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総 説
特集「森林環境教育の歩みと実践研究j

わが国森林学における森林教育研究

一専門教育および教育活動の場に関する研究を中心とした分析一

大石康彦氏1・井上真理子1

わが留における森林学と専門教育は 100年に及ぶ燈史を刻んで、いる。一方，近年は専門教育以外への森林の利用も感んであ

り，これらを背景に森林教育研究も活発である。ところが，森林教育研究を包括的にとらえた体系的レビューはこれまでにな

い。本識は，わが悶の森林学における森林教育研究を包括的にとらえ，体系的レビューを行うことをお約とした。 EPIζ森林学

会と同学会の述携学会および関連学会等がこれまでに刊行した学会誌等を悉皆調査し教育に関わる文献をtil!l±lした。抽出し

た文献をJI寺系列やテーマに沿って整理，考察した。その給来，初出された文i初土， 1925～2011lf-の部｝に 4481'牛あり， 1980lf-1t 

までは散発的で、あったが，近年念、鳩していた。本論では，主主：f"l教育および教育活動の坊としての森林や展示施設に関する研究

を対象に整理した。専門教育に泌する研究は，初期には林業数脊，追って教育訓練や大学， i均等学校における専門教育へ展開

し，森林・施設に関する研究は，初期には学校林，追って演習林，さらには森林が果たす後能へ模開していた。

キーワード：森林教育，研究レビュー，専門教育，森林，展示施設

Y回世tikoOishi,*1 Mariko Inoue1 (2014) Studies on Forest Education in Japan: Analysis Focused on Studies of 

Specialized Education and Educational Sites. J Jpn For Soc 96: 15-25 Marking a centur・ysince the commencement of fo子

estry and its specialized education Recently, for巴stshave been more actively utilized for vaded purposes as well as professional educa同

首on,which has led to active studies on forest education. However, th巴rehave been no systematic reviews to date compdsing a grasp of 

fores廿yeducation studies in Japan’s forestry sector. This article包rge旬、吋de-rangingcomprehension and a syst＇日ma註cr巴viewof stud-

ies on forestry education in Japan. To achieve the target, the Japan Forest Society and its associated and related societies extracted 

sources relating to forestry education after examining each of the released academic journals. Moreover, examina柱。nof extracted lit-

erature, arranged in chronological order and based on subjects, showed that the ex岡山 dudng1925 2011 amounted to 448, with 

recent soadng numbers following a sporadic increase until the 1980s. This article classifies our histodcal for四 tryeducation studies into 

research which deals with specialized education and its educational sites such as forests and related exhibiting facilities. It emergesせiat

research dealing with specialized education, star柱ngwith forestry education, has developed into professional educa加nat high schools 

and universities and educationalむ・aining,while r四 earchdealing with forests and related facilities has started studyingせ1efunction of 

forests, star ting悦仕1school forests owned by schools for educational purposes, followed by expedmental forests目

Keywords：巴xlubitingfacilities, forest, specialized education, study review, forest educaせon

1 研究の背景・詩的

わが国における森林に関わる教育を概観すると，森林に

関わる専門教育は， 1882年の東京山林学校設置に始まる

長い授史を持っている。森林現場における教育的な活動に

自を向ければ，全国約3千校が学校林を保有し，森林環境

教育を推進する森の子くらぶ活動推進プロジ、ェクトなどの

事業に多くの子どもたちが参加し，森林体験学習の場とし

て里山林を干写生する取り組みが行われるなど，専門教育以

外の教育への森林の利用が盛んである（林野庁 2011）。

年9月号掲載論文を対象に分析し，一般市民に対する教育

も研究対象として意識され始めたことや，森林教育の本質

について論究する論文がほとんどみられないことを指摘

し，比屋根（2001）は 1990年代の林学会論文集を対象に

分析し森林教育の定義，地域振興，市民参加，教育実践

等のどちらかというと社会科学的な切り口からの研究が大

半であることを指摘し比屋根（2010）は 1990～2009年

の環境教育学会大会講演要旨集における森林関連の発表を

抽出し，教育の対象や内容，目的などにより分類している。

しかし，これらはいずれも検討対象が特定の刊行物に限ら

れており，わが国における森林に関わる教育に関する研究

の経緯は， ト分には明らかにされていない。

一方，わが閣の森林学で、は， 1914年の林学会結成以来，

専門教脊などに関する研究が行われてきている。近年では，

日本森林学会第 114聞大会（2003）以降 11年連続で教育

をテーマとするセッションが設けられるなど，教育に関す

る研究への活発な取り組みがみられる。このようななか，

森林に関わる教育に関する研究のレビューも行われてお

り，関凋（1999）は「林業経済J誌の 1948年5月～1998

＊迷絡先著者（Correspon【lingauthor) E-m註il:oishi@ffpd.af企-c.go.j

このようなことから，本論ではさしあたり，森林に関わ

る教育を森林教育と呼ぶこととし（注 1），森林教育に関

する研究を森林教育研究として位置づけ，これまでに行わ

れたわが閣の森林学における森林教育研究を包括的にとら

えて体系的にレビューすることを目的とした。

1独立行政、法人森林総合研究所多摩森林科学図 〒 193一0843 束京者E八.£子子n廿塁町 1833一81（ぐfamaForest Science Garden, Fores仕yand Forest 
Products Research Institute, 1833…81 Todod, Hachioji, Tokyo 193-0843, Japan) 
(2013年3月初日受付， 2013年10月9日受渡）
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II.研究の方法

