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森林教育が包括する内容の分類

井上真理子*，1・大石康彦I

森林および木材に関する多様な教育活動が行われているが，それらを備隊する教育内容の整理は未だに十分とはいえない。

そこで本研究では，森林教育の全体像を l羽らかにするために，文献誠査と森林体験活動の実態長J~'íをを行い，森林教育が包括す

る内容の整理，分類を行った。その結巣，森林教Tぎの内幸子は4姿三奈 8項目に及ぶものであることが磯認された。すなわち，

1)森林資源:(邑)資源利用(木工，林産物利用など)， (b)森林管理(;休業作業など)， 2)自然環境:(c)森林環境(森林の

働きの学習など)， (d)生態系(自然観察など)， 3)ふれあい:(e)保健休養(森林おなど)， (の野外活動(運動，芸術的活

動など)， 4)地域文化:(g)地域環境， (h)暮らしである。これらの要素には，実態調ヨまから得られた多様な森林体験活動の

内容をあてはめることができた。森林教育には異なる内容の要素が含まれていたが，それそ、れの要素の明確な区分は襲!tしく，

重複した関係がみられた。森林教脊に多様な内容が含まれる背景には，森林がもっ多商的な機能と，社会からの森林へ多様な

期待とが考えられた。森林教脊への今後の課題として，教育g的の整礎，体系化と，実施イ'if'ilfUの確立が挙げられた。

キーワード:森林教育，森林環境教脊，林業教育，教育内容，森林体験活動

Mぽ ikoInoue吋 andyi描凶rlkoOishi' (2010) Classi勾lingthe Contents of the Current System of Forest Education in 

Japan. J. Jpn. For. Soc. 92: 79-87. Forest education加]apaninc1udes a wide vaiety of activities， but it has not been c1assified 
yet In order to gain a comprehensive understanding of forest education， iおcontentswere c1assi芭edand sorted based on literatures 

surveys and investigations of actual conditions. Our results showed that forest education can be c1assified into 4 elements， each of 

which can be divides into 2 sub elements， as follows: 1) Forest resources: (a) use offorest products (e.g. woodwor泌ng)，(b) forest 

management (e.g. forestry opera邑ons)，2)Natural envirひnment(c) forest environment (e.g.learning about forest functions)， (d) for-

est ecosystems (e.g. nature observation)， 3) Nature experiences: (e) recreation (e.g. ou出g，forest therapy)， (f) outdoor activities 

(e.g. exercise， ar討sticactivities)， and 4) Regional culture: (g) natural features， (h) providing livelihoods in rural areas. Our investiga-

tion of actual conditions 1でvealeda wide vaJiety of activities in forest education， and these activities could be successfully c1assi百edinto 
the above mentioned elements. Still， it was difficult to separate these elements distinctly， because it seemed出atthey were related to 

each other.τbis is probably becaus巴forestshave multiple functions by nature， which people expect as well. The results of our study 

suggest that c1arifying the purposes of and establishing methods for conducting practical fores仕yeducation will important themes of 

future studies. 

Key words: forest education， forest environmental education， forestry education， educational content， activities in forest 

1. はじめに

近年，教育的な機能の発揮が森林に求められている。森

林・林業基本法 (2001年)には，教育のための森林利用

の促進が位霞づけられ，林野庁により森林環境教育や木育

が推進されている。「森林と生活に関する世論調査J(2007) 

では，森林に期待する機能として教育の場に対する期待

08.7%)が，木材を生産する働きに対する期待 (17.5%)

を上闘っている O このような背景から，学校教育では，森

林体験活動や地球温暖化などの学習が積緩的に行われてい

る。また広く一般の人々を対象に，森林とのふれあい活動

や森林の理f拝を促進する活動も盛んになっている。

森林での教育の状況を「森林の教育的利用が実施主体や呂

的あるいは形態についてきわめて多様な様相を呈する中に

あるJと指摘した。

このように森林での多様な教育的活動が実施される中

で，森林教育の目的や内容に関する認識ずれの問題が指摘

されている。山本 (2001) は，森林での体験活動を実施す

る林業関係者と教育関係者との間で視点のミスマッチを

指摘し，筆者は森林での教育活動に対するイメージが人

によって異なることを指摘した(井上， 2007)。たとえば，

指導者としての林業関係者は「林業の重要性を怯えるこ

とj に重点を置き，一方の学校教員は「森林に親しむJこ

とを日指していることがあり，この場合，森林での体験活

動が双方とも満足できないものとなる可能性がある。森林

教育活動を行うときにこうしたずれを生じないようにする

には，森林に関する教育の話的や内容を整理し，明確にす

ることが必要である O

森林の教育的な利用をみると，多様な日的でさまざまな

活動が行われている。たとえば，樹木の観察会，間伐や下

刈りなどの林業体験，森林に親しむレクリエーション活動

などがある。これらの活動は，森林の場での教育活動といっ

てもそれぞれの内容は大きく異なっている。関岡(1993)は，
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践報告を中心とした先行研究はあるが，森林教育の目的や

