
  
  大学生を対象とした農業体験学習の意義と課題

  誌名 神戸大学農業経済
ISSN 02860473
著者名 板倉,礼実

中塚,雅也
宇野,雄一

発行元 神戸大学農学部農業経済経営研究室
巻/号 40号
掲載ページ p. 33-40
発行年月 2008年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



大学生を対象とした農業体験学習の意義と課題

ー一一神戸大学農学部の取り組みを事例として一一

板倉礼実 ・中塚 雅也・ 宇野雄一
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1 はじめに

1)背景と目的

近年、「生きる力」の酒養、心の豊かさの形成と

いった農業・農村の教育的機能が注目されている。

また、平成 17年 6月には食育基本法が施行され、

健全な食生活の確立のため、農業体験や生産者と

の交流を通して食と農に関する理解を深めること

が求められている。一方で、農山漁村では地域活

性化の一つの手段として、農業体験学習をはじめ

とする都市農村交流に取り組んできた。

実際、農業体験学習は、「総合的な学習の時間J

で、小学校を中心に導入がすすんでいる。なかには、

校内での栽培 ・飼育とし、う従来の方法を見直し、

部分的であるにしろ実際の農業の現場に出向き学

習する方法への展開もみられる。また近年では、

成人に対する活動も活発であり、大学においても

農業農村の現場での問題の理解や、実践的な調査

研究技術の獲得、さらにはコミュニケーション能

力の向上などを目的として、現場での実習が注目

されている。

しかしながら、低年齢層を中心に研究蓄積があ

るとはいえ、多様な主体に対応して、農業体験に

よって何をどのように体験させるとよいのか、ま

た受け入れ側の農村にとって望ましい形はどのよ

うなものかについては未だ十分な研究がなされて

いない。

そうしたなか、本稿では大学における農業体験

学習に着目した。その上で、事例として、神戸大

学農学部にて試験的に開講された農業農村フィー

ルド実習をとりあげ、大学における農業体験学習

の意義と課題を明らかにするとともに、望ましい

農業体験学習プログラムのあり方について考察す

ることを目的とした。

2)研究の方法

まず、農業体験に関する先行研究のレビューを

おこなうことで農業体験学習の実態を把握し、農

業体験学習の現状と課題を整理した。

次に、神戸大学農学部で試験的に実施された農

業実習に参与することを通して、参加者の意識や

態度の変化、農家の意向などの把握をすすめた。

その中でも本稿では、実習前後に 2回実施したア

ンケート調査の結果を中心に分析をおこなった。

調査日は 2007年 6月 17日と、 2008年 1月 12日

であり、それぞれ 26、24の有効回答を得た。主な

調査項目は、①これまでの農業と生活環境 ・教育

環境、②実習に対する期待、③農業農村に対する

感じ方や理解、農業に対する心持ちに関する事項

(5段階評価:5 r非常に当てはまるJ~ I r全く

当てはまらないJ)などであった。

なお、受け入れ農家の意向については、実習最

終回にてワークショップ形式で意見抽出をおこな

い、 KJ法により整理した。
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2.先行研究と本稿の位置づけ

農業体験学習のあり方は現在の農業そのものの

あり方と密接に関係すると指摘されている。朝岡 1)

