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１．本年度の酪農教育のねらいと特色 

 

 

  本研究のねらいは、小学校１・５年生において牧場体験を含む教科横断的な酪農体験プログラムを

開発し、学校での授業及び牧場での酪農体験を通してその実践のあり方を具体的に明らかにすることで

ある。 

 今回開発した酪農体験プログラムは、次のような５つの特徴をもっている。 

 

① いのちの大切さと食への感謝の気持ちを育てることをねらいとする 

② 教科横断的なカリキュラム編成により、生活科、総合的な学習の時間、国語科、算数科、家庭科、

道徳、図工科を組み入れる 

③ ２回の牧場体験を実施し、その事前・事後学習を豊かに展開する 

④ 学校栄養士とのティーム・ティーチングを組み入れる 

⑤ フィンランド・メソッドを用いた教育方法を組み入れる 

 

 昨年度に委託を受けた調査研究、「酪農体験プログラムの効果検証に関する実証的研究」において設

定した教育目標「いのちの大切さと食への感謝の気持ちを育てることをねらいとする」（上記の特徴①）

と牧場への訪問回数（上記の特徴③）については、本年度の研究においても継続するが、その他の点に

ついては、本年度においては、新たな特徴をもつ酪農教育プログラムを開発することをねらいとしてい

る。 

 具体的には、まず特徴②にあげたように、今年度は高学年（５年生）を対象としていることから、教

科横断的なカリキュラム編成を行うときに、新たに「総合的な学習の時間」を組み入れて牧場における

多様な酪農体験を展開するとともに、算数科と家庭科を関連づけることにした。特に算数科は、高学年

にとって、学力向上の観点から重要な教科になってくるが、そうだからこそ、酪農教育との関連で、牧

場での体験を生かして、牛乳の大切さを実感的に理解できる算数科の教材開発を行うことは、高学年で

の酪農教育プログラムを開発し、その可能性を開く上で、大変貴重なことである。また、家庭科では調

理実習において、牛乳を用いた簡単な料理（牛乳ポテトグラタン）を子どもたちが作ることを通して、

牛乳を用いた調理が家庭でも習慣化することをねらいとする。 

 次に、学校栄養士とのティーム・ティーチングを組み入れて（特徴④）、牛乳の大切さについて、子

どもたちが実感をもって深く考えることができるようにした。小学校１年生の実践においては、学校栄

養士から、給食の食材の旅と栄養士の仕事について、写真資料を豊かに用いたお話をしてもらうことで、

子どもたちが牛乳や牧場へより親しみを感じられるようにした。さらに、小学校５年生の実践において

は、「給食にはなぜ牛乳がついているのか？」という問いに答えることをねらいとして、牛乳に含まれ

るカルシウムの大切さに気づかせるために、骨粗鬆症になった骨の断面を写真で見せたり、給食で出さ

れるおかずを比較して牛乳に含まれるカルシウムの割合の多さに気づかせたりする授業を行う。 
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 さらに、特徴⑤にあるように、子どもの思考力・判断力・表現力を育てることに有効なフィンランド・

メソッドを取り入れる。特に、小学校１年生において、親子対話を促しながら、家庭での牛乳の飲用習

慣を高めるために、「いただきますはなぜいうの？」という問いについて、「サークルタイム」で考える

時間を設定する。 

 サークルタイムとは、「子どもたちが床の上に円形に座って、あるテーマのもとに全員参加で対話を

する活動」である。海外の小学校では、みんなで歌を歌ったり踊ったりするお楽しみ会のようなものも

あるが、対話する内容に、「幸せってなに？」「いじめはなぜおきる？」「自由ってなに？」といった物

事の本質を問い合うためのテーマを入れて、「子どものための哲学（Philosophy for Children）」と呼ば

れることもある。サークルタイムは、異なる友だちの意見を聞いて自分の意見をつなげて話す習慣、つ

まり対話力をつけることで、テーマについて深く粘り強く考える力やわかりやすく論理的に話す力を高

められるだけでなく、友だちを尊重する態度や自信を持って自己表現する積極性などを身につけること

ができる。 

 サークルタイムは、朝学習の短い時間で継続的に行うこともできるし、道徳や国語科の心情理解を深

める必要がある場面、学級会活動で話し合いを深める場面、さらに生活科や総合的な学習の時間で自分

の生き方や学習トピックスについて深く考えることが必要な場面で取り入れることもできる。 

 次に、カルタを用いて乳牛について観察したことをまとめて、国語科での説明文の創作単元「しらせ

たいな、みせたいな」で、子どもたちが説明文を書く実践を行う。 

 カルタとは、一般にイメージ・マップやウェビングと呼ばれるもので、「自分の頭の中にある雑多な

イメージやアイデア、知識や概念、そして体験のエピソードや感覚の記憶などをネットワーク状に整理

するために描く図」のことである。カルタの中心に一つのキーワードや絵・図をかいて、そこから連想

される用語や単文をより詳しく放射状に書き続けていくことで、自分の記憶やアイデア、そして知識構

造や体験の意味づけなどを整理したり深めたりすることができるようになる。 

 学校では、国語科の物語文や説明文から読み取ったことを整理させたり、物語や説明文の創作表現の

設計図を描かせたり、生活科や理科、社会科で観察したことやインタビューしたことをまとめさせると

きにカルタを使えば、より構造的な内容理解につなげたり、わかりやすくおもしろい内容を持つ創造的

表現を生み出すことができるようになる。 

 このようにして、本年度の研究においては、小学校高学年を実践の学年として新たに研究対象とする

とともに、それを生かしながら、さらに、学校栄養士とのティーム・ティーチングやフィンランド・メ

ソッドという新しい教育手法を取り入れるなど、新しい発想に基づく酪農教育プログラムの開発が可能

になるように工夫した。 
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２．小学校１年生の実践 

 

 

 ではまず、１年生の酪農教育の実践事例についてみてみよう。 

 

（１）１年生の生活科のねらいと実践の特徴 

 

