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農村生活研究第53巻第 1号 2009.12 

[論文]

農村振興活動を通した大学専門教育の場としての農山村の価値
一一地域環境点検活動への参加を事例に一一

多炭雅博*・豊満幸雄筒井義冨日・池田大輔*日-山口智美****

Rural Areas as Places of Professional College Education 
一一-ACase Study on Participation in Rural Environmental Inspection Activities-一一

Masahiro Tasumi. Yukio Toyomitsu. Yoshitomi Tsutsui. 

Daisuke Ikeda. Tomomi Yamaguchi 

This paper discusses the value of rural areas as places for professional college 

education. which has generally been vaguely praised by college faculties but has not 

been evaluated either qualitatively or quantitatively. In this study. 26 college students 

majoring in rural engineering participated in activities for promoting rural development 

in thr~e vi11ages in Miyazaki Prefecture. Results of questionnaires indicated that most of 

the college students recognized that participating in rural activities had value in terms of 

theirじollegeeducation. Students found educational value in areas such as “understanding 

of rural areas."“rural development techniques."“raising motivation to study" and 

“improving communication ski11s." The value gained by students was influenced by the 

attributes and the backgrounds of the individuals. such as their knowledge/experience 

level. rearing environment and gender. College students were we1comed by the local 

residents. and interaction between college students and local residents had a mutually 

favorable influence that helped promot巴 activitiesfor rural development. 

[キーワード]

農村振興 rural developmen t， 大学教育 collegeeducation， 現場体験 field

expenence 

1.はじめに

農山村が子どもに対する教育の場としての価値

を持つことは広く認知されている。子ども時代の

農作業体験や里地自然体験は自然を大切にする価

値観を養う効果があることがわかっており(呉・

無藤， 1998)，環境教育として農業体験を利用す

る取組事例も多数報告されている(例えば寺井，

1998 ;藤本， 2002)。また実際に小中学校におい

て農業体験学習を取り入れた環境教育プログラム

は増加しており(茨城県， 2006)，平成20年度か

らは文部科学省，農林水産省，総務省の連携事業

として「子ども農山漁村交流プロジェクトj も始

まっている。

農山村が子どもに教育の場を提供することは，

受け入れられる側の子どものみならず，受け入れ

*宮崎大学農学部， **NPO法人TEAM・田援， ***宮崎県経済農業協同組合連合会， ****東洋水産株式会社
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る側の地域住民に対しでも多様なメリットをもた

