
 

 

 

 

 

 

研究３  

  

適応が良好な子ども－不適応傾向の子どもの相違点 
 

  



研究 3（質的研究 適応が良好な子ども－不適応傾向の子どもの相違点） 

（「インタビュー」，「酪農経営者のお話で覚えていること」，「酪農経営者への手紙」から） 

 

目的：適応が良好な子どもと不適応傾向の子どもの相違点を比較することによって，状態像を明らか

にし，不適応傾向の子どもへのかかわりを検討する。 

方法：i-checkの分析結果（①自己肯定感（高－低），学級適応感（適－疎外）②クラスの絆（強－弱），

家族・友だち・先生のささえ（強－弱））により特徴的な下記の４名（A,B,C,D）を抽出した。 

 

 

A,B が適応が良好な子，C,D が不適応傾向の子として，「インタビュー」，「酪農経営者のお話

で覚えていること」，「酪農経営者への手紙」の 3つの内容の比較を行い，それぞれの相違点を

見出した。「インタビュー」，「酪農経営者のお話で覚えていること」，「酪農経営者への手紙」は，

研究２で実施したものと同一である。 

 

結果 

1．分類 

 それぞれの記載内容を以下の分類で区分した。 

① 生（赤ちゃん牛の誕生など）  

② 死（肉牛になるために牧場を離れる，産まれてすぐに死んでしまったことなど） 

③ 親子（親牛と子牛が離されていること） 

④ 乳搾り（乳搾りの体験など） 

⑤ 牛乳（搾った乳の温かさなど） 

⑥ 牛（牛についての知識など） 

⑦ 仕事・牧場（酪農の仕事や牧場について） 

⑧ 友達（友達の変化，友達の行動など） 

⑨ その他（牧場にいた動物や試食したソフトクリームについてなど） 

 

2．相違点 

（1）生，死 

    「生」については，適応が良好な子には 2 名（A,B）とも記述がなかったが，不適応傾向の子
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(C,D)は 2名とも記述があった。また「死」については，適応が良好な子のうち 1名（B）に記述

はあった。不適応傾向の子は 2名とも「男の子の牛は 3しゅうかんで，ぼくじょうにいられなく

なる（お肉にされちゃう）」というような悲しい感情が伴う記述があり，うち 1名（D）について

は記述量の多い（Dの記述の半分以上）とともに一番心に残ったこととして「産まれてすぐに死

んじゃったこと」を挙げていた。 

 

（2）乳搾り，牛乳 

   乳搾りについては適応が良好な子 2 名には「家族といっしょにまた牛のちちをしぼりたいです」

「もう一回家族と乳搾りしてみたい」「ちちをしぼってその出たミルクを手で取るというのは初めて

の体験でした」などといったポジティブな記述があったが，不適応傾向の子は 2名とも記述がなか

った。牛乳については適応が良好な子 2名ともに記述があり，特に牛乳の「温かさ」について述べ

ていた。一方，不適応な子 2名については記述がなかった。 

   不適応な子は，体感している記憶が残りにくい，また「温かさ」を感じにくいことが考えられた。 

 

（3）仕事・牧場 

  適応が良好な子 2名，不適応傾向の子 2名，すべてに記述があったが，その内容に差が見られた。

適応が良好な子 2名はともに「パパさんは毎日牛のめんどうを見たりする」など，人や人がやるこ

とに着目する記述があったが，不適応傾向の子の記述には人に関する記述はなく，ふんの匂いなど，

マイナスなイメージの内容が目立った。 

 

（4）友達 

適応が良好な子 2名については「みんな楽しく乳搾りして，学校で笑ってる笑顔より，10倍笑顔

だった」「親切っつうか，なんか，丁寧だった」「（いつもより）会話してる」など，ポジティブな変

化についての記述が目立った。一方，不適応傾向の子ついては Cは記述がなく，Dは友達への直接

的な興味と思われる記述はなかった。 

（3）の内容からも，人への関心度合いや，人との心理的距離に，適応が良好な子と不適応傾向の

子の間に差があるように思われた。 

 

