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要旨 科学技術振興機構が実施する「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（SPP）」に今年度  

初めて応募した。森林総合研究所多摩森林科学園と連携し、本校「生物資源・環境科学系列」の時間割  

外科目「農場基礎実践」の中で、森林体験実習を実施した。日頃森林での体験がほとんどない生徒たち  

に対して、森林環境教育を進めていくための実践方法の検討と、実践結果について報告する。  

キーワード  演習林 学校林 森林環境教育 SPP 連携  

1．筑波大学附属坂戸高等学校における森林環境  

教育の現状と間蔑点  

（1）．はじめに   

「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト」  

（SPP）は、文部科学省の「次代を担う人材への理数教育  

の拡充」施策の一環として、学校と大学・科学館等の連  

携により、児童生徒の科学技術、理科・数学等に関する  

興味・関心と知的探究心等を育成することを目的とする  

事業である。   

平成14年磨から文部科学省で実施してきた「サイエ  

ンス・パートナーシップ・プログラム事業」の調査研究  

の成果を踏まえ、平成18年度より、独立行政法人科学  

技術振興機構において実施している。   

この事業の中のひとつである「講座型学習活動」は、  

大学・科学館等の研究者、技術者、展示解説者を講師と  

する、科学技術、理科・数学等に関する観察・実験・実  

習等の体験的・問題解決的な活動を中心とした学習活動  

を行う企画を支援する活動である。本校はSPPに今年度  

初めて応募し、「講座型学習活動プラン初A」に採用さ  

れた。森林総合研究所多摩森林科学園を連携先として、  

1年間の学習活動を計画し実施した。   

はじめに、この学習活動を実施するに至る背景として、  

森林をめぐる情勢を確認しておきたい。国内では1964  

年に制定された「林業基本法」の内容は、林業の総生産  

の増大、林業の生産性向上、林業の安定的な発展、林業  

従事者の所得向上を目的としていた。そのために必要な  

生産対策、構造対策、流通対策、従事者対策を講じるこ  

ととした。その後我が国の林業は、外材依存型の需給体  

制が確立し、量的には豊富な森林資源を持ちながら、質  

的には林業従事者の高齢化や後継者不足、山村の過疎化、  
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伐出のコスト高、人工林の手入れ不足による劣化が進ん  

