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臼林誌（2014)96:50-59 

言命 文
特集「森林環境教育の歩みと実践研究J

戦後における専門高校「森林経営j関連科目の変化と課題＊

井上真理子代1.大石康彦1・宮下理人2

戦後の専門高校の森林・林業教育について， f森林経営J関連科目を対象に，学習指導姿領と教科書：から教育の目的と内容の

変化を分析した。科目名は，「林業経i斉J，「森林経理・法規J,rmu樹J，「林業経営J，「森林経営Jと変わってきた。学習指導姿

僚に示された科隠の白糠は，林業に従事するための能力の育成から，持続的に森林経営する能力の育成に変化した。また数育

内容を毅Jll！すると，概論（森林と林業／森林経営，効用／機能）， l則樹（森林のill!J定，評価），経営（言，.函，管理，流通），林政

（政策・法淡）の4分野8項目 30議II日が者会げられた。教育内容では，戦後から 1990年代までは，林業を経済的に管理・経営

し，木材生産を基本とした実務的な知識や技術であったが，「森林経営J(1999年！波）以降，多面的な機能に関する内容が機え

た。その結果，専門高校の科目の「森林経営Jでは，仰のために森林経営を行うのかという理念がわかりにくくなっていた。

今後の課題には，次の学資指導要領の改訂に向けて，育成すべき人材像を踏まえた専門高校の科目「森林絞営jの再検討が挙

げられた。

キーワード： J森林・林業教育，専門高校，森林経営，数字i，譲二，専門教育

Mariko Inoue,**・1 Yi描 hultikoOishi, 1 M描 ato拙 yashita2(2014) Historical Outlook and Present Issue of枝問 Subject

about γores町rManagement”at Vocational High Schools during泊iePostwar Period. J Jpn For Soc 96: 50-59 To 

ex紅nineforestry and for四 teducation at vocational high schools, the history of changes h仕iepurpose and content of subjects related 

to下ores仕yManagement”was analyzed. We analyzed it during仕iepostwar period, based on the Ministry’s official guidelines for 

school teaching and textbooks on the subject of“Forestry Management", which includes“Forest Economics”，“Forest Management 

お1dRegisむati on”，ヤorestMeasurement", and“Fores仕yManagement”百1epurpose of仕iesubject changed from“training as technical 

experts in fores廿y”into"tr必ningtarge出gforest management, p訂註cularlysustainable management”. The contents of the subject were 

class節目linto eight kinds of elements, which include 30 kinds of details: forest resources and forest management, for巴stfunc柱。ns,for-

est measurement, forest valua柱。n,forest planning, management of production, timber circulation, for明 tpolicy and legislation. Before 

the 1990s, the subject included contents related to forest!γmanagement based on timber production, but since 1999, whe日出ename of 

th巴subjectchang•巴d, it has added topics r・elatedto forest management based on forest multiple主mctions.As a result, the core ideas of 

the subject wer・巴unclear,and the new textbook lacked consistency. It was necessary to res訂ucturethe subject of“Forest Management” 

based on an examination of technical terms and skills, aiming at the next revision of the textbook 

Key words: forest and forestry education, vocational high school, forest management, textbook, technical education 

1 はじめに
卒業生全体の 2割強が公務員となっていた (10）。

専門教育は，次世代の担い手を育成するために重要であ

る。森林・林業に関する専門教育を行っている教育機関

には，大学，大学校，専門高校（住 1）があり，森林・林

業自書（平成 25年版）では「森林・林業関係学科（科・目）

をもっ」大学 28校，短大 1校，都道府県立農林大学校6校，

高校70校が挙げられている（14）。このうち高校は，農

業高校や農林高校など農業に関する専門高校の中に，森林・

林業に関する専門学科がある。森林・林業に関する専門学

科として最も古い学校は，明治 34(1901）年間校の木曽

山林学校（現，長野県木曽青峰高等学校）で（11），昭和

21 (1946）年には，農林学校 92校，林業学校4校があっ

た (18）。専門高校では，林業職の公務員や森林組合など

に人材を多く輩出してきており，昭和 25 (1950）年の卒

業生の進路をみると，林業関係の就職者が4割強を占め，

高校の森林・林業に関する学科では，教育改革等により

学科改編が行われてきており (1の，学科数がj成り，専門

教育のあり方も変わってきていることが指摘されている

(13）。現在の森林・林業に関する学科について，文部科

学者が学校教育を対象に毎年行っている「学校基本調査」

(2012年）をみると，高校（総数 5,022校，生徒数約 242万人）

（注 2）の中で，「林業J の専門学科は 36校，生徒数3,045

人（全生徒数の 0.09%）となっている (12）。先にみた森林・

林業白書の学校数70校とは異なっているが，この中には，

専門学科以外に学科が改編されたことにより，専門学科以

外で「森林・林業関係科自をもっ」ようになった学校が含

まれている。かつて「林業科」で、あった専門学科が学科改

編により多様化してきており，「林業Jの専門学科の他に，

造園科や土木科などと学科が統合されて森林・林業に関す

るコースを設置している学校や，普通科や専門学科の特徴

J休業経済学会 2012年秋季大会および第 124悶日本森林学会大会（2013年）で発表したものをもとにまとめたものである。
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を併せ持つ総合学科に改編したため，「林業」の専門学科

ではないが教育カリキュラムの中で「森林・林業関連科目j

を設置している学校などがある（9）。全国高等学校森林・

林業教育研究協議会では，これらを「森林・林業関連科詩

設置校j とし，あわせて 67校としている（5）。

高校の森林・林業に関する専門教育について，近年，新

たに森林や環境に関する内容が盛り込まれてきている実態

（の，地域の担い手育成を目指した教育が行われているこ

とが報告されている（3）。北海道における森林・林業に関

する専門高校についての実態調査から，多様な進路に進む

生徒を内包してきていることが報告されている（2）。ま

た筆者らは，専門高校における森林・林業に関する専門教

育の変化について，「学習指導要領」をもとに分析を行い，

教育目標が自営者や林業技術者の養成から，進学を視野に

入れた将来の職業人としての基礎的，一般的な教育へと変

化してきたことを報告した（9）。ただし，現在3科目（「森

林科学J，「森林経営」，「林産物利用J）ある森林・林業科

目の具体的な科目の教育内容については，これまで十分な

検討がされてきてはいない。教育内容は，教育の基本とな

る重要な要素であり，具体的な技能や内容の変化を捉える

ことは，これからの専門教脊のあり方を検討するための基

礎となるといえよう。

そこで本研究では，戦後における専門高校での森林・林

業関連学科における教育の目標の変化を分析した前報（9)

