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論 文
特集「森林環境教育の歩みと実接訴究J

森林教育に関する教育臣的の講築

一学校教育を中心とした分析をもとにー＊

井上真理子＊ *.l .大石康彦I

森林環境教育や木脊など森林教育の絞り総みが行われてきている。しかしながら，森林教脊の日的が整理されていないこと

から，学校教予ぎでは森林教育への理解を符にくい。そこで，専門教育以外の普通教育としての仁森林教育」について，教育目的

を明らかにすることを試みた。まず，小・中学校における学校教育での教育の呂的を主主製し，次に，文献資料をもとに，これ

までに森林教育の目的として考会げられている内容の綴~化を行い，これらの結果から，学校教脊に対して森林教育がどのよう

な役割を来たせるかという視点から，森林教育の目的を検討することを試みた。その結果，教育の目的を含めた森林教育の定

義として「森林での夜接的な体験を通じて， f活様~資源を育む地域の自然環境である森林について知り，森林と関わる技能や
態度，感性，社会性，課題解決カなどを縫い，これからの社会の形成者として，持続的な社会の文化を担う人材育成を目指し

た教育」を提案した。あわせて，教えるべき内努として，「森林の5隊員む（多様性，生命惣：. ＇：！三E王t!t，関係性，夜i浪性）.r森
林との関わりの5成員IJJ（凝5定的，地域的，文化的，科学的，持統的）を提案した。

キーワード：森林教育，教育主目的，学校教育，森林環境教育， J休業教育

M紅色mInoue, ** •1 Yasui盛時 Oishi1(2014) Proposal of a宮崎oryabout Educational Purposes of Forest Education: An 

Analysis Based on School Education and References about Forest Education. J Jpn For Soc 96: 26-35 Forest educa-

tion activities have been widely carded out as forest environmental education註nd仕eelearning education, which we ca札“Moku-iku”．

But th巴educa註onalpurposes of forestεducation have not been established yet, so activities related to forest education have been 

poorly understood as part of school education. In order to propose a theory about the educational purposes of forest education, we 

analyzed the educational pu叩osesof school education, and definitions about forests and forest education. Furthermore, we classified 

the contents of purposes about forest巴duca註onbased on the desciiption from literatures related to precedent activities about forest 

education. TI1e Pぼposesof forest education were proposed based on th巴seresults and an angle of what functions forest education 

could be carded out in future socie匂rand education. The pur予osesof forest education were proposed as“日ducationthrough direct 

expeiience in forests for human resources who lα1ow regional forests as a natural environment and trees as circulation resour℃es, who 

have acquired skill and m閣でnessof forests, and who will support and promote a cultur・Ewhich establishes symbiosis wi仕lnature and a 

sustainable society’； Le乱rningforest education is part of five kinds of“basic aspects of forests”（diversity, life, production, rela柱。n,and

長必teness),and five kinds ofもasicconcepts about the relationship between forests and human society”（reality, regionality, culture, 

science, and sustainabiliザ）．

Key words: forest eduα.tion,educa柱。nalpurpose, school education，ゐrestenvironmen凶 education,fores包・yeduαむon

I はじめに

森林に関わる教育活動は，「森林・林業基本法」（2001年）

で明記されて以来，林野庁による「森林環境教育」や「木育J

の推進をはじめ（注 1），活発に行われるようになっているo

f森林環境教育Jは，林野庁（2003）が「森林内での様々

な体験活動等を通じて，人々の生活や環境と森林との関係

について理解と関心を深めるj と定義づけ，比屋根（2003)

は，「森林環境教育」と環境教育との関連を踏まえて，「森

林と触れ，森林と親しむことで，森林そのものと森林と人

間とのさまざまな関わりに気づき，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置かれてい

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

を育成することを毘探とする教育および教育的営み」と定

義づけている。両者の定義は 表現が異なっているもの

の， f森林環境教育jで森林での体験活動が重撹されてい

るといえよう。この他，森林に関わる教育には，専門教育

を含む「林業教育」や，「森林文化教育」など，さまざま

な用語が用いられているが，筆者らは，これらを総称とし

て f森林教脊（森林および木材に関する教育や教育的な活

動の総称）」と捉え，教育内容の整理を行った（井上・大

石 2010）。

「森林教育Jの実践としては，森林教室や林業体験など

のイベント形式での一過性の取り組みが行われる事例が多

いが，「森林教育」のさらなる推進を図るには，教育活動

を継続的に実施することが必要であろう。教育活動を継続

的に行っている実施主体の一つに学校があり，学校での教

育活動として「森林教育jが実践されれば，広く教育内容

の普及を留ることができるであろう。これまで学校では，

学校林や「遊々の森j などを活用した教育活動が行われて

いる（奥山・大地 2009) （注 2）。学校林は， 3,057校（国

土縁化推進機構 2001), r遊々の森」は， 172カ所（2010

123図日本森林学会大会（2012年）で発表したものをもとに，まとめたものである。
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年）（林野庁 2012）にあり，森林での学習活動が報告され

