
69

山川、ヒツジを活用した畜産理解プログラムの開発

緒言

　日本で飼養される家畜の品種は諸外国に比べて少ない。牛で
は、乳用はホルスタイン種が主であり、乳用のメスの飼養頭数
は2017年に132万3000頭であった（農林水産統計）。一方、ヒツ
ジの飼養頭数は1957年には全国で944,940頭飼養されていたが、
60年後の2017年にはわずか17,821頭になった。新潟県では、
1957年（昭和32年）は20,700戸で24,520頭を飼養していたが、
1975年には110戸、150頭に激減し、2000年には４戸、48頭とな
り、その後微増して2017年には16戸、75頭となっている（畜産
技術協会、2019）。日本では現在、養鶏や養豚の農場は防疫対
策の理由から公開は難しく、畜産物の生産現場と消費者が切り
離された状態となっている（森田ら、1999）。両者の距離を縮
めるため、全国に動物とのふれあいや体験学習ができる牧場が
増加し（永井ら、2004）、平成10年には、社団法人中央酪農会
議主催の酪農教育ファーム事業も開始された（中央酪農会議、
2009）。新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター
村松ステーション（以下、FC 村松ステーション）では、乳牛、
ヒツジおよびヤギを飼養している。平成20年度に酪農教育
ファームの認証を取得し、幼稚園児や小学生等を対象にした酪
農体験活動を行っている。来場者は、体験を通して喜びや驚き
を得ているが、体格の大きい牛には近づけない者もいる。また、
生乳の加工体験は、適切な衛生管理が可能な施設が必要である
ことなどから、内容は限定されている。家畜にふれる体験や、
羊毛加工体験は一般に好まれるが、これらの体験は一時的であ
る。市民の畜産への理解を深めるためには、飼育から畜産物利
用まで一連の工程が体験でき、適宜座学を交えた総合的な体験
プログラムが必要であると考えられる。戸数は少ないが、ヒツ

ジの飼養者には、市民が家畜にふれあう場の提供や、羊毛製品
の販売を行う農業法人が存在する（山川ら、2010）。ヒツジの
特徴は、環境への適応性の高さや飼料の利用性に優れ、季節繁
殖性、成長が早いこと、性質が温順で管理しやすい点などで、
羊肉および羊毛のほか、羊乳、毛皮および羊脂などが生産され
る（吉本ら、1988；山川ら、2010）。その他、果樹園や耕作放
棄地の下草管理の省力化や、人の心を癒す家畜として観光への
利用の期待も高まっている（近藤、2000）。本研究では、市民
の畜産への理解を深める手段として、ヒツジの特徴を活かした
総合型畜産体験プログラムを開発し、その効果を明らかにする
ことを目的とした。

材料および方法

　本研究は2009年に行った。ヒツジを活用した総合型プログラ
ム（プログラムＡ）を考案し、従来同ステーションで行われて
きた体験プログラム（プログラムＢ、ＣおよびＤ）と比較して、
参加者の畜産理解への効果を評価することとした（表１.）。FC
村松ステーションで飼養されるヒツジ３頭と施設を用いた。ヒ
ツジはチェビオット種で、事前に病原性大腸菌およびサルモネ
ラ菌の検査を実施し、いずれも陰性を確認した。