内容についての体系的な整理はなされていなしミ。自然科学

が主である森林研究分野の中で，教育に関する研究はこれ

まで未整理な分野であるといえる。森林に関する教育の研

究について関岡(1999)は「戦前期に森林教育研究が多く

の林学研究者を中心に期待されて」いたが， ["以来 50年以

上の年丹を重ねながらも研究成果の大きな飛躍もみられず

今尽に至っている」と指摘している。先行研究としては，

関岡 (1993，1994)が森林教育の概念整理を行い，森林教

育の課題として事例の類型化と，諸教育活動の教材であり

教育の場として求められる森林像を明らかにすることの必

要性を指摘した。遠藤 (1994)は，森林・林業教育につい

て歴史的に整理し，諜題として「森林・林業教育の目的を

分類考察したものが少ないJと指摘した。林野庁により森

林環境教育が提i拐された後，比屋根 (2001)は，森林教育

の研究の方向性を指摘し森林教育研究の正攻法として教

育自標を明確化して効果尺度を決定した上で教育効果の測

定手法の確立を行う必要があるとしたが，その閤難さから

「実践される森林教育の内容をできるだけ正確に記録し，

これと事前・事後のアンケート等の被教育者の意識変化の

情報を手がかりにしながら，森林教育のあり方についての

断片的な知見を丹念に集め，そこから森林教育の全体像を

描くという道をとらざるを得ないj と述べている。このよ

うに，森林に関する教育の内容を整理し白的を明確にする

ことは，森林教育の研究上の課題として挙げられていなが

ら，未整理な状況にある。森林教育の活動を術搬し，教育

内容の過不足や偏りを把握するに足る内容の整理は未だに

十分とはいえない現状にあるといえる。

そこで本研究では，森林に関する教育とは何かを明らか

にするため，森林に関する教育の内容を整理して全体像を

把握することを試みた。なお本稿では，森林および木材に

関わる教育的な活動の総称として「森林教育Jを用いた(以

下，森林教育と表記する)。

II.研究方法

森林教脊の内容の全体像を把握するために，森林教育に

関係する用語を整理して対象範囲を明確にしたよで，文献

調査および森林体験活動の実態調査から，森林教育の内容

を整理した。文献調査では，森林教育のプログラム集等の

文献資料において森林教育の内容が分類，整理して提示さ

れているものから項目を比較，検討し森林教育の内容の

分類を行った。実態調査では，森林教育の内容の分類を確

認するために，実際に行われている森林教育の活動内容と

実施状況を調査し文献調査の結果にあてはめた。ここで

実態調査として森林体験活動を取り上げたのは，林業

(2002)で「森林環境教育」を「森林の中でさまざまな体

験活動などを通じて人々の生活や環境と森林との関係につ

いて学び，森林の持つ多面的な機能や森林整備と木材利用

の必要性などに対する理解と関心を深める」こととしてい

るように，森林での体験活動が森林教育に占める要素が大

きいと考えたためである。活動場所を眼定し，多様な実施

主体による森林体験活動の調査結果を，森林教育の内容の

分類と比較した。

1.森林教育の定義

森林に関する教育に関わる用語は，専門用語として統一

されておらず，多様な意味で用いられていることが指摘さ

れている(比屋根， 2001;関問， 2003)。そこで，まず多

くの用語が使われている森林および木材に関する教育の用

語をまとめ，本稿で対象とする森林教育の範囲を整理した。

2.文献調査

文献資料は，森林教育の内容を分類，整理して示してお

り，かつ多様な実施主体によるものとして 16文献を取り

上げた(表-1)。内訳は，森林教育の研究 5(圏内 4，海外

1)，森林・林業行政によるもの 4(林野庁等 3，都道府県

1)，森林教育に関するもの 5(森林文化 1，専門高校1，小・

中・高校3)，環境教育に関係するもの 2(環境省1，都道

府県1)である。収集した森林教育の内容の分類項自の整

理，比較を通じて，森林教育が含む内容の要素を分類した。

また各要素の内容を検討するため，文献から森林教育の事

例のキーワードを要素にあてはめた。

3. 実態調査

森林体験活動の実態諦査は，対象地域を東京都八王子市

として，この地域で、行われている森林体験活動の予儲調査

表1. 森林教育の分類で使用した文献リスト

番号 文献

1 :@:涯i森;体組合述合会 (2004)森林環境教育をはじめようー森林環境教

育プログラム事例袋一. 63pp，全国森林組合逮合会

2 )iJ'l幻良雄(1988)森林・林業教育の光突を.山林 1246:2-8. 

3 1期関東生 (1998)森林.;休業教育が臼指すもの. (森林・林業教育実

践ガイド.全国J休業改良普及協会). 10-18. 

4 栃木県 ω003)明日をつくるこどもたちの環境学潔一中学・お校級.

299 pp，栃木県生活環境部環境政策課・栃木県総合数脊センター研究

調査部

5 会関森林組合迷合会 (1999)森林環境教育プログラム事例集. 80 pp， 

全国森林級合i混合会.

6 大石康彦 (1998)森林・林業数脊活動とインストラクター・インター

ブリテーション. (;休業技術ハンドブック.会民i林業改良普及協会). 

305-316. 

7 宮林2主宰(1998)対象者とアプローチ方法.(森林・林楽教育実践ガイド.

全樹林議室改良普及協会). 60-65. 

8 全国J休業改良普及協会務 (2003)森で学ぶ活動プログラム集 1 小学

校i等学年の総合的な寺主総一 191pp，会問林業改良替及協会.

9 竹本太郎・奥山i洋-1lI;'永f自 信 (2003)森林環境教育に向けた新し

い学校林づくり.羽林学術総 114:212. 

1ωo 1弁f
役害刻リ. 日林関東支論 57:65-68. 

11 静岡県森林整備事~(2002)天竜美林の数え 115pp，静|潟県幾林事務所.

12 林野庁11900森林管理E局四万森林環境保全ふれあいセンター (2007)森

;t.}潔境教育プログラム 2007. 123 pp，四国森林管理局.

13 企図林業改良普及協会綴 (2006)森で学ぶ活動プログラム集4一高校

生の誌唱研究の手引き. 159pp，全国林業改良普及協会.

14 白石毛主也(1998)1世界の森材;・林君主教育. (森林・林業教育災銭ガイド.

全国林業改良普及協会). 33-44. 

15 森林文化教育研究会編(1992)森林文化教育の創造と災践. 291 pp， 

日本教育新郎社.

16 藍i立教育政策研究所教育課絞研究センター (2007)環境教育指導資

料一小学校編 106pp，国立教育政策研究所教育課程研究センター.