 １年生の実践においては、単元目標として、「生き物とふれあったり，世話をしたりする活動を通し

て，生き物への関心と愛着を深め，それらの成長や命の尊さ・温かさに気付くとともに，その感動や気

付きを表現することができる。」ことを設定し、牧場での乳牛とのふれあいを通して、牛や牛乳に親し

みを感じるとともに、命の大切さや食べ物の大切さに気づくことができるようにした。 

 ２回の牧場体験では、搾乳をはじめとして、乳牛の観察やバターづくり体験などを行った。 

 また、生活科における牧場での乳牛と関わる直接体験と関連づけて、国語科での創作表現や、道徳で

の命と食べ物の大切さについて考える授業、さらに、図工科での絵画表現に発展させる、教科横断的な

カリキュラム編成を組んでいる。酪農家の西山さんにも、学校へ来ていただきお話しをお聞きした。 

 次に、実践の流れを写真で示す。（詳細は、資料編の「第１学年 生活科学習指導案」参照） 

 

【１年生の牧場体験の様子】 

  

兵庫県の西山牧場へ到着 バターづくり体験 

  

搾乳体験 図工科で搾乳体験を絵に描く 
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 生活科の授業においては、子どもたちを６人程度の小グループに分けて、牧場で体験したことや酪農

家の西山さんからお聞きしたことを、「うしのひみつ」というテーマにしてカルタに整理してまとめて

グループ毎に発表した。子どもたちが、こうして直接体験を通して学んだことは、子どもにとってとて

も新鮮であるとともに、驚きや感動を感じることにつながっていった。そのことが、牛のいのちの大切

さや、牛乳を感謝して飲むことと食べ物を大切にして感謝して食べることを学ぶことにつながった。 

 実践の流れを写真で示す。（詳細は、資料編の「第１学年 生活科本時案」参照） 

 

【１年生の生活科の授業の様子】 

  

酪農家の西山さんからの招待状 牧場体験をまとめた掲示 

  

酪農家の西山さんのお話をまとめたカルタ うしのひみつを整理したカルタ 

  

うしのひみつを子どもたちがカルタにまとめる 子どもたちの発表会の時の板書 
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（２）１年生の道徳のねらいと実践の特徴 

 

 １年生の道徳の授業においては、授業目標を「かけがえのない命をいただいて自分たちが生きている

ことに気付き，食への感謝の気持ちをもつ。」ことにおき、特に、「いただきます」の意味を考えながら、

親子対話を取り入れて、食への感謝をもつことの大切さに気づかせる授業と、学校栄養士とのティー

ム・ティーチングによって、給食の大切さと給食に含まれる牛乳の大切さに気づかせながら、牛乳が好

きになり、給食に出る牛乳を残さずに飲用する習慣をつける授業を行った。 

 これらの授業を通して、道徳においても、読み物教材だけでなく、子どもたちの直接体験や親子対話

を通して自分の生活の中の習慣や行動を振り返られる実践的な授業を行うことで、子どもたちが食べる

ことや食べ物の大切さについて深く考えることができるようになることがわかった。 

 実践の流れを写真で示す。（詳細は、資料編の「第１学年 道徳学習指導案」及び各学級の道徳本時

案参照） 

 

【１年生の道徳の授業の様子】 

  

西山さんと保護者を交えたサークルタイム サークルタイムでかいたビッグ・カルタ 

  

学級担任と学校栄養士のティーム・ティーチング 道徳の授業の板書 
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３．小学校１年生の実践の振り返り 

 

 

 では、１年生の実践の振り返りを整理したい。それぞれの学級担任の自己評価を掲載する。 

 

（１）１年生の生活科の振り返り 

 

１年 １組 生活科 単元名「げんきにそだてプロジェクト」 

1．本時の目標の達成の様子 

「生き物との触れ合いを通じ，気付いたことやわかったことを工夫して伝えることができる。」 

 

 

 

 

 

 

２．本時の成果と課題・改善点 

 成果 課題 及び 改善点 

対
話 

 ３年生に伝えるときに，どの順番で伝えた

らより自分たちの思いが伝わるだろうとい

うことを中心に話し合った。 

 順番を考えることで，３年生に一番伝えた

いことという課題に絞って考えることがで

きた。また，一番伝えたいことは，最初がい

いのか，最後がいいかという話し合いに発展

し，よりよく伝えるためには，順番も大事と

いうことを理解し，伝える内容の中身と順番

も考えるグループがでてきた。 

 順番をどうしたらいいのかという発問に対し，順番を考え

ることができない児童もいた。２回の牧場体験や，いままで

の生き物を育てる体験（ダンゴムシ・ウサギ・メダカなど）

をたくさんおこなってきたにもかかわらず，体験を語りなが

ら順番を考えることができれば，全員が自分の体験した強い

思いを自分の言葉で語ってくれたのではないかと考える。体

験したことを，もっと引き出させる工夫が必要と感じた。 

他
教
科
と
の
関
連 

 道徳の学習で，食育と絡めて考えることが

できたことが大きな成果と考える。食べ物と

してではなく，生き物をいただいているこ

と，また，その生き物を育てている人の思い

を知ることで，食への関心や感謝の気持ちを

もつことができた。 

 国語科の「みいつけた」の学習では，身近

な生き物を育てた体験を，ペープサートや劇

にして発表した。この学習活動が，３年生に

伝えようという牧場体験の学習へとつなげ

て考えることができた。「みいつけた」の学

習で，他のグループの活動の良かったところ

を参考にして，改善するグループも見られ

た。 

 道徳の学習で，大勢の人たちとのかかわりによって食べ物

になっていることや，いただきますを言う理由について考え

たことと関連させた発言までに至る児童が少なかった。前時

の道徳の学習を想起させた活動を入れたり，発問の工夫が必

要だったと考える。 

 国語科の「みいつけた」の学習発表では，ペープサートや

劇などの形ばかりにこだわるグループが多かったため，伝え

たい内容やその中身をしっかりと話し合うことが不十分に終

わってしまった。何をするかではなく，何を伝えたいかとい

う目標に戻り，しっかりと目標を達成するための活動を考え

させる必要があったと考える。 

 ２回の牧場体験を通してわかったことを，３年生に何をどのように伝えようというテーマで本時の展開

を組んだ。体験の中で理解が深まった牧場主の思いや，牛について，搾乳体験，バター作り，うんちのこ

とについて発表するときに，発表する順番をどうするかという発問を投げかけた。順番を考えることを通

して，一番伝えたいことは何かという課題をクラス全体で共有し考えることができた。 
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指
導
方
法 