ヒツジを活用した総合型畜産体験プログラム

　総合型畜産体験プログラム（プログラム A）は、実際にヒ
ツジと羊毛を扱うことに重点を置いた内容とした。プログラム
のタイトルを「編み物だけじゃない羊毛の世界」とし、２日間
の日程で、ヒツジとのふれあいから羊毛加工までを一貫して体
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要　約
　市民の畜産理解を深めるため、ヒツジを活用した総合型畜産体験プログラムを開発することを目的とした。総合型プログラ
ムは、ヒツジの体重測定、毛刈り、洗毛および羊毛加工体験まで、２日間の日程でヒツジ利用の全般を体験できる内容とした。
従来型プログラムは、家畜と触れ合う体験やジャガイモ栽培体験に短時間の羊毛加工体験を含めた内容とした。総合型プログ
ラムは小学生以上の市民、従来型プログラムは、小学生とその保護者を対象とした。総合型プログラムには小学生から50代ま
での年代の参加者があり、成人同士の参加も多かった。参加者の意識は、総合型プログラムでは、参加の目的が「ヒツジの毛
刈り」（62.5%）であったが、体験後に最も印象に残ったことは「羊毛加工体験」（60.9%）と変化した。従来型プログラムでは、
参加の目的は「羊毛加工体験」や「栽培体験」で、印象に残ったことは、「ヒツジの毛刈り」や「動物とのふれあい」が多かった。
総合型プログラム参加者は体験後、小学生は家畜の見学や飼育への関心が高くなり、中学生以上では羊毛加工に対する関心の
高まりが示された。いずれのプログラムの参加者も、ヒツジに対する印象は好ましく、肯定的であったが、羊毛加工への関心
はプログラムによって異なる傾向があった。以上のことから、ヒツジを活用した総合型畜産体験プログラムは、従来型のプロ
グラムよりも幅広い年代の市民に対応でき、家畜への理解を深め、畜産物への関心を高められることが示唆された。
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験し、参加者の羊毛利用への興味を高めることを目的とした（表
１.）。プログラムの対象者は小学生以上の市民で、定員は40名、
参加費は無料とした。参加者の人数を実施前に確定するため、
事前申し込みとし、新潟大学農学部のホームページ、市報（五
泉市、田上町、新潟市南区）や地方新聞への掲載およびチラシ
の掲示等で案内した。実施場所は、１日目を FC 村松ステーショ
ン、２日目を新潟市生涯学習センターの美術工作室とした。体
験活動の指導は、新潟大学教職員３名、学生８名および講師と
して県内の染織作家１名が行った。体験内容をより理解しやす
くするため、補助資料を作成し、参加者に配布した。
　ヒツジの毛刈り体験は、晴天時には屋外にブルーシートを敷
いて行い、雨天時には舎内で実施した。技術職員がヒツジを保
定し、専用のバリカンを用いて剪毛する様子を参加者が見学し、
さらに希望者は、ヒツジが最も安定した姿勢でいる状態で、職
員がバリカンに手を添える形で体験した。毛刈りの前と後でヒ
ツジの体重を測定し、その差から羊毛の重量を計算した。その
後、刈った原毛を参加者全員で洗い、乾燥させた後に、加工に
利用できる羊毛の重量を測定し、一頭のヒツジからセーター何
着分の羊毛が得られるかを確認した。

従来型体験プログラムに複合させたヒツジの体験プログラム

　従来型畜産体験プログラム（プログラム B、C、D）は、従
来から FC 村松ステーションで行っている体験活動を踏襲し、
それぞれ内容の異なる農業体験活動に複合させ、教職員と学生
の指導の下で、短時間の羊毛加工体験を行う内容とした。プロ
グラム B は、タイトルを「酪農・羊毛加工体験教室」とし、
目的を農業や家畜に親しみ、羊毛加工体験を通して畜産物利用
について紹介することとした（表１.）。対象者は、事前の申し
込みの時点で定員超過のためプログラム A に参加できなかっ

た市民とした。プログラム C は、新潟市西区と新潟大学農学
部附属フィールド科学教育研究センターが共催した「西区親子
ふれあい農業体験ツアー」というタイトルの栽培体験事業の一
部で、羊毛加工体験を実施した。対象者は新潟市西区在住の小
学生とその保護者で、種苗代と昼食代は有料、羊毛加工体験に
関しては無料とした。プログラム D は、毎年８月上旬に開催
される FC 村松ステーションの農場一般公開行事の一部として
実施した。当日の来場者が自由に随時参加できる形式で、羊毛
加工体験を無料で行った。プログラム C および D ともに、参
加者が農業や家畜に親しみ、羊毛加工体験を通して畜産物利用
について理解を深めることを目的とした。