らす。例えば受け入れた子どもの親などを通して

農作物の販路拡大やグリ}ンツーリズムに発展す

る事例，受け入れ側地域の女性や高齢者のやりが

い・生きがいにつながる事例などが報告されてい

る(JA全中， 2002;農林水産省， 2003) 0 

農山村は，子どものみならず青年や大人に対し

でも広く教育・学習の場としての価値があるO 一

般向けの農村ボランテイアプログラムは，農山村

の持つ生涯学習及び環境教育の場としての機能を

活用することで，参加者にメリットを提供してい

る場合が多い。大学など高等教育現場においては，

農山村は農村実習等を通して大学内では補えない

現場体験を学生に提供しており，またフイ}ルド

ワークを伴う卒業研究や研究室活動を通して専門

教育の実践現場を提供している。大学における農

山村活動の特徴は，それが専門家育成の一環とし

て行われていることである。農山村は大学の講義

ではカバーできない現場体験を学生に提供するこ

とで，専門家育成上の重要な役割を果たしている O

また農山村を対象とした卒業研究や研究室活動

は，学生の調査能力・コミュニケーション能力・

取材力・表現力を含む社会的能力を養う機能があ

るとの報告もある(都市と農村の協働の推進に関

する研究会， 2008)。このような社会的能力の育

成も広義の専門教育と捉えることができる。

これら大人に対する教育効果は定性的または定

量的に評価されることが少なく，先達による研究

報告がほとんど見当たらないのが現状である。本

研究は，大人に対する効果の中でも今まで評価の

対象として取り上げられてこなかった，大学教

育・専門教育の場としての農山村の価値について

評価を試みるものである。特に農・工・教育・政

治経済など自然科学と社会科学の広い分野にわ

たって教育研究対象とされている「農村振興活動」

への大学生の参加を取り上げ，学生に対する意識

調査を通して，農山村の価値について検討した。

農村振興・農村環境保全は，これまでのような

農村内部での完結した取組みが難しくなってきて

おり，多様な主体の参画によるオーブンな枠組み

での活動が求められている。またその多様な主体

の1っとして「大学Jは注目されており，農山村

と大学聞の積極的な連携及び協力により，互いが

利益を受ける関係を構築することは，将来の農村

振興・農村環境保全問題の解決に対する有効な手

段の 1つとして期待されている(都市と農村の協

働の推進に関する研究会， 2008)。

本研究において農村振興活動を通した大学専門

教育の場としての農山村の価値を定量的・定性的

に評価することは，農山村が持つ地域資源の整理

に役立つとともに，将来的な農村と大学との連携

や協力体制を考える材料となり，ひいては農村振

興活動の促進や農村環境保全問題の解決のための

一助になるものと考える。

2.研究方法

2007年12月より現在まで，宮崎県内の 3ヶ所に

おいて，ワ}クショップ形式で地域住民と外部の

大学生による農村振興活動を合計4回実施したb

この活動は，農村振興手法の検討をテーマとした

宮崎大学農地工学研究室の研究室活動の一環とし

て行われており，学生は地域住民に対し，外部の

視点及ぴ若者の視点での地域環境点検結果を提供

することを期待されている。また一連の活動は事

前の準備やミーテイングも含め学外の農村振興の

専門家が指導及び統括している。活動内容は 4回

とも，農村振興活動の中でも初期段階に行われる

ことの多い地域環境点検が主であった。

この活動を通して大学生が受けた影響をアン

ケート及び感想文から調査することにより，大学

専門教育の場としての農山村の価値について，学

生の意識面からの評価を試みた。期間中に行った

4回の活動内容の概要を表 1に示す。活動の具体

的内容や参加学生の属性及び研究方法について，

以下にまとめる。

(1) 調査地区概要

今回活動を行った 3集落は全て宮崎県内の農村

集落である。各集落の概要を以下にあげる。

集落①:稲作中心(多くは林業との複合経営)。

販売農家数26戸。市街地から車で 1時

間程度の一般的な中山間集落。

集落②:畑作中心。販売農家数13戸。古墳群な

ど特徴ある観光資源を持つ地方小都市
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近郊の集落。

集落③:第 2種兼業農家が多い。販売農家数40

戸。市街地から車で10分程度の立地を

持つ，典型的な地方都市近郊農村集落。

(2) 学生による地域環境点検とアンケート調査

学生による地域環境点検では，学生 4~5 名を

1グループとし，地図とメモ帳とインスタントカ

メラを持って 2時間程度かけて地域の環境点検を

行った。その後 1時間程度で、環境点検マップを作

成し，参加住民を交えて発表会を行った。中には

住民と学生の混在グループを設置した回や，環境

点検後に引き続き都市農村交流メニュー作りまで

行った回もあり，住民の参加状況や希望・時間的

制約等により活動回ごとの活動内容に多少のばら

つきはある O しかし活動の主要部分である環境点

検活動の作業内容や流れは 4回ともほぼ同一で

あった。

農村振興活動への参加が学生に与える影響を調

査するため，参加学生には毎回感想文の提出を求

めているが，第 1回と第 2回の活動に参加した学

生が提出した感想文では， I大学の講義で習った

農村振興活動を初めて実践したJI貴重な体験が

できたJI今後自分の卒論研究テ}マとして精一

杯頑張りたいJなど，農村振興活動への参加に教

育的な価値を認めるコメントが相次いだ。そこで

農山村での農村振興活動が持つ専門教育や人材育

成に関する効果(以降この効果を「教育効果Jと

よぶ)をより客観的に評価するため，第 3回の活

動において学生に対するアンケ}ト調査を行った

(第 3回の活動を病欠した 1名に対しては第 4回

の活動時にアンケート調査を行った)。

アンケートは本研究に参加した26名の学生全員

