
平成２４年度日本酪農教育ファーム研究会 夏の研究集会 

 アンケート 

１．研究報告「表現力が豊かに育つ牧場体験学習－フィンランドメソッドを活用して」について 

 

○担任の影響力の大きさ、特に低学年の子どもたちにとっては、その力の大きさを実感した事例でした。 

 ほめる時は本気でほめる。叱る時は本気で叱る。その根底には無限の「愛」があること、それが、伝

わってきて、心がまたまた熱くなりました。 

○福井先生の発表は、子どもたちの変容がとてもわかりやすく、感激しました。酪農の実践をやってい

ただいて本当によかったです。 

○福井先生の説明はとても楽しく牧場体験と、その後の学習について素晴らしさを再認識した。一人の

子どもが体験した事を発表する場を作ることで牧場体験がより多くの影響を与える事が出来ると思

う。 

○福井先生の授業づくりは、児童の自主性、意欲を大切にしていて素晴らしいと思いました。吉田さん

の人柄の良さを感じました。 

  「酪農体験」のみに留まらず、さまざまな教科に連携させた横断的な授業をし、児童の考えを深め

たり色々な方法で表現していくことは、とても意味があると感じた。将来にも、生き方にもつながっ

てくる牧場体験になるような授業づくりをすることが大切だと学んだ。 

○福井教諭の酪農教育に対する想いに胸をうたれました。その背景には國分校長の熱い教育方針があっ

てこそなんだと感じました。明らかに表現力が育った結果には涙ぐんでしまいました。また、田中教

授のフィンランドメソッドに関しては、子どもだけでなく大人の社会でも活用できると感じた。親に

対しても子どもと同じようなサークルタイムなどを行うことで、現在問題となっている「いじめ」や

「モンスターペアレント」対策につながるのではと思いました。 

○今日はこのような発表の場を与えていただき、本当にありがとうございました。今日の発表をしたこ

とで、この実践をしっかり理論的にまとめたいと感じています。（今年度、早稲田大学教職大学院田

中先生のご指導のもと、早稲田の研究紀要に応募したいと思っています。がんばってみます。） 

  今後も酪農教育を私の教師人生の中で大切な糧として学んで行きたいと思いました。（会員にもな

りましたのでぜひぜひ、引き続きご指導ご支援いただけますよう。お願いいたします。） 

○感動です。そして、酪農体験が子どもの学びに有効に働くことを実感しました。そこに教師の思いと

酪農家の思いと田中氏のアドバイスと國分先生の絶妙なフォローと吉田さんの人柄（おもい）がうま

くからみあってできた実践だからこそ、このようなすばらしい実践ができあがっているんですね。 

 学校現場にいる者としては、子どもたちの未来のために、こんなことをしたい、してやりたいという

思いと、それをどのように進めるかという方法（技）を磨きたいと感じています。参加して、とって

も元気が出てうれしいでした。ありがとうございました。 

  田中先生のフィンランドメソッドも興味を持ちました。やってみます。 

○田中先生の研究者の視点とともに実践的できめこまやかなサポートが子どもたちの学びを本物に変え

たことを感じました。 



○田中先生の発表は、改めて研究していただいて良かったと思いました。今後も深めていきたいです。 

○このような実践に出会えたこと、半年間一緒に学ばせて頂いたこと、冥利につきます。ありがとうご

ざいました。 

○実践者の福井先生、研究者の田中先生、お二人のお話を伺えたのが、とてもわかりやすく参考になり

ました。実践者の方、研究者の方、それぞれのお話を聞ける機会はありますが、両者のお話を一度に

伺える機会はなかなかないので、貴重な機会でした。ありがとうございました。 

  大学院で動物介在教育に関心を持ち、特に総合的な学習の時間や生活科での動物飼育について勉強

しているのですが、酪農家さんとこれほどまでに強い協力体制で行った実践にまだ出会ったことがな

かったので、研究の幅を広げて頂いた思いです。プログラムの実行時にその場に居合わせたかった。

子どもたちの表情・変容を直接見たかった。と思いました。２年生の実践は見たことがあったのです

が、１年生でここまでできるのが衝撃でした。たくさん勉強させて頂きました。来てよかったです。

ありがとうございました。 

 

