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１．はじめに  

地球規模では森林減少の問題，地域規模では森林の有する里山文化継承の問題から，森

林環境教育の重要性が唱えられている。アジアの森林減少においては、海外からの輸入木

材に依存する日本人の日常生活と深い関わりがある。国内では，安く輸入される外材の影

響を受けて国内木材価格が下落し，国産材供給量は 1985 年以降から減少に転じている 1)。

これに林業就業者の高齢化と後継者不足が加わり，植林された多くの針葉樹林は維持管理

の遅れや管理放棄により荒廃の恐れが懸念されている。このため，将来的に国内の適切な

森林整備を行ううえで，労働力の確保・育成などへの取り組みが求められており，国民に

よる森林の整備及び利用の推進や都市と山村との交流等，森林環境教育を行うことが重要

になっている。森林環境教育は森林資源を活用した体験学習型の環境教育プログラムであ

り，主体的に環境保全・環境配慮行動を実践する能力を養い，より確かな環境教育とする

ための効果が期待されている。本学部では，環境管理活動の推進できる人材育成を教育目

標に掲げており，環境教育プログラムの試みとして，岡山県高梁市で活動している  NPO
法人との共同作業により森林の保育・植林等の保全活動を行った。本研究では，保全活動

の現況を踏まえながら，森林の教育的利用で得られた効果を報告する。  
 
２．森林環境教育のねらい  

森林・林業基本法第 17 条（都市と山村の交流等）によれば，森林環境教育とは「国は，

国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに，健康的でゆとりある生活に資

するため，都市と山村との間の交流の促進，公衆の保健又は教育のための森林の利用の促

進その他必要な施策を講ずるものとする」と位置づけられている。森林は人類の生存基盤

である地球環境を形成し，精神的，物質的な両面で豊かな恵みをもたらす存在であるゆえ

に，人との多様な関わりを有している 2)。本研究では，森林を利用した環境教育活動を行

うことで，日常的に自然との関わりや森林体験等が少なくなった世代の学生に対して森林

と人との関係を考え，土地の里山文化の歴史の正しい理解と継承を含めてプログラム実践

のねらいにした。  
 
３．森林保全の背景  
（１）岡山県高梁市の林況  

高梁市は岡山県中西部に位置する人口 35,786 人（2008.3.31 現在）の小都市で，中山間

地域が大部分を占める。森林面積 42,5264ha のうち民有林率が高く（97.5%），林野率（77.7％）

は県内市町村では 7 番目に高い 3)。民有林の林況は，天然アカマツ林(29.8％)，コナラ・シ

イ・カシなどの天然広葉樹林(45.9％)が主体であり，人工林率は 25.1％にすぎない。しかし，

人工林の 78%を占めるスギ・ヒノキの針葉樹は 8 齢級をピークに資源構成され，除・間伐

等の保育を必要としている。木材材価の低迷，松くい虫被害，林業従事者の高齢化等によ

り，高梁市においても森林施業の実施は年々困難になっている。  
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（２）NPO の保全活動事業  
高梁市では NPO や森林組合が健全な森林（天然林，人工林）の造成をめざして，森林活