わが閣の森林学における森林教育研究をレビューしよう

とするとき，森林学としてとらえる範圏と森林教育研究の

内容をどう規定するかが問題となる。仮に，森林教育研究

の内容を規定することができれば，キーワードを手がかり

とする文献検索によって，森林学としてとらえる範閤を画

定することなく研究例を収集することができるであろう。

しかし，森林教育の問題は，教育の種別を考えても専門教

脊と学校教育，さらには社会教育まで及んでおり，その他

にも教育の概念や教育活動現場の問題など多岐にわたって

いる。このため，あらかじめ森林教育研究の内容を規定し

て研究例を収集することは，結果的に森林教脊研究を偏っ

てとらえる危i設があると考えられる。一方，森林学として

とらえる範割については，先にあげたレビュー事例にみら

れるように，森林系以外の学会や，森林系であっても学会

以外の団体による刊行物にも森林教育研究が存在してい

る。したがって，森林学としてとらえる範臨を阪定するこ

とは難しい。これらの事情を賭まえ，本論では，森林教育

研究を内容を向わずにi幅広くとらえることを援先し，次に

示す刊行物を本論でとらえる森林学の範閤とした上で，そ

れらを対象とする悉皆調査を行うこととした。具体的には，

わが閣における森林学研究の中核である日本森林学会，関

学会の連携学会（！日支部）と関連学会および林業経済研究

所が2011年までに刊行した学会誌等を，本論において森

林学としてとらえる対象範囲とし，日本森林学会が刊行し

た学会誌（日本森林学会誌， Journalof Forest Research, 

森林科学）と日本森林学会大会学術講演集，自本森林学会

の連携学会Cl日支部）である北方森林学会，東北森林科学会，

関東森林学会，中部森林学会，応用森林学会，九州森林f字

会が刊行した学会誌および大会講演集，日本森林学会の関

連学会である日本木材学会，砂紡学会，樹木i主学会，森林

計画学会，森林立地学会，日本緑化工学会，林業経済学会

が刊行した学会誌，林業経済研究所が：刊行した学術誌刊本

業経済j の，いずれも継続前誌を含む初？すから 2011年ま

での全ての巻号の掲載論文等を調査対象とした（注2～5）。

なお，本稿では調査対象外とした森林系以外の学会におい

ても森林教育研究に相当する研究は行われているが，それ

らの検討については今後の課題としたい。

調査対象とした全ての学会誌等の目次を参照し，教育に

関わる内容が含まれる可能性がある文献のすべてに日を通

し，教育や学校，学習など教脊に関わる内容を含む文献を

抽出した。なお，森林の多面的機能の一部として教脊をと

らえたものなど，教育を派生的にとらえた文献については，

教育に関わる用語や内容が含まれている場合でも拍出対象

から除外した。

抽出した文献は，比屋根（2003）による森林教育研究の

分類や，大石（2001）による森林体験活動の構成要素を参

考に，教育の概念，教育の種別（専門教育，学校教育，社

会教育），教育活動現場の要素（教育活動の；場としての森林・

展示施設，対－象者，教材・プログラム，指導者）を枠組み

として分類整理した（注 6）。これらの枠組みは，森林教

育現場の問題として活動現場の婆素があり，その外側に活

動現場を扱う主体として教育の撞別があり，さらにこれら

を包含する教脊の概念があるという重層的な構造をなすも

のと考えられる。したがって，収集した文献をもれなく分

類整理するためには，これら三つの1李総みを併用してとら

える必要があると考えた。一方で、，一つの文献の内容が複

数の枠組みに関わるものも少なくなかった。しかし，本論

では各文献の位置づけが複数の枠組みに交錯することを避

けるため，一つの文献は一つの枠組みに位霞づけることを

原知とした。

以ヒの結果，後述するように森林教育研究は，まず

1925年に専門教育に関する研究から開始され，次いで

1955 q三には森林・展示締設に関する研究が開始されてい

た。以後 1980年代までは，専門教育と森林・展示施設に

関する研究が断続的に続き， 1990年前後になってその他

の研究テーマへの急速な拡張がみられた。本論では，紙数

llJIJI浪を考慮して，これらのうち比較的早期に開始された，

専門教育と森林・展示施設に関する研究について整理する

こととした。なお， 1990年前後から開始された教育の概念，

教育の種加の学校教育および社会教育，教育活動現場の要

素の対象者，教材・プログラムおよび指導者に関する研究

については，改めて稿を起こすこととしたい。

III. 結果・考察

1. 森林教膏研究全体

2011年までのわが閣の森林学における森林教育研究の

文献として，日本森林学会の学会誌および大会講演集から

284件，連携学会 Cl日支部）の学会誌および大会講演集か

ら80件，関連学会の学会誌から 29件，林業経済研究所の

学術誌から 55件，合計4481'牛が抽出された（表一1）。収集

した文献を時系列に沿ってみると， 1925年から 1989年ま

