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　私たちは、健康な体を維持、向上させるために、食事やおやつなどの時間にさま

ざまな食品を摂取しています。そのひとつに「牛乳」があります。子どもたちは、

学校給食で牛乳を毎日飲んでいます。家庭や外出先でも牛乳を飲んだり、乳製品

を食べたりしています。毎日の生活の中で身近にある牛乳について、正しい理解と

認識を持つことは、栄養源としての知識を身につけるだけではなく、「いただきま

す」の挨拶に象徴されるように、感謝することの大切さや命をつなぐことの意味

を理解し、望ましい食生活、食習慣を形成する上で、重要な意味を持っています。

　多くの先生方から、「牧場に行って乳牛と触れ合う場を設け、子どもたちに牛乳

に対する理解と関心を深めさせたい。しかし、学校の近くに牧場がないので見学

できない」という声が聞かれます。また、「牧場で体験学習を行ったが、その成果

を教科の指導とつなげて、さらに発展させたい」といったことも耳にします。本副

読本「～各教科や道徳など15テーマで学ぶワークシート～らく農教室」は、こう

した先生方の声や小学校の実態を踏まえて作成されたものです。

　現在の学校教育には、牛乳について体系的、重点的に指導する場面がありませ

ん。しかし、例えば、社会科では牧場で働く人の仕事や酪農という産業について、

理科では人の体のつくりと関連づけて乳牛の消化器官を、それぞれ扱うことがで

きます。家庭科では、牛乳の栄養について調べさせることができます。国語や算

数、図画工作、道徳などでも教材や題材として牛乳や酪農を取り上げることが可

能です。さらに、総合的な学習の時間には、学校の判断で、牛乳や酪農について重

点的に取り上げることができます。このように、教科や道徳や総合的な学習の時

間などさまざまな場面に牛乳や酪農についての学習を位置づけ、横断的、関連的

に指導することが可能です。

　なお、本副読本は学校の授業だけではなく、保護者の協力を得ながら、家庭で

の学習や夏休みの自由研究として活用することもできます。

　本副読本を活用した学習が学校や家庭で行われ、子どもたちが毎日飲んでいる

牛乳やそれらを生産している酪農に対して理解と関心を深め、牛乳を通して自ら

の生き方を考えることができるようになることを心から願っています。また、学習

したことがきっかけになって牧場に関心を持ち、今後牧場を訪れる機会が設けら

れることを期待しています。

監修者のことば

国士舘大学教授　北　俊夫
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いのちの牧場 ～5年生～

子牛の誕生を通して、一つの命の誕生には多くの人々の支えがあることや、命はかけがえのないものであること

を実感し、自他の生命を尊重することの大切さを考えることができる。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. 「いのちの牧場」という題から想像したことを発

表する。

2. 時間を決めて（3分間）目読する。

3. 段落読みで音読し、イメージをもつ。

4. 読んだ感想を発表する。

　・ 牛のお産は大変だ。

　・ 子牛が生きていてよかった。

5. あらすじを確認する。

6. この話を読んで、心が動いた所に線を引き、その

理由を説明する。

7. この話で、一番大切だと思ったことをノートに書い

て話し合う。

一番大切だと思うことを自分の言葉で発表し

よう。

　・ どんな生き物も、みんな命は一つ。

　・ 母親は命がけで子牛を産む。

　・ 命はいろんな人の助けを借りて生まれてくる。

だから、大切に育てなければいけない。

8. 自分の生き方とつなげて、思ったことを発表する。

　・ 自分の命も他の人や生き物の命も大切にし 

たい。

9. 命と生きる酪農家の思いを考え、テーマにそって

感想を発表する。

・ 牧場に行った経験のある子どもの話を取り入れなが

ら、題から感じた印象を発表させる。

・ 時間がきたら、目読から音読に移る。

・ 読んだ感想を発表させることは、道徳的価値につな

げるための手だてである。この段階ではまだ深めな

くてよい。あらすじが理解できるよう、展開の要素を

カードに書いておくとよい。

・ 「えっ」⇒ぇ　　、ハラハラ⇒ハ　　、「ほっ」⇒ほ

　　、感動⇒か　　、というように約束を決めて線

を引かせる。その上で、「ぼくは、・・・のところに感

動しました。それは、・・・からです。」というように、

線を引いた場所と理由を発表させる。

・ 子どもの発言を踏まえながら、酪農家の働きと命の

大切さをつなげて教師が整理していく。

・ ワークシートやノートに書かせる時は、机間指導の

中で、命の大切さに目がいくように指導する。本時

の目標に合うものをチェックしておき、あとで発表さ

せる。

・ 5ページの「らく農家の話」の話をもとに酪農家の牛

への思いとつなげながら、命の大切さを整理して授

業を終える。

1

道徳
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遠近法で牧場の絵を描こう ～5・6年生～

遠近法の特色を理解し、それを使って奥行きや広がりがある牧場の絵を描くとともに、互いの絵を鑑賞し合うこ

とができる。

◆指導の流れ（2時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. テキストの6ページの写真と子どもの絵を見て、 

