
ふれあい事業体験交流会アンケート結果 

平成 21 年 10 月 28 日 実施 

回答者数 73 名 

 

１． 学年（  6 年生  ） 年齢（11～12 歳） 

 

２． 男女区分 

 

 

 

 

３．今日は何が良かったですか。（３つまで） 

①家畜などとのふれあい ②バター手作り ③乳搾り体験  ④心音聴診体験 

⑤哺乳体験       ⑥えさやり   ⑦ブラッシング ⑧その他 

 

 



４．家畜（動物）ふれあい体験をした感想をお聞きします。（３つまで） 

①初めて家畜に触った ②気持ち悪かった ③臭かった ④汚かった ⑤温かかった 

⑥優しかった     ⑦気持ち良さそうにしていた  ⑧家畜の気持ちが分かるようだった 

⑨またしてみたい   ⑩「いのち」の大切さを感じた ⑪家畜も人間も同じだと思った 

⑫その他（かわいい動物たちだった） 

 

 

 

 

５．バター手作りや体験をした感想をお聞きします。(３つまで) 

①初めてでおもしろかった ②できたので嬉しかった ③楽しかった  ④おいしかった 

⑤また来てしてみたい   ⑥家でもしてみたい   ⑦あまりおいしくなかった  

⑧もうしたくない     ⑨つまらなかった 

⑩その他(おもしろかったけど疲れた、振るのが疲れた、ちょっと大変だった) 

 

 

 

 



６．このような交流会への参加は初めてですか。 

①初めて  ②２回目  ③３回以上 

 

 

７．今日の動物とのふれあいに参加された感想をお聞きします。（複数回答有） 

①来て良かった ②予想以上に良かった ③楽しかった ④また来たい  

⑤期待はずれだった   ⑥疲れた   ⑦もう来たくない 

⑧その他(すごく楽しかった、年に 3度は行きたい) 

 

 

設問への解答は、「ひとつ」でしたが、複数回答が多かったので、回答を活かして集計した。 

 



８．今日の時間配分はどうでしたか。 

①ちょうど良かった    ②全体的に長すぎた  ③説明の時間が長すぎた 

④全体的に時間が短かった ⑤その他(肉牛牧場にもう少しいたかった、ゆっくりしたかった) 

 

 

 

 

９．配られた印刷物(資料)等についてはいかがでしたか。 

①よく分かった ②まあまあ分かった ③よく分からなかった ④難しかった  

⑤その他(       ) 

 

 

 