ている。ただし，小・中学校の数は，全国で合計32,208

校にのぼり，鬼童・生徒数は合計 1,000万人を超える（文

部科学省 2012) （設 3）。教育活動が行える森林の数と，小・

中学校数の規模を比べると，どの学校も森林での体験活動

が行える環境になっているとはいえないのが現状である。

学校教育では，近年，青少年の自然体験活動の重要性が

指摘されている。「学校教育法」 (1947年制定， 2007年改

正）では，普通教育の自標のーっとして自然体験活動の促

進が掲げられている。環境教育については， 2003年に法

律が制定， 2011年に改正法「環境教育等による環境保全

の取組の促進に関する法律」が制定されている（環境省

2011）。ただし，環境に関する知識の普及や理解はなかな

か促進されないことが，環境教育学の分野で指摘されてい

る（降旗・朝間 2006）。その理由の一つに，環境教育は，

学校教育で理科や社会のように教科としての位壁づけがな

いことが挙げられており，日本学術会議では，環境教育の

教科化に向けた検討が行われている（野本環境教育学会

2013）。

「森林教育Jは，環境教育と同様に，教科としての位置

づけはなく，学校教育で活動を行うには国難な頭がある。

比屋根（2003）は，「小学校が実施している林間学校等の

野外教室では，森林や自然に親しむことを目的の一つに掲

げつつも，主として炊事や就寝などの集開生活になじむこ

とに主眼が設かれている場合が多いJことを指摘している。

学校教育に対して，外部講師である森林の専門家が協力し

て森林体験活動を実施しでも，活動に対する学校教員と専

門家の間で認識のずれが生じることが，実践挙例から指摘

されている（井上・大石 2011）。学校で「森林教育j が展

開されるようになるには，まず，学校教員からの理解を得

ることが必要である。森林・林業分野以外の人にf森林教育」

への理解を得るには，「森林教育」の呂的を明らかにして，

その重要性を明確に提示する必要がある。

ところが「森林教育」の話的は，これまでその検討の必

要性が指摘されていながら，研究手法の難しさなどから体

系的な整理がされてはいない。関向（1994）は，「森林教

育Jについて，「森林を教育の場とし，森林を教材とした

多様な教育活動が展開されj，「林業関係者や地方自治体

の林業関連部署，林野庁等，従来公的な教育活動に関与し

てこなかった倒人や組識が参入しつつある」と分析した上

で，「教育活動の充実に資するものとなっている反田，学

校教育や教育学等の既存の教育関連分野の培ってきた多く

の成来に十分に学ぶ姿勢が確立されていないことや学習者

の混乱を招く可能性があることなど今後の改善が望まれる

点も多く内包している」ことを指摘している。その後，教

育原理や教授法などの教育分野の知見を踏まえた森林教脊

についての十分な検討はなされてきていない。仲間（2004)

は「わが臨では森林・林業教育は，研究者→林業専門家・

普及員→森林所有者・一般市民という流れで，知識や情報

が一方通行的型に移転していく傾向が強い」と指摘し，林

業普及指導がこれまでのー椴市民を対象とした森林や林業

の教育や普及を担ってきたことが指摘されているが（問問

2008），森林・林業の業界では，森林や林業の普及を図る

ことと「森林教育」との毘別もしにくい。比屋根（2001）は，

「森林教育プログラムの具体的な教育目標は何か，という

根本的な課題が研究者の前には横たわっている」と指摘し

ており，学校教育の視点を含めた「森林教育」の目的の検

討は，これからの課題といえよう。

「森林教育Jの目的は，その必要性を説く理論的な根拠

となり，活動の推進に必要不可欠な課題である。飯田（1992)

