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1．はじめに 

地球規模や地域規模の環境問題への関心が高ま

っているが，問題解決に求められる行動との剥離

の背景に社会的ジレンマがある 1)。一人ひとりが

環境配慮に向けた具体的行動に至るためには環境  
学習，環境教育が重要な役割を果たしている 2)。 
本学では，大学生の環境配慮行動につなげる教

育手法のひとつとして，身近な環境問題である地

域の森林保全に焦点をあてて 2006 年に森林体験

学習を試みた。その課題を振り返り，2008 年に導

入・本題・振り替えりの一連の環境教育プログラ

ムを実践した。本稿では，大学生の森林環境教育

プログラム導入の教育効果について報告する。 
 

2．プログラムのねらいと概要 

学生の主体的参加を保障する体系的なプログラ

ムを目指して，事前学習で森林保全に関する知識

の向上と目的の明確化を図ること、事後学習で体

験談を互いに明らかにし，当事者意識を持たせる

ことを目的とした。実施プログラムは表1 に示す

ように，2つの導入，本題，2つの振り返りの構

成とした。「振り返り1」では，作業までの全般を

振り返り，積極的に参加できたかをアンケートで

尋ねた。森林保育経験の有無，事前の受け止め方，

作業中・作業後の受け止め方に分けて体験レポー

トの資料づくりをした。「振り返り2」では，全員

が作成した体験レポートを発表し，発表全体に関

する感想シートを記入した。 
表1．環境教育プログラム 

区分 日程 内  容 

導入１ 

（90分） 

6 月18日 

（水） 

講演「森林・林業の基礎知識－人工林施行－」

森林保全に関する感想シート記入（講演後） 

導入２ 

（90分） 

6 月25日 

（水） 

DVD上映：「森林保全について考える」  

DVDに対する感想シート記入  

本題 

（4時間30分） 

6 月28日 

（土） 

森林体験の実習   

植林地の下刈りおよび植物観察会  

振り返り１ 

（90分） 

7月2日 

（水） 

森林体験レポートの資料作り  

森林体験学習のアンケート   

振り返り２ 

（90分×2回） 

7月9日（水） 

7月16日（水） 

体験レポート発表  

発表に対する感想シート記入  

 

3．環境教育の効果 

授業の「導入」と「振り返り」の感想シートお

よびアンケート結果から教育効果を調べた。振り

返り1で行った体験後のアンケート結果を表2に

示す。導入1で森林保全の大切さと実際の作業の

理解度は高まったが（87%），導入2のDVD 学習

では森林保育への興味・関心は64%が肯定するに

とどまった。しかし，本題の作業で積極的な参加

態度（94%）が見られており，下刈りをする目的

の理解に加え，再参加の希望者（53%）もでた。

振り返り2ではレポート発表による意識の共有化

を図り，同体験に対する受けとめ方の違い等が感

想シートで確認された。 
表2．体験後のアンケート回答（振り返り1） 

受講生の経験状況　（複数回答） (人)

（1）下草刈りの経験がある 5
（2）下刈りは未経験であるが，鎌を使ったことがある 7
（3）森林の中で遊んだことがある 13
（4）森林の中にはいるのは初めてである 1

　導入1：下刈り作業の講演　（受講者15人）
全くそう思う＋
ややそう思う

（1）わたしは積極的に講演の話に参加した。 67%
（2）講演を聞いて，森林保全の大切さを理解した。 87%
（3）講演で実際の作業を理解できたので良かった。 87%
（4）講演の事前学習は無駄だと思った。 13%
（5）講演を聞いて森林保全の興味が湧かなかった。 27%

　導入2：DVD学習　（受講者11人）
全くそう思う＋
ややそう思う

（1）わたしは積極的にDVD学習に参加した。 36%
（2）森林保育に対する理解が深まった。 45%
（3）森林保育に対する興味・関心が深まった。 64%
（4）ビデオ学習は無駄だと思った。 18%
（5）ビデオを見て森林保全の興味は湧かなかった。 27%

　本題：下刈り作業体験　（受講者17人）
全くそう思う＋
ややそう思う

（1）わたしは積極的に下刈り作業に参加した。 94%
（2）作業して，森林保全の興味・関心が一層深まった。 41%
（3）２回の事前講義を受けたことが実習に役に立った。 35%
（4）機会があればまた参加してみたいと思った。 53%
（5）下刈り作業をする目的が理解できなかった。 12%
（6）二度と下刈り作業に参加したくないと思った。 29%  

 

4．まとめ  

導入・本題・振り返りの一連のプログラムはま

だ試行の段階である。今後は活動前後に同一アン

ケートを行うなどプログラムを改善して，教育効

果を定量的に評価する必要があると考えている。 
【文献】 
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環境問題の関心が高まるなかで，問題解決に向けた行動と意識との剥離が指摘されている。一人ひとりが具体的行動に至るためには環境教育の
役割が重要である。本学科では大学教育目標のひとつ，「問題解決能力を高める教育」の実現に向けて，具体的な行動を考える機会を提供するた
め，2006年より森林体験学習を実施している。本報告では、2008年度に導入した一連のプログラムにおける教育的効果を報告する。
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森林体験学習の実施場所森林体験学習の実施場所 区分 日程 内 容