○低学年の児童へのモデルコースとしてすばらしい取り組みだと思いました。特に教科、領域と横断的

に取り組んでいるところは、今後の他校へのモデルとなると思います。 

○一人で生きているのではなく、仲間に支えられ生きていることを気づかせるためには牧場体験は、と

ても良い教材、経験であると感じました。また、本物を見た上で、絵や言葉で表現し、プレゼンする

ことで、自然と子どもたちに力がついていくのではないかと感じ理想的な流れであると思いました。 

今回の研究報告をさらに工夫し自分にしかできない内容、指導を組み入れながら、本物を見る素晴

らしさを子どもたちに伝えていきたいと感じました。 

○言葉を通した表現力だけでなく、心理的な変化に感動しました。このような子どもの変化について、

実際に子どもをもつ親が知っていれば体験を望む（保護者）は相当いるのではないでしょうか。教育

に関しては、不安をもっている親も多いと思うので親へのアピールも検討、研究するとよいのではな

いでしょうか。 

○３月のモーモーメーメーフェスティバルにおける発表内容が小学校１年生の発表であるとは思えない

内容であった。牛や酪農家に対する思いのほか、「食べる」ことの大切さが気づいたと感じる。 

  これから子どもたちが大きくなって自分の食べるものを選択し体も心も食事によって満たされる人

になって欲しいと思う。 

 今後、体験をした子どもとそうでない子どもがどんな大人になっていくのかが大変気になります。 

○酪農体験が表現力、国語力、道徳力などの様々な学習効果を生み出すことについて確認でき良かった

と思う。 

○カルタで学んだことをまとめて考えを広げることってとても興味を持ちました。また、サークルタイ

ムではルールを定めた上で○○なぜならと○○と発表する方法を続けることによって規律と基礎を身

につけることができる。これはすごいことだと思った。 

○命の大切さ、食に感謝という根っこがあり、本当、表現力という枝葉が広がっている。本当にすばら

しい実践でした。フィンランドメソッドの効果が生徒の書いた文章は１年生が書いたとは思えないば

かりで驚愕でした。 

  命のふれ合い（人と人、一児童と酪農家、児童と牛）ができる酪農体験の有効性がよく分かりまし



た。職場体験からでもよいので、中学校でも酪農教育を取り入れて行きたいです。 

○どの学校でも学力向上が至急命題であり、その中で言語活動、思考力、判断力、表現力の育成を行う

上で、豊かな体験活動を効果的なものにするため、フィンランドメソッドを活用した研究は興味深く

聞かせていただいた。 

○説明の中にあった１回目２回目のグラフは２回目なので比較になっていなかった。しかし、一回目の

研究に比べ、正統的研究の手法を用いていて納得した。一回目の研究発表もその様な研究にしてほし

い。 学校では実践を中心に研究の視点なしに、しかし、「研究」と呼びならわしている。本酪農教

育研究会では、研究という名に値する実践研究の方向に向けるとよいと考える。（講評の角屋先生も

指摘されていた） 

○フィンランドメソッドは大変参考になりました。カルタやサークルタイムは、ぜひ本校でも実践させ

たい。 

○子どもたちの表現力を発揮させる１つの手法としてフィンランドのイメージマップやサークルタイ

ムが効果的であることが示され、私にとっても大きな学びとなった。 

  同時に子どもの学習過程を把握する手段として有効ではないかと感じた。また、今後の研究を進め

るにあたって、田中先生のデータ収集分析のしかたが１つのモデルとなるのではないか、という期待

