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論文

森林・林業教育を行う高等学校の現状

-2014年林野庁の全国調査をもとにした分析一

井上真理子＊，l .大石康彦I

森林・林業分野では，人材育成の視点から専門教育へ関心が高まっている。高校の森林・林業教育の現状について，「専門高

校における森林・林業教育に関するアンケート調査」（林野庁研究指導課， 2014年）をもとに，学科の状況，生徒数，教員数，

演習林や施設，教育内容，進路を分析した。アンケートは，森林・林業関連学科・科目設置校を対象に郵送法で実施した。そ

の結果，森林・林業関連（72校）の生徒数は 4,987人（高校生総数の 0.15%に男女比は8・2で，担当教員 267人のうち森林・

林業の大学等卒業者は約4割しか居なかった。演習林は 70校が保有し， 64校が活用していた。科目は，「森林科学」と「林産

物利用」を 9割，「森林経営」を 6割の学校が設定していた。これら 3科目ともに半分以上の項目を教えているのは42校（6

割）で， 13校（2割）は l科目以下であり，多様化していた。卒業生の進路は，森林・林業系に 15%が進み（就職者195人，

進学者75人， 2011～2013年平均）， 9割の学校から森林・林業分野へ人材を輩出していた。今後の課題は，教育目的にあった

教育内容の検討，大学や大学校との連携，教員研修が挙げられた。

キーワード・林業教育，専門高校，専門教育，人材育成

Mariko Inoue,*・' Yasuhiko Oishi' (2016) The Present Situation of Forest and Forestry Education in Japanese High Schools 

Analysis Based on a Questionnaire by the Forestry Agency in 2014. J Jpn For Soc 98: 255-264 Forests and foresむyeducation 

has attracted attention regarding how to consider human resources training. We analyzed forest and forestry education in high schools 

仕omthe viewpoint of human resources training about the present situation based on a questionnaire by the Forestry Agency. The ques-

tionnaire was conducted by asking forestry-related schools, and the response rate was 100%. The number of schools was 72, the number 

of students was 4, 978 (0. 15% of all high school students), of which 20% were female. There were 267 forestry-related teachers, but 

only 42% of them graduated from forestry courses. There were experimental forests in 70 schools, and 64 schools used for education. 

The educational subject of “Forest science”and “Usage of Forest Products" were taught in about 90% of these schools, and “Forest 

Management" was taught in about 60% of them. Those three subjects were taught in 42 schools, and in 13 schools one subject was 

taught mainly as optional subjects. Fifteen percents of graduates of these schools took a forestry-related job or went to fores町ーrelated

higher education in an average from 2011 to 2013: 195 students took jobs, 75 students went to higher schools. These results showed that 

forest and forestry education was diversified. There were three problems: contents to be matched with educational pu中oses,coordination 

with forestry-related educational organizations, and teacher’s training. 

Key words: forestry education, vocational high school, specialized education 

I. はじめに

近年，林業の活性化に伴い，専門分野を担う人材育成が

急務な課題となっている。森林総合監理士の試験制度

(2013年～）が設けられ，地域の森林のあり方を示し，市

町村森林整備計画の策定などの技術的支援を行うことが期

待されている。また，「林業労働力の確保の促進に関する

基本方針」（2010）が見直され，高度な知識と技術・技能

を有する林業労働者のキャリア形成を支援するため，林業

作業士（フォレストワーカー）などの段階的・体系的な研

修（2011年～）が実施されている (18）。

人材育成には，林業現場を担っている若手技術者の技術

力の向上を図ることとともに，森林管理を担う公務員など

の人材も含めた人材の確保が重要な課題となる。林野庁の

新規採用者数は， I～III種合計で平均96名／年（2007年か

ら9年間の平均），東日本大震災後に採用が控えられた 3

年間を除j 毎年 110名以上である (19）。都道府県の林

＊連絡先著者（Correspondingauthor) E-mail: imariko＠均ri.affrc.go・.jp

務関係部署も含めると，林業に関わる公務員に毎年数百人

規模での人材が必要となる。また，林業現場を担う技術者

への対策として， 2003年から「緑の雇用J事業が実施さ

れており，新規就業者は 3,000人／年前後となっている

(JO）。森林・林業分野を担う新たな人材確保のため「緑

の青年就業準備給付金事業」（2013年～）が開始され，支

援が行われている (18）。

人材育成に関わる森林・林業の専門教育の機関として

は，大学27校，大学校6校高等学校72校があり（2014

年4月現在） (18），自然産業研究所 （22）により各教育

機関の実態調査が行われた。大学では， JABEE（日本技術

者教育認定機構）で，森林および森林関連分野での教育活

動の品質のレベルや，技術者として必要な知識や能力の養

成が検討され（林業分野の認定は， 2004年から 4大学）

(15），林業大学校は，京都府が2012年に新設して以降，

秋田県で 2014年 (18），高知県で 2015年など開校が相次

ぎ （25），各地域で人材育成に取り組んでいる。また高等

1国立研究開発法人森林総合研究所多摩森林科学園 干193-0843 東京都八王子市廿里町 1833-81(Tama Forest Science Garden, Fores町 and

Forest Products Research Institute, 1833-81, Todori, Hachiohji, Tokyo 193-0843, Japan) 
(2016年5月16日受付， 2016年8月16日受理）
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学校は，森林・林業の教育機関の中で最も数が多く，地方

自治体により設置されており，地域の森林・林業を担う人

材育成への役割が期待される。

ただし高等学校での森林・林業に関する専門教育は，

1901年（明治34年）の木曾山林学校（林業科）の開校以

来 100年以上の歴史があり， 1951年現在で 102校あった

が (11)，各学校のカリキュラムなど教育の実態は明らか

になっていない。高校教員であった松尾 (11)や渡辺 （24)