距離の違いが絵の中でどう表されているか話し 

合う。

　・ 近いところは、大きく写っている。

　・ 遠くに行くほどだんだん小さくなっている。遠く

の牛は、子牛か親牛かわからない。

　・ 遠くの山がぼんやり見えている。

1. テキストの7ページをもとに、絵に奥行きや広がり

をもたせる工夫について話し合う。

　・ アの絵は、建物のような柱のあるものや直線

の道路の周りの風景などを描くときに使え

る。

　・ イの絵は、牧場の全体を描くときこのような方

法を使うと、牧場の広い感じが出せる。

 奥行きや広がり、色使いに工夫して、牧場の
 絵を描こう

2. 6ページのウの写真も参考にしながら、自分がイ

メージする牛がいる牧場の絵を描く。　

3. 互いの絵を鑑賞し合い、遠近法に関連した工夫

点を探し、発表する。

・ それぞれの写真で、手前の方と遠くの方の物の見え

方の違いに着目させる。

・ 牛舎の柵や天井などの奥から手前に広がる見え方

の特徴を、それを表現した児童の絵と合わせて考え

させる。

・ 遠近法については、7ページの絵の描き方をもとに

特徴について説明する。「こうすれば、絵に奥行き

や広がりをもたせることができます。これを遠近法

といいます。」といった程度に留める。

・ 広がりに関しては、6ページのウの絵に注目させ、線

が集まる点を手前にもってくると、遠くに向かって広

がって見えることをおさえる。

・ 奥行きや広がり、色使いの変化に着目させ、互いの

絵の工夫点を見つけさせる。

1

1

図画工作

遠近法で描いた絵について、工夫したことをまとめてみよう。
・ 中心点を見つけるのが難しかった。中心点から柱や通路に沿って、鉛筆で線を引いていったら、奥行きや広

がりが出てきた。

・ 牧場の風景を描くときは、手前はものは大きく、濃く、遠くに行くほど小さく、薄く描いていくと、牧場の

広がりが出てきた。

◆ワークシートの記入例
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らく農家の仕事 ～5年生～

・ 酪農家の一日を知り、酪農家の仕事に関心をもつようになる。

・ 酪農家が、新鮮でおいしい牛乳を生産するために様々な工夫や努力をしていることを理解することができる。

◆指導の流れ（2時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. ①酪農家の1日を読む。

2.  酪農家の1日を表に表す。

3. それぞれの仕事の内容をノートにまとめる。

　・ 牛舎のそうじ→牛が気持ちよくくらせるように、

糞尿をそうじする。

　・ えさやり→栄養価の高い、バランスのよいえさ

を与える。

　・ さくにゅう→細菌から乳牛を守るために清潔に

行っている。

4. 酪農家の1日の仕事やその内容について、学習し

たことをもとに話し合う。

1. さまざまな酪農家の仕事を読む。

2. 「土づくり」「えさづくり」「乳牛づくり」の3つの

観点から、ノートにまとめる。

　・ 土づくり→よい牧草を作るための堆肥や土づく

り

　・ えさづくり→おいしい牛乳を作るための、安全

でおいしいえさづくり　　　　　　　　　

　・ 乳牛づくり→安全でおいしい生乳がでるように

乳牛の健康づくり

3. 「山田さん」のインタビューを読んで感想を出し 

合う。

4. 酪農家が、新鮮でおいしい牛乳を生産するために

どんな工夫や努力をしているか、ノートに書き発

表する。

　・ 酪農家の仕事は、休みがなくてたいへんだけ

ど、牛とともにくらし、牛からもらうミルクで世の

中の人に役立っていると思った。

　・ 酪農家の人々は、私たちにおいしい牛乳を飲ん

でもらうためにがんばっていると思った。

・ 難解な用語については、教師が説明する。

・ 1日の生活カレンダーに仕事を当てはめる。

・ 仕事の内容を理解させるとともに、なぜその仕事が

大切なのかを押える。

・ 乳牛の生活リズムに合わせて、1日2回の搾乳の仕事

をしていることを押える。

・ 生き物を相手にした仕事なので、1年中働かなくて

はならないが、昼の時間を利用していろいろな活動

をしていることも知らせる。

・ 3つの「つくる」仕事は相互に関連していることや、

それぞれが大切な仕事であることを押える。

