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〔 農林業問題研究(第 186~予・ 2012 年 6 月)

農業薪規参入者へのメンタリング・プログラムの実態と機能に関する質的分析

英俊(東京農工大学大学錠)

The Actual Condition and Functions of the Mentoring Program for Novice Farmers 

Takatsu Hidetoshi (United Graduate School of Agricultural Science， Tokyo University of Agriculture and 

Technology) 

This study aims to reveal the actual condition 

and functions of the mentoring program for novice 

farmers. We carried out an interview survey of both 

mentors (senior farmers) and mentees (novices) in 

the program conducted by ]A Yasato in Ibaraki 

Prefecture， Ishioka City. We analyzed the d呂taby 

using the modified grounded theorγapproach. 

The analysis revealed that mentoring pro-

grams like the one conducted by]A Yasato have the 

following functions. (1) They help mentees acquire 

1. はじめに

近年，主要な就農ノレートとして農業法人への就職

や，農業への新規参入が選択されるなかで，農業分

野においても人材の定着・育成のための手法や、ンス

テム形成が求められている.

人材育成の手法として，一般企業を中心に「メン

タリングjが注目されている メンタリングとは，

職務経験の豊富な人物(メンター)が，職務経験の

浅い人物(プロテジェ)に，技術やスキル，ノウハ

ウ，戦場における態度など，職務遂行上で必要な情

報をフィードパックする行動である(渡辺・平田

[5]).職場内の自然発生的な関係が装本であったが，

器内企業では， 1990年代以降，人材開発の手法と

して人為的にメンタリング関係を構築するプログラ

ムが実施されている.

先行研究に緩みると，従来のメンタリング研究で

はホワイトカラーの分析が中心であり(麓[IJ等)，

農業分野におけるメンタリングの実態やその機能の

解明は未だ行われていない.

そこで本報告では，新規参入者の育成にメンタリ

ング・プログラムを導入する JAやさとを対象に，

メンター(先行就農した新規参入者)およびプロテ

skills and learn about technologies related to agricul-

tural management and also offer them an opportunity 

to consult mentors， which assuages the concerns 

the mentees have at the beginning of their careers. 

(2) The act of“teaching" also provides mentors good 

opportunities to enhance their skills and gain valu-

able experience. (3) Through the program， the rela欄

tionships between mentors and mentees change 

from the mentoring relationships to theをiendships.

ジェ(研修生)双方へのインタビュー調交から，そ

の笑態と機能の分析を行う.分析手法は，修正版グ

ラウンテッドセオリーアプローチ(以下， M-GTA) 

による資的分析を行う.

2.諒査対象の概要と分析方法

(1)就農支援制度の概婆

淡城県石関市に位置する JAやさとは， 1999年か

ら農業への新規参入者に対して，資金面，技術面，

販売面で支援する「ゆめファーム新規就幾研修制度J

を実施してきた. 2011年現夜，制度内容に大きな変

更点を加えることなく同事業は継続され，これまで

に 13組の新規参入者投手誇を受け入れている(詳し

くは高津 [4J等). 

本研究の分析対象である同JAのメンタリング・

プログラムは，研修の一部として実施される.同研

修の卒業生である「先輩農家」が指導農家(メンター)

となり，研修 l年院の新規参入者(プロテジェ)に，

技術指導や生活相談を実践する

指導は，研修生が週に l囲，先輩農家の歯場を訪

問し先輩農家との共同作業で栽務・管理法を学び，

独立後や私生活に関する相談を行っている.

(110) 
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指導農家は， JAやさと有機栽培部会の役員会の

中で適任と認められる人物が選定され，同JAを通

じて正式に依頼される.指導農家の任期は1年間で，

報開として産地収益力向上支援事業(有機農業築推

進事業)により月額 1万円が支払われる.

(2)鵠査の概要と分析方法

本調査の対象者を，表 lに示した.間JAで新競

就農研修を受けた，もしくは現在研修中である 6組

を対象としている.先輩農家 A氏， B氏は，それ

ぞれ C夫妻， D夫妻のメンターである.加えて，既

に研修を終えて独立した元プロテジェとして E夫

F夫妻にも調査を実施した.

分析のためのデータ収集には， 2011年 8月下旬

および9月下旬にそれぞれ 1時間半から 2持間程度

の半構造化インタビューを実施した.ブロテジェ経

験者には，就農準備段階から現夜までの来歴に関す

るインタビューを実施した.先輩農家には，依頼を

受けた経緯から，本人のメンター経験に関するイン

タビューを実施した.

