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はじめに 

社団法人三重県畜産協会は、畜産経営者に対し価格差補給・収益補てん業務

等を行い畜産経営の安定化に寄与したり、伝染病予防対策を中心に海外悪性伝

染病対策及び生産農場の疾病の清浄化対策等に取り組んだり、畜産経営・技術

指導や畜産環境対策等の補助・助成事業の他、中央団体や県の受託事業として

各種調査事業等を実施する団体です。 

また、畜産物の安全・安心についての関心が高まる中で、生産者と消費者と

の間に立ち、両者を結び付けて相互の理解を深めることを目的とした業務を推

進しています。 

このような情勢の中で、当協会では平成 20 年度から社団法人中央畜産会の助

成を受け、地域畜産ふれあい体験交流活性化事業を実施してきました。 

本年度のこの事業では、小学校児童を対象に畜産現場で家畜にふれあったり、

畜産物を素材にした調理教室を開催し、畜産への理解醸成を図りました。当県

では畜産の現場（農場等）が点在化する状況にあり、日常生活の中で畜産を身

近に感じる場面は極めて難しくなっていることもあり、家畜とふれあう機会を

提供できたことは、畜産が果たしている役割や命の大切さといった幅広い学習

にも貢献できたと感じています。 

この報告書では、平成 22 年度に実施した事業内容を広く情報提供し、今後、

児童の皆さんや、消費者の皆さんと畜産との交流の懸け橋となれば幸いです。 
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Ⅰ 地域畜産ふれあい体験交流活性化事業の目的と概要 

平成 22 年 4 月に宮崎県で発生した口蹄疫は、同県の畜産の根幹を揺るがすとともに、当県

のように肥育もと牛を同県に依存している県にも大きな影響を与えました。 

終息宣言が出て安らぎを感じましたが、季節が変わると高病原性鳥インフルエンザが発症

する事態となりました。 

また、経済活動は振るわず、消費の冷え込みも畜産業界にとって他人事ではありません。

さらに追い打ちをかけるように政府はＴＴＰ(環太平洋パートナーシップ協定)の検討に入る

ことを明言し、農業の将来に大きな不安の影を落としています。このような厳しい経済情勢

の中にあっても、国民に食料を供給するという使命を帯びた畜産経営者は、自らの経営を維

持・発展させていかなければなりません。 

畜産からは、このような畜産が直面する厳しい状況を消費者の皆さんに知ってもらったり、

畜産そのものへの理解醸成を図る必要がありますが、交流の機会をもったり情報提供してい

くことは日常の生産活動の中では困難であることが実情です。 

このようなことから、地域畜産ふれあい体験交流活性化事業では、いくつかの場面で畜産

側と消費側の交流を図るとともに受入体制を整備し畜産経営の改善を積極的に進めることを

目的としています。 

当協会を始め地方段階で取り組む事業内容は次のとおりです。 

(1)地域活性化会議の開催 

県内の畜産関係団体など参集し、事業計画や具体的な推進方法等を協議する会議を開催

し、事業実施に必要な事項を検討します。 

(2)消費者等受入体制整備の検討 

畜産農家が消費者などの皆さんを受け入れる体制を整備するためのモデル的な牧場を整

備するとともに、周辺農家に対する受け入れ体制整備のための検討会を開催します。 

(3)講習・研修会等の開催 

学校教師、消費者団体等に対して現場研修、講演会等を開催します。 

(4)体験・交流会の開催 

事業に対する理解推進のため児童、消費者等を対象としてモデル農場等において家畜と

のふれあい、各種生産体験、生産者との交流を図ります。 

(5)調理教室の開催 

児童、消費者等の畜産物に対する理解醸成のため国産畜産物を使った加工調理教室を開

催します。 

(6)広報宣伝資材の作成 

児童、消費者等の畜産理解促進に不可欠な各種の普及･啓発広報資材の作成配布と情報の

収集発信を行います。 

 



－ 2 － 

Ⅱ 地域畜産ふれあい体験交流活性化事業の実施状況について 

 

1 地域活性化会議の開催 

この会議は、畜産生産者、消費者、加工流通販売業者、教育関係者、精肉販売関係者など、

畜産に関わる関係者や畜産を取り巻く関係者に参集いただき、本年度の事業の取り組みにつ

いて協議検討を行うとともに、事業効果の評価を把握しながら事業の円滑な推進と普及啓発

を行うことを目的として開催しました。 

(1)開催年月日 平成 22 年 7 月 12 日（月） 

(2)開催場所 三重県教育文化会館 第一会議室（津市桜橋） 

(3)協議内容 

・事業概要の説明 

・事業計画の内容検討 

次の事業計画内容について検討協議を行い、推進内容を決定しました。 

① 消費者等受入体制整備について 

畜産農家が消費者等を受け入れる体制を整備するためのモデル的な牧場や活動につい

て研修するとともに、他の農家に対し、受け入れ体制整備のための課題や手法について

検討する。 

・開催 1 回 

・参集者 生産者、酪農協等関係者 

② 講習・研修会等の開催について 

学校教師、消費者団体等に対して現場研修、講演会等を開催する。原則として材料費、

会議費等について参加者から徴収する。 

・開催 1 回 

・参集者 消費者、学校関係者等 50 人 

③ 体験・交流会の開催について 

事業に対する理解推進のため児童、消費者等を対象としてモデル農場等において家畜

とのふれあい、各種生産体験、生産者との交流を図る。原則として材料費、会議費等に

ついて参加者から徴収する。 

・開催 2 回 

・参集者 小学生対象の畜産体験 50 人×2 回（大紀町、明和町） 

④ 調理教室の開催について 

児童、消費者等の畜産物に対する理解醸成のため国産畜産物を使った調理教室を開催

する。原則として材料費、会議費等について参加者から徴収する。 

・開催 1 回 

・参集者 小学生対象の調理教室 50 人（松阪市）、一般消費者対象の調理教室 27 人（津市） 

⑤ 普及・啓発広報資材の作成について 

児童、消費者等の畜産理解促進に不可欠な各種の普及･啓発広報資材の作成配布と情報

の収集発信を行う。 
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・パネル作成    生産者の 1日等、8 種 

・普及啓発資材作成 ふれあい牧場紹介等、200 部×5 種 

・教材等作成    牧場訪問用教材等、200 部×5種 

・レシピ等     畜産物紹介付レシピ、300 部×5 種 

・事業報告書    事業とりまとめ報告、180 部 

・情報収集発信   ホームページ活用 

具体的な報告・検討事項は次のとおりでした。 

①消費者受入体制整備について 

Ｔ市酪農家のＨさんの活動を参考事例として取り上げるよう推薦があった。 

②講習会・研修会について 

本年度の事業開始が早かったことから、夏休みを利用して、教員を対象にした実施

を考えたが、口蹄疫発生により、当初の予定が大幅に遅れ実施困難となった。このこ

とから昨年に引き続き、農協婦人部等に声をかけることを提案した。 

③体験交流会について 

継続して対象としてきた天白小学校から、本年度の実施についても希望があり、学

習カリキュラムに組み入れる了解も得ていることから、引き続き実施することとした。 

また、本年度は、2 回の開催が予算化されており、これを前天白小学校教員の異動

先小学校（小野江小学校）から、5 年生と 6 年生を対象に実施したいという希望もあ

り、協議の結果、これを承認し実施することとした。 

 

2 消費者等受入体制整備会議の開催 

農村女性アドバイザーが取り組む食育活動について報告いただき、出席者から感想や質問

を得ながら、当事業やそれぞれの経営で実施する消費者等の受入れに生かせるよう意見交換

した 

(1)開催年月日 平成 23 年 2 月 1 日（火） 

(2)開催場所  松阪農業公園ベルファームレクチャールーム（松阪市伊勢寺町） 

(3)対象者 畜産経営者（酪農、採卵鶏）、畜産関係団体、県行政、県畜産研究所 

(4)参考事例とした経営 酪農経営（津市、堀山牧場、経産牛頭数 33 頭） 

[アドバイザーの活動状況] 