考察 

適応が良好な子と不適応傾向の子との間では差があると考えられた。生死については不適応傾向の

子の記述が目立ったが，適応が良好な子は生死についてはあまり意識をしていない可能性が考えられ

た。また不適応傾向の子は人への関心度合いが低く人との心理的距離が遠いように思われた。これは

因果関係には言及はできないが，不適応傾向の子の状態像が特徴的に表れていることは考えられる。 
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研究４  

 

酪農経営者の発話の検討 
 

  



研究 4 質的研究 酪農経営者の発話の検討 

                             （「子ども達へのお話」，「酪農経営者へのインタビュー」から）  

 

（１）．酪農経営者の子ども達への話の内容の検討 

 

目的：子どもの心を打つ話し方について，教育現場への示唆を得るため 

方法：酪農経営者ママさん・パパさんの子ども達への話をビデオで録音した。逐語を元に内容分析。 

日時：体験当日，約 20分 

場所：牧場内 酪農経営者が,わらで作成した半円形の手作り椅子に子ども達は腰かけて話を聞いた。 

 

結果と考察 

酪農経営者の話を分析した結果を Table9-1と 9-2に示す。酪農経営者の話は，大きくわけて「命」「生」

「死」「親子」「乳搾り」「牛」「仕事・牧場」「友達・仲間」「その他」の９つに分類された。 

それぞれには下記のような内容が含まれていた。 

① 命…  私たちは命をいただいている。命を絶たないで食べられる食材は，牛乳と蜂蜜しかない。 

    今ある命は当たり前ではない。今を一生懸命生きてください。 

② 生…  この牧場では 1年間に 85～90回くらいお産がある。今日も子牛が産まれた。 

③ 死…  最近，産まれてきた子牛が死んじゃった。そのお母さんも死んじゃった。 

   オス牛が産まれてきても 3週間で，お肉の牧場に行く。メス牛も子供を産めなくなった

ら，お肉の工場に行く。 

④ 親子… 子牛とお母さん牛は離れ離れになる。 

   死んじゃった子牛をお母さん牛は朝まで舐め続けていた。 

⑤ 乳搾り…乳搾りの説明 

   牛乳は自分の掌に搾る。 

⑥  牛…  牛さんは実は気が弱いから大きな声を出さないで。びっくりすると乳を出さなくなる。 

   おっきくなって赤ちゃんを産んでから，初めて乳が出る。 

⑦  仕事・牧場… 

   朝は 4時半に起きて，仕事をする。1年間休みなし。この牧場には 140頭の牛がいる。 

   牛さんが気持ちよく，健康で過ごしていられるように，24時間見守っている。  

⑧  友達・仲間… 

   この牧場には，クモや蛇もいる。一生懸命生きている。いろんな生き物がいて人間は生

かされている。怖いから「あっち行け」ではなくて，ちゃんとその生き物を生かしてあ

げる。   

⑨  その他…牧場で飼っておる犬の紹介。 
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酪農経営者のお話　1/2

