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１．は じ め に

　福島県は県土の７割が森林であり，全国４位の森林
面積（975,299ha（2015年度））を有するなど（福島
県農林水産部 2016），森林資源が豊富である。しかし
ながら，森林を豊富に有する中山間地域は，過疎化・
高齢化が深刻化し，林業の担い手が減少傾向にあるな
ど，森林・林業に目を向け，中山間地域の活性化に貢
献できる若者が求められている。
　一方，福島県では大学で森林・林業を専門に学ぶ高
等教育機関はこれまで見当たらず，大学生が森林・林
業に触れる教育プログラムは，福島県内ではこれまで
ほとんど見られない。杉浦（2015）によると，森林環
境教育の対象者は主に児童に偏っており，青年期以上
向けの実施を増やす必要性を指摘している。岡崎ほか
（2005）は，児童の森林環境学習に大学生がボランティ
アとして同行することの効果を検討している。白石ほ
か（2016）は，宮城県白石市の自然学校「もりのよう
ちえん」において，大学生が森の中で子供と遊ぶ活動
が，学生の自然観・子供観・子供への関わり方に与え
る影響を調べている。井倉ほか（2007）は，鹿児島大
学の演習林における森林環境教育プログラムを紹介し
ている。しかしながら，大学生が，森林に関する現場
で，森林経営・地域活性化などについて学び，中山間

地域の活性化に貢献する機会についての論考はなかな
か見られない。
　このような状況を背景に，筆者らはこれまで，福島
県で学ぶ大学生が，福島県内の森林・林業の現場で，
森林経営・地域活性化などについて考える教育プログ
ラム（以下，「大学生森林プログラム」）のあり方を模
索すべく，様々な実践を行ってきた。本稿は，それら
の現在の到達点，これまでの実践の経過・実績を整理
するものである。
　以下，第２章では，この大学生森林プログラムの概
要を，位置付け，仕組みの観点から示す。第３章では，
大学生森林プログラムのこれまでの経緯について，企
画の学生，アプローチ，教職員などの体制の観点から
示す。第４章では，大学生森林プログラムの評価につ
いて，学生からの回答の集計と考察を示す。そして，
第５章で，まとめとして大学生森林プログラムの特徴
を述べる。

２．大学生森林プログラムの概要

⑴　位 置 付 け
　まず，大学生森林プログラムの位置付けを，①補
助事業，②大学の授業カリキュラムの面から確認 
する。
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①　補助事業としての位置付け
　大学生森林プログラムは，福島大学を代表校
として福島県内の16の高等教育機関１が連携し，
2012年９月に採択された５年間の補助事業であ
る，文部科学省大学間連携共同教育推進事業「ふ
くしまの未来を拓く『強い人材』づくり共同教育
プログラム」（以下，強い人材事業）の中の一つ
のプログラムとして，2013年４月から継続的に取
り組んできたものである。大学生森林プログラム
には，アカデミア・コンソーシアムふくしま（以
下，ACF）２を通じて，福島県内の複数の高等教
育機関の学生・教職員が関わってきた。
　強い人材事業は，手法・目的で４つに分類した
プロジェクトと，教育効果・学習成果の質保証を
行うプロジェクトから成る。大学生森林プログラ
ムは，４つのプロジェクトのうち，「地域の産業
諸機関との連携の下ですすめるモデル的教育プロ
グラム」の「地域との連携にもとづいた現場実践
教育の推進」に位置付けられた。これに伴い，ス
テークホルダー・産業諸機関との課題の共有・協
働，専門職業人と接する機会を設けることが求め
られ，後述する特定非営利活動法人あたご（以下，
あたご），福島県南会津町役場，南会津町中荒井区，
田島森林組合などの外部機関と協働した。
　強い人材事業の最終年度であった2016年度に
は，福島県の森林自己学習支援事業（以下，森林
事業）が始まり３，大学生森林プログラムの実施
に要する経費は森林事業によって確保し，教育効
果を可視化する質保証については，強い人材事業
で担うことにした４。また，2016年度は，福島民
報社による学生の社会貢献活動を支援し，その活
動の広報を行うプロジェクトも始まった。
　強い人材事業終了後の2017年度は，森林事業お
よび福島民報社の事業として位置付けている。た
だし，質保証の仕組みがステークホルダーの間で
好評だったこと，強い人材事業の終了後も事業の
継続を文部科学省から求められていたため５，この
質保証の仕組みをACFで引き続き行うことにした。