調査対象者に許認を受け， ICレコーダーに録音

した音声データを，テキスト・データに変換し，分

析に利用している.今回のインタビュー調査から得

られたデータは， 93，614文字であった.

本稿の分析手法である M心TA(木下 [2J)は，

Glaser & Straussにより考案された GTAを，木下が

修正を加えた質的研究手法の 1つである.分析手法

の選定理自は， M-GTAが介護，看護，教育，ソーシャ

ノレワーク等のヒューマン・サービス領域の検討に適

しており，分析対象であるメンタリングも，先裁か

ら後輩に対する対人支援行為であるため，両手法の

採用が適当であると思われる.

3.分析結果

M-GTA手法による分析の結果， 22伺の概念， 11

偲のカテゴリー， 3つのコアカテゴリーからなる fJA

やさと型メンタリングの影響モデルJ(閲1)を表

すことができた.これは，問プログラムを通じたメ

ンター・プロテジェ双方の意識の変化を繋裂したも

のである.

形成された概念をく)，概念詞の関係から構成さ

れるカテゴリーを コアカテゴリーは[]で示

している また，具体的な発言内容を表すノ〈リエー

ションは“"で表記した.分析によって導出された

ストーリーラインは次のようなものである.

指導農家は，メンタリングに参闘する前には，

メンターになる不安を感じ，引き受けること

賭する.だが， メンターになってからは，当初に

感じた不安感が，やりがいや責任感に変わる.終

了後は，プロテジェから友人であるとの意識に変

容する.

一方，研修生は， メンタリングを受けることで，

メンターがいることへの安心感を感じるとともに

親和や恩義を感じ始める.このことが将来指導農

家を引き受ける際の意識の形成に繋がっている.

以下では，図 Iをもとに各概念の説明とカテゴ

リ一関の関連性について説明する.

(1)コアカテゴリー[参画前の意識】について

1) [職務への不安]

[激務への不安〕とは， メンター(指導農家)を

引き受けることへの不安である. このカテゴリーは

く増加する負担への懸念〉とく新たな出会いへの不安〉

という 2概念から構成されている.

対象者 同居家族

表 1. 対象者一覧

研修開始(独立) 耕地童話綴 録音待問年齢 夫の前月並

〈メンター〉

A氏 夫)36歳婆 )36歳 子 (5歳) 塗料販売会社 2003年(2005年) 2.0 ha 

B氏 炎)33議委 )36歳 子 (6歳) E霊祭法人 2006年(2008年) 1.3 ha 

〈プロテジェ〉

C夫主主夫)35歳委 )35歳 子2仮設・ 2歳) 差是主主土木コンサノレタント 2010年(研修中) 1.5 ha 

D夫婆 夫)33主主主審)33歳子3(6歳・4滋・1歳)システムコンサノレタント 2011年(研修中) 交渉中

E夫委犬)33歳湊 )29歳 子 (3歳) 差是禁法人 2008年(2010年) 1.2 ha 

F夫妻夫)31歳委 )?裁 SE磯 2009年(2011年) 1.2 ha 

116分

99分

113分

109分

122分

131分

出所:~表者が 2011 年 8 ・ 9 月 tこ突施したインタビュー調査より作成
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(1)メンタワンゲ前 (2)メンタリンゲ期間 。)メンタリンゲ後

(メンター鎖1])
【プ口予ジ::z:l:'対する窓際】

[檎穆への不安]

{堵加する会総への懇意〉

(銃たな出会いへの不安}

主
[プレッシャー]

〈互主撃による正力〉

(ブロテジェ側)

[やりがい]

〈友人との出会い〉

慾主主笠怠阜ゑ盛丞i

[負担感]

〈体β→指毒事日〉

[畳程惑]

{業められる喜多}

〈措功への圧力)

[務修中由意線]

(相設できる安心感〉

(家族ぐるみの告書係〉

{趨 i度の楽しい時間)

[ブロテジェへ由軍機]

{家族ぐるみの担増係性)

{愛すべき友人・仲間〉

関l.JAやさと型メンタリング行動の影響モデル

出所:M-GTA手法によるインタビュー・データの分析から作成

く増加する負担への懸念〉は， 日常業務にプロテ

ジェの指導が加わることで，労働量及び時間が拘束

されることへの懸念を示す概念である.具体例とし

て，“僕もなかなか忙しいですしまだ子供も小さい

とか，あったもんですから，最初は，お民rrりする方

向で考えていたんですとの諮りから，指導農家を

引き受けることを当初蕗蕗したことが確認される.

