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個別報告論文 [181] 

農業@農村体験による子どもの気分状態変化に関する分析

1.はじめに

近年，農業・農村の持つ教育的機能への期待が高

まり，子どもの農業体験学習等の取り組みが活発に

行われるようになってきている.具体的には，学童

良闘を利用したり農村地域に出かけたりして学校教

育の一環として行われるケースや，生産者と消費者

との相互理解を閲るために農業者が中心になって実

施するケース等がみられ，子どもへの教育的な影響

や良村の地域活性化の国から注目されている. しか

しながら，突諮に農業・農村体験によって子どもに

どのような影響があったのかについて，実証的・定

1M!':)な研究が十分なされているとはいえない 既往

の研究では，例えば食育あるいは農業体験について

の実統的な研究成果 1)がみられるが， ii2業・農村体

験によって子どもにどのような心玉虫的な変化がある

のかという観点からの実証的・定設的な研究はなさ

れていない.

そこで本研究では，都市地域の小学生が農村地域

に滞在して，農業体験学溶を1=1"心とする段業・農村

体験を行うことにより，子どもの気分状態がどのよ

うに変化するのかを解明することを目的とする.そ

山田 伊澄(農村工学研究所)

の方法として，長野県飯山市でセカンドスクールを

実施している東京都武蔵野市 I小学校5年生を罷査

対象とし，農業・農村体験の 1週間前・直前・直後

の計 3回，気分プロフィールテスト(子ども版

POMS)を適用した.

POMS CProfile of Mood States) とは気分状態を

評価する質問紙法の一つであり 2)，本研究では， r緊
張ー不安Jr怒り 敬意Jr活気Jr疲労j の4つの

気分尺度について， 2006年 9月6・13・20日に測

定した 同時に， 1小学校5年生のセカンドスクー

ノレの境場で、の参与観察と聞き取り調査を行い，

の民業・農村体験の具体的な内容について把握した.

本稿では，まず， 1小学校のセカンドスクールの

概姿を述べた後，回答者の特徴として，性別，lr主も

好きな科目，農村に住んだ経験や農村を訪れた経験

の有無，身近に農家がいるかどうか，農業を手伝っ

た経験の有無，農業体験への以前からの興味の有無

を示す 次に，農業・農村体験で子どもが最も印象

に残ったものについての結果と，気分プロフィール

テスト(子ども版 POMS)の分析結果を示す その

後，回答者の特徴や民業・農村体験で最も印象に残っ

表 1. 2006年度 I小学校セカンドスクールの活動の概要

113民 2日13 3 13呂 4疑問 5 [3日 61'1 日 713日 8 s Iヨ
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たものと気分状態変化との関連性について，分散分

析により明らかにする.

2. 1 小学校セカンドスクールの概要

東京都武蔵野市では， 1992年度からの試行期間

を経て， 1995年度から市立の全小学校 (1996年度

から全中学校)でセカンドスクールが実施されてお

り，小学校 5年生と中学校 l年生が，学校の授業の

一部として農山漁村に滞在して体験学習を行ってい

る.セカンドスクールは各学校が創意をもって学習

活動を計画し，笑施するものとされ，校長が実施場

所を選定し，教育委員会がこれを承認する形となっ

ており，学校によりセカンドスクールの実施場所や

実施期聞がそれぞれ異なる セカンドスクールの実

施場所に求められるのは，豊かな自然や地域の特性

を生かした学習材及び学習方法を工夫できること，

自然体験，農林漁業体験，共陪生活体験等の多様な

体験学習ができること，登かな自然環境の中で長期

間の宿泊体験ができること，社会から協力が得られ

ること等であり，こうした観点から選定されている.

1小学校は 1955年に開校した小学校であり，校

区には駅周辺の商業地区と公闘を含み，水回は一切

なく，学校周辺は住宅地である. 2000年度から長

野県飯山市信濃平においてセカンドスクールを実施

しており 7i白8日間の日程で， 5年生全員が 7人

程度の班ごとに民宿に分宿し，民宿での生活をとも

にしながら，兼業農家である民宿の人々に教わって

稲刈り・脱穀を始め，務打ち，おやき作り，すげ前lJ

工，寺巡り，鍋倉山散策といった様々な体験学溜を

行っている(表 1).