 グループごとに発表する活動をメインに

した。３年生に伝えるときのグループで席を

座らせることで，グループごとの発表の話し

合いができ，「ちょっと相談してごらん」と

いう時も，すぐに話し合う形ができていた。 

 話し合うときは，グループごとの着席は大変有効的だった

のだが，発表を聞くときに，３～４人組の隊形で聞くと，集

中して聞くことが難しい児童もいた。 

 話を聞く時，話し合うときのメリハリを持たせるために，

話し合いの隊形をはじめから作るのではなく，必要な時にグ

ループにしたほうが良かったと考える。 

 

 

（２）１年生の道徳の振り返り 

 

１年 ２組 道徳科 単元名「いただきますとは なぜ いうの？」 

1．本時の目標の達成の様子 

「生活科で学んだことから，食への感謝の気持ちをもち，自分の食生活をふりかえることができる。」 

 

 

 

 

 

 

 

２．本時の成果と課題・改善点 

 成果 課題 及び 改善点 

対
話 

 児童にとって馴染み深く，わかりやすいテ

ーマであったため，意見が出しやすかった。

また，「別に言わなくてもいいんじゃない？」

「『いただきます。』じゃなくて『食べるよ。』

ぐらいでもいいんじゃない？」「でもみんな

嫌いなものだってあるよね？」と児童に切り

返したことで，「命への感謝だから丁寧に言

わないといけない。」「苦手なものもあったけ

ど，少しずつ食べられるようになった。」と

生活に振り返ることができた。 

 課題をつかみにくい児童にとっては，あまりにも当たり前

になっている言葉に対しての問いかけに，言葉が見つからな

い様子も見られた。また，児童に切り返すタイミングも早か

ったように思う。そのために，おそらく一生懸命考えていた

自分の考えが言えなくなってしまった児童もいた。 

 改善点としては，もっとゆっくり児童の様子を見て切り返

すこと。そして，課題をつかみにくい児童には，事前のお知

らせをしておき，本時で考えることについて，事前に自分の

考えを持たせ，なるべく早い段階で指名することができれば

よかった。 

い
き
い
き
・
生
活
科 

と
の
関
連 

 酪農体験に二回，出前授業で一回と，牧場

主の西山さんに繰り返し出会い，話を聞いた

ことで，子どもたちはより真剣に「食」につ

いて考えるようになっていた。普段の給食の

残食もほとんど無くなり，意欲が生活の中に

も現れていた中での本時だったので，改めて

「いただきますを言う理由」について自分な

りの言葉で考えることができた。豊かな体験

が言葉の力になっていることを感じた。 

 研究発表会当日には，二回目の酪農体験から時間が開いて

しまったため，児童の意識が薄れていた。体験終了直後に別

グループで行った本時のほうがより意見は活発に出ていたよ

うに思うので，体験の時期をもう少し遅めに設定できれば良

いと感じた。 

酪農体験で学んだことについて語り合う中で，本時のテーマである「いただきますとは なぜ 言うのか」

について問いかけた。「べつに言わなくても食べられるよね。言わなくてもいいんじゃない？」と言うと，

「絶対だめ！言わないといけない！」とどの子もが声をあげた。 

そしてそこに理由をつけて話すことができた。展開後段になると，「心をこめて言わないといけない。」と

いう発言から，ロールプレイを交えて自分の食生活を振り返ることができた。 



 ８ 

指
導
方
法 

 サークルタイムを行い，意見をカルタにま

とめた。また，ゲストティーチャーとして保

護者と西山牧場の牧場主である西山さんに

も参加していただいた。 

 自分たちだけの意見だけでなく，料理を作

ってくれている保護者の視点や，牛をそだて

ている生産者である西山さんの視点からの

意見を聞くことで，子どもたちの思いはより

強まった。 

 また，「いただきます。」と「ごちそうさま。」

のロールプレイを間に挟むことで，自分の生

活にも振り返ることができた。 

 本時では牧場主の西山さんに来ていただくことができた

が，別グループで行った際は事前に西山さんにお願いして撮

っておいたビデオを使用した。それでも子どもたちには十分

西山さんの思いを伝えることができた。 

 また，保護者の方には事前にどのような話をしてほしいか

を話しておくと良い。 

 

 

１年３組 道徳科 単元名「給食はどこからきたのかな」 

1．本時の目標の達成の様子 

「大勢の人たちの関わりによって給食を食べることができていることに気付く。」 

 

 

 

 

 

 

２．本時の成果と課題・改善点 

 成果 課題 及び 改善点 

対
話 

 「給食はどこからきたの」というテ

ーマではあるが，最初は牛乳にスポッ

トをあて，牛乳はどこからきたのかを

考えた。子どもたちはすぐ「牧場」と

答え，そこから共通体験である牧場で

学んだことから意見がたくさんでた。

「こんなことも知ってる！」「もっとあ

るよ。」と全員が経験したことなのでイ

メージを共有しながら話し合いを進め

ることができた。 

 牛乳ついての話し合いでは子どもたちの意見がよく出ていた

が，他の給食のメニューになると少し意見がでにくい気がした。

途中一問一答のような形式になってしまったのでそこから全体に

会話を広げられるように言葉掛けの工夫が必要であったと感じ

た。 

 体験をもっと語れるように時間を取ることができればよかった

と思った。内容が盛りだくさんだったために，自分が話したかっ

たことをもっと話したかったようであったが，切り上げ次に進め

てしまった。時間配分を考え，子どもたちが興味を持つところで

長く時間をとれるようにしたい。 
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 酪農体験で実際に牛と触れ合い，ま

