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森林科学科総合実習の記録(平成19年度)
一森林・林業・林産業と他産業との融合・

連携による新しい事業の可能性一

A Record of Student Integrated Project in Forest Science program (2007) 
Possibility for new businesses by merging or coordinating forest， forestry， 

and forest products with other industry 

森林科学科

Department of Forest Science， Faculty of Agricultue， 

Utsunomiya Univesity， Utsunomiya 321-8505， Japan 

1.はじめに

宇都宮大学農学部森林科学科においては、カリキュ

ラム編成上、主に農学部附属演習林を利用した実践的

野外実習が重視されており、森林科学に関する専門分

野の基礎から応用までにわたる科目と、実習科目が有

機的に組み合わされたシステムになっている。2003年

度において、森林科学に関するシステムデザイン能力

と実践力を養うことを目的に、 4年生を対象とした森

林科学総合実習の内容を根本的に見直し、従来までの

見学型実習から企画立案を行う計画立案型実習に転換

した。

この森林科学総合実習は、 ]ABEEにおいて重視

されるデザイン教育に相当する。しかしながら、日本

の森林科学分野におけるデザイン教育は未だ確立され

ていなし、。このような状況下で、今年度の森林科学総

合実習では、「森林 ・林業・林産業と他産業との融合・

連携による新しい事業の可能性」のテーマのもと、実

践的森林科学デザイン教育の開発を試みた。

2. 平成19年度森林科学総合実習実施結果

第l回目の授業を2006年11月21日に開催し、趣旨説

明及び班編成を行った。班は6班編成し、各班7名ずつ

学生を割り当てた。第2回目の授業は2∞6年12月5日に

実施し、各班毎に具体的な課題設定と実施スケジ、ユー

ルの企画 ・立案を行い、冬休み期間中に調査等を実施

した。第3回目の授業は2007年1月19日に実施し、各班

毎に進展状況の中間報告を行った。この報告会では、

各班で配布資料を作成してもらい、各班10分間のパワ

ーポイントによるプレゼンテーション、その後5分間

の質疑応答を行った。その後の期間で、各班に調査・

研究等を実施してもらった。第4回目の授業を2007年

2月27日に実施し、最終成果発表を行った。中間報告

会と同様に、各班に配布資料を作成してもらい、 15分

間のプレゼンテーション、 5分間の質疑応答を行った。

その後、 2007年3月末日を期限として、各班から最終

報告書を提出してもらった。

評価は、全教員参加による方法で行い、最終報告会

及び最終報告書をもとに、1)企画立案、 2)実地調

査、 3)成果のまとめ、 4)成果発表、 5)報告書の

項目毎に評価を行った。

以下に、各班が提出した報告書の要旨を掲載する。

1班 :国産割り箸の普及による圏内林業の活性化~福

祉産業・コンビニ業界との連携~

稲永路子江原秀宗遠藤瞬大岡智亮太田美和

大谷直希矢野宣和

林業と他産業との連携というテーマから、身近な存

在である割り箸がアイデイアとして浮かんだ。中国材

主要の割り箸生産型からの脱却、それに伴う国産材利

用による森林整備と外材輸入の抑制を目的として進め

ていく 。

既存する国産材割り箸の流通例として、「樹恩割り

箸Jのネットワークが応用できると考えた。樹恩での

流通過程は地元の製材所から背板を購入し、障害者施

設での加工、大学生協への販売といった流れである。

私たちはこれを例に栃木県でのコンビニへの供給を

考えた(図 -1)。過程はほぼ同じで、製材所から障

害者施設、コンビ二への販売である。

コンビニが割り箸に求めるものは、コスト、生産

量、品質であり、それに応えることができるのか調査

を行った。

まず供給元として高見林業、船生演習林を考えた

が、前者ではコスト、後者では供給量の面から供給元

としては不適切で、あることが分かった。また、栃木県

で割り箸を生産した場合、割り箸 l本あたりの素材価

格は、 0.69円。その他加工費、人件費、利率などを加

えると、 2.79円で生産することができる。

しかしこの値段ではコンピニの要求を十分満たすも

のとは言えず、他の方法によるアプローチが必要とな

著書
図-1 栃木県における割り箸のコンビニへの供給システム案
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った。

