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論文

戦後の専門高校における森林・林業教育の変遷と今後の課題

一学習指導要領をもとにした分析一

井上真理子*.1・大石康彦1

戦後における専門高校の森林・林業教育について，関連学科の状況と，学習指導要領をもとに教育目標，内容の変遷を分析

し，今後の教育のあり方と課題を考察した。その結果，専門高校での森林・林業教育は， 1970年代までは林業技術者養成のた

めの教育目標，内容が設定されてきたが，その後関連分野の就職が減少する中で，学科数が減少し，学科名が多様化しており，

専門教育の目標は進学を視野に入れた将来の職業人の育成に変わっていた。教育内容は，戦後一貫して育林など 10項目が教え

られているが，林業の専門的な技術の内容は削減され，新たに森林の生態や環境保全などが加わっていた。現在，森林・林業

関連学科は 38校(関連科目開設校を含め 67校)，卒業生約千人/年の中で，関連分野への進路を得ているのは 2割程度であっ

た。今後の森林・林業教育のあり方には，森林・林業を切り口とした一般の職業人としての教養教育と，専門分野の人材育成と

の二つの役割が考えられ，その実施のための課題には，教育内容の精査やプログラムの体系化，専門'性を持った森林・林業教

育を行える教員の養成や確保，大学など森林・林業分野の連携が挙げられた。

キーワード:森林・林業教育，林業教育，高等学校，専門教育
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I はじめに

近年，森林に教育的な機能の発揮が求められ，森林に関

する教育が盛んになっている。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置づけられ，体験

活動を通じて森林・林業について学習する「森林環境教育J

や，木に親しむことを通じて木の文化への理解を深める「木

育」が進められている(林野庁 2011)。また，専門家や技

術者の養成を目指した専門教育にも関心が向けられ始めて

いる。農林水産省が策定した「森林・林業再生プランJ(2009) 

では，フォレスターやフォレストワーカーなど合計 1万人

以上の人材育成が目指されており， 2011年から准フォレ

スター研修が行われている。鹿児島大学では，社会人の人

材育成プログラムを実施し(奥山 2011)，京都府立林業大

学校が， 2012年に新設されている(深町 2011)。

ところで，森林・林業の専門教育を行う教育機関には，

大学や農林大学校(林業大学校)の他に，専門高校があ

*連絡先著者 (Correspondingau血or)E-mail: im創立o@ffpri.af企c.go.jp

る。専門高校も，林業を担う人材の育成機関としての役割

が考えられる。ただし，林野庁ではなく文部科学省系列で

あることから，これまでのところ，その教育は森林科学の

分野で体系的に把握されている訳ではない。専門高校で

は， 1989年以降，学科再編が加速してきていることが指

摘されている(渡辺 1999;農林水産奨励会 2003)。高校教

員(当時~現在)の小林 (2001) は，学科改編の時期の専

門教育について「今，専門高校に逆風が吹いている」と報

告しているが，専門高校の教育は，教育改革が行われる前

から「林業関係者においてもなかなか関心ごとになりえな

いJ(松尾 1986)と指摘されている。これまで，井上 (2006)

は，学校での聞き取り調査をもとに教育内容を整理し，北

海道の森林・林業関連学科での教育問題を分析した早尻・

林 (2006) は， I森林・林業系学科はひと括りにはできな

い多様な性格を持つ生徒を抱え」ながら「教育目標の転換

という局面を迎えて」いることを指摘した。専門高校の教

育を把握することは，人材育成を検討する基礎となろう。

1独立行政法人森林総合研究所多摩森林科学園 〒193ーD843 東京都八王子市廿里町 1833-81(Tama Forest Science Garden， Forestry and Forest 

Products Research Institute， 1833-81 Todori， Hachioji， Tokyo 193ーD843，]apan) 
(2012年4月12日受付， 2013年1月16日受理〕
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そこで本研究では，専門高校における森林・林業の専門

教育について，学習指導要領を中心に，戦後の森林・林業

の専門教育の変遷を分析し，今後の教育のあり方と課題を

考察することを目的とした。

11. r森林・林業教育Jと「専門教育Jの用語の整理

森林や木材の教育に関わる用語は複数あるため(井上・

大石 2010)，本稿での用語を整理した。明治時代から「林

業教育」が用いられてきたが，内容に森林や環境などが含

まれるようになった 1990年代から「森林・林業教育」が

用いられるようになった。近年では， i森林環境教育」が

用いられることが多いが，一般向けの教育や普及という意

味合いが強い。本稿では，専門高校での森林などに関する

教育の用語として「森林・林業教育」を用いた(以下，森

林・林業教育)。この用語は，全国高等学校森林・林業教

育研究協議会(以下，全国林研)が 2004年から用いており，

それに準じた。教育改革により変更されている林業に関す

る学科の名称は，森林・林業関連学科とした。

また，専門分野の人材育成に関わる教育の用語には， i産

業教育J，i職業教育J，i専門教育」がある。「産業教育」は， i産

業教育振興法J(1951年)で，中学，高校，大学，高等専

門学校での「農・工・商・水産その他の産業に従事するた

めに必要な知識，技能及び態度を習得させる目的を持って

行う教育(家庭科教育を含む)J(第二条)とされているが，

文部科学省は，職業の多様化に伴い「産業教育」から「職

業教育Jを用いている(注1)0 i職業教育」は，職業に必

要な知識・技能を与える教育で， i専門教育Jは，高度に

専門・分化した知識・技能を学ぶ教育であり， i職業教育」

は「専門教育」の中の職業に関するもの(農業や工業など)

を指す(柴田ら 2004)。ただし，現在の学習指導要領では「専

門教育」が用いられていることから(鶴見 1997)，本稿では，

「専門教育」を用いた(以下，専門教育)。

111.方 法

1.専門高校の森林・林業教育の概要

高校教育は， i教育基本法J(1947年制定， 2006年改正)，

「学校基本法J(1947年制定， 2007年改正)に基づいて行

われており，学校基本調査では，毎年，学科と生徒数など

がまとめられている。これらの文献資料と既往の研究をも

とに，高校教育および高校での専門教育の概要を整理した。

また森林・林業関連学科について，学校基本調査 (2010)