た牛を育てている西山さんの話を聞

き，今回の学習では「給食はどこから

きたのか」というテーマから，つくっ

ている人の思いを含めて考えることが

できた。「みんなが牛乳を飲んで喜ぶ顔

がみたい」「給食を残さず食べて欲し

い」という西山さんの思いが子どもた

ちにも伝わっていた。また，小かぶの

世話をしていたことから自分の思いと

重ねながら，野菜を作る人たちの気持

ちにも触れることができた。 

 何度も何度も牧場体験から学んだことについて学習をしたため

新鮮さがないような気がした。もう少し短い期間で学習できたら

よかったと思った。 

 酪農体験を通し「食」について真剣に考えるようになった。そんな中で「毎日食べている給食はどこか

らきたのだろう」，「給食のためにどんな人たちが頑張ってくれているのだろう」ということについて話し

合い，見えないところで頑張ってくれている人の存在を知ることができた。また，その人たちがどんな思

いで作っているかを考えることによって，感謝して食べること，残さず食べることの大切さを実感できた。 



 ９ 

指
導
方
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 黒板全面を使い，給食の写真から給

食に入っている物，それらが作られた

場所，作っている人とわかったことを

広げてカルタのようにまとめていっ

た。 

 材料や，場所，人の写真をそれぞれ

用意し，具体化して視覚的にもわかり

やすく伝わるようにした。 

 また，牧場主の西山さんの話を聞い

たり，栄養士の藤田教諭にも授業に参

加してもらったりすることで専門的な

立場から意見を聞くことができた。 

 給食、食材、人などの様々な写真を使いながら広げていったた

めに黒板が写真でいっぱいになってしまった。多くの写真を使い

ながらわかりやすくまとめていくことが大変であった。また、板

書の整理が上手くできなかったことで大切なポイントや、何の話

をしているのかぼやけてしまい、分かりにくくなってしまった。

そのため、クローズアップしたいところを決め、コンパクトまと

めることが必要だと感じた。 
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４．小学校５年生の実践のねらいと特徴 

 

 

 では次に、５年生の酪農教育の実践事例についてみてみよう。 

 

（１）５年生の総合的な学習の時間のねらいと実践の特徴 

 

 ５年生の総合的な学習の時間では、単元目標を、「体験活動を通して食や命の大切さについて考え，

責任感のある行動や思いやりの心を育てる。」と設定し、谷牧場での酪農体験とプロジェクトの計画や

振り返りを行った。酪農体験としては、搾乳、えさやり、ブラッシング、哺乳、清掃、堆肥作り等を体

験することができた。また、学校栄養士とのティーム・ティーチングにより、「給食にはなぜ牛乳がつ

いているのか？」という問いをもち、牛乳に含まれるカルシウムの大切さを学ぶために、骨粗鬆症にな

った骨の断面を写真で見せたり、給食で出されるおかずを比較して牛乳に含まれるカルシウムの割合の

多さに気づかせたりする授業を行った。酪農家の谷さんにも学校へ来ていただき、お話をお聞ききした。 

 次に、実践の流れを写真で示す。（詳細は、資料編の「第５学年 いきいきタイム指導案」参照） 

 

【５年生の牧場体験の様子】 

  

えさやり ブラッシング 

  

子牛への哺乳 堆肥作り 
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【５年生の学校栄養士による学習の様子） 

  

牛乳のカルシウムと骨についての学習 板書のレイアウト 

 

 

 さらに、学校での総合的な学習の時間の授業としては、プロジェクトの計画立案や振り返りなどを行

った。生活科で行う酪農教育の実践とは異なり、高学年での総合的な学習の時間で行う酪農教育には、

次のような活動レベルでの相違点が出てくるし、また、必要でもある。 

 その一つ目のポイントは、子どもたちの主体的な意思決定を大切にするということである。もちろん、

生活科においても子どもたちがやりたいことやしてみたいことを問いながら授業を展開していくが、高

学年での総合的な学習の時間では、そのレベルが一層高くなり、活動の種類だけでなく、牧場での観察

の視点や、谷さんへのインタビューの視点といった認識面での意思決定もできる限り、子どもたちの主

体性に委ねることが大切である。そのために、教師は、例えば、それまでの体験内容を想起させて板書

で整理しながら、次の活動計画を立てさせたり、牧場での体験内容を、付箋紙を使ったＫＪ法で整理さ

せながら、まとめの壁新聞の内容構成を考えさせたりすることが必要になる。 

 そこでさらに指導上の留意点として重要なことは、子どもたちの体験内容をカルタやＫＪ法で整理さ

せることで、総合的な学習の時間でもった酪農体験やそれを核とした「食と命のプロジェクト」全体の

学習内容を、国語科の活用学習において題材として、活動報告書や食生活に関わる改善計画をジャンル

とする創作活動に取り組ませる、教科横断的なカリキュラム編成を行うことである。 

 三つ目のポイントは、子どもたちによる主体的な調べ学習を組みこむことである。 

 最後に、総合的な学習の時間で行う酪農教育の最終目標を、他学年の児童への啓発活動にまで発展さ

せることで、自分が食と命の大切さを実感するだけでなく、他者へそれを伝えていくといった道徳的実

践力を身に付けさせることである。 

 このような豊かな学びを持つ酪農教育を、５年生という学年発達に応じて開発し、実践することがで

きた。 

 実践の流れを写真で示す。（詳細は、資料編の「第５学年 いきいきタイム本時案」参照） 

 



 １２ 

【５年生の総合的な学習の時間の授業の様子】 

  

第１回目の牧場体験のまとめ ２学期の学習と第２回目の牧場体験での課題 

  

図書資料を用いた調べ学習 パンフレットやリーフレットも参考に 

  

インターネットを用いた情報収集 国語科の創作表現「活動報告書」へ発展 
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活動内容を壁新聞にして表現する 他学年にメッセージを伝える準備 

  

他学年に伝えるメッセージの項目 付箋紙を構造化する 

 

 

 

（２）５年生の道徳のねらいと実践の特徴 

 