は，教育改革などの影響により森林・林業関連学科が減少

した状況を指摘し農林水産奨励会 (16）は，教育改革

の影響による専門高校での学科改編の状況について， 1989

年で76校（うち，林業科は 57校）が， 2000年で学校数

に変化がないものの，林業科は 16校となり，多くの学科

で名称変更された実態を示した。あわせて，「林業教育の

水準の量・質共に低下しているのではないかと危倶せざる

を得ない」 (16）と指摘している。しかしその後も，専門

高校の専門教育が研究対象となることは少ない。森林教育

に関する研究レビュー（2011年まで，合計448件）をみ

ると，専門高校関係の文献は 31件に留まり，そのうちの

7件は，卒業生の進路や就業意識が対象で，教育の実態に

関係した内容ではなく (17），北海道での専門教育の事例

(2）や鳥取県の事例 (1）の研究があるが，地域が限定

的となっている。高等学校での森林・林業に関する教育の

全国的な状況を把握することは これからの森林・林業を

担う人材育成を検討する基礎として重要といえるだろう。

そこで本研究では，高等学校での森林・林業教育の実態

を明らかにするために，全校を対象としたアンケート調査

の結果をもとに各校の森林・林業教育の状況を分析した。

なお本稿では，高等学校を高校と表記し，高校での林業

に関する専門教育を森林・林業教育と表記する（注 1）。

IL方法

1. 高校での専門教育，森林・林業教育

高校での森林・林業教育の現状を把握する背景として，

高校教育と専門教育の概要について，「学校基本調査」（文

部科学省 2014年度）（注2)(14）や「学習指導要領」 (12)

を含む文献資料をもとに，教育目標，学校数や学科数，生

徒数，進路状況を整理した。

次に，森林・林業が含まれる農業教育と，高校での森

林・林業教育の状況について，既往の研究および「高等学

校学習指導要領農業編」 (13）などの文献資料をもとに，

学科数，教育目標，教育内容と科目，学科改編の状況を整

理した。

2.森林・林業関連学科・科目設置校の現状

森林・林業教育を実施している高校の実態について，ア

ンケート調査をもとに分析を行った。アンケート調査は，

林野庁研究指導課により実施された「専門高校における森

林・林業教育に関するアンケート調査」（以下，「専門高校

アンケート」）である。「専門高校アンケート」は，森林・

林業関係学科（科目）を持つ高等学校（76校）を対象に

郵送法により 2014年7月に実施されたもので，全校から

回答を得た（回答率 100%）。アンケートの対象校は，事

前調査により，全国47都道府県の林業担当部署から森

林・林業関係高校として申告された学校とした（注目。

「森林・林業白書」の「森林・林業関係の教育機関」には，

2001年に 76校あったが (16），学科改編などが行われて

きている （6）。そのうち，今回のアンケートにより関連

科目を設置していないことが判明した4校を除く 72校を

森林・林業関連学科・科目設置校とし， 2014年度現在の

学科名と学科数，生徒数，教員数，施設と設備，教育内

容，卒業後の進路を分析した。

以上の結果をもとに，高校における森林・林業教育の実

態をふまえて，高校での森林・林業教育についての課題を

考察した。

III. 高校での専門教育と森林・林業教育

1. 高校教育と専門教育

1）高校教育の概要

全国の高校数は 4,963校，生徒数は約 333万人（3学年）

で（2014年度），少子化に伴い漸減傾向にある (14）。高

校教育の目的は「中学校における教育の基礎の上に，心身

の発達及び進路に応じて，高度な普通教育及び専門教育を

施すこと」（「学校教育法J第五十条）とされ，目標として

「一般的な教養を高め，専門的な知識，技術および技能を

習得させること」（同第五十一条第二項）が挙げられてい

る。高校には，普通教育を主とする普通科と専門教育を

主とする専門学科（森林・林業関連学科を含む農業高校は

専門学科にあたる），普通教育と専門教育の選択履修を中

心とする総合学科（1994年～）の 3種類があり （5），普

通科（4,084校）の生徒が73%を占め（約 242万人），専

門学科は，高校生全体の 22%（生徒数約 73.4万人）であ

る (14）。
教育内容に関わる教育課程は，「学習指導要領」（文部科

学省公示）に示された内容を基準とする（「学校教育法施

行規則」第八十四条）。各教科の教育内容は，「学習指導要

領解説」に示される。卒業に必要な履修単位数（74単位

以上）のうち，専門学科では，専門教育の科目 25単位以

上が必要とされ，専門科目は履修科目の 1/3程度で，専門

学科でも普通科目（最低の必修単位数36）が半数を占め

る (12）。
中学から高校への進学率（2014年度）は， 98.4%であ

る (14）。また高校全体の卒業生（約 104.7万人）の進路

は，大学・短大への進学率が53.8%，専門学校への進学

率が 17.0%と進学が7割以上を占め，就職率は 17.5%で

ある (14）。
2）高校の専門教育

次に，高校での専門学科をみると，職業系専門学科（教

科別に，農業，工業，商業，水産，家庭，看護，情報，福

祉に関する 8学科）と，普通系専門学科（理数，外国語な

ど4学科等）とがある。職業系専門学科は，全国で4,425
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・農業 ロ工業 ロ商業
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図 1.高校の専門学科別の生徒数の割合

「学校基本調査」 2014年度 (14）をもとに作成。

学科（生徒数628,195人），普通系専門学科は 652学科（同

105. 795人）で，漸減傾向である（図－1) (14）。

森林 ・林業関連学科は，職業系専門学科に属する教科

「農業」の専門学科に含まれる。農業関連学科は全国に 811

学科（農業高校311校，全高校数の 6.3%），生徒数は

83,534人（高校生総数の 2.5%）である (14）。

卒業後の進路（2014年度）は，高卒での就職者が，普

通科で8.4%，総合学科で26.4%，職業系専門学科で

51. 9%であり，職業系専門学科で就職者が多い。職業系

の専門学科別にみると，工業（64.7%），水産（63.8%) 

に次ぎ，農業と福祉で卒業生の半数以上が就職している。

産業別 （20区分）の就職者数をみると，最も多いのが製

造業（高卒の就職者数の 35%）で，公務員は 11.485人（同

6%），農業 ・林業への就職者は， 1.514人（同 0.8%）で

ある (14）。
森林・林業を含む教科「農業」の専門学科について卒業

生（26,599人， 2014年）の進路をみると，就職が53.6%, 

専修学校等を含む進学が42.3% （うち，大学や短大への

進学者は 13.2%）であり 卒業生の約半数が進学してい

農業関係

食品科学関係

園芸関係

造園関係

生活科学関係

農業土木関係

農業経済関係
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林業関係

生物工学関係

農業機械関係

その他

。

6,479 

5,000 

る (14）。産業別にみると製造業（農業の専門学科の就

職者の 33%）が最も多く，次いで、却売業・小売業（同 12%)