をもとに，現在の農業関連学科の学科，生徒数を把握し，

専門高校の教育について，文献資料と文部科学省の施策を

もとに整理した。森林・林業関連学科の変遷は，既往の研

究や文献資料をもとに，学科数，生徒数，および学科改編

の変遺を整理した。森林・林業関連学科の現状は，全国林

研による資料をもとに把握を試みた。

2.森林・林業教育の教育目標の変遷

教育の目的は「教育基本法Jに示されており，教科ごと

の目標は，文部科学省による学習指導要領(農業)に示さ

表-1.高等学校学習指導要領(解説)改訂の変遷

改訂年 改訂回数学習指導要領(高校版施行年)

1947 (S22) 1 学習指導要領一般編(試案).高校(一部)

1949 (S24) 農業編(暫定試案)*

1951 (S26) 2 学習指導要領一般編〔試案)改訂版*

1952 (S27) 農業科編(試案)改訂版*

1956 (S31) 農業科編改訂版 (1957年 4月増補版)

1958 (S33) 3 学習指導要領(小・中学校版)

1960 (S35) 3 学習指導要領高校版 (1963 年~)*

1968 (S43) 4 学習指導要領(小学校版)

1969 (S44) 4 学習指導要領(中学校版)

1970 (S45) 4 学習指導要領高校版 (1973 年~)

1977 (S52) 5 学習指導要領(小・中学校版)

1978 (S53) 5 学習指導要領高校版 (1982 年~)

1989 (H元) 6 主宣蓋皇室主![(小・中・亘整監) (1994 年~)
1989 (H元) 学習指導要領解説農業編

1998但10) 7 学習指導要領(小・中学校版)

1999 (Hl1) 7 学習指導要領高校版 (2003 年~)

1999 (Hl1) 学習指導要領解説農業編

2003 (H15) 学習指導要領一部改正キ

2008 (H20) 8 学習指導要領(小・中学校版)

2009 (H21) 8 学習指導要領高校版 (2013 年~)

2010 (H22) 学習指導要領解説農業編

*出典:学習指導要領データベース(注2)0 (改訂年)は告示年。アンダー

ラインは，分析に用いた資料を示す。(施行年)は高等学校版は. 1学年か

ら学年進行で実施。完全実施は，施行 3年後から。

れている。学習指導要領は，ほほ 10年に 1度改訂がなさ

れており，各教科の解説が発行されている(表-1，注 2)。

そこで，森林・林業教育の目標について，戦後の教育の変

遷と(柴田ら 2004;深堀 2007)，森林・林業教育について

整理した既往の研究を踏まえて，学習指導要領の教科「農

業」の目標(明記されている場合は林業科の目標)の変選

を整理した。

3. 森林・林業教育の内容

森林・林業教育の内容は，学習指導要領や解説に，教科「農

業Jの科目として挙げられている。そこで，教育目標に対

応した教育内容について，戦後の教育の変遷を踏まえて整

理した。また実態調査をもとにした森林・林業教育の既往

の研究による内容と比較して，教育内容の現状を把握した。

4.考察:今後の森林・林業教育と課題

以上の結果をもとに，卒業生の進路の状況に関する資料

と比較しながら，森林・林業教育の現状を分析し今後の

専門高校での森林・林業教育のあり方と課題を考察した。

IV.結 果

1. 専門高校の森林・林業教育の概要

1)高校教育の概要

高校教育は，戦後の学制改革のもとで， 1947 (昭和 22)

年の「教育基本法J，i学校教育法」の公布により学制が定

められ，翌年の「高等学校設置基準」により，高等普通教

育を主とするものと，農業・工業・商業・水産などを主と

するものに分けられた(松尾 1972)。現在，高校の目的は

「学校教育法Jに「高度な普通教育及び専門教育を施すJ(第

五十条)とされ，普通教育を行う普通科と，専門教育を主

に行う専門学科，両方を取り入れた総合学科 (1994 年~)
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表 2.高等学校の学科数と生徒数 (2010年12月現在)

教育課程 学科数(%)

普通科 4，211 ( 42.5) 

専門(職業) 4，712 ( 47.5) 

専門(普通) 653 ( 6.6) 

総合学科 343 ( 3.5) 

合 計 9，919 (100.0) 

学校基本調査 (2010) より作成。

生徒数(%)

2，430，528 ( 72.3) 

654，588 ( 19.4) 

102，885 ( 3.1) 

172，100 ( 5.1) 

3，360，101 (100.0) 

が設置されている。森林・林業関連学科は，専門学科で，

都道府県が設置している公立高校にある。全国の高校数は

5，116校(全日制・定時制)，生徒数は約 336万人である(表-

2)。生徒数は， 1989年 (564万4千人)をピークに減少し

ている。中学からの進学率は 97.9%で，高校卒業後の進路

は，大学等進学が 54.3%，専修学校進学が 15.9%，就職が

15.8%となっている(文部科学省 2010)。

2)高校の専門教育の概要

専門教育を行う専門学科では，専門教育に関する科目を

25単位以上履修する(卒業までの履修単位数は 74以上)。

専門学科は，職業系の学科(農業，工業，商業，水産，家庭，

看護，情報，福祉)と，普通系の学科(理数，外国語，音楽・

美術，体育，その他)に分けられている。職業系の専門学

科は4，712学科で，生徒数は全生徒数の約2割である。森林・

林業関連学科が含まれる農業の学科は，職業系の専門学科

に属し，学科数は，工業 (2，067校)，商業 (1，127校)に

次いで， 848校(全高校数の 16.4%)，生徒数は 87，696人(全

生徒数の2.6%)である。農業の専門学科の卒業生の進路は，

就職が47.9%，大学等進学率 15.6%であり，就職者の割合

が高くなっている(文部科学省 2010)。

専門学科の教育は，若者の仕事を分析した本田 (2008)