を踏まえて，具体的な教育内容について，現在の科目「森

林経営Jに関連する科目を取り上げ，科目の日擦と内容の

変化を明らかにすることを践的とした。

なお，専門高校での森林・林業に関する専門教脊を表す

用語は，高等学校の森林・林業関連学科の教脊に携わって

いる教員の全国組織である「全国高等学校森林・林業教育

研究協議会j に習い， f森林・林業教育j を用いた（以下，

森林・林業教育） (9）。

II. 専門高校の森林・林業教育と教科書の概要

I. 「学習指導要領jと教育毘標の変遷

高校教育は， f教育基本法J(1947年制定， 2006年改正）

と「学校教育法J(1947年制定， 2007年改正）に恭づき，

ほほ10年に一度告示される「学習指導要領」で，教科や

科目の自擦と内容が示され，この基準に郎って行われてい

る。戦後の森林・林業教育は， f学習指導要領j の改訂（表－

1）に伴って， 4関の大きな変化があった（9)（注3）。 I～

W期についてまとめると，以下の通りである。

I期（終戦～1950年代）：昭和 22(1947）年「新制高等

学校の教科課程に関する件」で科告や時間数などが初めて

示された（森林・林業科目は，「森林生産」，「森林土木ム「林

産加工J，「林業経済j と，森林・林業関連学科以外の農業

専門学科の基礎科目 f林業一般」の 5科目）。森林・林業

科毘の内容は，昭和 26(1951）年「学習指導要領Jの改

許に伴って出された「学習指導要領農業科編（試案）J (1952 

年）で初めて示された。昭和 31(1956）年に高校版のみ

表 1.高校学習指導要領の変遂
改訂｛f

1947 (S22) 

1949 (S24) 

1951 (S26) 

1952 (S27) 

1956 (S31) 

1957 (S32) 

1958 (S33) 

1960 (S35) 

1970 (S45) 

1978 (S53) 

1989 (H元）

1999 (Hll) 

高校学習指導喜g~Ji

議「f制lifi等学校の数利謀殺に！刻する件

学習指導要領JJ!H誌編（際主主試＊＂）
学習ま指導~綴…絞綴（試案）改訂絞
学習伝導姿綴JI!!；実科ー綴（試設さ）改訂版キ
学留指導主主主領一絞手話， i迄言英字十議選改訂版
学習指導要f;JH;~然科綴改訂｝波 (l谷補版）卒

学習指導姿f,fi…絞綴符訂版

お等学校学資指導＊綴＊’分冊j会議

~~J等学校学習指導要領ぺ解説後数綴場

高校学校学習ヨ指導姿綴ぺ解説i込書芝葉通
商校学校学習指導＊領六解説農業議議本

潟校学校学留指導要綴＊，解説i没薬務語字

＊分析に用いた文献。

が改訂された「学習指導要領」では，高校教育の白擦を「高

等学校の教育は，この段階における完成教育であるという

立場を基本とすること」とした。この時期の高校教育は，

就職を前提とした教育とされていた。

II期（1960～1970年代）：昭和 35(1960）年の改訂から， f高

等学校学習指導要領j として文部省告知文書として公示さ

れ，法的拘束力を持つものとされた。また，「学習指導要領j

の内容を解説した「学習指導要領解説Jが発行されるよう

になった。産業界からの人材育成の要諮を受け，林業科の

教育引事として林業の技術者養成が掲げられるようになっ

た。森林・林業科自数は，昭和 35(1960）年「学習指導要領j

で7科目（「脊林j，「伐木速材ム「砂防」，「森林経理・法規J,

「林産製造」，「木材加工Jと「林業一般J），昭和 45(1970) 

年版で 10科目（「育林J，「伐木速材」，「砂防J，「林業機械」，

「測樹」， f林業経営J，「林産製造J，「木材加工J，「木材材料J

と「林業一般」）に士替えた。

III期（1970年代後半～1990年代）：高度経済成長期の

「詰め込み教育jが批判され，「ゆとり教育」路線が民指さ

れた。昭和 53(1978）年の「学習指導要領jでは，森林・

林業関連科時数が4科目（「育林J,I林業土木J,I林業経営J,

「林産加工J）にまで削減された。ただし，林業科の目標と

しては，「林業経営者及び林業にかかわる業務に従事する

者として必要な能力と態度を育てるJ(1989年）ことが掲

げられていた。この時期，大学進学率の向上や普通科’志向

などにより，専門教育全体として，その教育のあり方が変

わったことが指摘されている（6）。

IV期（1990年代後半以降）：平成 11(1999）年改言Iの
「学習指導要領j で，「職業教育j は「専門教育Jに変わり，

標準的な学科としての林業科の設定自体がなくなった。教

育吾標は，「完成教育としての職業教育ではなくJ，「専門

性の基礎基本を重視j した「将来のスペシャリストJのた

めの「新たな専門教育」とされ（「学習指導要領解説農業編J

1999年），基礎的，一般的な教養教育と職業教育のこつの

役割を持つようになった。森林・林業関連科自数は3科自

（「森林科学J，「森林経営J, I林産加工J）となり，科目の

名称のキーワードは「林業j から「森林Jになった。平成

21 (2009）年「学習指導要領j では，「林産加工Jが「林
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産物利用」に名称変更し現在に至っている。