で，農業 ・林業への就職者は 698人（同 4.9%）に留まり，

農業の専門学科の卒業生数の 2.6%を占めるに過ぎない。

ただし高卒者全体での農業・林業への就職者（1,514人）

のうち，農業の専門学科の卒業生が46%を占める。また，

公務員 587人（同 4.1 %）の比率は，職業系専門学科8学

科で情報関連学科（同学科就職者数の 9.8%. 20人）に次

いで2番目に高く，総合学科からの公務員就職率と同程度

である（728人，同学科の就職者数の 5.2%) (14）。

専門高校での教育は，かつて，就職者を送り出す教育機

関としての役割が明確であったが （3），少子化や高学歴

化が進み，職業に関する教科の基本的な方針は，中央教育

審議会答申（2008年）を踏まえ (13），職業経済社会の様々

な情勢の変化に対応した将来のスペシャリスト育成へと変

わり，進学も視野に入れた基礎 ・基本の教育になった

(6）。専門教育の視点と して，専門分野の基礎的な知識や

技能，社会的責任を負う職業人としての規範意識，豊かな

人間性のi画養などが求められ， ものづくりや就業体験，体

験的学習を通じたコミュニケーション能力や課題解決力，

地域産業を担う人材としての地域社会への理解や貢献など

が示されている (13）。専門教育の振興を図るための様々

な取り組みが行われているが（注4），現在では，必ずし

も高校卒業後に就職する専門的人材育成が主な教育目標と

なっている訳ではない。

2.高校の農業教育と森林・林業教育

1)農業教育の専門学科

森林・林業関連学科を含む教科「農業」の専門学科には，

農業 184学科，園芸 111学科，畜産 36学科，食品科学

118学科，農業機械 10学科，農業経済42学科，生物工学

30学科，林業 33学科，農業土木44学科，造園 63学科，

生活科学56学科，その他84学科がある (14）。図－2に教

科「農業」の小学科の生徒数を示した。教科「農業」の専

門学科では，農業科，食品科，園芸科の生徒数が多く ，林

8,730 

10,0α〕

12,741 

11,316 

15,0α】

生徒数 〈人）

18,894 

20,0α） 

図一2.教科「農業」の専門学科における小学科別の生徒数

「学校基本調査」 2014年度 (14）をもとに作成。
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業は，学科数で9番目生徒数で 10番目である（農業の