広告を割り箸に載せることによる低価格化、木材供

給地域の詳細な分析、リサイクルによる資源活用とコ

スト削減などが考えられる。

2班 :林業再生への可能性~レジャー産業との連携を

目指して~

影山潤大谷道生大 西 真 樹 小 山 浩 典 角 川 雄亮

勝倉まなみ坂田良

I はじめに

私たちは、「林業に興味がない人々が増えているj

ということが林業の現状が厳しいことに関係している

と考えた。そこで、林業を知ってもらうためには、単

純に「遊び場」として山の中に来てもらえばいいと考

えた。また、「儲けが少ない」ことも林業の現状が厳

しいという原因となっていると考え、材木の売り上げ

以外の「収入を得るシステムJを現在の林業の中に組

み込み、生計を立てることができるシステムの構築を

考えた。

そこで、「遊び場J、「収入の見込める産業」という

こつをあわせもつ「レジャー産業Jについて調べ、最

終的にはレジャー産業であるフォレストアドベンチャ

ーとの連携によって林業再生が可能かを検討する。

E 調査内容

フォレストアドベンチャーの事業把握、森林組合の

概要、事業のコスト計算の3点で訪問取材やメールや

文献を参照した。

国 結果及び考察

フォレストアドベンチャーは、フランスが発祥のア

スレチック型レジャー施設である。立木をそのまま利

用したというのが最大の特徴で、リスクマネジメント

や山林を生かした自然教育が可能である。日本では、

2006年に富士山麓に第 1号としてフォレストアドベン

チャー・フジとして OPENした。料金は大人3500

円、子供が25∞円で、対象は家族、子供である。

事業主体は勝山耕地整理組合で、運営はNPO法人

フォレストアドベンチャーとなっており、収益の一部

を森林整備費に当て、林野庁の助成金と共に運営して

いる。

最大の利点は利益率40%と、他産業の利益率10%以

下に比べ、非常に利益率が高いということである。こ

れは、初期投資が少ないことと人件費がかからないた

めである。

調査の結果、フォレストアドベンチャーや事業主体

と林業が連携するには、森林や林業に関する知識や森

林整備技術が不足しているので、林業が専円である森

林組合との連携が必要不可欠になってくる。

ここで事業主体に注目し、森林組合と連携させたプ

ランを 2つ提案する。

lつ目は、事業主体を森林組合とした。しかし、森

林組合は国の補助事業で一定の収益を得られるので、

あえてリスクを侵してまで新しい事業には取り組まな

いという風潮があり、現状では厳しいことがわかっ

た。

2つ目は、事業主体を一般土地所有者にした(図一

3-3 これが俺たちのアドベンチャーだ
⑦01an2事業主体が土地所有者

園副医百四・

."1=園
重備餐託
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図-2 フォレストアドベンチャ一事業のモデル案2