2. 「森林経営j関連科自の特撤

「森林経営j に関連する科目は，戦後の f学習指導要領」

の改訂に伴って，「林業経済J，「森林経理・法規J，「測樹J,

「林業経営J,I森林経営jと変わってきた。上記5科告を「森

林経営」関連科目とする。

筆者らが「学習指導要領j をもとに整理した結果，戦後

一葉して教えられてきた森林・林業科目内容には，「育林

や森林の育成J, r森林利用や木材の生産J，「111地の保全」，

f森林の機能J，「iJW樹J，「流通J，「林政J, r木材の性質と

用途」，「木材加工J, r林産製造や特用林産jが挙げられた

(9）。このうち「森林経営j関連科自の内容には，「森林の

機能」，「測樹」，「流通j，「林政」が含まれる。また，現在

の森林・林業の 3科目を，科iヨ数が最大であった「学習指

導要領」（1970年）の科店名と比較すると，仁森林経営Jは，

2科目（「iJW樹J，「林業経営J）を含むのに対して， f森林科学J

には， 4科・目（「育林」，「伐木選材J,r砂防J，「林業機械」），

f林産物利用jには， 3科目（「林産製造j，「木材加工」，「木

材材料J）が該当する。「森林経営j 関連科目は，現在の 3

科自の仁1=1で，教育内容の変化が少ないといえる。

また「森林経営J関連科目は，上般学年で教えられる応

吊的な科§lとして捉えられていることが多い。「学習指導

要領農業科編J(1952年）をみると， r11林業経済Jは F森

林生産三.rr森林土木2・F林産加工Jの各科目で，個別的に

学ばれる知識・技能を総合して林業を有利に経営すること

ができるように」と示されている。また，森林・林業関連

学科へのアンケート（2001年）では，教育内容で「森林経営」

関連科目を最も重視しているのは，20校中 1校だけであり，

教育内容は，教科書全体ではなく概要だけを教える学校が

55%と大半を占めていた (13）。枚剖らが行った森林・林

業関連学科・科目設置校へのアンケート（2011年実施）に

よると，「森林科学」が9割以上の学校で設置されている

のに対して， f森林経営jは，約手数と報告されている（注4）。

以上から， f森林経営」関連科 l~l は，森林経営および林

政の分野を含んでおり，森林・林業関連科目の中でも専門

性が高い応、用的な科目といえる。

3. 森林・林業関連科自の教科審

次に，森林・林業関連科ー目の教科書の特鍛について概観

する。高校で｛史mされる教科書には，「学習指導要領j に

基づいて出版社が編纂し，文部科学省の教科書：検定を受け

る「検定済教科書Jがある。ただし，出版社が発行しない

ことなどにより，文部科学省が直義編纂を行う「著作教科

書Jも発行されている。森林・林業科目の数字！告：は，現在，

3科目共に文部科学者の「著作教科書］である。「著作教

科書」は，現在発行されている農業科目についてみると，

農業科目 29科目の中で，森林・林業の 3科目と，土木や

造国などあわせて 8科日である（「学習指導要領J1999年

対応の教科詣：）。

教科書は，「学習指導要領」の施行にあわせて発行される。

「学習指導要領J(2009年）の施行は，高校では 2013年か

ら1学年から）I読に学年進行で行われる。新指導要領に対応

した新しい教科書は， 1学年で教えられることが多い「森

林科学」が2013年3月に発行され，「森林経営」と「林産

物利用j は2013年度発行予定である。

教科書の編纂は，現在使用されている教科書「森林経営J

（「学習指導要領」 1999年対応の教科書）をみると，文部

省の教科調査官 1名と編集協力者（大学教授 1名，現職高

校教員 4名）によって行われている。教科書：の改訂に際し

た編纂は， 2003年に教科書：編纂委員会（4詔）と，審査委

員会（協力者5名，内2名は編纂委員と兼務）で行われ，「森

林経営」の教科書は 2004年3月に発行された。「林業経営」

（「学習指導要領J1989年対応の教科書：）から，科目名の

変更に伴う全面的な書き換えが行われた。さらに教科書の

大判化（A5判から B5判へ），巻頭カラーや園表も増加した。

新しい「学習指導要領」（2009年）に対志した新たな「森

林経営jの教科書：の編纂は，2012年3月から編纂委員会（3

ITII)，審査委員会（1lill）が開催され，編纂期lffJは約1年となっ

ている（討： 5）。

このように，森林・林業関連科目の教科書は，「学習指

導要領」の内容に沿って，文部科学省により，高校の現戦

教員をi=j=1心としてまとめられているものとなっている。

III.研究方法

本稿では，戦後における「森林経営J関連科目の変遷に

ついて捺理するために，「学習指導要領Jおよび教科書：を

もとに分析を行った。「学習指導要領」（および 1960年以

降に発行されている「学習指導嬰領解説J）には，各教科，

科目の名称および標準単位数や，教育課程の編成・実施に

あたって配躍すべき事項に加えて，各科告の目標と内容が

記載されている（注3再掲）。「学習指導要領J(2009年）

の第 3i'fl「主として専門学科において開設される各教科」

の第 1節には，「農業J科目について記載されている。「農

業」科目の第 20番自が「森林経営Jで，「1目標J，「2内容J,

「3内容の取扱い」が示されている。「森林経営」関連科§l

の内容が示されたものには（表 1），「学習指導要領農業

編J(1952, 1957年），「高等学校学習指導要領j と「高等

学校学習指導要領解説農業編J(1960, 1970, 1978, 1989, 

1999, 2009 :ff三）があり，本稿の分析に用いた（以下，あ

わせて指導要領等と表記し，改訂年を付けて記載する）。

表 2には，分析の対象である「森林経営j 関連科目を

示した。すなわち，「林業経済J（：指導要領 1951年），「森

林経理・法規J（問 1960'.t~），「ll!IJ樹」（伺 1970 年），「林業

経営」（向 1970, 1978, 1989年）, r森林経営」 Cl可1999,

2009年）である（刀、下，科目名には「」を付けて示し，

後ろに対応している指導要領等の改訂年を示した）。

1. 「学習指導要領jにみる「森林経営J関連科患の自

標の変化

指導要領等をもとに，「森林経営J関連科目の百擦を整

理した。目標は，指導要領等から記載をtill出し，学校教育

で「学習評価j に用いられる「評舗の観点Jをもとに整理
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表 2 I＼お校 f森林経営」関連科目の教科者

指導要領 教科書

1960 夜、林絞Jill・法規1・2 文部省・災救出版 1969～1978 

1970 iJ括経J 文部省・コロナ打 1978～1982 

1970 林業経営 文部省・災救出版 1979～1983 

1978 林梁経営 文芸日省・コロナ干上 1983～1995 

1989 林染経営 文部主i.災救出絞 1996～2005 

1999 森林総’＇ii\• 文官i：科学省・実救出版 2004～ 

ネi臼典： i主7o

した。「評価の観点」は，学校教育で「学習評価iJ（通知表

での評側）の際に評価を行う基準として，「関心・意欲・

態度」，「思考・判断・表現j，「技能J, 19;11識・ :tl/Hn午j の4

領域が挙げられているものである（注 6）。「森林経営」関

連科目の教育目標の記述をから，各観点に相当する内容を

抽出し，教育目標の変化を分析した。

2. r学習指導要鎮Jおよび教科書にみる「森林経営j

関連科医の内容の変化

指導要領等および教科書から，「森林経営」関連科目の

内容の変化を繋理した。内容は，指導要領農業科編（1952,

1957年）では，科目に関する具体的な教育内容に到達

日襟が挙げられ，指導要領（1960年）以降は，教科書の

目次に相当する内容の記載となった。指導要領（1960,

1970, 1999, 2009年）では，：！＇.ftと節に相当する内容が記

載されていたが，指導要領 (1978, 1989年）は，主主に相

当する項目のみが記載されていた。

そこで，）j没後出版された「森林経営J関連科呂の著作教

科書：をもとに，内容を整理した（注 7）。表 2には，「森林

経営」関連科目の教科書として，S科E=I8種類（合計 10Ill}) 