命 生 死 親子 乳搾り
唯一、命を絶たないでもらえる食べ物、2

品目しかないです。2種類。一つは私が

生産している牛乳です。あともういっこ、

何かわかる？（肉）肉は殺してだよ。命を

絶つ。はちみつなんです。はちみつって

食材はミツバチが一生懸命働いて集め

て、子を養うために集めた食べものです。

それとね牛乳。牛乳は健康な牛が一生

懸命出して赤ちゃんを育てようとして、

絞って余ったものをいただいて。この2品

目しか命を絶たないで食べられる食材で

す。だからね、牛乳を飲んで。（ パ）

9月18日に生まれま

した。（最近だ！）最

近だ。ということは今

日で何日目？今日は

10月8日だから、まだ

生まれて3週間たって

ない赤ちゃん。まだ

赤ちゃん。タローって

言います。（かわい

い！）かわいい（か

わいい！）触ってみ

たい（うん）（触りた

い！）（触りたい！）

（一番最近の話）最近の悲しいことは、赤ちゃんが産まれてこない

で、後ろ足からでてきたんだけど、そしたらね、片方の足しか出て

こない。片方の足がおれてる。それをどうにかして、一生懸命努

力して、一回中に入れたりとかして。その間、約5分から10分間く

らいあったんだけど、触ってるときはまだ生きてたんです。赤ちゃ

んが自分で足をこう蹴ったりして。だけど道具を取りにいってるわ

ずか10分くらいの間にちょっと動きが鈍くなてきた。これはまず

い、と思ってどうにかして足を引っ張り出して、赤ちゃんが産まれ

たんですけど、息をしてくれました。だけど2回。2回、一生懸命息

をしてくれたんだけど、3回目は息をしなかった。そのまま頭を振り

続けて、そのままバタンと、倒れて赤ちゃんは死んでしまったんで

す。一生懸命、心臓マッサージしたんだけど、やっぱり赤ちゃんは

生きて帰ってくれなかった。たかだか5分か10分のおじさんのミス

で、その子が死んじゃった。（ パ）

（ジャージー牛の赤ちゃん登場）もう

もうって騒いでるのはこの子のお

母さん、この子は「はあい、おかあ

ちゃん」って言ってる。

今から乳搾りの体験に行くけど、その牛乳を

出してくれる牛さんはお母さん牛、赤ちゃんを

産んだことのある、お母さん牛だからね。お母

さん牛のところに行って皆は、今から牛乳を

搾ってみたいと思います。やったことある？（あ

る）あるー！じゃあ今日は大丈夫かな？

（質問！）質問。（卵は！）卵はね、私達

が食べてるのは無精卵です。赤ちゃんが

産まれない卵です。でも通常食べるのは

有精卵。命が宿ってる卵に名てるのを私

たちはいただいてるんです。だからその

卵はひよことして産まれてくる状態のもの

です。だから無精卵は赤ちゃんが産まれ

てこない前提で食べてるから、卵ももう一

品目入ってくるんだけど、ほんとのことを

話すと、自然にあるものを食べるときは

有精卵しかないんですね。もう赤ちゃんが

できている状態。その子はひよことして産

まれる。おじさんもそう思ってたんだけど、

ある人から教えてもらいました。（ パ）

須藤牧場では1年間

に　も赤ちゃんが産ま

れます。今日の朝も

お産があったし、一

昨日も産まれました。

みんなにおいしい牛

乳を届けることがで

きるんだけど、いつも

いつも生きて産まれ

るわけじゃないんだ。

夜中のお産だったんですね。で、おじさんが朝起きて見てみると、

きれいに乾いた状態で、赤ちゃんはいました。しかし赤ちゃんは

生きてませんでした。死んだままでした。（ パ）

お母さんがさっきからモウモウモウ

モウ言ってるのはね。やっぱり、す

ごい自分の子ども、赤ちゃん、そば

にいたいの。私の赤ちゃんに会い

たいの。向こうにいる牛さんはみん

な、お母さん牛だから、牛乳を出す

お仕事をしてるんです。赤ちゃんは

あっち。先生の後ろ側、あっち。赤

ちゃんとお母さんは離れ離れなん

だよ。お仕事なの。牛乳を出すお

仕事をしてるから、赤ちゃんはあっ

ち（かわいそう）かわいそうだよね。

だからちょっと赤ちゃんが見える

と、「会いたいわー」って。

じゃあ練習をしたいと思います。右手を出し

て、左手出して、左手を親指と人差し指でOKっ

て、右手の親指は牛さんのおっぱいだと思っ

てください。おっぱいの付け根のところをさっ

きのOKってギュって締めます。そして上から中

指、薬指、小指って順に、付け根のところを締

めると、水風船みたいに膨らむから、膨らんだ

ところを上から順番に中指、薬指、小指って順

に。いいよ右手でも。じゃあ右手で絞るじゃな

い、そうしたら左の掌で、左手なら右手の掌に

牛乳を受け取ります。いい？大丈夫？

そして命をいただきます。ありがたくいた

だきます。

ママさんが話をした

かもしれないですけ

ど、須藤牧場では1

年間に約85回、85か

ら90回くらいお産が