は，「森林教育Jへの期待を，「教育の危機と環境の危機に

よってもたらされたもの」と指摘しており，教育側からの

ニーズも背景にあることを示唆している（設4）。環境教

育の分野では，自然資源の持続的利用とバランスのとれた

環境と開発のあり方を提起した持続可能な開発のための教

育（ESD）について，学習指導の具体的な目標と，持続可

能な社会づくりの構成概念が，国際比較を含めた教育実践

の分析を踏まえて提案されている（開立教育政策研究所教

育課程研究センター 2012）。 f森林教育Jの目的も，教育

で求められている教育のねらいと森林科学の双方の視点か

ら内容の分析を行うことで，具体的な内容を提案すること

が可能になるのではないだろうか。

そこで本研究では，「森林教育」のiヨ的について，学校

教育および森林科学の双方の視点から，教育のねらいと，

森林教育におけるねらいについて，文献資料をもとに整理

を行い，これからの社会において学校教育で森林教育が来

たし得る役割の視点から「森林教育j の呂的を構築した。

あわせて，「森林教育」で教えるべき内容についての提案

も試みた。

なお本稿では，「森林教育」について，対象を幅広く捉

えた井上・大石（2010）を踏まえて，森林での体験活動を

通じた「森林に関する教育や教育的な活動の総称j とし，

学校教育を対象として分析した cw、下，森林教育）。木育

や木材教育は，森林教育に関連するが，森林体験活動より

加工技術など木材が主題となるため，本稿では対象外とし

た。

II.研究方法

1. 学校教育における教育のねらい

そもそも，教育はなぜ行われるのかについて，学校教育

を対象に整理した。学校教育は，組織的に行われており，

教育課程や内容が体系的に整理されている。小学校，中学

校における普通教育を対象に，教育の目的と目標について，

f教育基本法J(1947年制定， 2006年改正）， I学校教育法」，

および学習指導要領をもとに整理した（注5）。また，

校教育で指摘されているさまざまな問題点を含めて，自然

体験活動が注目されている背景と戦後の学習指導要領の

変還を中心に，学校教育の状況を把握した。以上の結果を

もとに，今日の社会で求められている教育のねらいを分析

した。
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2. 森林科学の分野でみられる森林教育のねらい

森林教育が学校教育に対して提供することができる教育

の目的を検討するために，これまで森林教育がどのように

捉えられてきたかについて，次の分析を行った。

1）森林科学における森林の定義

森林教育にとって，森林は，「教えられるべき素材（内容，

教材）」であり，かっ「教育の場Jでもあるとされている（大

• +i二上 2006）。森林科学が森林についてどのように捉え

ているのか，「森林」，「森林生態系J，「林業j，「森林管理」

をキーワードに，森林に関する百科事典をもとに整理した。

使用した文献は注6の通りである。

2）森林教育に関わる教育の背景と，定義をもとにした

森林教育のねらいの分析

森林教育に含まれるさまざまな教育について，どのよう

な背景から提案されてきたのか，麿史的な変遷と定義の内

容を踏まえて，森林教育のねらいを繋理した。

3）森林教育の事例にみられるねらいの分析

森林教育の定義の分析を踏まえて，実際の活動では教育

のねらいがどのように捉えられているのかについて，森林

教育のプログラム集などの実践事例や先行研究から，教育

の定義や目的が示されている文献をもとに内容を抽出し，

狂的に含まれる内容の類型化を行った。

文献資料は，森林教育のプログラムなどが体系的に整理

されていると考えられる書籍を中心に，目的やねらいが読

み取れた 20文献を分析に用いた（表一1）。文献は， Web-

OPAC （農林水産関係試験研究機関総合包録）からおtJ出さ

れた「林業教育」（70文献），「森林教育J(34文献），「森

林・林業教育J(8文献），「森林環境教育」（14文献）の中

から，重複した文献と，本稿での対象外のテーマ（海外，

専門教育，ヨ；1業や統計詰ー，幼稚園や森林療法）を捻き，改

訂版が出されたものは古いものを除いて得られた 21文献

の中から入手できた 17文献に文献検索に挙がらなかっ

た森林管理局者；が発行している教育プログラム集や手引き

など，森林教育の記述がある森林科学の専門書籍，森林教

育の論文を含めて，記載内容を確認した。その結果，教育

のねらいが示されていた 20文献（Web-OPACから抽出し

た17文獄中 10文献，プログラム集等6文献，専門iM:2文

献，論文3文献）を対象とした。

文識から抽出した森林教育の定義やねらいに関する記述

から，含まれている内容を取り出して，内容の類型化を行っ

た。内容の類型化は，学校教育や環境教育，前項で整理し

た森林教育のねらいをもとに項自を設定して行った。以上

のデータをもとに，森林科学の分野でこれまで捉えられて

きた森林および森林教育のねらいを整理した。

3. 考察：森林教育の目的の検討

学校教育における教育のねらいと，森林教育のねらいを

類型化した結果の比較を行って，これからの社会において

学校教育に対して森林教育がどのような役割を果たせるか

という視点から，森林教育の呂的の構築を試みた。あわせ

て，森林教育で教えるべき内容についても試行的に整理を

表 1.森林教育のねらいの務理で使用した文献リスト

1 

2飯田稔（1992）森林を生かした野外救ずj＇.会！翠林梁改良普及協会

3 森林文化教育研究会綴（1992）森林文化教育の創造と災~t El本教育新fl丹羽

4 上級坂1~· (1994）森林教育ーにおける森林と教材 若手林教育で教える4卒業．
（森j主主主干ミーのすすめ方．全i五i林染改良法及協会）.16 37 

5火石Mmま（1998）森林・林業数手宇治霊！！とインストラクター・インタ…プリ

テーション．（林業技術ハンドフのツク．会！！I林三業改良普及協会） 305 316 

6 凶l到来予t(1998）森林・林業教育が目指すもの.G蕊林・林＊数7守災絞ガイ

ド． 3':1現林系ー改良'I&二及協会）． 10-18 

7北海道林立主改良普及協会（2α∞）滋でさ学ぶー森林救脊プログラム作成の予

引き一．北海道林業改良普及協会

8 J:ヒ！設絞営（2001) 森林敦子守の理念と研究のa~tilfi. 森林科学 31: 30-37 

9 治f潟県森林毅然i~果（2002）フミ？江美林の数え．約問~民11ミ;f,j;ljf.務所

10 J:tlゑ絞皆（2003）森林環境教育（森林計岡学. •:VJ ：＼＇士会15). 204 222 

11 ！丸山洋－m;c2003）学校卒与の経史と現状．森林科学37:4-9 

12 林野庁（2003）平成 14{f）~森林・林業l~H'l＇.日本林業協会. 74-77 

13 全箆i件数改良J出f及協会綴（2003）森でさ手：ぶ活動プログラム集 1 4、号泣校l'Ui
学年の総合的な学資 ．会I!!林＊改良議及協会

14 Ill鴎夜（2004）森林潔域主主育をひもとく．（森林環境数ずf守ff§UMt会！羽森林

組合）lli合会）.10 15 
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行い，提案を試みた。

III.結果

1. 学校教育における教育のねらい

1）教育と教育の目的と自様

そもそも教育とは何であるかを，定義をもとに整理した。

教育学において，教育とは，教えることと育てることと捉

えられており，例えば江原・111111奇（2007）の定義では，「学

習者の成長・発達と学習を適切かつ十分に援助することに

よって，学習者に社会の一員として必要な社会的，文化的

能力を習得させるとともに，学習者をして真の自己に目覚

めさせ，人間らしく生き抜くために生涯にわたって努力し

続けるようにさせる社会的行為Jとしている。教育は，社

会の一員として必要な能力の習得のために行われている

が，その！祭，学習者の店主的な意欲の喚起や動機づけへの

支援が必要とされている。つまり，教育とは，指導者から

一方的に知識などを教えることだけを意味する訳ではな

し、。

「教育基本法」に示されている教育の目的は，「人格の完

成を自指し，平和で民主的な出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鰭康な国民の育成J（第一

条）であるO 教育の目的を実現するための具体的な目標に

は，第ニ条で5項目が挙げられており，要約すると 1）知

識と教養，真理を求める態度，道諒心や健やかな心身を養

うこと， 2）創造性，自主，自立の精神，勤労を議んずる
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態度を養うこと， 3）公共の精神と社会の形成に主体的に