１０．こんなことがしたかったと思うものがありますか。（３つまで） 

ウサギや鶏にもエサをあげてみたい 

他の家畜と比べてみたかった 

牛を引いて散歩したかった。鶏や豚も見たかった。 

牛を引いてみたかった。もっとバターを作りたかった。 

クイズやゲームもしたかった。牛と散歩がしたかった。 

牛を触ってみたかった。耳標にも触りたかった。コケコッコ共和国のことも聞きたかった。 

豚にも触れ合いたかった 

チーズも作りたい。牛以外の家畜も勉強したかった。 

牛にさわりたかった 

豚についても勉強したかった 

もう少し動物にふれ合いたかった。 

ウサギにさわりたかった。 

他の家畜もさわりたかった。 

羊や違う動物ともふれあいたかった。 

ウサギをさわれなかった 

牛と散歩、牛と寝る、牛と握手 

赤ちゃんにミルクをあげたかった 

牛の背中、しっぽをさわり感触を知りたかった。牛とｓ何ぽしてみたい。 

牛と一緒に歩きたい。 

コケコッコ共和国を見たかった。 

バスでクイズをしたかった 

豚などにもさわりたかった。ブラッシングをしたかった。機械が動くところを見たかった。 

牛だけでなく豚のことも知ってみたかった。 

バスでゲームをしたかった。 

牛を引っ張ってみたかった。もっとバターを作ってみたい。コケコッコー共和国へ行きたかった。 

牛に乗ってみたかった 

牛に乗ってみたかった 

ウサギにもエサをやりたかった 

羊にエサをやりたかった 

ニワトリ、豚なごも見学したかった。バスの中でゲームをしたかった。 

牛の爪をさわってみたかった。牛の世話をしたかった。牛と遊びたかった。 

コケコッコー共和国のことも知りたかった。 

牛を引いてみたかった。牛の赤ちゃんにミルクをあげたかった。豚や鶏のことも話してほしかった。 

牛にもっとさわりたかった。他の動物にもさわりたかった。バスで家畜のクイズがしたかった。 

鶏のことも勉強したかった。牛のクイズなどをしたかった。牛の乳で作れるものをもっと作ってみたい。

バスで家畜のゲームをしたかった。違う家畜ともふれあいたかった。機械をさわりたかった。 



乳搾りをもう少し長くしたかった。 

子牛にミルクをあげたかった。牛ともっとふれあいたかった。子牛をさわりたかった。 

ウサギをさわりたかった。 

もう少し動物とふれあいたかった。乳搾りをもう少し長くしたかった。しぼった牛乳を飲んでみたかっ

た。 

肉牛をさわっても良いのかダメなのかわからなかった。ホルスタインの牛にさわりたかった。難しいク

イズの答えが知りたい。 

牛のことでクイズ。ホルスタインをさわる。ジャージー種をさわる。 

牛のブラッシング。種類の違う牛と比べる。 

豚などの哺乳体験 

牛とふれあう。牛をさわる。牛、羊、ウワギと思う存分遊ぶ 

もうひとつバターを作ってみたかった。子牛も見たかった。 

牛以外もさわってみたかった。牛と牧場を歩いてみたかった。説明中にクイズも入れてほしかった。 

牛のブラッシング。種類の違う牛と比べる。鶏のことも調べたかった。豚のことも調べたかった。 

豚、豚の赤ちゃんや鶏などにもふれあいたかった。 

今度行くことがあったら牛と目と目で話したい。 

牛に乗ってみたかった 

全部できました 

牛に乗りたかった。搾りたての牛乳を飲みたかった。 

ブラッシングをしたかった。もっと牛をさわりたかった。 

牛に乗ってみたかった 

もっと牛の乳をしぼりやバターづくりをしたかった。鶏にエサをあげたかった。 

 