に対して 1度ず、つ行った(回答率100%)。このア

ンケートは幅広い調査目的に対応できるように

様々な質問項目が設けられているが，本研究に関

係する質問項目として，学生の居住歴や知識・経

験等，学生の属性を把握するための項目と，農村

振興活動において学生が受けた教育効果を質と量

の両面から調査するための項目を設けている。

(3) 参加学生プロファイル

参加学生の属性項目と属性ごとの人数分布を表

2にまとめる。本研究が対象とした農村振興活動

に参加した学生26名の内訳は，男性14名，女性12

名で，全員が宮崎大学農学部の学部または大学院

修士課程の農業土木系講座が含まれる学科に所属

している。 26名中18名は単一研究室(農地工学研

究室)に所属しており， I農村振興活動は研究室

全体の研究活動」との位置付けで活動への参加を

義務付けた。農地工学研究室の所属学生は男子学

生が多く，女子学生が4名しか所属していないた

め，性別による意識や感性の違いを把握する目的

で他研究室所属の女子学生希望者8名に任意参加

してもらうことにより，参加学生の性別割合をほ

ぼ均等にした。

参加学生は，全員が農村体験実習や農業土木系

授業の受講などを通して，農村環境全般に関する

一定の専門知識を持っている。またセミナーや農

村振興活動前ガイダンス等を通して，農村振興及

び地域環境点検についての概要は理解している。

しかし農村振興及び地域環境点検に関する概要以

表 1 学生・院生の参加した農村振興活動とその内容

学生の 参加学生人数キ 参加住民人数本 学生・住民混
回 日時 場所

活動内容 大学院生
在グループ設

3年生 4年生 計 大人 子ども 置の有無

第1回 2007/12/16 集落① 地域環境点検 8 (4) 8 (4) 14 (6) 1(1) X 

第2回 2008/1112 集落② 地域環境点検 8 (4) 8 (4) 5 (2) O 

地域環境点検
第3回 2008/1118 集落① 都市農村交流 11 (4) 12 (6) 2(1) 25 (11) 18 (11) 4 (3) ム(一部)

メニュー作り

第4回 2008/11/15 集落③ 地域環境点検 2 (0) 7(4) 1 (1) 10 (5) 14 (0) ム(一部)

*カッコ内は女性で内数。
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上の知識・経験を持ち合わせている学生は少な

い。知識に関しては環境点検マップの作成実習を

含む農村計画学の受講経験がある学生は26名中 5

名(19%) のみであり，この 5名は全て女性で

あった。経験に関しては参加学生全員の内，男性

4名女性4名の合計8名 (31%) は第 1固と第 2

回の活動に参加したため，アンケ}ト実施日以前

に2度，現場で地域環境点検を行った経験がある。

26名を出身地域別で見ると， 14名 (54%)が都市

部出身， 12名 (46%)が農村部出身であり，農村

部出身者の内 9名は平地農村部出身 3名は中山

間地出身であった。

(4 )、評価手順

農村振興活動が持つ教育効果について，以下の

要領で評価を行った。

1 )教育効果の大きさ評価

アンケートでは，自身が参加した農村振興活動

が大学の専門教育や人材育成に与える効果につい

て，その強度を r4 :とても効果があるJr 3 : 

やや効果があるJr 2 :あまり効果がないJr 1 : 

効果がない」の 4択式で調査している。まずは教

育効果の内容には触れず，この「農村振興活動が

持つ教育効果の大きさ」のみに注目した定量的評

価を試みた。

個々の学生が受けた教育効果は，学生の各種属

性に影響されている可能性がある。これら属性に

よる影響を解析し;整理することは，将来農村と大

学との継続的な連携・協力関係の構築を考える上

で重要となる。そこでアンケ}ト回答を「とても

効果がある」から順にそれぞれ 4点・ 3点・ 2

点・ 1点として数値化した上で，学生の各種属性

と教育効果の大きさとの関連を，有意水準 5%の

T検定により評価した。またT検定で有意差あり

と判断されなかった属性項目についても集計結果

の平均値から考察を行った。

2 )教育効果の内容評価

アンケートでは，参加学生が農村振興活動のど

ういう点に教育効果を見出したのか，自由記述式

で回答を求めている。このアンケートの記述回答

から読み取れる教育効果の内容に注目し，農村振

興活動が持つ教育効果の定性的評価を試みた。評

価するにあたって，まずは記述回答から学生がど

表 2 学生の属性と教育効果の大きさとの関係

※ 5%有意水準のT検定により有意差ありと判断されたもの。

のような種類の教育効果を受けたのかを読み取

り，回答を教育効果の種類ごとにグループ分けし

た。次にこの結果を学生の属性と照らしあわすこ

とで，どういった属性を持つ学生がどのような内

容の教育効果を受けていたのかを整理した。ただ

し評価の基となったアンケートでは，学生は一番

印象の強かった事項のみを回答する傾向にあり，

この情報だけから教育効果の内容全てを評価する

ことはできない。そこで教育効果の内容をより精

密に評価するため，アンケート調査を行った 3回

目の活動時に学生が提出した感想文も補足情報と

して利用した。

3圃結果および考察

(1) 農村振興活動が持つ教育効果の大きさ

アンケートにおいて 4択式で調査した，農村振

興活動が持つ人材育成効果の大きさに関する回答

では 1名を除く全ての学生が教育効果について

r 4 :とても効果がある1または r3 :やや効果

がある」との肯定的な回答をよせた(平均値3.27)。

活動に参加した学生は，農村振興活動が大学の専

門教育や人材育成面で一定以上の効果を持ってい

ると判断していたことがわかった。この教育効果
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の大きさを学生の属性ごとに集計した結果を表2