を示した。教育内容は， g次の主主，節，ほおをもとに，キー

ワードを抽出し，内容を殺に相当する項目と，節に相当す

る細目に分類し，現行の教科書「森林経営」（1999年）を

基準として整理した。その結巣をもとに，教科書の構成の

変化と項自加の内容の変化について分析した。

以上の分析結果をもとに，「森林経営J関連科自の変化

について検討を行い，科自「森林経営」の課題について考

察した。

IV.結果

i. r学習指導要領jにみる［森林経営j関連科目の闘

標の変化

指導要領等に記載された「森林経営」関連科目の自擦を

表－3に示した。科自の目標の記載から，「評価の観点j の

4領域（「関心・意欲・態度J，仁思考・判断・表現j，「技能」，

「知識・理解」）に該当する内容を拙出し，年代JI設に整理し

た（表－4）。その結果，科目の目標には，「評価の観点」に

相当する「能力J，「態度J,I自覚」と，「技能Jとf技術」，「理解J

と「知識Jに関わる 17項呂の内容が挙げられたが，「思考・

判断・表現Jの領域に相当するものはみられなかった。科

目名別に科目の目標の変化を整理すると，次のようになっ

表－3.学習指導要領に記載された「森林経営j凶迷科目の白襟

し，迷営する能力を養う。社会における林業の役郊を政！解し，その沿

J主を自1ヱし，これに打ち込む態度を主主う。

1957 林業を経済的に管,im・経営する能力を主主う。わが図の林業放浪ーやその

i進営について理解させる。社会における林業の怒；義を理解し，これに

ねーち込む態i文を縫う。

1960 森林生産計凶および森林や林業に！刻する政策・法規について理解さ

せ，宗主営苦さのf'r＇成， fぽ討・管務！，木材取引などに必＊な主111.議・ 1対）il'i'.'習
得させ， 3休業従事者としての自覚と態皮とをまきう。

1970 （測も号）樹木および木材の測定に必姿なiJ!IJjijjの理論ならびに機佼浴呉

の使用法について緩解させ， iJllJ樹lこ関する技術を't!/11｝.させる。
1970 （林!ti'~経営）森林1:illi;\I'溺，林業政策などについて.I！！［解させ，林3誌を

経済的に経営する知織と技術をl'l/1号させる。林粂の社会的意義を王理解

させ，林業の従事者として，材、茶室のlf'.~立でl：をおめ，そのl向上発展を 131

る能力と主主1交をまさう。
1978 森林の・iilrJJ主，評吉田および林業緩？なに必裂な知識と技術を習得させると

ともに，林祭絞＇llrの改替をf21之〉能力と態度を育てるc

1989 森林の測定・ nHlliおよび；休業総＇［：＼’の iil'illJ1と管理に必姿な知織と技術

を滋11!·させ，林芸品経営の改~Y'i を図る能力と態！立をITてる。

1999 夜、林経営の，n闘と＇rff刻1に必裂なま111.哉と技術を1¥1伐させ，森林の機能お

よび森林の31＇自！日の必~：性を J!llfi￥させるとともに，森林をJ寺統的に絞，m.

する能力と立さ｝交を7守てる。

2009 森林縫合における測定， J十世！と＇fff辺ltこ必＊な知市左と技術を習得させ，

森林の機能と詳剣iのJ;j;4交を耳H島平させるとともに，森林をge統的に経＇i;t

た。（ ) 11すには， II章でみた森林・林業教育の変選 (I～

IV j関）を示した。

「林業経済J(1952, 1957年） (I期）では，「林業を経済

的に管理・経営するj能力を養うために，社会における林

業の役割や林業政策を理解し，林業の意義を自覚し，林業

に打ち込む態度を養うこととされた。

「森林経理・法規J(1960 ii三）と liJ!U樹j•l林業経営コ（1970

年） (II j臨）では，科目の日襟の1=1=1で，育成すべき人材散が「林

業の従事者Jとして示され，具体的には，林業の社会的意

義の理解や森林生産計画，林業政策について理解し，林業

を経済的に経常する能力の養成，生産性の向上をi玄iる態度

の育成が掲げられていた。初級技術者養成を目標とした実

践的な教育が目指されていた。

「林業経営J(1978, 1989 i］三） (III WDでは，育成すべき

人材像としての「林業の従事者」の表記と，林業の社会的

意義の理解に相当する内容の表記が消え，数字iの目標は，

具体的な知識や技術の習得が中心となった。具体的には，

f林業経営の改善を図る能力と態度を7守てるj ために，森

林の測定，評価，林業経営の計画と管理に必要な知識と技

術が掲げられた。

「森林経営J(1999, 2009年） (IV期）では，「森林を持続

的に経営する能力と態度を育てる」ために，森林経営にお

ける制定，計i殺し管理に必要な知識と技術の習得と，森林

の機能と評価の必要性（窓手鉛を；理解させることになった。

以上から科目の自擦は，立章でみた戦後の森林・林業教

育の変遷と同様に変化してきており，卒業後の就職を前提

としていた I期（「林業経済J）と，林業の技術者養成が自

指されていた II期（「森林経理・法規」と「測樹JI林業

経営」）まで（終戦後～1970年代）は，林業に必要な知識
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表－4. 「森t1'経営」関連科目の包襟の変化

員f俗iの綴点 経済

木材取引

il時樹
森林のiJllj定｛長子題fi)