②　大学の授業カリキュラムにおける位置付け
　大学生森林プログラムは，福島大学では課外活
動として位置付けている。実施計画の作成と教育
の実践，その成果の抽出，翌年度の改善などは
行ってきているが，正課の授業科目ではないため，
単位付与は行っていない。ただし，学生本人が申

請すれば，「自己学習プログラム」として１単位
を付与されうるという福島大学の教務上の制度に
よって，一部の学生が大学生森林プログラムでの
活動で単位を取得してきた。

⑵　仕 組 み
　次に，大学生森林プログラムの仕組みを，①学生
と教職員の役割分担，②題材の面から確認する。

①　学生と教員の役割分担
　大学生森林プログラムに向き合う学生は，取組
の実施日のみに参加する学生（以下，参加学生）と，
実施日に向けて取組の企画・運営を担う学生（以
下，企画学生）の２つに分けられる。教職員の役
割は企画学生を指導・助言することであり，外部
機関への説明や協働に向けた調整は基本的に学生
の役割である。企画学生は，限られた時間と予算
で，行程の検討・受入先の職員との調整・当日の
運営・振り返りなどを行い，参加学生の学びにつ
なげるという，アクティブラーニングの一つであ
るProject Based Learning（PBL）を行う。これ
により企画学生は，主体的に事業を考案して実施
することで，やりがいを持ち，様々な側面から深
く学びうる。一方，参加学生は，企画学生から，
次項に示す題材について体験しつつ学ぶことがで
きる。

②　題　　　材
　大学生森林プログラムの基本的な題材は，「会
津高原 森

も

林
り

の楽
がっ

校
こう

」６という名称のプログラムで
あり，大学生協の職員や学生委員の研修などに活
用されている。そこでは，福島県南会津町でスギ
の間伐体験，および，切り出した間伐材から割り
箸を製造している工場で，割り箸製造体験などを
行う。この工場は，福島大学生協を含む，東北地
方の複数の大学生協の食堂や売店などに，間伐材
割り箸を出荷している。学生は日頃使っている割
り箸を入り口として，間伐や林業に関心を持つこ
とができうる７。杉浦（2015）は，間伐材製品の
購入は森林への新しい参加の形であるとして，こ
のことに関連した教育の必要性を提起しており，
大学生森林プログラムはこの必要性に合致してい
ると思われる。
　割り箸の製造工場は，授産施設であるあたごに
あり，施設の利用者が割り箸の加工に携わってい
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る。このため障がい者福祉に関する課題に接する
機会もある。さらに，各大学生協の食堂などで使
われた割り箸は，あたごに持ち込むことで木質ペ
レットに加工され，施設の暖房の燃料になるなど，
使用済み製品の再資源化の過程にも触れられる。
第３章では，これらの題材への大学生森林プログ
ラムのアプローチの変遷について述べる。
　大学生森林プログラムは，福島県いわき市での
森林関連の現場も包含してきた。たとえば，2013

年度には，使用済み割り箸の活用の参考に，住宅
建材のパーティクルボードのメーカー（（株）永
大小名浜）８，2014年度には，国産の割り箸製造
に高級割り箸の観点で取り組むメーカー（（株）
磐城高箸）（図１）９，2015年度には，市民で森
林保全や環境教育に取り組む「NPO法人 いわき
の森に親しむ会」10を見学した。また，2016年度
は，いわきの森に親しむ会を再訪して理解を深め，
福島県田村市の里山林・自然塾も見学した 11。
2013-2015年度のいわき市における取組は，福島
工業高等専門学校コミュニケーション情報学科の
芥川一則研究室が企画・準備を行い，同校の事務
職員も調整に加わった。2016年度のいわき市にお
ける取組は，福島大学の学生サークル「森人」が
森林事業で企画・実施し，見学の前後に企画学生
が福島市内で参加学生やゲスト講師を交えた勉強
会も行った。