〈新たな出会いへの不安〉は，指導農家を引き受け

ると，途中の辞退が悶難なため，研修生との性格・

価値観の不一致への対処についての不安を表わす概

念である.具体例として，“俺も，人づきあいの良

いほうでは無くて，ちょっと不安だったんですよ.

1年間，濃密な関係を作っていかなければ駄釘だか

ら，この人あまり好きでないとなると，辛いだろう

なって思ってたんですよとの語りから，関識の

ない人物の指導を担当する不安が境問見れる.

2) [プレッシャー]

[プレッシャー]とは，指導農家の選定に関わる

有機栽培部会の内部からのく五選による配力〉とい

う概念が抽出できる. <庄力〉とは，指導農家の選

定は，実質的には輪番制であるため，一定の成采を

挙げられるようになった新規参入者に部会内から次

期の指導扱当者になるようにとの要請を意味してい

(112) 

る.具体例として，“たまたま役員やっている中で，

なかば順番ていうかですね，ゆめファームの卒業生

も， もう第何期生って，代々いますから，だいたい

順番があるんですね.rそろそろ00，どうなんだ」っ

て"に示されている.

(2) コアカテゴリー[ブロテジェに対する意識】

1) [メンタリングの実態]

[メンタリングの実態]は， メンターからプロテ

ジェに対するメンタリング行為の実態を示してお

り，く1からの指導><経営・家計実績の公開〉く指

導農家の紹介〉の概念から構成されている.

く1からの指導〉とは，研修生の中には農業未経

験者が含まれるため， メンターは有機農業に関する

基本的知識・技術から教える必要があり，その指導

笑態を表わす概念である.

具体例比“農作業の，毎日やってる管理作業み

たいなことも，ゼロから話さないと駄設だし(中路)

最初の 2か月， 3か月ぐらいは，選一回はくるって

決めてたんですけど，それだけでは足りませんね.

と語っている この発言からは，週一回に留まらな

い研修実態が確認される

間]Aのメンターは，研修さ主の求めに応じ， 自身

の経営実績や現在の貯蓄額を開示し，新競参入者の
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経営モデルを提示している.これを表わす概念がく経

営・貯蓄実績の公罷〉である.

具体例は，“俺の実績を教えちゃうんですよ 俺

は l年目いくら稼いだんだ， 2年目いくら稼いだん

だっていうことを提示して，それを lつの基準にし

てもらって"と語る点に表れている.

く指導農家の紹介〉は，研修生が栽主脅したい作自

について，指導農家が栽培経験のない場合等に，そ

の品目を得意とする別の先室長農家を紹介する行動を

表わす概念である.具体例として，“僕が紹介したら，

お願いしますよって言えば，見てもらえますよね

との語りから，指導農家の紹介による地域内の人間

関係の広がりと，研修生の信用を保証している.

2) [やりがい]

〔やりがい]は，メンターとしてのやりがいを示

したものであり， <友人との出会い〉く教えることの

隊出成長〉の概念から構成される.

〈新たな友人との出会い〉は，指導を通じて新た

な人間関係を結べることを表わす概念である.具体

例は，“やっぱ農家になってくると，割と 1人の人

間なり，家族なりと濃筏に関係をど深めていくってい

うことは無いですし良い経験になったと患います

ね"と語っていることから確認できる.

く教えることでの自己成長〉は，プロテジェへの

指導を通じての成長実感、を表わす概念である 具体

例として，“人に教えるってなると，一度，自分の

中でも反拐しますよね.考えて， どうして，こうな

のかつてことを説明しなければなりませんからね。

(中略)自分のなかでも理解が進んだかなとは思い

ますよねとの諮りから，経験的に行っていた技

術や方法を，教える経験を通じて再確認することで，

成長を感じている様子が分かった.

3) [負担感]

[やりがい]を感じる一方で，負担を感じている

ことも切らかになっている.負担の実態を表わすの

が[負担感]である.このカテゴリーはく休a→指

導日〉という概念から構成される.

〈休日→指導日〉は，出荷を終えた休日に指導を

行うことが多く，作業予備日または休怠、に充てた日

程が，指導日になることで感じる負担を表わしてい

る.具体例は，“(指導日である)木耀aの午後は，

出荷の流れから言って，毎週だいたい空くんですね.

収穫作業っていうのがなくなるので，そんときに管

(113) 

理作業がしたいわけですよね. もっというとその時

に休みたいわけですよ"との諮りに表れている.

4) [議任感]

[震任感]は，指導農家が研修生の成長・成功に

対して資任感を持っていることを表わしており，

〈翠められる夢><成功への圧力〉という 2概念から

構成されている.