林祭（の経済f](jな）絞’営

Jト~ご完の経済的な管理・i翠，j

林3室に打ち込む／；宇~~詰従奇1者「
生i!i'it主前JJ二，向J二発E芝をE苦1る
林3詰経包．の改醤

経済 絞務H去筑波lj総／林経 林絞 経ふ
仇
a・

4
b
q

若手経 森綬

。 。 。。 。

。 。。

科目名を臨苦言己：経済，「林業経済」；総理・法燦，「森林綬理・法規j；林経， f；除雪さ緩営j，若手緩，「森林経営Jo

の理解と能力や態度の育成が罰られていたが，ゆとり教

育の路線が目指された III期（「林業経営J1978, 1989年）

から「新たな専門教育」が呂指された W期（「森林経営」

1999, 2009年）は，林業の改善や森林を持続的に経営す

るための知識と技術の習得が日指され，育成すべき人材像

の表現が示されなくなっていた。

2. 「学習指導要領jおよび教科蓄にみる「森林経営J
関連科認の内容の変化

1）指導要領等にみる「森林経営j 関連科目の内容

次に， 1；森林経営J関連科目が含む教育内容を，指導要

領等の記述から整理した。各科目の内容（項目）は，次の

ようになっていた。

吋ネ業経済J(1952, 1957年）では，具体的な内容（23項自，

1952年； 26項目， 1957年）が示され，林業通論（森林の

効用）を背景ーに，木材生産のための知識，技能として必要

なiJ!IJ樹，木材価格を基礎とした評価，林業簿記を含む森林

経理，森林資源など林政に関する内等が挙げられていた。

指導要領（1960年）以降は，教科書の主主，節に相当す

る内容が記載されており 「森林経理・法規J(1960年）

では，林業の特質と森林資源，森林の効用と保安施設， llW

樹，林業計算，経営案，経営管理，木材の市場と木材の売

貨と貿易，林業政策，森林法規の9項告が示されていた。「iJ!IJ

樹j・「林業経営」（1970年）では，科目として独立した「iJ!IJ樹j

が詳しくなった（8項目）ものの， f森t1'経理・法規」 (1960

年）の項目とほぼ問じであり，経営と管理，林業政策と法

規の項呂が統合した。

指導要領（1978年）は，教育目標が変化した改訂であ

るが，科自の内容での変化はみられず， f林業経営J(1978, 

1989年）の内容は，森林と林業経営，森林測定，森林評

価，森林経営の計閥，森林経営の管理，木材の流通（酪業），

林業政策と林業法規の 7項自であった。 1970年の内容と

類似していたが，森林の効用の項自の記載がなくなった。

科目名が林業から森林に改訂された「森林経営J(1999 

年）では，項Elの内容も変化し，具体的な内容は森林を

キーワードとした 6項呂となった（森林と森林経営，森林

の機能，測定と評価が統合，森林経営の計画，森林経営の

管理，森林政策と関連法規）。森林の機能に関する項目が

増えて，木材流通の項自がl~IJiJまされたがJ森林経営」（2009

年）では，木材流通が復活し，代わって森林経営の計画と

管理が統合した。

以上，指導要領等から「森林経営J関連科目に含まれる

内容（項百）を整理すると，挙げられていた項自は，森林

資源や林業（森林）経営の意義と森林の効用（機能）, mu樹（森

林の測定）と評価，森林計酒と管理，木材商業（流通），林政・

法規で，項告に大きな変化はみられなかった。ただし，用

語が林業から森林へと変化し，また時期により項自の統合

や分離が行われていることから，各章に含まれる内容を詳

しく比較する必要があると考えられた。

2）教科書の内容と構成

教育内容をさらに詳しくみるために，教科書をもとに内

容の比較を行った。まず，教科書の詰次（主主，節）と指導

要領等の内容を比較すると，指導要領（1978年）以降は，

指導要領の内容と同じ文言が教科書：の目次（主主，節）となっ

ているのに対して， 1970年以前では違いがみられた。例

えば，指導要領（1960年）に挙げられていた森林の効用

に該当する内容は，教科書の目次には挙げられておらず，

また指導要領（1970年）では，林業政策と林業法規のJil貢

序が違うなど（指導要領では 3番目，教科書では最後の 6

章），相違がみられた。

教科書の章立てをもとに，表－5に科目の教育内容を整

理した。各教科書は， 6～7章で構成されていた。章の内

容を整理すると， 8項自が挙げられた。ただし主主の内容は，

改訂に伴って章の統合や，分裂などの変化がみられたため，

他の章と統合した項目をまとめて整理すると，科目は大き

く鴎つの分野（「概論J, liffU樹J，「経営」，「林政」）で構成

されていた。すなわち，導入部として（1）「概論j には，
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分野
項目

（傘）
キーワード

議11図

（節）

統総 森林と林業／森林資源

森林経営 。

木材鎗給

森林・J体会主のヰn若
林業／林業経営

効用／機能 林il€物生産機能

公益約機能

測綴 森林の泌定 iRIJ樹の基礎

立木のiJllJ定

わが閣の森林資源

ill・'fl.の森林資i際
需要，供給

)lg~主，分業員，生産性

私有林，国有林，公有林

E左足E的効ffl

保安的効用，環境保全・保健休養

i則磁の必要性， ljl.j立

直径・樹高測定

立木材綴

求総式・ 2主総法

鈴木法，擦挙地法，擦i幹木i去
年翰，成長；設

成長前i綴， j収総選ミ，予測j

樹事字解析、；ff分成長室t
センサス調査，利用と役割

安中写真

，， 

丸太材草花

林分将校

年義者と成長ゑ

広域の森林務査

林産物主主ilii機能の評fil日 林Jt!lf,干倣

林水員千飯

森林の評価l

公主主的機能の三千古m，総合的骨子側，

経i斉
1957 ijO 

教科舎のヰ（.長il. （項）の番号

走査線・法規乱開樹／林絞 林経 Jド~経
1960 iド 1970年ネ 1978 iド 1989年

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 

1.1. 1.2. 1.2. 1.2. 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. 

1.1 

1.4. 

4.2. 

4.1. 1.4. 

4.1. 

1.4. 
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7.2. 

7.3. 

7.3. 

6.3. 

6.3. 

科目名を民告記経済， F；体言義経i斉J，経理・法規，「森林総務・法規J;＃経，「林言案経営」；；森経，「森林経営Jo－，言己絞なし。（ ），綴似する内容の記載。 1itr
の数字が率， 21番目が在日， 3番目が項を示す。複数の節や演が含まれる箇月lflえ～を用いて該当する数字をZ詳した。検線，主主のiま切り。 1970ijO・＊il!IJ,il!IJ綴；
無印，林業経営。

2項自①森林と林業／森林経営，②効用／機能の要去を含み，

具体的 な知識や技術として，（2） 「測 樹」 には ，③森林の

測定，④言予備，（3）「経営Jには，＠計爾，＠管理，⑦流通，

(4）「林政j には，⑧政策・法規が含まれていた。

次に，各主主の節の内容をもとにキーワードを整理した

（キーワード数46）。このうち，取り上げられた回 数の少

ないものをまとめ，内容の違いを考醸して整理した結果，

30の細目に整理できた。各主主（項目）には，細告が 2～6

含 ま れ て い た 。 表 －5には， 4分野 8項 目 に 含 ま れ る 30細

目（46キーワード）について，年代）I演に，該当する章，節，

（項）の番号で示した。細目のJll実序は，「森林経営」（1999年）

を基準に並べた（ただし「測樹」（1970年）は，単独科呂

で記載が詳細で、あることから，「測樹」分野では， 1978年

目、降は章，節，項を示している）。
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3）時期別の教科書の構成の変化