は、農業の教育力は対象が生き物のため固有な生

長パターンを大きく人為的に変えることが不可能

であり、また、生長や成熟の過程に着目したとき

に人間の観察力が研ぎ澄まされるということにあ

ると示している。さらに、農業の教育的価値は現

実の農業 ・農村のありようと切り離して議論する

ことはできず、日本の農業 ・農村が抱える矛盾や

課題と向き合うことが教育的価値の重要な要素で

あると述べている。

また、農業体験学習に関する研究蓄積の大きな

柱の一つは、情緒面における有用性である。山田

2)は農業小学校 3)の教育効果を卒業文集の分析に

より、「農作業」と「人」という 2つの要素が子ど

もにとって教育的効果が高いと明らかにした。丸

山・浅野 ・菊池めは小学校で、おこなわれた農業体

験学習でソj、学生にアンケートをとり、それを基に

分析をおこない、教育効果を考察している。その

結果、小学生は農業体験学習には非常に興味を持

って参加していると評価した。また、小学生の農

業への理解や自然に対する感覚を深め、農業への

志向性を強めることに貢献していることを示した。

しかし、農業への志向性は小学生男子には見られ

ない傾向があり、それが今後の課題であるとして

いる。また、野田 ・大竹 5)は生産体験が中学生に

及ぼす傾向を調べている。ここでは実際に農業体

験学習をおこなわず、過去におこなったことがあ

るか否かでアンケート結果を比較し、その結果、

過去に生産体験活動をおこなったことがある中学

生は「し、のちJと「食べ物」を結び付けて考える

ことができると分析している。これらより、食べ

物に感謝し、大切にする意識を育むために生産体

験が重要な要素であると述べている。

また、大学生や社会人を対象とした農村体験学

習においても事例研究がなされている。阿部・堀

内 6)は附属農場での実習が受講生に及ぼす影響を

検討し、受講生は農学に対する興味や農作業に対

しての理解が深まることなどを示している。室田

ら 7)は、大学生の農業教育と幼稚園や小学校でお

こなわれている農業教育との決定的な違いは、社

会的問題に関心を持ち、考察し、これから社会人

として何ができるかを考えることにあり、実施に

あたりそのことを意識する必要があると述べてい

る。小松崎町は社会人と農学部学生が参加する農

村体験を事例とし、両者とも農業労働の大変さ、

「農j と「食」とのつながり、生産システムに高

い関心を寄せていたことを明らかにした。また、

受け入れ農家は、多くの人たちに注目され、 一緒

に作業をすることで自らの経営に喜びを見出し、

参加者の意見が農業経営について見直す契機にな

ったとしづ感想を記述したとしている。

学校からのアプローチだけでなく、逆に農村が

農業体験にカを入れている事例もある。飯田市で

は都市農村交流の一環として農業体験学習を積極

的に提案・受け入れをおこなっている 9)。農業体

験学習を中心とした「体験教育旅行Jを企画した

結果、その旅行は急激な成長を遂げたとしづ。子

ども達からも評判がよく、その一番の要因を「農

家のたくらまない教育力jと分析している。また、

受け入れ農家も子ども達を受け入れることにより

元気になると指摘している。

以上、これまでの研究では、農業体験学習は様々

な年齢層の参加者に対して「し、のち」に対する認

識や農業に対する志向性、生きる力の育成などの

教育的効果をもたらしていること、さらに、受け

入れ側にも部外者との交流により更なるやる気を

出すきっかけになったり、部外者から評価される

ことを反映したりできる効果があることが明らか

にされている。 しかしながら、教育効果というも

のの性質上、効果が出るのは非常に時間を有する

ため、情緒面以外での教育効果は明確にされてい

ないのが実態である。また、大学生の農業体験学

習に関する研究事例は少なく、手法や教育的効果

など不明な点が多い。特に、都会の学校が少し離

れた農村に定期的に出向く形式が講義として確立

されている事例は少ないため、効果的なプログラ

ムは明確にされているとは言い難い。 しかし、こ

れからさらに大学生に対する農業体験学習が必要

与されるにつれ、そのようなプログラムは需要が

増すと考えられる。また、受け入れ農家の立場か

ら農業体験学習が研究される事例は少なく、農業

体験学習を農村でおこなうことによってもたらさ

れる地域への影響も検討の余地がある。
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その中で、本研究は、大学生の農業体験学習に