３．大学生森林プログラムの経緯

⑴　企画学生とアプローチの変遷
　大学生森林プログラムは，２⑴①の「補助事業と

して位置付け」で示唆したように，2015年度以前と
2016年度以後で大きく異なる。以下では，前者を①
創成期，後者を②発展期として詳述する。

①　創成期（主に2015年度以前）
　2015年度以前は，学生が円滑に会津高原森林の
楽校を実施することが主たる目的であった。「森
林の楽校」は認定ＮＰＯ法人JUON NETWORK 12

が全国16か所で展開している取組 13で，東北地方
では秋田県藤里町での白神山地と福島県南会津町
の２か所で行われ，後者の森林の楽校が会津高原
森林の楽校である。
　南会津町にあるあたごでの割り箸製造は，大
学生協の出資によって2010年度に始まり，JUON 
NETWORKによって，あたごを軸とした会津高
原森林の楽校が2011年度から始まった。これに伴
い，福島大学生協の学生委員会などから成る「会
津高原森林の楽校実行委員会」（以下，実行委員会）
が結成された。そこでは，2011年度は会津高原森
林の楽校の事前学習資料を準備し，学習会を行っ
た。なお，この事前学習のアイデアは，筆者の一
人である沼田が上述の白神山地の森林の楽校に参
加し，参加者による事前学習の必要性を覚えたこ
とに由来する。
　2012年度から2015年度にかけては，福島大学経
済経営学類沼田大輔ゼミナール（以下，沼田ゼミ）
の学生有志など数名が実行委員会に加わり，会津
高原森林の楽校の企画立案，当日の進行，事後の
振り返りの中心を担った（図２）。2014年度に実
行委員会は「わりばしから環境を考える会」（以下，
わりかん）という学生サークルになり，福島大学

図１　福島工業高等専門学校の学生による企画 図２　「会津高原 森林の楽校」での間伐体験
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の大学祭に出展するなど，活動の幅を広げた。

②　発展期（主に2016年度以後）
　わりかんの企画学生は代替わりを経ながら，継
続的に会津高原森林の楽校の企画・実施を担った。
このため，あたごが所在する南会津町中荒井区の
住民と企画学生の間に，両者の関係性を活用した
ステップアップの可能性を模索する機運が形成さ
れていった。中荒井区は南会津町の玄関口である
田島に近い集落ではあるが，過疎化・少子高齢化
に悩む中山間地域の一つである。中荒井区の活性
化のために，大学生の力を活用したいという意向
は，中荒井区から発生したものであった。一方，
中山間地域の活性化に実際に関わることができる
という機会は，学生の関心をひきやすいという企
画学生の意向もあった。
　2015年６月には，今後の中荒井区と福島大学と
の交流の可能性を探るべく，中荒井区主催の田や
すみふれあいグラウンドゴルフ大会に，沼田ゼミ
の学生およびわりかんの企画学生が参加した 14。
2015年10月には，わりかんの学生は，会津高原森
林の楽校で間伐体験を行う地域に祀られている如

じょ

活
かつ

禅
ぜん

師
じ

にちなんだ「如活祭」という地域の祭りに，
如活祭実行委員会の一員として関わり，地域の祭
りを体感すると共に，会津高原森林の楽校に関す
る取組の成果を来場者に発表した。2016年１月に
は，中荒井区の関係者を福島大学に招いて，中荒井
区の活性化などに関するワークショップを行った。
　2016年春にわりかんは，「とげっちょ組　～地
域活性化サークル～」15（以下，とげっちょ組）と
改称した。会津高原森林の楽校の企画・実施は大
学生協が行い，とげっちょ組は会津高原森林の楽
校に参加者もしくはアドバイザーとして関与する
こととし，中荒井区やあたごと新たな関わりを展
開している。具体的には，たとえば，2017年９月
に福島県白河市のしらさかの森スポーツ公園で開
催された「風とロック imony cosmo」というイ
ベントで，「風とロックわりばし大作戦2017」と
称する取組を，福島民報社の協力を受けつつ実
施した（あたごで作った間伐材割り箸を学生が
飲食店に無償配布；風とロック imony cosmo限
定の箸袋入り間伐材割り箸のノベルティをあた
ごに依頼し作成・販売 16；ノベルティの収益の一
部を2018年６月に福島県で開催予定の第69回全国
植樹祭の実行委員会に寄付 17；風とロック imony 