での 65年間には 77件であったのに対し， 1990～1999年

の 10年間に 78件， 2000～2009q三の 10年間には 245件と

増加していた（図－1）。

研究テーマ別の文献数をみると， 1925Jfに開始された

専門教育に関する研究 (126件）と， 1955年に開始された

森林・展示施設に関する研究（62件）は，いずれも比較

的早期に開始され，文献数も他によヒベ多数であった。 1990

年前後には学校教育や社会教育，さらに対象者や教材・プ

ログラム，指導者等に関する研究が開始され，森林教育研

究のテーマが一気に拡張し，文献数も増加していた（表－2）。

この間の時代背景を考えると，専門教育に関する研究が

開始された背景には，農業学校における林学教育の充実が

あり，森林・展示施設に関する研究が開始された背景には，

学校林を教育の一環としてとらえ夜す動きがあった。また，

1990年代の研究テーマ拡張と文献数増加の背景には，宮

林ら（1992）が指摘したように， 1986年の林政審議会答

申や 1987年の森林資源に関する基本計画において森林の
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国一1.森林教育研究文献数の推移

表－1.森林教育研究の文献数（初刊～2011年）

El 
日本森林学会誌 1919 32 

Journal of Forest立esearch 1996 2 

森林科学 1991 33 

日本森林学会大会議淡集 1937 217 

北方若手林学’会 1952 2 

東北森林科学会 1950 14 

関東森林学会 1951 36 

中部森林学会 1955 12 

応用森林学会 1950 6 

九州森林＇＃：会 1950 10 

80 

日本木材学会 1955 

砂防学会 1948 10 

倒木医学会 1997 

森林百十顔学会 1976 2 

森林立地学会 1951 。
日本緑化工学会 1973 3 

キ~染経済学会 1955 12 

林三室経済 1948 55 

総合的利用が打ち出され，森林の有する機能が教育的利用

などに拡張されたことがある。また， 1991年には文部省

が環境教育指導資料を刊行しており，学校教育現場におけ

る環境教育への取り組みが始まったのもこの時期である。

また， 2000年代に入って森林教育研究の文献数がさらに

増加した背景には， 1999年度の林野庁と文部科学省の連

携による森の子くらぶ活動推進プロジ、エクトの開始， 2001

年の森林・林業基本法における教育のための森林利用促進

の位置づけ， 2002年度の学校教育への総合的な学習の時

間の本格導入がある。

2. 専門教育に関する研究

わが国の森林学において最も阜く開始された森＊＊教脊研

究は，専門教育に関する研究であった。ここでは，専門教

育に関する研究を，林業技術者養成を程的とする林業教育

に関する研究と，林業現場の技術者に対する教育前線にi期
する研究に分けて整理する。

1）林業教育に関する研究

林業教育に関する研究は，林業教育のあり方，高等学校

における専門教育，大学における専門教育に関する研究に

分、けることカfできた。

林業教育のあり方に関する研究は，本論で収集した文獄

中で最も卒く開始され，わが国における森林教育研究のl儲

矢となった。家高（1925）は，全自のf長業学校に林学教育

が広がっている状況を受けて，林学が輸入されて数十年の

間にわが国の状態に適合するものとなったが，それは大規

模で合理的な林業を対象としたものであり，農業，蚕業を

本体とする農業学校における林業としては大き過ぎること

などを指摘した。続いて 1930年の林学会春季大会学会討

論会「我睦｜；休業教育改善に就てJにおける報告 12{cj二と討

論7件があり，林学の初期における専門教育への関心の高

さがうかがえた。討論会では，林業教育の内容に関して，

庄田（1930）や三浦（1930）は技術者養成の必要，漆LlJ(1930) 

や浦井（1930）は実地に役立つ人物を作る必要，丸山（1930)

は農業の教育を併せ行う必要を主張した。林業教育の体制

に関して，鈴木 (1930）は高等山林学校創設の必要，寺崎

(1930）は農家の副業としての林業教育を普通農林学校，

大規模の林主および管理者としての林業教育を高等専門学

校，林業技術指導者としての林業教育を大学農学部の三段

階で行う必要，間部（1930）は山林の多い府県への林業学

校設置の必要を主躍した。また，林業教育の陪題点として，

藤井（1930）は教育行政，林野行政の理解不足，市河（1930)

は大学の定員不足を指摘した。これらの報告に対する討論

では，関村（1930），川i添（1930），渡議（1930）は科告や

教官，経費の不備，三木（1930）や和田（1930）は林学卒
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藤（1996），関岡 ・渡辺（1998），伊藤 ・松下（2000）は林