１１．以上のアンケート以外で書きたいことがあれば、自由に書いて下さい。 

普段できないような体験ができてよかった。給食で飲んでいる牛乳は動物から食べ物をいただい

ているので感謝したい。肉や魚だけでなく牛乳もいただいているので私たち人間は生きている

んだとわかりました。 

今回のような体験は初めてのことだったので計画してくれた人々に感謝したい。特にバターづくりが

一番楽しかった。最初は液体だったものが強く振るだけでバターになるのは不思議だった。作ったバ

ターもおいしかった。見学に訪れた牧場の人も忙しいのにとてもわかりやすく教えてくださっ

た。見学先で見た人たちを見習いたい。 

乳しぼり体験を初めてしました。すごく温かくて、しかも「じょうずだね」と言って下さったので、

とてもうれしかったことが一番心に残りました。次に心に残ったのは、バターづくりです。私

たちが食べているのが、作れてすごくうれしかった。振っていたら落ちてしまったけど、すご

くおいしくでき上がっていたので、うれしかったです。動物たちともふれあって、私たちが飲

んでいる牛乳を出してくれる牛たちに会って、さらにありがたみが増しました。楽しかったで

す。 



大内山牧場は坂や山などの自然があってよかった。大内山牧場でバターづくりなどのいろいろな

見学や体験がよかった。吉田さんの牧場はワラを丸めてあって、それをくずすといっぱいワラが出て

きて、牛にいっぱいエサをあげられよかった。 

今日は本当にお世話になりました。僕は、乳しぼりやバターづくりはしたことがありませんが、体験

してみて楽しかったです。 

吉田牧場で牛をさわろうとしたら、牛が横を向いたのはなんでかなぁと思いました。牛の耳をさわっ

たときにかたかったので、また教えてほしいなと思いました。牛の鼻輪は痛くないのかなと思いま

した。 

牛にエサをあげたり、乳しぼり、バターづくり、心音聴診体験をしたのが、すごく楽しかったです。わ

からないことは、しっかり教えてもらいありがとうございました。また、何かの機会があったら、また、行

きたいです。一番楽しかったのは、乳しぼりです。めったにできないことをできて良かったです。でも

時々ウンコが落ちてくるとビクッとなりました。 

先日は本当にありがとうございました。この勉強をきっかけにもっと松阪牛や他の家畜のこと

を知りたくなりました。また、乳しぼり、バターづくりなど、いい経験ができたと思います。

また、やってみたいです。楽しいだけじゃなくて牛からミルクをしぼるというのは、牛の命の

一部をもらうことなんじゃないかなと思います。 

乳しぼりの時、牛さんが大きく動いて足を思いっきり踏んでいたので、なかなか牛さんの近くへ行く

のがこわかったけど、がんばってやりました。一回おしただけで出たのが意外でした。バターづくりは

ビンを振るときに手がすべって落としてしまうくらい、精一杯振りました。周りをみるとみんな完成する

のが、すごく早くてすごい力だなと思いました。エサやりでは、牛さんがたくさんのエサをいっぱい食べ

ていました。私はこれからも動物たちから命をいただいていることを改めて知り、「いただきます」を

しっかり言います。 

私はすごく楽しかったです。乳しぼりは初めてだったからすごくいい体験になりました。吉田さんの

牧場の牛は、お肉になる牛のことを実際に見たりさわったりしているところが見えて、すごくいい勉強

になりました。ありがとうございました。 

初めて牛の乳しぼりをしました。それで 2 回やれなかったけど、たくさん乳が出ました。びっくりしま

した。音（心臓や肺、胃袋）を聞きました。胃袋でも音が出るなんて知りませんでした。 

バターづくりがうまくできるか心配だったけど、うまくできてうれしかったです。牛の乳しぼりもちゃん

とできるか心配だったけど、とてもよかったです。どっちもうまくできてよかったです。 

バターづくりは、以前にしたことがあったけど、とても手が疲れた。だけどとっても楽しかった。家に

帰ってこのことを言ったら、持ってきたバターを食べてくれました。とてもおいしかったと言ってく

れました。 

バターづくりは、振るだけだったけど、けっこう大変だったです。「完成！」って言われた時はすごくう

れしかったです。牛の乳はプニュプニュしているのかと思ったけど、案外ザラザラしていたのでびっくり

しました。乳が出た時は、おもしろかったです。牛から私たちが食べているバターや牛乳ができる

と知ってすごいなと思いました。 

牛とふれあって、牛は私のために食べ物や牛乳になってくれて本当に「ありがとう」の気持ち



になりました。バターづくりでは、振っただけでバターになってすごいなと思いました。これ

は牛のおかげだと思います。牛にエサをあげると「バクバク」食べてくれる牛がいてすごくう

れしかったです。牛も角を切る時に泣くんだと知ったり、エサを食べる時ちょっといじわるな