体験プログラムの評価方法

　各体験プログラムの畜産理解への効果などを評価するため、
体験終了後、参加者にアンケート調査を実施した。アンケート
は、小学生と中学生以上の年代別に設定した。小学生向けの質
問項目は、性別や学年、体験内容で最も印象に残ったこと、ヒ
ツジの利用経験および今後の体験プログラムへの参加意欲とし
た。中学生以上の参加者への質問項目は、属性（性別や年代）、
プログラムへの参加の目的、印象に残ったこと、ヒツジの利用
経験と興味の有無、今後の体験プログラムへの参加意欲および
感想等とした。プログラム別のアンケート結果の有意差につい
ては、回答数が少ないため、統計解析は行わなかった。

結果

　総合型プログラム A は、定員40名に対し90名の申し込みが
あり、先着24組50名（小学生22名、中学生以上28名）の参加を
受け入れた。従来型のプログラム B、C および D の参加者は

表１．畜産理解のためのヒツジを活用した体験プログラムの概要
プ　ロ　グ　ラ　ム 総　合　型 従　来　型

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
プログラムの独立性 独　　　立 酪農体験と複合 栽培体験と複合 農場イベントと複合
実　　　施　　　日 ５月17日 ６月21日 10月17日 ４月25日 ８月９日
体験または活動時間 ５時間 ５時間 ５時間 ４時間 0.5～１時間

対　　　象　　　者 小学生以上の一般市民 小学生以上の
一般市民 小学生と保護者 一般市民

定　　　　　　　員 40 40 50 非設定
活　  動　  内　  容
　講　　　義 〇 － 〇 〇 －
　農場クイズ － － 〇 － 〇
　めん羊に触れる 〇 － － 〇 －
　めん羊の毛刈り 〇 － － 〇 －
　羊毛を洗う 〇 － － － －
　羊毛加工体験
　　カーディング － 〇 〇 － 〇
　　マスコット作り － 〇 〇 〇 〇
　　フェルト細工 － 〇 〇 － 〇
　　毛糸をつむぐ － 〇 － 〇 －
　乳牛に触れる － － 〇 〇 －
　子牛の哺乳体験 － － 〇 － 〇
　山羊に触れる － － 〇 〇 －
　ジャガイモの植付け － － － 〇 －
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それぞれ、９組27名（小学生13名、中学生以上14名）、17組50
名（小学生28名、中学生以上22名）および８組17名（小学生６
名、中学生以上11名）であった。実施日の天候は、プログラム
A、C および D で雨、B は晴れだった。いずれのプログラムも
予定通りの内容を実施した。中学生以上の参加者の年代は、プ
ログラム A （n = 23） で10～50代、プログラム B （n = 11） は
30および40代、プログラム C （n = 17） は20～40代およびプロ
グラム D （n = 11）は10～70代以上となった。総合型プログラ
ムは、従来型プログラムよりも幅広い年代の参加があった（表
２.）。
　一緒に参加した者との関係は、プログラム A で「家族」が
52.2%、「友達」が34.8%、「単独参加」が13% で、成人のみの
参加も多かった。プログラム B、C および D では「家族」が
90% 以上を占めた。参加者の住所は、プログラム A は新潟市
が最も高く（82.6%）、プログラム B および C も同様であった。
プログラム D では参加者の45.5% が五泉市在住で、新潟市は
9.1% であった。
　小学生のアンケート回答数は、プログラム A、B および C
でそれぞれ20、10および17で、男児が30%、女児が70% だった。
プログラム D では６人分の回答全てが女児であった。以前に
ヒツジを見たことがある小学生は、プログラム A ～ D におい
てそれぞれ54.2% （n = 24）、60.0% （n = 10）、58.8% （n = 17）
および83.3% （n = ６）で（表３.）、プログラム A、B および D