にまとめる。以下，表2の集計結果に沿って考察

を行う。

1 )参加形態

評価対象と Lた属性項目の中で， T検定による

有意差が認められた属性は，参加形態と出身地域

の2項目のみであった。参加形態に関しては，強

制参加の学生よりも任意参加の学生の方が，農村

振興活動が持つ教育効果が大きいと判断していた

ことがわかった。図 1は教育効果の大きさを参加

形態別にまとめたグラフであるが，この図からも

参加形態と教育効果の関の明らかな関係が見て取

れる。強制参加の学生より任意参加の学生の方が

農村振興活動に対する教育効果を認めやすいとい

う今回の結果は当然といえば当然ではあるが 2

グル}プ聞の感じ方の差は統計的に有意差が認め

られるほど明らかなものであったこと，また任意

参加したグループはもとより参加を強制したグ

ループにおいても，ほほ全員が一定の教育効果を

認めていたことの 2点は，大学専門教育の場とし

て農山村の活用を考える上でおさえておくべき情

報である。

とても効果がある

やや効果がある

あまり効果がない

国
a事加を強制したゲループ

図任意書加したグループ効果がない

L一一一一一一一ー

回答割音(怖)

図1 参加形態と教育効果の大きさとの関係

2 )出身地域

学生の出身地域(すなわち高校までの居住歴)

に関しては，農村部出身学生よりも都市部出身学

生の方が農村振興活動が持つ教育効果が大いと判

断していたことがわかった。図 2は，出身地域と

教育効果の大きさとの関係を表した図である。こ

の図からも，都市部出身の学生の方が農山村での

農村振興活動に教育効果を見出しやすいという傾

向が見て取れる。

自然観と環境価値観に関する呉と無藤の研究

(1998)で、は，都市部の人聞の方が地方在住者よ

り強く自然的環境を求める傾向が指摘されてい

る。これは地方在住者は自然環境をあたりまえの

ように捉える一方で，都市部在住者は自然に子ど

も時代の風景を思い浮かべたり，自然が少ないゆ

えに自然を求めるからだと考えられている。この

都市部出身者の自然環境への興味の強さが，本研

究では農村部での活動の際に感じる「教育効果の

大きさ」として現れていることが考えられる。

とても効果が晶る

やや効果がある

あまり効果がない

効果がない

国都市部出身

図農村部出身者

/ 

20 40 60 80 

回答割合(軸)

図2 出身地域と教育効果の大きさとの関係

3 )性別

性別と教育効果の大きさの関係について， T検
定では有意とは判断されなかったものの，表 2で

は男性の平均値3.07に対して女性の平均値は3.50

となっており，平均的に女性の方が男性より農村

振興活動が持つ教育効果をかなり大きく見積もっ

ている。個別の回答割合を見ても，男性は参加者

14名中 3名 (21%) だけが「とても効果がある」

と答えたのに対し，女性は参加者12名中 6名

(50%)が「とても効果がある」と答えている。

しかしこの見かけの傾向は，男性参加者全員の参

加形態が強制参加であったのに対して女性参加者

の過半数が任意参加であったことによるところも

大きい。強制参加の学生に限ると，教育効果の大

きさの性別による差異はやはり存在はするものの

それほど大きくはなく， I女性の方が男性より教

育効果をいくぶん大きく評価しているようだ」と

いう程度であった。前述の呉と無藤の研究 (1998)

では，男性に比べて女J性の方が自然への親しみ行

動や環境配慮行動がいくぶん強いという結果が出

ている。男性に比べてやや大きい女性の自然環境

に対する興味関心が，本研究においては「農村で

の活動において感じる教育効果のある程度の差」

として表れていることが考えられる。

4 )その他の属性項目について

評価対象としたその他の属性について，本研究
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では教育効果の大きさとの関係は明確には認めら