cosmoで使用済みの割り箸を回収しあたごに送
付；中荒井区や全国植樹祭について告知）。また，
2016年10月には，会津高原森林の楽校が実施され
るエリアの整備計画などを検討する「森づくり
ワークショップ」を，森林事業で，中荒井区の住
民の協力のもと，とげっちょ組の主催で開催し
た 18。このように，とげっちょ組は，間伐をはじ
めとする森林管理を基礎に，福島県の中山間地域
の活性化をテーマとした学生サークルになっている。

⑵　企画学生を支援する教職員などの体制
　前節で述べたように，企画学生は，当初は福大生
協の学生委員の環境関連の取組として，会津高原森
林の楽校に向けて取り組んだ。その後，その学生グ
ループがサークルに発展し，間伐をはじめとする森
林管理を基礎に，福島県の中山間地域の活性化など
を目的とするようになった。この過程では，企画学
生を支援する教職員の体制にも変化があった。
　会津高原森林の楽校に向けて活動していた頃は，
福島大学生協，JUON NETWORK，大学教員，
ACFの４者が支援した。ACFは大学間の連絡調整，
教育効果の質保証等で関与した。会津高原森林の楽
校という一つのイベントに，複数の組織等が関わっ
ていたため，関係者が一堂に集う合同会議を毎年複
数回開催した。しかしながら，年を重ねるにつれて
会津高原森林の楽校に工夫の余地が乏しくなり，企
画学生は福島県の中山間地域の活性化などに関心を
寄せるようになった。
　一方，2015年度あたりから，中荒井区と共同で地
域づくりに関する取組を行うようになった。2016年
度からは森林事業が始まり，福島民報社の協力も得
られるようになり，福島県庁，福島民報社も企画学
生の支援に加わった。会津高原森林の楽校の関係者
とは，年に２回程度，中荒井区に関する情報交換
を行い，適宜協力しあうこととした。このように，
2015年度以後は，中荒井区，福島県庁，福島民報社
も支援に加わり，各々が随時とげっちょ組に関わっ
ている。

４．教育効果の評価

⑴　教育効果の評価手法
　大学生森林プログラムでは，強い人材事業の中で，
学生の教育効果の可視化を試みた。そこではたとえ
ば，2015年度は「共通ワークシート」，2016年度は「自



福島県の森林をフィールドとした大学生のアクティブラーニング （8745）

―　　―69

己評価シート」によって行っている。
　共通ワークシートは，強い人材事業で行う教育プ
ログラムすべてに共通した様式である。そこでは，
学生は企画の趣旨・目的・目標を確認した上で，活
動開始前に，「①自身が設定する目標」を記入した。
活動終了後は，「②活動を通して学んだこと」「③学
びを感じた経験」「④企画の趣旨・目標に対する自
己評価」「⑤自身が設定した目標に対する自己評価」
「⑥３つの力（課題発見・解決力，情報発信力，つ
なぎ・導く力）に対する自己評価」を記入した。①
～③は自由筆記，④⑤は５段階評価，⑥は４段階評
価で記入した。
　自己評価シートでは，学生は，上述の３つの力を
含む７つの観点（基本的な姿勢，課題探求力，課題
解決力，情報受信力，情報発信力，つなぐ力，導く力）
について，実施日の取組の前後でほぼ同じ設問に回
答し，取組による変化を，５段階評価で見た。そこ
では，７つの観点について，大学生森林プログラム
の観点から記述した。

