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牛乳は給食に代表されるように

で子どもたちの関心を弱めるという弱点とな

りといった体験を取り入れ

する酪農家の努力や工夫、

ができることを目の当たりにすれば、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業でも！

◇記事名
      
◇対象：

１：

２

業です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

は「

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手が

由を

さらに、

肪が多いと思う

冬では、乳脂肪分が変化することを

この授業を通じて、

うになります。そこで『ちゃぐりん』

２：

 給食の牛乳はどのようにつくられ、

の言葉について確認した後、さらにもとをたどっていきます。

んだ十数種の牛乳パックの種類や産地などを調べ

経ていること、生産を通した他地域とのつながりや

ゃぐりん

３：

 遠足を利用して酪農家の仕事を見学

す。その体験

調べたりして日本の食料生産について理解を深める

４：

酪農をテーマにした

農家を招いて話を聞きます。

つ授業につながります。

 小学校の教職員のみなさまへ

つかえる

ｍ 

牛乳は給食に代表されるように

で子どもたちの関心を弱めるという弱点とな

りといった体験を取り入れ

する酪農家の努力や工夫、

ができることを目の当たりにすれば、

授業でも！

◇記事名：『ちゃぐりん』
      「モ～っと知ってほしい！

◇対象：学活（

：牛乳はいつも同じ味？

２種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

は「見た目は一緒なのに味が違うよ

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手が

由を考えさせます。気温・エサ

さらに、牛乳の味が季節によって変わる

肪が多いと思う

冬では、乳脂肪分が変化することを

この授業を通じて、

うになります。そこで『ちゃぐりん』

２：牛乳はどこから

給食の牛乳はどのようにつくられ、

の言葉について確認した後、さらにもとをたどっていきます。

んだ十数種の牛乳パックの種類や産地などを調べ

経ていること、生産を通した他地域とのつながりや

ゃぐりん』の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

：酪農家の仕事

遠足を利用して酪農家の仕事を見学

。その体験活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

調べたりして日本の食料生産について理解を深める

４：環境に優しい酪農

酪農をテーマにした

農家を招いて話を聞きます。

授業につながります。

小学校の教職員のみなさまへ

つかえる

牛乳は給食に代表されるように

で子どもたちの関心を弱めるという弱点とな

りといった体験を取り入れることがポイントとな

する酪農家の努力や工夫、自然との共存や家畜や動物の生態を実感することができ

ができることを目の当たりにすれば、

授業でも！ 

『ちゃぐりん』
モ～っと知ってほしい！
（5 年生）、

牛乳はいつも同じ味？

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

一緒なのに味が違うよ

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手が

ます。気温・エサ

牛乳の味が季節によって変わる

肪が多いと思う」「牛だって夏バテするかも

冬では、乳脂肪分が変化することを

この授業を通じて、工業製

うになります。そこで『ちゃぐりん』

牛乳はどこから  

給食の牛乳はどのようにつくられ、

の言葉について確認した後、さらにもとをたどっていきます。

んだ十数種の牛乳パックの種類や産地などを調べ

経ていること、生産を通した他地域とのつながりや

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

酪農家の仕事  （

遠足を利用して酪農家の仕事を見学

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

調べたりして日本の食料生産について理解を深める

環境に優しい酪農

酪農をテーマにしたＳＤＧｓ

農家を招いて話を聞きます。

授業につながります。 

小学校の教職員のみなさまへ

つかえる

牛乳は給食に代表されるように子どもにとって身近な存在です。その日常性が教材

で子どもたちの関心を弱めるという弱点とな

ることがポイントとな

自然との共存や家畜や動物の生態を実感することができ

ができることを目の当たりにすれば、人と環境との関わり

『ちゃぐりん』2019 年
モ～っと知ってほしい！

年生）、社会科（

牛乳はいつも同じ味？  （5

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

一緒なのに味が違うよ」「

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手が

ます。気温・エサ・住んでいる場所・季節・育てる人

牛乳の味が季節によって変わる

牛だって夏バテするかも

冬では、乳脂肪分が変化することを示した

工業製品ではなく、乳牛が生み出す農産物を扱う酪農家の工夫や努力にも目を

うになります。そこで『ちゃぐりん』

  （3 年生：

給食の牛乳はどのようにつくられ、運ばれてくるのかを考え

の言葉について確認した後、さらにもとをたどっていきます。

んだ十数種の牛乳パックの種類や産地などを調べ

経ていること、生産を通した他地域とのつながりや

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

（5 年生：社会科

遠足を利用して酪農家の仕事を見学

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

調べたりして日本の食料生産について理解を深める

環境に優しい酪農  （5 年生：社会科

ＳＤＧｓに関わる授業を実践

農家を招いて話を聞きます。地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

小学校の教職員のみなさまへ 

つかえる 

子どもにとって身近な存在です。その日常性が教材

で子どもたちの関心を弱めるという弱点となります

ることがポイントとなります。

自然との共存や家畜や動物の生態を実感することができ

人と環境との関わり

年 11 月号 
モ～っと知ってほしい！ 酪農の世界