れなかった。ただし表2にあげた教育効果の平均

値の大小だけから判断すると，過去に農村振興活

動参加経験のある学生や農村振興について学ぶ

「農村計画学」を受講した学生，また過去に社会

活動経験のある学生は，それぞれ農村振興活動の

持つ教育効果をやや大きめに見積もっていたこと

がわかる。これらの結果は統計的裏付けが不十分

であるので取り扱いには注意が必要であるが，農

村振興に関する知識・経験が豊富な学生ほど，農

村振興活動に対して教育効果を幾分認めやすいこ

とを示唆する結果となった。

(2) 農村振興活動が持つ教育効果の内容

次に自由記述形式で調査した農村振興活動が持

つ人材育成効果の内容から，農村振興活動が学生

に与えた教育効果の内容を調べた。アンケートで

は，白紙回答 1名以外の全学生が，農村振興活動

のどういったところに教育効果を見出したのか，

記述式で回答を寄せている。この記述回答を精査

し，全ての回答の特徴を的確に分類できる区分と

して以下の 4項目を設定した。

①農村環境の理解に関する回答:農村環境全般

についての理解及び学習，また農村振興活動が持

つ教育効果の価値を抽象的な言葉で記述している

もの。例として「農村の現状を知ることができたJ
など。また「実際に体験ができてよかった」など

体験が何を指すのかわからない回答は，感想文か

らの情報も加味すると，それが専門的な農村振興

体験よりもむしろ一般的な農村体験の意味で使用

されている可能性が高いため，この区分に分類し

た。

②農村振興手法に関する回答:農村振興活動体

験が持つ教育効果について，その振興手法及び活

動内容を専門的な面から評価していると認められ

る回答。例として「地域を訪れ住民と一緒に取り

組むことに意味があり，今後に活かせるJI絶滅

危倶種の存在は，専門家の人がいないと気づかな

かった情報だ」など。

③モチベーションや進路に関する回答:大学で

の勉学に対するモチベーションの向上につながっ

ている，または進路選択に影響を与えていると認

められるコメント。例として「地域振興活動への

参加は，農村が抱える問題が実際に目に見てわか

るので，刺激を受け，もっと農村振興について学

習したいと，思ったJI実際に過疎の進む集落に行

くことで，学ぶ姿勢も変化し，農学部だからこそ

長日っておくと，将来を決める際の一つの進路とし

て考えるようになる」など。

④コミュニケ}ションや表現力に関する回答:

地域住民との関わりに教育効果を見出している回

答や，自身の発表能力の向上に関する回答。例と

して「直接会って話をすることで，住民との価値

観や視点の違いをとらえることができるJI人前

で成果の発表会をするので，報告の練習になる」

など。

アンケート内容から導いたこの 4つの区分は，

地域環境点検を通して学生が得た教育効果の種類

を表している。すなわち農山村は，地域環境点検

活動を通して「農村環境の理解JI農村振興手法」

「モチベーション向上や進路選択への影響JIコ
ミュニケーションを通した発見や自身の表現能力

の向上Jという 4種類の教育効果を学生に提供し

ていたことがわかった。

これら 4種類の教育効果について，その専門性

と学術的見地からの整理を試みたものが図 3であ

る。農村環境の理解や農村振興手法は農学部の専

門基礎及び専門で取り扱う分野であるため「学術

的」とし，専門性のレベルを考慮してそれぞれ一

般的・専門的とした。一方でコミュニケーション

やモチベーションなどは「社会的」とし，前者は

一般的な人材育成の範障であるので一般的，後者

は大学教育と直結する事項であるため専門的とし

た。またこれら 4種類の教育効果は，それぞれ重

なる領域が存在するため，図中においても境界領

域をオーバーラップさせた。この図のように，地

域環境点検活動が参加学生に提供できる教育効果

は，その内容にかなりの幅を備えており，工夫次

第で様々な形での大学教育との連携が期待でき

l る。

(3) 教育効果の内容と学生の属性との関係

次に記述回答をそれぞれ該当する項目に分類

し，集計した。分類の際，回答内容が2つ以上の

項目にまたがるものは，当てはまる項目全てに該

当する回答を振り分けた。どの項目にも該当しな

-7-



い回答(白紙回答)が 1件 2つの項目に該当す

る回答が2件あり，その他は全て 1回答=1項目

に分類できた。回答の集計結果を表3に示す。な

お表の数値は参加学生数を母数とした回答の該当

率を示しており，白紙回答や複数項目に該当する

回答があるため，各属性グル}ブの平均値は

100%にならない場合がある。

回答全体の集計では， r農村環境の理解Jに該

当する回答が38%，r農村振興手法Jが31%，rモ
チベーションや進路」が15%，rコミュニケー

ションや表現力」が19%であった。本研究で行っ

ている農村振興活動は専門的な活動であり，その

ため学生の回答は専門的な農村振興手法に関する

ものが中心になると予想していたが，結果的には

農村振興手法よりむしろ一般的な「農村環境の理

解jを教育効果として捉えた回答がやや多い結果

となった。また進路やコミュニケーションなど，

社会的要素の強い教育効果も一定割合の学生が認

めていることがわかった。コミュニケーションや

表現力に関する教育効果については， r都市と農

村の協働の推進に関する研究会 (2008)Jにおい

てもその効果の存在が報告されているが，本研究

においても農村振興活動が持つ主要な教育効果の

1つであることが確認された。

教育効果の内容と学生の属性との関係について

は，前述の教育効果の大きさの評価(量的評価)