(h住p://www.nier.go.jp/kaih富士su/shiryo01/kankyo 190421.pdf) 
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から抽出した実施主体を対象にアンケート調査を実施し

た。調査対象は，森林体験活動を実施している可能性のあ

る幅広い実施団体として，郵送法により関答を得た。この

結果得られた森林体験活動の内容(キーワード)を，文献

調査で整理した森林教育の要素へあてはめて，森林教育の

内容の分類の確認を行った。

対象地とした八王子市 (18，631ha)は，森林，公園など

多彩な森林を有している。そのため，多様な森林体験活動

が可能な自然環境にあることから調査対象地とした。八王

子市は，関東平野に{立置する人口 54万人のベッドタウン

でありながら，市内には，日帰りでの観光登山を楽しめる

高尾山を含む標高 200~800m の丘陵地に林業地を含む森

林 (7，841ha，林野率 42.1%)があり，水田や畑，牧場な

どの農地 (523ha)，緑豊かな公圏(都市公園 530ha)が

ある(注1)。

幅広い森林体験活動の情報をあらゆる実施主体の情報か

ら収集するために，森林体験活動をしている実施匝体(セ

クター) (大詰， 1998) を参考に，学校教育や社会教育，

林業関係者，行政や NPO等による森林体験活動の実態に

ついて予備調査を行い，森林体験活動を実施している可能

性のある団体を抽出した。予備調査は，行政機関などから

の情報収集や広報誌をもとに行い，市民グループ国体は団

体リストの活動内容を参考にした(注 2)。その結巣，幼

稚園・保育関，小学校・児童館等，中学・高校・特別支援

学校(養護学校)，教育・福祉系施設は全数調査，大学，

森林・環境関係，市民グループ，企業等で活動の可能性の

あるものとして， 467団体(個人を含む)を調査対象とし

た(表一2)。なお，調査対象には，森林，林業に関する専

表 2. 森林体験活動の実施状況

実施団体(セクター) 団体数 問答数 災施数
幼税関・保育凶 116 44 23 

小学校・学童・児童館 133 44 29 

中学・~%校・大学・特別支援校 83 44 19 

教育・福主1:系行政，施設 41 25 11 

森林・環境系行政，団体 27 21 13 

NPO・市民グループ 58 29 28 

表-3. 森林体験活動の内容

門教育機関は含まれていない。

アンケートの調査項目は，森林体験活動の実施の有無，

森林体験活動で実施しているもの(複数回答)，具体的な

活動内容の事例(三つまでの自由記述)とした。森林体験

活動の内容は，既往の研究より整理した。既往の研究とし

て，大石ら (2007)による森林体験活動と，林野庁 (2005)

による森林体験学習との内容を比較した結果，森林外での

活動以外の内容が重捜していた(表-3)。両者が異なるの

は，林野庁による整理では，活動場所が河川1，海，農漁村

にまたがった活動が挙げられていた点であり，本稿での森

林体験活動には該当しないと考えられた。そこで森林体験

活動の内容を，自然とのふれあい，保健休養，動植物保護，

自然観察・学習，観察や学習目的の採集，利用目的の採取，

自然環境整備，施設作設，林業体験，クラフト，生活，芸

術，スポーツの 13種類とした。

アンケート調査は， 2006年11月に実施し，郵送での送

付，題収を行い， 215団体から罰答を得た(表 2)(国収

率 46.0%。セクター別閤答率 33.1~88.9%) 。

4. 森林教育が内包する要素の整理と特徴の考察

文献調査および実態調査の結果から，森林教育が含む要

素を整理し，森林教育の特徴について考察した。

111 .結 果

1.森林教育の定義

1)森林および木材に関する教育の用語

森林教育には，専門教育として森林科学を中心とした林

学，木材科学を中心とした林産学がある。森林や木材に関

する教育としては， r林業教育j，r森林・林業教育j，["森

林文化教育j，l森林環境教育j，l林産教育J，I木材教育J，I木

育J，["森林教育」がある(表-4)。さらに森林教育と重複

する内容を含む教育には，1農業教育J，I環境教育jや ["ESD

CEducation for Sustainable Development) J， ["野外教育J，I自

然教育」などが挙げられる。森林教育の内容を整理するた

めには，これらの関連する教育との境界を明らかにする必

要があるが，ここでは森林や木材に直接関係する教育の用

語を整理し，本研究で対象とする森林教育の範囲を整理し

た。

森林L体験活動の攻包(活動奇妙1])

自然とのふれあい(楽しみをElagとしたゲーム)
保健休養(休養を8的とした森林iaや散策)

森林体験学習プログラムの活効率例(分童話役者子，項目)
木星去り，ネイチャーゲーム(弓森遊び)，沢登り(⑦111遊ぴ)
山歩き(@)， J汗試し(([夜間体験)

動植物保護(巣綴かけ，ビオトープづくり)
自然観主導・学習I(純物観察，野鳥観察，昆虫観察)
観察や学習凶的の採集(綴物採集・昆虫採集)
利月3目的の採取(木の災拾い'1卒採り， Iお菜採り)
自然環境後備 (i青綴，ゴミ拾い)

生物，樹木，野鳥綴祭(②森遊び)，星座，ホタル(③夜間体験)
綴物採集，.Ef，虫採集(②森遊び)
木の~拾い，主干狩り(②森遊び)，釣り(⑦川遊び)，洛策かき(⑬農村体験)

施設作設(歩道作り，ログハウス・小屋作り)
J休業体験(綴綴，下主存刈り，伐採，炭焼き)
クラフト(木工作，つる議1I工，主主木染め)

丸太小墜づくり(②森遊び)

生活(キャンプ，薪割り，料理，食体験，野宿)
芸術(絵翻，写真，淡奏I Hn劇)

林言実体験(③)，森林づくり(①)
クラフト(③)，葉f油jり，細工(⑬替の農村生活体験)
アウトドアクッキング(⑤)，キャンプ(③)
E守外文化・芸術活動(⑫)