2)。個人の山林所有者は、人手不足や森林整備の技

術・知識が足りないと考えられ、運営は従来通りNPO

法人フォレストアドベンチャーに委託し、そこで得た

収益の一部を、事業主体は森林組合に整備を委託し、

この問題を解消する。

プラン 2のコスト計算では、最大800万円を森林

整備費にあてることができ、山を管理するだけのお金

ならつくることができる。何十年後には売れるように

なるかもしれない木材を作るために、フォレストアド

ベンチャーは今と未来をつなぐ架け橋になってくれる

と思う 。

3班 :森林セラピーと観光産業との連携

黒 浮 昌 志 斉 藤 慎 明 安 田 昌 世 川 俣 誠 小 松 彩 美

小池良輔 川口徹也

-目的

森林セラピーを事業として行っている自治体における

事業実態と、森林セラビーの科学 ・医療的側面を調査

し、森林セラピーを行う上での理想的な森林像を考え

る。また、セラピーが事業として確立するかを考え

る。

-調査内容

l.森林総研の担当者への聞き取り調査

2. J R宇都宮駅における一般の方へのアンケート調

査

3. セラピー基地・セラピーロードに認定された10箇

所の自治体へのアンケート調査

4. 秋田県立大、谷田員教授への電話による聞き取り

調査

5.セラピー基地の一つである長野県上松町への現地

調査及び管理担当者への聞き取り調査

6. 医療機関と連携を取っている長野県上松町の担当

者への聞き取り調査

.調査結果

l.森林総研での聞き取り調査による結果

森林総研では、科学的効果を調べるために、ストレ

スホルモンの測定、ウォーキング後や看護のアミラー

ゼやストレスホルモンの変化の測定を行い、効果の検

証を行っている。その結果、現在はストレス値の低下

が見られており、このストレス値が低下することによ

り予防医療として期待が出来る。
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表-1 J R宇都宮駅におけるアンケー卜調査結果
Q1 Q2 Q3 Q4 