（3・5 年生）

5 年生：学活

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

」「同じ牛乳でも違うんだ

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手が

・住んでいる場所・季節・育てる人

牛乳の味が季節によって変わるかどうかも話し合います。

牛だって夏バテするかも」といったように人を足場に考えを深めていきます。その際、

示したグラフがあれば学びが深まります。

品ではなく、乳牛が生み出す農産物を扱う酪農家の工夫や努力にも目を

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

：社会科 

運ばれてくるのかを考え

の言葉について確認した後、さらにもとをたどっていきます。

んだ十数種の牛乳パックの種類や産地などを調べます

経ていること、生産を通した他地域とのつながりや

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

社会科 食糧生産

遠足を利用して酪農家の仕事を見学します。食料生産を支える酪農家の工夫や苦労を実感する

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

調べたりして日本の食料生産について理解を深める

年生：社会科

に関わる授業を実践

地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

 

子どもにとって身近な存在です。その日常性が教材

ります。意図的に酪農家の仕事を取り上げたり、牧場に見学に行った

ります。遠足等を利用して牧場に見学に行

自然との共存や家畜や動物の生態を実感することができ

人と環境との関わりが豊かに学べる

 
酪農の世界」 
年生） 

：学活） 

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

同じ牛乳でも違うんだ

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手が

・住んでいる場所・季節・育てる人

かどうかも話し合います。

といったように人を足場に考えを深めていきます。その際、

があれば学びが深まります。

品ではなく、乳牛が生み出す農産物を扱う酪農家の工夫や努力にも目を

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

 スーパーマーケットの見学

運ばれてくるのかを考え

の言葉について確認した後、さらにもとをたどっていきます。

ます。酪農家から消費者に届くまでを調べ、

経ていること、生産を通した他地域とのつながりや運輸の働きを考える

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

食糧生産）

。食料生産を支える酪農家の工夫や苦労を実感する

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

調べたりして日本の食料生産について理解を深める授業が可能となります

年生：社会科 これからの農業

に関わる授業を実践しましょう。『ちゃぐりん』の記事を紹介した後、地域の酪

地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

子どもにとって身近な存在です。その日常性が教材

酪農家の仕事を取り上げたり、牧場に見学に行った

遠足等を利用して牧場に見学に行

自然との共存や家畜や動物の生態を実感することができ

が豊かに学べる優れた教材となります

 Ｐ14～17

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

同じ牛乳でも違うんだ」「ジャージー牛乳の方が濃いよ

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手が

・住んでいる場所・季節・育てる人などの意見が出てくるでしょう。

かどうかも話し合います。「冬のほうが寒さから身を守るために、脂

といったように人を足場に考えを深めていきます。その際、

があれば学びが深まります。

品ではなく、乳牛が生み出す農産物を扱う酪農家の工夫や努力にも目を

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

スーパーマーケットの見学

運ばれてくるのかを考えます。牛乳パックに表示されている「牛乳工場」

の言葉について確認した後、さらにもとをたどっていきます。スーパーマーケット

。酪農家から消費者に届くまでを調べ、

運輸の働きを考えるようにします

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良いでしょう。

） 

。食料生産を支える酪農家の工夫や苦労を実感する

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

授業が可能となります

これからの農業

しましょう。『ちゃぐりん』の記事を紹介した後、地域の酪

地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

子どもにとって身近な存在です。その日常性が教材として

酪農家の仕事を取り上げたり、牧場に見学に行った

遠足等を利用して牧場に見学に行

自然との共存や家畜や動物の生態を実感することができます。牧草を食べる牛から牛乳

優れた教材となります

17 

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

ジャージー牛乳の方が濃いよ

てくるでしょう。農作物の味がいつでも、どこでも同じでなく、変わることを手がかりに

などの意見が出てくるでしょう。

冬のほうが寒さから身を守るために、脂

といったように人を足場に考えを深めていきます。その際、

があれば学びが深まります。 

品ではなく、乳牛が生み出す農産物を扱う酪農家の工夫や努力にも目を

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

スーパーマーケットの見学） 

ます。牛乳パックに表示されている「牛乳工場」

スーパーマーケットに

。酪農家から消費者に届くまでを調べ、

ようにします

でしょう。 

。食料生産を支える酪農家の工夫や苦労を実感する

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

授業が可能となります。 

これからの農業） 

しましょう。『ちゃぐりん』の記事を紹介した後、地域の酪

地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

文・藤本勇二

VOL.