導入１
（90分）

6月18日
（水）

・講演「森林・林業の基礎知識 －人工林施行」
・森林保全に関する感想シート記入（講演後）

導入２
（90分）

6月25日
（水）

・DVD上映：「元気な森を育てるために

－私たちのくらしと森林」

・DVDに対する感想シート記入

本題
(4.5時間)

6月28日
（土）

・森林体験実習
植林地の下刈りおよび植物観察会

振り返り１
（90分）

7月2日
（水）

・森林体験レポートの資料作り
（過去の体験歴，実施前の受けとめ方，実施後の受け止め方）

・森林体験学習のアンケート
（下刈りの経験，森林体験の状況，講演・DVD学習・本題への参

加態度，目的の理解度について）

振り返り２ 7月9日 体験レポ ト発表

区分 日程 内 容

導入１
（90分）

6月18日
（水）

・講演「森林・林業の基礎知識 －人工林施行」
・森林保全に関する感想シート記入（講演後）

導入２
（90分）

6月25日
（水）

・DVD上映：「元気な森を育てるために

－私たちのくらしと森林」

・DVDに対する感想シート記入

本題
(4.5時間)

6月28日
（土）

・森林体験実習
植林地の下刈りおよび植物観察会

振り返り１
（90分）

7月2日
（水）

・森林体験レポートの資料作り
（過去の体験歴，実施前の受けとめ方，実施後の受け止め方）

・森林体験学習のアンケート
（下刈りの経験，森林体験の状況，講演・DVD学習・本題への参

加態度，目的の理解度について）

振り返り２ 7月9日 体験レポ ト発表

20082008年度のプログラム年度のプログラム

４．地域課題の理解：自然体験，地域との交流

DVD学習後の感想 （シートより抜粋）

【森林保全の理解】

•木の種類，間引きの必要性がどう役立っているかを理解できた。

•細い木は土砂をせき止める力は弱いので，森林の必要性がよくわかった。

•台風による倒木のせいで土砂崩れが起きる。森林は思っているより大切だ。

•木は60歳でCO2を余り吸収しないことを知ったので勉強になった。

•高校生の頃にノコギリでの間伐体験をして大変だったことを思い出した。

•森林を守るために行動を起こし，誇りに思っている人がいることはすごい。

導入２

【目的・内容の理解】

•森林作業の危険性がよくわかった。ケガをしないよう気をつけたい。

• 一番辛い作業の下刈りを一番過酷な時期の夏にやらなければならない。

• 木を立派に育て上げるのはすごく大変なことだと思う。

• 人間と自然は緊密に関係しているので，森林保全は重要。

• 下刈り作業の内容，必要性がよくわかった。

性 す 意味 色 な 方 がわ

講演後の感想 （シートより抜粋）

導入１実習日の状況
実施日：2008年6月28日
天 候 ：作業前後，雨
実習指導：NPO法人
『ふれあいの里・高梁』

実習内容：植林地の下刈り

高梁市松山地内高梁市松山地内
振り返り２
（90分）

7月9日・
16日（水）

・体験レポート発表
・発表に対する感想シートの記入

振り返り２
（90分）

7月9日・
16日（水）

・体験レポート発表
・発表に対する感想シートの記入

振り返り１で確認した効果

DVD学習は無駄だとは思わないが、参加意欲、

事前講演は概ね積極的に参加して、森林保全の
大切さ、作業内容を十分理解できた。

振り返り１

森林体験後のアンケート結果-１
受講生の経験状況 （複数回答）

（4）森林に入るのは初めてである。

（3）森林の中で遊んだことがある。

（2）下刈りは未経験だが，鎌を使ったことがある。

（1）下草刈りの経験がある。

振り返り１

森林体験後のアンケート結果-２
導入1：DVD学習（受講者11人）

（5）森林保全の興味は湧かなかった

（4）DVDオ学習は無駄だと思った

（3）森林保育の興味・関心が深まった

（2）森林保育の理解が深まった

（1）積極的にDVD学習に参加した

•スギ・ヒノキは人工林だが，広葉樹がないと植林をした意味が無くなる。

【活動への意欲】

•木は色々な役割を果たしてとても重要だ。森林体験学習を頑張りたい。

•木が一つずつ年輪を作るのに驚いた。小さな木を大切に守っていきたい。

•手入れされていない多くの人工林に対し，将来森林を守っていきたい。

• 下刈りの必要性，夏にする意味，色々な下刈り方式がわかった。

•森林保全や下刈りに無知なので，行く前に知識を増やせて良かった。

•専門用語を詳しく知り，知識が増えた。

【活動への意欲】

• 大変だが，やりがいがありそうで，とても楽しみ。

• 森林保全の大切さや必要性がわかり，森林体験は楽しくなった。

結
果
及
び
考
察

結
果
及
び
考
察

理解、興味・関心は6割程度にとどまった。

本題の作業をほぼ全員が積極的に参加できた。

課題：事前講義では，興味・関心の程度が低く，
高めるための工夫が必要。

（94%）

感想シートから抜粋

体験に様々な思いや疑問があり，活動に興味が出たという人もいた。