・ 酪農家の仕事の工夫や努力だけでなく、仕事に対す

る誇りや生き物に対する愛情についても触れる。

・ 酪農は休みがなく、苦労の多い仕事であるが、生き

物とともに暮らしていることや、新鮮でおいしい牛

乳を生産し、消費者に届ける価値ある仕事であるこ

とを押える。

1

1

社会科
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らく農で何倍と百分率 ～5年生～

・ 乳牛の体重の変化を人間の場合と比べ、乳牛の成長の様子に興味・関心をもつようになる。

・ 除数が2位数の除法計算や、2つの数量の関係を表す割合の求め方を正しく用いて、問題を解くことができる。

①乳牛の体重の変化

②人間（子ども）の体重の変化

③乳牛の人間の体重の比較

◆指導の流れ（2時間扱い）

◆目標：

◆ワークシートの記入例

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. 「乳牛の成長について」を読む。

2. ①「乳牛の体重の変化」の棒グラフを見て、生ま

れた時から5才までのそれぞれの年齢の体重を

確認する。

3.  生まれた時の乳牛の体重をもとにして、それぞれ

の年齢の乳牛の体重が何倍になるか、求め方を

考え、話し合う。

4. 立式をし、筆算をして答えを求め、ワークシートの

表に書き入れる。

5.  ②「人間（子ども）の体重の変化」の棒グラフを見

て、生まれた時から5才までの年齢別の体重を確

認する。

6. 乳牛の問題と同様に立式をし、筆算をして答えを

求め、ワークシートの表に書き入れる。

7. ③「乳牛と人間の成長の比較」の設問を考え、わ

かったことをワークシートに記入する。

1. 「算数的活動」の設問を読み、資料から百分率を

求める問題をつくり、解答例を作成する。

2. 作成した文章問題を発表し合い、問題を解き合

う。

・ 赤ちゃん牛と5才くらいの成牛のイラストから成長の

違いのイメージをもたせるようにする。

・ 体重は、その年齢の平均的な体重であることを知ら

せる。

・ 話し合いを通して、何倍かを求めるのは、割り算で

あること、［比べる数÷もとにする数］の式で求めら

れることを押える。

・ 算数のノートに、式と筆算をかかせる。答えは、小数

第2位を四捨五入し、小数第1位までにし、表に記入

させる。

・ 乳牛と同様の求め方をすることを確認する。

・ 乳牛と人間が、生まれてから5才までのそれぞれ年

齢の体重が、生まれたときの何倍になっているかと

いう表の数値に着目させ、両者を比べるように助言

する。

・（例）を参考に文章問題や解答例を作成させるよう

にする。

・ 作成した文章問題が、百分率を求める問題になって

いるか不具合はないか吟味させ、出題したり解答し

たりするように促す。

1

1

算数

年れい 1才 2才 3才 4才 5才

何倍 8.2 13.5 15.2 16.3 17.0

年れい 1才 2才 3才 4才 5才

何倍 3.6 4.4 5.0 5.6 6.3

　・ 5才の乳牛は、生まれた時の17倍の体重になるが、人間（5才）は、6.3倍にすぎない。
　・ 乳牛は、人間に比べて成長するのが早い。
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乳牛の胃はいくつ？ ～6年生～

・ 人の消化の働きと比べながら、牛の消化器官の働きに興味・関心をもち、進んで調べようとする。

・ 人と牛の消化器官の働きの共通性や違いを、推論することができる。

乳牛と人間の消化の流れについて、似ているところ
・ 乳牛も人間も食べた物は、口の中のだ液中でかみくだかれ細かくされる。

・ 乳牛も人間も食べた物は、食道から胃や腸に運ばれ、消化と吸収をしながら養分と水分を取り入れる。

・ 乳牛も人間も食べた物は、血液循環により体内に運ばれ、必要なものを取り入れ、不必要なものは肛門から排泄さ 

れる。

乳牛と人間の消化器官の違い
・ 人間の胃は1つだが、乳牛の胃は、第1胃から第4胃まで4つある。

・ 草を消化しやすくするため、第1胃と第2胃と口で何回も反すうが行われている。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