表－5をもとに，教科書：の内容の変化について，戦後の

森林・林業：教育の変遷 (I～W期）と比較すると， I期「林

業経済」（1957年）と，II期前半「森林経理・法規J(1960年），

II期後半～III期「林業経営」（1970～1989年），日f期「森

林経営J(1999年～）で変化がみられた。

I期「林業経済J(1957年）の教科書の内容：著作教科

として最初に出された「林業経済」（1957年）では， 1

（森林と林森）が，森林資源，林業がどのように役立っ

ているか，林業の発展，現在の林業についての概説である。

測樹（2章）を踏まえた森林評価（3章）は，木材師搭を

基礎とした林地や林木の評価で， 0詳（林業と罰民経済）

では，林業の経済的特質や需給の関係を説明し，林業の経

営（5章）の林業経営の自標，経営計頗，経営の管理，木

材の取引につなげており，林業の政策（6章）は，林業政

策（政策の変遷と予算，行政機構など），規制（営林監督，

保安施設），助成，教育・研究・普及を含んでいた。「林業

経済j は，木材を生産する経済活動としての林業を扱い，

各章には，その項目を学ぶ必要性などの概論が含まれてい

た（2章1節「iJ!lj樹をすることはなぜ必婆か」など）。

II )Uj「森林経理・法規」（1960年）の教科書の内容：「林

業経済J(1957年）を踏襲しながら，林業従事者を育成す

る日標に必要な能力として， 4I字（林業経営）で経営級織

や綬営分析，5章（森林経理）で施業案の編成，木材流通（6

£ff）が増えた。この教科書には，森林の公益的機能の記載

がみられない。

IO羽後半～III期（「林業経営J・「測樹J1970年，「林業経営」

1978, 1989年）の教科書の内容： 1970::if版では， i!!IJ樹分

野が大111話に加筆され，林業技術者養成のための知識と技術

が増えた。「林業経営」（1970年）では，概論に森林の効

用と林業の内容（「林業経済」の4章）が加わり，林業基

本法（1964｛ド）制定を受けて，自次のJll良序が森林施業言，.

i政jとそれを受けた林業経営の管理になったこと，さらに林

政で規整，助成，普及や予算：の内容がなくなった。森林の

効用の項目は，指導要領ではみられなかったが， u主1節

に取り上げられていた。また刊本業経営」（1978,1989年）は，

iJllJ樹の内容を2章に含めれば， 1970年版とほぼ閉じであり，

相違点は，主主の名称の変更（1章， 3掌），追加項目（リモー

トセンシング（2章4節），林業金融と保険（7章2節）），

節の名称変更（3カ所）だけである。

この3聞の教科書：は，記述も類似している。本文のペー

ジ総数（索引，付3誌を除く）は， 1970年の 2科目の教科

書合計416貰で， 1978年（328貰）， 1989年（363頁）と

大幅に減ったが，主な削減館所はil!IJ樹（60真減）であり，

その他の主主は，記述をそのまま踏襲している箇所が多く，

先述の 1989年の追加項目の箇所を除くと，各章（31～60頁）

の頁数はほぼ問じか 10頁以内の違いである。

IV i羽「森林経営」（1999, 2009年）の教科書：索，節の

名称も森林経営に書：き換わり，教科書の本文も全面的に書

き換えられた。森林の機能に関する記述が増加して大きく

クローズアップされた。それに伴って，評価（3主主2節）

で森林の公主主的機能の評価，計画（0詳）で森林空間の利

用や活用，持続可能な森林経営が加わった。削減されたの

は，木材流通， jJllJ樹や施業計腐の作成など林業経営に関す

る実務的内容であった。

「森林経営」（2009if三）では， 1999年版を踏襲しつつ，

前四の大幅改訂から再度修正され，木材流通（5主主）が復

活し，特用林産物（4主主4節， 5章4節）が科目河本産物

利用」（2009年）に移動するなど，森林・林業科目間の調

整が国られた。また，具体的な内容をみると， 1999年版

で、記述がなかった林業経営の指導原期や収穫規整（カメラ

ルタキセ法）等の内容が援活した。

以上から，「森林経営」関連科自の教科書の内容は，林

業を経済的に管理・経営するための科目のあり方が模索さ

れたト II期前半から，木材生産を中心とした実務的な内

容となった II期後半～III期を経て，森林の多面的機能を

踏まえた W期「森林経営」へと変わってきていた。

4）項呂別にみた内容の変化

教科書の内容の変化を項目別にみると，内容が変化した

項目と，変化がみられない項目に分けられた。分野ごとに

項目（①～＠）に含まれる細目について，現在のN~鳴を中

心に整理すると，次の通りになった。

(1）「概論J分野の変化：①森林と林業／森林経営は， I • 
II期前半には森林資源や林業の発達や現状なととの概説だ、っ

たが， III期以降は木材需給や林業の特質，林業経営と森

林の効用が加わるなど，内容が変化した。②効用／機能は，

I • III期には概論に含まれていたが， wj羽「森林経営」

になると章として独立して記述が増加し，内容も増加した。

(2）「測樹」分野の変化：③森林の測定に含む 6細目（測

樹の基礎，立木の測定，丸太材積，林分材積，年輪と成長

広域の森林調査）に変化はないが， W期「森林経営j

になると，記述内容が削減された。④評価は，林産物生産

機能の林地や林水価格を基礎とした評価から， W期「森

林経営Jになると公主主的機能を含む評価が加わり，内容が

増加した。

(3) r経営」分野の変化：⑤計画は，章や節の名称が林

業経営から森林経理，森林経営，森林経営計図など，用語

自体が変わっていた。含まれる細目には，経営の基礎（目標，

経営の指導原則，保続など），森林計闘，編成があり， IV

期「森林経営」になると森林空間の利用計闘が加わり，そ

の内容にも変化がみられた。＠管理は，計画を受けた実務

として，含まれる細目には経営組織，生産・労務管理，財

務管理があるが， W期「森林経営」になると，財務管理

が減り，森林情報や空間の活用の項目が増え，類型ごとの

森林の取り扱いやカーボンオフセットなどの記述が加わる

など，内容が変化した。⑦流通に含まれる細目には，木材

商業，流通と市場，木材貿易，輸送・保管があり，内容に

変化はなかった（ただし 2009年版では，環境問題や違法

伐採の記述の増加がみられた）。

(4）「林政J分野の変化：＠政策・法規では，合まれる
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細目に，林業政策として近一世または近代の明治以降の林業