 ５年生の道徳においては、授業目標を、「食べるということは，かけがえのない命をいただいている

のだということに改めて気付き，感謝を持って食事をしようとする。」として、豊かな教材を用いて、

食に関わる道徳的実践力を育てることをねらいとした。 

 道徳の授業で用いた教材としては、次のようなものがある。 

 

① 谷牧場で撮影した子牛が生まれる出産場面のビデオ動画 

② 一般社団法人中央酪農会議が作成した酪農教育ファームのビデオ教材 

  「牛が産まれるとき」～かけがえのない命の誕生～（DVD） 

③ 谷牧場の酪農家、谷幸さんのお話し 

④ 内田美智子 (著)、坂本義喜 (企画・原案)、魚戸おさむ (イラスト)『紙しばい いのちをいただく』 

  西日本新聞社 
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 このように、５年生の酪農教育における道徳の授業では、既製の読み物教材は使用せず、「食と命」

に関わるテーマを、直接体験やインタビュー内容、ビデオ教材、そして紙芝居といった、実感を持たせ

やすく、子どもたちの酪農体験と直接関連付けやすい教材をもとにして考えさせるようにした。 

 こうした教授意図は、子どもの授業中の集中度や、子どもたちが教材にふれて考えた自分の意見や感

想の内容的な充実度を見ると、十分に実現しているようであった。 

 いいかえるなら、総合的な学習の時間における牧場での直接体験に裏付けられた道徳的な価値への気

づきは、子どもたちの実感のある具体的な理解を促し、さらにそれが日常生活の実践課題（いのちに感

謝して大切に食べ物を食べる）の達成意欲につながっていくのである。 

 実践の流れを写真で示す。（詳細は、資料編の「第５学年 道徳学習指導案」及び「第５学年 道徳

本時案」参照） 

 

【５年生の道徳の授業の様子】 

  

子牛の出産場面のビデオ視聴 ビデオを見て感じたことの発表 

  

紙しばいの読み聞かせ 紙しばいを見て感じたことの話し合い 
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（３）５年生の算数科のねらいと実践の特徴 

 

 ５年生の算数科においては、単元目標を、次のような４点に整理して、「割合とグラフ」の授業を、

総合的な学習の時間や国語科における酪農教育と関連づけて実施した。 

 

・割合の意味を知り，ＡのＢに対する割合を求めることができる。 

・百分率，歩合の意味を知り，割合を百分率や歩合を用いて表すことができる。 

・資料から割合を求め，帯グラフや円グラフに表すことができる。 

・目的に応じて適切な表やグラフを選び，表したりよみ取ったりして，その特徴や傾向を説明す 

 ることができる。 

 

 この算数科の単元が、教科横断的なカリキュラム編成の一環として、どのようにして、総合的な学習

の時間や国語科での学習と関連づけられているかを引用してみよう。 

 

 本単元では，総合的な学習の時間の「食と命プロジェクト」とリンクさせている。実感をもたせるた

めに割合の円グラフの資料を総合的な学習の時間「食と命プロジェクト」と関連させた「浜寺小学校の

牛乳の残量を学年別の割合で表したもの」を使う。そして，発展的な扱いとして単元の最後に活用問題

を取り入れ，資料を自分たちが使いたい効果的なグラフに表したり，円グラフを正しくよみ取ったり，

よみ取ったことを説明したりできるようにしたい。 

 また国語の『わたしたちの「図書館改造計画」提案』の単元ともリンクさせている。「自分たちの食

と命についての改善」の提案書を作る際に，効果的に相手に伝えるために，これまで学習してきた棒グ

ラフや折れ線グラフだけでなく，本単元で学習する割合の円グラフも含めさまざまなグラフを活用して

提案書を書かせたい。               （第５学年 算数科学習指導案より一部引用） 

 

 このような教育効果を想定して、算数科と総合的な学習の時間及び国語科との教科横断的なカリキュ

ラム編成を行っている。つまり算数科において、総合的な学習の時間で学んだことを題材として、活用

学習における論理的な思考に意欲的に取り組むことができるように配慮しているのである。また、その

一方で、算数科におけるグラフの実証性を生かして、総合的な学習の時間における酪農教育の最終的な

目標である、他学年にも、牛乳の大切さや食べ物に感謝して食べることをより説得力ある形で伝えてい

くことができるようにしている。 

 こうした、教科横断的なカリキュラム編成によって、直接体験による実感のある気づきと論理性、そ

して道徳的実践力が相互に関連しながら高まっていくといえる。まさに、高学年ならではといえる、レ

ベルの高い学習が成立している。 

 実践の流れを写真で示す。（詳細は、資料編の「第５学年 算数科学習指導案」及び「第５学年 算

数科本時案」参照） 
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【５年生の算数科の授業の様子】 

  

算数科活用問題を提示している 見通しと自分の考えの発表 

  

それぞれのグラフの読み取り ワークシートへの記入 

  

カラー印刷で見やすいワークシート 液晶プロジェクタを用いたグラフの提示 

 

（３）５年生の家庭科と図工科のねらいと実践の特徴 

 

 ５年生では、さらに家庭科において、牛乳を使った料理（牛乳ポテトグラタン）を作る調理実習を行

うことによって、楽しみながら家庭での牛乳の利用を促す授業を行ったり、また、図工科では、牧場体

験の際にスケッチした下絵をもとにして、迫力ある牛の絵を描いたりした。 
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５．小学校５年生の実践の振り返り 

 

 

 では、５年生の実践の振り返りを整理したい。それぞれの学級担任の自己評価を掲載する。 

 

（１）５年生の総合的な学習の時間の振り返り 

 

５年２組  総合的な学習 単元名「食と命プロジェクト」 

1．本時の目標の達成の様子 

「他学年と５年のアンケートの結果の違いから，プロジェクトの活動を整理し，他学年に感謝の気持ち

をもってもらうためには何をどのように伝えたらいいか考える。」 

 

 

 

 

 