◆ワークシートの記入例

時間 学習活動 指導上の留意事項

1.  ①「乳牛と人間の胃を比べてみよう」の資料を見

て、乳牛と人間の胃を比べて、つくりと消化器官

の働きを調べる。

2. ②「どうして乳牛の胃は4つもあるのだろう」を読

み、乳牛の胃のつくりと消化器官の働きの特徴を

話し合う。

3. ③「乳牛と人間の消化器官を比べてみよう」の乳

牛と人間の消化器官の図を見て、食べ物の通り道

をたどりながら、消化と吸収の働きについて確認 

する。

4. 学習したことをもとに、「まとめてみよう」に自分

の考えをまとめる。

5. 「まとめてみよう」に書いた個々の考えを発表し

合い、学習のまとめをする。

・ 乳牛の4つの胃の消化の働きを、順を追って捉えさ

せる。

・《消化の流れ》に着目させ、反芻のしくみを押える。

・ 人間の食べ物と乳牛の食べ物を比較し、草を消化

したり、養分を吸収したりすることの困難さが背景

にあることに気付かせる。そして、反芻や微生物によ

る消化の働きを押える。

・ 消化・吸収と血液循環を関係付けるようにする。消

化の働きの共通性と、食べ物の違いによるつくりや

しくみの違いに着目するよう助言する。

・ ①～③の内容を振り返り、自分の考えをワークシー

トに書くようにする。

・ まとめをするとともに、その他の動物の消化器官の

働きはどうなのか。また、疑問点や調べてみたいこ

となど、発展的な問題も出し合う。

1

理科
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牧場での「食べる」「食べられる」関係～6年生～

・ 植物とそれを食べる身近な動物の「食べる」「食べられる」という関係に興味・関心をもち、進んで調べようと 

する。

・ 食べ物を通して、生物がかかわりあって生きていることを推論することができる。

牧場での「食べる」「食べられる」関係について
・ 「食べ物を通して、生物がかかわりあって生きていること」から、植物が減少したり、汚染されたりするとそれを食べ物にして

いる動物にも大きな影響を与えることがわかった。生物全体や環境を総合的に考えていかなくてはいけない。

・ 牧場の仕事にはムダがないことがわかった。たい肥を使えばお金も少なくてすむし、化学肥料よりも安全だ。

・ 人間や動物が健康で元気に生きていくには、よい食べ物と環境が必要だ。つながりやサイクルの中で、どこかが減りすぎても

増えすぎてもいけない。バランスが大切であることがわかった。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

◆ワークシートの記入例

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. ①「植物と乳牛のつながり」の資料を見て、乳牛

と植物の「食べる」「食べられる」の関係、また、

牛乳、乳製品、牛肉を介しての人間と乳牛の「食

べる」「食べられる」の関係を調べる。

2. 「食べ物を通して生物がかかわりあって生きてい

ること」をもとに、質のよいえさをつくるには何が

必要か、資料をもとに話し合う。

3. ②「牧場のサイクル」を読み、牧場における「乳牛

づくり」における循環について話し合う。

4．学習をもとに、わかったことや考えたことをワーク

シートに記入し、発表する。

5．「ちょっと物知りに」を読み、草食動物のえさに興

味・関心を広げる。

・ 生物の食べ物は、もとをたどれば、植物に行きつく

ことを押える。

・ 牧場においても、「食べ物を通して生物がかかわり

あって生きていること」を確認する。

・「堆肥づくり」には、土中の小さな生物や微生物の力

が必要であることを押える。

・ 土中の小さな生物は、枯れた葉も食べることから、

微生物はどんな働きをしているかを考えるように助

言する。

・「食べ物を通しての生物のかかわりあい」がサイクル

になっていることから、よりよい乳牛をつくるにはど

うしたらよいのかについて話し合うようにする。

・ ①②の内容を振り返り、気付いたことや考えたこと

をワークシートに書くようにする。

・ まとめをするとともに、疑問点や調べてみたいこと

などの発展的な問題も出し合う。

1

理科
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「Which is bigger(smaller)?」
大きい？小さい？ ～6年生～

牛と他の動物を比べる活動を通して、英語を使った大きさの違いのたずね方がわかり、実際に使えるように 

なる。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

英語活動

1. P16の動物のシルエットのうち、牛を使ってクイズをする。（このページはOHCで拡大し映す、あるいは拡大コピー

をし、カードを切り取り黒板に貼る）

 牛の鼻以外の体全部と、その他の動物を全部隠し、児童に質問する。

教師の働きかけ（HT：担任、ALT） 児童の反応

教師の働きかけ（HT：担任、ALT） 児童の反応

・ Good morning/afternoon.
 I’m fine. Thank you. And you.

・ Yes. Let’s. Thank you.

・ I don’t know. Hint please.

・ I think it’s a cow.

・ Do you know this animal?

・ It’s a cow.

○ Stand up. Please.
 Good morning/afternoon. How are you?

○ I’m fine too. Thank you. 
　Let’s begin today’s lesson.

あいさつ

ウォームアップとして、乳牛を使ったクイズをする。

HT ： What is this animal?  

HT ： Ok look this.

  （といって隠している部分を鼻から広げ、耳まで出す）

  What is this animal?

  （「ALTの…先生に聞いてみましょう。」）

  Repeat after me. Do you know this animal?

ALT： I know. This animal is cow. 

HT ： (このページの下段の牛の絵を鼻から順に見せる）

  Is this animal? 

すべて隠す

ここだけ
見せる

学習活動

学習活動
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・ 出題者：What is this? と聞くことからスタート。

・ 回答者：Which  is  bigger (smaller)? 

 A cow or this animal? と必ずたずねなおす。

・ 出題者：できるだけ英語で答える。質問を二回まで

受け、最後に答えの動物を英語で言う。

 （これを交互に繰り返す。）

・ 出題者：Which  do you like？Butter or Cheese? 

　　　　⇩

 回答者：I like Cheese.

・ 出題者：Which do you like？ Cheese or Milk?　

　　　　⇩

 回答者：I like Cheese.