あります。（ パ）

実をいうとそのお母さんも三日後には死んでしまったんです。おっ

ぱいに病気が出てしまって、立てなくなってそのまま死んでしまい

ました。（ パ）

その赤ちゃんをお母さんの前にあ

げたら、お母さんはその死んでる赤

ちゃんを、ひたすら舐めつづける。

朝まで。（ パ）

今日はバケツとかに絞んないよ。自分の掌に

ぎゅーっと。今日牧場に来て、メインの体験だ

から。

だからメスもオスも同じ。命を分けてくれ

る。かわいいでしょ。この子、ジャージー

はほんとは残念なんだけど、今回は、私

が育てる。タロウだけは育てる。須藤牧

場に何年かいて、みんなと仲良くする。と

ても人懐っこいでしょ。昨日シャンプーし

たんだ。

2匹の、あ、1匹の赤ちゃんとお母さん。私たちは処理をしなきゃい

けない。埋めることもできないんです。法律で決まってて。牛の肉

を、ボイルにして肥料にするんです。その後工場に行くんです。

（ パ）

乳搾りは。自分の順番が来たら。これはもう

ね。一生に一回しかできないよ。本物の牛乳

を自分の掌にとるって体験は、今日くらいしか

できないと思って、自分の順番が来たら、掌か

ら牛乳がミルクがこぼれてもいいから、いい？

こぼれてもいいから。

今ある命って当たり前じゃないんですよ。

生き続けてる命って決して当たり前じゃ

ないんですよ。神様がまだ、まだ命をくれ

ている状態です。明日死ぬかもしれな

い。わかんないでしょ。震災に遭うかもし

れないでしょ。津波が来るかもわからな

いでしょ。（ パ）

一回赤ちゃん産んだからってダメなんだよ。毎年、毎年赤ちゃん。

だから今日も赤ちゃん産んだお母さん牛も、でも永遠に赤ちゃん産

めるわけじゃない、いつかは赤ちゃんが産めなくなるよね。そう

なったら、メスも同じように男の子だけかわいそう、じゃなくって、メ

スの牛さんも最後の最後はお肉の牧場に行っちゃう。

何回も何回も絞って、そしてこの牛乳は、いま

正真正銘出てきたばっかりのミルクだから、飲

んじゃいけない。飲んじゃいけないって法律で

決まってるからね。法律で決まってます。菌が

ちょっとでもあるといけないから、飲んじゃい

けません。

今を一生懸命生きてください。今ある命

だと思って。そうすると10年、20年、30年

うまくすると100年くらい生きられるかもし

れない。大人になるまで。だから今あるこ

とを一生懸命やっていけば、この先つな

がります。（ パ）

モモちゃんも今お話ししたけど、いつかはお肉になっちゃう。これ

はね、かわいそう、じゃなくって、お肉は残さず大事にいただいてく

ださいね。いいですか。無駄にしないようにしていただいてくださ

いね。

じゃどうする。掌にこすり付けてください。手が

どんなになると思う？（真っ白になる）そうね

白っぽくなるかもね。つるつるになります。美

人になりたかったら顔に塗るんだよ。（笑い）冗

談だよ。でもやってもいいんだよ。つるつるに

なります。

私たちよりも先に死んでいく動物。果物、

野菜、すべてに命はあるんです。（パ）

産まれた時にもう死んでるとか。産まれるときに、ちょっとお産の

時に赤ちゃんが死んじゃうってことがあります。一生懸命努力して

るんだけど、繰り返される悲劇。おじさんもあんまり経験したくない

んだけど。やっぱりね。（ パ）

体験をしてね。みんながこうして絞るじゃん。

絞って、そのあとは水道で手を洗って、洗いま

す。水で手を洗います。手を洗ってもつるつる

の効果は大丈夫だからね。そのままだと、だか

らお水だけは洗いましょう。

そのうちのね。大体そのうちの5頭から6頭くらいは生きて産まれ

てこないんです。（ パ）

で、一人ひとりが体験して、今日は53人、人数

が多いですから、みんなが終わったら、機械で

牛乳を搾るから、絞ったらさっきのたろうちゃん

のことも触っていいから、最後は機械のところ

にまた集合してください。いいですか。

この子はお話ししたけど18日前に生まれたジャージー牛の赤ちゃ

んです。残念ながら…男の子。（ああそっかメスじゃないと出せな

い）

そう。オスはいくら頑張ってもミルク出さないでしょ。男の子はいく

ら頑張ってもミルク出さないよね。

だから須藤牧場では男の子は3週間でお肉の牧場に引っ越しをし

ます。もしホルスタイン、白黒の牛さんで男の子の赤ちゃんが生ま

れたらやっぱり3週間だけはここにいるけど、お肉の牧場に行くん

です。

男の子だったら3週間でお別れをして、お肉の牧場に…。

そしてたとえば、足を引きずってるような、びっこひいてるような牛

さんは自分からトラックに乗ります。

Table9-1 
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酪農経営者のお話　2/2 Table ○-2