業科高校生の就業意思について明らかにした。また，高等

学校専門教育の内容について，鈴木（1995），渡辺 ・関岡

(1998），井上・大島（2003），井上（2006），井上・大石（2007a,

2009），早尻（2011）が明らかにした。続いて高等学校専

門教育の指導者について，内野（1953）は大学学芸学部に

おける林業教育指導者養成の内容等を明らかにし，井上 ・

大石（2007b,2008）は専門高校教員セミナーの実践につ

いて報告した。続いて，高等学校専門教育の体制について，

藤井（1957a, b）は明治期から戦前までの林学教育の経

緯を述べるなかで，林学関係学科を持った明治期の実業学

校，大正期の農業学校，戦前の農業学校の一覧表を掲げて

各時期の事情，山本（1963）は大正期から戦後にかけての

高校林学教育の変遷，井上（1963）は昭和 30年代の高校

林業教育の状況，服部（1963）は昭和 30年代末の林業高

校の配置や生徒定数，カリキュラム，松尾（1972）は戦後

の高度発展下における高校林業教育事情について明らかに

した。また，渡辺 （1999）は戦後以降の高校林業教育の変

遷を明らかにした上で，転換期にさしかかった高校林業教

育の課題を明らかにし，宮下（1999）は木曽山林高校を事

例に，転換期の高校林業教育の現状を明らかにした。この

他，高等学校専門教育における演習林に関する研究が開始

され，奥村（1962）は全国の農業，林業，農林高校の演習林，

井上（2004），井上ら（2004）は農林高校における演習林

管理について報告した。高等学校専門教育における教材に

関する研究では，井上 ・大石（2011）は新学習指導要領に

対応した教材のあり方について提案し，田中・井上（2007)

は空中写真判読実習プログラム 田中 ・井上（2010）は数

学教育プログラムの開発と実践について報告した。このよ

うに，高等学校専門教育に関する研究は， 1948年の新制

高等学校発足を受ける形で開始された。その後，高等学校

業生の就職難を指摘し，八戸（1930）は林業進歩のために

林業教育を受けた者が必要で、ある とし，宇野（1930）は技

術官高等試験の実現を希望した。また，林業技術者の需要

側である県や国有林，林業会社と供給側である大学や農林

学校からも幅広い議論が行われ，上村（1930）は「林業の

重要なること漸く世間に認められ， 今日 にては，農林業な

る名栴が， 一般に通用さる‘に至らん，而して此進展を促

がすものは，林業教育の徹底にありと信ずるものなり。」

と述べて普通教育における林学事項に力を入れる必要を指

摘し今井（1930）はわが国では産業面のみならず国土保

安，精神感化，休養，保健等の面からも森林を重要視すべ

きであり，その恩沢は農民も都会人も共に受けるものであ

るから，国民に対する総林業教育が必要と指摘した。これ

らは，専門教育を進める一方で，普通教育においても林業

や森林の公益的機能をとりあげる必要を早期に指摘したも

のとして注目される。この後，盟谷（1940）は林業教育が

明治初頭以来の空白を経て，明治 15年の東京山林学校設

立によ って一時期を画したとし塩谷（1986）は林学教育

の始まりから日本最初の林学高等教育機関である東京山林

学校発足までの経緯を明らかにした。その他，片山（1952)

は従来の林学教育が官学一色であったとし，我が国の教育

史を詳述した上で産業発達のために私学の伸展が望まれる

とした。このように，林業教育のあり方に関する研究は，

農業学校における林学教育が展開する状況のなかでその使

命を問う形で開始された。その後， 1930年には充実した

議論があったものの，以降は低調にとどまり， 1948年の

学制改革を受けて高等学校，大学における専門教育に関す

る研究へ発展する形で終息した。

高等学校専門教育に関する研究では，進路に関する研

究が最も早く開始された。山本（1952），松尾（1979）， 高

田 ・石橋（1994），早尻 ・林（2006）は卒業生の進路，佐
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林業科の変革をとらえながら，進路や体制，教育内容の問

題から，指導者，演習林，教材といった現場の問題まで幅

広い研究テーマが取り組まれていた。

大学専門教育に関する研究は，大学専門教育の体制や教

育内容に関する研究が最も早く開始された。片山（1953a,

b）はわが閣における林業教育の繁明期からの教育機関設

霞等を年代を追って明らかにし，学科課程の変選や演習林

設置の経緯を明らかにした。また，大崎（1963），サトー

(1963）は大学教育の体質改善問題でにおける林学教育の

在り方について，石井ら（1969）は大学開題がいわれるな

かでの林学教育の在り方について論じた。鷲尾（1973）は

新制大学発足から 25年間の林業教育の変化，長池（1975)