に比べて，属性同士が相互に複雑に影響し合って

いるため，評価における信頼性の確保が難しい。

そこでここでは明確な結果が出ていると思われる

関係から順に取り上げていく。

1 )農村計画学の受講経験と農村振興活動経験・

社会活動経験の有無

農村計画学の受講経験者は，本研究で対象とし

た農村振興活動や地域環境点検について大学の講

義で専門的に学んでいる学生である。また農村振

興活動の経験者は，アンケ}ト実施前の第 1回と

第2回の農村振興活動を通して，すでに 2度の現

場での活動経験を持つ学生である。これら農村振

興についての知識・経験を持つ学生は，教育効果

の内容として，図 3において「専門的」と位置付

けられている「農村振興手法」と「モチベーシヨ

ン及び進路」に関する事項を挙げる傾向が非常に

強かった。その中でも，知識を持つ学生は学術的 ※ 5%有意水準のT検定により有意差ありと判断されたもの。

農村生活研究第53巻第 1号 2009.12 

要素の強い農村振興手法に関する事項を挙げる傾

向が強く，経験を持つ学生は社会的要素の強いモ

チベ}ションや進路に関する事項を挙げる傾向が

強かった。一方で農村振興に関する知識・経験の

比較的乏しい学生は，農村振興が持つ教育効果と

してより一般的な農村環境の理解やコミュニケー

ション能力・表現力を挙げる傾向が強かった。学

生の過去の社会活動経験の有無についても，程度

は緩やかながらもこれらと同様の傾向がうかがえ

た。

農村振興活動(中でも今回取り扱っている環境

点検)が持つこれら 4種の教育効果は，どれも大

学の専門教育において価値のあるものであり，優

劣をつけることはできないが，参加学生に専門知

識や経験があるほど専門的な事柄に対して教育効

果を感じやすいことがわかった。この結果から，

専門的

学
術
的

会
的

社

一般的

図3 地域環境点検が持つ4種類の教育効果と
その位置付け

表3 学生の属性と教育効果の質の関係
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大学内での講義を通して知識を付けた上で，また

はそれなりの経験を積んだ上で農山村を実践の場

として活用することは，高い専門性を育み，学生

のモチベーションも向上させる効果があることが

期待できる。逆に専門知識や経験の比較的乏しい

学生に対しては，農山村は高い専門性よりむしろ

専門基礎知識及び社会的能力の向上機会を主に与

える。また専門知識や経験の比較的乏しい学生が

農村振興活動に継続参加し，経験を積むことで，

その活動から受ける教育効果の質が活動の回を重

ねるにつれて専門的なものにシフトしていくこと

が予想できる。

2 )出身地域

前項にて教育効果の大きさを評価する際には，

統計処理に一定のサンプル数が必要なため農村部

出身者を平地農村部と中山間地に分けずにひとま

とめにして取り扱ったが，質的な評価の際には農

村部出身者をさらに「平地農村部出身」と「中山

間地出身」に分けて取り扱っている。

出身地別で見ると，中山間地出身者はデータ数

が少ないものの，無回答の 1名を除く 2名全員が.

教育効果の内容として図 3において専門的と位置

付けられる農村振興手法に関する事項のみを挙げ

た。平地農村部出身者では「農村環境の理解Jや

「コミュニケーション・表現力」に関する回答も

混じるものの，やはり専門的な「農村振興手法J
と「モチベーション及び進路」に関する事項が回

答の中心となっている。一方で、都市部出身者は

「農村環境の理解」に関する回答が50%を超え，

次いで「コミュニケーション・表現力Jに関する

回答が続いており，一般的な事項が中心となって

いる。農村部出身者は都市部出身者より専門的な

事柄に対して教育効果を感じやすいという結果と

なったが，これはおそらく農村部出身学生が自然

に持ち合わせている農村に関する知識及び経験の

作用によるものである。

3 )その他の属性項目

その他の項目として，学生の参加形態別と性別

による教育効果の質の違いを見ると，任意参加の

学生及び女性グループで農村振興手法に関する事

項を挙げた学生が目立った。しかしこの結果は，

任意参加グループと女性グループに農村計画学受

講経験者や社会活動経験者が多いことに起因する
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「見かけの違い」である可能性も否定できない。