２．本時の成果と課題・改善点 

 成果 課題 及び 改善点 

対
話 

 アンケートを比較して，なぜ５年と他学年と

ではアンケート結果の違いがあるのかという問

題意識を持たせることで，子どもたちから「他

学年も伸びる可能性があるから，食と命の大切

さを広めるべきだ」という課題を持つことがで

きた。また，話し合いの内容も，今までのプロ

ジェクトで様々な活動をしていたので，自分の

視点で発表しようとすることができた。そのと

きに，つけたしや似た意見など自分の言葉で伝

えることができた。 

 小グループ活動もいれることにより，全員が

自分の気持ちを発表する場も取り入れることが

できた。 

 話し合うことで，何に対して感謝の気持ちを持てばい

いのかを改めて再確認することはできたが，新たな考え

を生み出すことができなかった。また，対立するような

場もなかったため，話し合いが深いものになることはな

かった。「どのように伝えたらいいのか」という課題設定

だと，深い話し合いになったかもしれない。そのため，

考えが広まる深まるという話し合いにはならなかった。 

 また，発表する時に，国語科で学習した伝え方をする

児童は少なかった。これは，日ごろの授業で常に意識さ

せる必要があると考える。 
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 算数科で学習した棒グラフ（２つのデータを

隣同士で表示）と帯グラフを使い，自分たちの

成長を見つめた。グラフを見るときには、グラ

フから分かること，なぜそのような変化になっ

たかを考えることを指導していたため，様々な

視点でグラフをみる児童がいた。道徳科で学ん

だ「いのちをいただく」から，感謝の気持ちを

言う対象者に，食肉加工センターの人という考

えがでてきた。国語科で，テーマごとに分かれ

て課題を改善するための提案書を書いて、それ

を拡大掲示していたため，自分たちのチームの

視点に立った感謝の気持ちの持ち方の考えがで

てきた。 

・今回は教師側がアンケート結果からグラフを作り子ど

もたちに見せたが，時間があればデータから子どもたち

自身にグラフを作らせたら，さらに意欲的に活動できた

と考える。 

・社会科で農業や漁業などの生産者の立場を学習してき

たが，子どもたちの印象では酪農体験が強く，感謝の気

持ちをもつ対象者で，農業や漁業などの生産者という言

葉が子どもたちからでてこなかった。学習を進める中で，

社会科とも関連していることを十分におさえることがで

きていなかった。 

 

アンケート結果の比較から，自分たちの成長の様子を感じ取らせることができた。また，子どもたちから
『他学年も伸びる可能性がある』『他学年に自分たちが学んだことを伝えるべきだ』という声が自然に出
てきた。そのため，どのようなことを伝えたらいいのか自分たちがしてきた活動をもとに意欲的に考える
ことができた。そして，友だちと考えを交流することで，感謝の気持ちは“食材”“生産者”“料理を作っ
てくれる人”の３点に絞ることができた。しかし、各学年で伝え方を変えた方がいいという意見はでたが、
どのように伝えるかまでは時間がなかったため話し合うことができなかった。 
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【ＩＣＴ】 

 グラフの表示をテレビに映すだけでなく，変

化後の部分を隠しておいて，子どもたちに予想

させたあとに表示するという方法をすること

で，自分たちの成長の様子が分かりやくなった。

導入として引きつけることもできた。 

【ＫＪ法・小グループ】 

 感謝の気持ちを持つために何を伝えたらいい

かをＫＪ法を使って考えさせた。チームの提案

書などをみながら自分の考えを，付箋にかき，

グループでまとめることで，自分の考えに自信

を持ち、全体で交流するときにもたくさんの児

童が焦点を絞って発表することができた。 

 

・感謝の気持ちを持つために何を伝えたらいいのかとい

うことで，ＫＪ法を使って自分たちの考えを焦点化する

ことはできたが，ＫＪ法を指導するために直前に多くの

時間を使った。普段の授業から、取り入れることも可能

だと思う。 

・小グループの話し合い方を，どのようにしたらいいの

かを時には指導せず自由にさせた。しかし，子どもたち

は５年までに小グループの活動をたくさんしていること

で可能だったと思う。日頃の授業でも，場面に応じて小

グループで活動する時間をとるだけでなく，どのように

活動すればいいのかを指導しておく必要がある。 

 

（２）５年生の道徳の振り返り 

 

５年１組 道徳 単元名「いのちをいただく」 

1．本時の目標の達成の様子 

「『いのちをいただく』を読んで、私たちが改めて命をいただいているということに気づき、これから

の食生活について考える。」 

 

 

 

 

 

 

 

２．本時の成果と課題・改善点 

 成果 課題 及び 改善点 

対
話 

自分たちが体験した牧場の写真を見せることで、

出産に立ち会う酪農家の思いを子どもたちから自

然と出すことができた。その際、「がんばれ」など

といったプラスの思いだけでなく、メス牛が生まれ

ることで酪農家さんたちは利益を得ることができ

生活できているのだという現実的な意見も出てき

た。 

また、子どもたちが心に残ったことを出し合った

後で、課題を出したのでほとんどの子が自分の考え

をワークシートに書くことができ、その後対話につ

なげることができた。 

みんなで話し合うことで、『いのちをいただく』のお

話を深く考えることはできたが、発表しない子もい

る。全員が授業に何らかの形で参加できるようにする

ためには、ワークシートだけでなく、小グループでの

話し合いなども有効的だったのかもしれない。 

酪農家が母牛から子牛を取り出している写真を見ることで、酪農家の思いを考えることができた。「がん

ばれ」「無事に生まれてきてほしい」だけでなく、「メスだったらうれしいな」「メスだったら稼ぐことが

できるな」という様な酪農家はお乳を搾って生活しているということも、子どもたちから自然に出てきた。 

 その結果、『命をいただく』の中に出てきた主人公の坂本さん、酪農家のおじいちゃんそれぞれにも生

活があるのだということにも子どもたち自身で気づくことができた。 

 



 １９ 

い
き
い
き
・
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活
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と
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 いきいきで行った酪農体験から、写真を見ただけ