らにより，高度経済成長後にその位置づけが大きく変わっ

たことが指摘されている。 1960年頃から学校が生徒に企

業を紹介して就職することが一般的になり， 1960年代か

ら70年代初頭には，生産活動の拡大に伴って新規高卒の

求人倍率が高く(本田 2005)，i職業学科では八十年代ま

で一貫して就職率が8割前後を占めており，就職者を送り

出す教育機関としての専門高校の役割が明確であったJ(本

田2008)。しかし，普通科への進学者数が 1970年 58.5%

から， 1990年に 74.1%に上昇し， i全国の実業系高校の『権

威』失墜」が起こり(河本 2009)，i就職者比率は，九十

年代に入っていちじるしく減少し，二000年代には 4割

台」にまで落ち込んだ(本田 2008)。同時に専門学科の生

徒数も減少し，i高校における職業教育の意義は見失われJ，

「専門高校の職業教育は，現代日本のいわば『忘れられた』

存在」と指摘されている(本田 2008)。

近年，専門教育の振興の施策が文部科学省により行われ，

「目指せスペシャリストJ(2003 年~)， i日本版デュアル

システムJ(2004~2007 年)が実施されてきた。ただし，

これらの事業に該当するのは専門高校の 1割程度であり，

森林・林業関連学科では， i目指せスペシャリストJ2校，i日

本版テ。ユアルシステムJ1校にとどまっている(注 3)。

以上から，高校の専門教育は，戦後，専門分野への就職と

いう人材育成の機能を担っていたが，高度経済成長期以降

その位置づけが変化し，今後の方向性が模索されている。

3)森林・林業関連学科の変遷と現状

次に，森林・林業関連学科の教育について，学科数，生

徒数の現状と，学科の変遷をもとに概観した。

農業に関する学科は，林業 (38学科)，農業 (183学科)，

園芸 (118学科)，畜産 (34学科)，食品化学 (117学科)，

農業土木 (56学科)，農業機械 (11学科)，造園 (64学科)，

生活科学 (63学科)，農業経済 (45学科)，生物工学 (33

学科)，その他 (86学科)である(文部科学省 2010)。林

業の学科 38校は，全高校数の 0.7%にあたる。林業関係

学科の生徒数は 3，141人で，全生徒数の 0.09%，農業の学

科全体の生徒数でも 3.6%を占めるに過ぎない。林業白書

(2011)では，森林・林業関連学科(科目)を持つ高等学

校 72校を挙げているが，後述するように専門学科の他に

関連科目設置校を含んでいる。

森林・林業関連学科数および生徒数の推移は，早尻(2011)

に整理されているが，減少傾向にある。森林・林業関連学

科は， 1951年に林業課程 83校(その他定時制 1校)，農

林課程 10校(その他定時制 8校)にあった(山本 1963)。

生徒数は， 1967年の 13，369人をピークにその後減少し

2010年には 3，141人と，ピーク時の 23%にまで落ち込んだ。

森林・林業関連学科数は，学科改編により， 1969年~

1988年に 8校が， 1989 年~2009 年に 16 校が減り(鶴見

2009)， 1989年の学習指導要領改訂を機に学科改編が加速

した(渡辺 1999)。

学科改編は，ほとんどの森林・林業関連学科で行われた。

学科名の変更の経過をみると，林業科は， 1989年に森林・

林業関連学科 77校のうち 57校であったが， 2000年には

16校(農林水産奨励 2003)，2012年には 3校(愛知県立

田口高等学校，熊本県立芦北高等学校，大分県立日田林工

高等学校)となった。学科改編によって，森林・林業関連

の単独学科，土木など他学科と統合した学科，総合学科へ

改編，普通科へ改編された学校とタイプが多様化した。森

林・林業関連の単独学科では，森林科学科や森林環境科

など森林や環境が付く名称に変更している(注 4)。また，

他学科と統合した学科は 25校，総合学科への改編校は 10

校で(鶴見 2009)，総合学科の中には，森林・林業関連科

目を存続して設置している学校がある。

以上のように，森林・林業関連学科は，学科再編を経て

多様化している。そこで全国林研では，森林・林業関連科

目を開講している高校を合わせて，森林・林業関連学科・

科目設置校としている。学校の統合など教育改革は現在も

続いており，森林・林業関連学科の現状を把握することは

難しいが，全国林研 (2011)等をもとに整理すると，森林・

林業を主とする専門学科 34校，専門学科で森林・林業に

関するコース設置校 17校，専門学科で森林・林業関連科

目設置校6校，総合学科高校で森林・林業関連科目設置校

9校，普通科で関連科目設置校 1校，合計 67校となって

いる(注4)。また，森林・林業関連学科の全国の配置は，
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熊本県の 5校が最も多く， 7府県には 1校も存在しない。