スポーツ(ハイキング， ，乗馬，アスレチック) アスレチック(②森遊び)，ボート，カヌー(⑦111遊び)
古巡探索，村めぐり(⑬ffのJ~村生活体験)， J~~実体験(⑩)，海遊び(⑬)
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表 4. 森林および木材に関する教育の用語

名称、

林業教育

若手宇~・ J休業教育

森林文化教育

森林環境教育

林波数脊

木村教育

木育

森林教育

対象とする教育

専門教育 (??通教育)

専門教育 普通教育

専門教育

普通教育

普通教育

普通教育

普通教脊

専門教脊 普通教育

f林業教育」は，明治時代から林学・林業の専門知識を

有する人材の育成を目的として，近代教育制度の中でドイ

ツに倣って進められてきたものである。第二次世界大戦後

の教育改革後は，主に高校林業科や大学林学科などで林産

物生産分野を中心に実施されてきた(渡辺， 1999)0 I林業

教育」は一般を対象とした普通教育の内容も含むが，主に

林業，木材産業を中心とした産業教育，職業教育，専門教

育である。

「森林・林業教育」は，森林の林産物生産機能以外の

公益的な機能，特に環境機能が求められるようになった

1980年代から「林業教育」に代わる用語として使われた。

「森林・林業教育」では， I森林・林業について学ぶことを

目的とした教育j (鈴木， 2003)のように内容の広がりを

端的に示しており，森林に対する一般市民の理解を求め，

森林の公主主的な機能を重視している。対象には，普通教育

と専門教育とが挙げられ(住 3)，現在は高校専門教育の

用語に用いられている(井上ら， 2007)。

「森林文化教育j は，林業教育に歴史的，文化的視点を

取り入れた新しい概念として提唱された用語であり， I人

間と森林(自然)との関わりに対する正しい認識・判断を

培い，森林と人間との適切な関わり方(森林文化)を創造

することj (山下， 1992) とされている。対象は一般を対

象とした普通教育で，社会科，が中心科目に捉えられている O

「森林環境教育」は，中央森林審議会の答申 (1999)で，

ども遠の心の農かさや「生きる力」を育む場としての森

林の役割が提唱されたことに由来し，今日では主に一般を

対象とした森林の教育を示す用語として広く用いられてい

る。林業白書 (2002)では，森林での体験活動を通じた森

林への理解と関心を深めることとしており，森林・林業の

普及・啓発の意味あいが強い。「森林環境教育j について

は，環境教育と比較，検討がなされており(大石， 1998)， 

lt屋根 (2003)は「森林と触れ，森林と親しむことで，森

林そのものや森林と人間とのさまざまなかかわりに気づ

き，森林についての理解を深めながら，森林および森林と

かかわる人間がおかれている状況を改善するために，あら

ゆる分野で行動できる人材を育成することを自擦とする教

育および教育的営みJとしている。環境教育で重視してい

る人材-育成を取り入れた定義となっている。

f林産教育j，I木材教育j，I木育Jは，樹木を主体とし

た森林をJII上とすると(山下ら， 2008)， JII下にあたる林

産物の木材に関する教育といえる。「林産教育j は，日本

木材学会の研究分野のーっとして使われており，専門教育

を示すことが多く， I木材教育」は，小学校の臨調工作，

中学校の技術での木材加工などを含み，技術教育の流れを

汲んだ主に一般を対象とした普通教育を示すことが多いo

f木材加工教育jが捷われることもある O 日本木材学会で

は，義務教育，専門教育，生渡教育での木材加工の教育を

整理している(呂本木材学会， 1991)。さらに新しい用語

として「木育Jがある(山下ら， 2008)0 I木育Jは，北海

道により提唱され，木とのふれあいや木材の利用を重視し，

ものづくりとしての木工を中心にしている(北海道水産林

務部総務課， 2006)0 I木育j は，森林・林業基本計画の基

本方針 (2007)では「子どもから大人までの木材に対する

親しみや木の文化への理解を深めるため，多様な関係者が

連携協力しながら，材・料としての木材の良さやその利用の

意義等を学ぶ，木材利用に関する教育活動j とされている。

一方「森林教育j は，森林の教育に関する用語の総称

として使われていることが多く，全国林業改良普及協会

(1994)では，林業提事者の教育と一般の人々に対する教育，

環境教育と野外教育を含む概念とし，仲間 (2004)は「森

林・林業教育j，I森林環境教育j，I森林文化教育j などを

包含する広義の概念とした。近年では広鶴ら (2006) も用

いている O 関関(1998)は， I森林教育j を広義の概念と

して捉え， I森林および森林に関係する諸事象に関する認

識を求める教育」とした。一方，異なる定義もなされ，上

飯坂 (1993)は「林業教育Jと f森林教育」を区別して，1林

業技術者になるためのプロフェッショナルな教育」である

「林業教育」に対して， I多様性を含めた森林環境や林業に

ついて林業技術者を含む広く国民一般が学ぶことを目指し

たもの」を「森林教育」とした。

以上から森林および木材に関する教育の関係を整理した

(鴎-1)。森林に関する教育と木材に関する教育は，互いに

重複する部分を持ちながら， I林業教育」を含んでいる。

主に森林に関する教育である「森林・林業教育j，I森林文

化教育j，I森林環境教育j は，それぞれ強調される点に相

違があるが，内容の違いはあまり明確で、はない。木材に関

する教育は，森林に関する教育の中に含まれる部分もある

が，ものづくりの面が強調されている。

2)本稿における森林教育

本稿では，森林や木材に関する教育の全体像を把擢する

森林教務

木材!こ関する教育下て森林に関する教育今

r一、 森林・林繁教育¥
木苦言 / ¥ 

l 叩品世1 森林文化教育
林産教育 l 築教育j

、 木材教務 ¥ / 森林E護士費教育/

図-1.森林や木tlI"に関する教育の関係
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の目的を吟味することが目的ではないため，教育的な活動