に参加した小学生のヒツジの利用の経験は、「見学・さわる」、
「えさやり」、「なし」が多かった。プログラム A、B および C
に参加した小学生の最も印象に残ったことは、A では「羊毛
加工体験」が最も高かった（70.0%）が、B および C では、体
験内容ごとの差は見られなかった（図１.）。プログラム参加後
のヒツジ利用に対する興味は、「しいく」や「えさやり」が高く、
体験を通してヒツジへの興味が高まったようであった（表３.）。
更に、今後の体験への参加意欲は、「とてもやりたい」と「ま
あまあやりたい」という回答が、プログラム A では80%、プ
ログラム B および D では100% と非常に高く、いずれのプロ
グラムも「ぜんぜんやりたくない」は０% であった。
　プログラム A ～ D に参加した中学生以上の市民のヒツジを
見た経験は、それぞれ70.8% 、72.7% 、64.7% および90.9% であっ
た。全体として小学生の参加者よりも多かった。中学生以上の
参加者のヒツジの利用経験（複数選択）は、プログラム A で

表２． ヒツジを活用した体験プログラムの参加者の年代別人数
（中学生以上） （単位：%）

総合型 従来型
体験型プログラム A B C D

回答者数 （=23）（n=11）（n=17）（n=11）
性別 男性 13.0 36.4 11.8 27.3

女性 65.2 63.6 88.2 72.7
無回答 21.7 0.0 0.0 0.0

年代 10代 0.0 0.0 0.0 9.1
20代 4.3 18.2 0.0 9.1
30代 34.8 45.5 47.1 36.4
40代 30.4 36.4 53.0 9.1
50代 30.4 0.0 0.0 9.1
60代 0.0 0.0 0.0 9.1
70代以上 0.0 0.0 0.0 18.2

誰と一緒に
参加したか

家族 52.2 100.0 100.0 90.9
友達 34.8 0.0 － 0.0
一人 13.0 0.0 － 9.1

地域 新潟市 82.6 72.7 100.0 9.1
阿賀野市 17.4 0.0 － 0.0
五泉市 0.0 18.2 － 45.5
その他新潟県内 0.0 9.1 － 45.5

情報源 人づてに聞いて 34.8 0.0 － －
新潟市広報誌 34.8 36.4 100.0 －
阿賀野市報 13.0 0.0 － －
地方新聞 13.0 63.6 － －
農学部ホームページ 4.3 0.0 － －

※「－」と表記された欄は、アンケートで質問をしなかった。

表３． 参加者のプログラム体験前のヒツジ利用経験と体験後の
関心（小学生） （単位：％）

総合型 従来型
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

項目 選択肢 （n=20）（n=10）（n=17）（n=6）
ヒツジを見た経験 ある 54.2 60.0 58.8 83.3
今までにやったこ
とのあるヒツジの
利用（複数回答）

見学・さわる 41.7 60.0 － 16.7
えさやり 25.0 10.0 － 33.3
毛がり 8.3 10.0 － 0.0
毛糸つくり 8.3 0.0 － 0.0
あみもの 12.5 40.0 － 0.0
しいく 0.0 0.0 － 0.0
なし 33.3 0.0 － 33.3

これからやりたい
ヒツジの利用

（複数回答）

見学・さわる 45.0 50.0 － 0.0
えさやり 15.0 30.0 － 16.7
毛がり 30.0 50.0 － 16.7
毛糸つくり 40.0 50.0 － 16.7
あみもの 40.0 30.0 － 33.3
しいく 55.0 60.0 － 16.7
なし 0.0 0.0 － 16.7

※ プログラムＣでは、ヒツジの利用に関するアンケートを実施
しなかった。

図１．�ヒツジを活用した畜産体験プログラムの体験後に最も印
象に残ったこと（小学生） 

　　　※ジャガイモの植え付けはプログラム C のみで実施
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は羊肉料理が最も高く（37.5%）、次いで「見学やふれあい」
（29.2%）、「えさやり」（25.0%）および「経験なし」（25.0%）で、
プログラム B、C および D の参加者においても同様であった（表
４．）。中学生以上の参加者における、参加の目的と体験後に最
も印象に残ったことは、プログラム A では、参加の目的は、「ヒ
ツジの毛刈り」が最も多く（62.5%）、最も印象に残ったことは「羊
毛加工体験」であった（60.9%）。プログラム B では、参加の目
的は「羊毛加工体験」が最も多く（54.5%）、最も印象に残った
ことは「動物の見学・ふれあい」であった（36.4%）。プログラ
ム C では、参加の目的は、「ジャガイモの植え付け」が最も多