で、酪農家の苦労や思い、お乳を搾ることで生活し

ていることなどの考えも出てきた。 

 今回は、初めて食肉加工センターの人、肉牛とい

うものに触れたが、酪農家のことをしっかり学習し

ていたからこそ、どの人たちにも苦労や思いがあっ

て、命を大切にしている。けれども、自分たちとの

生活もあるという苦しい思いにも触れることがで

きた。 

 雄牛がお肉になることはなんとなく知っていたが、

このお話を読んで改めて私たちは「命をいただいてい

る」ということに気づくことができた。また、生産者

だけでなく、食肉加工センターというところで苦しい

思いをしながら働いている人たちもいるということ

を初めて知った。 

 授業終了後に「私たちは、生産者だけでなく、孫の

ようにみいちゃんをかわいがっていた生産者の家族

の思いも忘れたらだめだよね。」と言ってきた子がい

た。 

 時間の関係で、手を挙げている子の意見を全部聞い

てあげることができなかったが、もっと意見を出すこ

とでより深められたのではないかと思う。 

指
導
方
法 

【体験した牧場の写真】 

 自分たちがお世話になった酪農家さんが一生懸

命牛を取り出している写真を見ることで、いろいろ

な体験やお話を思い出すことができ、そのときの気

持ちを考えることができた。 

【紙芝居→テレビで写す】 

 事前授業では、「いのちをいただく」を読む際に

絵を見せずに話を読み聞かせることで、それぞれの

人たちの思いを考えた。しかし、それではお話の内

容もあやふやな子が多かった。 

 今回は、テレビに紙芝居の絵を写すことで子ども

たちに視覚的にも訴えられたのではないかと思う。

その結果、課題を出さなくても子どもたちから自然

と思ったことや感じたことが出てきた。 

・自分たちのお世話になった酪農家さんの写真という

ことで、子どもたちはより身近に感じ思いを考えるこ

とができたとは思うが、表情も写っていればもっと酪

農家さんの気持ちを深く考えられたのではないかと

思う。 

・絵を出すことで、視覚的に訴えられる良さはあった

が、逆にインパクトのある絵の部分で、どうしても考

えがそちらに偏ってしまうということがあった。絵に

とらわれずに内容を重視できるよう普段から、テレビ

を使った読み聞かせをしていくことも大事だと思う。 

 

  



 ２０ 

（３）５年生の算数科の振り返り 

 

５年３組   算数科 単元名「割合とグラフ」 

1．本時の目標の達成の様子 

「円グラフ，棒グラフ，折れ線グラフのそれぞれのよさに気づくことができる。」 

 

 

 

 

 

 

２．本時の成果と課題・改善点 

 成果 課題 及び 改善点 

対
話 

 牛乳をどれだけ飲むようになったか考え

る際に変化について分かりにくい二つの円

グラフを示して問題意識を持たせることで，

「もっと分かりやすくできるのでは」という

課題を持つことができた。 

 また，実際に表された２種類の棒グラフと

折れ線グラフの見比べ，それぞれのよさにつ

いてつけたしや自分の言葉で言い換えるこ

とで，いろいろな見方をすることができた。

さらに，どのグラフが一番伝えやすいか考え

させることで，他のグラフと比べ，自分の意

見を持って，分かりやすい部分や見えにくい

部分などを話し合うことができた。 

 それぞれのグラフのよさを考えたあと，どのグラフが一番

伝わるか話し合うことで，棒グラフ，折れ線グラフのよさに

気づくことができたが，子どもたちの意見が変化を横に並べ

て表した棒グラフに偏ってしまった。そのため，少し盛り上

がりに欠け，対立することなく，棒グラフに関しては子ども

たちがつけたすことで深く考えることはできたが，折れ線グ

ラフに関しては深いものにはならなかった。少数の意見に対

しても，耳を傾け，なぜ，そのグラフを選んだのか考えるよ

うに普段から意識させる必要があると考える。 

い
き
い
き
・
生
活
科 

と
の
関
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 いきいきと関連した「食と命プロジェク

ト」で「浜寺小学校の牛乳の残量を学年別の

割合で表したもの」を使い，実際に 5年生の

呼びかけでどのように変化したかを二つの

円グラフから考えた。 

 また，いろいろなグラフのよさを考えるこ

とで，国語科の「自分たちの食と命の改善」

の提案書を書く時に，自分たちが伝えたい内

容にあったグラフを選び，書くことができ

た。   

・今回は，どのグラフが一番伝わるか考える時に，あらかじ

め教師側が２種類の棒グラフと折れ線グラフを用意た。その

中から選んで考えさせたのだが，時間があれば子ども自身に

グラフを作らせると，意欲的に取り組むことができるだけで

なく，さまざまなグラフを交流することで，グラフに対する

考えを広めることができると考える。 

指
導
方
法 

【ＩＣＴ】 

 まず，変化前のグラフをテレビに映し出

し，予想させてから変化後のグラフを表すこ

とで，どのように変化したか分かりやすく，

導入として引きつけることができた。 

 

 

  

割合を表す２つの円グラフから変化を読み取ることは難しいと感じさせることができた。そして，そこか

ら子どもたちが「違うグラフで表したらいいのでは」という意識になり，棒グラフ，折れ線グラフ，帯グ

ラフといった既習内容のグラフが出てきた。さらに，２種類の棒グラフと折れ線グラフを見比べ，全体で

交流しながら，それぞれのよさを見つけ，どのグラフが一番わかりやすいか意欲的に考えることができた。 



 ２１ 

６．まとめと総合的考察 

 

 

