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1.

はじめに
かつて薪炭林 や農用林 として利 用さ れていた二次 林の多く が燃料革 命な どを境に放棄 さ

れたが近年に なり、地 球温暖化 や生 物多様性など の環境問 題に対す る関 心から、改め て 二
次林の価値が 評価され るように なっ た。現在、二 次林の保 全活動を 担う 市民団体が活 動し
ているが、会 員の高齢 化や人手 不足 などの問題点 が 報告さ れており （石 浦ほか 2005)、い
かに若年層に 活動へと 参加して もら うかが課題と なってい る。
そこで本研究 では、若 年層を継 続的 に森林と関わ らせこと ができる こと を考え、 Super
Science High school(以下 SSH)に指 定された高校 において 実施され る 、 課題研究授業 の中
に、市民団体 が行って いる森林 保全 活動を組み込 むことを 考えた。 この 授業を通して 、 森
林保全活動の 担い手と して期待 され る若年層（高 校生） が 実際にそ の活 動を 担えるの かを
考えることは 意義のあ ることと 考え た。
2．授業の概 要と研究の 方法
授業は、SSH に指定さ れている Ｘ 高校 （神奈川県相 模原市） にて、「課 題研 究 I」という
研究授業で、毎週金曜 日 13 時か ら 14 時 30 分に行 われた。授 業に際し 、そ の授業を担当 す
る TA は授業 展開案を作 成し、そ れに 則って行 われ た。
この授業は、 Ｘ高校か ら 1.5km のと ころにある「 木もれび の森」を 研究 対象地として 、
高校生たちは 森林内で 調査・研 究を 行われ、森林 保全活動 は、その 調査 ・研究の中に 組み
込まれた 。授業内 の森林保 全活動に つ いては、2007 年よ り木もれ びの森に て森林保全活 動
を行っている NPO 法人 「相模原 こも れ び」（以下 「こもれび 」）と 連 携す ることとした 。
授業の受講生 は 4 名（ 男 2、女 2）で あった。生徒 たちの活 動 の様子 は、授 業を担当した
2～3 名の TA が発言・ 態度を記録 し、 可能な限り写 真やビデ オを使っ て、 その情報を補 完
した。これら の中から 、林内の 環境 に着目した発 言や保全 活動中の 様子 、活動後の感 想な
どを選出し、 高校生が 森林保全 活動 を担える かを 評価した 。
3．結果と考 察
(1)

生徒た ちの発言と 行動の分 類

TA が書いた 授業の記 録から生 徒た ちの発言や態 度と 行動 を抽出し た（ 図 -1 を参照）。発
言や態度は各 生徒が何 に関心を 持 ち 、どのように 振る舞っ たかが 分 かる ように分類し 、そ
れらを基にし て各生徒 の意識や 行動 を 分析した（ 表-1 を参 照）。

表-1

10 月 11 日の 生徒の様子

発言
生徒A

作業終了後の感想と 黙々と下草を刈ってい
して「暑かった」
た。

生徒B

授業後の感想として
「虫が多かった。」

生徒C

生徒D

図-1

態度

TA が書いた授 業の記録

分析
もともと口数は多くないが、
作業に熱中しているようで
あった。

虫に意識が集中しすぎて
いてそれ以外のことがあま
り考えられていない様子
森の中ではドングリ拾い こちらから何か意味づけを
（土を掘りながら）宝探
など独自の遊びを見つ することなくひとりで楽しく
しみたい
けて楽しそうにやる。
作業ができる。
虫が服についたと慌て
る。

クモを嫌がる
作業を終えて開けた
場所に戻りながら「は 虫には注意を払ってい
―脱出」
るが、作業は黙々とこな
してくれていた。

虫は苦手ながらも与えた
作業はこなしてくれている
印象。ただ森の中は苦手
な様子がうかがえる。

表-1 は「こ もれび」 と下草刈 り作 業を行った 10 月 11 日 の 様 子 を 整 理 し た も の で あ る 。
各人が同じ、 あるいは 違ったも のに 興味を抱いて いる様子 が分かる 。生 徒 C のように 、こ
ちらから何も 提供しな くても自 ら 森 林保全活動の 動機づけ を行う生 徒も いる。一方、 生徒
D は自ら森に 行くよう な生徒では な い 。D は授業の 中だから こそ 、苦手 な虫 を我慢してま で
保全作業に参 加してい ると考え られ る。このよう な生徒に 対しては森 林保 全活動の授業 で 、
研究として森 林に入ら ざるを得 ない という導入は 、一定の 効果があ ると 考えられる。
(2)