・地域の農村女性アドバイザー23 名が地域の農業を素材に、市内の児童組織を対象に農業

を幅広くとらえながら食育活動に取り組んでいる。 

・この活動の中では、作物の生育に合わせて複数回の現地でのふれあいを開催している。

野菜の栽培については、種まきの後、生育状況を確認するための機会も設け、収穫だけ

では、感じとれない「生育」についても学習させている。同様に、子牛の生育にも注目

させ、「命」を感じ取ってもらえるように仕向けた。 

・農村女性アドバイザーのグループの活動は、地域普及センターの協力により、津ヘルス

メイトと協働して実施している。 

・この牧場では、夏休み期間に高校の研修も受け入れたり、教員の酪農体験にも協力して

いる。 
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[体験学習等から感じること、その他意見] 

・児童に対する体験学習と同様に、その親たちに学習の場を提供する必要性を感じる。 

・堀山牧場でのこの食育活動は、地域普及センターが取りまとめや企画等に尽力したため

に実行でき、成果が上がっている。 

・参加児童の態度、興味が深まっていくことを感じる。 

・食農教育の重要性、意義を感じているが、農家単体のみでの実施は、実質的に困難であ

る。 

・堀山牧場では、搾乳体験等は行っていない。 

・搾乳した乳そのものを飲ませてあげたいが、保健衛生上、実施は不可能。しかし、本来

の食育はそういった点に目を向けていく必要性を感じる。こういった「生」の体験は、

採卵鶏等中小家畜では、さらに困難。 

・昨年の口蹄疫発生に際しては、畜産側の防疫意識を高めた結果となった。併せて、訪問

者にも防疫体制の話はしやすくなり、理解も早まったとも言える。こういった機会を逆

に利用し、理解を深めていくチャンスでもある。畜産側の疾病発生に対する過度の拒絶

反応は、ベストとは言えない。 

・当事業の実施に当たっては、他県では参加者を公募し実施した結果、参加者の年齢を始

め、限定された集団ではないという状況も発生し、その対応は、当県のように特定の学

校、学年であるという状況より対応が難しかったように聞いている。 

・事業予算が減少、もしくは、なくなった場合の実施について、経費の上で課題となるの

がバス借上料。学区内に受入牧場が存在するケースはレアケースであると言わざるを得

ない状況である。 

・ふれあい活動が、直接消費拡大につながるものではないと承知しているが、子供たちの

体験としては、貴重なものであると実感している。 

 

3 講習・研修会等の開催 

酪農経営に焦点をおき、調理専門学校生徒の皆さんに酪農農場を見学いただき、酪農経営

者と意見交換を行いました。 

(1)開催年月日 平成 23 年 2 月 14 日（月） 

(2)開催場所  研修会場：酪農経営（鈴鹿市、渡辺牧場、経産牛頭数 100 頭） 

講習会場：椿会館 会議室 

(3)対象者 調理専門学校生徒等 42 名、酪農関係者等 2 名 

(4)開催内容 

《現地研修等》 

・牛舎の見学や乳牛の飼育状況、給与飼料、調整されたサイレージ、搾乳施設等ハード・

ソフト両面について、渡辺友裕さんと家族の皆さんにより説明を受けました。 

・畜産側の防疫意識を感じ取ってもらいたいという気持ちも込めて、見学者には牧場入口

の消毒槽で履物の消毒をお願いしました。 

・搾乳中の牛に給与する飼料と乾乳中の牛に給与する飼料の違いを手に取ったり香りを嗅

いで、その違いを実感してもらいました。 
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・当農場は、フリーストール方式であることから、搾乳施設へ牛が自分から移動してくる

ことを聞いたり、稼働させた搾乳器の吸引についても体験してもらいました。 

《意見交換等》 

・酪農、牛乳、酪農情勢等の説明 

三重県酪連河野参事から、酪農の豆知識として、「牛乳ができるまで」「牛乳生産」「牛

乳から生産されるもの」や酪農情勢について説明をいただきました。 

牛乳が優れた食品であることを再確認してもらい、消費拡大もお願いしました。 

[参加の方々との意見交換内容] 

Ｑ：酪農経営戸数が減少している中で、継承しようと決意したのはなぜか。 

Ａ：高校時代までは、経営継承を考えていなかったが、その後の進路（大学）を畜産に

求めた。今は、生産物に対し「美味しい」といった評価をもらえる酪農に魅力を感じて

いる。 

Ｑ：粗飼料を作っているとのことだが、どれくらいの自給率か。 

Ａ：全体の必要量と比較すれば 30％程度。周辺の土地環境では、必要とする面積の確保

は困難。 

Ｑ：飼料の良否は、牛乳に影響するのか。 

Ａ：影響は大きい。酪農家が留意する点でもある。 

Ｑ：生乳の良否は、季節に左右されるのか。 

Ａ：影響する。もともと乳牛は寒冷地で飼育されていたものであり、夏季には乳量が減

少するなど、季節の影響は大きい。質にも影響を及ぼす。 

Ｑ：牛個体に優劣を感じるか。 

Ａ：病気にかからない牛がいたり、乳量が多い牛がいたり個体差がある。 

Ｑ：新規就農は困難か。 

Ａ：初期投資が大きく、また、県内では該当する土地を確保することも容易ではない。 

Ｑ：市販されている牛乳に価格差があるのはなぜか。 

Ａ：正規に区分されている「牛乳」と「乳飲料」とをまず区分してほしい。生産者サイ

ドからみると、生産費に見合った販売収入を望みたい。飼料原料が急騰した後、元の価

格にまで戻っていない。飼料費は生産費の割合が大きいので影響が大きい。 

エサをやると寄ってくる牛たち 紙芝居風に酪農について説明 
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牛舎・施設、どれも珍しい 熱心に聞いてくれてます 

エサの違い、わかるかな 機械化された搾乳室にて 

酪農、牛乳、乳製品について学習してもらいました 
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4 体験・交流会の開催 

体験・交流会の開催については、当事業に取り組んで以来継続して松阪市立天白小学校 6

年生を対象にしてきました。本年度も事前に松阪牛について幅広く学習してきた同校生徒を

対象としました。 

また、本年度は新規に隣接する小学校（松阪市立小野江小学校）の 5 年生と 6 年生も対象

にして開催することができました。 

体験は肉用牛牧場での体験だけに止めず、大内山酪農農協の協力により、生乳工場の見学

や、搾乳体験や牛の検診、バターづくりも体験し、日頃の学習の幅を広げるとともに畜産へ

の理解を深めました。 

[松阪市立小野江小学校を対象とした体験・交流会] 

(1)開催年月日 平成 22 年 10 月 26 日（火） 

(2)開催場所 大内山酪農協牛乳製造工場、ふれあい牧場（度会郡大紀町） 

(3)対象者 小学校 5 年生 20 名、6年生生徒 31 名 計 51 名 

(4)開催内容 

このふれあい牧場は、度会郡大紀町にあり、高速道路を利用することにより交通の便も

よく、当事業のホームページでも紹介している施設です。 

今回の畜産体験も大内山酪農農協の皆さんや獣医さんの協力を得て、バターづくり体験、

搾乳体験、聴診器による検診などを体験しました。 

①牛乳工場の見学 

県内小中高校等の給食で使用される牛乳の約 6～7 割を提供する大内山酪農協の生乳

処理工程、衛生対策等について、現地見学しました。 

生乳製造の工程を見学する前に、工場の職員から「乳牛」「酪農」について説明を受け、

牛乳の製造工程順に見学を進めました。食品という面から安全性に留意し、製造工程や

製品の検査を行っている点、牛乳の栄養価は高く、発育に必要であること、酪農家戸数

が減少している現状等についても説明がありました。 

②ふれあい牧場 

・搾乳体験、検診体験 

農協職員、獣医師の指導により、搾乳体験を実施しました。親指を乳頭に見立て搾乳

の基本動作を学んだ後、参加生徒一人一人がジャージー種の牛を相手に搾乳体験をしま

した。牛も時々動いてみんなを困らせる場面もありましたが、教わったように乳頭を握

ると「ピュッ」と乳が出ました。 

また、聴診器を牛の体に当てて、牛の心臓、肺、胃等の音を聞き、生きている「命」

を体感しました。聞こえ方はそれぞれ違ったかもしれませんが、「トントン」「ゴゴォー」

といった音が聞こえたようです。 

・バターづくり体験 

酪農協の指導により、生クリームを使いバターづくりを体験しました。工程ごとに作

り方の説明を聞き、参加生徒一人一人がバターを作りながら、バターミルクの試飲やで

きあがったバターを試食し、各自が完成品をお土産として持ち帰りました。 

③畜産協会からの説明 
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・牧場体験の留意すべき点 

生徒の皆さんの行動が家畜等に負担を与えないように説明して依頼しました。 

・牛と人間との関係 

人間との関わりが古代からあったこと、日本へは仏教の伝来とともに生乳を食する

文化が伝わったこと、江戸時代に乳牛がもたらされ、千葉県が酪農発祥の地となった

歴史的な背景を説明しました。 

・牛の役割 

人間には消化できない繊維質を、牛乳に変えて人間に提供してくれること、その機

能については、胃が４つあり、それぞれの役割が果たされていることを説明しました。 

・乳牛と、肉牛の種類 

飼育されている牛には、その目的で分けると乳牛と肉牛に区分されるが、それぞれ

の中にもいろいろな種類があり、また、改良によって現在の姿があることなどを説明

しました。 

・その他 

飼料、牛の一生、搾乳の手法等、酪農に係る全般的な知識について説明しました。 

 