も生まれた。 

○入学当初は座っているのもままならない児童が多かった学級がウシやヤギとのかかわりを通して、２

人ほどになったと聞き、酪農教育ファームの教育力の高さに驚いた。ただウシを飼えばヤギを飼えば、

こんな素晴らしい効果は得られないと感じた。「命の大切さ」と言われると「世話がきちんとできた」

「心臓が動いている」「成長している」といったことから感じられるものだと思われがちだが、本当

の「命の大切さ」というのは「命をとっていただいている」という体験にあるのではないかと感じた。

「全ての命が循環していて、本当にムダな命はない」と感じてもらえると、本当に命の大切さを理解

したということだと思った。よく豚の飼育をして「食べる？食べない？」を考えさせる授業が見られ

るが、答えのない答えを自分の中で、自分の言葉で出す体験は大切だと思う。 

  また、個人的には都内の小学校でヤギを飼ったという点が、ヤギの飼育活動にとって大きな一歩だ

ったと思う。これから愛知県内で中型動物（ヤギ、ヒツジ）の飼育活動を研究したいと思っている。

まず、ＯＫを出す学校がいないと言われている中、都内の小学校でヤギを飼ったことで、不可能では

ないという期待がもてた。 

  酪農に関しては知識があまりないが、学生時代に肉牛の死産、安楽死、自分の研究したヤギの安楽

死と畜の全てがいつまでも生きた体験になっていくと思う。子どもたちが酪農教育ファームから学ん

だ命の体験は本当の知識とともにいつまでも生きた体験になると思う。 

 「将来、酪農家になりたい」と言った子どもは、いつまでも夢を追いかけて欲しい、私自身中学２年

で「めん羊牧場」での職場体験が今の今まで「家畜にかかわる仕事がしたい」にいきついている。今   

では教員になりたいとおもっているが「家畜を使いたい」という思いは変わっていない。家畜が与え

てくれる効果は本当に大きいと感動している。 

○特別なものとしての実践研究として捉えるのではなく他校でも再現できるよう、さらなる研究として

続けなければと思います。 

○酪農教育の段階的な指導（教育計画）のありかたのヒントになりました。 



○豊かな体験とともにそれらを深める手だて、表現する方法を身につけさせる大切さが分かった。それ

らをスパイラルに実施し表現力に身につけさせたい。学級数、児童数が多い学校でも酪農体験を実施

したい。 

○２回の体験と横断的カリキュラムにより実現できた例だと思いました。成果もすばらしいし、先生自

身の成長（子どもだけでなく）も見えました。ただ、この実践が全ての学校で実践できるかは難しい。

まず、費用の問題です。保護者の中にはバス代を１回だすことが精一杯の方もいます。かつて助成金

などのシステムが復活することを心から望みます。 

 

２．委託事業報告「学校給食現場における牛乳テーマ食育活動実践報告」について 

○藤田先生、短期間での研究実践お疲れ様でした。この実践をきっかけに、さらに深い体験と学びが期

待できます。牛乳を入り口に子どもたちの食の学びの具体化を楽しみにしています。 

○藤田先生の実践をお聞きし「食育」という視点で授業を作り実践していくことの大切さを感じていま

す。今年度は食育にきちんと視点を合わせた実践をするために、今日いただいたエッセンスを活用さ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○毎日、給食で飲んでいる「牛乳」をどう教材化できるのかをたくさんの資料で紹介していただき、よ