動に魅力を感じる大学生を中心とした若者とともに森林ボランティア活動を行っている。

2006 年 3 月に設立された「NPO 法人・ふれあいの里・高梁（理事長  小宮山節夫）」は里山

文化の継承や自然環境の保全を図るため，森林・林業体験を中心に，自然観察会の開催，

森林を生かした物作りなどの森林環境教育を通じて青少年健全育成の活動を行っている。

学校教育との連携，行政・企業との協働による森林・林業研修では多数の参加者を得てお

り，地域住民との交流の広がりが成果を挙げている。  
 
４．森林利用による実践プログラム  
（１）実施時期と内容  

NPO 法人の企画する森林保全プログラムのうち，2006 年 5 月～12 月の 4 プログラムに

対して 1・2 年次の学生延べ 78 人が参加した。プログラムの内容は植林地の下刈り，間伐，

植樹および植菌作業であった。実施時期，作業別参加人数，天候等を表 2 に，森林保育の

活動状況を図 1～4 に示す。  
 

表 1．学生による森林体験活動の内容  

No. 日時  活動場所  活動内容  参加者数  天候  

1 5.27（土） 高梁・美しい森  植林地下刈り  31 人  午前曇り，作業終了前から雨  

2  7.1（土） 川上・共生の森  植林地下刈り  7 人  朝から雨，作業中は土砂降り  

3 11.4（土） 川上・共生の森  ノコギリ間伐  8 人  快晴  

4 12.9（土） 高梁・美しい森  植樹，植菌作業  29 人  前日雨降り。午前曇り，午後雨  

 

 

図 1. 植林地の下刈り  
 

図 2. 植林スギのノコギリ間伐  

 

図 3. 植樹苗の植え付け  
 

図 4. キノコの食菌作業  
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（２）教育効果の評価  
 森林体験に臨む参加学生の事前意識にはポジティブとネガティブ的な思考があり，さら

に草刈り等の経験を持つ人がいた。活動後に提出したレポートの分析から，①活動の効果，

②活動の意味の理解，③地域・人との交流，④自己意識の 4 分類に関係する語句を抽出し，

事前の考え，作業中・作業後の受け止め方を活動別に整理することで教育効果を評価した。 

 

５．結果と考察 

（１）下刈り  
2 つの下刈り作業について，活動前に一般的・肯定的受けとめ方をした人，草刈りなど

体験がある人，疑問や否定的受けとめ方をした人に分けて，活動後の意識変化を表 3 に示

した。作業に対して事前に異なる受けとめ方をした参加者のほとんどで，肯定的な受けと

め方への変化があった。ネガティブ思考で参加した人でも，ポジティブ思考への意識変化

が見られた。  
 

表 2．下刈り作業における環境配慮意識の変化  

分類 ポジティブな思考で参加した 同様の体験があり参加した ネガティブな思考で参加した

「同じような活動があれば積極的な参加
をしたい(4)

草刈りで汗を流す楽しさ，達成
感を感じた（3）

森林伐採の深刻さや自然を育て守る大切
さを感じた

良い経験が出来た(2)
人が破壊した森林を戻せるのは人しかい
ないと感じた

大勢で協力する力の大切さを感じた(2)
今の環境問題の取り組み方を明確に意識
した

森林の大切さと心地よさを再認識した
(2)

人と森林との歴史，最近の林業などの知
識修得が事前に必要である

森林を守る林業の大変さを感じた

人の都合で荒らした山を時間と労力をか
けて保全するのは当然である

森林保全活動の意義を再認識し
た（3）

森林ボランティア活動を無意味にしない
ために世界各国で対策が必要だ

一人ひとりの積み重ねに意味があるので
あってライフスタイルの変更が大事であ
る

環境保全活動には大勢の人々の
参加が大切である

NPO・林業の日常活動に共鳴し苦労を理解
できた

森林を絶やさないための活動が必要であ
る

若い世代が引き継ぐ責任を自覚した

環境保全のために今できることを少しず
つする
地球に住む人間のひとりであるという理
解のもとに活動する

小学生，若者に環境の大切さを伝える必
要がある(2)

人とのつながりが増える喜びを
感じた（2）

自分の町や森を守る意識に共鳴した

もっと地域の大人と話をして交流を深め
たい
世代を超える人との共同作業は環境問題
の取り組みに大切である

地道な作業や活動が地域を活性化する

自分の出来ることを少しずつ頑張ろうと
いう気になった

今後も体験に参加したい（2）

目的を持った自主的活動につなげたい 自分も何か行動しなければと思う

前向きに取り組む姿勢を意識した 自分の生活や行動を見直す機会になった

苗木に励まされた気持ちが得られた
先入観でものを見る性格を見直す機会に
なった

※括弧内の数字は延べ人数を示す。

活
動
の
効
果

活
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流
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意
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（２）間伐作業  
間伐作業の参加は 7 名で少数であった。活動後の意識変化をみると，事前にポジティブ