松阪市立小野江小学校を対象とした実施状況 
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[松阪市立天白小学校を対象とした体験・交流会] 

(1)開催年月日 平成 22 年 10 月 29 日（金） 

(2)開催場所 ふれあい牧場（度会郡大紀町） 

吉田牧場（多気郡明和町：松阪牛飼育生産農場） 

(3)対象者 小学校 6 年生生徒 59 名 

(4)開催内容 

※上記小野江小学校生徒を対象に実施した内容のうち、「牛乳工場の見学」は実施し

ませんでしたが、ふれあい牧場での「搾乳体験」「検診」「バターづくり」について

は、重複する内容が多いのでここでは割愛します。 
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①肉用牛牧場（吉田牧場）での体験 

大規模肉用牛牧場の施設・機器具などについて農場現場で経営者から説明を聞いて畜

産現場を知るとともに、牛に粗飼料（稲わら）を給与する体験をしました。 

この稲わらは吉田さんが近在の水田から収集したものであり、このことから「資源の

循環」についても学習することができました。 

説明のあった内容以外にも、生徒の皆さんからは牛そのものについてや飼育について

いろいろな質問が浴びせられました。この牧場見学に当たっては、当事業で作成した「肉

牛さんこんにちは」を聞き取り用資料として利用してもらいました。 

また、この農場への入場についても、畜産で実施している防疫対策や意識を知っても

らうために履物の消毒や、飼料給与後の手洗い、アルコール消毒などを行いました。 

松阪市立天白小学校を対象とした実施状況 
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ふれあい事業体験交流会アンケート結果 

 

平成 22 年 10 月 26 日 実施 

松阪市立小野江小学校 

回答者数 18 名 

 

１． 学年（  5 年生  ） 年齢（10～11 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧その他内容・・遊ぶところ 



－ 13 － 

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) 
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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。 

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) 
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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(       ) 
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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） 

えさやり  10 名 

ブラッシング  5 名 

生まれてきたばかりの赤ちゃんを見たかった  3 名 

哺乳体験 2 名 

ウサギや羊にえさやりがしたかった 

ブラッシングを子牛にしてみたかった 

子牛に乗りたかった 

子牛と散歩をしたかった 

赤ちゃんを触りたかった 

鶏を触りたかった 

 

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。 

工場で一番印象に残ったのは、年に新商品が 1 つぐらいしか出ない事です。なぜか

というと日清とかラーメンは新商品がすごく出るからそう思いました。大内山牧場で

一番印象に残ったのはウサギや牛に触れあう事が出来る事です。なぜかというとかま

れたりするかもしれないからです。 

工場の中はけっこう暑かったけど、牛乳の事が良くわかりました。ふれあい牧場で

はウサギと追いかけっこをしたり、坂から転がって遊んだのはとても良かったです。

動物に触れあえて温かさを感じたし、ジャージー牛の乳搾り体験がすごく面白かっ

た。行って見て楽しかったからまた行きたいと思った。牛乳やバターのことがわかっ

てすごく良かった。牛や羊やウサギはかわいくてえさやりをしたかったけど、ふれあ

いができたからよかった。 

給食で飲んでいる牛乳はこんなところで作られているんだなと思いました。すごく

楽しかった。 

バター作りが、すごく楽しかったです。遊ぶ所でたくさんの遊具があって良かった。

乳しぼりはとても楽しくて面白かった。ニワトリはよく鳴いていて、面白かった。ま

た今度絶対来たいと思いました。 

ふれあい牧場でいろんな動物を見たけど、どれもかわいかった。ニワトリの鳴き声

を初めて聞いた。羊はフワフワしていた。 

バター作りが一番楽しかったです。できた時はすごく嬉しかったです。またやりた

いです。ストラップや消しゴム・コーヒーなどたくさんの参加賞も嬉しかったです。

ありがとうございました。牛乳は母牛が頑張って出しているという事がわかりました。

残さないようにします。 

牛乳は牛から出ているのは知っていたが、資料を見て血から出来ているとは思わな

かった。全体的に楽しかった。 

子牛に初めて触れたから楽しかった。子牛と仲良くなれて良かった。羊に触るとモ

コモコだった。ウサギの小さい子の耳が一本しかなかった。動物たちの命の大切さを
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知った。子牛をずっと触っていると手が黒くなった。貴重な乳搾りが出来て嬉しかっ

た。 

バター作りが、初めてだったけど上手にできたしとてもおもしろかった。牛の乳搾

りも初めてじゃないけどまた出来て良かったし、いろんな動物に触れあえてとても良

かったし、動物がもっと好きになりました。また来たいです。 

私は、羊は触った事はあるけれど牛は触った事がありませんでした。けど、お昼を

食べ終わった後、少し待っていると、牛が落ち着いてきて、その瞬間に牛を触ってみ

るととても温かかったです。 

毎日飲んでいる牛乳の事がわかってとてもいい見学でした。ふれあい牧場は、楽し

いところだったのでまたお父さんに連れて行ってもらいたいです。 

牛にかまれた事と芝生で転がった事がとても印象に残りました。牛のお乳の触りご

こちもザラザラしていてとても気持ち良かったです。 

とても楽しかったです。また家族と行きたいと思いました。乳搾りが出来て良かっ

たです。 

牛に、種類がいっぱいある事を初めて知ったから、私は人間と同じだなーと思いま

した。 

工場では、牛乳のパックの印刷の材料ややり方がすごくびっくりした。酪農では牛

や羊を触ったり乳搾り、バター作りが楽しかった。またいつか行きたいです。 

説明が細かく言っていたのでよくわかった。消毒液は、もういやって言うほどやっ

ていた。 

給食の牛乳がどうやって作られているかわかって良かったし、ふれあい牧場も楽し

かった。 

 

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。 

 



－ 18 － 

ふれあい事業体験交流会アンケート結果 

 

平成 22 年 10 月 26 日 実施 

松阪市立小野江小学校 

回答者数 27 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 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫その他内容・・かわいかった こわかった 

 

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) 
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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。 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問への回答は、「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ま

した。 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他内容・・もう少しいたかった 2 名 

 

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(       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他内容・・クイズが難しかった 
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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） 

えさやり  9 名 

羊や牛にえさやり 

ウサギや牛にえさやり 

ブラッシング  6 名 

羊にブラッシング 

ウサギに触ってみたかった  2 名 

搾りたてが飲みたかった 

子牛にミルクがやりたかった 

もっとバター作り 

牛に乗ってみたい  2 名 

牛と遊ぶ 

牛とレース 

ウサギと遊びたかったけど小さい小屋から出てこなかった 

乳搾りをもっとしたかった 

動物を抱きたかった 

 

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。 

すべてが初めての体験ですごく楽しかったです。バター作り体験に乳搾り体験。ど

れもすごく貴重な体験でした。ありがとうございました。 

牛と羊は一緒にいてケンカすることはないのですか？ 

充分楽しかった！ 

ダンボールすべりなどの遊びが楽しかった。 

生き物は生き物を食べて生きているんだと思った。 

 

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。 
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ふれあい事業体験交流会アンケート結果 

平成 22 年 10 月 29 日 実施 

松阪市立天白小学校 

回答者数 56 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 

 

 



－ 24 － 

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） 

 

⑫その他内容・・心臓の音に感動した えさをおいしそうに食べていた 

 

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) 

 

 
 

⑩その他内容・・疲れた 振るのは疲れたけどおもしろかった 
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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。 

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) 

 

 
⑧その他内容・・家畜が好きになった 1 年から 6年の中で一番楽しい社会見学だった 

 