〈資められる夢〉は，研修生を指導する責任の重

さを感じている様子を表わす概念である 具体例と

しては，“笑い話ですけど，俺， 00君に，責めら

れる夢とかみましたもん. Iどうしてくれるんだ，

どうしてくれるんだj って"との語りから，研修

生の経営成果に対する責任感が分かる.

く成功への圧力〉は，同研修制度では夫婦や子連

れでの受け入れを基本としているため，研修生を経

営定着させたいと考える指導農家の意思を表わす概

念である.具体例としては“この研修制度は，家庭

持ちがう長るんで，成功してもらわないと困るんで

ねと誇るように，研修生の経営及び生活の定斎

を考慮していることが確認できる.

5) [ブロテジェへの窓識]

〔プロテジェへの意識]とは， メンタリングを経

験したことによる，ブロテジェへの意識の変化を示

したカテゴリーであり，く家族ぐるみの関係性><愛

すべき友人・仲間〉という 2つの概念から構成される.

〈家族ぐるみの関係性〉とは，悶プログラムによっ

て家族ぐるみの付き合いに発展する特徴を示した概

念である.具体例としては，“ご飯ノfーティをやっ

たりとか，家族ぐるみですよねと語るように

プロテジェの関係から，家族ぐるみの関係への移行

が見られる.

〈愛すべき友人・仲開〉は，プロテジェとの関係が，

メンター・プロテジェ関係から，次の段階へと移行

していることを表わす概念である.具体例として，

“仲間.農業のキャリアが逢うから，先議，後輩で

もあるけどブ“00君って，非常に愛すべき人間

という発言からも分かるように，プロテジェを問じ

地域で農業を営む仲間，友人として捉えていること

が確認できる.

(3) コアカテゴリー{メンターへの窓識変化〕

次にブロテジェ側のコアカテゴリー[メンターへ

の意識変化}について見ていく.このコアカテゴリー

は， プロテジェのメンターに対する意識の変化さと表
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わしたものである.

1) [メンタリング体験]

〔メンタリング体験]は， メンター(指導農家)

から受けたメンタリングの実態を表わす概念であ

る.く協働作業を通じた学習〉くあいさつ回りと紹介〉

〈過剰計商への対処〉の 3つの概念から構成される.

〈協働作業を通じた学習〉とは，指導農家ととも

に作業をしながら，栽培管理の技術やその背景とな

る知識を学習する指導方式を表わす概念である.

ゑ体例としては“週 1田00さんの熔で教えてく

れてまして，だいたい半日くらいですけど.農作業

について，本当，マルチの張り方から，防虫ネット

の使い方から教えてもらいましたね.いっしょに作

業をやって覚えていくって感じですねとの発言

には指導実態が表れている.

くあいさつ凶りと紹介〉とは，指導農家が地域内

の有機農家の5f;に研修生を連れだっての挨拶，紹介

を示した概念て@ある 具体例として“いろいろな有

機農業の先殺のところに連れて行って下さったか"

“わかんないところがあれば，自分で開きにいくと

いう環境も整えてくれたしな.先輩農家のことを紹

介してくれるとか等，指導農家が他の有機農家

との橋渡し役である実態が分かる.

〈過剰計調への対処〉とは，研修 1年目には過剰

な計磁をど立てることがあり，収穫が間に合わない事

態が発生する.この問題への対応として，指導農家

が収穫作業の援助に訪れる支援行為を表わす概念で

ある

具体例は，“夫)僕らが全く手が回らないときに

助けてもらったな.婆)そうだね.私たちの出荷量

が多くて，期限までに，出荷の時間までにできないっ

て言ってね，あせって，あせっているときにね，夫

婦でね，助けに来て，いっしょに収穫して，手伝っ

てくれたね等に表れている.

2) [研修中の意識]

このカテゴリーは，プロテジェが研修中に感じた

指導農家によるメンタジンク、行為への意識であり，

〈相談できる安心感><家族ぐるみの関係><遮 1度

の楽しい持簡〉という 3概念で構成される.

〈相談できる安心感〉は，研・修中にメンターに相

談できる環境があることでプロテジェが安心感を感

じることを表した概念である.具体例としては，“話

せる人がいるってことは，当然ありがたいですし
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農家ならではの端みっていうのもあると患うんです

よね.そういった話もできるっていうのは，非常に

大きいと患いますと諮るように相談できる環境

に安心惑を抱いている.