男
l晶、 νν晶 l晶、Lν孟 l晶、 u唱 l晶、川、品

8 1 B 。 9 5 4 

10代女 。 8 7 。 8 4 4 
計 16 2 15 。 17 9 8 
男 2 5 。 7 。 7 4 3 

20代女 7 8 2 13 。 15 9 8 
計 9 13 2 20 。 22 13 9 
男 4 6 9 。 10 4 6 

30代女 4 。 5 。 5 2 3 
計 8 7 14 。 15 6 9 

男 5 8 。 13 。 13 7 B 
40代 女 4 7 2 9 。 11 6 5 

計 9 15 2 22 。 24 13 11 
男 7 4 6 5 。 11 6 5 

50代女 3 3 5 。 6 3 3 
10 7 7 10 。 17 9 8 
5 。 1 4 。 5 5 。

60代 女 5 。 。 5 。 5 5 。
監 10 。 9 。 10 10 。

総計 47 58 15 90 。105 60 45 

注) Q1 森林セフピーを知っているか;Q2大き.覇な軍林病セ気ラをピしーたlここ興とがあるか，
Q3森林セラピーを経験したことがあるか;Q4 味があるか

2. 宇都宮駅周辺にて105名に対し、アンケー トを行

った(表-1)。アンケートの結果から、森林セラピ

ーに興味を持つ人は多いが、森林セラピーを知ってい

る人が少ないということが分かつた。このことから、

森林セラピーにおいては、とりあえず知名度をあげる

ことが重要であると考えられる。また、宇都宮の付近

で森林セラピーが行われていないということが、知名

度が低い要因の一つであるのではないかと考えられ

る。

3.各自治体へ向けて行ったアンケー ト調査

①自治体の現状:どの自治体でも近郊の都市からの

利用者が大半を占め、客層は主に中高年層で、また30

代から40代の女性客もみられる。夏場には家族連れの

レジャー客が多くなる。さらに、セラピー基地の認定

に伴い利用者の増加がみられた。他の機関との連携

も、地域の大学や近隣の大学、旅行会社、社会福祉機

関が考えられており、実際に連携を進めている場所も

ある。

②今後の課題:知名度を上げて利用者を増やすこ

と、サービス面での充実を図ること、森林と医療両方

の知識を持つ人材を確保すること、よりゆったりとし

た時間配分のプログラムを設置し利用者のさまざまな

ニーズに対応すること、が挙げられる。

4.長野県上松町における事例

1)施設の概要 :長野県上松町は、 2∞6年4月に第l期

森林セラピー基地として認定を受けた。

森林セラピー基地はセラピーロードと宿泊施設から

なる。セラピーロードは主要なl本のロー ドから様々

な勾配 ・距離・難易度のロードが7本ある。また 1km 

の平坦なロードや段差のないロードなどもあり、お年

寄りや障害者にも対応している。宿泊施設は森林基地

内に去来荘がある。

2)森林セラピーの利用者:赤沢の年間利用者が毎年

約10万人、中京圏と県内がそれぞれ約40%(約80%)、

10%が関東圏、残り 10%がその他の地域という割合で

ある。近隣よりも都市部の利用者の方の反響が良く、

リピート率も高い。

3)森林セラピーの客層 :2∞6年度には延べ24回、 100

名余の利用があった。 利用者は40代以上が多く、特に

60代以上の関心度が高い。若い利用者からの反響はそ

れほど高くない。

4)他の機関との提携:信州大学医学部と、様々な検

査等で、連携を行っている。また、長野県木曽病院と提

携し、健康相談を行っている。

5)今後の課題 課題としては、顧客を増やし知名度

をあげること、森林と医療の知識の両方をもっ人材が

少ない、もっとゆったりした時間配分のプログラムの

設置、などがある 0

・考察

森林セラピーを行う上での理想的な環境

観光・医療 ・立地 ・人材・森林の要点から、考察し

た。

森林セラピーの立地として、温泉旅館やスキー場と

いった他の観光施設が近郊に存在していることが望ま

しい。また、セラピーだけではなく木工体験などを行

い子供も楽しめるような場を提供することで、家族連

れの客が望めると考える。

セラピーにおける医療の面に関しては、地元の大学

や病院との提携が不可欠であり、それらの医療機関と

の協力 ・理解を得ていかなければならない。

立地は、都市部からのアクセスが比較的容易である

ことが求められるため、交通網の整備 ・または観光産

業との提携による交通機関の確保が必要となる。

セラピーを行う理想的な森林は、面積としては 1km 

以上の平坦なウォーキングロードが、上松町での聞き

取り調査によ って必要であるということがわかった。

また、林内を構成する樹種に関しては、高木層はヒノ

キ・スギといった針葉樹で、亜高木層 ・低木層はカエ

デ類などの広葉樹からなる、針-広混交林が望ましい

と考えられる。

森林セラピーの事業形態

地域の宿泊施設やその他の事業と提携することによ

って自治体主体として事業を運営していくことが望ま

しいと考えられる。

これまでの調査の結果から、現在森林セラピーの利

用者は、場所が限られ宣伝も不十分ということもあ

り、局所的かつ少数でしかないことがわかった。今

後、利用者の増大のために、認知度上昇のための宣

伝、セラピーを織り込んだツアーの作成、システムの

効率化による低料金化を図るためには、観光産業との

提携が必要であると考えられる。

4班 :林業と木製雑貨屋の効率的な流通システムの考案

篠浮亜理小佐藤真理子神 真麻杉目真樹

高松瑞希只野正人

1.背景 ・目的

本研究の目的は、国産材需要の低下による国内林業

の衰退という背景を踏まえ、現在低迷している国産材

の需要を高めて、林業の活性化を図るものである。こ

で、木製品に注目したところ、市場に出回る量が少な

いという現状が見られた。その中で、流通に焦点を当

て、現状を調査し、問題点を改善するために新システ

ムを考案し、検討する。

2.調査内容・調査結果

木製品を扱う雑貨屋(エコアス馬路村 ・星野工業株

式会社・府中家具)の調査を行い、現在の木製品に使
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図-3 木製品雑貨屋のシステム案