・ 出題者：Which do you  like？ Cheese or Fresh 

cream? 　これを繰り返す。

3. ペアを作らせ、ウサギ（a rabbit）、にわとり（a 

cock)、やぎ（a goat)、馬（a horse)の単語を繰り

返し指導したのち、P16のシルエットカードを配

り、HTとALTのやりとりを真似ながら、クイズを

出し合わせる。

 ① カードを裏返しにし、ペアに2枚ずつ配る。

 ② 出題の順番を決めさせ、出題者は、シルエッ

トカードの一枚を体の一部以外隠し机に置

かせ、質問させる。回答者は、必ず牛との比

較で体の大きさを聞く質問をする。それ以外

のヒントは、色や鳴き声など日本語で聞いて

もよい（2回まで）。英語で聞いてみたいとき

は、ALTに教えてもらう。

4. Ｐ17の絵をもとにペアで、一番好きな牛乳や乳製

品を当てるクイズをする。

　①  どちらが先にやるか決め、出題者は、キーセン

テンスの「Which do you like A or B?」と尋ね

る。回答者は、「I like A.（好きな牛乳や乳製

品）」を答える

　②  出題者は、回答者の好きと答えた牛乳や乳製

品と次の牛乳や乳製品を組み合わせて尋ねる。

「Which do you like A or C?」これを繰り返

し、6つの乳製品を全て質問すると最後に一番

好きな牛乳や乳製品がわかる。これを交代で 

やる。

2. 「次に、牛と比べながら大きさを尋ねる言葉を使ってみましょう。」といって、今度は、牛の全体と羊の顔 

以外（他の動物も）全部隠し、ALTの先生とやり方を見せる。（牛と比較する形で活動を進める）

HT ： Ok next question. What is this? 
　　　⇩
ALT： I don’t know. Which  is  bigger（どちらが大きい）?  A cow or this animal? 
　　　⇩
HT ： Cow.
　　　⇩
ALT： (わからなければ日本語でも聞いてもいいことを伝え、2回までヒントを聞いてもいいことにする)
 What is collar?
　　　⇩
HT ： Only white. 
　　　⇩
ALT： It’s a sheep. 
　　　⇩
HT ： That’s right.

 

教師の働きかけ（HT：担任、ALT） 児童の反応

大きさの違いを尋ねる質問の仕方を学ぶ活動をする。
キーセンテンス ⇒ Which is bigger? / Which is smaller?

教師の働きかけ（HT：担任、ALT） 児童の反応

キーセンテンス⇒ Which do You like? を使って遊ぶ。

学習活動

学習活動
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牛乳が届くまで ～5年生～

・ 牧場から私たちのところに牛乳が届く流通のしくみについて、関心をもつようになる。

・ 新鮮でおいしい牛乳を生産者から消費者に届けるために、様々な工夫や努力をしていることを理解すること

ができる。

◆指導の流れ（2時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. ①牛乳が私たちの手元に届くまでと牛乳の品質

管理について読む。

2. 牛乳が生産者から消費者に届くまでのルートを図

に表す。

3. それぞれの場所や仕事の内容についてノートにま

とめる。

　・ 牧場 ⇨ ミルクをしぼる　

　・ バルククーラー ⇨ 4℃で保存　

　・ タンクローリー ⇨ ミルクを集める　

　・ クーラーステーション ⇨ 一時保存　

　・ 牛乳工場 ⇨ 品質検査、脂肪分の調整、殺菌、

パック詰め　

　・ 出荷 ⇨ トラックで

4. 牛乳が私たちの手元に届くまでについて、学習し

たことをもとに話し合う。

1. ②牛乳の流通についてを読む。

2. 生産地と消費地の関係をノートに書き出す。

　・ フェリーを使って運ばれるのは2地域。

 北海道からは茨城県の日立市と福井県の敦賀

市、九州からは神戸・大阪に運ばれる。

　・ 高速道路を使って、東北や北陸からは関東に、

関東からは東海に運ばれる。

 近畿には、中国や四国、九州から運ばれる。

 九州からは中国にも運んでいる。

3. 輸送の手段について話し合う。

4. 新鮮でおいしい牛乳が届くまでに、どんな工夫や

努力をしているかをノートに書き、発表する。

　・ 高速道路やフェリーを使って遠いところから速く、

多くの量を運べるようになったことがわかった。

　・ 生産者から消費者に届けるまでにいろいろな品

質管理を行いながら、安全でおいしい牛乳を届

けていることがわかった。

・ 難解な用語については、教師が説明する。

・ ①のルートを、ノートに簡単な図で表す。

・ それぞれの場所で品質管理をしながら、早く、安全

に届ける工夫をしていることを押える。

・ 生乳は、保存や処理に注意しながら運ばれているこ

とに気づかせる。

・ いろいろな段階で、品質管理を行っていることを知

らせる。

・ 難解な用語については、教師が説明する。

・ 大都市が消費地であり、地方が生産地であることを

押える。

・ 高速道路やフェリーを使って運ばれていることを確

かめる。

・ 輸送手段や交通網の発達によって、牛乳が新鮮で

品質を保ったまま届けられるようになったことに触

れる。

1

1

社会科
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牛乳を変身させよう!！ ～5・6年生～
総合的な
学習の時間