注目し、限定的であるにしろその効果を定量的に

明らかにし、参加者および受け入れ農家の意向に

基づく課題整理の上で、今後の望ましいプログラ

ムのあり方を考察するところに特徴がある。

3農業農村フィールド実習

1)農業農村フィールド実習の概要

「農業農村フィールド実習Jとは神戸大学農学

部にて 2007年度に試験開講された農村での農業

体験学習のプログラムである。今年度は試験開講

のため単位が出ない。おおよそ月に l度の頻度で

兵庫県篠山市に足を運び、篠山市名産の黒大豆を

栽培する。29人の農学部の学生が参加した。作業

時間は第 5固までは 9時から 3時、第 6回以降は

10時から 4時であり、作業日程は表 lに示す。

途中で参加を辞める学生もいたが、8害IJの参加

者が最終回の修了式に出席した。全回出席の学生

は全体の約 3害IJである。

実習は表 2に示すように、市内の 4地区の農家

と篠山市管理の l地区の市民農園にておこなった。

市の東部に位置する垂水を除く 4地区は比較的市

内の中心部に位置するものの、5地区は分散して

おり、最も篠山ICに近し、)1 [北から、最も遠い垂水

までは車で 30分程度の距離に位置する。

表 1 作業日程

回 日程 出席者 作業
6117 28人 矯種

2 7/8 29人
中耕培土 ・除草 ・
追肥 ・敷きわら

3 7/29 24人
中耕培土 ・除草 ・
追肥 ・支柱立て

4 9/8 26人 除草 ・病害虫防除
5 10/6 26人 枝旦収穫

6 11124 22人 葉落とし ・乾燥
7 12/8 26人 黒旦収穫

8 1112 25人 支柱作り ・修了式

表 2 各地区の参加者人数 (人)

実習地区
市民農園(東沢田)

垂水

小多田

菅

)11北

参加人数
10 

4

一8
一4
一4

参加者は希望(市民農園希望 ・農家希望 ・どち

らでもよし、)によって振り分けられた。各地区の

人数は、表 2の通りである。小多団地区は生産組

合のため実質的にはさらに 3農家に分かれて作業

するが、菅.) 1 [北・ 垂水地区は 1件の農家による

受け入れとなっている。市民農園では農学部教員

が中心となって指導をおこなった。

なお、市民農園に振り分けられた参加者(以下、

市民農園班)は作業予定に従って、 l人 l畝を担

当し播種から収穫まで全工程を手作業でおこなう。

農家に振り分けられた参加者(以下農家班)は、

原則作業予定に従いながら、農家に指示されたこ

とをおこなうため、「農家の手伝し、」の意味合いが

強し、。

2)参加者の特性

表 3に学年及び男女の人数構成を示す。女子学

生の参加比率が高いことが特徴である。また、全

学科の学生が参加し、学科による偏りがあったが、

これは授業での案内に違いがあったためと考えら

れる。

参加者のこれまでの農業と生活環境 ・教育環境

を把握するため、「家の近くに田畑があるJr農家

の祖父母や叔父叔母がいるJr本物の田や畑の土を

触ったことがあるJr農業実習や農業体験の経験が

あるJr農業を手伝った経験があるJr農業に関す

る活動(サークル、市民活動、プロジェクト、 NGO

等)への参加経験があるJを「はい ・いいえ」の

2択で尋ねた。その結果、本物の田や畑の土に触

れたことがある参加者は 89.7%で、「家の近くに田

畑があるJ69.1%、「農業体験や農業実習をおこな

ったことがあるJ66.2%で、あった。 しかし、「農業

を手伝った経験があるJあるいは「農業に関する

活動への参加経験があるJと回答した参加者は

34.6%で、農業自体の経験は乏しく、その傾向は

表 3 学年・男女の人数織成 (人)

男 女 合計

l回生 3 II 14 
2回生 2 5 7 
3回生 2 
4回生 2 
修士 l年 。 3 3 

修士 2年 。
メE当Z、宝ロ+ 8 21 29 
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学年が下がるにつれて強かった。なお全て「はし、」