用する木材の流通経路の現状を把握した。そして、問

題点を改善するために新しいシステムを考案し (図-

3)、検討した。

システムの特徴 。森林組合と雑貨屋は契約を結んで、

いるため、森林組合は常に材を供給できる取引先があ

る。

。買い付け ・プレ製材課は雑貨屋と森林組合の仲介役

であり、加工課から依託された材を買い付けており、

木材の調達から製材までを一手に引き受けているた

め、効率が良い。

O販売課は、市場調査を行い、消費者のニーズに合っ

た商品の開発を加工課に依頼する。

このシステムについて、実現の可能性を検討するた

めに森林組合と、工房にアンケート調査を実施した。

アンケート内容は、システムの利点 ・欠点、意見を求

めたものである。アンケート結果から新たな利点 ・問

題点を導き出し、システムの改善を行った後、今後の

課題を検討した。利点としては、木材利用の拡大・森

林組合~販売課までの一体化によるコストの削減 ・末

端の市場動向の現状把握・業種間での情報交換等が挙

げられる。

3.課題とまとめ

システム面においては、買い付け価格、材の規格、

材の運搬コストの設定が重要な課題となる。また、消

費者の求める商品の開発、木材製品に対する消費者の

購買意欲の増加、販売経路の確立等も必要である。森

林組合面においては、小規模な組合では経営状況の改

善が必要である。大きな課題として木材価格の低迷に

よる採算性の問題が挙げられる。

これらの検討の結果、私たちのシステムは木材需要

を高めるには有効であると思われる。しかし、現在の

林業には木材価格の低迷、立地条件の問題等の問題が

あることから、軌道に乗せるためには時聞が必要であ

る。

5班:来利用間伐材の漁礁への利用~漁業との融合を

目指して~

田中健一中僚未由希横山広樹反保早代 寺浮絵理子

長島 葵中津川直日

間伐材が山に放置されたままになっていることが近

年問題となっており、漁礁に使用することで、間伐材

の有効利用につながるのではないかと考え、このテー

マに設定した。また、漁業との融合により、林業、漁

業の相互発展が見込まれる。最終的には間伐材を使用

した漁礁が導入可能であるかを検討する。

まず、漁礁についての知識を得るために実際に間伐

材漁礁 (図-4)を導入している森林組合や漁業組合

にアンケート調査、及び、訪問調査を行った。

次に、間伐材漁礁普及のためには現在使用されてい

るコンクリート漁礁との比較が必須であるため、調査

結果からコンクリアト漁礁と間伐材漁礁の利点・欠

点・費用などを比較した。

間伐材漁礁の利点は、 ①コンクリートに比べ、魚の

つきが早い ・よ い、 ②自然素材のため、環境に優し

い、 ③山と海の交流につながる、 ④間伐が進み、収入

も得られる、などである。欠点として、 ①耐久性が悪

い、 ②流されやすく、場所の特定がしづらい、 ③漁業

者の負担増でなかなか進まない、 ④コストがかかる、

などがある。コンクリート漁礁の利点として、 ①複雑

な形状・大きな構造物に成型可能である、 ②耐周年数

が長い (30年以上)、③安定'性が高い、などがあり、

欠点として、 ①重い、 ②衝突に弱い、 ③製作に時間が

かかる、などがある。

費用に関しては一基当たり (伐木造材 ・集材 ・搬

出・丸太輸送費・沈設費含む)、間伐材井桁漁礁で約

241，000円、コンクリート漁礁で約100，700円、間伐材

付鋼製漁礁で約215，000円であり、コンクリート漁礁

が最も低コストであることがわかった。

これらの結果を総合すると、漁礁製作の事業形態と

しては、森林組合から丸太の形で間伐材を搬出し、漁

業組合で漁礁を製作するのが最も低コストと考えられ

る。しかし、間伐材漁礁はコンクリート漁礁と比べる

と費用や耐久性、耐波浪性、数量にまだまだ問題があ

り、導入は困難で、あることがわかった。

改善策として、間伐材漁礁の欠点をカバーするた

め、間伐材とコンクリートを併用した漁礁の導入が考

えられる。この併用漁礁は間伐材のみを使用した漁礁

よりもコストが抑えられ、耐久性などもア ップする。

また、漁礁は年間に沈められる量が決ま っているた

め、使用される間伐材量に限りがある。そこで、漁礁

に使われる間伐材以外にその他木材製品も一緒に販売

し、付加価値を付けることでこの問題は解決できると

考えられる。

さらに、間伐材を使用した漁礁が普及するために

は、林業と漁業の相互理解が深まった上での体制作

り、漁業関係者も参加する植樹 ・育林等のイベントの

国
図-4 間伐材を利用した漁礁の例
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継続、水源税や環境税の導入などが必要で、ある。