総合学科も除外すると， 13府県で森林・林業関連学科を

持つ専門高校が存在しない。関連学科が複数あるのは，大

分県立日田林工高等学校(林業科，林産工学科)1校である。

以上みてきたとおり，森林・林業関連学科数と生徒数は

共に減少してきており，学科改編によって，森林や環境の

名称を持つ学科等として多様化していた。現在の森林・林

業関連学科は，学科数が全高校数の 1%未満，生徒数が0.1%

未満であった。

2. 森林・林業教育の教育目標の変遷

次に，森林・林業の教育目標を整理した。まず， I教育

基本法」による教育の目的は， I人格の完成を目指し，平

和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備

えた心身ともに健康な国民の育成j (第一条)とされ，そ

の実現のために教育の目標 5項目が挙げられている(第二

条)。森林・林業に関わる目標を挙げると， I知識や教養を

身につけるj，I勤労を重んずる態度j，I主体的に社会の形

成に参画」する態度， I環境の保全に寄与する態度j，I郷

土を愛する」態度を養うことがある。

高校の教育目標は， I学校基本法j (第五十一条)に「社

会の形成者として必要な資質」と， I個性の確立に努め…

(中略)…社会の発展に寄与する態度」を養い， I社会にお

いて果たさなければならない使命の自覚に基づき，個性に

応じて将来の進路を決定させ，一般的な教養を高め，専門

的な知識，技術及び技能を習得させること」とされている。

戦後の教育の歴史をみると，時代と共に学力観が変わ

り，学習指導要領が8回改訂されてきており(表-1)，教

育のあり方が変化してきた。学校教育の変化について，深

堀 (2007)の区分をもとに学習指導要領の改訂をあわせて

整理すると，戦後，新しい教育を目指し(試案， 2回改訂)，

高度経済成長期には知識を重視した教育が行われ (3，4 

回改訂)， 1970年代後半からの低成長期に，ゆとり教育に

転換し (5，6， 7回改訂)， 2000年以降の学力低下論争後

には「確かな学力Jが追及されるなど (2003年一部改訂，

8回改訂)， 4期に分けられた。また森林・林業教育について，

農業教育の変遷をまとめた平井 (1980)，文部科学省の教

育課程に関する委員会に関わった山本 (1963)，林業科教

員であった松尾 (1972，1979)，渡辺 (1999)，鶴見 (2009)

をもとに整理すると，戦後の教育の変遷に沿って森林・林

業教育の目標も変化してきていた(注 5)。戦後教育の変

遷の 4期に即して，学習指導要領による森林・林業教育の

目標を整理すると，次のようにまとめられた(学習指導要

領高校版の改訂年を示した)。

I期:戦後復興期(試案， 1951年版)。学習指導要領は，

1947年に試案として初めて作成されたもので，戦前の教

育を見直し，問題解決学習を通じた経験主義の学力観に

基づく民主主義教育が目指された。高校進学率は約 4割，

大学など高等教育への進学率は約 1割であった(田中ら

2008)。

森林・林業教育では，終戦後の山林が荒廃した中で，木

材生産や国土緑化が目指された。 1949年農業編(暫定試案)

で初めて示された農業の教育目標は「将来，自ら農業を営

もうとする者，あるいは農業に関する初級の技術者になろ

うとする者のために，農業に関する科学的，実際的な能力

を養成するJであり，卒業後直ちに職業につく自営者と初

等技術者養成がねらいとされた(吉田 1954)。林業の目標

はないが， I林業教育は農業教育の一部として付随的に存

在しており，林業専門の技術者を養成する教育で、はなかっ

たj (渡辺 1999) とされている。

II期:高度経済成長期 (1960年， 1970年版)01960年

版では，教育に対して，科学技術における人材開発の要請

が社会的に高まり，経験を重視した教育から，知識・技能

を系統的に教えることに転換した。 1970年版では，学力

の習得，学習内容の「現代化」が目指され，学習内容，授

業時間ともに最大となった(この改訂は，後に「つめこみ

教育」で子どもへの過重負担につながったと批判された)。

専門高校への産業界からの要請も高く，進学率は，高校，

大学共に増加した。

森林・林業教育では， 1960年版で，林業課程が農業課

程からの独立が認められ(渡辺 1999)，林業科の目標は，

産業界からの人材育成の要求を受けて林業技術者の養成が

主となり，農林業など自営者の養成は農業課程で実施され

るようになった(松尾 1972)01970年版では，木材加工業

の発展を受け，農業に関する標準学科(注 6)に林業科と

共に木材加工科が加わった。林業科の教育目標は「木材の

生産，治山治水および林業経営に関する知識と技術を取得

させ，林業の技術者を養成するj (平井 1980)で，公務員

や民間企業などの関連分野の技術者養成が目指され，勤労

が重視された。

教育現場の様子をみると，東海地方で林業関連企業が増

加し，長野県木曽山林高等学校では， 1960年版で示され

たコース制をいち早く導入し (1967年)，経営，土木，林

産の 3コースを設定して専門知識，技術の深化を図り，公

務員の合格者数が60名に及ぶなど，専門教育としての実

績を挙げた(遠山 2009)。一方，東京都立農林高等学校では，

この時期すでに，地域の林業不振に製造業などの大手企

業の進出による地元企業からの求人増加がみられ，林業の

公務員の就職は多いものの，それ以外の「林業後継者養成

機関としての林業科の存在理由は極めて希薄Jになってき

ていた(松尾 1979)。

凹期:森林の多面的な機能重視期 (1978，1989， 1999 

年)。受験競争の激化による学校荒廃の問題が生じたこと

から， 1978年の改正では，人間性重視の教育観による「ゆ

とり路線Jへ転換した。授業時数の削減と学習内容の精

選が図られ，選択科目の拡充が図られた。高校進学率は 9

割，高等教育への進学率は 5割近くまで上昇した(田中ら

2008)。続く 1989年度版では，個性が重視され， I新学力

観」として「知識・技能Jの習得と「意欲・関心・態度j，

「思考力・判断力・表現力」に裏付けられた自己教育力が

重視された。 1999年版(高校の現行版)では，ゆとり路



専門高校の森林・林業教育の変遷と今後の課題 121 

線の集大成として，基礎・基本に重点をおいた授業内容の

厳選 (3割削減)が図られ，横断的・総合的な問題解決型

学習による「総合的な学習の時間jが新設されるなど，1生

きる力Jの育成が目指された。「生きる力」とは， I確かな

学力Jと「豊かな人間性j，Iたくましく生きるための健

康や体力」の三つの構成要素からなり，知識・技能の習得

と，自ら学ぶ探究とを総合的に育成することを目指してい

る(片山 2007)。

森林・林業教育では， Iゆとり路線」へ転換した 1978年

版で，科目数の大幅削減に伴って，林産加工科が標準的な

学科から消滅した。この時期は，専門教育の位置づけが変

わってきた時期にあたる。長野県木曽山林高等学校では，

林業離れと，生徒の多様化や低学力化の傾向が強まる中で，

過疎化の進む地域で企業誘致によって「地域にあって地域

を担う人材育成j (筆者注:地元に残って働く人材の育成)