な受けとめ方をした人で，「山を保全するには体力が必要である，環境ボランティアに参加

して再度伐採をしたい（2）」という考えが見られた。すでに間伐体験のある人では「先入

観を持たない姿勢を学ぶ，森林保全は地球環境と人間生活を守るためにすべきことである，
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再度この作業をしてみたい。」という意識がみられた。否定的見方で活動に臨んだ人は「体

験して，自然保護の内容を知ることができた。森林体験学習は慣れたので，次は別のイベ

ントに参加したい。」などの意識変化が見られた。  
（３）植樹と植菌作業  
 事前にポジティブな受けとめ方をした人は，①活動の効果として「更にこのような実習

がしたい（5），人の破壊による山は植林をして恩返しするべきである，環境問題の解決は

若い世代にかかっている，子どもへの環境教育を考えると何をすべきか教える機会が必要

である」と挙げた。④自己意識に関して，「人との出会いを大切にしたい，大学で勉強する

ことの意味を再確認できた，経験を積みリードできる人間になりたい，この体験を大学生

活に活用させたい」が見られた。一方，体験をしている人では，「山の管理のために，地域

や行政だけでなく学生の活動の幅が広がればよいと思う」という意見があった。ネガティ

ブに受け止めて参加した人は，①活動の効果として，「今回の体験をもっとする，植林する

ことで CO2 削減の心がけが必要と感じた，地域の人との触れ合いで見方が変わった，実際

にやらないと分からないことや体験でしか得られないものがあった（2）」などが見られた。

④自己意識として，「やりがいを感じながら，何事も楽しんで行うことが自分や周囲にも良

い，自覚を持ち大学生活に役立てる，この経験を生かせるように日々を頑張りたい（2）」
などのポジティブな気持ちが見られた。  
 
６．まとめ  

参加者の森林体験活動全体の意識変化を表 3 にまとめた。3 つの活動は悪天候下で実施

されたにもかかわらず，2 名を除くほぼ全てでポジティブに体験学習を受けとめており，

再度活動を希望する人は 14 名であった。  
今回のプログラムでは，     表 3．森林体験全体における意識変化の状況  

NPO の森林保全活動に

参加する環境教育をとお

して，里山の森林保育の

重要性を認識した。次回

も体験を望むといった行

動意欲の高まりに加えて，

学生生活を送るうえで意

欲の増加につながること

がうかがわれた。  
森林保全への環境配慮

意識を系統的，発展的に育成するため，次の段階として学生の主体的参加を保障する体系

的なプログラム作りが必要である。2008 年度の森林環境教育では，体験に向けて学生の興

味関心を高め、体験後に個々人の学習効果を高めるため，事前学習として森林保育および

NPO 活動に関する知識向上を図り、事後学習としてレポート作成・発表によるまとめを加

えたプログラムを計画している。  
 
【参考文献】 

1) 岡山県農林水産部，2007 年 3 月；岡山県森林・林業統計  
2) 林野庁，平成 14 年度森林・林業白書  
3) 岡山県農林水産部林政課，2007 年 3 月；岡山県の森林資源（2006.3.31 現在）  

体験学習１回め 体験学習２回め 意識の 

変化程度 2006.5.27（土） 2006.7.1（土） 2006.11.4（土） 2006.12.9（土） 

午前曇り，作業

終了前から雨 

朝から雨，作業
中は土砂降り 

快晴 
前日雨降り。午

前曇り，午後雨 活動前の意識 ⇒ 
活動後の受け止め方 

植林地下刈り 植林地下刈り ノコギリ間伐 植樹，植菌作業 

ポジティブ⇒アップ 11 2 2 9 

体験がある⇒ポジティブ 4 － 3 5 

ネガティブ⇒ポジティブ 7 4 1 6 

ネガティブ⇒そのまま 1 － 1 － 

再参加希望者の割合※ 4/23（17%） 2/6（33%） 3/7（43%） 5/20（25%） 
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森林の教育的利用による大学生の環境配慮意識の変化
○ 小田 淳子（吉備国際大学 国際環境経営学部）