く分かりました。 

  酪農体験学習から総合的な学習はもちろんのこと他教科、道徳、食育と（小学校の）学年や実態な

どから、いろいろと広げていける。本当に価値のある教材だと思いました。 

○私の仕事に行く学校さんも子どもに見せたらいいのでは？とても子どもたちの気持ちがかわるので

は？と言われています。先生の発表で実施前、後では子どもたちの意志がちがうのに驚きました。も

う少し、掘り下げた内容で調査するのもおもしろいと思いました。 

○体験活動は子どもたちにとって、とても効果的であると感じました。 体験を通し、牛の体温を感じ

ることで、食に対する思いが深まり、食を大切にすることにつながっていくのではないかと思いまし

た。実際に体験の時間を確保することは困難ではあるが、子どもにとっては忘れられない貴重な経験

となるため、できる限りそのような場を提供していきたいと感じました。牛乳というものは、とても

教材として価値があるのだと感じました。 

○２つの小学校の変化の差は「酪農家」と「観光型の牧場」の差もあるのかなと少し思いました。 

○学校毎の結果の相違が興味深かったです。手作り資料も温かく素敵でした。質問、講評の際にあった

前田氏の「行動変容に結びつく、食に対する価値とは何か？」ということが、私の研究テーマであり、

検証方法を再考させられるものがありました。ありがとうございました。 

○牛乳飲用に結び付ける教育活動において、２つの学校の効果測定は興味深い。教員意識で効果も変わ

る。このことは、同じ学年でクラスが違う場合にも見られる。 

○牛乳を飲むという事を子どもたちが考えるように導くことは大変な事だと思うが、酪農という仕事を

勉強する中で食物の大切を実感するという目標があるのでその方法の違いによって効果の差がある

ことが分かった。 

○２つの学校、２つの牧場で差が出たことがおもしろかったです。 

  食育に牛乳を根付かせるために、まず現場を体験すること、学校で考えることはもちろん大事で、

次のステップとして給食の時間に酪農の勉強をするということ（食べながら勉強。通常より給食時間



を長くするなど）は可能なのかなと思いました。 

○牛乳をおいしい、牛乳は体のために大切、牛乳は大切にこんなふうに作られているなどのように、い

くつかの要素によって飲料促進が進むと思いました。保護者を巻き込んでの活動も今後考えてもよい

だろうと思いました。 

○事前学習、事後学習の大切さを改めて学んだ。紙芝居などの興味を持ちやすい教材を用いて、命、食

についての意識づくりが大事だと思った。また、保護者も巻き込んでいくことが望ましいと感じた。 

○テーマ、目的と実践がつながっていないことは自覚していましたので、まとめ直しをします。すみま

せん。 

 ただ、川尻小と清水小の差をきちんとその原因を明らかにしていくことが、これからの実践に役立

っていくと思います。まず、職員を育てることが私の役目ですね。 

○子どもの行動変容について、２つの学校で興味深いデータが紹介された。日本酪農乳業協会の前田氏

の栄養素（知識）としての価値、食文化、歴史、生産者としての価値の多方が因子としてあるのでは

ないかとしい提案（質問）と報告者、藤田さんの牧場での違いに加え、教師の情熱や真剣さもかかわ

るのではないかという実践者としての感想が興味深かった。 

○酪農体験でバターを作ると食べるが、牛乳は飲めないという話がでていたが、体験で自分の作ったバ

ターに愛着を持ったから食べることができたのではないか。また、しぼりたての牛乳を飲むことで「私

の搾った牛乳おいしい」につながったのではないかと思い、もったいなかったなぁと感じた。味覚体

験はどうしても食中毒の関係等で、なかなか難しいと思うが、せっかく乳牛を使うのなら乳を使った

体験をたくさんすべきだと思う。 