を総体的に取り上げた。

以上のことから，本稿での「森林教育」は， r森林およ

び木材に関する教育や教育的な活動の総称」とし，森林が

合まれる自然や環境での教育活動も含むものとした。

2. 文献爵査による森林教育の内容の分類

森林教育の内容を分類するために，文献資料-から森林教

育の内容の分類項目を整理し，項自問の比較を通じて要素

の分類を行った。また森林教育の要素が含む内容を検討す

るために，文献に示されている森林教育の活動や学習の内

容のキーワードの整理を行った。

文献調査の結果，被数の分類方法，すなわち森林教育の

背景となる問題(文献1， 2)，概念的な類型区分(文献3，4)，

学習者の行動(文献 5，6)，学習活動の分類(文献1， 7~ 

11) ，学習内容(文献 12~16) があった。そこで分類方法

別に森林教育の分類項目を整理して比較した(表-5，6)。
森林教育の背景として挙げられた問題には，文献 1では，

林業，環境，教育，暮らし，文献2では，産業としての林

業や資源の利用や加工の問題，森林の公主主的機能(国土，

環境保全，水資源かん養，保健休養等)の問題，国土利用

や土地利用の問題，農・山村地域や従事者の経済的，社会

的問題があった。分類項目を比較すると，林業，環境や公

益的機能，地域の社会や暮らしの三つの要素が挙げられた。

森林教育の概念的な類型区分には，文献3では，森林教

森林教育が包括する内容の分類

ために内容を最も広く捉えることとし，森林に関する教育

と木材に関する教育をあわせた教育と捉えた。その用語と

して，総称として用いられることの多い「森林教育Jを用

いた。

ところで「森林」と「教育」は，それぞれ幅広い概念の

言葉であるため， r森林J.r教育」が意味する内容を検討し，

本稿で対象とする範簡を次のようにした。

「森林」には，教育内容としての森林と，教育の場とし

ての空間的な森林を示す場合がある。教育内容には，木や

動植物など個別の生物，生態系， )11や大気などの自然環境

なども想定される。教育の場には，森林内や森林公圏内，

林縁部や草地，山村や里池里IU，都市の緑が多い公国，渓

流などが想定される。本稿では，できるだけ広く捉えるた

めに，それらの多様な「森林Jを厳密に区分をせずに関連

すると考えられる範囲を包括的に取り上げることとした。

「森林j を明確に毘切ることは難しいため，明らかに森林

以外の内容を主目的に置かない限り，森林や木材に繋がる

もの，森林を活動の場としているものは広く取り上げた。

「教育」も多くのカテゴリーを持つ用語で，教授，訓練，

養育も含み，本来「人間に他から意臨を持って働きかけ，

望ましい姿に変化させ，価値を実現する活動J(広辞苑，

第五版)である。この定義からみると森林や林業の普及が

目的である活動は教育とはいえないが，森林の分野では

教育と普及活動の区別はあいまいである。本稿では「教育J

木工・工芸

森林管務!

(スキー)
殺しむ

(料恐)

林の生い立ち AI11の暮らし

地域の1m司王

表一5. 森林教育の内容の分類項目

分類 背妓となる問題 概念的な類型阪分 学習者の行動

文献 2 3 4 5 6* 7 

J休業 産業，林業 人Hト若手シtf関係 ひと J休業法磁

(利 JlJ)林業資j原) 利用する 資源利用林ilE粂ものづくり

(森林 資 源 エ ネ ル ギ - ) 育てる 林楽体基金 森林管理管線作業 林業体験

環境公主主的機能 自然科学 自然 森林基礎森林環境 森林の働

(環境保全生き物) 知る 科学的調査 森林体験 生態系 環境教育 森林と共生

(水源かん養(:!:水・大気自然観祭) 自然観察 自然綴雲寺 (自然鋭察)

(保健休裟)人間一森林関係(殺しむ) 感じる 感覚的 緩光けつエーション

(レクリエーション) 遊ぶ (野外活動) 遊戯・巡露b 野外教育

表現する 創造1'l: fliJ何人表現
地域 一 実践自白行動 山村体験 地域 :l!!!域文化 文化

進路，ボランテイア

11 

林梁

森林と共生

学習活動の分類

9 10 8 

暮らし 図土利剤

教育 主主主主・社会

( )， ~民日内の具体的な内幸子を示す。*文献 61ま， )休業教育活動を除く森林教育活動についての分類。

森
林
教
育
の
要
素

森林教育の学習活動の分類項目表-6.

16 

(資源・エネルギー)

(看板づくり)

(下刈り・総J休)

環境

(;森林の働き)

管理利JIl

(綴しむ:観祭)

(源流採検)

(自然鋭祭)

(生物と環境)

ci投策，ハイキング)

(野外炊飯)

風土

(村めぐり)

造林， dliH立，リモセン，調Ij樹

樹木関係，森*-.}生態学

多図的利用，鉱物資源

大気

水笠・水1![
5年生生物，魚類包・理!l

森林病理，病.?~虫管理，N，虫

レクリエーション， i去鋭，文化的似i1i宣

14 

林援物の測定

13 

資源利用学習

(ものづくり)

森林~:理学習

森林環境学習

12 

木材

1"r .キノコ

;森林を育てる

(炭素五D
森林の働き

地球ilill.l媛化
水を育む

生物多様性保全

食い!h被害

森
林
教
育
の
要
素

(ま士荒食)

機業人・実務 (林業家)

地域学習 (地域交流)

( )， mEl内の兵体的な学潔内容を示す。

伝統・文化

林業制度，政策，森林工学

放牧地， (その他生，1;1礎科目)