・ 牛乳の不思議を調べ、牛乳の性質を生かした食べ物を作ることができる。

・ 牛乳から作られる食品に興味をもち、調べてわかったことや考えたことを、「牛乳新聞」にまとめることがで 

きる。

◆指導の流れ（2時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. 牛乳からできる食品を見つける。

 ○バター ○チーズ ○アイスクリーム

 ×とうふ ×豆乳 ○ヨーグルト

 ○ソフトクリーム など

2. 牛乳からバターができる秘密を調べる。

3. バターを作ってみる。

　・ 用具や材料を準備する。

　・ 手順に沿ってバターを作る。

4. チーズを作ってみる。

　・ 用具や材料を準備する。

　・ 手順に沿ってチーズを作る。

5. 「牛乳新聞」を作る。

　・ 調理や副読本から分かったことをもとに、知ら

せたいことを新聞にまとめる。

・ いろいろな加工食品の写真を黒板に貼り、原材料

を考えさせる。

・ 副読本から、牛乳の中の脂肪がくっつきあって固ま

り、バターができることに気付かせる。

・ 副読本からバターを作る。

 手順や作り方を読み取らせる。

・ 副読本から、バターとは異なる秘密で固まることに

気付かせる。

・ 牛乳を作ってバターやチーズができること、牛乳は

飲むだけではなく食事の中でさまざまな食品に変化

して使われていることなど、牛乳のすばらしさを絵

や図、クイズなどで新聞にまとめるようにする。

2
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牛乳の栄養 ～5・6年生～

牛乳の栄養的な特徴がわかり、牛乳を取り入れた献立を立てることができる。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. 1週間の給食の献立を調べる。

　・ 給食献立表をもとに、毎日の献立に使われた食

品を6つの食品群に分類する。

　・ 分類して、気付いたことを発表する。

2. なぜ、給食に毎日牛乳が出るのかを話し合う。

　・ 牛乳を飲むと、背が伸びる。

　・ 牛乳には、栄養がたくさん含まれる。

3. 牛乳に含まれている栄養素について話し合う。

　・ 五大栄養素がバランスよく含まれている。

　・ 牛乳一本を飲むと、1日に必要なカルシウムの

30％をとることができる。

4. 牛乳を取り入れた朝食の献立を立てる。

・ 学校給食は、いろいろな食品を組み合わせて作られ

ていることに気付かせる。

・ 毎日の献立に牛乳が出されていることに、気付かせ

る。

・ 牛乳について、まず知っていることを発表させ、その

後に、副読本で確かめさせる。

・ 副読本を活用して、栄養面からみた牛乳の特徴を

調べさせる。

1

家庭科

牛乳のある場合とない場合を比べて、多い栄養素は何ですか？
 ・ 無機質

 ・ 脂質

 ・ たんぱく質

・ ビタミンA

◆ワークシートの記入例
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牛乳のひ・み・つ ～5・6年生～

牛乳のもっている特徴を理解することによって、乳牛に対して感謝する心を育てるようにする。

牛乳のひみつについて
 ・ 牛は子牛のために乳を出し、それを人間が飲んでいる。

 ・ 乳牛は子牛を生んで、いつでも乳が出るようにしている。

 ・ 牛乳は、ほうれん草よりカルシウム量が多く、吸収率も高い。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

◆ワークシートの記入例

時間 教師の発問の指示 予想される児童の活動・反応 指導上の留意点

1. どうして、給食では毎日牛乳がでる

のでしょう。

2. ①「給食で飲む牛乳は、実は子牛の

ためのもの」と②「メス牛が子牛を

生んで、はじめて乳を出す」を読ん

で、乳牛が乳を出す仕組みを理解さ

せる。

3. カルシウムの吸収率を調べ、わかった

ことをワークシートに書きましょう。

4. 牛乳には、どんなひみつ（よさ）があ

るのでしょうか。

5. ワークシートに牛乳について思ったこ

とや、考えたことを書きましょう。

・ 乳牛は、オスでもメスでも乳が出る

・ 乳牛はいつでも乳が出る。

・ 子牛のための乳を、人間がもらって

いる。

・ 牛乳は、乳牛の命。

・ 牛乳は、乳牛が子孫を残すための

もの。

・ いろいろな食べものより、牛乳の方

が吸収がいい。

・ 牛乳には、子牛が元気に育つように、

いろんな栄養素がたくさん含まれて

いる。

・ ただ毎日飲んでいた牛乳が、とても

ありがたいものだと思う。

板書に「牛乳のひ・み・

つ」を書き、子どもの発言

を促す。

・ 吸収率という意味を

理解できるように指導 

する。

・ 365日休まずに働いて

いる酪農家に、感謝す

る気持ちをもたせる。

1

特別活動
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牧場で行われるリサイクル ～5年生～

・ 図やグラフを見て、牛の糞や尿、食品残渣のリサイクルについて理解することができる。

・ 牧場に関連したリサイクルの学習を生かし、身の回りのリサイクルを調べる計画を立てることができる。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. モーモークイズ（牛の大きさや体重、餌や糞や尿