は2人、「し、いえJは l人で、あった。また、本実習

には単位が出ないことや早朝からのプログラムと

いうことで、参加している学生は一般農学部生よ

り農業に対して強し、興味がある学生と考えられる。

4. 実習の効果と課題

1)参加者の実習への期待と評価

まず、実習への期待および参加後の評価につい

て分析をおこなった。

期待については、実習前に参加動機について自

由記述で尋ねた結果、実習に対して「体験できるJ

というキーワードが抽出された(全体の 53.6%が

「体験できる」と記述)。さらに 5段階評価で「こ

れからの人生に役立つ」と思うかを尋ねた結果、

平均値は 4.21と高く、多くがそのことを期待して

いると分かつた。その一方で「これからの研究に

役立つJでは平均値は 3.65と比較的低かった。こ

のように、研究と実習は別と考えている参加者が

多く、研究のためではなく自己の興味や成長のた

め参加する学生が多かった。この点に関して、実

習後のアンケートの結果では、前者は 4.22とほぼ

変化がなく期待に応じたものであったと評価でき

る。一方、後者の点数も 4.22になり、増加した。

本実習を通して、研究上の課題や意欲も見いだし

表4 参加者の満足度

おこなった農作業 ・活動の内容

現地での農作業・活動の時間

農作業の活動・内容に関する解説や情報提供

農家との交流

学生同士の交流

全体的 ・総合的な満足度

たとも考えられるだろう。

さらに、終了後の 2回目の調査にて、実習の満

足度について 5段階で尋ねた。表4はその結果で

ある。全体的な満足度は非常に高い結果が出てお

り、参加者は本実習を高く評価しているといえる。

項目別で見ると、全体としておこなった作業 ・活

動の内容は満足度が非常に高くなっている。一方、

農家班は学生同士の交流に高い満足度を示し、現

地での活動時間に対する満足度は低いとし、う結果

が出たが、市民農園斑は逆の結果となった。学生

同士の交流に関して、農家班は実習外で農家に宿

泊するなどの体験を通じて学生同士で仲良くなる

機会が多かったと考えられるが、市民農園班はそ

のような機会がなかったため、このように満足度

に差が出たと考えられる。全体的な満足度を考え

る上で、学生聞の交流や農家の方との触れ合いは

大きな要因と推察できるため、実習において参加

者間のコミュニケーションの充実を図ることは重

要であるといえる。そして、農業体験のみよりも

農家と交流し、農村生活を体験した方が参加者間

のネットワークは構築されやすいと考えられる。

また、現地での活動時間に関しては、農家班は「時

聞が短くて、あまり農家の方を手伝えなくて申し

訳なし、Ji農家の方の役に立ちたし、Jという意見が

出ており、このよ うな意見が作業時間に対する不

満に繋がっていると考えられる。逆に、市民農園

農家班

(n=16) 

4.44 

3.33 

3.44 

4.67 

4.50 

4.56 

市民農園班

(n=8) 

4.38 

4.13 

3.88 

3.38 

3.13 

4.38 

班は真夏の炎天下の作

業など過酷な体験があ

ったにも関わらず、作

業時間に対する満足度

は高かったが、作業す

る時間帯に関する不満

は意見として出された。

特に夏場の作業に関し

ては熱中症や日射病の

表 5 実習についての自己評価 問題もあるので、作業

時間帯を考え直す必要

がある。他の項目では、

両班とも満足度が低か

った項目として、農作

業の活動 ・内容に関す

る解説や情報提供が挙

げられた。今回、作業

農家班 市民農園班
(n=16) (n=8) 

自主的 ・主体的に活動 ・農作業に参加できた 4.39 3.88 

全体として実習を楽しむことができた 4.83 4.63 

農家の考え方や技術を学べた 4.33 3.75 

農業や農村の実態や本質について考えられた 4.33 3.88 

経験 ・観察 ・考えをノートなどへ記録できた 3.11 3.13 

農家とコミュニケーションがとれた 4.50 3.00 

他の参加学生とコミュニケーションがとれた 4.44 3.25 

実習の経験は新しい考え方や活動につながった 4.44 4.13 
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内容に対する講義はほぼおこなわず、初回に農業

