子・中野浩史, 酪農教育ファーム活動の教育的効果に係る実践事例研究，平成 22

年度牛乳乳製品消費拡大特別事業，PP9-11，2011 

 

2) 八ヶ岳牧場,ふれあいファームインストラクターマニュアル，23 年度版 

 

3)・中央酪農会議，酪農体験学習ハンドブック，2011.03 

 

4)中央酪農会議，認証牧場年間受け入れ一覧（H22-21），2011 

 

5)酪農教育ファーム九州地域推進委員会，支え合う「いのち」と「くらし」酪農体験学習のス

スメ，2010.03 

6)棚田真希子，酪農体験活動における酪農家による子どもへの効果的な働きかけ，大妻女子大

学家政学部児童学科卒業研究,2010 

 

7)角屋重樹他,牧場での酪農体験学習が児童・生徒の学舎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。,平成 21 年度畜産振興事業研究報告

書,2010. 

 

8)木下博義他,酪農体験学習のモデルカリキュラム開発に関する研究,平成22年度牛乳乳製品消

費拡大特別事業研究報告,2011. 

 

9)石井雅幸他,酪農体験活動における酪農家の指導法に関する基礎的な研究,平成24年度中央酪

農会議委託研究報告書,2012． 

そのほかに、中央酪農会議が平成 14 年から毎年出されてきた実践報告を参考にした。 