  牛乳を取り上げることで給食に目を向けられるという話から食育の教材として毎日飲む牛乳は素

晴らしいと思う。飲まず嫌いな子がウシとのふれ合いで飲めるようになっているという点では、体験

がとても重要だと感じた。 

○学校および体験学習の牧場が異なることで児童への影響度が大きく違うことに関して追求していくこ

とが必要であると感じた。しかし、委託事業の目的を意識しすぎたことが学校での課題（学年、クラ

ス）解決と結びつけることが難しくしなってしまったのではないかと推測します。 

○酪農体験と飲用促進の効果検証は大きなテーマとなっていますので、より深い研究を進めてください 

○産学連携のはっきした良い実践だった。助成金を受けている事業であることだが、この授業の広がり

を防げることになりはしないかと危惧する。牛乳の販促ではなく本当の道徳、健康教育、食育、理科、

社会、家庭科などとの教科横断カリキュラム構築の一例として取り上げるようにすると広がりやすい

と思う。モーモースクールの方から提案されていた研究はさらに大学生などに洞察し分析（認知心理

学的）手法を用いてエビデンスを求めカリキュラム事例集などが求められるだろう。 

○食育は学校だけでは難しいと思います。家庭での食育にも結びつく、展開を研究するとよいのではな

いでしょうか。 

○事前、事後のアンケートが実践のどのくらい前か、また、どのくらい後かで数値は大きく変わると考

える。さらに、実践終了後どのくらいの期間その数値が保たれるのかも明確にしていった方が良い。

それにより変容の定着が計画的に行われると思う。 

○学校組織として教職員をどのように動かし巻き込んでいくのかが大きな課題である。保護者、家庭、

地域に対しての啓発も大切だと感じた。 



３．実践発表について 

①「中学生の酪農体験」の実践報告」 

○廣瀬さんの話、現場での出来事がいつもリアルに伝わってきます。 

○廣瀬さんの実践はとてもステキで思わず聞き惚れてしまいました。（・・・最近、酪農家にポッとな 

 る私です。）特に目を閉じて牧場の牛たちを感じ、牛１頭１頭に思いを寄せる姿に感動しました。） 

○子どもたちに体験させてくださる酪農家さんのお話が聞けてよかったです。「本気になって牛と向き

合うことで結果がついてくる」すてきなメッセージでした。おばあちゃんの話、私も家ですぐに家族

に話して「牛乳を飲もう」と思いました。 

○酪農家の思いと学校の思いの違いを感じました。学校、牧場が事前にしっかり打ち合わせをして相方

が共に利益を得られる体験学習しなければいけないと思う。 

○「手間をおしまず、時間もできるし、成果も上がる」というのは、教育と全く同じだなと思いました。

私も中学校なので、職場体験で酪農（牧場）体験をさせていきたい。 

○酪農家の思いが分かった。進路指導、職業教育としての役割もあると思った。 

○小学生よりも多く感想を聞けた。職業体験として仕事としての酪農や関連産業の紹介もできると思

う。 

○酪農体験の発表だけでなく、酪農家としての信念や働くことへの心意気に胸を打たれました。子ども

から話を聞いた親との交流もあったとのことで、今後幅広く学校と子どもと親がよりよい関係になる

酪農体験の場になると感じました。児童の生の声の報告書が良かったです。 

○実際に廣瀬さんのお話が聞けて良かった。中学生の感想がたくさん載っていて、体験してみないと感

じられないこと、廣瀬さんのお話を聞いてみないと分からないことばかり。その経験が大切だと思っ

た。廣瀬さんの姿勢は見習うべきだと感じた。 

○中学生の酪農体験－子どもたちが目で見て「勤労」「職業観」を考え、また、牧場主と牛との関係を    

感じとることは大切な経験であると感じた。 

○中学生自身の変化が発表だけからでは判りにくかった。 

 