用語で作業予定の記されたプリントが配布された

だけであった。l'2回生は農業用語を知らなかっ

た上、農作業全体の中でのその日の作業の位置づ

けも想像できなかったため、農作業に関する情報

提供に不満を感じたと考えられる。

なお、択ーで「来年も本実習に参加したし、Jか

否かを尋ねた結果では、 63.5%が参加したいと答

え、「本実習を友達や来年度入ってくる l回生に広

めたしリか否かでは全員が広めたいと回答するな

ど、総合的な満足度の高さはここでもうかがえる。

次に、活動についての自己評価を尋ねた。表 5

はその結果である。全体的に平均値は高い値を示

.している。 しかし、「農業や農村の本質を考えた」

という項目では、平均値が低く、本実習ではその

ような機会が十分で、なかったといえる。そのよう

な機会を生み出すためには、農家の方との交流や、

参加者同士の議論が必要と考えられる。

10 

さらに、具体的に本実習の良かった点を尋ねた。

図 lに示すように良かった点としては「農家との

交流Jr先輩 ・後輩と知り合えた」が上位に挙げら

れている。グ、ループ別では、特に農家班はこの 2

点を上位に挙げていた。次いで「現場の農業に触

れたj、「実際に農作業できたJ、「農学に対する興

味が深まったJが続いた。しかし、「農村の伝統や

文化に触れた」、「農家の知恵や技術に触れたJ、「自

分自身の成長」、「一作物を育てたとし、う達成感J

との回答は少なく、今後の改善課題のーっといえ

る。

一方、改善点について直接尋ねた結果、図 2に

示すように、「地域へ貢献できる活動J、「地区間で

の活動や移動時間の差異の縮小」が上位に挙げら

れ、次いで「学生同士や農家との交流機会の増加」、

「黒大豆以外の栽培」が挙げられた。特に、最も

場所が遠かった垂水地区の参加者は移動時間の問

題、市民農園班は農家班との作業内容や処遇の違

いに関して日常の会話の中でも問題提

起をしていた。講義内容に不公平感を

感じ不満を抱く要因になるため、この

ような差異は改善していく必要性があ

る。また、「地域へ貢献できる活動」と

回答した参加者は全員農家班であった。

他にも、 「作業時間の増加Jと回答した

参加者は 6人いたが、「作業時間の削

減」と回答した参加者はなく、別途設

問にて適切な実習時間・実習回数を尋

ねたところ、 66.7%が「同じくらいが

よしリ、 33.3%は「糟やして欲しし、j と

回答し、「減らして欲しし、」とし、う回答

農家の方との交流

友達・先輩が構えた

現場の農業に触れた

実際に農作業ができた

農学に対する興味が深まった

自然に触れた

鹿村の伝統・文化に触れた

良家の知恵や筏術に触れた

一作物を育てたという達成感

自分自身の成長

新しいことを始めるきっかけになった

4 

9 

図 1 実習の良かった点 (複数回答)

地拘置へ貢献できる活動

地区間での差異の縮小

黒大亘以外の栽培

学生同士や農家との交流機会の増加

日程や集合・解散時間の確定や厳守

作業時間の増加

農作業以外の農村での多機な活動

活動の解説や情報提供の充実

専門の研究に直後結びつく活動

宿泊を伴う滞在

休惣場所や着替えの時間の確保

図2 実習の改善点(複数回答)

9 
はなかった。
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2)参加者の意識変化

実習の効果を評価する上で、農家五圧

と市民農園班に分けて意識変化を分析

した。実習前後の参加者の農業に対す

る意識に関する 5段階評価の平均値の

変化を比較した。分析は2回のアンケ

ート調査で対応が確認された 24サン

プルのみ(農家班 n=16、市民農園班

n=8)を抽出しておこなった。

まず、食料 ・農業に関する知識や輿

5 
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表 6 食や農に関する知機や興味の変化 班では全体的に数値が下が

っている傾向が見られた。

特に農家の知恵や現場の問

題解決に対して平均値が下

がっている傾向が見られる。

これは、農村に入って現場

を直接見ることができなか

ったことが大きな要因と考

えられる。

農家班(n=16) 市民農園班(n=8)

実習前 実習後 実習前 実習後

生活と農業 ・自然の関係はよく分かる 3.35 

農業をめぐるお金の流れは分からない (R) 2.88 

農業に関する悩みがよく分かる 3.00 

農業の省力化の方法に興味がある 3.82 

農家の持つ知恵や技術に興味がある 4.53 

食料農業農村に関する知識を得たい 4.41 

現場の問題解決に役立つ研究をしたい 4.00 

現場の問題解決に役立つ活動をしたい 4.18 

3.67 3.63 

3.18 4.13 

3.53 3.13 

3.72 4.25 

4.61 4.50 

4.61 4.38 

4.22 4.38 

4.44 4.25 

3.50 

3.38 

2.75 

3.88 

4.00 

3.88 

3.63 

3.25 
次に、農業・農村に関す

る考え方や意向について比

較・分析をおこなった(表

表7 農業・農村に対する感じ方の変化 7)。農家班でも市民農園班

でも「篠山に愛着を感じるJ

では平均値の大きな増加が

見られた。さらに、農家班

では「農村に住みたし、」、「農

業者になりたし、」、「地域の

農業は必要と思う J、「農業

に愛着を持っているJの 4

項目でも実習前後での平均

値の明らかな増加が見られ

た。実習を通して実習地に

愛着がわくのは当然ともい

えるが、農村に入り込んで

実習をおこなうことにより、

農家斑(n=16) 市民農園班(n=8)