く（58.8%）、最も印象に残ったことは「ヒツジの毛刈り」であっ
た（47.1%）（図２.）。さらに、今後のヒツジ利用に対する興味は、
プログラム A で実施した「糸紡ぎ」（56.5%）および「フェルト
細工」（47.8%）、プログラムには含まれなかった「編み物」（39.1%）
への興味が高かった。プログラム B、C および D の参加者でも、
今後のヒツジ利用に対する興味は、羊毛加工に関するものが多
かった。しかし、プログラム C では、「ヒツジ利用に対する興
味が無い」と言う回答が35.3% と多かった（表４.）。今後の家
畜を利用した体験型プログラムへの参加意欲は、「参加したい」
と「内容によっては参加したい」を合わせると、プログラム A
では82.6%、プログラム B では90.9% およびプログラム C では
89.0% と高く、対してプログラム D では54.6% であった。
　体験後の参加者のヒツジに対する印象は「可愛い」「好き」「飼
いたい」など肯定的な選択肢を選んだ割合が高く、「可愛くない」

「嫌い」などの否定的な回答は少なかった。小学生においては、
中学生以上の参加者に比べ、「やさしい」、「好き」「飼いたい」
と回答した者が多かった。この傾向は全てのプログラムにおい
て同様であった（図３.）。

考察

　アンケート結果から、総合型および従来型畜産体験プログラ
ムとも、事前の参加の目的と体験後に印象に残ったことは異
なっており（図１.）、ヒツジの毛刈りや家畜とのふれあいが、
参加者にとって自身の予想以上に印象深かったことが示され、
体験プログラムは、畜産への理解に効果をおよぼす可能性が示
唆された。中でも総合型畜産体験プログラムには、定員の２倍
以上の参加申し込みがあり、市民の高い関心が示された。小学
生と保護者という組み合わせだけでなく、社会人同士の参加も
多かった。参加者はもともとヒツジと羊毛加工体験に関心があ
り、プログラムへの参加によって、更に関心が高まったと考え
られた（図１.）。総合型畜産体験プログラム終了後、小学生で
は家畜の見学や飼育への関心が高くなり、中学生以上ではヒツ
ジの飼育よりも糸つむぎ、編み物およびフェルト細工といった
羊毛加工に対して関心の高まりが示された。プログラム B の
参加者は、他のプログラムに比べて毛刈り体験への関心が高く、
羊毛加工への関心も他のプログラムよりも高い傾向があった。
これは、プログラム B の参加者はプログラム A への参加を希

図２．�ヒツジを活用した畜産体験プログラムへの参加目的およ
び体験後に最も印象に残ったこと （中学生以上）

　　　※ジャガイモの植え付けはプログラム C のみで実施
図３．�ヒツジを活用した畜産体験プログラムの参加者のヒツジ

に対する印象（複数回答）

表４．参加者のプログラム体験前のヒツジ利用経験と体験後の
　　　関心（中学生以上） （単位：％）

総合型 従来型
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

項目 選択肢 （n=23）（n=11）（n=17）（n=11）
ヒツジを見た経験 ある 70.8 72.7 64.7 90.9
ヒツジ利用の
経験（複数回答）

見学・ふれあい 29.2 63.6 29.4 45.5
エサやり 25.0 18.2 23.5 0.0
毛刈り 0.0 0.0 5.9 0.0
糸紡ぎ 4.2 0.0 23.5 0.0
編み物 16.7 9.1 17.6 9.1
フェルト細工 16.7 9.1 17.6 0.0
羊肉料理 37.5 0.0 11.8 18.2
飼育 0.0 0.0 0.0 0.0
なし 25.0 27.3 41.2 27.3