参両する態度を養うこと，4）生命を尊び＼自然を大切にし，

環境の保全に寄与する態度を養うこと， 5）郷土愛とl主II際
社会の平和と発展に寄与する態度を養うことである。

f学校教育法Jにおける学校教育の目的をみると，小学

校，中学校では，義務教育として普通教育を行うこととさ

れ，その自的を達成するための具体的な普通教育の日襟（第

二卜一条）として， 2007年の改正の！授に 10項目が挙げら

れた。そこでは， 1）自主・自律の務祈lや社会の参両に寄

与する態度， 2）自然体験活動を促進し，生命および自然

を尊重する精神並びに環境保全に寄与する態度， 3）郷土

愛と国際社会の平和に寄与する態度などを養うこと，さら

に教科の知識や技能に関する 7項iヨが挙げられており，学

校内外における社会的活動や自然体験活動の促進が明記さ

れている。小学校での教育の自標は，生涯にわたり学習す

る基盤が培われるように，基礎的な知識および技能を習得

するとともに，これらを活用して課題を解決するために必

要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，

体的に学習に取り組む態度を養うこととされている（第

三ト条）。以上から，学校教育では，学資者が社会の形成

者として必要な資質を備えるために，知識や教養を育むこ

とに加えて，社会に参画する態度や公共の精神， l~I 主・自

立の精子111，環J~zの保全に寄与する態度などを育むことがね

らいとされていた。

2）現代の学校教育の状況

現代の学校教育では，学力低下問題，いじめや不笠校，

学習意欲の減退など多数の課題が挙げられている（江原－

LL! iii奇2007）。ゆとり教育を目指し，学習内容の削減を図っ

た1998年の学習指導要領の改訂が行われた後，国際jj(jな

学習到達度調査（PISA）の結果を時まえて， 1999～2002年

には学力低下問題が指摘された（江原・ 111111奇2007）。体力

や身体の力の低下も指摘されており（国立青少年教脊振興

機構 2012），身体的な生物的な危機や，コミュニケーショ

ン能力の低下や社会牲の欠如といった心身の発達不全，さ

らに居場所－のなさや生き難さ（野！万 2011），人間関係の希

薄化などからの「他者喪失と現実喪失J，そこから「人間

の危機Jなども指摘されている（亀山 2012）。

これらの課題を解決するための取り組みのーっとして，

文部科学省では，子どもたちの自然体験活動を重視してい

る。国立青少年教育振興機構（2010）の調査から，子ども

の頃の自然体験が減っていることが示されており，自然体

験は，環境問題への理解を促すだけではなく，「知恵の鍛

錬になり，生命への畏敬の念を養い，創造力を増すJこと

にもつながることが指摘されており（降旗・朝潤 2006),

学校教育では，「子ども農111漁村交流プロジェクトJ(2008 

年～）が農林水産省，文部科学省，総務省の共管により推

進されている（農林水産省 2012）。体験活動の教育的な効

果は，実態調査から f青少年期の地域の活動が，青少年の

自尊感惜や関心、．意欲といった自己の内的意識・価値観と

共に，規範意識，人間関係能力，職業意識といった自己や

他者との関係を通して生まれる意識・価値観に多大な影響

を及ぼすj ことが示されており（自立青少年教育振興機構

2010），「体験力Jを七つの側詔の1き：識．創iげi

i古，共生観，意欲・関心，規範意識，人関I~係能力，職業

意識，文化的作法・教養を含む意識・価値観）と定義して，

自然体験や地域活動などが「体験力j を育てることが示さ

れている（金藤 2012）。その他にも，「人が人とつながり，

社会をつくる力」としての「社会力j を育むこと（門脇

2010）の必要性なども提案されている。

現代の教育問題を整理することが本稿の主題ではない

が，学校教育では，学力や心身などに関わるさまざまな課

題を抱えており，その対策のーっとして自然体験活動が重

視されているといえる。

3）学習指導嬰領にみる教育のねらいの変遷

今日の学校教育は，さまざま諜題が指鏑されているが，

これまで学校教育はどのように行われてきたのだろうか。

戦後における学校教育の変遷を，学習指導要領の改訂を中

心として深堀（2007）をもとに整理すると，教育のねらい

は変わってきていた。戦後の民主主義的教育として，科学

！？な方法に根ざした問題解決型学習を通した経験主義的な教

育が目指されたが（1947年版），高度経済成長期には，科

学技術における人材開発を進める教脊として知識・技能の

系統性が重視され（1958, 1968年版），この詰め込み教育

が学校荒廃を招いたと批判を受け，経験主義を重視したゆ

とり教育へと転換した（1978, 1988, 1998年版）。 1998年

版は，先述のように学力低下論争を招いた。学習指導要領

の改訂に伴う変化を，志水（2005）は「知識重視Jと f態

度重視」のニつの極のrmに揺れる「振り子論Jで示し， f両

者のバランスよいコンビネーションこそが，子ども遠の裂

かな学力の源泉となるj としている。

今日の学校教育では，教育の変還を踏まえて，体験や

探究活動を取り入れた経験主義と，知識習得（系統主義）

を取り入れた教育が日指されているO 現行の学習指導要

領（2008年版）では，基礎学力を重視した fji'(liかな学力J

を重視しつつ，「9;[1の総合化」を目指した「生きる力」を

育むことが重視されており，「総刻j では，個性の伸長と

社会的自立が目指され，課題解決力や主体的に取り組む

ことを自指した「生きる力」の育成，伝統文化，郷土愛，

生活習積や豊かな体験を通した道徳教育，体育や健康の 3

点が強調されている（文部科学者 2008）。「生きる力」と

は， 1996年の中央教育審議会答申で提唱され，「いかに社

会が変化しようと，自分で、課題を見つけ，自ら学び，自ら

考え，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を解決する

資質や能力j とされており，印在かな学力J，「豊かな人間

性J，「たくましく生きるための健康や体力j の三つの要素

で構成されており，「確かな学力」には，習得。型の教育で

の基礎的な知識・技能と，探究型の教育での自ら学び自ら

考える力との両方を育成することを含んで、いる（江原・ Lli 
iii奇2007）。

教育の評舗の観点は，教育のねらいを受けて，「関心・
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意欲・態度j，仁思考・判断j，「技能・表現J，「知識・理解」