3.結果と考祭

(1)回答者の特徴と f農業・農村体験で最も印象に

残ったもの」

I小学校5年生の 50人中，農業・農村体験の 1週

間前・直前・直後の 3回の気分プロフィーノレテスト

の全てに自答した有効回答数は 41である.そのう

ち，性別の内訳は，男子が 19人女子が 22人であり，

好きな科目として設も多かった回答は「体育」であ

る3). また， 9割以上が農村に住んだ経験がない子

ども達で，農村を訪れた経験があるという割合は 5

割程度であり，身近に農家がいるという回答は

27%，農業を手伝った経験があるという回答は 24%

にとどまっている.つまり，回答者である I小学校

5年生のほとんどが都会育ちで農村や農業に援する

機会の少ない子ども達であるといえる.その一方で，

「稲刈り等の農業体験を前からしてみたかったj と

いう回答が 78%であることから，農業・農村と疎遠

な都会の子ども達であるが，そのうち 8説近くが農

業・農村に対して興味を持っていると考えられる.

また，農業・農村体験で最も印象に残ったものは

何かを選択式で質問した結果， 41人中， 1空気の良

さJが 63%で最も多く，次いで「自然、の豊かさ j

が 54%，1景色の美しさ」が 42%であり，都会とは

異なる農村地域の空気・水・緑といった自然環境へ

の印象が極めて強いことが明らかとなった これら

に続いて， 1生き物」が 37%と多く，友達同士の

ふれあいjが 24%，1農家や地域の人とのふれあいj

が 22%，食べ物jが 20%，1農作業jが 17%，1先

生とのふれあし、」が 12%の限となっている.

(2)気分プロフィールテスト(子ども版 POMS)

の分析結果

気分プロフィールテスト(子ども版POMS)を適

用し， 1緊張一不安J1)怒り一敵意J1活気J1疲労J

の4つの気分尺度について，それぞれ，農業・農村

体験の九週間前」と「直後Jの数値を用いて分散

分析を行ったのその結果，農業・農村体験の凡退

問前Jと「直後」で，子どもの「緊張一不安」が有

意に緩和されていることが明らかとなった(1s11).

なお， 1怒り 敵意J1活気J1疲労j については，

・農村体験の 11週間前j と「夜後jで統計的

な有意差は認められない結果となっていた.

このように，都会の子ども達が農村に滞在して農
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図1. r緊張不安Jの変化

主主:5%水準で有意差のある項留を線で囲んでいる.
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業・農村体験を行うことにより，子ども達の精神的

な緊張や不安を和らげるような気分状態変化がある

ことが明らかとなった.以上は，有効回答数 41の

全体の結果としての農業・農村体験前後の気分状態

変化であるが，回答者の特徴や最も印象に残ったも

のの違いにより，気分状態変化が異なるのかどうか

という点を解明するために，次節ではそれぞれに分

散分析を行った結果を示すこととする.

(3)回答者の特徴および「最も印象に残ったものj

と気分状態変化との関連性

まず，回答者の特徴と農業・農村体験前後の気分

状態変化との関連性について分散分析を行った. こ

こで気分状態変化の数値としては， 4つの気分尺度

のそれぞれについて，農業・農村体験の r1週間前」

と「直後Jの差を用いている.その結果， r最も好

きな科目が体育」であるかどうかと「緊張一不安J

との問で， 5%水準で有意、差がみられた(国 2). 最

も好きな科目が体育である子どもの方が，そうでな

い子どもよりも，農業・農村体験の前後で、緊張や不

安がより大幅に低下していることがわかる.また，

稲刈り等の農業体殺を以前からしてみたかったかど

うかという「農業体験への以前からの興味」の有無

と「疲労Jとの出で， 10%水準で有意義がみられた

(図 3) 以前から農業体験への興味があった子ども

の方が，そうでない子どもよりも，疲労が低下して

いる傾向があるといえる なお，その他の凹答者の

特徴の項目については，気分状態変化との有意な関

連性はみられなかった.

次に，回答者の最も印象に残ったものと気分状態

変化との関連般について分散分析を行った.その結

倒別報告論文

-1 

ω2 

ω3 

ω5 

-4 

疲

労
活
気

怒
り
一
一
磁
傘

岡
山

i 

目 2

明 4

3 

鴎 4. r農家や地域の人とのふれあい」の印象と気

分状態変化

主主 10%水準で有;な主去のある項目を点線で1I1lんでいる.

函 2. r最も好きな科目が体育Jと気分状態変化

法:5%水準で有怠差のある項目を線で凶んでいる.

「一
， ，夜 i

i労 i
活
気

問
問
凶

2

1

0

1

2

3

4

5

6

 

一

一

-

-

一

一-2 

3 

国 5. r友達同士のふれあい」の印象と気分状態変化

注:5%水準で有意去をのある項目を未定で， 10%水準で有主主

差のある項自を点線で関んでいる.