牛 仕事・牧場 友達・仲間
牛さんね。体が大きい牛さんがいるけ

ど、実は牛さんは気が弱いんです。とって

も臆病なんです。おっきな声を出したり、

おっきな体をしてるけど、みんながね、騒

いだりね、大きな声を出したり、たたいた

りとか絶対にしないでくださいね。牛さん

はびくっと、ビックリするとミルクを出さなく

なっちゃうんです。ドキドキして緊張すると

ね、牛さんはミルクを出さなくなっちゃうか

ら困るからね。

パパさんとママさんは朝、4時半に起きて

仕事をしています。今日は朝6時から、牛

乳を搾りました。これからもう一回しぼり

ます。1年中毎日、毎日、お休みなしで

ね。

お別れするときも全部の牛さんが、

お友達の牛さんが、牧場から出て

いくときはお見送りをしてくれます。

おっきいわんちゃん、ここに連れてきていいです

か？無理？無理なお友達、後ろのお友達と交代

してもいいよ。おっきなワンちゃんここで紹介した

いと思います。大好きだったら前に来てね。苦手

なお友達は後ろにね。

幼稚園くらいの男の子が45キロもあって、じぇ

じぇじぇじぇっとママママ、ってすごい腕白坊主に

育ったら、大変だから、ちっちゃいちっちゃい赤

ちゃんの時に一生懸命お話をして、パパや私の

いうことがわかるように育ててたんだよ。気持ち

が通じるんだよ。犬だけでなくって、牛さんだって

人間の言葉がわかるんだよ。牛乳絞る時は一緒

に来て、絞り終わったら一緒に帰るんだよ。牛

だって言葉が話せないだけで、ぽてちゃんや犬と

同じように、ちゃんと人間お言葉が通じるんだ

よ。

皆さんは牛さんの近くに行ったときには、

優しい気持ちで接してあげてください。大

丈夫？約束できますか？大丈夫？こっち

大丈夫？（はーい）脅かしたりしないで

ね。それがお願いの一つです。

いつでも、牛さんたくさんいるけど、140

頭います。この牧場には牛さんが140頭

います。

。だけどさ、クモもいるけどさ。蛇も

いるってお話ししたけど、私たち人

間は、人間だけでは生きていけな

いからね。クモにはクモの立場があ

る。蛇には蛇の気持ちがある。生き

るために一生懸命生きてる。いろん

な生き物がいて、人間は生かされ

てるんだよ。怖いから「あっち行

け！」じゃなくてみんな仲良くしない

と、人間だっていつか困るんだよ。

大丈夫？牧場はいろんな生き物が

います。「汚いからあっち行け！」

じゃなくて、ちゃんとその生き物を

生かしてあげる。

じゃあね、犬は犬でもね、本当に一番大きい犬

の種類。セントバーナード。名前が「ポテト」って

言います。セントバーナード。名前が「ポテト」で

す。「ぽーてちゃーん」って呼んでもらいたいんだ

けど、あああの子もね。よく鳴くね。須藤牧場で一

回だけ大きな声を出して言いのは今。いい

「ぽーてちゃーん」って53人のお友達が声をそろ

えて呼んでみたいと思います。じゃあね、ポテ

ちゃん呼んでみるけど、できる？大丈夫？せい

の「ぽーてちゃーん」（子どもから歓声と「ハイジ

の犬だ！」）お手がちゃんとできたら拍手してね。

はい、お座り、注目。

ぽては。よき聞いてな。ぽてちゃんはいい子だけ

ど。いい子だけど、みんなみたいに初めて会った

お友達が来ると、わくわくして「この子はいい子

かな」って、ぽてににおいをかがれたらね。よだ

れだらけになっちゃうから！ぽてがいるところは

無視していきます。

あの赤ちゃんたちが、毎日大きくなるけ

ど、大きくなって、ある日突然ミルクが出

るわけじゃないからね。大きくなってお姉

さんになって、成長して、赤ちゃん産ん

で、初めてミルクが出るんだよ。いくら牛

でも。

もう一つ。とっても大事なこと。さっきも話

したけど須藤牧場は本物の牧場って言っ

たよね。自然がいっぱいで、草もたくさん

伸びるし、雨が降ると水たまりもたくさん