実習前 実習後 実習前 実習後

農業はきつい仕事と思う 4.24 

農業は難しい仕事と思う 4.29 

農業に愛着を持っている 3.82 

地域の農業は必要と思う 4.41 

農村は豊かなところだと思う 3.47 

農村に憧れを感じる 3.71 

篠山に愛着を感じる 3.12 

農業に関する仕事に就きたい 3.76 

農村に住みたい 2.88 

農業者になりたい 1.94 

食べ物にはこだわりを持っている 3.59 

食べ物を大切にしている 4.35 

味を比較した(表 6)。農家班で実習前後の平均値

に明らかな増加が確認されたのは、「生活と農業 ・

自然の関係はよく分かるJ、「食料 ・農業 ・農村に

関する知識を得たしリ、「現場の問題解決に役立つ

研究がしたしリ、 「現場の問題解決に役立つ活動が

したしリの 4項目であった。農村での体験を通し

て、農業と 自然の関係はもちろん、農村での生活

に農業が関連していることを理解し、さらに知識

を得たいという意欲に繋がっていることが確認で

きる。また、現場の苦労を実際に目の当たりにす

ることにより、実習前より現場の問題解決を具体

的に考えられるようになったと推察される。一方、

農家班は「農業にめぐるお金の流れJについては

理解度が下がっていた。これは、農業の経済的な

流れに関する講義や実際に体験する機会が少なか

ったことが原因と考えられる。さらに、市民農園

4.38 

4.44 

4.38 

4.94 

3.56 

3.63 

4.31 

4.06 

3.50 

2.63 

3.72 

4.56 

4.75 4.63 

4.75 4.50 

3.88 3.75 

4.88 5.00 

3.50 3.38 

3.63 2.75 

2.63 3.50 

4.00 3.38 

2.88 2.00 

2.38 1.75 

3.63 3.63 

4.25 4.25 

参加者の農業や農村に対す

る愛着が芽生え、農業や農村に住むことや強いて

は農業者になることに対しての魅力を発見したと

いえる。逆に、市民農園班ではこちらでも全体的

に平均値が下がっている傾向が見られた。特に農

家班で増加の傾向が見られた事柄に対して明らか

な減少傾向が見られ、農家斑と正反対の結果が出

たといえる。これは、「農家の手伝し、J的であれ実

際の農業農村に触れた農家班に対して、市民農園

斑ではそうした体験ができなかったこと の差とい

えるが、別の視点からみると、市民農園班では「作

業Jとして農業を体験したため、農業の理想と現

実の違いを理解できたことが要因とも考えられる。

以上の結果より、フィールド実習をおこなう上

で、農村で農業を体験するだけではなく、 農村の

生活に入り込み、農家と触れ合うことで農村 ・農

業を身近に感じ、農業に愛着を抱くことが非常に
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重要であると考えられる。特に、農業を営んでい

る農家から話を聞くと 、農業がより現実味を帯び、

日本農業の現状の問題が見えやすくなるといえる。

3)受け入れ農家の意向と活動展開

次に、受け入れ農家の意向をについて整理する。

調査は、実習最終回にて、受入れ農家によるワー

クショップを企画実施することによりおこなった。

参加人数は垂水地区、菅地区、川北地区が各 l人

ずつ、 小多田地区が 2人の計 5人である。

学生を受け入れたことについて農家のメリット

としては、「話題が増えたJというものが一番に挙

げられた。また、農家にとって参加者は「皆さん

努力されていた」と映っていたよ うで、「若さやは

じめてで楽しそうな様子が地域の元気になった」

としづ意見が出ていた。先行研究でも示されてい

たが、参加者の反応が農家にとっては喜びを見出

したり、自己の再評価の機会に繋がったと考えら

れる。

一方課題としては、小多国以外は農家単独で、の

受け入れであったため、「地区を挙げて受け入れた

方が地域に活気が出るjとし、う意見や、作業時間 ・

作業日程に関して「作業時間帯が農村における仕

事時間(朝早く、昼は休んで夕方から再開する)