となっている（注7）。 OECDでは，「知識基盤社会」のH寺

代を担う子どもたちに必要な能力を「主要能力（キーコン

ピテンシー）Jとして， f社会的・文化的，技術的ツールを

相互作用的に活用する力」， f多J誌な社会グループにおける

人間関係形成能力」，「自立的に行動する能力」の三つの観

点、としている（住8）。

4）学校教育における教育の目的のまとめ

以上の結果，教育の臼的は，学習者が社会の形成者とし

て必要な資質を備えることとし，そのための具体的な日標

として，学校教育では，知識や技術の習得に加えて自然体

験活動が挙げられ，知識や技術を活用して課題解決力や自

主的に仔動する力（「確かな学力J），社会や人との関わり

の中で，豊かな人向性を育み，能康と体力を備えた，主体

的に社会に参揺する人材育成として，変化する社会に対応

する「生きる力」が重視されていた。

2. 森林科学の分野でみられる森林教育のねらい

森林教育で教えるべき内容としての森林について，宮科

事典をもとに整理した。また，森林教育に関する変遷をも

とに森林教育の定義について整理し，森林教育で教育のね

らいとして挙げられてきた内容について分析を行った。

1）森林科学における森林の定義

教育の内容である森林について，森林に関する百科事典

から，「森林J,r森林生態系J，「林業J，「森林管理」をキー

ワードとして内容を整理した（引用文献は，注6参照）。

「森林j は，「林地と林木の総称J（只木 1996）で，「樹

木が擾先する；植生j であり， f生態学では植物動物および

それらを取り巻く環境からなる生態系のうち，相観的特鍛

として樹木が自立つものJ（斎藤 2001），「生態的な機能と

しては，陸上で最大の現存量を持つ生態系」，「地上で最も

複雑な構造と高い機能を持った生物集団」（1：ド静 2003）と

されている。ただし，さらに「森林の定義はいろいろな面

から可能で、ある」（ヰI静 2003）とし，見た自による定義や，

利用することを目的とした定義もあり，「森林が人間にとっ

て何であったかは，時代とともに変化しつつあるj として

いる。森林は，生態系であると共に，人間の関わりによっ

て影響される存在であると捉えられている。

このような森林の捉え方は，森林に関する百科事典の構

成に表れている。「森林の官科事典J(1996）では，森林（地

球環境史，森林帯，遷移，生態系），環境（地球環境，土保全・

水保全，生活環境），文化（歴史，民｛谷，自然観），物質的

資源（木材，多様な産物），森林の管理，森林の開題を挙

げ，「森林の百科J(2003）の序論では，森林の分類（形態

や構造），機能（生物相互作用，光合成，食物連鎖，エネ

ルギー，物質循環，遷移），森林資源（木材，林業，持続

的森林管理，環境保全），森林と人間（人間と森林との関

わりの控史）， 21世紀の森林（森林の今日的意義，新しい

価値観）を挙げている。このように森林科学で「森林」を

捉えるには，自然の生態系（機能や環境など）と共に，森

林の管理や問題など森林と人間との関わりが不可欠な要素

になっているO

次に「森林生態系Jについてみると，「森林群落にすむ

生物の生命活動と，それを取り巻く無機的環境との関の物

質とエネルギーのやり取り，および生物関の相互作用の体

系的な現象の総称」（藤森 2001）とされており，森林を取

り巻く環境と生物体との伺で，光合成に基づく生産と，物

質，エネルギーの循環が行われ，生産と消費，分解のシス

テムを構成している。

森林の人関との関わりである「林業Jは，「森林に働き

かけて木材を生産する産業的営み」（北尾 2001）であり，

森林経営は「森林施業など何らかの人為的な行為を森林に

対して行うこと」（魚住 2001）として，経営原闘に則って

行われているO 「森林管理jは，「森林施業を行う場合も含

まれるが，森林に対して全く人為的な働きかけを行わない

場合も含」み， f総合的な視点が必要」とされるようになっ

てきた（魚住 2001）。「森林管理Jが「林業」の視点だけ

ではなくなってきた背景には， F森林資源の意味する範囲

が拡張され」，「直義的な経済資源である木材や特用林産物

に加えて，間接的な生物多様性，観光資源，野生鳥獣生息

環境，保健休養，文化醸成，環境教育Jがあり，「これら

を術隠しての管理／経営が必要とされてJいることがある

（桜井 2003）。 21世紀における森林の意義は，森林の問題

や森林生態系サービスを含め，「人間の知的活動の基盤と

なっている文化や教育に対する森林・樹木の価値をも十分

考慮：に入れる必要があるJ（鈴木2003）。広い意味を含む「森

林管理」は，国際的に「持続的森林管理（持続可能な森林

管理）Jとして「その立地の生態系を損なうことのない利

吊を行う管現J（井上 2003）が求められる。

以上から， f森林」は，多様な生物により，生命活動と

しての物質およびエネルギ一生産が行われ，相互関係の中

で、物質循環が行われている森林生態系であると共に，生産

された資源が利用されるなど人爵との関わりによって影響

される存在であり，その有眼な資源や生態系の管理には，

多面的な機能の発揮と，持続性が求められているとまとめ

られる。

2）森林教育に関わる教育の背景と，定義をもとにした

森林教育のねらいの分析

森林教育に関連する教育の用語が用いられるようになっ

た背景を授史的に捉え，それぞれの用語として定義されて

きた内容を整理した。

明治初頭に始まる専門教育として，「林業教育j が主に

職業教育としての役割を担っていたが，「国民参加の森林

づくり Jが提唱され「林業普及指導運営方針」（1988年）

で森林の PRが課題のーっとなったことや（関岡 2008),

一般市民による森林や地球環境問題へ関心の高まりと共

に， 1980年代から，一般市民向けの教育活動が重視され，

「森林・林業教育」や F森林文化教育J，「森林環境教育J

が用いられるようになった（井上 2007）。一殻市民向けの

森林教育の定義は，森林・林業に関する知識などの普及と

しての捉えから，環境教育との関わりから検討された定義
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が提唱されるようになった。

森林・林業に関する知識などの普及を主体とした定義は，

森林浴や環境問題など森林に関わる内容の多様化に伴って

「林業教育j の内容が拡大し，「森林教育とは森林が文化

的情報の重要な発信源であることを十分に認識して，森林

のもつ多様な機能を解説し，林業が森林にどのようにかか

わっているのかを分りやすく伝えるための教育手段J（上

飯坂 1994）とされた。林野庁による「森林環境教育」（林

野庁 2003）の定義も類似している。

次に，環境教脊との関わりを意識した森林教育の定義が

なされるようになり，森林に関する知識に加えて，意欲や

技能，行動力などを含めた人材を育てることに言及してい

る（注9）。「森林を主軸とした環境教育Jとして「森林文

化教育j と捉えた山下（1992）は，「人間と森林（自然）

とのかかわり方に対する正しい認識・判断を培い，森林と

人間との適切なかかわりかた（森林文化）を創造することj

とし，鈴木（2003）は f森林を窓口として，環境教育を総

合的に実践するj ことが学校での森林教育で求められてい

るとし，森林文化の創造として豊かな体験と歴史的視点，

林業の重要性が欠かせないとしている。また大若（1998）は，

国際的な環境教育の目標からJ環境」を森林に読み代え「関

心，知識，技能，態度，意欲，行動力j を取り上げた定義

をしており，山本（2004）は，森林教育の学習のステップ

として，「森林に対するJ気づきと理解，「森林にかかわる

問題jに対ーする気づき，理解，行動と整理した。比麗根（2003)