できます。

ちょっと待ちくたびれたかもね。体重73Kgありま

す（すごーい）拍手。（拍手）

いいことおしえてあげようか。ワンちゃんをしつけ

るときに、ずっと人間は偉いんで、犬がちゃんと

いうことを聞くようにしつけるときは、悪いことを

しても叩いちゃいけない。その代わりに悪いこと

をしたら、無視をする。たとえば、ばばばばって犬

が来たら、知らないやつがいると、そうすると犬

はね。だから今日はぽてちゃんよりちょっとえらく

なったつもりで、ぽてとダルメシアンの犬がいる

から、そのところは絶対に振り向いちゃいけない

よ。無視してぽてよりえらい人になって、さっさっ

さっさと。いいかな？できそう？大丈夫？みんあ

ぽてに見下されないように。リュックはみんな、そ

こにおいていいからね。

今日生まれた赤ちゃんはちょっとまだ私、

確認していない。もし女の子だったら1年

後にはお姉さんになって、種をつけて、2

年後にはお母さんになるんだよ。2年でお

母さん。

パパさんは生まれた時から、赤ちゃんが

いたんだよ。牛さんを飼ってたから、今年

で50歳になるけど、49歳になるけど（笑）

もう49年も牛さんとずっと一緒にいるんだ

よ。

このぽてちゃんは大型犬じゃなくてね。こんなに

大きいけど、大型犬じゃないんだよ。超ー大型犬

（笑い）ほーんとの話、超大型犬。

それでね、牛っていえば、白黒の模様を

思い浮かべるかもしれないけど、この子

は大きくなっても白黒になりませんよ。こ

の子の種類はなんていうかわかります

か？（ポニー）ポニーじゃなくて（ジャー

ジー）そうジャージー牛。須藤牧場では

ジャージー牛も白黒の牛もいます。

こういうお仕事をしているともう1年中、新

しい命が産まれたり、死んでしまったり、

一生懸命牛さん、働いてるんだけど、もう

そろそろお肉になってねって出したり。も

うほんとにたくさんたくさんあります。

寿命が7年しかありません。ぽてちゃんは8歳と6

か月。えーとねぽては寿命が7年しかないんだけ

ど、寿命を超えて8歳と半年生きてくれてます。っ

てことはおじいちゃん。

このぽてちゃんは大型犬じゃなくてね。こんなに

大きいけど、大型犬じゃないんだよ。超ー大型犬

（笑い）ほーんとの話、超大型犬。

だから私たちはいつも気持ちよく、牛さん

が、短い命を。一日でも長く気持ちよく過

ごしてもらうように。牛さんが健康でいら

れるように、朝から24時間ずっと見守って

いる。

赤ちゃんの時とか若い子どものころは、あのね

手のピストルでやると、勢いよく倒れてね、死ん

だふりするの、ちょっとおじいちゃんなんで、今日

どれくらいできるかわからないんだけど、ちょっと

倒れたらおまけで拍手くれますか。（はーい）おじ

いさんだから。バアーン！バアーン！（拍手）ぽ

てさん、恒例です。はいお座り！

寿命が7年しかありません。ぽてちゃんは8歳と6

か月。えーとねぽては寿命が7年しかないんだけ

ど、寿命を超えて8歳と半年生きてくれてます。っ

てことはおじいちゃん。

今日はここの牧場の中を、みんなはあちこち歩

いたりするんだけど、そうですね、昨日あたりは

ねー、あっ今もクモがいたでしょ。昨日は蛇もい

たの。本物の牧場だからバッタもいれば、カエル

もいるし、クモやハチも蛇もいます。みんなが牧

場にいる間には、そういう危ない生き物にも出会

うかもしれません。

赤ちゃんの時とか若い子どものころは、あのね

手のピストルでやると、勢いよく倒れてね、死ん

だふりするの、ちょっとおじいちゃんなんで、今日

どれくらいできるかわからないんだけど、ちょっと

倒れたらおまけで拍手くれますか。（はーい）おじ

いさんだから。バアーン！バアーン！（拍手）ぽ

てさん、恒例です。はいお座り！

牛さんのおっきなおっきなうんちとか。落ちてたり

するから、今日はね、自分の目で、よく見て、歩