②「紙芝居『牛乳が消えた？』の実践報告」 

○紙芝居、絵手紙共に子どもの興味を引きながらの教育は良いと思いました。お二人の発表は私自身も

子どもになった気持ちになる場面もあり、こんな授業は楽しそうだなあと感じました。 

○紙芝居「牛乳が消えた？」の実践報告 

 熱心に教師が取り組むことで、子どもたちに思いがつながるのだと感じた。 

○牛乳（食）を通して、様々な人々のつながりについて気づかせるすばらしい教材です。 

まさに私のテーマがこれなので、第２次実践授業に活用していきたいと思います。 

○体験にはどうしても限りがあるので、紙芝居や酪農に関する本の読み聞かせで食育や命の大切さを学

ぶことができるのであれば、効果は大きいと感じた。酪農体験のできない学校には有効な手段だと思

うし、できる学校でもより高い教育効果を得るためにも有効な手段だと思う。 

○「いつでも」「どこでも」「誰でも」実践、本当に広げるためには大切なことです。 

横山先生、手作り板書ツール「紙芝居」 にあるから・・・とついそちらだけで終わるところをさす

がです。見習ってさっそく実践します。 



○紙芝居「牛乳が消えた」横山先生の道徳の実践を聞いて、今年の道徳地区公開で「絶対やるぞ」と思

いました。また、絵手紙もステキですね。言葉で精選する言語活動として豊かな表現力を育てること

ができると感じました。私も実践してみたいです。 

○紙芝居「牛乳が消えた？」さっそくダウンロードしようと思います。「すぐにやれそう」な教材を作

って提供していただき、ありがとうございます。（ふつうにみんなができるように教材化するのは、

ものすごく大変だったと思います。） 

○「いつでも」「どこでも」「だれにでも」のスタンスは大事だと思う。そのワンポイント指導と段階

的に計画的に体系化できるといいかな。 

○普通の学校で実践できる内容で良かった。紙芝居の使い方がよく分かった。 

○震災の記憶を風化させないためにも必要だ。 

○ミルクサプライチェーン、絵手紙、１つの紙芝居からの発展性を感じた。 

○紙芝居が多くの先生方に活用していただいてとても嬉しく思います。いつでも、どこでも、誰でもで

きる実践として広まればいいなあと思います。 

  道徳や社会や食育や目的は、いろいろ立てられると思いますので、これから実践事例がたくさん集

まって新しい教材開発につながったらいいなあと思います。 

○紙芝居はとても良い教材であると思った。「気持ち」を考えていくことが大切であると思うし、道徳

の教材としても良いと思った。 

 