84 井上・大石

表一7. 森林教育の要素別の内容一文献調査より

森林教育の要素 キーワード

森林資源

資i原利丹1(木工・林産物) クラフト，林藤栄，工芸Z，炭焼き，山菜・3ギ採り，木の実採集，~細工，草木染め， 111/J、原づくり，創作活動，資源・エネルギー

森林管理(林業作業) 林業体験，森林づくり，秘林，下11Jり，校打ち， IHJ伐，竹伐採，産業，雑木林の手入れ，森林の管理， iJIiJ樹
自然環境

森林環境(森林の鈎き) 地球滋l暖化，炭素問主主，水を育む，森林係議，鉱物資源，森林と環境，自然災答紡止，環境問題，清掃

生態系(観察・識変・保護) 自然観察，アセスメント，樹木観察，生物多様性，被答，魚類，生態系，森林と共生，議交(知る)，動被物保護(巣箱かけ)

ふれあい

保健休養 cl孜首長・親しむ) 森林と殺しむ，森休浴，ナイトハイク，ハイキング，観光，車[葉狩り，沢主主り源流探検，景観

聖子外活動(迷動・芸術・レク) 主主山，マラソン，善寺，合奏，議室i支，絵IDIT，詩，読潜，写生，映画，キャンプ，バーベキュー，野宿，創作，ゲーム，アスレチック，木主主り

地域文化

地域環境 風土，悶こt，地域学習，身近な総，地域交流

育を自然科学教育としての森林教育，人間と森林の関係性

についての教育(自然環境系としての森林認識，社会環境

系としての森林認識(林業，レクリエーション等))の 2

区分3項目，栃木県の環境学習のプログラムを分類した文

献4では，自然(自然に親しむ，生き物，土・水・大気)，

ヒト(資源・エネルギー，生活，ゴミ)，栃木(地域)の

3区分があった。これらの分類項目を比較すると，背景の

問題での分類と伺じく三つの要素，林業，自然環境や公主主

的機能，地域や暮らしが挙げられた。

森林教育における学習者の行動の分類には，文献5では，

感じる，表現する，知る，遊ぶ，育てる，利用するの 6項目，

文献6では林業教育活動を!徐いた活動プログラムとして，

五感を使った感覚的なプログラム，学びと創造性を取り入

れたプログラム，調べ，検討，判断するプログラム(科学

的調査)，実際の行動に結びつけるプログラム(控 4)があっ

た。これらの分類項目を比較すると，資源培養・利用の活

動，科学的活動，創造的・感覚的活動，実践的活動が挙げ

られた。これらの区分は，これまでの三つの要素の分類と

重ね合わせると，複数の要素に重複していた。おもな内容

によって分類すると，資源培養・利用の活動は林業の要素

に，実践的な活動は地域や暮らしの要素，知的・科学的な

活動と創造的・感覚的活動とが公益的機能の要素に該当し

た。これらのことから，森林の公主主的機能を二つに区分し，

科学的調査など自然環境と，感覚的・創造的活動である森

林とのふれあいの要素が挙げられた。また感覚的・創造的

活動と実践的活動は，活動内容をみると他の二つの要素に

も重なる活動といえた。感覚的・創造的活動には，レク 1)

エーションだけではなく，林業体験や自然観察で五感を通

じて森林と親しむことも含まれていた。このことから，森

林教育の内容は重複した意味を持つことがあり，明確な区

分は留難であった。

森林教育における学習活動の分類(文献1， 7~11)では，

分類が細分化されていた。これまでの分類の結果と比較し

た結果，文献7と11で，森林体験に自然環境とふれあい

活動とが問一項目(森林体験，森林と親しむ)に含まれて

いたが，内容をみると林業，自然環境，ふれあい，地域や

暮らしの四つの要素の分類に該当した。

学習内容での分類(文献 12~16，表-6) では，さらに

分類が詳細になっていたが，内容をみると同様に四つの要

素に該当した。各要素の内容を詳しくみると，林業の要素

には，森林資源の利用と，森林資源の育成などの森林管理

が含まれ，自然環境の要素には，森林の働きなど森林環境

の学習と，自然観察や調査活動など生態系のための活動が

合まれ，ふれあいの要素には，散策や景観など森林を楽し

む保健休養活動と，野外でのレクリエーションや運動など

野外活動が合まれ，地域や暮らしの要素には，文化や風土，

祭事ーなど文化的な内容が含まれた。

以上の文献資料による分類項目の整理，比較の結果，森

林教育の要素を四つ，1森林資源j，l自然環境j，lふれあいj，

「地域文化Jに区分することが適当と考えられた。

次に，森林教育の四つの要素の内容を検討するために，

文献に示されている森林教育の活動や学習内容の事例の

キーワードを抽出して，森林教育の要素に分類して整理し

た(表一7)。その結果，各要素に合まれるキーワードから，

各要素にはそれぞれ二つの項目を含み，それぞれの内容は

次のように整理できた。以下，森林教育の要素と項目には

i j を付けて示した。

f森林資源」の要素には，クラフトや木工などの創作活動，

林産物の採集活動，ものづくりなど森林資糠の利用である

「資源利用j と，植林や森林の保育作業を含む人工林管理

の体験や学習，雑木林の手入れ， illU樹など「資源育成」が

挙げられた。「資源利用Jには木材資源以外にも竹，山菜，

キノコ，木の実，蔓，主主，炭などの林産物が挙げられた。

f自然環境Jの要素には，地球温暖化防止や災害防止の

働き，水をはぐくむなどの森林の働きや，森林資掠の利用

を目的としない森林の管理作業や清捕活動などを含む「森

林環境」と，自然観察やさらに専門的になった調査活動や，

環境保護活動など森林生態系のための活動内容である「生

態系jが挙げられた。

「ふれあいj の要素には，森林に親しむ森林浴，ハイキ

ング，紅葉狩りなど，五感を通じて森林に親しむことが主

な目的である内容と，森林の場を利用した受山などのス

ポーツ，演奏会や写生会などの芸術活動，アスレチックや

木登りなど，おもな目的は森林の場を利用した運動やレク

リエーションなどの活動にあるものが挙げられた。ここで

は前者を「保健休養j，後者を「野外活動」とした。ただし，
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表ー8. 森林体験活動の内容 実態調査より一