高校生 が森林保全 活動を担 える 可能性

2013 年 12 月 13 日ま でに 22 回 授業 を行った。木 もれびの 森での 授 業を 行った回数は 9
回、そのうち の 4 回は NPO 法人 「こ もれび」と森 林保全活 動を行っ た。4 回のうち最初 の
回では「こも れび」の 方を講師 にし て森の歴史と 植生を学 習し、 体 験活 動（下草刈り ）を
行った。しか し、学習 に大半の 時間 を取られ体験 活動は わ ずかな時 間と なった。この 反省
を活かし、2～4 回目の 授業では 作業 を中心に行う こと とし た。2、3 回目の 授業では下草 刈
り活動（5×10ｍの範囲）を、4 回目 の授業では柵 作り活動 を行なっ た。初 回、森の歴史や
植生について の学習を している 時は 生徒たちにも 退屈な様 子が見 ら れた が、作業とな ると
活き活きと身 体を動か す様子が 観察 された。
保全作業に おける人 手不足の 問題 は 授業を利用 して積極 的に若年 層を 参加させる事 例が
増えれば解消 される の ではと考 える 。 また高校生 の活動を 、作業時 間と 作業量に着目 し て
みると、十分 森林保全 活動をこ なせ る能力がある ことが明 らかにな った 。
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1. Introduction
Secondary forests for fuels and agriculture were abandoned through energy
revolution since 1950s. Recently, the forests have been reevaluated due to increased
interest to global warming and biodiversity. At present, environmental civic groups are
conserving those forests. However, lack of sufficient labor and aging of group members
are major concerns of the activity (Ishiura et al. 2005). Increasing the rate of younger
participants is a concern to be solved for consecutive forest conservation.
In this study, I would incorporate forest conservation activity by an environmental
civic group in the “research class” conducted in Super Science High School (SSH) to let
younger generation involve in the forest continuously. It was considered meaningful to
think through this “research class” whether younger generation (high school students)
expected as a bearer of forest conservation activity, could bear an important roll
indeed.
2. General information about the “research class” and method of this study
“Research class” was held every Friday, from 13:00 to 14:30 in the X High School
(Sagamihara, Kanagawa) and from April 12 th , 2013. The research class was conducted
based on the program planned prior to the class.
The research and investigation were performed in the “ Komorebi-no-mori ”, a
secondary forest located 1.5km away from the high school and forest conservation
activity was programed in them. This research was conducted as an all the year round
collaborative project with “ Sagamihara Komorebi ” (hereafter referred to as Komorebi ),
an civic group that is conserving the Komorebi-no-mori since 2007.
4 students (2 males and 2 females) enrolled in the class were chosen as subjects of
our research. The activity of students was recorded by 2-3 teaching assistant (TA) and
documented the remarks and behaviors of the students.
3．Results and

Discussion

(1) Classification of the student’s remarks and behavior
According to the class record which the teaching assistants w rote, student’s
statement, the conscious and behavior was extracted (Figure 1). The statement and
behavior was classified in order to clarify what each student was interested and

behaved. Based on the classification, the consciousness and behavior of each student
was analyzed (Table 1).
Table-1 Students’ remarks and behavior in the class
on 11 t h of October
Remarks
“Felt Hot.” for the
Student A impression after the
activity.
“Many insects.” for the
B
impression after the
class.
”looked like a treasure
C
hunting. (with digging
soil)
“Woo..,Escaped!” after
the work
D

Figure-1 The class report written by TA

Behavior
Analysis
Cut underbrush silently. Looked like
enthusiastic, otherwise
be quiet by nature.
Got upset due to put
Too Consider the insect,
the insect on the cloth. to think the other
matter
Found her own game
Could work alone
and looked fun such as without any instruction.
to find the acorn.
Disliked the spider, but Disliked the insects but
work silently.
looked like the work
which was received and
dislike the forest.

Students’ remarks and behaviors in the class collaborated with “Komorebi” on 11 th of
October were coordinated in table-1. Each students has interested in an individual
things. For example, student C could find an incentive for forest conservation activity
by herself without any motion. The other hand, student D seemed to be a student who
went to forest without other people’s offer. Student D was considered to suffer insects
in the forest because this was a class. As for this student, it is considered that the
introduction which they have to go into forest for their research is effective for the
class of forest conservation activity.
(2) Possibility of high school students can do the activity concerning of conserv ation of
forest
22 classes have organized up to 13 th December in 2013, nine classes were held in the

Komorebi Forest, and forest conservation activity was conducted in the 4 classes. At
the first class, the students were lectured by the member of Komorebi and studied
forest history and the vegetation, and experienced an activity (cutting underbrush).
Because most of the time was spent for a lecture, as a result, short was spent for an
experiential activities. In light of this result, cutting underbrush activity (5×10ｍ
range) and standing the fence activity were examined at the second to fourth combined
class. Concern of lack of sufficient labor in forest conservation activity could be solved
if younger generation participate actively utilizing class. Focusing on working hours
and workload, it is clear that the high school student’s activity has the ability to
manage forest conservation activities sufficiently.
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