きましょう。

お疲れ様でしたー！（拍手）座ってください。ポテ

トは半年で45キロになるんだよ。生まれたときは

2キロ、3キロなんだけど半年で45キロになっちゃ

うワンちゃんなんだよ。

いい？、きれいなところ、へびはいないかな？安

全なところを自分の目でよく見て、確かめて歩く

んだよ。

犬の半年って、人間で5,6歳位なんだって。

自分の身は自分で守る。ちょっと気を引き締めて

怪我をしないように体験をしましょう。大丈夫です

か。（はい）じゃあね、その二つをね。お願いして

いただきたいと思います。

ぽてちゃんのこともそうです。一日一日、大事に

過ごしている

その他

Table9-2 
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【酪農経営者の話の内容（抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのお話を通じて子どもたちに対して命を大切にしてください，というメッセージが伝えられ

た。子どもたちは真剣な表情をして，話を聞いていた。特に子牛が産まれてすぐ死んでしまったとい

う話のときには，涙を流しそうになる子どももいた。 

  また，酪農経営者の語り方も，大きな声で，ゆっくりとはっきりと明瞭であった。確実に内容を子

ども達へ伝えようとする姿勢が感じられた。 

酪農経営者が訴えていたことは，いろいろな生物がいること，それらの生物によって，人間は生か

されていること，人間は一人では生きてはいけない，少し自分と違っても認めることであった。この

内容は，クラス・学校生活に置き換えてみると，いろいろな子どもがいるが，それら全員でクラスが

成り立っていること，一人だけでは生活はできない。一人ひとりの違いを認めるころが大切，という

ことであった。これらの内容が実際の酪農体験による喜び，成功体験と相まって，子どものこころに

刻まれると思われる。 

 

 

 

 

 

 

（乳搾りの体験前には，酪農の仕事のお話や注意事項，乳搾りの説明が話された） 

私たちは朝，4 時半には起きて仕事をする。1 年中休みなしです。牧場には牛がたくさんいま

す。140頭くらいいます。仕事は牛さんのお世話をして，牛乳を搾るのがほとんどです。 

お願いが二つあります。一つは牛を驚かせないために大きな声は出さないこと，二つ目は，た

くさんの生物がいて中には危険なものもいるので，自分で自分の身を守るよう十分に注意するこ

とです。 

（乳搾り体験後には，命の話を中心にお話がされた） 

オス牛は産まれてきてもすぐに食用として，他の施設に送ることになります。メス牛も子牛が

産めなくなったら，食用になります。自分たちが生きていくためには，命をいただく必要があり

ます。子牛は産まれてすぐ，母牛と離されてしまうんです。また出産の時に死んでしまうことも

多いです。最近でも産まれてすぐ死んじゃった子牛もいました。その時は，お母さん牛も死んで

しまいました。だから私たちは牛さんに一日でも長く気持ちよく過ごしてもらおうと日々，世話

をしています。 

牧場にはいろんな生物がいますが，人間はそれらの生物に生かされているんです。形が怖い，

自分たちと違う，ということで邪険にするのではなく，どんな生き物でも大切に思い，自分と違

っても存在を認め合い一緒に生きていくという気持ちが大切です。 
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（２）．酪農経営者へのインタビューの検討 

  

目的：子どもの心を打つ話し方について，教育現場への示唆を得るため 

方法：酪農経営者ママさんへの半構造化インタビュー 

インタビュー日時：体験当日，約 20分（児童が活動中のため） 

インタビュー場所：牧場内 

 