設問への回答は、「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。 
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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) 

 

 
 

⑤その他内容・・もう少し、家畜と触れ合う時間が長い方がいいと思った 

もっともっといたかった 6 限という長い時間だったが短く思えた 

 

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(       ) 

 

⑤その他内容・・見なかった 家畜の事が分かりやすくなった 
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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） 

ブラッシング（牛のブラッシング含む）  6 名 

動物の赤ちゃんにミルクをあげたかった（牛の哺乳体験含む）  3 名 

牛に乗る  2 名 

牛乳を飲みたかった  2 名 

牛乳作り見学  2 名 

生乳を飲んでみたかった  1 名 

家畜（牛含む）にもうちょっと触りたかった  2 名 

アイスクリームを食べたかった  1 名 

小さい牛を触って見たかった  1 名 

ふれあい牧場で、うさぎとかにさわりたかった  1 名 

牛をなでてみたかった  1 名 

チーズも作ってみたい  1 名 

もっと乳搾りがしてみたかった  1 名 

ヒツジがいたので、ヒツジのえさやり  1 名 

ない。満足  1 名 

他の動物（ウサギやヒツジ）のことも知りたかった  1 名 

バターつくりとかもいいけれど、それ以外にもしたい  1 名 

ソフトクリームを作りたかった  1 名 

もっと触れあう時間が欲しい  1 名 

動物の小屋の掃除がしたかった  1 名 

牛やヒツジの世話  1 名 

 

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。 

搾乳は初めてだったので、とても楽しかったです。 

初めて乳しぼりやバター作りをして、乳しぼりの時おとなしくしていてくれてうれ

しかったし、バター作りは、振るのは大変だったけど、うまく作れて楽しかった。 

とっても楽しかったです。ありがとうございました。 

搾乳体験がとても印象に残っている。バターを家でも作ってみたい。バターが予想

以上においしく、いい出来だった。とても楽しかった。たくさんいろんな事が学べた。

初めてだったけど、すごくいい経験になりました。 

牛さんの後ろ脚の方になぜワラのようなものが置いてあるのですか 

牛の乳搾り体験で、触った感触がつぶれたまんじゅうみたいだった。 

うんちを拾ってほしいかも。 

動物の事が良くわかってよかったし、バターつくりや搾乳体験は初めてだったので



－ 28 － 

出来て良かったなぁと思いました。 

牛の乳は生暖かく気持ち良かったです。 

牛さんありがとう 

今回の社会見学に協力して下さった人全員に感謝したいです 

乳搾り体験やバター作り体験を初めてして、とってもよかったし、いい経験になり

ました。 

牛の毛は短くて、目は大きくてカワイかったです 

すごく楽しくて、予想以上に牛が大きかったです。また行きたいです。 

 

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。 
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５ 調理教室の開催 

この教室は畜産物を通して畜産や畜産生産物や加工品に対する理解醸成を図るため

に、国産牛肉を使って調理体験を行ったものです。 

教室は、松阪市立小野江小学校 5年生 6年生、松阪市立天白小学校 6 年生を対象に各

1 回開催しました。 

区  分 松阪市立小野江小学校 松阪市立天白小学校 

(1)開催年月日 平成 22 年 11 月 18 日（木） 平成 22 年 11 月 22 日（月） 

(2)開催場所 松阪市小野江町 松阪市曽原町 

(3)参加対象 6 年生 59 名 5 年生 20 名、6年生 30 名 

(4)実施状況（小野江小学校） 

専門調理師・栄養士扇田節子先生の指導により松阪牛を使った「煮込みハンバーグ」

の作り方を勉強しました。 

小野江小学校でこの教室を開催するのは初めてで、今回は中国からの研修生（セ

キ・シュウレイ）さんを助手にお迎えし、ますます楽しい料理教室になりました。 

最初に扇田先生から生徒の皆さんを前にしてハンバーグを実際に作って見せても

らいました。トントントンと綺麗に野菜を刻んでいく先生の包丁さばきを、担任の先

生から「みなさん、これがプロの技ですよ！」と聞かされ、みんなが真剣に見ていた

のが印象的でした。 

先生が最後まで作り方を説明し終わって、いよいよ自分達の番です。「レタスはど

うやってちぎるの！？」「油がない～」「あつ！やけどした」などなど小さいハプニン

グはありましたが、みんな楽しそうに着々とハンバーグを作りました。そして、いよ

いよランチルームで試食です。きれいにレタスとプチトマトをハンバーグに添えて、

どれもとっても上手に出来ていました。みんなも自分の作ったハンバーグに満足そう

でした！ 

協会からは今回お肉になってくれた松阪牛の証明書を見てもらったり、個体識別番

号を使い、この牛がどこで生まれどこで育ったのかを携帯電話で実際に生徒さんに調

べてもらいました。 

扇田先生のお話では、最近朝ごはんを食べない子が増えていることへの心配、朝ご

はんをしっかり食べることの大切さや、外国や日本の「食育」事情など色々な興味深

いお話をしてもらいました。 

みんなの感想では、「柔らかくて、すごくおいしかった」や「命をもらって食べて

いるんだと思った」など沢山の嬉しい感想をいただきました。そして何よりも「お家

のハンバーグのほうがおいしいよ！と思う人」の質問に、予想以上の手が挙がったこ

とは素晴らしいことでした。 

※実施状況については、当協会Ｗｅｂデータからその一部を引用しました。 
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(5)実施状況（天白小学校） 

小野江小学校に引き続き第 2弾、天白小学校でも松阪牛ハンバーグ教室を開催しま

した。天白小学校でのこの料理教室は今年でもう 6年目になりました。 

まず、お手本として扇田先生が煮込み用のスープとハンバーグを作っていただきま

した。先生お勧めのハンバーグのタネの隠し味として干ししいたけと玉ねぎを炒めた

具が紹介されると、前の方から「僕、しいたけ苦手・・」と不安そうな声が。「しい

たけが入っていることも忘れるくらいおいしくなりますよ！」と扇田先生は安心させ

てくれました。助手の中国からの研修生（セキ・シュウレイ）さんがひたすらコネコ

ネしてくれたミンチに具材を入れて味をつけ、キャッチボ－ルの要領で空気を抜き、

楕円形に形成されたハンバ－グは見るからにおいしそうでした。 

一通り作り方を教わって、いざ自分達で調理スタ－ト。みんなしっかり先生のお話

を聞いてくれていたようで、手分けをしてお肉をコネコネ、卵をトキトキ、レタスを

洗って、ちぎって・・先生も感心するくらい手際よくハンバーグを完成させていまし

た。 

そしてお楽しみの試食タイムです。お昼一番の料理教室だったにもかかわらず、気

がつけばみんなハンバーグもレタスも完食です！！みんなお昼ごはん食べた後です

よね・・？おいしい材料で、プロの先生のご指導で、自分達で調理して、おいしくな

いわけがありません 

協会からは、牛の担ってきた役割や、最近の牛肉の消費量の変化、携帯電話でお肉

になった牛の出身地などを調べる方法を説明させてもらいました。 

扇田先生からは、みんなが残さず完食したことがとても嬉しかったこと、調理中、

自分からお手伝いをしてくれた子がいたことや、朝食がみんなの体や頭にどれだけ大

切なのかなどをお話してくれました。 

そして、生徒の皆さんからの感想では、「柔らかくておいしかった」「説明がよくわ

かって嬉しかった」など、どれも嬉しい感想でした。そしてここでも「家のハンバー

グの方がおいしいよ！と思う人」という質問に何人かの手が上がりました。 

※実施状況については、当協会Ｗｅｂデータからその一部を引用しました。 
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ふれあい事業調理教室アンケート結果 

平成 22 年 11 月 18 日 実施 

松阪市立小野江小学校 

回答者数 20 名 

１． 学年（  5 年生  ） 年齢（10～11 歳） 

 

２． 男女区分 

 

３．今日は何が一番良かったですか。 

①調理前や後のお話  ②実際の加工調理  

③食材の名前やその食材がどこから来たかのお話  ④家畜と命のお話  ⑤その他 
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４．今日、加工調理体験をした感想をお聞きします。（３つまで） 

①初めての経験で面白かった  ②上手くできたので嬉しかった 

③楽しかった    ④こんなにおいしいものとは思わなかった 

⑤期待したほどではなかった  ⑥家でもぜひしてみたい 

⑦あまりおいしくなかった  ⑧あまり勉強にならなかった 

⑨疲れたしもうやりたくない  ⑩その他 

 