の量など）に答え、感想を発表する。

　・ 僕の体重ぐらい食べる。

　・ 大きい牛で800㎏もある。知らなかった。

　・ 糞や尿の量も多い。

2. 40頭飼育している牧場を例に、一日の糞や尿の

量を計算し、感想を発表する。

　・ 糞は、多い時1t以上ある。どうやって処理する

のかな。

3. テキストの26ページの①『牧場のリサイクルを図

解』を見て、気付いたことを発表する。

牧場では、リサイクルをどのように行ってい
るのだろう。

　・ 糞や尿は、稲藁やおが屑と混ぜて堆肥にする。

　・ 牧草を育て、牛の餌にしている。

　・ 堆肥は、稲作や畑作にも有機肥料として役立っ

ている。(安全・安心な食べ物)

4. ②のグラフを見て、人間の生活と牧場のつながり

について食品残渣の利用という視点から気付いた

ことを発表する。

5. 身の回りにあるリサイクルについて、知っているこ

とを発表する。

6. 他にどんなリサイクルがあるか調べる計画を立て

る。

・ 牛の体長(170㎝)や体重（500～800㎏）、一日、一

頭当たりの餌(青草50～60㎏)、飲む水の量（100

ℓ）、糞の重さ（20～40㎏）、尿の量（6～12ℓ）、搾

乳される生乳の量(20～30ℓ)などについて、クイズ

を出しながら導入する。

・ 40頭飼育している牧場を例に、一日に出す糞や尿

の量を計算させ、糞や尿の処理について関心をもた

せる。

・ リサイクルの言葉の意味をおさえる。

・ 図の中の赤い矢印から学習を進める。牧場の乳牛

の糞や尿に着目させ、堆肥になって役立っているこ

とを図からとらえさせる。

・ 人間の食生活に関連して、発生する食品残渣も家

畜の餌として有効に使われていることを押え、これ

らもリサイクルされていることを確認する。

・ 教師が仕入れた身の回りにあるリサイクルの例を示

し、その内容について具体的に調べさせるようにす

る。その際、3Ｒやリフューズ、エコマークなどについ

ても触れる。

総合的な
学習の時間

＊調べ学習を行う場合は3時間追加して、計4時間扱いで行う。

自分たちの身の回りで行われているリサイクルについて
 ・ 牛乳パックは、トイレットペーパーにリサイクルされている。

 ・ 新聞紙や雑誌などは、新聞紙、電話帳、印刷用紙、コピー用紙などにリサイクルされている。

 ・ ペットボトルは、カーペットなどのインテリアや衣類などにリサイクルされている。

◆ワークシートの記入例

1
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牛乳の価格 ～5年生～

牛乳の価格が決まるしくみに関心をもち、牛乳の価格は安定していることについて理解することができる。

◆指導の流れ（2時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. ①「牛乳1ℓの価格のなかみ」を読む。