最後に上記の改善策が実施され、間伐材漁礁の普

及、ならびに間伐材利用量の増加など、林業と漁業が

相互発展することを望みたい。

6班木質バイオマス発電

猪股須恵古1幸宏章松山嵩広藤原充志松本光

福士達 央姫野裕

<背景>

日本の木質ノ、Tイオマスは、十分な活用がなされてい

ない。そこで私たちは、木質バイオマスを利用した発

電方法について調べ、林業とエネルギー産業との融合

の形を探り、現状と課題を把握することによって、森

林資源の循環の新たな可能性を提案する。

<調査結果>

鮒バイオパワー勝田については、手紙による調査を

行った。発電原料に木質パイオマスのみを用いるのが

特徴で、発電方法は直接燃焼である。課題としては、

廃熱、制くの利用、運搬コストなどがあげられる。ま

た、側四国電力西条発電所には現地調査を行った。発

電において、石炭と木質バイオマスの混焼をするのが

特徴で、発電方法は直接燃焼である。課題としては、

石炭に対する木質バイオマスの割合が3%を越えると

発電効率が低下することがあげられる。また、足利工

業大学へも現地調査を行った。発電は、木質バイオマ

ス+風力+太陽光のトリプルハイブリ ッド発電を行っ

ているのが特徴で、木質バイオマスの発電方法は直接

ガス化である。課題としては、タールの除去、焼却炉

扱いであること、風速の影響による発電量の変動など

があげられる。また、全体に共通して、原料の安定確

保という課題がある。

<提案>

対象地を字都宮市の小学校(全59校)とし、小学校の

消費電力を太陽光発電と木質バイオマス発電とのハイ

ブリ ッド発電により、消費電力の3割をまかなうこと

とする (図-5)。太陽光発電は、宇都宮市内の各小

学校(59校)の屋上に設置し、小学校1校あたりの発電量

は20.59kw(190Wx 108枚)とすると、小学校1校あたり

の年開発電量は22，751kWhl年(1校あたりの年間消費電

力量の16%)となり、設置コスト(太陽光パネjレの価格)