P7-04

２．森林環境教育のねらい１．はじめに

森林環境教育の重要性が唱えられている。その背景には，地球規模では森林減少の問題，地域規模で
は里山文化継承の分断と後継者不足による維持管理の遅れが指摘されている。将来的にも国内の森林整
備を適切に行っていくためには，労働力の確保・育成などへの取り組みが求められている。このため、
国民による森林の整備及び利用の推進や都市と山村との交流等，森林環境教育を行うことが重要となっ
ている。
森林環境教育は，森林資源を活用した体験学習型の環境教育プログラムであり，主体的に環境保全・

環境配慮行動を実践する能力を養い，より確かな環境教育とするための効果が期待されている。
本学部では，2006年の5月から12月にかけて，森林の教育的利用を実践した。場所は岡山県高梁市内

の松山および川上町高山市地内で，4プログラムの森林保育を行った。参加学生の合計は2地区各2回を
合わせて75名であった。講師および森林保育の作業指導は，NPO法人「ふれあいの里・高梁」の会員ら
が担当した。ここでは，実践したプログラムの内容および教育効果を報告する。また，課題を踏まえて
行った2008年度の実施プログラムの一部を紹介する。

【森林環境教育】
「国は，国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに，健康的で

ゆとりある生活に資するため，都市と山村との間の交流の促進，公衆の保健又は
教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする」と位置づ
けられている（森林・林業基本法第17条，都市と山村の交流等）。
森林は人類の生存基盤である地球環境を形成し，精神的，物質的な両面で豊かな
恵みをもたらす存在であるゆえに，人との多様な関わりを有している。

【本研究のねらい】
森林を利用した環境教育活動を行うことで，日常的に自然との関わりや森林体

験等が少なくなった世代の学生に対して森林と人との関係を考え，土地の里山文
化の歴史の正しい理解と継承を含めてプログラム実践のねらいにした。

表３．植林地の下刈り作業における意識変化

2006年度の森林保全に関する体験学習型プログラ

ムはフィールドにおける学生の意欲を向上させ，行

動に責任を持たせる動機付けになった。一方で，教

育効果を更に図るための課題も明らかになった。

体験・参加型学習は学生の社会参加能力を育成す

るためのカリキュラムに位置付けられているが，環

境配慮意識を系統的，発展的に育成するためには，

次の段階として，学生の主体的参加を保障する体系

的なプログラムづくりを行う必要がある。

次回のプログラムでは，事前学習の時間を加えて

森林保全に関する知識の向上を図ること、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

る必要のあることなどがわかった。

３．方法

【実施方法】
NPO法人「ふれあいの里・高梁」は，高梁地域で森林・林業体験を中

心に，自然観察会の開催，森林を生かした環境教育などを行う。2006年
度の年間森林保全プログラムのうち、4プログラムにおいて森林環境教育
を実践した。

【教育効果の評価】
森林教育の実践後に行った「振り返り」の体験レポートから，①活動の

効果，②活動の意味，③人との交流，④自己意識の4項目に関する語句を
抽出した。

教育効果として，事前の考え，作業中・作業後の受け止め方別に，意識
変化を調べた。

表４．植林・植菌作業における意識変化

図１．2006年度の森林保育実施場所

事前の考え方 作業中・作業後の受け止め方

一般的・
肯定的

受け止め方

鎌を持ったり，使ったりした経験は全くない（6）。
草刈りは未経験で大変そうなイメージがある（4）。
森林体験ボランティアへの参加は初めてである（2）。
初めての実習は楽しみである（2）。
ただの草刈りと考えて参加している
（1）。
環境やボランティア活動に興味があるので参加が楽しみ
である（1）。