専門学科の生徒数の 3.4%）。教科「農業jは， 4分野（農

業の経営と食品産業，バイオテクノロジー，環境創造と素

材生産，ヒューマンサービス）にまとめられ，環境創造と

素材生産の分野（林業，農業土木，造園）に含まれる (14）。

2）教育目標

教科「農業」の教育目標は，「学習指導要領Jによると，

「農業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習

得させ，農業の社会的な意義や役割について理解させると

ともに，農業に関する諸課題を主体的，合理的に，かっ倫

理観を持って解決し，持続的かっ安定的な農業と社会の発

展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる」である

(13）。1960年代から 70年代には，林業科の教育目標が設

定されており，林業経営や治山治水などの内容が示され，

公務員を中心とした初級技術者の養成が目指されていた

（ただし農林業などの自営業者の育成は，農業科等に含

まれ，林業科の目標に含まない） (6, JI)。現在の教育

目標には，育成する人材像が具体的には示されておらず，

幅広い内容となっている。

3）教育内容と森林・林業関連科目

「学習指導要領」に示された教科「農業」の専門科目（30

科目）には，農業の経営と食品産業に関する「作物」や「食

品製造」など 12科目と，バイオテクノロジー関連の2科

目，ヒューマンサービスに関する「グリーンライフ」など

2科目，環境創造と素材生産に関する林業（3科目），農業

土木（3科目），造園（3科目）と「測量」，共通科目（「農

業と環境」，「総合実習」，「課題研究」，「農業情報処理」）

がある (13) （以下，科目名は「」を付けて示す）。

林業関連科目は，戦後，最大 10科目 (1970年版「学習

指導要領J）あったが，現在は，「森林科学」，「森林経営」，

「林産物利用」である（6）。戦後，森林・林業教育として

教えられてきた内容を整理すると，育林（森林の育成），

森林利用（木材の生産），山地の保全，森林の機能， i則樹，
流通，林政，木材の性質と用途，木材加工，林産製造・特

用林産が挙げられる（6）。林業の専門的な知識や技術に

加え，近年は，森林の多面的な機能などが盛り込まれてき

た（7, 9）。学校での教育活動として，自然観察や環境

教育，就業体験やボランティア活動なども行われている

( 4）。

4）森林・林業関連学科と学科改編

森林・林業関連学科の生徒数は， 1967年の 13,369人を

ピークに減少した (1）。「学習指導要領」 1989年の改訂を

機に，学科改編が加速化し （24），学校の統廃合，他学科

との統合，さらに総合学科や普通科への改編が行われた

(23）。総合学科や普通科になった後な森林・林業関連

科目を選択科目などで設置している学校もあり，森林・林

業関連学科は「総合学科，コース制の導入でその規程はあ

やふや」で，専門教育の内容が浅くなる傾向が指摘されて

いる (16）。総合学科高校になった母体の学校が農業高校

であったのが全体の 1/4を占めているが（2004年現在），

総合学科では専門性を維持した教育が難しいことが指摘さ

れている（5）。

3.小括

専門高校は，専門科目が履修科目の 1/3程度ある学校

で，生徒数は全高校生の 2割程度，卒業後の就職率は半数

と高いが，専門教育の教育目標は，進学も視野に入れた専

門の基礎・基本の教育に変わっていた。森林・林業は，教

科「農業Jに含まれるが，教科「農業」の専門学科での生

徒数l割に満たない。森林・林業関連学科では，学科改編

などにより，専門学科以外で関連科目を実施するように

なった学校もみられた。

IV.森林・林業関連学科・科目設置校の現状

森林・林業関連学科・科目設置校における教育の実態

を，「専門高校アンケート」の結果をもとに整理した。

l. 学科名と学科数の状況

森林・林業関連学科・科目設置校は， 72校（高校総数

の1.45%）であるが，アンケートを実施した翌2015年に

1校が校名変更し（注目， l校で林業コースが終了するな

ど，その後も変化している。現在，校名に林業を冠した高

校はなく（天竜林業高校は， 2014年に天竜高校に改編・

統合），林工を冠した高校が1校（日田林工高校），農林を

冠した高校が 19校（注6）である。佐怒賀 （21)は，森

林・林業教育の設置校を 68校としており（注7），森林・

林業関連学科・科目設置校（72校）には，関連科目をい

くつか開講している高校も含む。学科別にみると，農業の

専門学科が61校，総合学科 10校，普通科 1校である（注

3再掲）。
都道府県別の学校数は，熊本県と岐阜県が各5校で最も

多く，次いで長野県4校，北海道と愛知県が各3校，新潟

県は総合学科を含め 3校（2015年度までは宮崎県も 3校），

2校が12都県， l校が22府県で平均 1.5校である。森

林・林業関連学科・科目設置校がない6府県と，総合学科

高校のみの 4県を含め， 10府県に森林・林業の専門学科

がない（注8）。

学科名を表－1に整理した。林業科は 3校（愛知県立田

口高校，熊本県立芦北高校，大分県立日田林工高校）で，

学科名に林業や農林，林産を含む8校，森林科学科（13

校）など森林を含む22校，農業土木科など森林・林業に

近い内容の学科との統合と考えられる緑地が7校でグリー

ンが7校，また環境が22校，農業など9校となっていた

（重複）。

「学校基本調査」 (14）では，林業関連学科33校である

が，学科名だけでは，林業関連学科かわからない。例え

ば，岡山県立勝間田高校グリーン環境科は， 2005年に林

業緑地科と生物生産科などが改編し現在， 3年次から林

業緑地類型と園芸類型に分かれる。こうした複数の学科を

統合した場合，どの学科に分類されるかわかりにくい。鶴

見 （23）は，森林・林業の専門学科で他学科との統合を 25

校とした。林業関連学科数（「学校基本調査」）では， 2012
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年に 36校であり（7), 2年間で3校が減っている。

そこで，森林 ・林業の専門学科でのコースや類型を整理

した。専門学科（61校）の中でコース等が確認できた 38

校では，森林 ・林業に関するコース等 (11校）と農業の

複合的なコース等の設置（27校）と， 2タイプがみられた。

林業と特用林産や木材加工など，森林・林業でのコース設

定校は 11校で，森林 ・林業の専門学科内でのコース等の

設置である。次に，農業の複合的なコースの設置として

は， 森林 ・林業と土木や造園のコース等の設定校（17校），

農業関連の園芸や草花など幅広い内容の一つが森林 ・林業

(7校），グリー ンライフ科でのコース（3校）で，農業の

複合的なコース等設定校は あわせて 27校であった（注

9）。

森林 ・林業関連学科 ・科目設置校（72）校の中で，農業

の複合的なコース設置校が27校あり，選択科目を設置し

ている総合学科や普通科（11校）を含めて，半数以上（38

校）は，森林 ・林業関連の単独学科ではないといえる。

以上，森林 ・林業関連学科 ・科目設置校は，森林 ・林業

の専門学科と，森林 ・林業コース等設置の農業の複合的な

専門学科，さらに選択科目の設置校と，多様なタイプを含

んでいた。

人以上（学年平均 34人以上）の学校が 18校（同 25.0%) 

あった。また，総合学科での森林 ・林業関連科目の受講生

数が60人／学年以上が2校あった（注 11）。森林 ・林業関

連学科 ・科目設置校の l学年の平均人数は， 26.0人／校で

あった。

「学校基本調査」 (14）での林業関連学科（33校）生徒

数（平均 954.6人／学年）は，森林 ・林業関連学科 ・科目

設置校（72校）の生徒数（平均 1,662人／学年）の 57.4% 

を占める。

男女の 内訳は，男子 4,086人（81.9%），女子 901人

(18. l %），男女比は8:2である。男子だけの学校（男子

100%）の学校が8校（東北2校，中部北陸2校，九州、14

校），男子 90%以上の学校は，合計27校（関連学科 ・科

目設置校の 37.5%）あった。一方，女子が多い学校もあ

り，専門学科の中では女子 55.5% （北海道）の学校が最

も女子率が高く ，総合学科で女子が84.6% （選択科目受

講生），グリーンライフ科で女子が80.0% （森林科学コー

ス）の学校もみられた。

3.教員数

森林 ・林業関連科目を担当する教員（教員免許を持つ教

2.生徒数 表 1.森林・林業関連学科 ・科目設置校の学科名

森林 ・林業関連学科 ・科目設置校（72校）の生徒数は

4, 987人（高校生総数の 0.15%). 1学年平均 1,662人で

あった。ただし この中には，前節でみたように， 3年間

森林 ・林業を学ぶ専門学科の生徒から，総合学科などで森

林 ・林業関連科目を l科目程度選択しているだけの生徒を

含んでいる。学年別の生徒数のデータから，関連学科 ・科

目設置校の生徒と してl～3年生が居る専門学科は 44校

（関連学科 ・科目設置校の 61%）で， 2年次以降のコース

選択などにより関連学科 ・科目設置校の生徒として 2・3

年生が居る学校が26校（総合学科8校，普通科 1校，専

門学科 17校，注 10). 3年生のみは，総合学科の 2校と

なっていた。各校の生徒数を， l～3学年共に居る学校 (1～

3学年在籍校） • 2年次以上の学校（2・3学年在籍校）に

分けて図－3に示した。各学年は lクラスで，生徒数 100

20 「ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－ is －ーーー

15 
学

芸10

校
~ 5 

。
0～25 26～50 51～75 76～100 101～ 

生徒数 （人）

・1～3学年在籍校 ロ2・3学年在籍校

図－3.森林・林業関連学科・科目設置校の生徒数

学科名 学校数

林業・林産 ・農林 8校

林業 3 
林業緑地 1 
農林 1 
農林技術 1 
林産工芸 1 
4守用林産 1 

；森林 22校

森林科学 13 
森林環境 4 

森林環境科学

森林 1 
森林リサーチ 1 
森林総合 1 
森林工学 1 

緑地 6校 （7校）

緑地創造

緑地工学 1 
緑科学

環境緑地 2 

緑地環境

t林業一 1) 

環境 11校 （22校）

環境科学 5 
環境

王軍境情報 1 
環境資源

環境工学 2 

環境創造 1 
t森林一 4 

緑地．グリーン 6 

農業ー 1) 

（ ）内の斜体字は重複記載。

学科名 学校数

総合学科 10校

系列名等

－環境緑化

－食と環境

－環境 ・資源

－地域環境

. £！！業森林

－生物と環境

－グリーンマイスター

－地域クリエイト

－フオレスト

－創造実践

普通科 l校

－環境科学

グリーン系 7校

グリーンライフ 3 
グリーン環境 3 
グリーンデザイン 1 

農業ほか 7校 （9校）

農業環境

農業科学 1 
1匙業

地域農業 1 
生物資源

生物生産 1 
植物活用

t農林一 2) 
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諭および講師）の数は，全国で267人であった。各校の教