は明治林政創成期の功績者の軌跡、をたどるなかで，東京山

林学校設立の経緯，林（1979）は林業後継者教育機関とし

て設立された県立林業短期大学校の実態，竹田（1991),

高橋（1993），遠藤（1994）は大学改組のなかでの砂崩教

育のあり方，奥山（1997）は旧制高等教育機関における林

業教育の展開について明らかにした。その後， 1999年の

JABEE （日本技術者教育認定機構）設立を契機に，大学

における技術者教育に関する研究が活発化した。旺本林学

会第 115聞大会（2004）におけるセッション「技術者教育

プログラムと人材育成Jでは，福111奇（2004）はJJ田EEの

動向，志賀（2004），小林（2004）は大学における技術者

教育の取り組み，箆（2004）はJABEEの審査基準，田坂

(2004）は JABEE審査受審の実態，イヰ1 (2004）は林業技

術士の視点から JJ出EEに対する期待について明らかにし

た。さらに，森林科学No.51(2007）における特集「森林

技術者教育と JABEE認定の動き」では，太田（2007）は

JAB EEの歩みや課題，箕日（2007），木下（2007）は各大

における JABEE認定の事例，仁多見（2007）は大学院

技術者認定の動きをとらえ， JABEE認定を取り巻く状況

を明らかにした。さらに， J錦町認定の崩辺事情として，

(2007）は民開会社の林業現場から森林技術者教育へ

の期待，紙谷（2007）は森林技術者教育プログラムの現状

と課題について明らかにした。また， j毎外の大学専門教育

の体制や教育内容に関する研究では，片山（1953c）はド

イツ，フランス，スウェーテ争ンの大学における林業技術官

吏養成制度，島田（1953）は北欧の大学における林業教育

事情，加納（1956, 1957）は 1923～1946年の台湾におけ

る林学教育，王子田（1963）はドイツの大学林学科の状況，

片山（1965）はドイツ，スイスの大学林学科の状況，沼

田（1966）はフランスの林業学校，山知I(1966）はスイス

のチュー ！） ッヒ工科大学林学科の授業時間表の内容，篠原

(1978）は東南アジアとオセアニアの 7カ国における林業

教育機関の現状，伊藤（1994）はアメリカにおける森林・

林業系大学を紹介し，権ら（2000a,b）は大学森林科学

課程カリキュラムや卒業生の進路について日韓等の比較を

行った。続いて，大学専門教育の教材やプログラム開発に

関する研究もみられた。学習実習教材として，水山ら（1992)

は砂防流砂実験水路を開発し， i寅腎林実習における新たな

教材，プログラムの開発として，鍛代ら（1997），海老原・

本江（1998）はパームクーへンやピザ作り，後藤ら (1998),

海老原ら（1999）は自然体験プログラムを実践した。また，

井倉ら（2003），小林ら（2005）は大学演習林におけるイ

ベントの企画，運営を通じた森林教育指導者養成を実践し，

倉本・野呂（2008）は大学農場における諦査，作業活動を

通じた保全教育を実践した。この他，大学専門教育におけ

る演習林に関する研究がみられ，秋林（1983）は行政改革

の流れのなかにおける国立大学演習林をめぐる諸問題を明

らかにし，奥山ら（1998）は自立大学的属演習林の類型区

分を行い，！日制学校i：付属演習林には教育・研究以外にi壮麗

目的の色彩が強かったことを指摘し，田坂（2007）は森林

技術者教育で演習林の果たす役割について明らかにした。

また，問問（1994）は留学生受入増における受入体制や指

導姿勢の問題を指摘した。この他， 1967～1969年の「林

業経済」誌に大正昭和林業逸史と題する連載があり，大沢

(1967），山添（1967），中島（1967），片山（1967），塩谷

(1967），古i刃（1968），浅野（1968），武藤 (1968），山本

(1968），中Ill(1968），嶺（1969）は，私的な回想を中心

としながらも明治期から戦稜にかけての諸大学等における

専門教脊の経緯について詳細に述べており，貴重な記録資

料となっている。この他 三浦（1955）も明治末期から戦

後にかけての東京大学林学科の講座の変遷について開想し

ている。このように，大学専門教育に関するTt汁究は， 1948

年度の新il!U大学発足を受ける形で開始された。その後，竹

田（1991）が，農学部にとって最も重要な課題は学部改造立

であろうと指摘したように， 1990年代の学部改組本格化

を背景に大学専門教育に関する研究は活発化していった。

さらに， 2004年の国立大学法人化に伴う大学組織の改組

を背景に，教脊の体制に関する研究から，技術者養成をi＇与

度化する方向や専門教育の内容を拡張する方向へ展開し

た。これらの動きのなかで，大学演習林のElEl9が！日制学校

関属時代の教育・研究と財産目的から，森林技術者教育に

転換し，さらに自然体験活動など従来の専門教育とは異な

る教育内容へと拡張したことが注告される。

2）教育誇II練に閲する研究

教育諸！｜練に関する研究は，教育誇II締の実態と教育訓n＃！の
方法に関する研究に分けることができた。

早期に開始されたのは教育訓椋の実態に関する研究であ

る。小林（1953）は林業振興のための青少年団体である林

業4Hクラブの活動，竹越（1963）は北海道関有林におけ

る職員研修，和（1981）は戦前期の国有林における林業道

場の活動，和智（1993）は林業会社作業斑班長の教育指導

機能発揮，平尻（2005），学尻.~1:i 尾（2008）は林業事業

体の教育訓練の実態について，早尻（2006）は林業労働と

公共職業部｜練の関係について明らかにした。

教育訓練の方法に関する研究では，出中ら（1989,

1990）は安全教育のための計算機支援型教育システムを開

発し，村瀬・山田（2003, 2006）は林業技能者養成システ

ムを提案し，奥山ら（2011）は大学による社会人対象の林
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業技術者養成プログラムの効果を明らかにした。