2. ①「牛乳1ℓの価格のなかみ」を、帯グラフに 

表す。

3. 牛乳の価格についてわかったことをノートにまと

める。

 ・ 酪農家の費用や利益が約50%で、乳牛のえさ代

や医療費、酪農家の給料などが含まれる。

 ・ 乳業工場では、パッケージなどの包装費、働く

人の給料、広告費などが含まれる。

4．①「牛乳1ℓの価格のなかみ」について、学習した

ことをもとに話し合う。

1．②「牛乳と他の食品の価格の推移」を読む。

2．食品の価格の移り変わりについて、気付いたこと

をノートに書き出す。

　・ 米や生鮮野菜、卵に比べて、牛乳の価格は変

動が少ない。

3. 牛乳・乳製品の自給率について話し合う。

　・  牛乳の自給率は100%である。

　・  乳製品は約半分を外国から輸入している。

・ 難解な用語については、教師が説明する。

・ 算数で学習した帯グラフの書き方を思い出させる。

・ 牛乳1ℓの価格の半分が、酪農家の費用や利益であ

ることを押える。

・ 牛乳の価格にはスーパーや小売店、乳業工場の費

用や利益も含まれていることを押さえる。

・ 牛乳の価格の中には労賃やえさ代、広告費などがあ

ることを知る。

・ 難解な用語については、教師が説明する。

・ 需要と供給のバランスで品物の価格が決まることを

押える

・ 牛乳の価格はここ30年、ほとんど変わっていないこ

とを知らせる。

・ 我が国の牛乳は、自給率が100%であることを知らせ

る。

1

1
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らく農のさかんな地域 ～5年生～

酪農のさかんな地域の分布と傾向について知り、それぞれの地域の特徴について理解することができる。

生乳の生産量の多い県
 1位：北海道　　2位：栃木県　　3位：千葉県　　4位：群馬県　　5位：熊本県　　6位：岩手県

色をぬってわかったことを書きましょう
・ 北海道の生産量は特に多い。

・ 栃木県や千葉県、群馬県など関東地方でも多く生産されている。

・ 九州も熊本県は、全国ベスト5に入っている。

・ 東北地方では岩手県が多い。

◆指導の流れ（2時間扱い）

◆目標：

◆ワークシートの記入例

時間 学習活動 指導上の留意事項

1. ①「生乳の生産量が多い都道府県」の表を見る。

2. 生乳の生産量が多い都道府県を6位まで選んで、

ワークシートに書き出す。

3. 生乳の生産量が多い都道府県は、ワークシートの

日本地図に色をぬる。

4. 生乳の生産量が多い都道府県の分布のようすに

ついて話し合う。

1. ②「らく農がさかんな地域」の資料を読む。

2. ②「らく農がさかんな地域」について、気付いたこ

とをノートに書き出す。

　・ 牛は暑さがにがてなので、涼しい地域で飼われ

ている。

 →北海道や九州の山間地

　・ 牛乳は新鮮さが求められるので、大都市（消費

地）の近くで酪農がさかんである。

 →関東や関西（近畿）地方

　・ 牛のえさである牧草を育てるためには、広い土

地が必要なので、土地が広いところで酪農がさ

かんである。

　　→ 北海道や九州の山間地、北陸や関東の高原

3. ②「らく農がさかんな地域」の特徴について、わ

かったことをノートにまとめる。

・ 難解な用語については、教師が説明する。

・ 都道府県の位置を、副読本の右ページの日本地図で

確認する。

・ 生産量の多い北海道、栃木県、千葉県、群馬県、熊本

県、岩手県に色をぬることができたかを確認する。

・ 分布の傾向を地理的（地形・気候）、社会的（消費

地に近い）条件から捉えさせる。

・ 難解な用語については、教師が説明する。

・ 気候についての条件から考えさせる。

・ 牛の生態的な特徴から考えさせる。

・ 牛乳の食品としての特性から考えさせる。

・地図を見て、都道府県の名前を指摘させる。

1

1
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牧場にお手紙を書こう ～5・6年生～

伝えたいことを決め、相手に伝わるように表現を工夫して手紙を書くことができる。

◆指導の流れ（1時間扱い）

◆目標：

時間 学習活動 指導上の留意事項

1.「牧場の人に手紙を書こう」というめあてをもつ。

　・ 牧場で強く印象に残ったこと

　・ 気付いたことや感動したこと   など

2. だれに、何を、何のために伝えるかを決める。

 （だれに）

　・ 牧場のおかあさんへ

　・ 牧場の子どもへ

　・ 牛さんへ

 （何を）

　・ 想像と実際との違いに驚いたこと

　・ 牧場の方々のすばらしさ

　・ 牛と触れ合い、実感したこと

 （何のために）

　・ 感謝の気持ちを伝えるため

　・ 感動を伝えるため

　・ 発見を伝えるため

3. 伝えたいことを中心にカードに書く。

4. カードの順序を決める。

5. 思いが伝わるように書き方を工夫する。

6. 手紙を書く。

　・ 読み直して推敲する。

・ 副読本を読み、手紙の書き方のポイント（副読本の

①～④）を知らせる。

・ 副読本を参考に、体験や感動をカードにメモ書きさ

せる。

・ 副読本を参考に、カードを並べ替え、順序を工夫さ

せる。

・ 副読本の「伝える工夫」を参考にさせる。

1

国語



●企画・発行　

社団法人　中央酪農会議

酪農教育ファーム推進委員会

●後援

独立行政法人　農畜産業振興機構

●制作協力

酪農教育ファーム教材開発委員会（順不同）

国士舘大学教授 北　俊夫（委員長） 東京都新宿区立東戸山小学校校長 國分重隆

東京都豊島区立長崎小学校校長 中村雅子 東京都あきる野市立前田小学校副校長 亀山桂子

東京都千代田区立番町小学校主幹 伊勢明子 東京都荒川区立尾久小学校栄養士 杉山奈美

清水牧場（愛知県） 清水ほづみ 松下牧場（静岡県） 松下克己

●編集・制作

有限会社オフィスラ・ポート

【問い合わせ先】※詳しい資料をご希望の方も、下記へお問い合わせください。

社団法人中央酪農会議　酪農理解促進室
〒101－0047　東京都千代田区内神田1丁目1番12号（コープビル9階）

TEL  03-3219-2624　　FAX  03-3219-2622

URL:http://www.dairy.co.jp/edf/

2010.3
禁無断転載複写

●監修

国士舘大学教授　北　俊夫

社団法人　中央酪農会議

●印刷

株式会社協有社
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