員数は， 4人／校が最も多く（関連学科・科目設置校の

34.7%). 1校当たり平均 3.7人である（注 12）。教員が5

人／校以上いる学校が18校（同 25.0%）ある一方で，教

員が2人／校以下の学校が 17校（同 23.6%）あり，教員

がl人／校しか居ない学校が8校あった。

教員の専門性をみると，森林・林業関係大学や大学院の

卒業者は 112人（うち，大学院卒業9人）で，担当教員の

41. 9%と半数以下で、あった。 l校当たりの森林・林業関係

の大学等を卒業した教員数は， 7人（1校）， 4人（5校），

3人（9校）. 2人（14校）' 1人（30校）' 0人 (13校）で，

平均 1.6人／校であった。森林・林業関連学科・科目設置

校で，森林・林業関連の大学等を卒業した専門の教員が1

人も居ない学校が 13校 (18%）を占めた（注 13）。高校

の教員免許では，教科「農業」の中に林業が含まれるため，

森林・林業関係科目を担当する教員（平均3.7人／校）の

うち森林・林業関連の大学等の卒業者は，平均2人／校以

下しかおらず，農業の他分野の教員が担当していた。

4.施設・設備

演習林は 70校が保有し（未保有校2校），そのうち 64

校（森林・林業関連学科・科目設置校の 91.4%）が授業

等で活用していた（注 14）。演習林を活用している学校の

うちで，宿泊実習を実施している学校は， 17校（演習林

保有校の 24.3%）であった。また，年間の活用日数が30

日以上の学校が 15校（同 21.4%）であった。年間 30日

以上演習林を活用している学校の内訳は，表－1の区分か

ら，森林系学科7校，環境系学科4校，グリーン系学科2

校，緑地系学科 l校，総合学科1校で，総合学科でも演習

林を多く利用している学校があった。

林業機械の使用状況（回答数71校）から，チェーンソー

（回答数の 96%）と刈り払い機（同 97%）をほとんどの学

校が使用し，パックホー（同 51%），集材機（同 8%），高

性能林業機械（プロセッサ，フォワーダ，ハーベスタ）は

3～4%であった。

5. 森林・林業教育の内容

森林・林業教育の内容について，教科書の内容や実習を

ふまえ，科目「森林科学」の育林分野（3項目）と林業土

木分野（3項目），科目「林業経営J(6項目），科目「林産

物利用」（3項目）と，科目「測量」 (1項目），合計 16項

目について，授業での取り扱いの有無についての回答を得

た（回答校71校）（表－2）。その結果，森林・林業の教育

内容（16項目）の実施率は，「森林科学J育林分野3項目

（平均 90.1%），「森林科学」林業土木分野3項目（平均

76. 5%）「森林経営」 6項目（平均 57.5%），「林産物利用」

3項目（平均88.2%），「測量」 81.7%であった。

科目別にみると，「森林科学」（育林分野）の3項目を共

に教えていない未実施校が2校（回答数の 2.8%），「林産

物利用J3項目未実施校が3校（同 4.2%）に対して，「森

林科学」（林業土木分野）3項目未実施校が9校（同 12.7%), 

「測量」 1項目の未実施校が 14校（同 19.7%），「森林経営」

表－2.森林・林業の教育内容と実施率

科目名 科目の内容 実施率（%）

森林科学 育苗と造林 88. 7 

（育林） 森林の保育 94.4 

森林の保護 87. 3 

（林業土木） 治山治水 76. 0 
林道と作業道 71. 8 

木材の生産 81. 7 
森林経営 森林の機能 67. 6 

森林の測定と評価 63. 4 

森林経営の目標と組織 56. 3 

森林施業 52. l 

森林の利用 54. 9 
木材の流通 50. 7 

林産物利用 製材と木材の工作 88. 7 

木材の加工と利用 87. 3 

特用林産物の生産と加工 88. 7 

測量 測量について 81. 7 

表－3.森林・林業関連学科・科目設置校の卒業生の進路

就職 進学
年度 その他 必ロ為舌ロt

森林・林業 他 森林・林業 f自

2011 196 898 84 481 47 1706 

2012 190 977 75 519 44 1805 

2013 197 925 68 501 37 1728 

6項目の未実施校が21校（同 29.6%）であった。

教育内容に演習林での施業を含む育林分野と，木材加工

室での実習を含む「林産物利用」の実施率が9割なのに対

し林業土木分野と，公務員養成の基礎となる「森林経営」

の実施率が低かった。また，森林・林業の3科目ともに半

分以上の項目を教えている学校が42校と全体での 59.2% 

を占めているが， 1科目以下しか科目の半分以上の項目を

教えていない学校が 13校（同 18.3%）みられた。

6.卒業後の進路

卒業生の進路（回答数69校， 2013年度）をみると，卒

業生数 l,728人のうち，就職者 l,122人（卒業生数の

64. 9%），進学者569人（同 32.9%）であった。 2011～2013

年の 3カ年（卒業生総数5,239人）の平均でみると，就職

者 1.128人／年（卒業生総数の 64.6%），進学者576人／年

（同 33.0%）であった（表－3）。農業高校の進路状況（就

職52.2%，進学 39.3%)（「学校基本調査J2013年度） (14) 