結果と考察 

インタビューの逐語記録と観察から得られた結果を下記に述べる。 

 ・酪農経営者は，自分の牧場に着いた子ども達がバスを下りて来る様子を注意深くしかもさりげなく

観察していた。 

・牧場を歩く子ども達の様子から，この子ども達に何が必要か（話が聞ける子ども達か，好奇心があ

る子ども達かなど）を瞬時に感じ取っていた。 

・感じとったものをもとに（この作業は酪農家の頭の中ではなくいわば直感的なもの），子ども達に

話す内容を決めていた。たとえば，話を聞けない子どもであれば，牛の知識よりも「聞く」という

ことの話をする。ただし，聞けない子どもがよくないという意味ではなく，子どものレベルに合っ

た話をするということ。 

・今回の子ども達からは，「わあ，くせぇ，虫がいるぅ」などの声が聞こえていた。今回の子ども達への

テーマは共生（クモや蛇も，私達と一緒に生きている）。 

・子ども達がイメージをつかみやすいように最近の牧場の出来事を盛り込んで話していた。例）牛の死

産の話 

・ただし，全部は教えない。子ども達は考える力がある。考えるきっかけを与える。知識を伝えること

に重きや意味は見いだしていない。子ども達の考える力を信じることが大切。 

 

＊どんな子どもも素晴らしい子どもであり，大人側がランク付けしてはならないという強い信念が酪

農経営者から感じられた。 
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研究５ 

 

体温および筋硬度の測定 
  



研究 5 量的研究 体温および筋硬度の測定 

目的と方法 

 精神的ストレスは，ホルモンの調節などによる体内のストレス応答を誘導する因子である（A. 

Tsatsoulis;S. Fountoulakis,2006）。このとき調節されるホルモンの中で，アドレナリンは筋肉の収縮や

血圧の増加，そして体温の上昇に関わることで知られている（D. T. Yates, a R. Macko, M. Nearing, X. 

Chen, R. P. Rhoads; S. W. Limesand,2012）。一般に，アドレナリンは運動時における筋収縮を担う神経

伝達物質として知られているが，その血中濃度は“戦うか逃げるか“の興奮状況（fight-or-flight 

response）により増加することも報告されている（A. Tsatsoulis ;S. Fountoulakis,2006）。つまり，攻撃

するときに発生する筋収縮などの生理的な興奮のみならず，精神的な興奮状況においてもアドレナリン

の血中濃度増加を通して筋緊張と体温の上昇が起こる。精神的なストレスが増すとイライラしたり，八

つ当たりするなど攻撃行動を取りやすいことは日常的にも観察されることである。子どももストレスを

受けると前述のようなストレス応答をする。精神的なストレスの緩和は子どもの筋緊張を下げ攻撃性に

も影響があると考えられる。 

そこで，本研究では，酪農体験によるストレスの軽減効果を，酪農体験前後における体温および筋硬

度（筋緊張の低下）をストレスマーカーとして検討した。 

使用した計測機器および計測間隔は以下の通りである。  

＜計測機器＞ 

     ① 体温：非接触性体温計（karknee industrial holdings社 DT8806CP） 

② 筋硬度：筋硬度計（TRYALL社 NEUTONE TDM-N1/NA1）， 

＜計測間隔(2回計測)＞ 

       1回目：酪農体験出発時バス乗車前（8時 00分～8時 10分） 

    2回目：酪農体験終了時バス乗車前（12時 45分～13時 10分） 

 

結果および考察 

（1)体温 

Table 10 

 
                           単位：℃ 

１回目と２回目を比較した結果，酪農体験による顕著なリラックス効果は見られなかった。要因と

して以下のことがあげられる。 

 ① 気温の日中変化による影響。体験前の計測時（朝）と体験後の計測時（昼）の気温の変化に伴

い体温の上昇があった可能性がある。 

  ② 活動による体温の向上，摂食による体温の向上。 

 

 

 

1回目 2回目 差（2回目－1回目）

体温（平均） 35.33 35.62 0.29
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(2)筋硬度 

Table 11 

 
                          単位 tone 

  １回目と２回目を比較した結果，酪農体験によるストレスの軽減効果は見られなかった。要因と

して以下のことがあげられる。 

① 酪農体験出発時にすでにわくわくし興奮していたため変化が少なかったこと。通常の授業日の筋

硬度を測定し比較する必要があると考えられた。 

② 子どもの活動を損なわないという配慮から１回目は集合時の座位，２回目は立位での計測となっ

たこと。 

  

1回目 2回目 差（2回目－1回目）

筋硬度（平均） 20.88 23.27 2.38
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