参加者の意欲を評価

|農 作業時川疲れ |
る印象

|皆さん努力されていた

体験したい・学びたい一

心で作業が進んだ

学生lま絶対喜んでいると

思う(飢えている)

作業時間・作業日程を農村生活に合わせるべき

農繁期には一泊するなど II月一回から二回に。出向い

メリハリが欲しい I Iてその時その時の作業を

作業が維な時やこまかい

ときがあり、時聞が足りな

い時が多い(ゆっくり説明

している時聞がない)

E 体験

作業時間帯が田舎の生活

にあっていない。仕事は朝

早くと夕方が基本

10時から 3時では、午前午後一時間ずつの作業

となり、仕事にならない

にあっていないJI農繁期には l泊するなどもっと

メリハリが欲しかったJなど、農村の生活に合わ

せた実習を望む意見が出された。

その他、黒豆以外の幅広い内容の実習や各種イ

ベントに参加し、 篠山を PRしたりすることを期

待していると分かつた。

また、農家班の全地区は農家と参加者の間で、つ

ながりが生まれており、実習日程以外で農家に泊

まったり訪問したりしている。例えば、小多団地

区では、 8月に l回、10月の枝豆収穫期より毎月

1泊 2日で定期的に訪問しており、来年度以降も

訪問が決まっている。その他、垂水地区でも来年

度以降も農繁期の訪問が決定している。このよう

に、本実習を契機に新たな活動が広がっているこ

とは注目に値する。

5まとめ

以上、篠山市での農業農村フィールド実習をと

おして、実習による意識変化の実態や参加者の評

価、 運営上の課題などを明らかにした。まず、参

加者の満足度や自己評価では全体的・総合的には

満足度が高いという結果が得られた。 しかしなが

ら、学習環境の違し、から農家班 ・市民農園班の間

で異なる結果となった。

地域に活気が出た
地域との関わりを重視したい

地場の話題が増えた

マスコミ取材にも対応

小多団地区は 2∞8年度

の継続を検討中

若さやはじめてで楽し

そうな機子が地繊の元

気になった

受け入れに地繊のカ

が必要

地織あげて受け入れる方が、地場に活気が出るので

は(協議する期聞が短かった)

多様な内容の実習が望ましい

今年は米づくりに銚戦

Ltこい
農業機械を体験しても

らいたい

地嫌イベントヘ参加やPRをして欲しい

篠山でのイベントに参 II学園祭で篠山を PRして

加して欲しい I I欲しい

図3受け入れ農家の意向
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実習前後の意識調査の結果を比較すると、実習

前後のアンケート結果の比較では、全体として、

農家班は平均値が増加 しているのに対し、市民農

園班には減少若しくは現状維持の傾向が見られた。

これは、農村生活を体験できたか否かの差である

と同時に、現実の農業を体験し、理想と現実の差

異に気付いた結果によるものとも推察される。実

際の農業と農村生活や他講義で学ぶ農業に纏わる

知識を関連させて理解していけるような実習の形

態が求められているといえる。

また、小多団地区や垂水地区のように、本実習

で農家と学生との間でネットワークが形成され、

継続的な活動が生まれたことは本実習の効果のー

っとして特筆すべきことである。また、受け入れ

農家側は個人ではなく 地区全体で受け入れること

を望んでおり、実習が地域活性化の一助となるこ

とが期待されている。

実習は、来年度も引き続き実施されるが、その

際には特に黒豆栽培に特化せず、農業 ・農村の総

合的な体験学習とすること、参加者問、および参

加者との農家とのコミュニティ形成に留意するこ

と、受け入れ地域の活性化へ貢献できる機会を組

み込むことなどが重要な点であるといえる。また、

今回確認されるように、実習がその機会限りのも

のでなく、学生と農家が継続的にEいに好影響を

あたえる相互関係が築かれることを期待したい。

なお、研究上の課題としては、来年度も開講予

定の本実習を追跡調査し、本稿の結果と比較する

こと 、また今回、十分でなかった農家側の視点や

地域活性化の視点からの考察をおこなうことが残

されている。来年度も引き続き調査 ・研究をおこ

なっていく必要があるだろう。
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