牛がいたりして、人間と同じなんだなぁと思いました。 

牛さんや他の動物さんたちがすごく優しかったです。今まで動物はこわいイメージだったけどす

ごく安心できるイメージに変わりました。 

動物とふれあって本当によかったです。その訳は、牛も僕たちといっしょの命を持っていて、ウンコ

やオシッコをして、やっぱり人間と同じなんだなぁと思いました。 

牧場体験をしてとても楽しく勉強になりました。バターづくりで作ったバターを家族で食べたら、弟が

「おいしい」と言ってくれました。エサやりではワラをあげたら牛がたくさん顔を近づけて食

べる牛や食べない牛もいて個性があるんだなぁと思いました。 

牛の乳しぼりをして、少しにぎっただけでミルクが出てきてすごかったです。 

一番よかったのは、バターづくりです。振るのはおそろしく手が疲れたけれど、バターをつくるまで

の過程を自分で体感できてうれしかった。次に良かったのは、エサやりです。エサをやっているときに

牛に指をなめられて、その舌はザラザラしていました。牛は手もなにも使わずに器用に食べるなぁと

思いました。牧場で働いている人はすごく大変だと思った。 

一番楽しいと思ったのは、バターづくりです。一生懸命振った手づくりのバターはおいしかったで

す。牛はとてもかわいくていきなり「モー」となくのでびっくりしました。エサをあげると食べてくれる牛が

いっぱいいました。でも、前の牛が「エサはあげない！」みたいにドスドス来ていて、後ろの牛はエサ

を食べに来ませんでした。個性的でおもしろかったです。 

教えてくれた人は、自分の仕事もあるのに、すごく一生懸命教えてくれたことがうれしかったです。

いろいろ教えてもらって、質問にも答えてくれてすごくうれしかったです。牛も見せてもらってすごくうれ

しかったです。バターづくりも体験させてもらってすごくうれしかったです。 

牛のいろいろなことがわかって、資料にもくわしく書いてあったので、とてもわかりやすかったです。

動物にふれあえて動物の気持ちがなんとなくわかってくるようになった気がして楽しかったで

す。牛の乳しぼりのしかたもわかったし、バターでものすごく思いっきり振ってものすごく疲

れました。 

動物とふれあってみて、すごくうれしかったです。バターづくりなどして、吉田牧場では牛にエサを

やって、ムシャムシャ食べてくれとてもうれしかったし、牛にもさわってびっくりしたところもあって、とて

も楽しかったです。でも私たちの命になると言われた時に私は「ありがとう」と思いました。なのでこれ

からは、「いただきます」を「私たちの命になってくれてありがとう」という意味にして言おうと思

いました。 

腰を痛めてしまったけど、一生のことでこういう体験をすることはたぶんないので、腰を痛めてまで

行ったかいがあった。予想していた牛より、数倍牛が大きくてとてもびっくりした。予想してい

た牛より大きかったので、豚も自分の思っている大きさとまったく違うと思うので、機会があ

れば豚もみてみたい。 

大内山牧場で動物たちとふれあったり、本当に「大自然」って感じで、すごく楽しい見学、体験にな



りました。特にバターづくりは、初めての体験で腕も痛くなったり、大変だったけど、その分できたとき

にすごく嬉しくなりました。吉田牧場では、牛へのエサやりを体験し、食べてくれた時はすごく嬉しかっ

たです。今回、畜産協会の方にたくさんお世話になりました。これからも経験を活かししっかり勉強し

ていきたいです。ありがとうございました。 

畜産協会の皆さんが、私たちのためにお時間を下さっていろいろ知らないことを教えて下さったり、

大変なことをして下さり、ほんとうにありがとうございます。私はあまり動物とふれあうことがなくて、そ

れを畜産協会さんたちが来てくださったおかげで動物といろいろふれあうことができました。ありがとう

ございました。 

一番よかったところは、吉田牧場でした。理由は牛にエサをあげたり友達といっしょに何かをしたり

して、きずなを深められたような気がしたからです。二番目はバターづくりです。理由はＳさんが 4 分で

バターを作ってすごいと思ったし、バターをつくるために腕を振っていると疲れたけど、バターができて

嬉しかったからです。 

大内山には 1 回来たことがあるけど、バターを作ったりするのは初めてですごく楽しかったです。バ

ターを家に持って帰ったら、お母さんがさっそく食べていました。今日の朝は全員食パンにバターを付

けて食べました。芝生をダンボールで滑るのもすごく楽しかったです。 

大内山牧場の段ボールすべりがすごく楽しかったです。ジャージー牛の乳しぼりはあまり楽しくな

かったです。 

これまで自分でバターを作ったことがないし、作り方も知りませんでした。やっぱり自分で作ったバ

ターはおいしかったです。 

牛の乳しぼりが楽しかったです。バターも振って振って振りまくってできた時の感覚が嬉しすぎた。 