資源利用(木工・林産物) クラフト，草木染め，細工.竹・つる， ドングリ工作，楽器づくり，薪扮い，炭焼き， :I{主1i' ⑮クラフト⑥利月i.採取

森林管理(林業作業) 植樹，保育・下刈・除伐・校打.nll伐・育機，後liJii:歩道・階段，森づくり， きこり体験，栽培 ⑨林苦笑体験③施設作f&
自然環境

森林環境(森林の働き) 森林宝章俄(竹林，学校材¥， r寄菜採き，炭まき， iWお})， ill.lli保全I活動，環境管理(ハンノキ)， 

i血形を主11る

⑦自然潔境整脅li

~態系(観察・言馬主f:.保護) 観客寄(烏， m，動物，樹木，草，禁，地形，生物)，調査(モニタリング)，木の実， ④自然観祭⑤採取

③重IJ被物保設{お生活動(継物，サンクチュ

ふれあい

保健{主義(J政策・殺しむ) 森林i谷，紋葉狩り，お花見，ハイキング，ヘルシーウォーキング，散歩 ①自然とのふれあい

③保健休養

野外活動(運動・芸術・レク) 登山，オリエンテーリング，野外アート，飯ごう炊きん，キャンブ，ゲーム，木主主り，遊び， ⑬生活⑫芸術⑬スポーツ

地域文化

地域潔:lJi

自然綴察・学習

自然とのふれあい

生活

ヲラフト

林菜作薬

スポーツ

利用目約の採取

綴察や学習目的の採築

自然環壌繋儲

動植物保護

保健休察

施設作設

主主衛

その他

ひみつ務地

Al¥iこ仁を!感じる，生活科見学

25 50 75 

叡合(帖)

図 2.森林体験活動の内容別災施割合

どちらにも含まれる内容もある。

100 

「地域文化j の要素には，地域性に関係する中でも身近

なみどりや国土など物理的な環境に関する「地域環境」と，

山村文化や森林ボランテイア，地域の祭りや催事，文化，

林業を営む人や職業など人の生活に関わる「暮らしJが挙

げられた。

3. 森林体験活動の内容に関する実態調査

森林体験活動のアンケート調査の結果をもとに，森林体

験活動の実施状況と，森林教育の内容の分類の確認を行っ

た。

調査の結果，森林体験活動を実施していた団体は， 129 

団体(全回答数の 60.0%)で、あった。森林体験活動の実施

状況を図 2に示した(複数自答，全 129司体のうちでの

実施割合)。この結果，森林体験活動として想定した 13種

類のすべての活動が行われていた。最も多い活動は自然観

察・学習で，全実施団体の 70.5%で行われていた。森林体

験活動の内容を実施間体のセクターごとに整理した結果，

各セクターごとにほとんどの活動内容が実施されていた。

実施されていないのは，幼稚園・保育国で施設作設の活動，

民間・囲体で観察・学官話的の採取と施設作設の活動，教

育・福祉系行政施設で保健休養の活動だけであった。

次に，具体的な活動事例を調査した結果， 150の事例が

得られた。森林体験活動の事例のキーワードと，森林体験

活動として挙げた 13種類の活動を森林教育の四つの要素

にあてはめた結果が表-8である。得られた事例の中には，

複数の要素に重複する内容を含むものがあるが，ここでは

おもな活動内容と考えられる項目にあてはめて示した。こ

の結果，各要素の内容として新しく盛り込まれたキーワー

ドには， r森林資源」の要素に林産物の栽塙， r自然環境」

の要素に里山保全活動， rふれあいj の要素に遊びがあっ

た。また森林体験活動の 13種類には， r地域文化」に該当

する内容は含まれていなかったが，調査から得られた事例

には地域学習に該当する活動が含まれていた。以上のこと

から，実態調査から得られたさまざまな森林体験活動の事

例は，本稿で整理した 4要素 8項目に分類してあてはめる

ことができた。

IV.考 察

1.森林教育が含む要素

本稿では，森林教育とは何でどのような内容を含むかも

のであるのかを明らかにするために，森林教育を「森林や

木材に関する教育や教育的な活動の総称j とおき，文献諦

査から得られた森林教育の内容と，森林体験活動の実態謂

査をもとに，森林教育の内容の分類と確認を行った。その

結果，森林教育が包括する内容には，次の 4 要素 (1~4) ，

8 項目 (a~h) が挙げられた。

1) r森林資源J:森林から得られる生物資源の利用を目

的とした資源の育成，活用に関することで，次の 2境目か

らなる。

(a) r資源利用J:森林から得ーられる生物資源の採取およ

び加工，利用に関すること。

(b) r森林管理J:森林から得られる生物資源の育成を

目的とした森林の保育，管理に関すること。

2) r自然環境J:動植物などの生物，大気や水，土など

の環境要素を含む森林生態系，および森林が存在すること

によって果たす環境機能に関することで，次の 2項白から

なる。
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(c) r森林環境J:森林の公主主的機能などの学留と，持続