③「出前授業『わくわくモーモースクール』 

○酪農乳業の関係者として食育や酪農体験の仕事をすると「牛乳の拡大」が目的となりがちになってし

まうが、最大の目的は「子どもたちに酪農や食べること、命について考え理解してもらう」ことを通

じて自分の食生活を見直す親、友達とのコミュニケーションを活発にできるようになれば良いのでは

と考えた。体験などを行う前に学校と牧場、工場などと事前に「目的は何か。伝えることは何か。子

どもたちとどう変化させたいのか。」を明確にして実施することは必要事項であると思う。 

○「わくわくモーモースクール」ぜひ、体験したいです。移動教室などで牛の乳搾り体験は結構やって

いると思います。「わくわくモーモースクール」で育てたい力をはっきりさせて、学習に位置づける・・・

やれたらいいなぁと思いました。 

○出前授業研究は、ぜひやって行きたいです。 

○牧場に体験に行く。ただ、どの学校でも出来ることではない中、間口を広げ、ハードルを低くして学

校が入り易い活動と言える。そういう意味でも出前のあり方を追求していくことも重要といえると思

った。 

○酪農家と業者の分業は合理的である。しかし、牧場での体験とモーモースクールでの体験による効果

性と負担を考えた場合、農家への負担が大きいかな？と考える。しかし、活用場面によっては効果大

だと思った。 

○わくわくモーモースクールの成り立ちが分かった。 

○業界全体で取り組んでいるので、ＰＲとして牛乳の良さを伝える事が出来ていると思う。 

○新任教員の研修に入れこむことも考えられないか。養護、栄養教員研修も含めて。            

大崎さんの話の中で、やはり酪農家の人の話は子どもたちに伝わります。・・・・というのに同感で



す。上手じゃなくても実際にやっている方々の話は心が伝わると思います。教育現場のおもい、酪農

家のおもいに加えて、この体験は大崎さんのような、おもいをもった人のつなぎや支えがあれば百人

力なんだけどなあ。 

○「わくわくモーモースクール」について詳しく聞けて良かった。酪農家さんと学校（教師）（その他

団体）が一体となって、授業をつくりあげていくことが必要であると思った。 

○わくわくモーモースクールについては、実践できればいいのですが、コーディネーターとして県酪連

などが旗をふってくれないかなあと思います。学校としてメーカーさんや酪農家さんの協力をとりつ

けたり資金的な面については手がだせません。やりたいし来て欲しいですが、九州でもできないでし

ょうか。どこにかけあえばいいのかな。私もそうですが、効果の検証を是非実施しないといけません。 

○モーモースクールの教育への位置づけは教師の仕事だと再確認した。 

○出前授業「わくわくモーモースクール」 

 牛にとって負担になるが、子どもたちにとっては、とてもよい経験になると感じた。 

○大崎さんのはっきりとした口調と歯切れのよい語り口（同じこと）。イベント疲れにならないように、

目的（酪農家側）を明確にして、それを中心に組み立てても良いのでは・・・・ 

○「わくわくモーモースクール」は牧場に行けない子どもたちにとって、とても有効だと思います。今

後もたくさんの学校へ行って広めていただきたいと思いました。（また、ウチにも来てください。） 

○わくわくモーモースクールは、もっともっと実施して欲しいです。できれば実践を見たいです。中学

生の酪農体験もとても楽しそうで牛に興味が持てる内容で続きの発表などが聞きたいです。 

○費用、人など課題はあると思いますが、多く開催できると良いですね。 

 

 

４．その他、研究会の今後の活動について 

 