バターづくりがうまくできるか心配だったけど、うまくできたし、おいしくできてよかったです。エサや

りでは、私があげたらたくさん食べてくれて、とてもうれしかったから牛と友達になってくれてたら～。 

すごく全体に分かりやすい説明でした。吉田牧場でも思っていたより面白くて牛にもいろいろな個

性があるんだなぁと思いました。すごくおもしろい 1 日でした。ありがとうございました。皆さんもがんば

っているので、ぼくたちも勉強をがんばりたいと思います。本当にありがとうございます。 

バターを作ったことが初めてだったので、できないと思っていたけど思ったより簡単にできました。

あと、牛にエサをあげたりとか 1 回か 2 回エサをあげてももっとほしいと言ってきて、すごくかわいかっ

たです。でもかわいい牛も肉になると思えば、食べるのが申し訳なくなりました。 

牛のことがたくさん知れてよかったです。牛の心臓の音を聞いてすごく早くてびっくりしました。人間

よりも早かったです。牛にエサをあげている時、よく食べる牛と後ろの方にいる牛もいました。食肉公

社に来月ころ、連れられて行く牛もいました。その牛はとても大きかったです。私たちは牛に

命をいただいているんだということがよく分かりました。だからこれからは「いただきます」

という言葉に感謝やありがとうという気持ちを込めて言いたいです。 

大内山牧場も吉田牧場も分かりやすく説明してもらったのでよく分かりました。バターづくりや乳し

ぼりなどのふだんできないことができてよかったです。ぼくは、牛にもさわれたし、心臓の音が聞け

たし、バターも作れ、エサもあげられたのでとてもいい経験になりました。 

すごく楽しかったのでまた行ってみたいと思いました。私の祖母の家が大内山に近いので、また家



族で行ってみたいと思います。そして、この体験で牛や他の動物の命が伝わってきたような感じ

がしました。また、バターづくりなど家でやってみたいなと思いました。今日は本当に楽しか

ったです。ありがとうございました。 

牛のことがいっぱいわかったのでよかったです。牛にエサをやっている時に見ていたら、後ろの方

にいる牛もいました。牛の中でもどの牛が先かそういうのがあるんだなと思いました。いろいろな所を

見学して、この牛たちは私たちが命をいただいているんだなと思いました。私たちは「いただきます」

を食べる時に何気なく言っていたけれど、いろいろな所を見学して「いただきます」の言葉に感謝の

気持ちを込めて言うようにします。私たちにいろいろなことを教えていただいてありがとうご

ざいます。 

説明の時間がちょうどわかりやすかった。でも全体的に時間が短かった。楽しいところばかりだっ

た。すごく勉強になるところが多かった。個性豊かなところばっかりでとてもよかった。皆さん、頑張っ

ているので、ぼくもがんばりたいと思った。 

牧場体験の内容がすべて初めてだったので、とても思い出になりました。一番心に残ったのは、乳

しぼりです。乳しぼりをするときに、牛はいやがっていたけれど出してくれたので、とてもうれしかった

からです。 

初めて家畜動物にさわって、温ったかいなぁと思いました。 

バターづくり体験は、ビンを振るのが大変だったけど、早くできてよかったし、楽しかった。そのバタ

ーをパンにぬって食べてみたいです。乳しぼりは思ったよりも簡単でした。たくさんの動物とふれあえ

て楽しかったし「動物たちは皆んな生きているんだ」と思いました。 

見学に出かけたことをお父さんやお母さんに言ったら、「私も行きたいなぁ」と言っていました。

だからまた今度行くと思います。 

初めての乳しぼりはマーガレットちゃんという牛が私たちのために乳を出してくれて、ピューと

いう感覚が忘れられなくて家でもずっとやっていました。バターづくりは 8分間くらいずっと

振り続けていて、次の日は腕が痛くなりました。でも、家族みんなに食べてもらったら「おい

しい」と言ってくれたことで、すごいうれしかったです。 

動物にふれあってよかったと思いました。それは、みんな人間みたいにいきているのでかわいかっ

たからです。だから動物をこれからも大事にしたいと思います。また、ふれあいたいと思いまし

た。 

バターづくりで急いで振らないといけなかったから疲れたけど、初めてしたのでとても楽しかったで

す。乳しぼりはしたことがなくてできるか心配だったけど、結構簡単でびっくりしました。心臓の音を聞

いて、牛も他の生き物も人間と同じ生き物なんだなと思いました。 

初めてした体験などとても楽しかったです。大内山牧場では、乳しぼりとバターづくりなどをして、と

ても楽しかったです。バターづくりは汗だくになりながら作って、食べたりとてもおいしかったです。吉

田牧場では、エサをあげて牛がたくさん食べてくれたので、畜産協会の皆さんのおかげでとても楽し

い見学になりました。また、よろしくお願いします。 