としての良さ

酪農家の仕事を取り上げたり、牧場に見学に行った

遠足等を利用して牧場に見学に行くことで、生乳を生産

ます。牧草を食べる牛から牛乳

優れた教材となります。

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

ジャージー牛乳の方が濃いよ」等の言葉が出

かりに牛乳の味が変わる理

などの意見が出てくるでしょう。

冬のほうが寒さから身を守るために、脂

といったように人を足場に考えを深めていきます。その際、

品ではなく、乳牛が生み出す農産物を扱う酪農家の工夫や努力にも目を

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良い

 

ます。牛乳パックに表示されている「牛乳工場」

に見学に行き、

。酪農家から消費者に届くまでを調べ、様々な人の手を

ようにします。その学習の過程で、

。食料生産を支える酪農家の工夫や苦労を実感する

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、

しましょう。『ちゃぐりん』の記事を紹介した後、地域の酪

地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

文・藤本勇二 (武庫川女子大学

VOL.79 
 

の良さでもあり、

酪農家の仕事を取り上げたり、牧場に見学に行った

くことで、生乳を生産

ます。牧草を食べる牛から牛乳

。 

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

」等の言葉が出

牛乳の味が変わる理

などの意見が出てくるでしょう。 

冬のほうが寒さから身を守るために、脂

といったように人を足場に考えを深めていきます。その際、夏と

品ではなく、乳牛が生み出す農産物を扱う酪農家の工夫や努力にも目を向けるよ

の記事を紹介して酪農家の仕事に触れるようにすると良いでしょう。

ます。牛乳パックに表示されている「牛乳工場」

に行き、商品棚に並

様々な人の手を

その学習の過程で、『

。食料生産を支える酪農家の工夫や苦労を実感することができま

活動を通して得られた新たな問題を、実際に酪農家や酪農の専門家にたずねたり、様々な資料を

しましょう。『ちゃぐりん』の記事を紹介した後、地域の酪

地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

武庫川女子大学 准教授

でもあり、一方

酪農家の仕事を取り上げたり、牧場に見学に行った

くことで、生乳を生産

ます。牧草を食べる牛から牛乳

種類の牛乳を飲み比べる活動を通して、牛乳の味の違いから乳牛やエサ、生育環境の違いに目を向ける授

です。普段給食で飲んでいるホルスタイン牛の牛乳とジャージー牛の牛乳を飲み比べます。子どもたちから

」等の言葉が出

牛乳の味が変わる理

冬のほうが寒さから身を守るために、脂

夏と

るよ

でしょう。 

ます。牛乳パックに表示されている「牛乳工場」

棚に並

様々な人の手を

『ち

ことができま

様々な資料を

しましょう。『ちゃぐりん』の記事を紹介した後、地域の酪

地域と共に酪農を営む酪農家の仕事を通して、持続可能な農業について関心をも

准教授) 
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 今月のおやつは冬至（２０１９年は１２月２２日）

にちなんだ「ミカンのムース」です。

冬至は一年でいちばん昼間が短くなる日のことで、

「ん」のつくものを食べると「運がよくなる」といわ

れています。おやつに「ミカ

運気が上がること間違いなし！

ＪＡグループの食農教育を

すすめる子ども雑誌
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手作りごちそうソーセージ

 毎月、野菜の作り方をマンガで紹介する連載企画。

今月は「ラディッシュ」の栽培方法を紹介します。ラ

ディッシュはプランターで手軽に栽培可能で、およそ

３０日で収穫ができます。色鮮やかな赤色は

マスツリーの飾りにもおすすめです。
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をたくさん含む野菜で、寒い時期が一番おいしくな

ります。根元の赤いところにも栄養素が含まれてい

るので、捨てずに食べましょう。

クリスマスパーティにぴったりのソーセージ作りを

紹介します。保存ぶくろに入れた材料をしぼり出し、

電子レンジとフライパンで加

チーズやのりを使ったトナカイのかざりつけにも挑戦

してみましょう
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