これからやりたい
ヒツジの利用

（複数回答）

見学・ふれあい 13.0 54.5 5.9 9.1
エサやり 26.1 54.5 23.5 9.1
毛刈り 26.1 63.6 23.5 27.3
糸紡ぎ 56.5 54.5 35.3 9.1
編み物 39.1 45.5 5.9 18.2
フェルト細工 47.8 45.5 47.1 27.3
羊肉料理 21.7 36.4 0.0 0.0
飼育 21.7 9.1 11.8 0.0
なし 0.0 9.1 35.3 0.0
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望していた市民であり、毛刈り体験が内容に含まれなかったこ
ととプログラムの活動時間がAの半分程度であったことから、
もともと持っていた関心が満たされなかった面と、体験によっ
て更に羊毛加工の関心が高まったのではないかと考えられた。
プログラム C では「ヒツジ利用に関する興味が無い」と回答
した参加者が全体の35.3％で、他のプログラムに比べて多い傾
向があった。これは、参加の目的がジャガイモの栽培体験であ
るため、毛刈りの見学は印象に強く残ったものの、ヒツジへの
関心には至らなかったことが示唆された。事前の申し込みが不
要で、農場の一般公開の一部で短時間の体験をしたプログラム
D の参加者は、来場の主目的がヒツジの体験ではない市民と考
えられ、ヒツジ利用への関心は他のプログラムに比べて全体に
低かった。一方で、いずれのプログラムの参加者も、ヒツジに
対して好意的な印象を持っており（図３.）、このことは近藤ら

（2005）の報告と同様であった。プログラム A の参加者アンケー
トには、プログラムを通して、ヒツジと羊毛に愛着を持ったと
いう回答が多かった。このことから、ヒツジを活用して畜産の
理解を深めるプログラムを効果的に実施するには、独立した総
合型のプログラムを準備し、年代を問わずに参加意欲のある市
民に参加を募ることが重要であると考えられた。総合型プログ
ラムは、従来型に比べ、施設や器具の準備、実施側の人員を多
く必要とするが、ヒツジの飼育体験やふれあいの時間を増やす
ことで、小学生にはヒツジそのものへの関心の高まりが期待で
きる、羊毛加工体験を多く取り入れることで、中学生以上の参
加者を誘致することが出来、羊毛加工の観点から畜産への理解
を図る効果があるのではないかと考えられた。家畜とのふれあ
い体験を行う際には、人獣共通感染症に対応した衛生管理が必
要で、参加者の体験前後の手洗い、アルコール消毒の実施が有
効である（酪農教育ファーム専門委員会、2005）。ヒツジや羊
毛を活用したプログラムでも、手洗いを適宜行い、衛生面での
安全性を確保しながら、比較的安心して実施できるプログラム
であると考えられた。
　以上のことから、ヒツジを活用した総合型畜産体験プログラ
ムは、従来型のプログラムよりも、市民の年齢や経験に応じて
幅広く対応でき、家畜および畜産物利用への理解を深められる
と考えられた。
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Summary
　The objectives of this study were to develop new comprehensive practical program for understanding of livestock 

farming. The comprehensive practical program contained weight measurement of a sheep, shearing, fleece washing and wool 
processing. On the other hand, three types of the short time wool processing program also provided as general program. 
They were included the agricultural education activity in the farm. In the comprehensive practical program, the participants 
with different generations were entered in contrast with the general program which were most of the participants were 
parent and child. The impressions of the participants after the program were drastically changed. In the comprehensive 
program, 62.5% of the participants had most interest in shearing, but they got most impression to wool processing (60.9%). 
Likewise, the participants of the general program had most impression on wool processing and contact with animals even 
they expected the shearing or planting potatoes beforehand. The participants in the comprehensive program showed more 
positive interest about to shepherd or using wool or mutton than the participants of the general program. They had positive 
impression on the sheep, such as, cute, nice and want to keep. In conclusion, the comprehensive practical program using 
sheep and its products was suitable for any generation and was able to give good understanding of livestock farming.
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