は4億1.539万円159校となる。木質バイオマス発電は、

ガス化発電で、 l基あたりの発電量を50kW、稼動時間

を10hl日、 300日/年、 l基あたり年開発電量を

150.000kWhとすると、必要な炉数は10基となり、 l基

あたりの設置コストは約5.000万円(10基で5億円)、ま

たl基あたりの予想燃費(チ ップ)は36.75kg/hとなるの

で、チ ップ使用量は1，125tl10基となる。またコスト

は、設備投資が太陽光発電施設 ;2億770万円(補助金

=4億1.539万円 x50%)、木質バイオマス発電施設 ;2億

5.∞0万円(補助金=5億円 x50%)となり、諸経費は燃料

買い入れ価格992万円/年、メンテナンス費1.000万円/

年となる。また削減可能な費用は、宇都宮市における

年間電気料金1億7，745万円 x30%=5.323万円/年とな

る。したがって、一年間に返済できる金額は、 5.323-

(992+ 1.0∞) = 3.331万円で計算すると、 16年で全額回

案!!00
・宇都宮市で行政を事業体として、木賞バイオマスと
太陽光のハイブリッド発電の可能性を検討

・電力の供給先は宇都宮市の小学校59枝に霞定

1・.".1:1問問・'"・，(ィオマス・念・・t筑拘叫

図-5 宇都宮市の小学校を対象としたハイブリ ッド発電
システムのシミュレーション

収できることがわかった。

くまとめと課題>

以上の結果から、木質バイオマス発電は太陽光発電

とのハイブリ ッド発電を行うことで、自然エネルギー

を利用して電力の安定供給を実現し、林業にも経済効

果を与えることができる。ただし、林野庁やNEDOな

どの補助金を利用しなければ採算を取ることができな

い。また、今後の課題としては、補助金を利用しなく

ても採算の取れるような安価で効率的なシステムの開

発や、民間で行う場合にどのようなシステム(チップ

の価格、電気料金など)をとるかなどがあげられる。

3. まとめ

今年度の総合実習は、担当教員の不手際のため、実

習を開始する時期が遅れてしまい、学生には短期間で

の調査 ・研究等を強いることになり、誠に申し訳ない

次第である。それにも関わらず、各班とも、様々で新

規な連携先を考え、適切で興味深いテーマを設定し

た。また、どの班も短期間ながら精力的に現地調査、

アンケート調査、聞き取り調査等を行い、非常に感心

させられた。さらに、発表技術・内容についても、教

員からの指摘・助言等を受けながら初回から回数を得

るにつれて向上し、最終成果発表会では、各班とも非

常に良い発表を披露することが出来た。従って本実習

の目標に含まれる、企画 ・調整及びプレゼンテーショ

ンに関する能力の向上については、ある程度達成され

たものと考えられる。しかしながら、提出された最終

報告書の内容に関しては、データが揃っているにも関

わらず、深遠な考察を行っていないものが多く見られ

た。今後、学科の実習 ・実験 ・演習におけるレポート

作成において、考察の仕方について指導を行う必要が

ある。

今年度の総合実習におけるもう一つの問題として、

評価を班毎に行うのか、それとも各学生毎に行うの

か、という点が挙げられる。このことに関しては、数

回にわたる学科会議で審議したが、統ーしたコンセン

サスを得るには至らなかった。本実習は、班単位によ

るグループ活動が主要なものであり、各学生に対して

は、班に対する貢献及び協調性が求められる。中間報

告 ・最終報告及び最終報告書には、各学生がどのよう

な役割を担ったかが明記されていたが、実際に各学生
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がどの程度の活動を行ったのかは、本人及び他のメン

バーしか分からない。教員が、各班の活動を始終監督

することは不可能であり、教員が各学生を評価するに

は限界がある。今後、各班及び各学生に対する評価方

法の改善が求められる。
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頂いた、以下の方々に、この場を借りて御礼申し上げ

ます。

樹恩ネットワーク ・鹿住貴之様、セルプ箸蔵 ・峰本

修司様、江南愛の家事務長・杉田浩様、泉が正ふれあ

いプラザ総務課長・樫宿好彦様、ハート二宮施設長 ・

菱沼浩介様、側栃木県知的障害者育成会 ・副会長常務

理事 ・漬浮周欝様、栃木県保健福祉部障害福祉課・地

域生活支援担当 ・檎山光治様、宇都宮大学 ・教育学研

究科障害児教育専攻 ・岡淳慎一様、高見林業 ・斉藤正

様、西村製作所 ・西村様、演習林職員各位、森林工学

研究室・森勇佑様、側デイリーヤマザキ・環境推進

室 ・渋谷努様、側ローソンCSR推進ステーション、側

ファミリーマート ・お客様相談室 ・松尾様、側エーエ

ムピーエムジャパン ・安心センター・内山様(以上1

班)、 NPO法人フォレストアドベンチャ一代表 ・田桑

正樹様、森林科学科名誉教授・笠原義人様、山梨県森

林総合研究所、山梨県森林組合連合会(以上2班)、森

林総合研究所、秋田県立大学 ・谷田貝様、長野県上松

町、森林セラピーポータル (以上3班)、エコアス馬路

村、星野工業株式会社、府中家具工業協同組合、松井

工芸株式会社、岡安藤木工所、ウッドプラザ北海道、

芳賀地区森林組合、みかも森林組合、全国森林組合連

合会、粟野森林組合、北都留森林組合、鹿沼森林組

合、栃木県森林組合連合会すぎなみき、日光森林組

合、那須町森林組合、栗山森林組合、出雲地区森林組

合、たかはら森林組合、埼玉県中央部森林組合、備北

森林組合、広島県森林組合連合会、那須南森林組合、

大田市森林組合、宇都宮森林組合、上河内町森林組合

(以上4班)、福井県名田庄森林組合、神奈川県水産技

術センター相模湾試験場、山口県阿武町林業振興会、

兵庫県中播磨県民局、茨城県常陸太田森林組合、茨城

県大子町森林組合、茨城県震ヶ浦漁業協同組合連合

会、茨城県水産試験場、茨城県農林水産部漁政課(以

上5班)、側バイオパワー勝田・西沢様、側四国発電西

条発電所 ・豊田様、吉本様、足利工業大学総合研究セ

ンター・西沢様、制川崎重工業 ・明石工場(以上6班)。
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付-1 平成19年度森林科学総合実習シラパス

[授業の目標]