の面を持つようになった(遠山 2009)01989年版での林業

科の教育目標は「森林の保護育成，森林資源の利用及び林

業経済に関する知識と技術を習得させ，林業経営者及び林

業にかかわる業務に従事するものとして必要な能力と態度

を育てるJとされていた。ただし，勤労についての学習が

「勤労にかかわる体験的な学習」の表記となった。また， I理

論と実践が遊離しないように」されていたが，専門的な林

業技術について教えることは減少したと考えられ，この改

訂を機に，先述のように森林・林業関連学科での学科改編

が加速した。長野県では，林業科を有する学校が5校から

2校になった(宮下 1999)。次の 1999年版の改訂では，専

門教育で大きな改訂が行われた。

W期:(1999年， 2009年版) (注 7)0Iゆとり路線」の

集大成である 1999年版(高校の現行版)で，専門教育では，

大きな転換がみられた。専門学科の教育は，高校卒業後の

就職を想定した「完成教育としての職業教育」から，進学

も視野に入れた「将来のスペシャリスト」の育成としての

専門教育へと変わった。農業の教育目標は「基礎的・基本

的な知識と技術を習得させ，農業の社会的な意義や役割を

理解させるとともに，農業に関する諸問題を主体的，合理

的に解決し，農業の充実と社会の発展を図る創造的な能力

と実践的な態度を育てる」とされ， I勤労」とされていた

表現が， I就業やボランティアにかかわる体験的な学習」

に変更された。専門知識や技術の習得に加えて，進学を視

野に入れた職業人としての基礎・基本の重視と，生徒の選

択の幅を広げるようになった。また，林業科など標準的な

学科の設定自体がなくなった。

山梨県立農林高等学校では， 1994年の森林科学科への

学科改編を機に，ものづくりの充実感や，共に助け合う団

結力や自信を育む体験重視の学習に転換した。間伐材での

ログハウス作りなどを通じて「休み時間も惜しんで、授業に

取り組む生徒の姿」がみられるようになり， 2000年の志

願倍率は県内トップとなったが，中学生と保護者の「頑な

なまでの普通科高校志向」と，関連産業への就職の「大変

厳しい状況」があった(小林 2001)。また佐怒賀 (2005)は，

埼玉県立秩父農工科学高等学校の実践で，年間 10回の「演

習林実習」を必修とし，下刈り，枝打ち，間伐などを通じ

て，山仕事を経験したことのない生徒たちがたくましくな

り， I生きる力j が育まれることを報告している。

1999年版の改訂では， Iゆとり教育Jへの反対として学

力低下論争が起こり， 2003年に学習指導要領の一部改訂

が行われ，学習指導要領の内容が「最低基準」と改まった。

基礎・基本の徹底， I知の総合化j，I確かな学力」の形成

が目指され，具体的な方策として，習熟度別授業，発展的

学習(個性の伸長)，学ぶことの楽しさの体験(総合的な

学習の時間入学ぴの機会の充実，特色ある学校づくりが

挙げられた。最新版の 2009年版では， I生きる力」を育む

ことが一層重視され，言語活動や理科，道徳，体験活動の

充実が図られた。

最新版は，高校で 2013年度から実施予定であるが，専

門教育についてみると， I新たな専門教育」として， I生き

る力Jの育成，知識・技能の習得と思考力・判断力・表現

力等のバランスの重視，豊かな心と健やかな体の育成がね

らいとされている。農業の教育目標は， 1999年版とほぼ

同じであるが， I農業に関する諸問題を」解決する「倫理

観j，l持続的かっ安定的な農業と社会の発展」が加わった。

農業編 (2010)の「職業教科・科目の改善の基本的な方針」

では，産業や社会を支える人材の育成を意識し，生徒の意

識の変化や進路の多様化に対応して，職業人としての規範

意識や豊かな人間性のi函養や職業選択能力を身につけさせ

ることを重視しており，第一に， I専門性の基礎・基本の

一層重視j と「体験的学習を通した実践力j，I自ら考え行

動し，適応していく力j，I積極性・創造性等の育成j，第

二に， I地域産業を担う人材の育成」の観点から，地域産

業や地域社会との連携・交流j，I実践力，コミュニケーショ

ン能力，社会への適応能力等の育成j，I地域産業や地域社

会への理解と貢献の意識を深め」ること，第三に， I人間

性豊かな職業人の育成」の視点から， I生命・自然・もの

を大切にする心，規範意識，倫理観等」を育成することが

挙げられている。

以上，戦後の教育は，体験を重視した教育(I期)から，

知識の習得を重視した系統学習 (U期)， 1970年代後半か

らはゆとり路線 (III期)へと転換し現在 (IV期)は，

問題解決型学習を含めた「生きる力j，I確かな学力Jの育

成が目指されてきた。森林・林業教育では，戦後一貫して

知識や技術の習得と，実習が重視された教育が目指されつ

つも，就職を前提とした技術者養成の職業教育から， I新

たな専門教育」として体験的学習を通した将来のスペシャ

リストのための基礎・基本の教育へと，そのねらいは大き

く変わってきていた。

3.森林・林業教育の内容

教育の目標は，戦後，大きく変化してきていたが，森林・

林業教育の内容はどうであろうか。学習指導要領および解

説に示されている森林・林業教育の科目，内容を整理する

と，目標が変化した時期ごとに，教育内容にも変化が認め
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られた。表 3には，学習指導要領改訂ごとの森林・林業