 では、最後に本研究の成果のまとめと総合的な考察を行っておきたい。 

 本調査研究では、研究の特色を次の５点に設定して行ったので、それらに位置付けながらまとめとし

たい。 

① いのちの大切さと食への感謝の気持ちを育てることをねらいとする 

 これは、今年度開発・実施した酪農教育プログラムの教育目標に関わることであるが、１年生、５年

生ともにこの目標へは十分に達しているようである。１年生においては、サークルタイムでの子どもの

発言やその後の感想文の多くに、感謝や大切にするという気持ちが書かれていること、そして５年生で

は、国語科で創作した「活動報告書」や、「食生活改善計画」、さらに他学年に伝えるメッセージカード

等にそうした気持ちが多く書かれていることから判断できる。 

 特にこうした高次な態度形成に関して効果的であったのは、昨年度の研究知見と同様に、酪農家の西

山さんや谷さんから直接お話をお聞きしたことである。酪農家の方が、「命を食べているのだから、食

べ物は大切にして欲しい」「命をくれた生き物や、その生き物を育てている人にも感謝して食べて欲し

い」という願いや思いを直接語ってくれると、それは実際に命を産み、育て、そして最終的には育てた

乳牛を食肉センターに送るというつらい判断をしている酪農家自身から語られた言葉であるだけに、子

どもたちの心に実感をともなって響いてくるからであろう。 

 それも可能であれば、１回だけでなく、２回の牧場体験を通してお聞きしたり、あるいは学校への出

前授業で語っていただく場を設定したり、さらには、ビデオレターやお手紙で間接的にメッセージを送

ってくださることも組み合わせて、酪農家と子どもたちの豊かなコミュニケーションが生まれることが

望ましいといえる。 

② 教科横断的なカリキュラム編成により、生活科、総合的な学習の時間、国語科、算数科、家庭科、

道徳、図工科を組み入れる 

 このようなレベルの高い教育目標を達成しようとするならば、さらに、カリキュラム編成の点からも

創意工夫が必要になってくる。この点も、興味深いことに昨年度と同様の研究知見になっているが、子

どもの食と命に関する肯定的な態度形成を行うためには、一つの教科での学びや体験だけでなく、複数

の異なる教科や領域を組み合わせて、教科横断的なカリキュラム編成を行うことが不可欠である。 

 その原理は、大きく整理するならば、１）生活科や総合的な学習の時間といった体験型の教科・領域

で豊かな体験を子どもに得させて、その体験内容や深い気づきや願いをもとにして、国語科や図工科、

そして家庭科といった表現・実技型の教科を関連づけていき、２）さらにそれらすべての教科・領域の

道徳的実践力の基礎となる道徳的な気づきを、道徳の時間において子どもたちの体験内容に根ざした教

材を用いて生み出すことが効果的である。今回は、さらに５年生という小学校高学年の発達段階に応じ

た教科横断的なカリキュラム編成の一手法として、論理的な思考力や表現力を育てる算数科との関連付

けを試行してみたが、日常生活の中の経験に根ざした教材を用いたことや、習得したグラフの書き方が



 ２２ 

国語科や総合的な学習の時間の作文や壁新聞づくりに活かせることが意識化されることで、子どもたち

は難しい活用問題であったにも関わらず、集中して、「難しいから面白い」といった意識をもって学ん

でいたことは、大きな研究成果であるといえるだろう。 

③ ２回の牧場体験を実施し、その事前・事後学習を豊かに展開する 

 予算と授業時数の制約から、実際には２回の牧場訪問を実施することは容易ではない。しかし、子ど

もへの教育効果という視点から考えたときには、やはり、２回の牧場体験は大変有意義であるといえる。

その理由は、低学年については、子どもの発達段階からみて、搾乳などの感動的な直接体験の繰り返し

によってその感覚を身に覚えさせることが、命や牛乳の大切さを実感できるようになるために効果的で

あるからである。また、バスで移動する時間的制約から、牧場での体験時間が短くなる傾向があるので、

多様な酪農体験をさせるうえでも、また、スケッチをしたり、より多くの感覚で牧場を感じ取り味わっ

たりするためにも、２回にわたる牧場訪問は、子どもたちに豊かな学びの機会を提供してくれた。 

 高学年の子どもたちにとっても、同様の理由で複数回の牧場体験は有意義なものであるが、さらに学

年発達を考えると、１回目の訪問の後に、新たな疑問や調べたいことが生まれ、それを２回目の訪問で、

インタビューや観察を通して解決するというように、子どもたちの牛や牛乳に関わる探究的な学習を成

立させる上でも、効果的である。 

 さらに、２回の牧場体験で得られたより豊かな体験内容は、関連づけられた複数の教科・領域に豊か

な教材や題材・資料を提供してくれるとともに、逆に事前学習で、質問事項を整理したり、基礎的な調

べ学習を済ませておいたりすることで、より一層深い問題意識や探究課題にもとづいた牧場体験ができ

るようになることがわかった。 

④ 学校栄養士とのティーム・ティーチングを組み入れる 

 本年度開発・実施した酪農教育プログラムにおいては、新たに、学級担任と学校栄養士とのティーム・

ティーチングを意図的に組み入れた。その意図は、学級担任だけでは子どもたちに伝えられない、牛と

牛乳についての専門的な知識を、ゲストティーチャーとして学校栄養士から伝えてもらうことで、牛乳

をはじめとする食べ物の大切さを子どもたちがより強く感じてくれることを期待したからである。 

 そのねらいは、今年度の酪農教育プログラムで十分に達成された。つまり、低学年でも高学年でも、

学校栄養士という専門家が教えてくれる情報は、子どもたちにとって、酪農家と同じように大きな説得

力がある。普段給食のメニューづくりに責任を持って取り組んでいる人のねがいや思いだからこそ、子

どもたちの実感を生み出すことができるのであろう。 

⑤ フィンランド・メソッドを用いた教育方法を組み入れる 

 特に今回の研究では、フィンランド・メソッドの中から、カルタによる情報や気づきの整理から作文

へつなげる手法と、低学年に限定したが、サークルタイムでの子どもたちと保護者や酪農家との対話活

動を組み入れた。どちらのメソッドについても、子どもたちからスムーズに受け入れられた。また、カ

ルタで思考の整理をすることで、国語科での作文が豊かになったり、道徳での心情理解が整理されるよ

うになったりした。サークルタイムでは、親子での食と命に関する暖かい雰囲気の中での対話から、家

庭での食習慣の見直しや改善につながる話し合いが豊かに成立していた。 