既に学んだ講義 ・演習 ・実験 ・実習で培った知識

や技術を活用して、森林科学に関する実践的な課

題にグループで取り組み、自習の企画 ・調整・実

行 ・報告書作成・プレゼンテーションなどの能力

を習得すること。

[授業の具体的な進め方]

「森林 ・林業 ・林産業と他産業の融合・連携によ

る新しい事業の可能性」という観点から事例調査

を行い、具体的な問題点の摘出とその解決法の提

案を、班ごとの共同作業をとおして行う。中間指

導日も含めて3回の発表会を行う 。中間指導日に

は各班とも配付資料を作成のこと。指導日には学

科の全教員が参加して指導 ・助言を行うのでそれ

らを参考にして班員が協力して進めること。

[授業計画]

第l回 (2006年11月21日趣旨説明と班編成

第2回 (2006年12月5日具体的な課題設定と

実施スケジュールの企画立案

第3回 (2007年 1月19日進展状況の中間報告

発表会

第4回 (2007年2月27日最終成果発表会

第5回 (2007年3月30日最終報告書を 3月末

日までに学科事務室へ提出

付-3 平成19年度森林科学総合実習審査表

評価は総合実習での作業内容を、1)企画立

案、 2)実地調査、 3)成果の取りまとめ、 4)

成果発表、 5)報告書に大別し、それぞれについ

て提出資料、発表結果を基に採点する。上記5項

目について下記の評語によ って評価する。実習担

当教員が評語に基づいて評価点に換算する。

A + (20点)、A (18点) …・…-優

B + (16点)、B (14点)…ー…良

C (12点)…・…… … ・・…… … 可

D (8点) …………-……・・・… やや劣る

E (2点) …・・・…・・………υ … 劣る

F (0点) …一-……・…・ー… 不合格

評価基準の標準点は14点とする。

l.課題に対して適切な調査を立案している。

評 語(

2.必要な調査が十分に行われている。

評語

3 調査結果をもとに十分な検討と内容のまとめ

が行われている。 評語

4 成果を分かりやすく発表し、質問事項にも適

切に回答している。 評語

5 提出された報告書は総合実習報告書として十

分な内容をもっ。 評語

付-2 平成19年度森林科学総合実習報告書作成の手引き

1.報告書の作成は以下の注意にしたがって進め

て下さい。

l.報告書はEに示された項目に従って整理し、

内容を記述して下さい。

2. A4要旨1枚の文字数は1.600字前後、 10.5ポイ

ント、左右上下余白25mmとします。

3. タイ トル、見出しはフォントを大きくしたり、

太字にするなど工夫して下さい。

II. 報告書の具体的項目について

l.課題名

内容が明確に示された課題として下さい。必要

であれば、サブタイトルを付けても構いません。

2. グループメンバーと分担

責任者の氏名と具体的作業分担の内容を示して

下さい。

例)

・担当責任者氏名(学籍番号)課題検討の責任者

・担当分担者氏名(学籍番号)現地調査内容のま

とめ

・担当分担者氏名(学籍番号)地図作成、必要な

器材の選定

3. 目的

課題を提案した動機や背景、本課題の目的など

を具体的に述べて下さい。

4. 調査内容

調査項目や方法および調査地を記述して下さ

い。調査地は**演習林**林班**小班など、

明確に実施場所を示して下さい。実施場所が広域

にわたる場合は、地図などを用いて場所を示して

下さい。

5 調査結果

調査で得られた写真や地図などを示しながら、

明らかになった点、調査の結果をまとめて記述し

て下さい。なお、引用資料以外の資料は、報告書

末に添付して下さい。

6. 考察

実地調査により明らかになった項目を示しなが

ら、計画が実施可能であることを示して下さい。

また、実行上の疑問点や問題点があれば整理して

示して下さい。最後に今後、本課題で提案した情

報の収集・活用方法に関する提言を行って下さ

U 、。
7. 引用・添付資料

説明に使用した資料、計画を実施する上で重要

な資料を、引用資料と添付資料に分け、資料リス

トとともに添付して下さい。
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