関連科目を示した。

I期:1947年試案で科目は設定されていなかったが，

1949年度の農業編(暫定試案)では，農業科目 15科目の

うち，森林・林業関連科目は「森林生産j，1林産加工j，1森

林土木j，l林業経済jと「林業一般Jの5科目が設置された。

「林業一般Jは，森林・林業関連学科以外の農業の学科や

普通科で教えられる基礎科目である。 1952年農業科編で，

科目の内容が明記され， 1森林生産」では，育林，森林保護，

森林植物，樹芸，造園， 1森林土木Jでは，森林利用，森

林土木，森林機械，砂防， 1林産加工」では，木材の理学

および化学，木材加工，林産製造， 1林業経済」では，林

業通論，測樹，林政の合計 15項目が挙げられた。また， 1総
合農業Jに，森林・林業に関する内容が盛り込まれていた。

11期:林業技術者の養成が目指されるようになった

1960年版では，農業関連科目が48科目と大幅に増加し，

森林・林業は 7科目， 1970年版では農業 54科目，森林・

林業 10科目に増加した。関連科目は， 1育林j，l伐木運材j，

「砂防j，1林業機械j，1測樹j，1林業経営j，1林産製造j，

「木材加工j，1木材材料j と「林業一般」であった。林業

技術者の養成の目標に対応した新たな学習内容として，林

道設計や施工，索道，山腹工事の設計と施工などの工学技

術が加わり，森林の経理や測樹，林地評価，木の化学的・

物理的性質や加工技術の内容が詳細になった。また， 1960 
年版で実習科目「総合実習j が新設され，その内容に林業

と林産製造が挙げられた。

III期:1ゆとり路娘」へ転向し，教育内容が精選される

に伴って， 1978年版では森林・林業関連科目数も大幅に

減少し， 4科目 (1育林j，1林業土木j，1林産加工j，1林

業経営j)になり，選択科目の設定が重視された。内容は，

11期に増加した工学技術や測樹，木材加工技術の内容が大

幅に縮小した。また，森林・林業関連学科以外が学ぶ農業

の基礎科目であった「林業一般」が廃止され，代わりに「農

業基礎Jが設置されたが，林業の内容は盛り込まれなかっ

表.~3. 森林・林業関連科目の変遷

学習指導要領

改定年

森林・林業

関連科目

林業関連科目数

森林・林業の

内容を含む科目

(関連科目)

農業科目合計数

1949年 1951年 1956年 1960年

(昭和 24年) (昭和 26年) (昭和 31年) (昭和 35年〕

林業一般 林業一般 林業一般 林業一般

森林生産 森林生産 森林生産 育林

森林土木 森林土木 森林土木 伐木運材

砂防

林業経済 林業経済 林業経済 森林経理・法規

林産加工 林産加工 林産加工 林産製造

5 5 

総合農業 総合農業

15 15 

5 

総合農業

農林測量

14 

木材加工

7 

総合農業

総合実習

(測量)

48 

た。「総合実習j，1測量」の内容に林業の記載がなくなっ

た。学科改編が加速した 1989年版では，科目変更はないが，

教育の内容に森林の多面的な機能など木材生産以外の内容

が盛り込まれた。専門科目に「課題研究」が設定され，次

の改訂で設定される「総合的な学習の時間Jのモデルとなっ

た(鶴見 2007)。

W期:専門教育のあり方が転換した 1999年(現行)版

では，科目数がさらに 3科目まで減り，名称が変更した(1森

林科学j，1森林経営j，1林産加工j)。学習内容は，環境や

森林の意義，森林の生態，森林の総合的利用などが盛り込

まれ，農業の国際化や情報化，技術革新，サービス化に対

応し，課題解決への思考や創造性の育成を目指して，個性

の伸長と選択の帽の拡大が志向された。また，基礎科目「環

境科学基礎j，ヒューマンサービスに関する「グリーンラ

イフJが新設され， 1環境科学基礎」には，森林の生態系，

植生調査，森林と環境保全が盛り込まれた。 2009年の最

新版では， 1林産加工」が「林産物利用」になり，学習内

容には，グローパルな視点や持続可能性が取り入れられた。

基礎科目「農業と環境Jには，環境の保全として森林の調

査が盛り込まれ， 1グリーンライフ」では，エコ・ツーリ

ズムなど農山村交流などが盛り込まれている。

以上から，専門科目の内容を学習指導要領での科目の項

目を整理すると，戦後一貫して，育林や森林の育成，森林

利用や木材の生産，山地の保全，森林の機能，測樹，流通，

林政，木材の性質と用途，木材加工，林産製造や特用林産

の10項目が教えられていた。教育内容の精選と共に削減

されたのは，育種，森林土木(橋，索道，機械)，砂防な

ど林業の工学的な専門技術に関するもので，新たに加わっ

た内容は，各科目の意義と役割，森林の生態，総合的利用，

環境の調査や保全，グリーン・ツーリズムやエコツアー，

農山村の地域活'性化で、あった。詳細な内容は，教科書の記

述の分析をもとに検討しなければならないが，教育内容は，

木材生産を中心としながらも，教育目標の変化にあわせて，

現場で活用できる林業技術から，広く環境や森林の意義を

1970年 1978年 1989年 1999年 2009年

(昭和 45年) (昭和 53年) (平成元年) (平成 11年) (平成 21年)

林業一般

育林 育林 育林 森林科学 森林科学

伐木運材 林業土木 林業土木

砂防

林業機械

測樹 林業経営 林業経営 森林経営 森林経営

林業経営

林産製造 林産加工 林産加工 林産加工 林産物利用

木材加工

木材材料

10 4 4 3 3 

環境科学基礎 環境と農業

総合実習 (総合実習) (総合実習) (総合実習) (総合実習)

(測量) (測量) (測量) (測量) (ìß~量)

(課題研究) (課題研究) (課題研究)

(グリーンライフ)(グリーンライフ)

54 30 36 29 30 
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加えた内容へと変わってきていた。