草刈りの作業は楽しく充実した，達成感を覚えた（8）。
地域の人との会話で交流を深めた，触れ合いの大切さを知った（5）。
自然と触れあいができた，感動した（3）。
鎌の使い方，苗木の見分け方を覚えた（3）
大鎌の使い方を親切に教えて貰い，良い経験ができた（3）。
植林された弱い苗木が生長する姿を想像すると楽しい（2）。
地域の人，友人と協力する気持ちを共有できた（2）
雨の悪天候で思うように進まず，慣れない作業に緊張した（2）。

体験等が
ある

実家のミカン畑の草刈りで鎌を使った経験がある（1）
。
平地での草刈り経験があるので雑草の刈り作業は楽だと
思う（1）
環境のボランティア活動の経験から，意義を理解してい
る（2）。

足場が悪い斜面で大鎌の作業は大変だった（4）。
鎌での作業は楽に出来た，不満はなかった（2）。
ボランティアや仲間とコミュニケーションができた（2）。
雑草が多く作業面積の広さに驚いた（1）

疑問や
否定的

受け止め方

朝が早い，試験前である，ｱﾙﾊﾞｲﾄ明けである，雨天で最
悪の天気である（6）。
激しい雨天の中，山の斜面での作業は辛いし憂うつであ
る（5）。
大鎌をもつのは初めてで危険であるし，憂うつだ（4）
草刈りは自然破壊のひとつで意味がない（2）。
この程度の森林ボランティア活動が環境保全に役立つと
は思えない（1）。
虫が苦手で繁茂する草木の中は恐怖である（1）。
何度も草刈り経験があり，一層面倒だと思う（1）。

下刈りの目的，意味，重要性を理解できた（4）。
作業によりストレスが解消した，達成感を得た，楽しく取り組めた（4）。
森林・昆虫などの自然に親しみ，美しさに感動した（3）。
NPOの人との会話に感動した，コミュニケーションできた（3）。
地道な森林活動が環境破壊を救う要素になる，参加して良かった（3）。
協力作業の大切さに感心した（2）。
悪天候でも実施しているNPO活動に感心した（1）。
鎌の使い方と苗木の見分け方に慣れた（1）。
ベテラン参加者の下刈りの技術や効率の良さに感心した（1）。
作業をすることで運動不足を再認識できた（1）。
雨で斜面の下から上への草刈りは辛く感じた，大変だった（4）。
膝が悪いので斜面の作業は辛かった（1）。

事前の考え方 作業中・作業後の受け止め方

一般的・
肯定的

受け止め方

ノコギリは遊ぶか中学校の授業以外に使用していない（1）。
ヒノキの伐採は初めてである（1）。
間伐経験はなくやってみたい（1）。

急斜面のため下りや作業時に足下の確保が大変であった（2）。
ノコギリ作業に苦戦した（2）。
ノコギリで間伐する技術に面白さを感じた（1）。

体験等が
ある

チェーンソーでの間伐の経験がある（1）。
チェーンソーでの間伐経験はあるが，ノコギリで伐採したこ
とはない（1）。

ノコギリによる伐採方法の技術に圧倒された（3）
森林管理の意味と間伐の大切さを理解できた（2）
自然に触れ，良い経験になった（2）
関係者とコミュニケーションでき視野が広がった（1）。

疑問や
否定的

受け止め方

下刈りの作業より大変で，重労働だと思う
（1）。
前回の下刈り作業に参加して物足りなさを感じている（1）。

手作業による間伐は危険で重労働のため疲れる（2）。
切り込み等の作業が難しい（1）。
斜面作業で足場が悪い（1）。
経験者による指導や自然との触れあいは楽しい（1）