学生の参加形態別と性別による教育効果の質の違

いについては，本研究のデータのみからの評価は

難しく，今後より詳細な調査検討が必要である。

学年別の教育効果の質の違いでは，学部 3年生

は「農村環境の理解Jゃ「コミュニケーション・

表現力」に関する事項に回答が集中し 4年生に

なると農村振興手法やモチベーション及び進路に

関する回答が多くなる。この結果は 1年間の大

学での勉学経験の差が教育効果の質の差として現

れているものと考えられる。大学院生は 2名おり，

農村振興手法に関する回答を寄せた学生が 1名，

農村環境の理解に関する回答を寄せた学生が 1名

で、あったが，前者は学部時代から通算 6年間農業

土木関連講座に所属している学生であるのに対し

て，後者は他学部出身の 1年目の大学院生であり，

知識・経験を持つ学生の方が専門的な事項に教育

効果を感じるという全体的な傾向と矛盾しない。

(4 ) 感想文から見た教育効果の内容

学生が提出した感想文から受ける全体的な印象

は，アンケート調査結果を裏付けるものであった。

農村振興活動を過去に経験した学生は，経験をふ

まえた農村振興手法の難しさや改善点，新たな発

見について述べる傾向にあり，農村計画学を受講

した学生は，講義によって得た知識を現場で実践

する楽しさや難しさ，発見について述べている。

都市部出身者の中には，今回の活動を「一般的な

農村体験」のような位置付けで捉えていたと思わ

れる感想文も目立った。都市部出身者にとっては，

環境点検の際に見た「農村の姿」や地域住民との

交流で知った「農家の入々jは今まで馴染みが薄

かった新しい知識・経験であり，だからこそ農村

振興手法よりむしろ農村や地域住民そのものに対

して強い印象を受けているらしいことが伺えた。

またおそらくこの「強い印象」が，都市部出身者

が農村部出身者より農村振興活動に対する教育効

果を高く見積もる原因の 1つになっている。

感想文からは，アンケ}ト結果では得られな

かった以下の 4点の重要な情報を得た。 l点目は，

参加者の多くは 1人で複数の教育効果を認めてい

ることである。アンケートの自由記述欄は 3行分

程度のスペースであるため，学生は一番印象の強
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かった事項に対してのみ回答する傾向にあった。