でいる。   

このような状況が続く中、「平成17年度森林・林業  

白書」によると、国民が森林に期待する役割は1970年  

には災害防止、木材生産、水源かん養が上位であったが、  

1999年には災害防止、水源かん養、地球温暖化防止が  

上位を占めるようになった。すなわち、国民が期待する  

森林の機能は、木材生産から環境保全へとシフトしてい  

ったのである。このような背景から、2001年に「森林  

・林業基本法」が制定された。新基本法は、従来の林業  

生産の増大や林業従事者の向上を目指すものから、森林  

がもつ多面的機能の発揮、林業の継続的かつ健全な発展、  

林産物の供給・利用の確保といった、多様な目的を掲げ  

るに至ったのである。あわせて、都市と山村の交流や教  

育のため森林の利用促進を掲げ、森林は環境教育の場と  

して機能の充実を期待されているのである。では、森林  

や林業を対象とした教育はどのようにシフトしていった  

のであろうか。   

国際的には2005年からの10年間は「国連持続可能な  

開発のための教育の10年（UNDESD）」として定められ、  

各国がユネスコ提案の国際実施計画案にもとづき実施措  

置を取ることが決められている。   

「平成17年度森林・林業白書」では、「特に若い世  

代には、森林の中での様々な体験活動や木工作などを通  

じて、人々の生活や環境と森林や林業、木材との関係に  

ついて学ぶ『森林環境教育』の機会は重要である」とし、  

「森林・林業関係者、学校、民間団体等多様な主体によ  

る指導が期待されている」と述べている。   

多くの高等学校や小中学校では、森林環境教育の場と  

しての演習林・学校林を持っておらず、学校の教育活動   



環境の改善策をまとめた。筑波大学と連携し、11月の  

「筑波アジア農業教育セミナー（TASAE）」開催時に海  

外の研究者を本校に招き、生徒が英語で調査結果を発表  

した。また12月の台湾校外学習では、国立淡水高級商  

工職業学校との交流会においても発表した。  

③3学期は単元「環境の保全と創造」の中で、「森林管  

理と環境保全」について学習した。森林のもつ機能や、  

機能を十分に発揮するための管理や保韓の方法について  

取り上げ、森林は木材生産機能のみならず、公益的機能、  

国土保全機能、保健休養機能を有することを学んだ。保  

安林の役割、土壌の保水機能については詳しく触れ 森  

林に蓄えられた水や土壌が河川を通じて海洋にまで影響  

を及ぼしていることを学んだ。土壌の透水性について実  

験を行い、森林土壌が透水性や保水性に優れていること  

を学習した。   

3年次系列選択科目「地球と環境」では、広範囲に及  

ぶ地球環境問題について、基礎的・基本的な知識を習得  

し、地球環境問題やエネルギー問題を解決していく技術  

を理解し、自ら諸問題を解決していく能力と態度を身に  

つけることを目標としている。この科目では、地球温暖  

化防止を始めとする地球規模の環境問題を題材に授業を  

進めている。森林に関する項目としては、「酸性雨」「森  

林破壊」「砂漠化」「森林バイオマス」などをトピック  

的に取り扱っている。   

また、校外の実習では、長野県野辺山高原にある筑波  

大学農林技術センター八ヶ岳演習林において演習林実習  

を実施している。平成15年度から、1年次生が毎年夏季  

休業中に2泊3日の日程で宿泊しながら体験実習を行っ  

ている。今年度は、25名の生徒（男子11名、女子14名）  

が参加した。八ヶ岳演習林での実習内容は、次の通りで  

ある。  

①野外活動…キャンプ、飯金炊さん  

②間伐…伐採の様子を見学と玉切り体験。  

③森林生態観察…演習林内の動植物の観察  

④毎木調査…カラマツ林の胸高直径と樹高の測定、林分  

材積の計算  

⑤地域の農業・酪農業見学…信州大学AFC（農場）と牧場  

見学   

の中に森林内での体験活動を取り入れる事は困難である。  

「平成14年度森林・林業白書」によると、学校林を保有し  

ているのは3，312校、設定面積は21，030haとなってい  

る（平成13年学校林現況調査：国土緑化推進機構調べ）。学  

校数では全国40，793校（平成12年度学校基本調査：文部科  

学省調べ）の8％にあたり、学校数・設置面積ともに年々  

減少している。学校林と学校の距離が1km（徒歩20分）を  

超えるものが全体の74％を占めている。また、活動に当  

たっての問題点としては、時間の確保（31％）が一番多く、  

安全管理（24％）、知識・指導体制（23％）、施設設備（15％）、  

距離（6％）の順となっている。学校林を保有する学校です  

ら、十分に活用されていない状況から推察すると、多く  

の学校では森林での体験すらままならないという現状が  

浮かび上がってくる。この状況を踏まえ、本校において  

森林環境教育を実施する際の条件設定等を検討すること  

とした。森林体験活動を始めとする森林環境教育の機会  

拡大に向けて、課題と問題点を整理し、解決方法を明ら  

かにしていきたい。このような背景から、筑波大学附属  

坂戸高等学校と森林総合研究所多摩森林科学園は「森林  

に関する環境教育プログラム」について研究を進めてい  

くこととした。  

（2）．本校における森林環境教育の現状と問題点   

本校における森林環境教育は主に、「生物資源・環境  

科学系列」の中で行われる。施設面では校内農場に設置  

した学校林がある。ここでは8年前からコナラとクヌギ  

を育成している。現在は、授業や卒業研究で年に数回測  

定や他の実習に利用している。コナラを利用した原木シ  

イタケの栽培実習を行っているが、この原木は学校外か  

ら購入した物を使用している。校内の樹木からさく葉標  

本を作る実習を行っている。しかし、学校林の経過年数  

や面積等の条件から現在実習内容は限定されている。   

2年次系列選択科目「環境創造」では、環境の保全と  

創造についての学習を目標にしている。今年度実施した  

授業で、森林環境教育に関連した学習内容は以下の通り  

である。  

①1学期始めに、生徒は校内の樹木をスケッチし特徴を  

調べる「My図鑑づくり」を行い、自分が調べた樹木に  

ついて発表した。樹木に対する知識や興味を引き出すこ  

とを目的に学習を進めた。  

②次に、l学期末から夏季休業をはさみ、2学期にかけ  

て学校周辺の環境調査に取組んだ。河川・緑地帯・雑木  

林・公園と住宅地・工場などが混在する地域の中で、土  

地利用状況や環境がどうなっているか調査を行った。森  

林・農耕地・都市緑地・河川の現状を理解し、悪化した  

この実習は系列の専門科目を学ぶ以前の1年次生を対  

象としており、時間割外の集中科目である「農場基礎実  

践」の主要な部分をなしている。   

時間割外科目「農場基礎実践」は、1年次生を対象と  

している。この科目の目標は、「農業や環境に関する基  

礎的な学習や実習を通して、身の回りの環境や生き物に   
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向き合うこと」である。また、2年次以降に行われる生  