⑵　共通ワークシートによる評価結果
　2015年度の会津高原森林の楽校では，共通ワーク
シートの回答を学生に依頼し，８名から回答を得た。
そのうち，企画学生は５名，参加学生は３名である。
以下，サンプル数が少ないことに留意しつつ考察す
る。
　「④企画の趣旨・目標に対する自己評価」では，
企画学生の自己評価の平均は，参加学生の自己評価
の平均よりも低い。「⑤自身が設定した目標に対す
る自己評価」では，自己評価を低くつけている企画
学生が見受けられる。これらを「②活動を通して学
んだこと」「③学びを感じた経験」の回答とともに
考え合わせると，企画学生は，既に訪れたことのあ
る地域において，イベントを成功させるためにぶつ
かった困難と，その対処に関する学びを得たことが
伺われる。他方で参加学生は，はじめて訪れた地域
の現状と課題についての学びを得たことが伺われ
る． 

⑶　自己評価シートによる評価結果
　2016年度の森づくりワークショップでは，自己評
価シートの回答を学生に依頼し，７枚の回答を得た。
以下，サンプル数が少ないことに留意しつつ考察す
る。
　図３は，上述の７つの観点の自己評価を，取組前

と取組後のそれぞれについて，回答者数で平均した
値をプロットしたものである。数字が大きくなるほ
ど，達成の難易度が上がることを意味している。

　また，取組後の能力から取組前の能力を差し引い
た数値をプロットしたのが図４である。これを見る
と，「基本的な姿勢」がマイナスになっている。マ
イナスの評価をしたのは企画学生であり，その学生
は熱心に準備し，取組の実施日当日に臨んだ学生で
あったことを考え合わせると，当該学生が取組後に，
自らの能力の至らなさを感じたのかもしれない。こ
のことは，成長を数値だけで判断せず，準備の段階
から当日の様子なども踏まえた上で評価結果を解釈
する必要があることを示唆している。

５．ま　と　め

　本稿では，筆者らがこれまで行ってきた，福島県で
学ぶ大学生が，福島県内の森林・林業に触れる教育プ
ログラムのあり方を模索すべく，行ってきた様々な実
践の現在の到達点，これまでの実践の経過・実績を整

図 3 　 7 つの観点の前後の能力 
取組前の能力    取組後の能力 
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図 4 　 7 つの観点の前後差 
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理した。現在到達している大学生森林プログラムは，
少なくとも次の３点の特徴を有している。
　第一に，森林経営・中山間地域の活性化などの課題
に，多様な主体との関わりの中で学生は創造的に向き
合える可能性があることである。この教育プログラム
では，もともと間伐体験と割り箸作りを題材に，日本
の森林・林業を理解する契機となることを目指してい
た。様々な主体との関わりを経る中で，昨今は間伐材
割り箸の新たな販路の開拓，全国植樹祭への貢献，中
山間地域の活性化にも取り組むなど，内容に深みと広
がりが生まれている。第二に，学生がPBL型教育プ
ログラムを構築し実施することである。企画を行う学
生は，多くの機関との調整・協働を，基本的に学生自
身で担い，周囲の教職員は彼らを支援する。これによ
り，学生はやりがいを覚え，課外活動である大学生森
林プログラムに自主的に取り組むことにつながってい
ると思われる。第三に，教育プログラムとしての質保
証を意識しつつ進めていることである。そこでは，森
林経営や中山間地域の活性化などの学びを得られうる
活動について，活動の前後に学生に様々な観点を問い，
学生の学びの可視化を試みている。ただし，学生の森
林への関心・理解が具体的にどの程度深まったかにつ
いての把握はこれまであまりできておらず，この点の
検討が今後の課題である。
　これらの特徴は，森林資源が豊富な福島県におい
て，アクティブラーニングや地方創生が叫ばれる昨今
の高等教育機関に求められているものであると思われ
る。本稿で示した福島県の森林をフィールドとした大
学生のアクティブラーニングがこれからも継続的に発
展し，福島県の森林に関する課題の解決につながるよ
う，今後も尽力したい。
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