の「森林環境教育j の定義もこの分類に含まれる。

以上から，森林教育に含まれる教育の定義をもとに森林

教育の捉え方を整理すると，専門教育としてスタートし，

1980年代から一般の人々への森林・林業に関する知識の

普及としての意味が加わり，さらに環境教育と関連性のあ

る教育としての意味が加わるようになってきたと整理でき

ょう。

広い内容を含む森林教育について，間関（1998）は，そ

の内容を「自然科学教育としての森林教育j と「人間と森

林の関係性についての教育」に大別した。「自然科学教育

としての森林教育Jは「森林内の生物やそれらの生態，あ

るいは森林気象等についての認識を深めることを目的とす

る」こと， f人間と森林の関係性についての教育」は「林業，

森林レクリエーション，森林学習，森林開発といった，森

林の利用や管理に関わる」内容とした。

以上，森林教育のねらいとしては，森林について知る自

然科学としての内容と，森林の多面的な機能や人々の生活

など森林と人聞社会との関係についての内容，さらに森林

体験を通じて，環境教育やこれまでの歴史的，文化的な関

わりを踏まえて，実際に行動できる人材育成が挙げられて

いた。

3）森林教育の事例にみられるねらいの分析

森林教育の定義では，森林について知ることだけではな

し森林との関わりや体験を通じた人材の育成などが目指

されているが，実際の教育活動ではどのような話的が設定

されているのだろうか。表－1に示した文献資料について，

定義やねらい，日的や内容，背景として示された記述を抽

出した。その結果，教育の定義を挙げた 10文献，教育の

ねらいを挙げていた 12文献，教育内容や背景を列挙して

いた 4文献がみられた（重複あり）。文献から抽出した森

林教育の定義やねらいに関する記述から，内容の類型化を

行った。ねらいの内容を類型化するため，内容として 3項

目（「森林J，「森林と人間との関係」，その他（自分自身・

社会との関係））にわけ，それぞれ目標として 4項目（「知識・

理解ム「関心・意欲・態度」，「技能J，「思考・判断・参加

他」）として整理した。目標の 4項目は，学校教育の評価

の観点と環境教脊の呂擦を参考にし，内容の区分は，関岡

(1998）による森林教育の二つの区分と，自然体験活動の

効果として指摘されている「体験力」を参考にした。表－2

には，抽出した内容と，内容が記載されていた文献番号（表－

1）を示した。以上の結果から，森林教育のねらいとして

挙げられた内容を，項目ごとに整理すると，次のようになっ

た。

f森林J（自然事象）を対象とした項目では，「森林を知る」

ことや， f森林の多額的機能j，「木材J，「環境」などにつ

いての「知識・理解Jが挙げられた。

「森林と人間との関係j を対象とした項呂では，多J様な

内容が挙げられた。林業を含む森林の多面的な機能や森林

との関わり方について，知ること（「知識・理解」），体験

（「関心・意欲・態度j，「技能」），これから目指すこと（「思

考・判断・参加」）の各項目に内容が挙げられ，森林とそ

れに関わる問題の解決や，持続可能な社会を生きてゆくこ

とを話指したねらいが挙げられた。また， f森林に親しむ」

ことや，森林での「体験活動」そのものを森林教予言のねら

いとしているものや，「森林の大切さJ, Iみどりを愛する」

など自然観，感性に関わる内容も挙げられた。

「その地J（自分自身・社会との関係）では，森林や森林

との関わりに関する内容ではないが， F勤労J, Iあらゆる

分野で行動できる人材育成」や「批判的に考えることj な

どが挙げられた。森林体験活動を通じて育まれる感性や創

造力，身体的発達， i高五時性などの社会性も挙げられた。

以上の内容をもとに，森林教育のねらいを整理した結果

を表－3に示した。森林教育の目標として，①森林などを「知

るJこと（表－2の「知識・理解」），② f森林体験通じて育むJ

こと（表－2の実際の体験を通じた学びと考えられる内容

が含まれていた「関心・意欲・慈度Jと f技能」を統合），

さらに森林教育を通じてめざす③f人材育成J（表－2「思考・

判新・参加他」では，森林教育を通じた大きなねらいと考

えられる内容が挙げられていたことから取り上げた）とし

た。各理自に含まれる内務は，「森林（自然事象）J，「森林

と人関の関係」，「自分自身・社会との関誌j と，自然観や

森林の大切さなどに関わる「感性j を取り上げ， 4項呂と

した。それぞれの内容は，次のようになった。

①「知る」ことに含まれる内容には，自然事象としての

森林や木などを知ること（「知識J）と，「森林と人間との
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表 2.森林教育の定義，ねらいに挙げられた内容

Jj'.HJ 知滋・2車線
森林を知る（1,4），森林（7,10,20），森林

を通じた自然への王理解（8），森のしく
森林 み，生態系(18），森＊＊の生い立ち（9)

（自然事象） 森林：環境（3），；森林環境学務（13)'~翠
境，木材（16)'~翠墳のii':1本や本質（17),

き（9），森林の役溺（17)

関心・fl:i汰・態｝支

森林に気づく（5,6)

技能 思考・判断・参加 他

森林を捉える技能（20)

木村，年寄滋・利｝自の対室長，陶芸主活動（3),
森林に関わる問題・；rrW・ffoiに気づく

林言案と森林との関わり（4），林祭を匁1
みどりを育てる：檎える，i週土森林資源の保全に染たす役溺（2),

(5,6), l疑境， Jト＂~誌の問怒（14)
る（7,9),f,震i境

を守る，木材（1) 森林づくりに参加する（7)

森林と人間
との関係

)fil¥土，文化（3），森林がE主主さな文化的ft!
体験学望号（森林・林立案）(16) 

卒誌の発生j涼（4)

地主主学＇Ill(13），暮らしの問題（14)

環境との関係を滋誇卒する（17），環境の人間と森林との関わり方に士せする適

現状（17) 切な関わり方を創造（3)

森林の大切さを主11；る（4)

みどりを愛する(1），森林に貌しむ
(7,8,9），森林に触れ殺しむ（10），森林
に感綴（11），愛林の思：怒（11),［当然lこ

みどりと遊ぶ：歩く，たき火，

花，ft.虫，探検(1)

森林と共生する（9），徽~t滋社会の
モデル（13),~と人が共生する循環
滋社会の災茨を目指す（14)

人間と森林との関わり方に対する

.iEしい認識・判断（3），森林と私たち

の関係，関わり方を向い［立す（20)

環境教7守1(20），地主主の環境教育lこ取
り級む市民の脊成（19)

体験活動（12,14,20），実践的な学習 自分で発見した疑問に主主づ あらゆる分野で行動できる人材育

その他

（自分自身－社
会との関係）

表~，の数字は，該当する森林教育の定緩やねらいが挙げられている文献番号ほと1）を示す。

栄一3.森林教育のねらい

く会長nる孫自

(1）森林 （主u~i主） 森林（生態系など）

ミ号森林体験をj混じて育む ＠人材育成

との関係 （多I倒的機能） 林一条 (.I支能） 蒜林の総持管＇ J;ill，森林づくり，絞を育てる

持続可能な

お：会づくり

（森林と共生）

（徽総選社会）（多I図的機能） 森の恋み

（｜怒わり） ~i舌・主主らし （体験） 森林・木に殺しむ・滋ぶ・淡しむ

Q潟わり） 森林に関わる務評l］~
(3) ！樹立 （自然綴） i約交の現状，森林の大切さ

（技能） 森林との関わりのあり方をJlれ、直す
（自然鋭） みどりを愛する，森林に感謝 生きるカの

育成（地主主，労働） 労働・草場労長JI，愛j婆心・郷土愛

(4）自分自身・

社会との関係

（ザj義者，務持1) 感情f.j設かな心， filj］圭fl.創造力

（身体） 自己鍛錬・走塁動

（全i：会性） 協議1'1，コミュニケーションカ，忍磁力

（主日の総合化） 知的好奇心，問題解決カ，批判的態度

関係j として，森林の「多面的機能J（環境，林業，森の

恵み），森林との「関わりJ（生活・暮らし，森林に関わる

諸問題），さらに「感性j として，現実の森林の様子や，

森林の大切さ感じる f自然観」があった。② f森林体験を

通じて育む」ことに含まれる内容には，仁森林と人間との

関係Jとして，森林の保全や森林づくり，資源利用，森林

に親しみ遊ぶことなど，実i捺に森林と関わる「技能jと「体

験j，「感性」として，みどりを愛する「自然観」や，地域

や関わりを通じた勤労観や郷土愛を育む「地域，労働」，

さらに森林での「体験j を通じて育む F自分自身・社会

との関係Jに関する内容がとして，豊かな心や創造力など

（「情緒・精子f!IJ），運動や自己鍛錬（「身体J），協調性やコ

ミュニケーションカ（「社会性J），知的好奇心，問題解決

力，批判的態度など（「知の総合化」）Jに貢献する力を育

むことが挙げられていた。これらは，森林体験を通じなけ

れば学べないことだけではないが，「森林体験を通じて育

む」学びのねらいとして挙げられていた。争「人材育成j

のねらいとしては，持続可能な社会づくりに貢献できる人

材の育成や，生きるカの育成があった。

4）森林科学の分野でみられる森林教育のねらいのまとめ

森林科学では，森林が自然の生態系であり，人間との関

わりによって影響される存在として捉えられていた。また

森林教育のねらいをまとめると，「森林Jと，「森林と人関

との関係」を「知る」ことと， f森林体験を通じて育むj
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森林と関わる技能や自然観，社会性や感性などがあり，大