 

５．学校で農業や畜産の勉強をしたことがありますか。 

①ある   ②これからしたい  ③ない  ④わからない 
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６．家で畜産物を使って何か料理をしたことがありますか。 

①ある   ②これからしたい  ③ない  ④わからない 

 

 

７．今日の調理の材料は家畜の「いのち」を頂いているということは分かりましたか。 

①よく分かった  ②まだよく分からない ③人間の食料となる家畜に感謝したい 

④家畜にも人間と同じ「いのち」があるということがわかった  ⑤「いのち」の大切さが分かった 

⑥食べ物を粗末にしないということが分かった 

⑦毎日家畜の世話をしてくれる農家の方に感謝したい  ⑧その他 
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８．食事のとき「いただきます」「ごちそうさま」をいいますか。 

①いう  ②いわない ③たまにしかいわない ④家族と一緒のときはいう 

⑤「いただきます」だけいう ⑥「ごちそうさま」だけいう 

 

 

９．配られた印刷物等についてはいかがでしたか。 

①印刷が綺麗でよく分かった ②まあまあ分かった ③よく分からない 

④印刷が不鮮明  ⑤資料がなかった  ⑥資料が足りなかった 

⑦書いてあることが難しかった ⑧その他 
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１０．こんな加工調理をしてみたいと思うものがありますか。（３つまで） 

からあげ（オリジナルソース付き：1 件含む） 4 件 （卵を使って）プリン 3 件 

（卵を使って）おやつ 3 件  卵料理   3 件 

肉じゃが  2 件  （牛乳を使って）ケーキ 2 件 

豚汁  2 件 

 

その他（以下のもの各 1 件） 

オムレツ、オムライス、おいしいパフェ、ぎょうざ、黒毛和牛料理、ショウロンポウ、 

スクランブルエッグ、ステーキ、種牛と松阪牛を比べる料理、（卵の）フレンチトースト、 

トムヤムクン、とんてき、松阪牛ピラフ、松阪牛グラタン、松阪牛からあげ、 

身の回りにあるものでおやつ、焼き鳥、もっとお肉料理、ゆでたまご 

 

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。 

・ハンバーグや酪農体験にも連れて行ってくださって本当にありがとうございま

した。ハンバーグ作りも、とてもおいしく出来上がり、楽しく作れました。お肉

となってくれた牛に、とても感謝したいと思いました。松阪牛のハンバーグは初

めてだったけれど、上手にできてよかったです。牛も人間もみな同じだと思いま

した。私は、料理が大好きです。たまに夕飯のお手伝いはしています。けれど、

お話を聞いて、これから毎日夕飯の手伝いをしたいと思いました。他にも、牛も

死にたくないと思うけれど、それでもお肉になってくれてありがたく思いました。

・私は、松阪牛のハンバーグを初めて作ったのでとてもよかったです。私は、松

阪牛のハンバーグを食べれると思っていなくて、おにぎりに松阪牛など詰めると

思っていたけど、松阪牛のハンバーグを食べれてよかったです。また、土日など

に家族に松阪牛の煮込みハンバーグを作りたいです。後、私は料理が好きなので、

ぜひ、大川学園という所で勉強して、松阪市のハンバーグの先生みたいに料理人

になって、世界中の人に笑顔になってもらえる料理を作りたいです。 

・ぼくは、松阪牛の煮込みハンバーグがすごくおいしかったです。ハンバーグに

なったマリさんにはとっても感謝しています。ぼくは、松阪牛は値段が「高い」、

食べるのが「もったいない」と思っています。作った時に煮込む時にぐっちゃぐ

っちゃになって大爆笑しました。でも、たとえ見栄えが悪くても「松阪牛」。食べ

てみたらやっぱりおいしかったです。 

・ぼくは、松阪牛は給食のビビンバしか食べた事がありませんでした。だけど、

松阪肉を用意してくださったからハンバーグを食べれました。さすが松阪肉と思

いました。給食のあとなのに自分の手が動いてみるみる食べれました。やっぱり

松阪肉だから家のハンバーグよりもおいしかったです。後、料理の時の先生を見

て、少しだけ料理を家でもしてみたくなりました。松阪肉はとろけるほどおいし
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かったです。 

・松阪牛を使った料理は初めてしました。ハンバーグはとてもおいしかったです。

今まで全然考えてなかった牛の命の大切さが分かりました。昨日の牛はまりちゃ

んという牛だから、まりちゃんに感謝したいと思いました。それに、松阪牛を食

べさせていただくなんてめったにないからとても嬉しいです。ありがとうござい

ました。私はあんまり料理は得意じゃないけどいつもお母さんと夜ごはんを作っ

ています。一番私が得意な料理はオムライスです。また牛肉のハンバーグを作っ

てみたいです。それにデザートを作るのは苦手です。だからこれからチャレンジ

しようと思います。 

・牧場体験も松阪牛の加工調理もやらせていただきありがとうございました。畜

産協会や他の方々のおかげで命の大切さが分かりました。最後は肉や私たち人間

の食料にになってしまうけど、家畜動物たちにもちゃんと人間と同じ生きている

という印の「いのち」があるんだと思いました。今まで何気なく普通に食べてい

たお肉も農家の人や畜産の仕事をしている人がすごく大切に育てたんだと思いま

した。だから、絶対に残さないようにしよう！大切に食べよう！と思いました。 

・前の調理実習やってくださってありがとうございました。みなさんのおかげで

ハンバーグの作り方がよく分かりました。みんなと協力してやるとすごくいつも

よりおいしかったです。また何かしてくださる時は宜しくお願いします。そして、

来年、卵を使ったお菓子や食べ物を教えてください。私は家でお母さんに調理の

仕方を教えてもらっています。ぜひ、この前作ったハンバーグをお母さん達に食

べさせてあげたらすごく喜ぶと思います。先生に教えてもらった事を、やってみ

てうまくできたら家の人に食べさせてあげたいです。また、何かあれば宜しくお

願いします。 

・この前は、松阪肉を使ったハンバーグを作るという機会を用意してくださって

ありがとうございました。さらに前には牧場体験にも連れて行ってくれてありが

とうございました。松阪肉を使った料理は 2,3 回食べたことはありましたが、自

分で作って食べるのは初めてでした。自分で作ったら、いつものと少し違ってお

いしかったです。自分で作ったのと松阪牛のおいしさでおいしさは 2 倍になりま

した。大川学園の料理の先生も教えていただきありがとうございました。大川学

園は実は僕の幼稚園でした。僕は大川学園の料理の先生の話を聞いて日曜日は自

分で朝ご飯を作ろうかなと思いました。そして、今、味噌汁や白ごはん、卵焼き

などが作れるようになりました。とてもよかったです。 

・牧場体験と加工調理をさせていただいてありがとうございました。加工調理も

楽しかったです。私は牛や豚の命の大切さが分かりました。6年生とも協力できた

のでよかったです。牧場体験も楽しかったです。料理の時も先生がちょっといて

くれたので間違わなかったです。先生も上手だったので私も料理の先生みたいに
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なりたいと思いました。ありがとうございました。料理関係の仕事に就きたいで