体験レポート発表に対する感想
振り返り２

導入1：下刈り作業の講演（受講者15人）

全く+やや、そう思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（5）森林保全の興味が湧かなかった。

（4）講演の事前学習は無駄だと思った。

（3）実際の作業を理解できたので良かった。

（2），森林保全の大切さを理解した。

（1）わたしは積極的に講演の話に参加した。

「全く＋ややそう思う」の割合

0 5 10 15（人)

「全く+ややそう思う」の割合

本題：下刈り作業体験 （受講者17人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（5）下刈り作業の目的が理解できなかった

（4）機会があればまた参加したいと思った

（3）２回の事前講義が実習に役に立った

（2）森林保全の興味・関心が一層深まった

（1）積極的に下刈り作業に参加した

「全く+ややそう思う」の割合

受け止
め方

内 容

振り返り１

体験に関する自由記述体験に関する自由記述--２２ （抜粋）（抜粋）

受け止
め方

内 容

振り返り１

体験に関する自由記述体験に関する自由記述--２２ （抜粋）（抜粋）

受け止
め方

内 容

振り返り１

体験に関する自由記述体験に関する自由記述--１１ （抜粋）（抜粋）

受け止
め方

内 容

振り返り１

体験に関する自由記述体験に関する自由記述--１１ （抜粋）（抜粋）

【教育的効果】

地域の交流について，自分を含めて全員が好印象を持った。

発表では，最初の「だるかった」が，最後に「良かった」に変わった。

環境問題は語る。学ぶのでなく，行動しなければいけない時代だ。

自分たちの世代に必要なことは体験しながら学ぶことだ。

下刈りは決して楽ではないが，とてもやりがいのある楽しい作業。

自分から進んで何かを学ぶことの大事またさを改めて実感した。

一人ひとり感じ方が異なり，色々な考えや色々な角度から体験を聞いた。

作業の受けとめ方も違い，実習ひとつで各々の心境が変化していた。

また機会があれば，是非行きたい。積極的に参加したい。

反省的

以外に草が高かった。

４月とか，もっと涼しい日にできた方が良い。

もう少し余裕を持って作業がしたかった。

下刈りは為になったが，ノルマもないし時間が短かった。

作業開始前に，未経験の人に経験者が実演してみせるべき
だと思った。

下刈りをしたが，また草が生えてきそうだ。

消極的
否定的

思ったより急斜面で大変だった，思ったより疲れた。

普段の生活で山にはいることはないので，講義名に合わない。
街のゴミ拾いの方が普段の生活に関係するのでましだ。

反省的

以外に草が高かった。

４月とか，もっと涼しい日にできた方が良い。

もう少し余裕を持って作業がしたかった。

下刈りは為になったが，ノルマもないし時間が短かった。

作業開始前に，未経験の人に経験者が実演してみせるべき
だと思った。

下刈りをしたが，また草が生えてきそうだ。

消極的
否定的

思ったより急斜面で大変だった，思ったより疲れた。

普段の生活で山にはいることはないので，講義名に合わない。
街のゴミ拾いの方が普段の生活に関係するのでましだ。

め方

意欲的

始めての下草刈りで，経験がないし鎌を使ったことがないが，
楽しい。もう一度下刈り作業に是非参加したい。

遠足気分で，思ったより楽しかった。

最初はめんどくさかったけれど，行って良かった。とても楽し
かった。

終わった後は気分が良かった。

下刈り以外はあまり乗り気でなかったけど，森林保全に興味
が持てた。次はもっと安全なものをやりたい。

公民館の人たちがとても優しく交流的だった。

この活動を通じて，環境保全の意識が培うと思う。
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最初はめんどくさかったけれど，行って良かった。とても楽し
かった。

終わった後は気分が良かった。

下刈り以外はあまり乗り気でなかったけど，森林保全に興味
が持てた。次はもっと安全なものをやりたい。

公民館の人たちがとても優しく交流的だった。

この活動を通じて，環境保全の意識が培うと思う。

【教育的効果】

◆ 導入・本題・振り返りの中で，学生の受け止め方を確認できた。（積極的，消極的，否定的）

◆ 本題の作業で意識の共有化を図り，体験発表で異なる受け止め方があることを相互に確認した。

◆ 教育のねらいが浸透していない部分があった。

【課題】

◆ 事前学習の改善を図る必要がある。 （目的・意義の明確化，討論による問題意識の共有など）

◆ 初年次教育としての位置づけを高める。

高梁地域とのコミュニケーションツール，留学生の日本の自然体験，学生間の意識共有と交流に活用
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