政策の変選，法律として森林法などの関係する法律や保安

林，さらに金融と保険があり，内容に変化はなかった。た

だし， HI期前半には教育や研究に関する内容があったが，

III期以降なくなり，また時代の流れと共に法律や政策に

関する記述内容は増えた。

以上から，項目ごとのの内容に変化がみられたのは，①

森林と林業／森林経営，~効用／機能，③評錨，⑤計画，⑥

管理であり，項目の内容に大きな変化がみられなかったの

は，③森林の制定，⑦木材流通，③政策・法規であった。

特にW期「森林経営Jへの改訂に伴う内容の変化をみると，

内容が増加したのは，②効用／機能，④評価，⑤計画，⑥

管理の項呂で，公主主的機能を踏まえた内容であり，記述が

減った細目は，材積の部定（③森林の測定に含む），林産

物生産機能の評価（④評価に含む），施業言i‘測の編成（⑤

計画に含む），労務管理や財務管理（⑥管理に含む）など，

木材生産や林業経営に関する技術的な内容であった。

V.考 察

1. 「森林経営j関連科慢の変化と課題

戦後における専門高校の「森林経営」関連科自に関する

教育の呂的と内容の変化を分析してきた。指導要領等から

みた「森林経営」関連科目の教育日擦は，林業に必要な知

識の理解と能力や態度の育成から，森林を持続的に経営す

る能力の育成に変わり，育成すべき人材換が示されなく

なった。森林・林業教育は，専門教育の位置づけの転換（1999

年）がみられたことが報告されているが（9），「森林経営」

関連科目の目標の変化をみると，既にE期（1970年代後

半～1990年）から，林業や森林経営の能力や態度の育成

がなぜ必要なのかといった科目の目標が示されなくなって

いた。この高度経済成長期以降の時期は，教育社会学の視

点から専門教育の変化がみられたと指摘されている時期と

一致している（6）。

教育内容では， 4分野8項呂（30細目）に整理された。

各項目の内容は変化してきており， 1960年代以降，木材

生産を中心とした実務的な知識や技術の習得のためであっ

たが， W期以降の現在は，森林の多面的機能の評価，計踊，

管理を合んだ持続的な森林経営へと変わってきていた。 IV

期の科目名が「森林経営Jへと変わった時期の変化には，

林業経営の実務的な内容の削減と，多闘的機能を踏まえた

内容の拡大のニつのポイントがみられた。そこで，ニつの

変化のポイントを踏まえて，今後の「森林経営j の課題に

ついて考察した。

まず，林業経営に関する実務的内容が削減したことは，

公務員や産業界への影響が考えられる。「林業経営」では，

木材生産を中心に，材積を淵定し，木材価格の評髄，森林

計閣の作成とその実施のための労務・財務管理，政策な

ど，科自を通じた一貫性があり，森林経理（1957,1960 {J三）

とされていた内容が，「森林経営」では削減された。その

結果， 2004年以降「森林経営J(1999年）を学んだ世代は，

森林経理の専門用語に触れていない可能性がある。国家公

務員（高卒程度）採用者や緑の雇用なとミの受講生への影響

が考えられ， J餓業教育としての課題が挙げられよう。

次に，森林の多面的機能を踏まえた内容が増えたことに

よる影響として，内容の一葉性の問題がある。「森林経営J

では，新たに環境保全や保能休養，森林空間の利用や情報

などが加わっていた。新たに加わった内容は，森林教育が

内包する 4要素（森林資源，自然環境，ふれあい，地域文

fと） (8）と比較すると，自然環境やふれあいに該当する。

このように「森林経営Jが含む内容は多掠化したといえる。

そのため「林業経営」では，木材生産を中心に，科目の各

分野・項目で一貫性がみられていたが，「森林経営Jでは

項目開での違いがみられ， f林業経営」の内容をそのまま

踏襲している章と，新たな内容を盛り込んだ主主の両方がみ

られた。例えば「概論」部分をみると，「森林経営J(1999 

年）の 1章は「林業経営Jを踏襲したままで，「林業経営」

と f森林経営」との違いや，「森林経営j のねらいは説明

されていない。公益的機能に関わる内容が盛り込まれた 3

主主や 4章では，木材生産と公益的機能の内容が併記されて

おり，相互の関連性が説明されている訳ではない。このよ

うに，「森林経営」関連科目では，指導要領（1999年）改

訂に際して「森林経営」へ変更され，多面的機能を踏まえ

た内容が感り込まれたが，教科書全体として整理されてい

る訳ではなかった。その結果，「森林経営」とはどのよう

なものなのか，科目のねらいの説明や科目の内容の整理が

不足しているといえる。

こうした状況は，専門高校が就戦先を見据えた人材養成

を担っていることにも関係していると考えられる。今日の

専門高校の森林・林業関連学科では，今日でも林業i般公務

員を含めた関連分野に卒業生の約2割を輩出しており（9),

広く一般的な教養教育としての森林・林業教育だけではな

く，現場で役立つ戦業教育としての役割も求められている。

林業技術者ための職業教育に，新たな森林経営に関わる知

見が盛り込まれたため，林業経営の実務的な内容と，多面

的機能を賠まえた内容とが併記されているのが， f森林経

営」の教科書；の現状といえるであろう。専門高校の教科書

「森林経営」は，新たな「森林経営j の再検討へ｜匂けた過

渡期の状況といえるのではないだろうか。

2. 科目「森林経営jの再検討を行う上での課題

次に，これから「森林経営」を構築するための課題を考

察した。その結果，次の 5点が検討課題として挙げられた。

1）科目のねらいを路まえた教育内容の検討：新たな「森

林経営」のB襟では，森林の多面的機能を踏まえた持続可

能な森林経営に役立つ能力の育成が目指されていた。そこ

で，新たな「森林経営j について再構成するための試みと

して，教科書の内容に変化がみられなかった政策・法規の

項告を例に，大学での森林政策学の専門書 (1）の内容と比

較をしてみると，専門高校の「森林経営」では，野生動物

管理や自然環境保護，地域や山村問題，生態系サービスは

触れられておらず，自然公閣法も名称の紹介だけであるな
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ど，内容の不足がみられた。このように，多面的機能を踏