す。 

・松阪牛は高いのに、学校でハンバーグが作れてよかったです。ハンバーグにし

いたけやソースにたまねぎやニンジンが入っているのを忘れて食べていました。

これで好き嫌いがなくなりそうです。牧場に行ったり、ハンバーグを食べたりで

きて、本当によかったです。次に家でも作ってみたいです。 

・11/18 の松阪牛のハンバーグは初めて作って食べました。だから、自分で作った

中で一番おいしかったです。ハンバーグを作っている途中に、先生が作っていた

ハンバーグのもとを見てみるとすごく糸を引いていたのでびっくりしました。先

生が話していたように、鍋に香りが出る葉っぱを入れていました。いっぱい説明

が分かりやすかったので、すごくおいしかった松阪肉ハンバーグが作れてよかっ

たし、楽しかったです。また、何度も家で作って食べたいです。 

・料理の先生へ ぼくは牛肉の牛がかわいそうだと思います。でも、今日学校で

勉強したように、牛はおいしく食べてもらうだけで牛は嬉しいから、ぼくは安心

して牛肉が食べれます。だから、牛やほかの魚や生き物に感謝をこめて食べたい

です。 

・本当にありがとうございました。ふれあい牧場では無料で乳搾りやふれあい体

験やバター作りまでさせてくださってありがとうございました。そして今回は牧

場体験だけでなく、松阪牛を使ってハンバーグを作らせていただき本当に嬉しか

ったです。改めて命というのはどういうものなのかを知りました。また、私がふ

れあい牧場に行ったらめいっぱい牛たちをかわいがってあげたいです。私は動物

が大好きなので牧場ふれあい体験の時はとても興奮していました。本当にありが

とうございました。 

・10 月の牧場や、11 月の調理実習にわざわざお金を出してもらってありがとうご

ざいました。例えば、調理実習で、松阪牛のハンバーグはおいしかったので、ま

た家で作ってみたいと思いました。牧場では、家畜はとてもかわいかったです。

命を落としてぼくたちに食の明かりをともしてくれたのだから、食べ物は残した

りしたくないです。 

・色々と、酪農体験や、調理をさせてくださってありがとうございました。酪農

体験では、初めて牛を触れたし、バターも作れて楽しかったです。調理もわざわ

ざ松阪牛でさせていただいてとてもよい調理実習ができました。焼くとか、子供

だけでするのは初めてでとても難しかったけどいい経験でした。ぼくは、ハンバ

ーグは特に作った事がなかったのでまた家でもやりたいなーと思いました。 

・ぼくの班は、スープの中でハンバーグが砕けました。でも、味は変わらなくて、

とてもおいしかったです。また、家でも作りたいと思います。配られた紙はとて

もわかりやすかったです。ぼくは、調理がうまく出来るように母さんに教えても
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らいます。とても楽しい時間でした。 

・ぼくは、松阪牛を使った煮込みハンバーグを食べれたのがよかったし、おいし

かったです。まりさんがお肉になってくれなかったら、ぼくたちはハンバーグを

食べれなかったので、まりさんのおかげで食べれたのでまりさんに感謝していま

す。ぼくは、あまり家で調理した事がないので先生たちにお話をしてもらえてお

いしく調理できたのでよかったです。先生たちに教えていただけてよかったです。

・ハンバーグを作ってまぜるのがすごく楽しかったです。また作ってみたいです。

家でも作ってみたいです。ハンバーグに小さな穴を作るのが知れてうれしかった

です。ありがとうございました。ハンバーグができてすごくいいにおいがしたの

ですごくおいしかったです。野菜とトマトが入っていたのですごくおいしかった

です。ありがとうございました。 

・ありがとうございました。加工調理をしてまりさんの肉を食べさせてもらって

牛の命や畜産動物の大切さを心の奥から感じました。兄が調理の免許を取りたい

そうです。父が免許を持っています。ぼくも父のように免許を取りたいです。 

・ぼくは、この一カ月くらい畜産協会の人達にお世話になりました。乳牛の乳搾

りやバター作り、色々楽しい事をさせていただきありがとうございました。昨日

は煮込みハンバーグを作るとの企画でやりました。畜産協会の人はまた何から何

まで用意してくれてうれしかったです。それに料理の先生はシイタケ嫌いな人い

るやろと言ったときに心の中で「はーい」と言っていました。けど、煮込みハン

バーグにして食べてみるとシイタケなんか入っていないのかの様にすいすい食べ

れました。 
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ふれあい事業調理教室アンケート結果 

平成 22 年 11 月 18 日 実施 

松阪市立小野江小学校 

回答者数 29 名 

１． 学年（  6 年生  ） 年齢（11～12 歳） 

 

２． 男女区分 

 

３．今日は何が一番良かったですか。 

①調理前や後のお話  ②実際の加工調理 

③食材の名前やその食材がどこから来たかのお話  ④家畜と命のお  ⑤その他 
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４．今日、加工調理体験をした感想をお聞きします。（３つまで） 

①初めての経験で面白かった  ②上手くできたので嬉しかった 

③楽しかった    ④こんなにおいしいものとは思わなかった 

⑤期待したほどではなかった  ⑥家でもぜひしてみたい 

⑦あまりおいしくなかった  ⑧あまり勉強にならなかった 

⑨疲れたしもうやりたくない  ⑩その他 

 

５．学校で農業や畜産の勉強をしたことがありますか。 

①ある   ②これからしたい  ③ない  ④わからない 
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６．家で畜産物を使って何か料理をしたことがありますか。 

①ある  ②これからしたい ③ない  ④わからない 

 

７．今日の調理の材料は家畜の「いのち」を頂いているということは分かりましたか。 

①よく分かった ②まだよく分からない ③人間の食料となる家畜に感謝したい 

④家畜にも人間と同じ「いのち」があるということがわかった 

⑤「いのち」の大切さが分かった⑥食べ物を粗末にしないということが分かった 

⑦毎日家畜の世話をしてくれる農家の方に感謝したい  ⑧その他 

 

⑧その他内容 

忘れて食べていることがあるので「いのち」を考えて食べるようにしたい 
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８．食事のとき「いただきます」「ごちそうさま」をいいますか。 

①いう ②いわない ③たまにしかいわない ④家族と一緒のときはいう 

⑤「いただきます」だけいう  ⑥「ごちそうさま」だけいう 

 

 

９．配られた印刷物等についてはいかがでしたか。 

①印刷が綺麗でよく分かった ②まあまあ分かった  ③よく分からない 

④印刷が不鮮明  ⑤資料がなかった  ⑥資料が足りなかった 

⑦書いてあることが難しかった   ⑧その他 
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１０．こんな加工調理をしてみたいと思うものがありますか。（３つまで） 

からあげ 16 件  ぎょうざ 12 件 

ソーセージ 3 件  カツ丼   2 件 

ウィンナー  2 件  うどん 2 件 

 

その他（以下のもの各 1 件） 

親子丼、牛煮込みチーズハンバーグ、グラタン、コロッケ、シチュー、ジンギスカン、 

チキンカレー、トンカツ、ハンバーガー、ポークカレー、蒸し鶏、エビフライ 

 

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。 

・先日は色々教えてくれてありがとうございました。詳しく教えてくれたので、

すごくよく分かりました。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

・昨日はあんなおいしい松阪牛のハンバーグの調理実習をやっていただきありが

とうございました。まさか、松阪牛を使った料理をするとは思っていなくて、す

ごくビックリしました。最初はお持ち帰りの方がいいなと思っていましたが、出

来たての方がおいしかったです。どれもこれもシェフのおかげです。ありがとう

ございました。 

・先日は私達のために小野江小学校に来ていただいてありがとうございました。

私の夢は、お母さんみたいに料理がおいしくて、何でも食べられることと、頭が

良くなったら、バイクに乗る事です。私はお母さんになったらおいしくて子供が

満足できるご飯を作りたいです。中国のシェフさんはミンチを練っていました。

私、それに憧れました。私も、中国のシェフさんみたいに、力仕事をしてみたい

です。ハンバーグはとてもおいしかったです。家でもお母さんと一緒に作ってみ

たいと思います。ありがとうございました。おいしかったです。 

・先日は、松阪牛の調理を教えてくださって調理の準備もしてもらって、いろん

な話を聞いて動物の命も大切だと思いました。私達は動物の命をもらっているこ

とで生きていることが分かりました。ありがとうございました。 

・昨日は煮込みハンバーグの作り方を教えてくださりありがとうございました。

あまり、料理をした事がないので難しかったけど、家でも作ってみたくなりまし

た。この料理を作ってみて、料理を作ることが大変なのが分かりました。ホット

プレートで焼くときに、すごくいい匂いがしたので、早く食べたくなりました。

ランチルームで食べると、やわらかくておいしかったです。食べる前の話では、

牛の命を使っているということが分かりました。いつも感謝しながら食べていき

ます。 

・ハンバーグを作ってみておいしいし、煮込みハンバーグを食べたことがないか

らすごくおいしかったです。松阪牛のミンチは普通より赤くてすごくおいしそう
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で、おなかいっぱいだったのに、ミンチを見ていたらおなかが減ってきて、早く