物資源・環境科学系列での学習の導入学習としても機能  

している。実習の場となる八ヶ岳演習林は、筑波大学の  

教員や学生たちを対象とした研究・教育の場であるため、  

本校生徒が森林環境教育を行う場としては、十分満足で  

きる施設である。毎年、生徒の作成するレポートを見る  

と、感想として「楽しかった、面白かった。」「山の中  

のキャンプは初めての経験で大変だった。」「また行き  

たい。」といった声が多数聞かれる。だが、時期的に見  

ると1年次の夏季休業中に1度行くのみで、継続性がな  

い。地理的に見ると、本校と離れているため普段の生活  

意識とは切り離されている。体験としては貴重であるが、  

何度も訪れることが難しく、この地で森林環境教育を継  

続的に進めていくには問題点がある。   

学校周辺で森林環境教育を進めていくことが可能な場  

所を探していたところ、埼玉県比企耶鳩山町に森林総合  

研究所が所有する赤沼実験林があることがわかった。折  

しも、同研究所多摩森林科学園教育的資源グループとの  

交流が始まっており、SPP講座型学習活動プランの実施  

へと進んでいった。  

（2）．日時 平成19年3月26日（月）午前9時～午後4   

時  

（3）．場所 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼（坂戸駅からバ   

ス約20分）独立行政法人 森林総合研究所赤沼実験林  

（4）．内容 園内見学、樹木観察、竹林管理実習ほか  

（5）．講師 筑波大学附属坂戸高等学校から1名、森林総   

合研究所から2名。他にスタッフとして4名。  

（6）．生徒 1年次生8名（男子6名、女子2名）   

この実習をもとに、次年度以降は計画的に実習を実施  

していこうということになった。このような経緯で、平  

成19年度から新たに連携し、8月と1月の2回「サイエン  

ス・パートナーシップ・プロジェクト講座型学習活動」  

として、学校近辺の実験林を利用した森林体験実習を計  

画し実施した。  

3．SPPの内容   

SPPでの体験実習は、赤沼実験林で2回実施した。   

1回目の実習は、8月20日に下刈りと森林調査を実施  

した。2回目の実習は、1月7日にクルミの植え付けとス  

ギの間伐を実施した。また、1回目の実習の直後SPPと  

は別に8月22日～24日にかけて、長野県にある筑波大学  

八ヶ岳演習林において、2泊3日の宿泊実習を行った。  

演習林内では、キャンプ・登山・生態観察・毎木調査を  

体験した。隣接する信州大学AFCでは野辺山高原の特  

徴と気候条件に合った農業についての講義を受け、レタ  

ス・キャベツなどの野菜栽培を見学した。牧場では牛の  

乳搾りを体験した。   

これらの実習への参加者はその回ごとに多少の入れ替  

わりがあったが、1年次生22名は3つの実習に参加して  

いる。また、2年次生1名は昨年度八ヶ岳演習林実習に  

参加し、今年度SPPに2回とも参加した。次の項でアン  

ケート調査を行っているが、この23名について比較調査  

を行った。  

2．SPP事業と実施の経緯   

前項では、本疲の森林環境教育の現状と問題点を挙げ  

た。森林環境教育を充実させるには、学校周辺に継続的  

な実習が可能な森林を探すことが必須であると考えた。  

そこで、本校と森林総合研究所多摩森林科学園が「森林  

に関する環境教育プログラム」について共同研究を行う  

こととした。この研究を行う場として、r森林総合研究所  

赤沼実験林を候補地に挙げ、森林体験実習ができないか  

検討を始めた。第一段階として、平成18年度の八ヶ岳  

演習林実習に参加した生徒達を対象に、赤沼実験林の見  

学とそこでの実習を試行的に実施した。以下はその概要  

である。   

平成18年度赤沼実験林実習の概要  

（1）．目的   

今年度夏季休業中に実施した「筑波大学八ヶ岳演習林  

実習」の成果を生かし、森林内で体験を伴う実習を行い  

ながら、森林に対する理解を深める。  

①森林における動物・植物・微生物の様子を把握し生態  

を理解する。  

②森林の保育作業や管理作業を通し、国内外の森林が抱  

えている諸問題を理解する。  

③地域の森林（竹林を含む）の特徴を理解し、生徒各自の  

研究テーマを設定する。  

④その他必要と思われる項目について検討する。  

4．SPPの評価   

8月の実習（1回目）と1月の実習（2回目）の参加者に各回  

とも同じ内容で事後アンケートを実施した。両方の実習  

に参加した23名について2回のアンケート結果を比較し  

たところ次に示すグラフのような特徴が浮かび上がった。  

（1）．実習により、効果が高まった項目  

「授業の内容は自分なりに理解できましたか？」に対し  

ては、もともと1回目から肯定的な回答が多かったが、  

2回目は全員が肯定的な回答であった。日頃森林での体  

験がはとんど無い生徒たちに理解しやすい実習内容を担  

当者は強く意識していたので、この結果はその目的にか   
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なうものであった。  これらの結果を見ると、体験によって森林やそこでの  