と比較すると，森林・林業関連学科・科目設置校では，よ

り就職者が多く，進学者が少なかった。

森林・林業関連分野への進路（2013年度）をみると，

就職者 197人（卒業生総数の 11.4%），進学者68人（同

3. 9%）で，全体で 15.3%が関連分野に進んでいた。 3カ

年（2011～2013年度）の平均では，森林・林業関係への

就職 11.1 % (194. 3人／年， l校当たり 2.8人／年），進学

4. 3% (75. 7人／年， l校当たり 1.1人／年）であった。高

校の卒業生全体（2013年度）の農業・林業への就職者

(1, 588人） (14）の中で，森林・林業関連学科・科目設置

校からの就職者が12.4%を占める計算となる。
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11% 

E就職・進学共に有り

悶進学のみ有り

71% 

図就職のみ有り

口就職・進学共なし

図－4.森林・林業分野への進学・就職実績別の森林・林業関連
学科・科目設置校数割合（2011～ 2013年度）

学校別に森林・林業関連分野への進路（3カ年）をみる

と（図－4），森林・林業分野に進学・就職者共にいないの

は3校に留まり， 95.7%の学校（66校）で森林・林業分

野への人材を輩出していた。過去3カ年で森林・林業分野

への進学者が居た学校は， 39校あり（回答数69校の

69.6%). 1人もいなかったのは 17校（同 30.4%）だ、った。

森林・林業分野への進学者が2人／年以上（3カ年平均）

いた学校が 15校（回答数の 21.7%に最も多い学校では

9.3人／年と，森林・林業関連学科の卒業生の 35%が森

林・林業関連分野へ進学していた。また，就職についてみ

ると過去3カ年で森林・林業分野への就職者が居たの

は， 44校あり（同 78.6%), 1人もいなかったのは 12校

（同 17.4%）であった（注 15）。多い学校では，森林・林

業分野への就職者が 10人／年以上（3カ年平均）いた学校

が3校あり（北海道2校，大分1校），卒業生の 26～48%

が関連分野へ就職しており， 5人／年以上の学校は合計で8

校（同 11.1 %）あった。

各高校での森林・林業関係の求人数（3カ年平均）でみ

ると（回答数59校），平均 4.6人／校であった。求人者数

が多い順に， 41人／年（大分）' 20人／年（北海道）' 13人／

年（秋田，岡山，佐賀）' 11人／年（北海道，静岡）' 10人／

年（長崎）' 10人／年以上の学校は合計8校で， 5～9人／年

が 11校， l～4人／年が31校， 3年間ともに求人数がO人

た、ったのが9校あった。特に総合学科高校やグリーンライ

フ科で求人数が少なく（総合学科で求人があったのは 2校

のみに求人数には地域差や学校差が大きかった。

7.小指

森林・林業関連学科・科目設置校の現状を「専門高校ア

ンケート」から分析した結果，生徒数約 5千人（全高校生

数の 0.15%），男女比は 8:2, 1～3年生が在籍している

専門学科は 6割で，学科名やコースの状況は多様で、あっ

た。担当教員は 267人，そのうち森林・林業分野の卒業者

が約4割しか居ない中で，演習林（70校保有）を活用し

た授業を 9割の学校が実施していた。科目の実施率は，

「森林科学」と「林産物利用jが9割，「森林経営」が6割

で＇， 3科目共に半分以上の項目を扱う学校が6割， 1科目

以下の学校が2割であった。卒業生の進路では，森林・林

業系に 15%が進み，森林・林業分野への就職者 195人，

進学者75人（3カ年平均）であった。関連分野への就職

について， III.でみたように，教科「農業Jの専門学科全

体で農業・林業への就職者が卒業生数の 2.6%であること

と比較すると，森林・林業関連学科・科目設置校での専門

分野への就職者が卒業生数の 11.1%を占めた状況は多い

といえる。森林・林業関連学科・科目設置校の 9割の学校

から関連分野への進学や就職者がおり， 8割の学校から関

連分野への就職者を輩出していた。

v.考察

1. 高校における森林・林業教育の現状

専門高校（生徒数は高校生総数の 2割）は，卒業後の就

職者は多いが，教育目標として主に専門的人材の育成と

なっていなかった。森林・林業は，農業の専門学科の環境

創造と素材生産に関する分野に含まれ，農業高校の中でも

生徒数がわずか数%を占めるにすぎない小規模な学科で

あった。森林・林業関連学科・科目設置校（72校）では，

1～3年生が在籍している専門学科（約6割）以外に，森

林・林業コース等や選択科目の設定などの多様なタイプが

みられた。教育内容は，「森林科学」と「林産物利用」の

実施率は9割と高く，森林・林業3科目とも半分以上の項

目を教えている学校は6割あるが， l科目以下の学校が2

割にもなっていた。このように高校での森林・林業教育が

多様化している中で，卒業生の進路では，森林・林業系に

卒業生の 15%が進んでおり， 9割以上の学校から森林・

林業分野へ人材を輩出していた。また，森林・林業関係科

目の担当教員は，全国 267人（平均 3.7人／校）で，その

うち森林・林業の専門教員は4割に留まり， l人／校以下

の学校が6割を占める中（1人も居ない学校が 13校），演

習林の活用を含む実践的な教育が行われている状況が明ら

かになった。高校の教員免許が教科「農業Jの中に林業を

含むため，教員の異動が同一都道府県内に限られる中で

（同一都道府県内で関連校は平均 1.5校），他校に専門教員

が転出すると，代わりに農業他分野の教員が配属されるこ

とになり，森林・林業の専門以外の農業教員により担われ

ている実態となっていた。そのため，森林・林業教育の専

門性に課題がみられるとの指摘 (16）を裏付ける結果と

なっていた。

2. 高校における森林・林業教育の課題

高校での森林・林業教育では，専門的技術者の養成を主

とした教育の位置づけが変わってきていた。このことは，

森林・林業教育に限らず，職業系専門高校全体の問題とし

て指摘されている （3, 6）。高校進学率が5～6割だった

1950年代半ばから 1960年代初めには，高卒の職業では管

理的職務を含めたホワイトカラーがあり（3），林業関連

では，高卒での初級公務員が該当する（例えば，東京都
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(11)の例では，林業科の卒業生（1959～61年）の約2割