バターづくりや乳しぼりやエサやりをしたくなりました。エサやりをしている時、吉田牧場の牛さんの

目の色が青緑の色にみえることがあったので、なにだろうと思いました。青や緑の目は、外国の牛み



たいにみえました。また、行きたいと思います。 

この見学で、皆さんの仕事の大変さなどがよく分かりました。自分の仕事があるのに皆さんは私た

ちに一生懸命教えて下さったので、私たちも皆さんのようにみんなの役に立てるような仕事がした

いです。これからももっと牛の勉強をしていって、なんでもわかる博士になっていきたいと思

います。 

私たちのために牧場で体験をさせていただいてありがとうございました。乳しぼりやバターづくり

は、やったことがなかったので体験できてうれしかったです。心音聴診体験では、音がすごく大きいの

でびっくりしました。これからももっと勉強して家畜のことを知りたいです。 

全部楽しくて特に吉田牧場のエサやり、牛をなでたことです。一番大変なのがバターづくり。全力で

振りました。乳しぼりはしぼる部分全体が温かく、驚いたことは乳は血からできていることでし

た。 

牛舎にいろいろ道具があってよかった。バターづくりが楽しかった。牧場に来たのは初めてだから

楽しかった。 

牛などの動物にあまりふれあうことがなかったので、すごくいい体験ができたと思います。牛にさわ

ってみると、とっても温かくて気持ちよかったです。本当に楽しく、ためになる授業ができてよかったで

す。 

乳しぼりが初めてだったので、少し緊張しました。そして吉田牧場さんでは、肉牛をみてカワイイ

なぁと思いました。なのでお肉になるのが、かわいそうに思えたけど私たちは食べなくてはな

らないので、これからは残さず食べていきたいです。そして「いただきます」という言葉を大

事にしたいです。 

一番よかったところは、牛にさわったりバターづくりができたことです。乳しぼりもとてもいい体験に

なりました。本当に楽しく見学ができてよかったと思います。 

牛さんが何かを語りかけているような目で見つめられたので、私も温かい気持ちになりました。牛さ

んは話せませんが、目でお話する力を持っているのはすごいと思います。牛さんたちの方が、はるか

に強く優しい心を持っているので見習いたいと思います。 

本当に楽しかったなと思いました。特に楽しかったのは、バターづくりでした。体を動かしながら振っ

たので最初は暑くなかったのにでき上がったときは汗だくでした。たくさんの牛たちに出会ってみて、

みんなそれぞれ顔も違うし好き嫌いもあるので、そこは人と同じだと思いました。牧場体験が

おもしろかったです。大変勉強になります。 

この勉強で動物と人間は一緒だと感じました。この勉強はすごくいいし、これからの私に大きくひ

びくと思います。いい勉強だったし、6年生の思い出になりました。ありがとうございました。

初めて牛の心臓の音を聞いて、とても速くてびっくりしました。バターがあんなに簡単にできるなんて

知らなかった。振るのがとても疲れたけどできた時、とてもうれしかったです。乳しぼりは、乳がたくさ

ん出てきてとても楽しかったです。 

バターづくりをして生クリームからバターができてびっくりしたし、売っているバターとはちがって

クリミー（？）でした。とてもおいしかったです。 

家でその手づくりバターを使ったホットケーキを食べました。母にバターを見せたら「早く、食べよ



う！早く食べよ！」と言っていました。 

大内山は初めてだけど、バターと牛乳はとっているので、とてもおいしいです。 

バターづくりをするのが初めてで、できない人は 1 時間以上かかるのでちょっと心配だったけど、普

通にできて、なめてみると最初は味がなかったけど、少し塩を入れるととてもおいしくなりました。ま

た、行きたいと思いました。 

牧場を見て家畜の大切さを知った。 

吉田牧場の牛は元気があってよかった。 

吉田朴脳の牛はエサをいっぱい食べていておいしそうだった。 

帰ってすぐにバターをトーストにぬって食べたらすごくおいしかった。お母さんもおいしいかったと言

っていた。 

バターづくりをしてみて生クリームからバターができるのは、びっくりしました。 

初めての牛の乳しぼりで少し緊張していました。でもちゃんとミルクが出てよかったです。バターづくり

では、振るのが大変で疲れました。でもちゃんとバターが作れたのでよかったです。 

牛の乳しぼり体験やバターづくりやいろいろ体験ができてうれしかったです。私は牛の乳しぼり体

験などは初めにしては、うまくできたのでとてもうれしかったです。これからもこのような体験など授業

などは、がんばっていきたいです。 

 

 

・その他にも、畜産協会の計画や準備等について、感謝の言葉をたくさん書いていただきました。 

なお、自由記述の文章については、できるだけ原文に近い形で掲載しましたが、表現を少し変

更させていただいた部分があることをご了解下さい。 