このように，教育訓練に関する研究は，林業就業者数が

1995年のピークを迎えようとする時期に，新しい林業技

術を生かした事業を行う 4Hクラブ（小林 1953）を対象に

開始され，その後は散発的であるものの，教育司II練の実態

報告や教育方法の研究が現在まで続いている。

3. 森林・展示施設に関する研究

専門教育に関する研究に次いで開始されたのは，教育活

動の場としての森林および展示施設に関する研究であっ

た。ここでは，森林に関する研究と展示施設に関する研究

に分けて整理する。

1)森林に関する研究

森林に関する研究は，学校林や演習林に関する研究と，

教育活動において森林が来たす機能に関する研究に分ける

ことができた。

学校林に関する研究では，学校林の経緯について，芝田

(1955）は文部省が 1949年から教育の一環として学校林の

造成をとりあげたことなど学校植林の実状を明らかにし，

専門教育以外に関する森林教育研究の聡矢となった。続い

て，小沢（1991, 1992a, b, 1993）は岩手県の事例から

校林設定の経緯や管理，経営について明らかにし，輿Lli・

茂田（2003）は学校林の歴史と現況，竹本（2004）は明治

期における学校林設置，竹本（2005）は明治・大正期から

存続する学校林の経韓について明らかにした。さらに，

校林に関わる行政事業について，竹本ら（2000）は栃木：路

事業により設置された学校林の利活用事例，竹本ら（2002)