が公務員であった）。その後高校進学率は 9割を超え

(1970年代） (3），現在では 高校から大学・短大への進

学率が5割を超えるように高学歴化しており (14），高校

の専門教育のあり方自体が変わらざるを得なくなってい

る。「専門高校の職業教育は，現代日本のいわば『忘れら

れた存在』である」 （3）と指摘されている中で，森林・

林業関連学科・科目設置校は，本稿での分析結果から，存

在し続けているが専門性の維持や人材育成の面で難しい状

況がみられた。

専門高校での教育の潜在的な意義が指摘されており

(3. 20). III.で示したように，今日の専門教育では，専

門的な知識や技能の教育に限らず，社会人としての規範意

識の醸成やコミュニケーション能力の育成なども挙げられ

ている。戦後の「学習指導要領Jをもとにした分析からは，

今後の森林・林業教育で「森林・林業を切り口とした一般

の職業人としての教養教育に専門分野の人材育成」の二つ

の役割が指摘されている（6）。今日に引き継がれてきた高

校の森林・林業教育に今後も役割があると想定した上で課

題を考察すると，次の 3点が挙げられる。

まず，森林・林業教育の多様化に対応した森林・林業教

育内容の検討が挙げられる。人材育成の視点からは，ほと

んどの森林・林業関連学科・科目設置校から関連分野への

就職・進学者が居たことは重視すべきであろう。 3年間森

林・林業を学ぶ専門学科に限らず，選択科目を実施してい

る学校からも関連分野への進路選択者がみられ，学校で森

林や林業を学ぶ機会が関心を持つ若者を増やすことにつな

がっている面がみいだせた。高校での森林・林業教育とし

て，専門性の高い専門教育と共に，森林・林業に関心を持

つことを目的とした基礎的な森林・林業教育の展開に，人

材育成の側面からの意義があると考えられるだろう。森

林・林業の教員である佐怒賀 （20）は，森林・林業教育

は，学校教育の中で求められている「生きる力Jの育成に

も貢献することを示している。基礎的な森林・林業教育の

展開は，こうしたニーズにも対応し，専門教育の幅を広げ

ることになる。ただし基礎的な専門教育を展開してゆく

ためには，森林・林業として何を教えるのか， 3科目の中

から教育内容の精選が必要となろう。本稿の分析結果か

ら，現在でも 13校では 1科目以下しか科目の半分以上の

項目を教えていなかった。こうした学校への対応を含め

て，高校での多様なニーズにあった森林・林業教育の方法

や内容の検討が必要といえるO

2点目の課題として，高校卒業段階では，教育目標とし

て，就職を前提とした専門的人材の育成が目指されていな

い状況を鑑みると，専門的人材の育成のために大学校や大

学との連携や，「緑の雇用」の担当部署等との連携が挙げ

られる。同一県内に教育機関がある地域では既に協力され

ている場合もあるが，全国でも学校数が少ないため，地方

や全国規模での専門教育の連携を図ることが求められるで

あろう。筆者らは，高大交流を試行的に実践し関係者か

ら高い評価を得た （8）。こうした関わりを継続的な連携

につなげるには，教育機関同士をつなぐ役割を担う体制づ

くりが課題である。高校の森林・林業教育の教員の全国組

織（全国高等学校森林・林業教育研究協議会）は， 2016

年度から農業土木，造園，林業の3学科の合同組織へ改編

され （8），森林・林業の専門性の維持が困難になってい

る。森林・林業の専門的人材育成の視点からの連携の仕組

みづくりが求められる。

3点目の最も重要な課題としては，森林・林業教育を支

える教員の専門性が挙げられる。専門教育の実践には，教

員の資質が求められるが，本稿での分析結果から，現在

は，森林・林業の担当教員の半数以上が専門外である実態

が明らかになった。今後 ベテラン教員の退職期を迎える

と，専門性の維持はますます困難になる可能性が高い。同

一県内に森林・林業関連学科・科目設置校が複数ある場合

は，専門学科間での異動が可能であるが， I校の場合，専

門性の維持が一層深刻な状況といえるだろう。外部の専門

家に協力を依頼するとしても，教員が森林・林業について

全く知らなければ，困難と言わざるを得ない。教員免許の

中に森林・林業分野を確立できることが望ましいが，当面

する課題として，森林・林業の担当教員への支援や研修が

必要となるかもしれない。研修の実践例として， 2009年

から義務化された教員免許状更新講習での講習実施がある

（鹿児島大学，注 16）。ただし教員の更新講習は 10年に

一度の受講であり，森林・林業の担当教員数から該当者

は，本稿の分析結果から，全国で推定25人／年程度であ

り，交通費を補助するなどで該当教員を集めないと専門的

な講習は難しいといえる。また，中学校技術科での事例で

は，木材加工に関する教員の指導力向上を目的に，「技術

科教員指導能力認定試験」（日本産業技術教育学会）を実

施し現職の教員や，教員を目指す学生が受験している

（注 17）。農業の教員免許は農学部等で取得できることか

ら，農業教員を目指す学生への森林・林業講座の開講がで

きれば，対策の一つになるかもしれない。

VI. おわりに

本稿で高校での森林・林業関連学科・科目設置校（72

校）の現状について分析してきた結果，森林・林業教育は

多様化してきており，専門性の維持が難しい状況となる

中，ほとんどの森林・林業関連学科・科目設置校から森

林・林業分野へ人材が輩出されていた。森林・林業分野へ

の就職者約200人／年は，森林・林業界の規模の中で大き

くはないが，森林率が高い山間部などで森林・林業分野へ

の就職者，進学者を送り出している高校の存在は，地域の

拠点のーっともいえるかもしれない。森林・林業関連学

科・科目設置校のあり方は，学校ごとに異なっており，都

道府県が設置者となっている高校は，地域ごとに検討され

てゆくものといえる。

ただし森林・林業分野の次世代を担う人材を，どこで

どのように教育し，どのような知識と技術を持った人材に
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育成するか，さらに，専門’性を持った教員の確保について

は，森林・林業の専門分野で日本全体を術服した視点から

検討する必要がある課題である。高校の森林・林業教育

は，小規模な分野で，専門分野からの支援体制がなければ

専門性の維持が難しい。また大学の教育学部には農業や森

林・林業の専門講座がないため，森林・林業教育の展開に

は，農学部の専門分野との連携が不可欠といえる。近年，

新たに林業大学校が設立される動きの中で，専門教育を

担ってきた高校との協力も模索されれば，森林・林業教育

の連携体制の構築への手がかりとなるかもしれない。

本研究の推進にあたり，林野庁研究指導課池田直弥課長をはじめ，
川島裕氏．平井郁明氏，柳本良子氏，都築高志氏（所属は 2014年当
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査」に関するデータおよび調査結果をとりまとめた資料の提供を頂

いた。ここに記して謝意を表する。また，アンケート調査にご協力
頂いた全国の森林・林業関連学科・科目設置校の担当教員の皆様に

も感謝申し上げる。
本研究は，林業経済学会2015年秋季大会（2015年 11月14～ 15

日，和歌山大学）において発表した「高等学校の森林・林業教育を
担う学科の現状と教育内容 2014年林野庁による全国調査のデータ

をもとにー」の内容をもとに再構成したものである。
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注記

（注 1) 森林や林業に関わる専門教育を示す用語として，森林・林
業教育を用いた（6）。

（注 2) 学校関係の資料は．元号で示されるが（「平成 26年度学校
基本調査J，「高等学校学習指導要領」平成 21年3月告示な

どに本稿では商暦に表記を統ーした。

u主3) 林野庁研究指導課普及教育班では．「専門高校アンケート」
をもとに「高等学校における森林・林業に関するアンケート
調査結果」をまとめている（内部資料， 2015年2月2日）。ア