きな目標として，持続可能な社会づくりに貢献する「入；H
育成」や生きる力の育成が挙げられていた。

釘．森林教膏の自的の検討

1. 学校教育のねらいと森林教育のねらいの比較

学校教育における教育目的の分析と，森林および森林教

育の定義の整理，森林教育のねらいとして掲げられてきた

内容の類型化を行った結果との比較を行った。

「教育基本法j では，学習者が社会の形成者として必要

な資賀を備えることが教脊の目的として掲げられていた。

森林教育のねらいを整理した結果から，これからの社会，

特に持続可能な循環型社会，循環型社会を目指した人材育

成の内容が挙げられていた。そこで，森林教育の日的とし

ては，社会の形成者として，特に持続可能な社会の実現に

向けた社会づ、くりに貢献する人材 森林と関わる状況を改

善する人材の育成とすることが挙げられよう。

具体的な内容としては，森林科学における定義をもとに

「森林Jを整理すると，多様な生命体がエネルギーや物質

循環をもとに相互に関係性をもっ森林生態系であり，物質

生産を含む森林の多面的な機能の発揮を持続的に維持する

管理や関わりが求められていた。森林そのものや森林と人

関との関わりは，森林教育で教えるべき内容であろう。

また森林教育のねらいの具体的な内容には，こうした森

林そのものを知ることの他に，森林と人間との関係につい

て体験を通じて関わる技能を身につけ，自然観，心や体，

社会性を育み，課題解決力など知を総合化することが挙げ

られていた。これらの内容は 学校教育で目指されている

「生きる力j に含まれる，知識や技術を活用して課題解決

力や自主的に行動するカ（「確かな学力」），社会や人との

関わりの中で「豊かな人向性J，「健康と体力」に重なると

いえる。これらは，森林教育を通じて育む内容といえるで

あろう。

2. 森林教育の目的の構築

以上の考察をもとに，森林教育のねらいの検討を試みた。

まず，森林教育の大きな百的として，「学校教育法」に

おける教育詩的に沿って，「社会の形成者として必要な資

質を備えるjために，持続可能な社会の形成者として必要

な資質を備えることをおいた。具体的な教脊の目標は「森

林j そのものと「森林と人間の関係」について「知るJこ

とと，「森林体験を通じて育む」森林と関わる「技能」，さ

らに農かな感性や身体的な発達を含め，学校教育での「生

きる力」に関わる内容の三つが挙げられた。具体的な内容

としては，「森林Jについて知ることと，「森林と人間の関係j

について知ることについて，本稿での分析を踏まえ，森林

教育で教えるべき原則を次のように整理した。

「森林j そのものについて知ることには，「森林Jが，「多

様」な生物や環境からなる生態系で，光合成など生物の「生

命J活動により物質・エネルギーが「生産Jされ，食物連

鎖など相互に「関連Jし，循環を繰り返しながら，「有限J

な環境の中で長期的に品ilf~持されているものと捉えられたこ

とから，試みに森林教育を通じて学ぶべき内容として，森

林の特搬を「多様性J，「生命性J，「生産性J，「i主i係性J，「有

限性Jと整理した。この S；項13を，森林教育で教えるべき

「森林の 5原則Jとした。

次に，「森林と人間との関係」は，地域の現実の森林と

産接的，間接的に関わり，さまざまな恵みを得てきた文化

の中で，感性や社会性などを身につけ，森林科学を通じて，

自然と共生した持続的な森林の利用，管理が目指されてお

り，森林教育では，これらの森林そのものと，森林との関

わりについて知り，森林との関わり方の技能を養うことが

求められる。試みに「森林との関わりJを整理すると，実

際の「現実J的な「地域j の森林において，心身への影響

を含めたさまざまな「文化的」な関わりを通じて，森林の

資源の利用と多面的な機能の保全を保つように「科学的j

に捉えることを含めて，森林を「持続的j に維持すること

となった。森林との関わりについての「i現実的」，「地域的J,

f文化的」，「科学的J, I持続的」な内容を，ここでは森林

教育で教えるべき「森林との関わりの 5原則j とした。

以上をもとに，学校教育との比較を通じて整理した森林

教育の目的を含めて，森林教育を改めて定義すると，「森

林での度接的な体験を通じて， f活環型資源を育む地域の自

然環境である森林について知り，森林と関わる技能や態度，

感性，社会性，課題解決力などを養い，これからの社会の

形成者として，持続1'1（］な社会の文化を担う人材育成を目指

した教育j となった。森林教育のねらいとして挙げられた

項呂をもとに，持続可能な社会を担う人材育成のために

森林について知ることと，体験を通じた技能と態度，感性，

社会性や課題解決力を育むことを盛り込んだ定義とした。

また，森＊＊教育を通じて教えるべき内容を試行的に考案し，

「森林の 5原mu，「森林との関わりの 5l原則」を提案した。

v.おわりに

本研究では，森林に関する教育の13的を検討するために，

学校教育における教育日的の分析と，これまでに森林教脊

の目的として掲げられてきた内容の分析の結果をもとに，

学校教育において森林教育が果たせる役割の視点から森林

教育の目的の検討を試みた。森林教育のねらいをふまえた

定義として，「森林での寵接的な体験を通じて，楯環型資

源を育む地域の自然環境である森林について知り，森＊＊と

関わる技能や態度，感性，社会性，課題解決力などを養い，

これからの社会の形成者として，持続的な社会の文化を担

う人材育成を自指した教育」を提案した。あわせて，教え

るべき内容を試行的に整理した結果，「森林の S原知J（多

様性，生命性，生産性，関係性，有限性）と，「森林との

関わりの 5原郎J（現実的，地域的，文化的，科学的，持

続的）を提案した。

このねらいは，専門教育としての森林教育ではなく，一

般向けの普通教育としてのものであり，森林教育が広く誰

にでも必要な教予言のーっとして説明することが可能となる
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ものである。また，森林教育のねらいは，学校教育が目指