まえた持続可能な森林経営の内容を踏まえた検討が必要と

考えられた。新たな「森林経営Jの内容は，実社会で、の森

林管理や行政の取り組みを踏まえながら，科目全体を大学

の専門教育等と併：せて検討することが必要であろう。

2）育成すべき能力の検討：学校教育では，「思考・判断j

（課題解決能力），「関心・意欲・態度J（熱意），「技能」を

含む学力の育成が自指されていた。新たな「森林経営」に

ついて再検討するには，目標ではみえなかった「思考・判断j

の観点も含める必要があろう。例えば，森林・林業分野で

進められている準フォレスター研修や森林施業プランナー

研修では，森林や林業に関する知識や技術に限らず，課題

解決能力や森林づくりに対する熱意や哲学なども研修の項

目に含められている （4,15）。こうした技術者倫理や職業

意識は，専門分野の人材育成で、も求められている。

本稿で整理した結果からみると，意欲や態度の育成を含

めた教育は，戦後の専門教育に既にみられていた。「林業

経済J(1952年）の目標には，林業の意義を自覚し，林業

に打ち込む態度の養成が明記され，意欲や態度の養成が自

指されていた。また著作教科書：として初めて出版された「林

業経済」（1957年）では，各項目の寝頭で「00はなぜ必

要か」を解説する節が設けられ，学習者が自分で考え，判

断するために解説がなされていた。その後，今日までの

50年に渡り，教科書は知識や技術の解説が中心となって

いた。新たな「森林経営Jで求められる多様な能力の養成

を目指した教育の検討には， 11没後，事！？たな専門教育のあり

方が模索された時期の教科書も改めて検討する必要がある

かもしれない。

3）育成すべき人材像の検討：専門教育としては，育成

すべき人材像を想定した検討も必要であろう。 1960～1970

年代には林業の初級技術者養成のニーズを受けた職業教育

が日指されていたが，現在の専門教育では，「将来のスペ

シャリストの育成Jと示されているように，大学等への進

学も視野に入れられている。持続可能な森林経営のJ旦い
手として，森林の多面的機能の内容の拡がりを考慮する

と，育成すべき人材像には，林業分野に加えて，広く森林

や環境の分野，例えば，環境アセスメントや国立公開のレ

ンジャー，エコ・ツーリズムなど観光業，教脊・普及の分

野，企業の CSR，地域振興なども想定できるかもしれない。

将来の多様な職業を想定した上で，高校段賠での教育を検

討する必要があろう。

4）大学等専門教育との連携を踏まえた専門高校の役割

の検討：多様な人材像が想定される新たな「森林経営」の

教育には，高大連携や産学官連携を踏まえた専門教育の中

での検討が必要性であろう。専門高校では，高校後に大学

や大学校などでの継続した教育も想定しながら，基礎・恭

本を担う高校段階で必要な森林経営の役割を担うことが必

要であろう。専門高校では，演習林を活用した体験を通じ

た教育が行われているなどの特徴がある （16）。高校段階

での教育として，例えば幅広い森林経営の内容への興味関

心の喚起や，技能習得を中心とした役割を担う可能性が考

えられる。

専門教育としては，大学教育で，自本技術者教育認定機

構（］ABEE）の技術者養成教育，林業分野での研修には，

准フォレスター研修，緑の雇用での研修も行われている。

これらとの関連性も含めて，森林経営とは何か，どのよう

なスキルが必要なのか，専門的知識や技術の整理が必要で

あろう。

専門教育の内容の検討には，森林・林業教育に関連性が

ある中学校技術科教育などが参考となると考えられる。日

本産業技術教育学会では，技術科教員としての知識や技能

などの能力の分析を行い，能力認定試験を通じて教育の費

を担保している（注 8）。こうした先行研究や事：fJuを参考

にしながら，各教育段階で必要な教育内容の整理が求めら

れる。

日分野横断的で実践的な専門高校の科目としての「森

林経営J：高校の専門教育としての科目「森林経営」の検

討には，専門高校の教育体制を踏まえる必要がある。専門

高校の教科書：は，文部科学省著作教科書：であり，指導要領

の内容に制約された中で，約 1年で執筆，発行されている0

3科告しかない森林・林業科目は，学問分野横断的であり，

森林学会の分野での林政，経営，風致（一部利用）にまた

がる総合的な視点が必要である。その上，専門高校の教育

は，進路に関係し，教育と現場をつなぐ実践的な科目であ

る必要がある。

以上から，専門高校の科呂として「森林経営Jの新たな

構築には，持続的な森林経営を担う多様な人材や能力の育

成を自指し，学問分野を総合し，仕事の現場に結び、ついた

実践的な科目として，産学官連携などを通じ専門高校での

役割を分担して取り組むことが課題と考えられた。新たな

「森林経営j の内容のi隔を広く，包括的に捉える視点は，

実践現場に役立つ技術者養成の役割も持つ専門高校での基

礎的な教育だからこそ考えるべきともいえよう。

VI. おわりに

本稿では，戦後の高校における森林・林業教育について，

「森林経営」関連科自を対象に教育の目的と内容の変化

を分析した結果，教育内容には， 4分野8項目が挙げられ，

木材生産を恭本とした「林業経営」から，森林を持続的に

経営する能力や態度を育てる「森林経営」への再編が図ら

れていた。しかし，森林経営とは向か，科目の理念や一貫

性がみえにくく，改訂への過渡期といえた。課題として，

産学官連携などを通じて，森林経営のあり方や，育成する

人材｛象や能力を検討し，専門高校の役割を賭まえながら，

分野横断的で実践的な科自として，持続可能な森林経営の

ための科目として再講築することが挙げられた。

新たな「森林経営Jの科目のあり方は，森林経営をどの

ような理念のもとに実施するのか，実社会での森林管理や

行政の取り組みとの関わりが大きく，業界や学問分野全体

での課題ともいえる。かつて林学会雑誌では，専門教育の
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あり方が議論された（1930年）。また戦後の高校教育のあ

り方が模索される中では，専門分野の意義を踏まえた担い

手の自覚を養う教育が目指されていた。半世紀以上の時を

経て，今改めて，これからの人材育成，専門教育を重要課

題とした検討が必要な局面を迎えているといえよう。

次の学官指導要領の改訂は， 10年後と仮定すると 2018

年頃の予定であり，続いて教科書：の改訂が行われる。次の

改訂を見据えて，今から，科目の検討を始める必要がある。

本稿では，科目の内容を主に日次の項目をもとに整理した

が，さらに詳細に専門用語，具体的な知識や技能の整理を

行い，他科自「森林科学J，「林産物利用jの内容との比較

も必要である。これからの専門教育として，育成すべき人

材像や能力を明確にし，森林・林業教育の体系化を国るこ

とが必要であると考える。

本研究の推進には，文部科学劣llil立教育政策研究所数字ま課税研究セ

ンター教育諜程調査官邸；l:!ll淳一氏，東京都立7号機総合高等学校｝十秒fl荘
志氏に資料や情報の提供にご協力頂いた。多くの示唆を頂いた関係者

の皆様に御礼申し＿tffる。
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（注 4）次の発表資料をもとにした。枚田~＇［；宏. ：）［：宇戸智也・奥1L1i,Y0-m1
(2012）段林高校の林業技術者養成の現状教科書の分析を中心に．九

州森林学会大会発表姿§＇ f長68:No.107。
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わった情報および文部科学省認資官への総き取りをもとにしている。
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しており，「1主総的・主主本的な知識・技能」に加えて，「課題を解決する

ために必要な思考力・判断力・表現力Jと，「主体的に学穏に取り組む

態度jとされている（第三ト灸）。「評価の観点jは，これらの「学力J
の姿索に基づいて，凶つの領域について評仰を行う恭準となっている。
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の観点に備した評定が行われることのないように，「関心・窓欲・態

度J，「思考・判断j，「技能・表現」，「知識・理解」のll11つの観点による

五千和Iiを十分踏まえながら評価を行っていく」こととしている。通知表

（通信簿，保護者に対して子どもの学沼状況をi主総するもので，様式や

内容は校長の裁長による）には，観点加に評価が記絞されることもあ

る。
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htや：／／VV¥VW.ill剖 .go.jp／昌一menu/shotou/n創刊s/qa/12鈎415.h加（2013if. 
4月初日参！！¥l.)
Ci主7）出典：（財）教科書研究センターの教科書目録情報データベース

h社p://mokurokudb.textbook-rc.or.jp/kyoka/KYIρ10.aspx (2013年4jg 
19日参照）「森林絞’g'J(2009年）はま年ヨを1日原稿（2013iド12月）をも

とにした。

（注8）日本産業技術教室f学会による技術科数民指導能力認定試験

h均：I/home.hiroshima-悶U目ac.jp/teched/index.html(2013 if. 5月14丹参！！の
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