く家族ぐるみの関係〉に，研修期間は，夫関士の

みならず，委向二との交友関係が生まれ，子育て等の

相談ができる関係性が形成される実態を示す概念で

ある.ゑ体例としては，“ほんと家族ぐるみで.年

に何回ぐらいかな，結構，定期的にお互いの家を行

き来して，食事をしたり.奥さんとわたし，奥さん

関士と，子供述れで遊びにいったりとか，格談って

いうか，本当にいいお付き合いをさせて貰っていま

すよねにき受われている.

〈楽しい時間〉は， メンターと指導を通じて過ご

した時間に対する評慨を表わした概念である.具体

例として“いっしょに作業しながら，手作りのお菓

子を毎開作ってくれて，週一の楽しい時間でした.

奥さんが作って持ってきてくれて，いっしょに食べ

てと，夫婦問土の研修によりプロテジェにとっ

て意義ある時間であったことが分かる.

3) [研修後の意識]

[研修後の意識]は，研修後のプロテジェがメン

ターに抱く意識を示した概念で， <関係性の変化><格

談できる先輩・伶罷〉の 2概念から構成される.

〈関係性の変化〉とは，研修を遜じて指導農家と

研修生の関係に生じる変化を表わす概念である.以

下に示した具体例は，プロテジ工夫婦が指導農家の

存在について言及した部分である.“最初は師匠だっ

たのに，だんだん部活の先輩，身近になってきたね.

00さんは研修終わったら，友達になろうせやって

言ってくれるんだよね.だけど，友達というのは恐

れ多くて.でも，やっぱ，ちょっとづっ変わってき

ているのかなと諮るように，関係が徐々に身近

になった笑感を述べている.関係性の変化について

は， グラム [3Jが指摘しており，プロテジェが一

定の職務能力を身に付けた段階で関係性を再定義す

ることを明らカサこしている.

く相談できる先輩・仲間〉は， プロテジェの視点

から見た指導農家(メンター)の存在を表わす概念

である 具体例として，“夫)ちょくちょくね，何

か用がなくてもいったりするんで.妻)いつつも行っ

てるよねと諮るように， メンターに対して親和

を感じている.
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4) [謝意の連鎖〕 第 3に，研修を受けた就農者が，プロテジェから

〔謝意の連鎖]とは指導農家のメンタリング行 メンターへと移行しようとしている点である.プロ

為に対する感謝の気持ちと，将来，指導農家を引き テジェは，自身が受けた支援行為に対する恩義から

受ける意思を表わす概念であり，<感謝の気持ち><支 次の研修生への指導や支援を行う意向を持つてお

援意思の醸成〉という 2概念から構成される. り，次期メンター候補者となることが確認された.

〈感謝の気持ち〉は，メンターの支援行為に対す 最後に，本研究の諜題として，経営成長や経常者

るプロテジェの感謝の気持ちを表わす概念である. 能力への影響についての分析がなかった点が挙げら

具体例としては，“一生かかっても，思返しできな れる.今後の研究では，農業分野での M心TAの適

いくらい教えてもらっているからねという発言 矧と経営面での能力伸長に関わる分析手法の検討を

から， メンターに誠意を抱いていることがわかる. 行うものとする.

く支援窓患の醸成〉は，く感謝の気持ち〉から派生

したもので，指導農家に対する感謝の思いを後議に 付詑

還元する気持ちが生まれる様子を表わした概念であ 本研究は， (財)臼本科学協会 f平成 23年度笹川

る.兵体例としては“夫)ひさびさに優しさを感じ 科学研究助成j の助成による研究成果の一部です

たね，すごく.委)それで， Iこういうことをして

もらったら，つぎの人にしてあげてね，後輩にj.

いまは，後輩を手伝ってあげたいという気持ちがあ

るよね"と語るように， メンターへの恩義から，

将来， メンターを引き受ける心構えをしていること

が確認された.

4. まとめと課題

JAやさと型メンタリング・プログラムについて

M心TAによる分析の結巣，次の 3点が指摘できる.

第 1fこ，研修生にとって， メンタリングが農業に

関する技術やスキノしを学ぶだけでなく，経営から私

生活にわたる相談ができる環境の構築に寄与してい

ることが分かった.さらに，家族ぐるみのつきあい

へ発践し婆向土にも交友関係が生まれるなど，就

農初期の不安に多j詩的に対応する機能を持ってい

る.これは一般企業におけるメンタリングとは異な

る農業分野の独自性と忠われる.

第 2に，メンターである指導農家にとっても， I教

えるJという行為を通じて，自己の技術や経験を振

り)13り，見直す機会となり，メンターは自身の理解

の深まりを実感していることが確認された.
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