食べたいなーと思いました。ミンチをこねている時すごくケチャップとかをかけ

ていたので「えー！こんなにいれるのー？」と思いました。シェフさんありがと

うございました。 

・ぼくは、調理をすると聞いて、上手にできるか心配でした。でも、お手本や、

説明を聞いているうちにだんだんおもしろそうだなと思い、ワクワクしてきまし

た。肉をこねたり丸めたりするのは大変でしたが、自分達で作った料理はお母さ

んに作ってもらう料理とはまた違った味を感じました。そして、たまには自分で

調理をするのもいいもんだなと思いました。いつかぼく達が作った料理を食べて

もらいたいです。 

・松阪牛を使った料理なんて今まで食べたことがありませんでした。まさか、松

阪牛 100％のハンバーグが食べられるなんて思ってもいなかったです。ハンバーグ

を作り終わった後に話を聞いて家畜にも人間と同じ命があることがよく分かり、

家畜に感謝して、ご飯を食べる前と後には「いただきます」「ごちそうさまでした」

を今よりもっとしっかり言いたいと思います。 

・ぼくは、料理っていいなと思いました。最後にもっとお話がしたかったです。

昨日の松阪牛を使ってのハンバーグはとてもおいしかったし、口の中でハンバー

グが広がってうまい！と思ったし、ハンバーグとソースがとても合っていてとて

も勉強になりました。また、家でハンバーグを作りたいです。あと、生き物の大

切さがよく分かりました。 

・私は、おねえちゃんがケーキ屋で働いているのを見て、夢はケーキ屋ですが、

一流のシェフを見て、料理人にもなってみたいと思いました。なので、将来の夢

はケーキ屋になるか、料理人になるか考えています。命は大切だということはわ

かっていたけど、一流シェフの話を聞いて、もっと命の大切さがわかりました。

ご飯を食べる時は心をこめて「いただきます」「ごちそうさまでした」を言うこと

にしました。 

・昨日はありがとうございました。家でハンバーグを作ったことはあるけど、本

格的には作ったことがなかったので楽しかったです。また、家でお母さんと作っ

てみたいです。家畜も人間も同じ「いのち」があるとわかりました。給食を食べ

た後だったのにいっぱいハンバーグが食べれました。すごくおいしかったです。 

・昨日はありがとうございました。作る前の説明の時、料理を色々知っていると

かっこいいと思いました。とっても手早く料理と説明をどっちもされていてすご

いなと思いました。家の煮込みハンバーグよりとってもやわらかくておいしかっ

たです。また家でも作ってみたいです。 

・先日は、とてもいい行事に参加できてとても嬉しく思っています。ぼくは、ハ

ンバーグが 1 個 600 円と聞いてびっくりしました。牛の命を大切に味わうという
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ことが伝わってきました。皆さんのおかげで先日は食べ物を残さないというのは、

牛の命を大切にすることだというのが分かりました。 

・煮込みハンバーグなんてお店ぐらいでしか食べたことないのに、まさか学校で

できるとは思いませんでした。松阪牛ってあんまり食べたことないからよくわか

らないけど、すごいことは分かります。良い食材で一流の先生でちびっこの好き

なハンバーグを作るってもう本当サイコー！できてから「レタス多くね！？.」と

か思っていたけど食べたらよい感じで、みんなにめっちゃレタスもらいました。

給食の後だったから食べれるか心配だったけど、おいしかったからか全部食べれ

ました。ありがとうございました。 

・私は、家であんまり料理をしなくて、手伝いばかりしているので、ハンバーグ

作りと聞いたときに、うまくできるかなと少し心配になったけど、詳しく説明し

てもらってすごく分かりやすかったので、うまく調理できました。家でも手伝い

ばかりじゃなくて、1種類くらいは、作りたいなと思いました。調理前や、あとの

話で、私は食べ物を大切にしようと思いました。家畜にも、人間と同じ命がある

んだなと改めて思いました。こんなにたくさんの事を教えていただいて、ありが

とうございました。 

・食べた後の話が心に残りました。私たちは昨日牛のまりちゃんをいただきまし

た。牛肉になるために生まれて、私たちが食べるために牛肉になってくれたまり

ちゃんやほかの牛たちに気が付きました。ただ、単純に肉を食べているのではな

くて命をいただいているので、私たちのために肉になってくれた生き物に心の底

から感謝しなければと思いました。「いただきます」と「ごちそうさま」に感謝の

気持ちをこめて言うことに気を付けたいと思いました。 

・松阪牛のハンバーグという高価な物を使ったハンバーグを作らせていただきあ

りがとうございました。みなさんが手本を見せてくれたおかげでとてもおいしい

ハンバーグができました。松阪牛のまりちゃんにもお礼を言いたいです。これか

らは、食べるもの一つ一つに感謝して食べていきます。 

・一回、家で和牛と松阪牛を混ぜてハンバーグを作ったことがあります。その時

人生で初めて食べた味でした。学校で松阪牛 100％で作ったハンバーグは、もっと

おいしかったです。牛のまりちゃんは、きっと食べてもらって嬉しかったんだろ

うなぁと思いました。ぼくたちのためにまりちゃんは命を落としてくれたんだな

ぁと思います。まりちゃんに感謝します。 

・昨日、初めて松阪牛 100％のハンバーグを食べました。一流シェフの人から細か

い説明もしてもらったから、あんなにおいしいハンバーグが作れました。ぼくは、

もっと家畜のことを説明してほしかったです。ご飯を食べる時の「いただきます」

の意味が分かりました。いただきますって大切だなと思いました。 

・ハンバーグおいしかった。 
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・作り方がよくわかった。理科のことをもっと知りたかった。作る前と食べた後

の話がよわかった。作る前の工夫があってすごかった。私たちが作る前に一回見

本に作ってくれていた時も質問したら、きちんと分かりやすく教えてくれたので

よく分かった。作り方が分かりやすかったので楽しかった。 

・昨日は、いっぱい分かりやすいお話をありがとうございました。私は家に帰っ

てから家族の人と一緒にこの料理のことを話していました。家族の人に「松阪牛

の命をもらっておいしく食べたよ」と言ったら、家族の人が、「よかったね。そん

な豪華な食べ物は人生の中で一回食べれるか食べれないかよ。」と言い、私は本当

にいい食べ物をいただいたんだなぁと思いました。昨日は本当にいい授業をあり

がとうございました。 

・私は、実はしいたけ、セロリが大嫌いでした。でも、あのハンバーグはすっご

いおいしかったです。一流シェフの方々に料理を教えてもらって料理をあんまり

しない私でも家で作ってみたいと思いました。実はもっとお話がしたかったので

すが、時間がなかったのでできませんでした。ぜひよかったら、私たちはいませ

んが、来年も来てください。質問。料理人になるにはどのくらい練習すればいい

のですか？ 

・11 月 18 日木曜日はどうもありがとうございました。あんなにおいしいものです

が、あれも「命」であることには変わりがないんだろうと思いました。人間は生

物の命を食べているのだろうと思います。どんなにおいしくない肉であろうとも

もとは命であるのだろう。だからどんなものにも、たった一つの命があることが

分かりました。 

・先日は、ありがとうございました。ハンバーグって煮込んだ方が柔らかくなる

んですね。私はあんまり料理が上手じゃありません。でも好きです。前に、親子

丼を作ったんですが、だしが多くて辛くなってしまいました。私はおっちょこち

ょいなので、よく間違えてしまいます。気を付けたいと思います。昨日のまりち

ゃんのお肉、おいしかったです。あのお肉をもむ時、途中からずっとやっていた

ので、手が少し痛いです。焼くときにホットプレートで、友達のハンバーグが割

れ始めていていて、大丈夫かなと思っていたら、煮込んだ後に取り出すと、予想

通り割れていました。まりちゃんは私たちのために、命をくれました。まりちゃ

んの命を私たちの体の中でつなげていきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

・昨日はお忙しい中、ぼくたちの調理実習に来ていただきありがとうございまし

た。ぼくは、松阪牛のハンバーグを食べたのは初めてで、すっごくおいしかった

です。この牛の命をいただいてるのだと思いながら食べるともっとおいしくなり

ました。それに、一流シェフに一流の助手に調理していただいて牛も「食べてく

ださい」という気持ちでいるんじゃないのかなぁと思います。本当にありがとう
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ございました。 