している「生きる力jの育成に共通する内容が掲げられて

きており，現代の教育の課題を解決する具体的な教育とし

て貢献できる可能性を秘めている。また，森林教育で教え

るべき「森林の 5原員むと「森林との関わりの 5原則j を

含めた森林教育は，持続可守主な社会の実現に貢献する人材

育成を活指した環境教育にも共通しており，具体的な行動

につながる教青として賞献できる可能性を秘めていると考

えられる。森林教育は，地域での森林に関わる活動を通じ

て，実際に持続可能な社会の形成に貢献する「持続可能な

森林経営」に参幽する方法を示しており，未来に希望をも

てる教育．であるといえよう。課題解決力などの実践的な態

度の育成や知の総合化，社会性などは，森林体験でなけれ

ば学べないことではないが再生産可能な自然資源を育む

森林と関わりは，持続可能な社会の具体的なモデルや，地

域を担う人材育成としての有効性が考えられるであろう。

ただし，本稿での分析には限界があることから，森林教

育の検討を進める上での諜題には， 3点が挙げられた。

まず本稿で検討・した森林教育は，今日の学校教育に対応

した，広く一般向けの普通教育としての森林教育の自的で

ある。専門教育との関係や，ヌド宥，木材教育との関係，さ

らには関連する環境教育など他分野との関連性も分析する

必要がある。本稿で試行的に整理した森林教育で教えるべ

き「森林の 5原則」，「森林との関わりの S原則Jは，これ

らの分析を路まえて見直すことが必要となろう。

次に，森林教育の実践のためには，本稿で整理した森林

教育の目的を踏まえ，あらためて教育プログラムの整理を

行うことが必要である。何のために森林教育を行うかを意

識した教育実践を企画することで，学校教育への理解が得

やすくなるであろう。また，教育の目的，方法，内容，評

価方法などを体系化することで，効果的な森林教育の実施

を関ることが期待できる。森林教育の体系化を踊ることで，

森林や林業の分野以外の人に対しでも，その必要性や内容

を明確に示せるようになり，今後の森林教育の推進にもつ

ながると考えられる。

最援に，森林教育の実践とその評価を賠まえたねらいの

見直しが挙げられる。学習指導要領の変遷でみたように，

教育のねらいは社会の変化によって変化するものであり，

森林教育の自的は常に見産すことが必要といえる。このこ

とは，教育話的は，普遍的，絶対的なものとはいえないこ

とを意味しているO 教育には，普遍的な要素を含みながら

も，絶対的な正解があるものではなく，社会の要請に応

じて常に検討されるものといえよう。国立教育政策研究所

教育課程研究センター（2012）は， ESDについての持続

可能な社会づくりの構成概念（6項自）や， ESDの視点に

立った学習指導で重視する能力・態度（7項目）を，研究

成果を踏まえながらも，あくまで（例）として示している。

教育実践を踏まえて見直すことを前提としているといえよ

う。森林教育もまた，実践とその評価を行いながら，教育

の自的を検討し続け，常によいものを目指してゆく必要が

あると考えている。
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j主記

（注 1）「森林.；休業恭本法J(2001 ij::改lE）では，第三条（林業の持続的

かつ健全な発展）「森林及び林業に隠する国民の理解剖染めつつ，林産

物の利用の促進が臨られなければならないJ，第十七条（都市と山村の

交流等）「悶民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに，

健康的でゆとりのある生活iに資するため，都市と山村との問の交流の促

進，公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を

講ずるj，第二十条（人材の育成及び灘保）「効率的かつ安定的な林業経

営をmうべき人材の育成及び権保を図るため，教育，研究及び普及の事

業の充実その他必要さな施策を議ずる」と明記されている。また，「木育j

lま，北海遂で提案された用語であるが，「森林・林君震基本計画」（200吉年）

において「木材利用に関する教脊活動（木脊）の促進」と明記されてい

る。

Ci主2）「遊々 の森Jlま，閣不7林における国民参加の森づくりとして，学

校などと森林管理務長などが協定を結ぶことにより，さまざまな体験活

動や学習活動を行うフィールドとして国有林を継続的に利用できるよ

うにする制度で， 2002年に発足。 2α昨年からは，「了学校林・遊々の森：J
全国子どもサミットJが毎年開催され，小学校絡における森林での学習

活動の液告されている。

（設3）学校教育法本調交（王子成 24年JJ[）：小・中や校の数として，小学

校 21,460校，中学校 10,699校，仁十：：等教7守学校（いわゆるi:I

校の合言1"11成を示した。児玄I.':c色t走数｛ま，小学校児童数6,764応9人，中

学校生徒数3応2,663人，中等教育学校（前期課程）生徒数16,347人の合

計総。特別支援学校のデータは含んでいない（文部科学省2012）。

Ci主4）飯間（1992）は，「森林を活かした野外教育」と表現している。野

外教育は，自然やlL'f外を活用した数T守の方法で，日本野外教育学会

(1997 ij::設立）がある。

Ci主5）教育には，学校教育の｛むにも，青年や成人に対して行われる社会

教育や，家庭教育などがあるが，オヰ稿では対象外とした。学校教育とし

て，「学校教育itJ(1947年制定， 2007年改正）では，本稿で対象とした

小学校，中学校の他にも，大学と高等学校，さらに幼在惜し視覚際害者
や聴覚際答者など特別支援教育が含まれている。それぞれの校磁ごとの

特徴があることから，ヌド稿の対象外とした。学習指導要領は，教育＝課程

など教育の基準を定めたもので，戦後，約 10年に一度改訂されてきて

いる。

(i.E 6）使用した百科事典類は，次の 41号である。引m文献は，以下の巡

り。
井上真・桜井尚武・鈴木和夫.］吉田文一郎.i:ド静透（2003）森林の

百科. ~すj念書店（チu二抑03 ；中部 2003 ；絞弁 2003 ；鈴木 2003)
日本林業技術協会（2001）森林・林業百科挙典．丸善（藤森、 2001；北経

2001；粛正喜2001；；魚住2001)

太田猛彦・北村呂美・熊崎 突・鈴木和夫・須藤彩Ci］・只:;jqミ也・藤

森隆郊（1996）森林の百科事典．メL議（只木1996)

森林総合研究所（2α白骨）森林大百科卒Jll｝.朝食書店

~i主 7）文部科学省ホームページ「学習指導姿飯・指導姿録・許制基準・
通知表についてJh投p://www.mextgo.jp/b_menu/ shingi/ chukyo/ 

chukyo3/siryo/07070908/004/001.h加

（注8）文部科学省ホームページ「OECDにおける「キー・コンビテン

シーJについてj三つの観点は， PISAの学力調査の概念枠組みであるo

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/ 

siryo/05111603/004.h加

（注9）環境教育は，間際的に環境教脊を定義したベオグラード2訳家
(1975年）で「森林とそれに関わる問題に気づき，関心をもっとともに，

当直iする談趨を解決したり，新しい問題の発生を未然に妨11:ーするために

偶人および社会UW:Iとして必要な知識，技能，態度，；な欲，行動力など

を身につけた人々を育てることJとしており， トリどシ笈霞ー（1977:ifo) 

では，その日擦が「認識，知識，態度，技能，参加jと経理されている
（日本環境教育、学会2012）。
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