専門高校で行われている教育内容について実態調査をも

とに整理した井上 (2006)は，新しい内容として自然観察，

環境教育，野外活動，観光・レクリエーション，ボランテイ

アを挙げている。最新版の学習指導要領の内容と比較する

と，これらが全ての学校で行われている訳ではないが，森

林の生態や調査，交流活動など新たに盛り込まれた内容は，

既に教育現場で実践がみられるといえる。

V.考察:今後の森林・林業教育と課題

戦後の専門高校での森林・林業教育について，学習指導

要領の変遷をもとに整理してきた。その結果，高度経済成

長期までは，技術者養成が目指されてきたが，関連分野へ

の就職が減少する中で，森林・林業関連学科は減少，多様

化し，専門教育自体が，進学を視野に入れた将来の職業人

を育むことへと転換してきていた。教育内容は，戦後拡大

した林業の専門技術が減り，レクリエーションや環境保全，

地域交流などが加わってきた。関連分野への人材育成の意

義が薄らいできた状況は，森林・林業関連学科の卒業生の

進路のデータで裏付けられる。既往の丈献によると， 1950 

年には，営林局など公務員や関係団体なと。林業関係への就

職が就職者の 4割強 (1，135人)，木材加工やパルプなどの

関連産業へは 473人で，あわせて卒業生のほほ半数を占め

ていたが， 2001年度では，林業関連の就職者は卒業生の

4.9% (138人:林業自営 10人，林業職公務員 38人を含

む)，農業や土木を含めた関連産業全体の就職をあわせて

も17.5%(323人)で，大学や農林大学校等への進学者は

15.3% (283人:大学 154人，短大 96名を含む)となった

(注 8)。近年の関連分野への就職・進学者は，森林・林業

関連学科の卒業生約 1，000人のうち 2割程度と考えられる。

また，北海道の森林・林業関連学科の教育を分析した早尻・

林 (2006)が， I公務員の育成機関という役割を低下させ

ている。森林関連企業への就職者数も減少気味」と指摘し

ている内容とも一致している。

以上の傾向を踏まえて，これからの専門教育の中での森

林・林業教育を考察すると，専門分野への人材育成と共に，

最新版の学習指導要領で示されている「新たな専門教育」

の方向性が考えられる。「新たな専門教育」では，将来の

スペシャリストや職業人の基礎として，体験学習を通じた

「生きる力」の育成，社会の多様化に対応して問題を解決

する思考力や判断力の育成などが目指されている。教育社

会学者の本田 (2008)は，専門高校の専門教育の展望とし

て， I柔軟な専門性Jとして「特定の専門領域や分野，テー

マを入口ないし切り口としながら，より一般的・共通的・

普遍的な知識やスキル，あるいはキャリアを身につけてゆ

くプロセス」を提案している。こうした専門教育は，将来

の専門分野に進む人材育成と同時に，一般的なキャリア形

成につながる教養教育といえる。つまり，これからの専門

教育では，将来の職業人の基礎教養の教育と，専門分野へ

の人材育成としての職業教育の二つの側面を持つ，多様な

スキルが盛り込まれたものと考えられる。

こうした基礎教養と専門教育の二つの側面を持つ「新た

な専門教育」は，一体どのように実施すればよいのであろ

うか。具体的な実施方法について，学習指導要領や本田

(2008)は言及しておらず，専門教育自体も模索している

のが現状と考えられる。教育を実際に行うことの難しさは，

例えば「総合的な学習の時間」がこの 10年間実施されて

いながら，教育現場での評価が必ずしも高くないことから

も示されているといえよう。ただし「総合的な学習の時間」

は，実践の課題を抱えながらも，最新版の学習指導要領で

も一層重視されており，学ぶことの楽しさの体験や，体験

活動の充実など体験を通じた教育の実現はこれからも求め

られている。「総合的な学習の時間Jと同様， I新たな専門

教育」についても，実際にどう実施すればよいか，具体的

な方法が求められているといえよう。

ところで，本稿で分析してきた森林・林業教育の変遷の

中で既に，これからの「新たな専門教育」として求められ

ている将来の職業人の基礎教養の教育が行われてきている

と考えられる。森林・林業教育を実践してきた松尾 (1972)

は，林業教育の価値として，①専門分野への人材育成，

②森林地域を担う人材育成，③自然体験，勤労体験，集団

生活，ものづくり体験を通じた，学習意欲，環境教育につ

ながる教養教育，人間性，社会性を養う教養教育の 3点を

挙げているが，③は「新たな専門教育Jで求められている

将来の職業人の基礎教養といえよう。また，同じく高校教

員の佐怒賀 (2005) も，森林・林業教育について， I森林・

林業の知識や技術を習得させる教育」である専門分野への

人材育成に加えて， I人間教育としての『森林・林業を通

して鍛え育成する教育JlJとして教養教育の側面を示して

いる。教育現場からのこれらの見解は，専門高校での森林・

林業教育が，関連分野以外に進む 8割の生徒への教養教育

の役割を既に果たしてきていることを実証しているといえ

る。また同時に，今日でも関連分野に約 2割の卒業生を輩

出していることから，林業への人材育成の役割も担ってい

るといえる。つまり，今日行われてきている専門高校の森

林・林業教育は，職業人の基礎教養としての教育と，専門

分野への人材育成の両方を含んだ、専門教育の両方を実現し

てきたと考えられる。

以上から，これまでの森林・林業教育の実践の中で，こ

れからの「新たな専門教育」の具体的な実施方法を提示す

る可能性があるといえるであろう。ただし，考慮すべきこ

とは，これまでの森林・林業教育は，あくまでも関連学科

の生徒に対する教育が基本であり，選択の幅が広がる中で

関連学科の生徒以外への新たな対応が求められる。そこで

森林・林業教育を，教養教育と職業教育の二つの役割を持

つ「新たな専門教育Jとして展開する上での課題を，本稿

で分析してきた内容を踏まえて検討すると，次の三つの課

題が考えられた。

まず，教育プログラムや内容の検討が挙げられる。森林・

林業教育は，体験学習を通じたものづくりの充実感，助け
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合いや団結力，自信や感動，生きる力を育むなど，森林・

林業関係の進路を選ばない生徒にとっても魅力あるものと

なる可能性がある。職業人の基礎教養として，森林・林業

の幅広い内容の中から何をどのように教えるか，改めてプ

ログラムや教育方法を検討することが必要であろう。また

一方，森林・林業の専門分野への人材育成としては，内容

が広がった森林・林業の技術体系を整理し，高校レベルで

教えるべき内容を厳選する必要があろう。早尻・林 (2006)