は長野県飯田市の学友林整備事業による全小学校への学校

林設置，島田（2003）は山梨県における学校林の現状と関

係施策，上招（2003）は長野県における学友林整備事業に

ついて明らかにした。また，学校林の現状整理として，竹

本ら（2001）は全国学校林調査を元に学校林を学校からの

距離と樹種を用いて類型化し，石楠・石井（2000）は関東

地方における学校林の現状，奥山ら（2002, 2003）は学校

林全臨調査などから学校林の実態を明らかにした。その他，

学校林の教育活動への活用に関して，竹本・永田（2003),

竹本ら（2003）は学校林で考えられる環境教育プログラム

とプログラムに適した学校林整備を提案した。さらに，島

崎（2003），服部（2003）は小学校学校林における実践事

例を紹介した。この他，林田（2004），林田ら（2004）は

効果的な環境教育を行うために多様性の高い森林をめざ

すことなど，学校林の管理手法を明らかにした。このよう

に，学校林に関する研究は，専門教育に続く森林教育研究

のテーマとして取り組まれていた。これは，明治期から存

続してきた学校林（竹本 2005）が，教脊の一環としてと

らえ蔵された（芝田 1955）ことを契機に研究が開始され

たものである。一方で、限定的であるが， 2000年代に入っ

て総合的な学習の時間の導入や林野庁による森林環境教育

の推進を背景に，学校林の森林教育活動への積綴的な利用

や管理についての研究の展開もみられるようになった。

演習林に関する研究では，大学演習林を専門教脊以外

に活用する研究がみられた（注 7)。辞（1982）は大学

演習林の教育的活用対象を小中学生の自然教育などに拡

げるための3査部iを十尖討した。枚；田ら（2000, 2003），古南国

ら（2001），芦原ら（2003), JI：倉（2003），チi二倉ら（2004,

2005, 2007）は大学演習林における公開講座，子ども対象

の地域開放事業，大学共通教育，小学校の森林教室などの

実践，井倉（2006, 2011），井倉ら（2008）は大学演官林

で活動する自然学校の実践について報告した。この地，秋

ら（2001）は大学演習林一般公開への市民ボランテイア

参加の意義と課題，山本ら（2004, 2005）は大学演習林に

おける森林教案参加者の期待と満足度について明らかにし

た。五橋ら（2010）は環境教育素材としての天然林施業の

分類を提案した。このように，演習林に関する研究では，

大学演習林の専門教育以外への多角的な利活用に関する研

究がみられた。これらの研究の背景には， 2004年度の国

立大学法人化に伴う大学組織改総が活発化し，地域との連

携が重要視されたこと（井倉2003）がある。

教育活動において森林が果たす機能に関する研究では，

営林ら（1992）は森林の教育的利用を市民と LL!林を結びつ

ける役割として位置づけ，田中・渡辺（2003）は地域にお

ける森林の教育的手umポテンシャルの評価手法を開発し，

小柳ら（2006）は小学校区における環境学習自的の自然環

境ポテンシャル評価手法を開発した。これらは地域レベル

で森林が持つ教脊的利用のポテンシャルを検討した研究で

ある。続いて，教育活動現場における森林の機能に関する

研究例もみられた。 i期間ら (1992）は少年自然の家等にお

いて，活動の展開とともに次第に森林を活用するように

なったことなどを明らかにした。藤園・林（2000）は自然

幼稚屈における子どもの遊びと1fi本簡の被覆率や立木繁皮

との関係，大石ら（2006, 2007），勝木ら（2007）は小学

生の森林体験活動による純物利用や植生への影響について

明らかにした。また，教育活動のための森林の管理・利用

に関する研究では，伊東ら（2004），間ら（2004），橋本ら

(2006）は子どもの環境学習を目的とした森林公閣の計樹

設計過程に環境学習ワークショップなどを組み込んだ事例

について報告した。枚自ら（2004）はアメリカの森林教育

フィールドとしてのモデルフォレストを紹介した。認！谷・

川島（2007）は千葉県の保育所における虫山利用の実態に

ついて明らかにした。太田ら（2011）は社寺林での環境教

育の可能性と課題について検討した。 :JI二上ら（2010），井上・

井（2011）は一般公開森林の環境教育のための整備につい

て報告した。このように，教育活動において森林が果たす

機能については，地域レベルのポテンシャルから活動現場

における森林の機能，さらには森林の利用や整備まで，様々

なスケールでとらえられ，また教育活動の場としての森林

のあり方についての研究もみられた。

以上のように，森林教育の場としての森林に関する研究

は， 1990年代に入って元々教育を目的としている学校林

や演習林だけでなく，広く一般の森林を対象とするように

なっていた。そこでは，森林の教育的利用に関わる機能論
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や，森林の管理・利用に関する研究が開始され， 2000年

代に入って活発化していた。この背景には， 2002年度か

らの学校教育への総合的な学習の時間の本格導入や，林野

庁による森林環境教育推進の取り紐み（注8）があるもの

と考えられる。

2）展示施設に関する研究

展示施設に関する研究は， 1990年代から開始された。

藤土・石橋 (1992），粟医j・石橋（1997, 1998）は森林・

林業の啓蒙を目的とした常設展示施設の実態を明らかにし

た。牛111c2001), r百本（2002a,b）は砂防関係の展示施

設について紹介した。また，寺下（2003）はドイツにおけ

る野外教育施設での森林・林業の位笹づけについて紹介し，

青柳（2010)I土地域惇物館と地域住民の連携による環境教

育活動の実践について報告した。

このように，展示施設に関する研究は， 1975年に林野

月二の林業普及指導事業のなかに，青少年のための学長？施設

の整備助成事業が感り込まれ（藤土・石橋 1992），展示施

設の整備が進展した状況を背景に開始されたが，その後の

研究は限られていた。

IV. まとめ

日本森林学会と同学会の連携学会および関連学会等が，

2011年までに刊行した学会誌等を対象に悉皆調査した結

果，森林教育研究の文献は， 1925年から 2011年までの

向に 448件存在していた。文献の件数は， 1925～1989年，

1990年代， 2000年代以降の各時期によって多寡があっ

た。また，研究のテーマについて，教育の概念，教育の種

別，教育活動現場の要素を枠組みとして分類整理した結果，

1990 年前後までは専門教育に関する研究と，森林・展示

施設に関する研究に限られていたのに対し， 1990年前後

以降には，研究テーマの急速な拡張がみられ，森林教育研

究が 1990年前援を画期とする多犠な展開をとげてきたこ

とが明らかになった。本論では，これらのうち専門教育お

よび森林・展示路設に I~する研究について整理したが，専

門教育に関する研究のなかには林業教育に関する研究と教

育訓練に関する研究があり，さらに，林業教育に関する研

究のなかに，林業教育のあり方，高等学校専門教育，大学

専門教育に関する研究が含まれ，それらが前後しながら研

究の流れを構成する入れ子構造があった。

続いて，専門教育および森林・展示施設に関する研究を

整理した結果，専門教育に関する研究は，林業技術者養成

を尽的とする林業教育の研究と林業現場の技術者に対する

教育訓線の研究に大別された。 1925年に開始された林業

教育は 1953年に研究が開始された教育部線の研究に大き

く先行していた。森林教育研究が林業技術者を養成する専

門教育から始まった背景には，上村（1930）が述べたよう

に，産業としての林業振興と，そのための林業教育が求め

られていた当時の状況がある。専門教育に関する研究は，

当初は専門教育のあり方が大きなテーマであったが，その

後は学部改革を受けた高等学校や大学の専門教育に関する

研究へ発展し，さらに，高等学校林業科の変第や国立大学

法人化等による大学学部改組を背景にした研究の展開がみ

られた。一方，教育訓練に関する研究は，林業就業者数が

ピークを迎えようとする時期に開始され，散発的ではある

が，現夜まで続いている。現在，森林・林業基本計阪（2011)