ンケートの対象となった学校は，農業高校で林業教育を行っ
てきた学校で，学科改編の状況は井上・大石（2013) (6）に

詳しい。なお，他にも，環境や自然に関する教育を行ってい
る環境の名称を持つ学科はあるが，農業高校の教育課程とは

異なることから，本稿には含んでいない。森林・林業関連学

科・科目設置校リストは，林野庁ホームページ「森林・林業
に関する科目・コース設置校一覧表」。 http://www.rinya.mafi王

go.jp/j /kokuyu _rinya/kokumin _ mori/katuyo/ toiawase/ pdf/kenky-

ushidouka _gakkakamokusecchi. pdf （参照 2016-3-8)

（注4) 文部科学省では，専門高校の教育支援として，次の事業を
実施してきている。専門高校と他の教育機関との連携事業

(2001～2003年度），実践的で専門性を高める「日本版デュア

ルシステム」（2004～2007年）や「めざせスペシャリストJ(2003～
2011年度），「地域産業の担い手育成プロジェクト」（2007～

2010年度）。 2014年から，「スーパー・スペシャリスト・ハイ
スクール」（SPH）で，社会の変化や産業の動向等に対応し

高度な知識・技能を身に付けて社会の第一線で活躍できる専
門的職業人の育成を図っている（毎年 10校指定， 3カ年）。た
だし森林・林業関連学科・科目設置校での指定校はない。

出典：文部科学省初等中等教育局児童生徒謀産業教育振興室．
専門高校の振興方策h仕p://www.mext.go.jp/amenu/shotou/ 

shinkou/ shinko/index.htm （参照 2016-3-8)

（注 5) 長野県臼田高校は， 2015年4月に佐久平総合技術高校に改

編。学科名・学科数の状況は，新しい学校で整理した。
（注 6) 校名に農林を含む高校は，五所川原農林，柴田農林，会津

農林，勢多農林，加茂農林：新潟，福井農林，農林・山梨，
下高井農林，岐阜農林，加茂農林：岐阜，安城農林，猿投農
林，久居農林，智頭農林，松江農林，出雲農林，伊万里農林，

伊佐農林，北部農林沖縄。注7に示す八重山農林高校を加
えて 20校。

（注7) 佐怒賀（21）の学校リストでは，関連科目を 1.2科目程度

開設している学校を除く（森林・林業関連学科・科目設置校
の72校から，西日本にある農業や環境に関する学科7校を除

外し次の3校を加えた 68校）。各校のホームページを確認
した結果，沖縄県立八重山農林高校グリーンライフ科は学科

内選択必修科目「森林科学」を設置，広島県立庄原実業高校
環境工学科は選択科目「林産物利用」を設置（2015年度までに
愛媛県立西条農業高校環境工学科は，森林・林業との関連は
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不明ながら，「環境科学」，「環境保全論」を設置していた。出
典：広島県立庄原実業高校ホームページhttp://www油 obara-h.

hiroshima-c.ed.jp／愛媛県立西条農業高校ホームページ http://

ehm-saリo-ah.esnet.ed.jp/ems／沖縄県立八重山農林高校ホーム
ページhttp://www.yaeyama-ah.open.ed.jp/（参照2016-3-14)

（注8) 森林・林業関連学科2校配置（岩手．秋田，福島，群馬，
東京，鳥取，島根，岡山，徳島，愛媛，高知，鹿児島）。同 l
校配置（青森，宮城，山形，茨城，栃木，埼玉神奈川，千
葉，福井，山梨，静岡，三重，滋賀．京都，兵庫，奈良，和
歌山，山口，佐賀，長崎，大分，沖縄）。同O校（石川．富山，
大阪，広島香川，福岡）。なお，総合学科高校l校のみは
（千葉，神奈川，滋賀，和歌山）。

（注9) 森林・林業に関するコース設定の事例・奈良県立吉野高校
森林科学科は， 2年次に森林環境コースと林産物利用コースに
分かれる。土木や造園等のコース設定事例．沖縄県立北部農

林高校林業緑地科は， 2年次に林産物を中心としたみどり環境
コースと，造園を中心としたみどり創造コースに分かれる。
農業関連のコース設定事例．新潟県立高田農業高校農業科は．
2年次に生物資源科，食品科学科，農業土木科の 3学科に分か
れ，生物資源科の中の4コースの一つが森林資源コース。グ
リーンライフ科（生活科学分野と関連が深い学科）の事例：
群馬県立勢多農林高校は，入学時にフラワーデザインとグ
リーンライフに分かれる。

（注 10)2, 3年生のみの学校の内訳：総合学科8校，普通科1校，
専門学科のグリーンライフ，環境緑地，環境科学が各2校，
他は 1校で．森林工学，林業緑地，緑地工学，グリーンデザ
イン， グリーン環境，緑地創造，環境工学，農業科学，農業，

地域農業，生物資源。
（注 11）専門学科の l学年の生徒数は，最大41人，最少2人。総合

学科では， I学年に最大63人，最少4人。
（注 12)1校当たりの教員数の内訳は， 1人8校， 2人9校， 3人11

校， 4人25校， 5人9校＇ 6人4校， 7人3校， 8人と 10人が
各l校（ただし回答の中には実習助手や非常勤講師等を含
む場合がある）。

（注 13）森林・林業を専門とする教員が居ない 13校での森林・林業
の担当教員数の内訳は， 2人／校以下が5校， 3～4人／校が6
校， 6～7人／校が2校。また，地区の内訳は，東北・関東2
校，中部3校，中国・四国6校，九州、12校。

（注 14）演習林を活用していない6校の内訳：総合学科2校．環境
科学科2校，グリーンライフ科I校．普通科I校。

（注 15)3カ年の聞に森林・林業分野への就職者がl人もいない 12
校の内訳：総合学科3校，グリーン系5校，農業系2校，環
境系2校。

（注16）鹿児島大学教員免許状更新講習の講習科目（選択科目， 2016
年）に，中学校（理科）と高校（理科・農業）教諭対象の「森
林科学」農業科学の最前線（6時間）がある。 h民ps://www.

kagoshima司u.ac.jp/menkyo/kamoku.html （参照2016-4-6)
（注 17）技術教育には，材料加工（木材・金属），エネルギー（機械・

電気），生物育成，情報を含む。技術科教員指導能力認定試験
(2008年から実施）では，最低限身につけておいて欲しい標準
レベルと， 指導的立場に相当する上級レベルを設定している。
出典：日本産業技術教育学会ホームページ技術科教員指導
能力認定試験http://home.hiroshima-u.ac.jp/teched/index.html （参
照 2016-3-15)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