は， I林業労働者を施業の管理などを担う森林管理技術者

として位置づけなおすことで， 11新たな林業技術者像~J の

確立を指摘し「今後の林業・森林管理における林業労働者

の役割とは何かを問う視点が欠かせないJと指摘している。

さらに，環境保全や，観光産業，バイオマス利用なども求

められている。多様な森林・林業関連の職業に対応しなが

ら，教育内容を厳選する難しい課題を克服する必要がある。

次に，新たな森林・林業教育の専門性を持つ教員の養成

がある。内容の幅が広がってきている森林・林業教育の展

開には，研修制度も必要であろう。松尾 (1972) は，森林・

林業教育が専門的な技術，知識に裏打ちされている中で展

開できてきたと指摘し井上・大石 (2007) は，生徒が選

択の幅を広げられるようにカリキュラムを組む総合学科高

校を調査し，教員の専門性の維持が困難な実態を示してい

る。森林・林業教育を通じた教育の展開は，教員の専門性

に裏打ちされた指導力がないと，新たな役割を含む教育を

展開することは難しいであろう。専門性を持つ教員の養成

や研修が求められる。

さらに 3点目として，森林・林業関連教育の体系化が挙

げられる。森林・林業教育に課せられたこれらの課題の解

決には，都道府県単位で分かれている専門高校だけでは限

界がある。高校教員の塚越 (1974)が「単に林業科教師の

力のみでは解決しない大きな問題で，その解決のためには

広く林業各界の力を結集する必要性が感じさせられる」と

し，同じく渡辺(1999)が「教育行政と林業行政が一体となっ

た教育システムが今日こそ必要な時代になっている」とし

て指摘しているように，森林・林業の産・学・官が連携し

て，人材育成を担う体制の確立が必要であろう。森林・林

業の専門教育の体系化には，先に示した教育プログラムや

教育内容の検討や指導者の確保に加え，教育方法の検討や

教材開発，評価方法など，課題が山積しており，森林・林

業教育の研究も必要である。森林・林業分野全体の課題と

して専門教育を捉え，教育現場を支援してゆくことで，次

世代の森林・林業を担う人材育成につながるであろう。

森林・林業教育の対象である森林は，時間的，空間的な

スケールが大きく，地域の自然に根ざし，魅力に溢れてい

ることは，森林・林業関係者なら十分に承知している。魅

力溢れた教養教育としての森林・林業教育をどう展開し，

また広い視野と責任感を持って森林や林業に関わる次世代

の人材をどう育成するか，森林・林業教育のあり方は今後

の森林・林業を左右する課題と考えている。

本研究の実施にあたり，全国林研の森林・林業関連学科教員の方々

にご協力をいただいた。また本研究は，科学研究費(課題番号:
21730712若手研究B)の成果を含んで、いる。
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E i注主 言記

(αj注主 1ο)出典:文音部E科学省 専門高校の現状 (ωh仕匂p:/h仰 w.mex泣t.g<伊0仏.必/

a_menu/九s1ぬh加1ωotωou/s泊剥hi吐i泊nkoωou/ν/g酔e~抑/in凶l吋de偲x.hむ加n2011.9.2 取得)
(注 2)出典:柴田・宮坂・森岡 (2004)39--43，国立教育政策研究所「学
習指導要領データベースJ(h仕p://www.nier.go.jp/guideline/2011. 8.30. 
取得)
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(注 3)出典:文部科学省初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室産

業教育係.専門高校の振興方策. (h町://、刊w.mext.go担/a_menu/
shotou/ shinkou/ shinko/index.h也12011.9.6.取得)将来の専門家の育成

に係る教育の研究開発である「目指せスペシャリスト」では，静岡県

立天竜林業高等学校 (2007~2009 年度)，新潟県立高田農業高等学校

(2008~201O年度)が実施し，企業実習と教育・職業訓練である「日
本版デュアルシステム」は，山梨県立農林高等学校が実施した。

(注 4)森林・林業関連学科の分類は，調査者や時期により異なるが，

森林・林業を主とする単独学科は全体の約半数である。本分類は，小

林禎和 (2007)全国林研資料をもとにした。森林・林業を主とする専

門学科 34校の名称は，森林科学 (12校)，森林環境 (6校)，林業 (3
校)，以下各 1校が林業緑地，森林総合，森林リサーチ，森林工学，林

業工学，林産工芸，林産工学，特用林産，緑地工学，環境科学，緑科

学，環境創造，グリーン環境で，森林・林業関連学科のコース設置校

17校は， 3校がグリーンライフ，グリーン環境，環境科学， 2校が生

物資源，以下各 1校が環境工学，環境土木，グリーンデザイン，環境

クリエイト，環境緑地，緑地環境である。

(注 5)森林・林業教育の変遷:松尾 (1979)は，新制高校発足時(昭

和 23~30 年代前半)，経済の高度成長(昭和 30年代)，指導要領改訂

後(昭和 40年代)，多様化路線の反省と原点からの出発(昭和 48年改

訂~)に区分し，渡辺 (1999) は，戦後復興期(学制改革~1960 年)，
高度経済成長期 (1960 年代~70 年代初頭)，高度経済成長期の終駕と

行革 (1970 年代初頭~80 年代前半)，現在 (1980 年代前半~)として
いる。

(注6)標準学科:学習指導要領の解説で明示されている学科名。 1952
年版(農業科編)では，課程として，農業，園芸，畜産，農林，農業

土木，林業を挙げ， 1960年度版では，学科として，上記の他に蚕業，

農業製造，造園，生活が加わり，農林がなくなったo 1989年度版(農

業編)では，標準的な学科 9学科の一つが林業科であった。

(注7)最新版は，小学校で2011年度から実施で，高校は 2013年度か

ら実施予定であり，理科と数学は 2012年度から先行実施されている。

(注8)1950年度:高校林業課程87校，卒業生数3，353人。進学346人

(10%)，自営 752人 (22%)。出典:山本光 (1952)林業経済5(5) : 
24-270 2001年度:森林・林業関連学科 54校，卒業生数1，844人(内

訳人数の合計)データ。出典:農林水産奨励会 (2003)82-83 
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