が実施に移されるなかで人材育成が求められており，大学

や高等学校における専門教育から現場における教育訓練ま

で含めた包括的な検討が求められる時期にあるといえよう。

続いて，教育活動の場としての森林・展示施設に関する

研究については，学校林に関する研究が最も早く開始され，

次いで、演習林に関する研究が開始されていた。教育活動の

場としての森林に筒する研究が，森林教育研究で先行して

いた専門教育のための演習林ではなく，学校林を対象に開

始されたことが注尽される。

その後，学校林に関する研究，演習林に関する研究のい

ずれにも長い空白期間があり， 1990年代になって，学校

林に関する研究では環境教育実践のための学校林整備や管

理に関する研究へ，演習林に関する研究では，大学演習林

を専門教育J-j、外に多角的に利活用する研究へ展開してい

た。また， 1990年代には，森林教育活動において森林が

来たす役割に関する研究が開始され，活動現場レベルから

地域レベルまで様々なスケールで検討されていた。これら

の背景には， 1986::ffミの林政審議会答申や， 1987年の森林

資源に関する基本言l弼において，森林の総合利mが打ち出

された事情がある。学校林演習林を含めた森林教育活動

のための森林の管理，利用や教育活動における森林の機能

については，研究例も少なく今後の展開が期待される。一

方，展示施設に関する研究は，全国的に施設整備が進んだ

状況を背景に開始されたが，以後はごく限られており，展

示施設の実態や森林教育活動に来たす役割についての研究

が求められる。

なお，本論で扱った文献には，データに基づき論証され

た研究論文と，著者の主張をまとめた論説やシンポジウム

記録などが含まれている。しかし，個別の文献が研究論文

に相当するか否かを明確に区別することは困難で、あり，各

文献の査読等の扱いについても確認できないものが多いこ

とから，本論ではこれらを区別して扱っていない。しかし

ながら，研究論文に相当すると思われる文献を拾ってみる

と，専門教育に関する研究，森林・展示施設に関する研究，

それぞれの内訳となる各研究テーマに研究論文に相当する

文献が存在しており，これまでに各研究テーマの研究が深

められていることがわかる。しかしながら，文献数に占め

る研究論文に相当する文献の割合には，研究テーマによる

多寡があるように思われた。研究活動は研究の発展だけで

なく，時代背景や社会的要請などに応じて変化するもので

あるが，幅広い森林教育研究を進展させていくためには，

森林教育研究全体を術服した研究戦略の検討が課題となろ

っ。
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注記

Ci:主1）森林に関わる教育については，森林環境教育など，多くの！呼称が

存在し， u:EH：の研究においても各種のII引かが使われているO 森林に関わ

る教育の；否、味も含め，呼称の整玉虫を試みた研究もみられるが，森林に関

わる教育の槻念が包括的に整理された状況にあるとはいいがたい。この

ようなことから，本論ではさしあたり，森林に関わる教育を森然教育と

Ii'予ぶこととした。

（注2）これらの学会誌等には，初刊から 2011年までの聞に，名称変更

しているものが少なくない。ここでは，各誌の 2011if三現在のぞ，;f1；をもっ
て表記した。

Cil: 3）日本森林学会が関連学協会主事としている 12団体のうち，日本学

術会議協力学術団体である 7学会が刊行した学会誌を調査対象とした。

なお， El本学術会議協力学術団体には，この他にも森林に関わりがある

と考えられる学会等が含まれているが，本論では7おまま対象外とした。

（注4)NDL OPAC, AUS WebOPACで 2012年 lYl現在に所在が

確認できなかった日本林学会大会講演集 1943～1950, 1952年，日本林

学会関東支部大会談話i集第 3,10, 13問，日本林学会中部支部会大会講

演集おう 1～2問，日本林学会問jl_q支部大会講演集第 18,21回について

は，術資対象からiな外した。
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Ci主5）林業経済研究所は「林業経済j誌を 1948ij~から現在まで刊行し
ている。関誌は学会誌ではないが，まを~JHすi論文等をflil殺している学術誌
であり，森林教育に関わる論文等も多数掲絞されていることから，本論

における悉皆調資の対象に含めることとした。

（注6)Jtll設根（2003）は，森林教干ぎを題材にした研究を大まかに分類す

ると以下の通りであるとして，（1）森林教育の概念・定義・歴史，（2)
教育の現状・実践苦手例・プログラムの開発（学校教育，社会教育，森林

ボランティア団体等， NPO による~＇）＇：潔等）， (3）教育体！l!U・教育システ

ム.i純度・政策，（4）上記（1）～（3）を包含した海外の事例研究，（5)

人々の森林鋭，林業観等の意識の把握，（6）教育実践が被教育者に及ぼ

す彩響・教育効采，（7）その他（森林の数字f機能，施設配置言1・函号事）の

各項Elをあげた。一方，大行（2001）は，森林体験活動が成立するため

に必要な姿索として，体験活動のフィールドとしての森林，体験を行う

主体である仏教者，体験内容であるソフトとソフトを指導する者である

指導者を示している。本総ではこれらの考え方を符整理して，分類経理

の枠組みを燐築した。

（注7）大学j夜営林を専門教育に活用する研究については，大学専門教育

に関する研究のなかで援理した。

（注8)2002年度からの学校教育への総合的な学習の時間の本格導入を

j)1jに， 1999年度から林野庁と文部科学省との述携による森の子くらぶ

活動捻ii!iプロジェクトが開始され， 2001年；t;IJ定の森林・林業恭本法に

は，教育Zのための森林利用の推進がうたわれた。
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