事前の考え方 作業中・作業後の受け止め方

一般的・
肯定的

受け止め方

植林，植菌は初めてである（6）。
足場の悪い斜面での作業は大変である（4）。
天候が優れず気がかりである（3）。
天候条件は悪いが，仲間と楽しく参加できる（3）。
前回の植樹場所が楽しみ。植樹の苗木の多さに驚く（2）。
二度目の森林体験で流れを理解している（1）。

森林保全の労力，植樹作業の大変さを知った（8）。
自然と触れあうことで豊かな森林を感じた（7）。
ドリルを使う植菌作業は良い体験であった（7）。
植樹の分担作業と助け合いで，協力する大切さを知った（6）
木の生長が楽しみで植樹にやる気が出て疲れを忘れた（4）。
地域の人の指導や話しをすることで交流が深まった（4）。
参加した子どもと遊び次世代への継承の重要性を認識した（3）。
親切な指導で作業がはかどり人の温かみを感じた（3）。
雨の生で滑り，植樹に苦労した（2）。
植樹の方法，木を大切にすることなどを理解した（2）。
下刈りと植林の作業で森林保全の意味を理解した（2）
キノコ菌が気持ち悪く植菌が大変だった（1）。

体験等が
ある

森林ボランティア，間伐作業に参加の経験がある（1）。
シイタケ栽培の経験がある（１）。

けがなく無事に終了できた（1）。
植菌が手際よくできた（1）。
植林の体験は貴重で，苗木の生長を祈りたい（1）

疑問や
否定的

受け止め方

季節的に寒く雨降りでもあり面倒くさい（5）。
植林は難しい，植菌は初体験で活動が面倒くさい（2）。
野外作業は時間がかかる（2），
好きでなく憂うつである（2）。

植菌の穴あけや植え付け作業は楽しかった（5）。
雨降りの植林作業は当初の思いより楽しく活動できた（4）。
植林した木の生長を考えると楽しくなった（4）。
地域の人や友人との作業で会話し，協力できる楽しさ大切さを感じた（3）
。
地域の子どもと触れ合い楽しかった（3）。
作業の大変さや大事さを知った（2）。
植林作業は慣れて余裕が出来た（1）。
雨降りの植樹は泥だらけで大変であり，寒かった（3）。

４．森林保育の実施場所

2008年度の森林体験学習の概要

2008年度は，体験に向けて学生の興味関心を高め、体験後に個々人
の学習効果を高めるプログラムとして，表5の内容を展開した。

【プログラムの導入】

ＮＰＯ法人の理事長による森林保育の講演およびDVD学習を行い、
森林保全活動に関する事前の知識向上を図った。

【プログラムの振り返り】

体験レポートの資料作り，レポート発表，発表に対する感想シート
の記入を行った。下刈り・鎌での作業経験は、同じ体験をしても受
けとめ方の異なることが認識された。参加者全員の発表により、体
験の共有化を図ることが出来た。2006年度のプログラムに比較して、

一定の教育効果が得られたと考えられる。

2008年度のプログラム（下刈り作業）

５－２．森林の教育的利用による意識変化

岡山県地図

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・16日（水）
体験レポート発表
発表に対する感想シート記入