(183) 

題3. r農業体験への前からの興味Jと気分状態変化

注:lO%水準で有;な差のある項目を点線で閤んでいる
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果， I農家や地域の人とのふれあいjが最も印象に

残ったとしているかどうかと「怒り一敵意」及び「疲

労」との間で， 10%水準で汗当意差がみられた(関心.

農家や地域の人とのふれあいが最も印象に残った子

どもほど，怒りや敵意，あるいは疲労が比較的緩和

されている傾向がある.また友達同士のふれあしリ

が最も印象に残ったとしているかどうかと「緊張一

不安J及び「怒り一敵意Jの需で 5%水準疲労J

との間で 10%水準で、;t]j怠主主がみられた(関 5). 友

達同士のふれあいが最も印象に残った子どもほど，

緊張や不安，怒りや敵意，波労といった気分状態が

緩和されているといえる.

4. おわりに

東京都武蔵野市I小学校 5年生を対象とする気分

プロフィーノレテスト (子ども版 POMS)の分析の結

果，農業・段村体験の 1週間fJiHこ比べて成後で子ど

もの緊張・不安が有75;に緩和されていることが明ら

かとなった.このように，都市の子ども達が段村に

滞在して農業・農村体験を行うことにより，子ども

の精神的な緊張や不安を和らげるような影響がある

といえる. 自然J在かな農村地域に滞在する中で，稲

刈り等の良作業主どしたり， II[伝道で虫をJtiiまえたり，

忍空を!挑めたりといった，部会ではできない良業・

良村体験をすることが，こうした子どもの気分状態

の変化につながっていると考えられる.

さらに，回答者の特徴と気分状態変化との関連性

について分散分析を行った結;乳体育が最も好きな

教科であるという活動的な子どもほど緊張・不安が

より低 Fしていること，官ijから稲刈jりをしてみた

かったという農業体験への興味がある子どもほど疲

労が低下している傾向があることが切らかとなっ

た また，回答者が最も印象に残ったものと気分状

態変化との関連性について分散分析を行った結果，

良家や地域の人とのふれあいが最も印象に残ったと

いう子どもほど，怒り・敵意，疲労が緩和されてい

る傾向があること，友達同士のふれあいが最も印象

に残ったという子どもほど，緊張・不安，怒り・敵

意，疲労が緩和されている傾向があった.従って，

農村の自然環境のみならず，農家や友達とともにそ

こでの多様な体験を行いながらコミュニケーション

をとることにより，子どもの気分状態がさらに良好

に変化するものと考えられる.このことは，農業・

(184) 

農村体験を受け入れる農家や農村サイドの人々が子

どもに対してある程度の影響力を有しており，農業・

農村体験の受け入れる際の子どもとの援し方の重要

性を示唆している.

ただし本研究では，農業・農村体験後の気分状

態がその後どう変化していったのか，あるいは子ど

もの意識・行動がどう変化したのかという点，非滞

在主!の民業・農村体験の場合はどうかという点につ

いては切らかにされていない.また，多様な農業・

農村体験の中の何がどのように子どもの気分状態に

影響するのかという科学的なメカニズムは解明され

ていない. これらについては今後の課題としたい.

注 1)文献[1]~ [7J参照

2) POMS は1950年代終わりから 1960年代後半にお

いて McNairらにより米関で開発され， r緊張不

安J抑うつー落ち込みJr怒り 敵意Jr活気Jr疲
労JI混乱jの6つの気分尺度を同時に測定できる

手法である POMSは65項目の質問で構成され，

また倫浬上の|問題から，そのままでは子どもに適

用することが滋難であるため，本研究では， 2004 

年に子ども版に改良された POMSを用いることと

した子どもj坂POMSは21項目の質問に制|浪され，

6つの気分尺度のうち「抑うつー落ち込み」と「混

乱j を除く 4つの気分尺皮について測定するよう

に改良されている 山本 [7J参照

3) 1小学校5年生以外にも，東京都内の 2校の小学校

5王子生を対象に 2005年度と 2006年度に実施した

アンケート調査から，ドミ]様の結果庁、得られている

ことから，これは部会の小学校 5年生の一般的な

回答と推祭できる.

4) 11 週間前Jと Ir直前J，並びに Ir直前j と「直後j

についても分散分析を行った結泉，ユ釘;な差はみら

れなかった.
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