的に森林の機能を発揮させるための森林の保全活動

を含むこと。

(d) r生態系J:森林生態系の観察や調査，さらに生物

多様性の保全などの活動を含むこと。

3) rふれあいJ:森林の自然環境を活かして，五感を通

じて森林に親しむ自然体験活動に関することで，次の 2項

目からなる。

(e) r保健休養J:森林での自然体験活動の中で，五感を

通じ森林に親しむことを主な自的としたこと。

(f) r野外活動J:森林での自然体験活動の中で，森林の

存在は補助的で，活動の主な目的は活動そのものに

あると考えられること O

4) r地域文化J:森林や樹木を含む地域，山村，および

森林に関わる人の暮らしに関することで，次の 2項目から

なる。

(g) r地域環境J:地域性に関わる内容の中で，身近な

みどりなどおもに物理的な環境に関すること。

(h) r暮らしJ:地域性に関わる内容の中で，催事や文化，

林業を営む人や職業などおもに人の暮らしに関す

ること。

これらの 4要素 8境目には，実態調査で得られた森林体

験活動の内容をあてはめることができたことから，一森林教

育の!隔広い内容を締羅していると考えられた。ただし，今

回の実態調査には専門教育としての森林教育は含んでいな

いことから，主に一般向けの森林教育の内容を示している。

2. 森林教育の特徴

本研究の結果，森林教育の内容は，森林資源，自然環境，

ふれあい，地域文化という，それぞれが異なる内容を持つ

四つの要素に及ぶものであることが明らかになった。この

ことは，森林に関する教育の中に異なった内容の活動が併

存し得ることを示している。ただし，本研究での分析の結

果，森林教育は複数の要素を持つ重複的な関係があり，森

林教育の内容は明確な度分がしにくいことも示された。本

稿では，典型的ともいえるおもな内容で分類した。

ところで森林教育には，なぜこのように異なる要素が含

まれるのであろうか。山本 (2001)が森林教育の f多義性」

と表現した森林教育の多様な要素を含む理由として，森林

教育への多様な役割の期待と，森林の持つ多面的な機能が

考えられる。文献調査の結果にもみられるように，森林教

育には，森林の理解だけではなく，教育や環境，社会的な

問題も背景にあり，多様な分野からの期待がある。現代の

社会では，多面的な機能を持つ森林が重損され，森林教育

への期待につながっているのであろう。ただし森林教育が

それぞれの要求にどう貢献するのかは，今後さらに研究が

必要で、ある。

v.おわりに

本稿では，多様な活動が混在する森林教育の内容の整理

を行い，森林教育が包括する内容を 4要素 8項目に分類し

た。本稿で示した分類を用いると，1.で指摘した森林教育

の認識のずれの陪題は，森林教育の要素の違いとして示す

ことができる。体験活動の実施前に森林教育のどの要素を

行うかを確認し，必要に応じて調整することで，自的にあっ

た活動の実施が可能となるであろう。

本稿での結果を既在の研究と比較して検討する。本稿で

の分類は，関向 (2003)が森林教育を推進する五つのグルー

プとして示した生物学緒学，自然保護等の活動，野外活動，

生産活動，環境教育の内容を網羅していると考えられる。

ただし，大石ら (2007)が示した f森林体験活動の内容に

野外教育，環境教育の in，about， forに該当するものを含

む」との指摘，および山本 (2001)の「森林教育に環境教

育の気づき，知り，考え，参加するという段階をあてはめ

るJとの指摘には，本稿での結来と産接比較することは難

しい。森林教育の内容を把撮するには，これらの環境教育

や野外教育との比較検討，さらに専門教育としての森林教

育の分析を行うことが必要で、あろう。

今後の諜題としては，森林教育の目的の整理，体系化と，

実施体制が挙げられる。

まず，森林教育目的を明確にすることは，教青活動を実

践する捺に本稿で示した 4要素を網羅した教育が必要なの

か，それとも一つの要素に特化しでもよいのかという疑問

や，環境教育との関係を考察することにつながる課題であ

る。また森林教育の必要性については，森林関係者が疑問

を挟む余地はないと忠われるが，森林関係者以外の人に

とっては，その必要性が理解しにくいという課題がある。

したがって森林の関係者としては，森林教育の意義を伝え

ることは必要不可欠な責務ともいえる。

ただし，森林教育の普遍的な原理を検討することは，非

常に国難な課題で、ある。それは，時代の社会惜勢によって

求められる森林の機能が変化する(井上， 1998)ことに関

係しているであろう。しかし，森林教育とは何で，なぜ必

要なのかを聞い続け，森林教育の体系化を目指すことが必

要であろう。

次に，森林教育の推進には，実施体制の確立が必要であ

る。森林や林業の普及事業は，実践を積み重ねることで目

的が達成されるであろう。しかし，本稿で整理したような

多様な要素を含む森林教育を，専門教育や一般の人々への

基礎教養として広く定着させるには，特定の場所や指導者

に限定されない実施体耕づくりが重要となろう。その上で，

地域ごとに異なる森林の実態や森林との関わり方に却した

実践を行うことが不可欠である。そのための実施体制には，

森林関係者間だけでなく，教育関係者との潤も含めてコー

デイネートする機能が求められるであろう。こうした実施

体制や運営の開題も研究対象とすべきであろう。

本研究は，科学研究費(課題番号:18700636若手研究(B))

の成果の一部であり，森林体験活動の実態調査について

は，森林総合研究所運営交付金プロジ、ェクト(課題番号:

200603)により実施したものである。また本研究は，日本

森林学会大会第 117回 (2006年)， 118回 (2007年)で発
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表したものをまとめたものであり，貴重なご意見をいただ

いた皆様に感謝申し上げる。
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注 記

Cii 1)出典:土地頭積は，全国都道府県市区町村別問積総王監(国土地

理院， 2004年現在)，人口は住民基本台帳 (2006年現在)，森林商積

は東京の森林・林業(平成 19年版) (東京都産業労働局， 2007年現

在)。

(注2)団体リスト:(http://www.tamamori.jp/index.h加I)， (ht蜘・//
www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/index.htm)， (http://create.city. 
hachioji.to旬。必/)。
ci主3)r森林・林業教育Jがー絞を対象とした教育の用語として使用

された例として，小学校学習指導要領の改訂(1977if)にl録して行わ

れた隊長!j等諸活動， r一般への森林・林業の理解の醸成を図ることJ
(林業白書平成8年度版， p.71)がある。

ci主4)本分類は，林業教育活動とは別に，森林教育活動を分類してい

る。プログラム類型には，導入とまとめを含め全部で6項目を挙げて

いる。
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