○夏休みは日々の忙しさの中、できずにいる「研修」に力をそそぐことができる大切な時間だと思って

います。その中で、この酪農教育の研修は、いつも私を裏切ることなく、たくさんのすばらしいお土

産をいただくことができ感謝です。それはきっと、教師による教師だけの研修ではなく、酪農家のみ

なさんや行政など、様々なお立場で本気で明日の未来のために考える人々の集まりだからなのでしょ

う。今日もたくさんの学びに感謝です。 

○食育に関する事業を担当しておりますが、子どもたちがかかえている悩み、問題、課題を解決できる

ようなツールを研究していければ良いと感じた。 牛乳が売れるか、売れないかは食育活動と関連さ

せる必要はなく「教育」を第一に考え活動していきたい。 

  酪農教育ファーム研究会には積極的に参加させて頂きたいので、今後もご指導よろしくお願いいた

します。本日は貴重なお話を聞かせて頂きありがとうございました。 

○ＴＰＰなど国際化の中で日本酪農の価値を子どもたち、保護者に学習、伝えていく活動をつづけて行

きましょう。 

○忙しい時間の中、皆様の熱意におどろかされます。今後もよろしくお願いします。 

○私の住んでいる清瀬には酪農をやっていらっしゃるお家が何軒かあり、うちの子小学校の展覧会に出

品されていた牛の絵がとても生き生きとしていたので「やっぱり大きな牛を目の前にして写生をする



のは、すごくいい」と思っていました。 

  今年４月清瀬小学校異動したら保護者に教育ファームの増田さんがいらっしゃり、子どもたちに生

まれたばかりの子牛にミルクをあげる体験をさせてくださり、感激でした。 

（その時に清瀬小にあった紙芝居の裏に横山さんの名前があり連絡したのがきっかけでこの会に参加し

ましたが）たくさんの報告を聞くことができ楽しかったです。「これはできるかな」「これならやれ

るかな」と夏休み明けに向けて元気をもらいました。そして、大きな牛の旗や実践のヒントの入って

いるＤＶＤをいただけるということで、（三代さん、松原さんありがとうございました。）お土産も

頂き得しました。 

○多くの方々が情熱をもって科学的に研究をされており、大変勉強になりました。中学校では、ずっと

牛乳の飲み残しが問題になっています。冬には２／３が廃棄されていたのが、本校の現状です。長年、

食育を研究してきましたが、これをなんとかしたいと考え、ファーム研究会に参加しました。おかげ

さまで多くのヒントを得ることができました。名古屋の仲間にも小学校担当が多数おりますので、酪

農教育をすすめていきたいと思います。今後ともいろいろ教えてください。本日はありがとうござい

ました。 

○ありがとうございました。多角的な視点で考察することができました。 

○メーリングを活用して実践研究等の研究依頼や課題推進等をすると皆の考え方がねられていい実践研

究につながるのではないかと思う。 

○年に一回程度しか会えないので会員本人の了解を得て、顔写真入りの会員名簿を会員のみに配布して

いただけるといいと思います。 

○研究の方向性として、効果の検証を数値的なものとして裏付けていく必要がある。 

○様々な実践事例を出し合って、酪農教育を広めていきたい。 

○今年、４月にＪ―milk に入ったばかりなので、酪農に対して新人の目で（子どもと同じレベルで）意

見を書かせていただきました。酪農教育に対する皆さんの熱い想いに素直に感動致しました。ありが

とうございました。 

○発表内容も充実してよかったが、グループディスカッションなどの中で発表もあり、その他に酪農家

や教育者の交流会、意見交換もあっていいのでは。 

前日からの参加者は懇親会もあったが、当日のみの参加者はもっと酪農家の方々と語る機会があっ

てもいいなと思いました。 体験の対象として幼児～中学生が多いが、どの程度での実践がどのよう

に、どんな効果がでるのか考えて見たい。 

○「牛乳のひみつ」は紙芝居化できませんか？栄養士の先生方の食育の教材として活用していただける

と有り難いです。（丁寧に書き直してもいいです。） 

○もっと酪農教育をメジャーにしていかなければなりません。いろいろなマスコミを使って成果をアピ

ールしたり、文科省あたりにも訴えていくことはできないでしょうか。少なくとも資金面の援助が打

ち切られたことは大きなダメージでした。（とりあえず、熊本市小学校校長会の研修会の中に酪農を

何とか入れたいと考えています。いきなり、全体会は無理でしょうから身近な方からでもがんばりま

す。） 

○教師を中心とした研究会なのでストレートに表現させてもらいます。 

 ①中酪がバックなのだろう？あの先生だからね。と言わせないデータを収集すること。 



 ②教育的価値（効果）を主観的（作為的）でなく客観的に示すこと、また、その手法の研究開発 

 ③大学を中心とした学術的研究と分析スキルと分析労働力の確保 

 ④学習指導要領（生きる力）やＰＩＳＡ（キーコンピテンシー）と教育目標、教育効果のすり合わせ

整理。 

 ⑤発達段階や学校種別ごとの研究 

 思いつくままの列挙であるが、酪農体験が本当に教育効果がある発展性があるのであれば社会的評価

を受け、自信をもって発信できるようにしたいものです。 

○今日、初めての参加で酪農教育ファームについても、まだよくわからないので、今後の活動について

の意見はひかえさせていただきます。全国でどれほど広がっているのかよくわかりませんが、全国に

声を大にして広めていただきたいと思います。 

○本日はありがとうございました。 私の小学校の子どもたちにも酪農体験を通し、命の大切さ、牛と

触れ合うことで感じる思いや感情を感じて欲しいと思いました。 

  今の子どもたちはあまり経験がなく、牧場にも行ったことがない子が多いと感じています。その中

で実際に自分の目で見て、自分の手でさわって、また、まわりの友達と共有することが大切であると

あらためて考えさせられました。 そのためにも、まず私自身が酪農について深く考え直し、また、

体験していきたいと思います。発表で使用されていた子どもたちの写真の表情がステキだなあと感じ

ました。 

 