区分 日程 当日の天候 プログラム内容

プログラム１
（4時間）

5月27日（土）
午前曇り
作業終了前から雨

場 所： 高梁美しい森
体験作業： 植林地の下刈り
参加者 ： 31名

プログラム２
（4時間）

7月1日（土） 朝から雨，作業中は土砂降り
場 所： おかやま共生の森・川上
体験作業： 植林地の下刈り
参加者 ： 7名

プログラム３
（4時間30分）

11月4日（土） 終日快晴
場 所： おかやま共生の森・川上
体験作業： 植林地のノコギリ間伐
参加者 ： 8名

プログラム４
（90分）

12月9日（土）
前日雨降り。午前中は曇り
午後から雨

場 所 ： 高梁美しい森
体験作業１： 苗木の植林
体験作業２： 植菌作業
参 加 者 ： 29名

表１．森林体験学習の実践プログラム

表７． 2008年度の実践プログラム

表５．ノコギリ間伐作業における意識変化

■ 食菌業

■ 間伐

■ 下刈り２

■ 植樹

■ 下刈り１

７．まとめ

５．結果と考察

５－１． 森林保育作業の状況

2008年度の森林体験学習の概要

【おかやま共生の森】 【高梁・美しい森】

31
共生の森

川上
8月 25日（土）木材加工（巣箱づくり）

80
高梁

美しい森
8月 5日（土）ベンチ作成

林産物の
加工事業

106
高梁

美しい森
10月 ７･8日森林整備とキノコ狩り

80
高梁

美しい森
8月5日（土）森林整備と自然観察

67
高梁

美しい森
5月13日（日）森林整備と山菜採り

企業による森林
・林業研修の

受け入れ

54
高梁

美しい森
10月10 日（水）小学校森林体験（間伐）

31
共生の森

川上
8月25日（木）キジ丸合宿（間伐）学校教育との連携

による森林環境教
育等の実践

12510月15日（日）キノコウォッチング

78高梁
美しい森

7月22日（土）昆虫観察会自然観察会の
開催

67（29）12月9日（土）※植樹のつどい（植樹）

34（31）高梁
美しい森

5月27日（土）※下刈り

493月3日（土）枝打ち

20（8）11月4日（土）※間伐

28（7）
共生の森

川上

7月1日（土）※下刈り

植林地における
保育のつどい森林・林業体験

イベントの開催

全参加者2）
（学生参加数）

実施場所実施日内 容事業の名称

31
共生の森

川上
8月 25日（土）木材加工（巣箱づくり）

80
高梁

美しい森
8月 5日（土）ベンチ作成

林産物の
加工事業

106
高梁

美しい森
10月 ７･8日森林整備とキノコ狩り

80
高梁

美しい森
8月5日（土）森林整備と自然観察

67
高梁

美しい森
5月13日（日）森林整備と山菜採り

企業による森林
・林業研修の

受け入れ

54
高梁

美しい森
10月10 日（水）小学校森林体験（間伐）

31
共生の森

川上
8月25日（木）キジ丸合宿（間伐）学校教育との連携

による森林環境教
育等の実践

12510月15日（日）キノコウォッチング

78高梁
美しい森

7月22日（土）昆虫観察会自然観察会の
開催

67（29）12月9日（土）※植樹のつどい（植樹）

34（31）高梁
美しい森

5月27日（土）※下刈り

493月3日（土）枝打ち

20（8）11月4日（土）※間伐

28（7）
共生の森

川上

7月1日（土）※下刈り

植林地における
保育のつどい森林・林業体験

イベントの開催

全参加者2）
（学生参加数）

実施場所実施日内 容事業の名称

表２．「ふれあいの里・高梁」の2006年度プログラム

６．教育的効果

意識の
変化程度

体験学習１回め 体験学習２回め

2006.5.27
（土）

2006.7.1
（土）

2006.11.4
（土）

2006.12.9
（土）

活動前の意識 ⇒
活動後の受け止め

方

午前曇り
作業終了前
から雨

朝から雨
作業中は
土砂降り

快晴
前日は雨
午前曇り
午後雨

植林地の
下刈り

植林地の
下刈り

ノコギリ
間伐

植樹・植菌作業

ポジティブ⇒
アップ 11 2 2 9

体験がある⇒
ポジティブ 4 － 3 5

ネガティブ⇒
ポジティブ 7 4 1 6

ネガティブ⇒
そのまま 1 － 1 －

再度の参加希望者
の割合※

4/23
（17%）

2/6
（33%）

3/7
（43%）

5/20
（25%）

※括弧の数値は参加者のうち提出レポート数に占める割合である。

表６． 森林体験全体における意識変化の状況


	1 2008日本環境学会_発表要旨ｂ
	2 第34回発表用ポスター_new