作業のイメージが具体化し、生徒自身の進路意識の中に  

もそれらが位置づけられたのではないか。八ヶ岳演習林  

実習も含めて実験林での実習が、生徒の進路意識に影響  

を与え、その結果将来の進路を問う質問に対してイエス  

・ノーが明確に答えられるようになったと考えられる。  

つまり、この体験を通して、生徒は自分の進路意識をよ  

り具体的に答えることができたと考える。  

あなたは理科・数学が好きですか？  

授業の内容は自分なりに理解できましたか？  

錮理解できなかった  
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「また、このような授業があったら、参加したいと思い  

ますか？」に対して1回目は6割強が肯定的であったが、  

2回目は8割強となった。「どちらかといえば参加した  

くない」は2回目に1名のみであった。  

「科学技術や理科・数学に対する興味・関心が増加しま  

したか？」に対しても、同様の結果を得た。否定的な回  

答は、1回目2回目ともに1名であった。特に2回目は8割  

が肯定的であった。これらの結果から、森林での体験実  

習により、森林に対する理解・意欲・興味・関心が高ま  

ったことがわかる。  

（2）．実習により、両極に分化した項目  

「あなたは理科・数学が好きですか？」の2回目は「どち  

らともいえない」がゼロになり、肯定と否定にはっきり  

と分かれた。「あなたは将来、理系に進学したいと考え  

ていますか？」に対しては、2回目は「どちらでもない」  

が減少し、わずかだが肯定的、否定的ともに増加した。  

「あなたは将来、理系の職業に就きたいと考えています  

か？」も、同様の結果となった。  
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1回目  2回目  

（3）．実習により、効果が現れなかった項目   

特に目立った低下は見られなかったものの、「今回の  

授業は面白かったですか？」「研究者を身近に感じるよ  

うになりましたか？」という質問に対して、ごくわずか  

だが肯定的回答が減少し、否定的回答が増加した。いず  

れの項目も、実習の効果が現れなかったようなので、l  

回目と2回目で実習内容がどうであったのか、今後検討  

を要する。   



ため、やや整理されていない部分がみられる。だが、い  

ずれも学校外の森林であること、森林管理活動の現場で  

あること、科学的裏付けがあるプログラムの提供や活動  

時に専門家の指導を受けることができるということが共  

通している。これらの条件が整っていることがこのプロ  

グラムの特徴といえよう。③については、アンケート結  

果の分析からわかるとおり、森林体験プログラムは森林  

や林業、自然への意欲・関心の喚起につながる効果を期  

待できることがわかった。   

今回われわれの初めての試みとして、演習林を持たず  

に森林や環境を学ぶ高等学校と先端研究機関が、連携し  

て年間を通した森林体験プログラムを組み立て、実践し  

た。このような取組みを今後継続的に実施し、各地の中  

学生・高校生が地域の森林において専門家による指導の  

もと、効果的な体験活動を繰り広げていくことを目標に、  

今後も実践と研究を重ねていきたい。  

今回の授射ま面白かったですか？  
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5．まとめと課題   

学校現場からSPP事業を眺めると、この事業の特徴を  

知ることができる。   

まず、申請するにあたり、本学習活動のねらいとして  

以下の点を挙げた。  

①学校の授業（座学）において、森林の持つ多面的な機  

能（すなわち、木材生産のみならず地球温暖化防止・生  

物種の保全・水源洒養・国土保全・保健休養など）の重  

要性に関する講義を行う。また、森林を守り育て、活用  

していくことの重要性から、森林体験実習の意義や方法  

について事前学習を行う。  

②森林総合研究所と連携し、同赤沼実験林での森林体験  

プログラムを取り入れる。実習の実施を通じて、学校が  

所有していない森林での実習を行う上での課題を整理し、  

効果的なプログラムの実施条件を明確にする。  

③森林での体験実習を通して、生徒がもつ森林に対する  

意識の事前・事後の変容を観察、調査し、森林に対する  

理解を高めることが出来たか検証し、開発した森林環境  

教育プログラムの評価を行う。   

①については、時間的な制約から十分な事前学習を行  

うことができなかった。ただし、本校における森林環境  

教育の現状を述べたとおり、科目「環境創造」「生活と  

環境」の中で生徒は森林が地球規模や地域での環境保全  

に大きく関わっていることを学習している。今回の場合、  

体験が先で学校の授業が事後学習となるが、今後学習活  

動を進めることで理解を深めることが可能である。②に  

ついては、筑波大学八ヶ岳演習林での実習と、赤沼実験  

林でのSPP講座の2つの森林体験プログラムを実施した  
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【実習風景】  

SPP8月実習 下草刈り  八ヶ岳演習林実習 森林観察  

SPPl月実習 間伐  SPP8月実習 樹木測定  

八ヶ岳演習林実習 キャンプ  SPPl月実習 植樹  
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