・昨日はたくさん話を聞かせていただいてありがとうございました。1 のことに対

して 10 も教えてもらって生き物の事や、なぜ料理が好きなのかとかがよく分かり

ました。松阪牛を食べたのは初めてで、こんなにおいしいものだと思っていなか

ったので、松阪人として、感激です。牛や、その他の畜産は人間と同じ命をもっ

ていることも分かり、食べ物に対する気持ちも変わりました。ありがとうござい

まいした。 

・たった、60 人のために一流のシェフや料理人が来てびっくりした。しかも松阪

牛でハンバーグ作り。作ってみると難しくて時間がかかった。でも食べたらおい

しくて時間をかけて作ってよかったなと思った。でも、もっと質問したらよかっ

たと後悔した。みんな、優しく教えてくれたので、簡単に作れたしおいしかった。

家でも作ってみたい。 

・松阪牛 100％のハンバーグなんて高級で食べたことなかったです。調理したこと

もなくて、大興奮の中でした料理でした。私は、しいたけ（キノコ類）が嫌いで

した。でも、あんなに細かく切っていただいて、食べる時は全く気付かなかった

です。最後に配られた印刷物はとてもきれいでよく分かりました。ありがとうご

ざいました。 
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ふれあい事業調理教室アンケート結果 

平成 22 年 11 月 22 日 実施 

松阪市立天白小学校 

回答者数 53 名 

１． 学年（  6 年生  ） 年齢（11～12 歳） 

 

２． 男女区分 

 

３．今日は何が一番良かったですか。 

①調理前や後のお話  ②実際の加工調理 

③食材の名前やその食材がどこから来たかのお話 ④家畜と命のお話 ⑤その他 

 

⑤その他内容：食べる時、ハンバーグを食べたこと 
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４．今日、加工調理体験をした感想をお聞きします。（３つまで） 

①初めての経験で面白かった  ②上手くできたので嬉しかった 

③楽しかった    ④こんなにおいしいものとは思わなかった 

⑤期待したほどではなかった  ⑥家でもぜひしてみたい 

⑦あまりおいしくなかった  ⑧あまり勉強にならなかった 

⑨疲れたしもうやりたくない  ⑩その他 

 

 

５．学校で農業や畜産の勉強をしたことがありますか。 

①ある  ②これからしたい ③ない  ④わからない 
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６．家で畜産物を使って何か料理をしたことがありますか。 

①ある  ②これからしたい ③ない  ④わからない 

 

 

７．今日の調理の材料は家畜の「いのち」を頂いているということは分かりましたか。 

①よく分かった ②まだよく分からない ③人間の食料となる家畜に感謝したい 

④家畜にも人間と同じ「いのち」があるということがわかった ⑤「いのち」の大切さが分

かった  ⑥食べ物を粗末にしないということが分かった  ⑦毎日家畜の世話をしてくれ

る農家の方に感謝したい  ⑧その他 
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８．食事のとき「いただきます」「ごちそうさま」をいいますか。 

①いう ②いわない ③たまにしかいわない ④家族と一緒のときはいう 

⑤「いただきます」だけいう  ⑥「ごちそうさま」だけいう 

 

 

９．配られた印刷物等についてはいかがでしたか。 

①印刷が綺麗でよく分かった ②まあまあ分かった ③よく分からない 

④印刷が不鮮明  ⑤資料がなかった  ⑥資料が足りなかった 

⑦書いてあることが難しかった ⑧その他 
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１０．こんな加工調理をしてみたいと思うものがありますか。（３つまで） 

肉じゃが 3 件 

コロッケ 3 件 

すき焼き 2 件 

 

その他（以下のもの各 1 件） 

いかリング揚げ、から揚げ、カレー、キムチ鍋、ぎょうざ、グラタン、シチュー、しょうが焼 

先生が決めてくれたもの、ソーセージ、玉子と野菜炒め、ためになるもの、つくね、 

鶏料理、肉団子、肉団子スープ、煮込みハンバーグ（もう 1度）、ハンバーグ 

 

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。 

・家で松阪牛のハンバーグを作りたいです。 

・とってもおいしかったです。ありがとうございました。 

・すごく楽しかった。 

・自分でソースを作りたい。 

・私は、加工調理をして、家でも作ってみようと思いました。 

・ハンバーグが思ったよりやわらかくておいしかった。 

・やわらかかったです。 

・自分で作ったハンバーグより、お母さんの作ったハンバーグの方がおいしい。 

・おいしかった！のでとても良かった。いつもと違う味付けで良かった。協力し

てくれた方に感謝したい。ありがとうございました。 

・すごく野菜が多いと思ったけど、あんまり気にしなくて食べれたのでよかった。

・松阪肉のハンバーグを初めて食べたので嬉しかったです。家でも作ってみんな

で食べたいと思いました。普通の肉よりやわらかくてとてもおいしかったです。 

・初めてした体験ですごく楽しかったです。また、別のをしたいです。 

・ハンバーグの脂身を少なくしてほしい。 

・班のみんなと楽しく作れてよかったです。家でも作ってみようと思いました。 
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６ 振興・啓発広報資材の作成 

畜産の理解促進のために、普及･啓発広報資材の作成配布と情報の収集発信を行いま

した。 

(1)パネルの作成 

・乳牛を数字でみてみよう 

乳牛の体重、体高、乳量等を子供の体重等と比較して数値で表記 

・牧場へ行ってみよう 

酪農牧場のイメージをイラストで紹介 

・養鶏場へ行ってみよう 

養鶏場のイメージをイラストで紹介 

・タマゴが食卓に届くまで 

生産農場から食卓までの卵の流通概念図 

・日本の飼料原料の輸入状況 

主な諸外国からの穀物輸入状況 

・日本の自給率の推移、都道府県別自給率 

昭和 35 年から平成 20 年の供給熱量と食料自給率、都道府県別の平成 20 年度の自給率 

・食料消費構造と食料自給率の変化 

昭和 40 年と平成 20 年の消費構造、自給率の比較 

・牛のトレーサビリティシステム 

トレーサビリティシステム概念図（データの登録と利用） 

(2)啓発資料の作成 

・さあ出かけようみえ県内ふれあい牧場 

県内のふれあい牧場の住所、連絡先、特徴、体験内容等を記載した冊子 

・行ってみようよ、ふれあい交流施設 

ふれあい牧場の情報をマップにしたチラシ 

・畜産物が届くまで（牛肉の場合） 

繁殖農家での子牛生産から県内農家への導入、食肉センター・店舗を通して家庭に

届くまでの流れを図式化 

・がんばる三重の畜産を応援しよう 

県内畜産農家戸数、頭数、生産額等を数値で示した畜産概況 

・鳥インフルエンザって 

鳥インフルへの対策、愛玩動物、野鳥等の取り扱いについての留意点 

(3)教材等の作成 

・牛乳からできるもの 

生乳からできる加工品の紹介 

・バターを作ろう 

「牛乳」から「バター」が作れるかを「均質化」を通して理解する 
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・吉田牧場の紹介 

肉用牛受入牧場を紹介 

・ブタさんこんにちは 

農場訪問時等の聞き取り用メモノート 

・酪農クイズ 

10 問から構成する酪農の基本情報についてのクイズ 

(4)レシピの作成 

・タマゴを使ったレシピ 

・豚肉を使ったレシピ 

・牛肉を使ったレシピ 

・鶏肉を使ったレシピ 

・牛乳を使ったレシピ 

(5)事業報告書 

当事業の実施状況、成果等を広報するための冊子（本誌） 

(6)ふれあい体験施設の情報提供 

家畜とふれあえる交流牧場等について、その施設概要、ふれあえる動物の紹介、利

用方法などや地域で開催される畜産関連のイベント情報を掲載し、一人でも多くの人

が畜産を理解していただけるようにホームページから情報発信をしています。 

掲載している施設は、内容、規模、飼育されている家畜等様々ですが、それぞれに

特徴のあるものとなっています。 

それぞれのページでは、住所、電話番号、利用料金、営業時間等の基本情報から、

牧場での体験情報の他、周辺の観光情報等を紹介しています。 

《ふれあい牧場情報対象事例》（順不同） 

・四日市ふれあい牧場（四日市市） 

・大内山ふれあい牧場（大紀町） 

・有精美容卵コケコッコー共和国（道の駅寄って亭）（多気町） 

・三重県畜産研究所（松阪市） 

・伊賀の里モクモク手づくりファーム（伊賀市） 

・豊田畜産（亀山市） 

・五桂池ふるさと村（多気町） 

・南部丘陵公園（四日市市） 

・青山里会ふれあい動物園（四日市市） 

・いなべ市農業公園（いなべ市） 

・大内山動物園（大紀町） 

 

ホームページ「三重の畜産広場」（畜産を見よう！ふれあおう！！） 

http://mie.lin.gr.jp/fureai/ 