そこで農村振興活動の持つ教育効果の全体的な傾

向は上手く捉えることができたものの，やや極端

な評価結果になっているO 感想文からは農村振興

活動が学生に与えた教育効果の内容はもう少し複

雑かっ複合的であったことが伺えるO 例としてア

ンケート結果を集計した表3において，農村計画

学受講済学生で「農村環境の理解」ゃ「コミュニ

ケーション」を教育効果として挙げた学生は 0%

であったが，感想文には半数程度の学生がこれら

の要素も「学習・経験したことJとして挙げてい

る。

2点目は「住民の温かさ」に感銘を受けた学生

が多かったことであり，これもアンケートからは

わからなかった事項である。農村振興活動後に住

民の方々から郷土料理などをふるまわれることも

あり，そのあたりから住民の素朴な優しさ・温か

さを感じていることが多いようだ。学生が農山村

に出向き，農村振興活動に参加することで，学生

と地域住民との交流機会が生まれる。農村住民と

の関わりは，多くの学生にとって新しい価値観と

の出会いをもたらす。このような住民との関わり

の中で学生が得る体験は， 1大学の講義では与え

ることが難しいが大学時代に経験する価値のある

体験」であると考える。

3点目は感想文に見られる男女差である。感想

丈における「住民の温かさjについての記述は男

女差が明確で、，女子学生のほとんどが住民の温か

さに感銘を受けたと認められる記述をしているの

に対して，男子学生の多くは地域住民の温かさに

関して取り上げていない。これは性別による感性

の差も多分にあるだろうが，住民との交流強度の

違いにも影響を受けていると考えられる。地域の

公民館で学生と住民が集まる時，女子学生は比較

的スムーズに地元住民(特に地元の女性)と溶け

込むものの，男子学生は溶け込むのに少し苦労し

ていたように見受けられた。男子学生より女子学

生の方が住民との交流強度が強かったことも，感

想文での住民に対する記述の差に影響しているだ

ろう。学生と住民との交流強度は，今後の交流プ

ログラムの工夫次第で，ある程度調節できるので

はないかと考える。もうひとつの男女差として，

こちらはそれほど明確ではないが，感想文からは

男子学生は農村振興活動の技術的な反省点や改善

点を考えたり，農村振興活動方針について批評す

る傾向がやや強いように見受けられた。

4点目は， 1学生がとても楽しんでいたJ，とい

うことである。今後継続的な農山村と大学との連

携を考えていく上で，参加者自身が「楽しめる」

ことは非常に重要である。感想文には農村振興活

動が「楽しかったJ1面白かった」と記述してい

る学生が多く，実際現地で学生の活動を見ても，

全体的に楽しそうに活動しているよう見受けられ

た。楽しかった理由として，感想文では「発見」

「学習J1経験jなどを挙げている学生が多い。

「農村環境の理解J. 1専門的な農村振興体験や

その中での発見」 ・「他人(住民及び他学生)の

考えを知れたこと」の 3点が，楽しかったまたは

面白かった理由としてよく挙げられていた。

なお，今回の活動では住民と一緒に環境点検を

行った学生と，学生だけで環境点検を行った学生

(ただし公民館での交流や発表会など点検以外の

プロセスは全学生が住民と合同)が混在していた

が，アンケートや感想文からは，グループ編成の

違いによる教育効果の差は見受けられなかった。

4.まとめと提言

2007年12月より計4回，宮崎県内の農村 3ヶ所

において，宮崎大学農学部学生26名が地域住民と

共に地域環境点検を行った。本研究では農村振興

活動を通した大学専門教育の場としての農山村の

価値について，参加学生に対するアンケート調査

と感想文より学生の意識面からの評価を行った。

農村振興活動を通した大学専門教育の場として

農山村を考えた時，その教育機能はほとんどの参

加学生に対して作用するが，どの学生に対しても

等しく作用するのではないことがわかった。農村

振興活動が持つ教育効果の大きさについては，学

生の参加形態や出身地域によってその効果の度合

いが変わり，強制参加より任意参加の学生の方が，

また農村部出身学生より都市部出身学生の方が，

農村振興活動への参加を通して受ける教育効果を

大きく見積もる傾向にあった。

農村振興活動が持つ教育効果をその内容面から
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評価すると，農村振興活動は， I農村環境に対す

る理解や発見JI農村振興手法の学習や経験JIモ
チベーションの向上や進路選択への影響JI住民

とのコミュニケ」ションを通した発見や自身の表

現能力の向上」という 4種類の教育効果を参加学

生に提供していたことがわかった。これらの教育

効果はどれも農村が持つ自然及び社会環境，また

そこに住む住民も含む農村という「場jがあって

こそ発揮できる効果である O なおこれら 4種類の

教育効果の優先順位は，学生自身が持つ農村環境

や農村振興に対する知識・経験に左右され，知識

や経験が豊富なほど，より専門性の高い内容に対

して教育効果を見出しやすい傾向にある。また参

加学生は全体的に活動自体を楽しんでおり，本論

文で、は触れなかったが，別途行った調査によると

地域住民側もこのような形での大学生の受け入れ

に対して概ね肯定的であった。

この結果からは，様々な形での農山村と大学の

連携方法が考えられる。例えば現在は専門基礎教

育の一環として行われることの多い農村実習など

に加えて，本研究で対象としたような専門性の高

い農村振興活動を専門教育に組み込むことは，知

識や経験を十分持つ学生に対しては専門的な現場

体験を通した新たな発見・学習機会を提供できる

とともに，知識・経験の比較的乏しい学生に対し

でも現場理解の促進や社会的能力の向上が期待で

き，専門教育の底上げに貢献できる。また高い興

味と専門知識を持つ特定の学生が卒論研究テーマ

として農村振興活動に取り組む場合，このような

フィールド研究は学生の専門性を一段と高め，ま

た研究を通したモチベーションの向上も見込め

る。

本研究で取り上げた「大学専門教育の場として

の農山村」は先例のごく少ない研究テーマであり，

まだ解明の不十分な点も多い。本研究では農山村

と大学専門教育をつなぐ手段として農村振興活

動，その中でも地域環境点検について調査検討を

農村振興活動を通した大学専門教育の場としての農山村の価値

行ったが，これは農山村と大学専門教育をつなぐ

手段のあくまで一例である。本研究結果を足掛か

りに，このテーマについて今後引き続き知見を積

み重ねていく必要があるし，また追求する価値の

あるテーマであると考える。それとともに，本研

究結果が示す「専門教育の場としての農山村の価

値」を今後大学・農山村双方にきちんと伝達して

いくことも大切である。農山村やそこに住む地域

住民が大学の人材育成に貢献しうるというこの研

究結果は，農山村にとっての新たな誇りや，農村

振興活動の動機の創出につながる。そしてその先

に，大学と地域が互いを高め合っていく大きな好

循環が生まれることを期待する。
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