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I はじめに

農村集落において，かつては大人だけでな

く子どもも地域の一員として，地域行事への

参加や農作業の手伝いなどの役割を担ってき

た。しかしながら最近は，農村部でも都市部

でも子どもの生活には大差は見られない。た

とえば，農家の子どもであっても近くの野山

で遊ぶ姿はほとんどなく，また田植えや稲刈

りという農業体験を学校での体験学習におい

て初めて経験する場合も多い。これには機械

化・大規模化など，農業の方法自体が大きく

変化していることが強く影響していると考え

られる。このような状況の中，総合的な学習

の時間等で積極的に取り入れられ，食農教育

の中で新たな展開を見せている農業体験学習

は，学校教育で完結するものではなく多様な

機会を活かして経験することが望まれる。
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【要旨】

特産物の栽培活動を通して，児童自身が地域の一員であることを実感することおよ

び地域の自然の豊かさに気づき，それを基にして地域により一層の愛着を持ってもら

うことを目的として，体験活動を実施した。一般に農村の子どもにとって農作物はご

くありふれたものであり，それらを栽培すること自体に興味・関心を持つことは難し

いという現状がある。本報告では，こうした児童を対象に，地域のイベント（祭り）

への出店および栽培だけでなく収穫・出荷・収益という一連の作業を体験すること

で，栽培という勤労に関わる活動参加へのモチベーションを高めることができたこと

を紹介する。
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本実践報告では，農村部の小集落の有志が

主体となって組織された「体験塾センス・オ

ブ・ワンダーin福富」における2005年度の活

動，特にその中心に位置づけた栽培活動につ

いて紹介する。栽培活動は，地域の生活の一

端を知るための活動として，また実際に地域

の大人が自信を持って子どもたちに伝えるこ

とができ，大人と子どものコミュニケーショ

ンをはかるための機会としても有効な活動と

考えられる。しかしながら，農村の子どもた

ちにとって栽培活動は身近すぎるきらいもあ

り，栽培活動を活動の中心に位置づけること

は子どもの参加意欲を失わせる可能性も含ん

でいる。参加へのモチベーションを高める工

夫を試行錯誤しながら検討しているところで

あるが，今回実践した試みと今後の課題につ

いて報告する。

Ⅱ　体験塾センス・オブ・ワンダーin福富

について

体験塾センス・オブ・ワンダーin福富（以

下，体験塾）は，広島県東広島市福富町後谷

地区の有志9名が発起人として設立され，

2002年４月から活動を始めている。活動の主

目的は次のとおりである。

○ 交流（自然との交流，世代間の交流，

異文化交流など）

○　コミュニケーション技術の養成

○　地域を知る

地域の有志（地域スタッフ）がこのような

活動を始めた背景には，2002年度より完全実

施となった学校週５日制があった。兼業農家

が多数を占める戸数30の後谷地域にあって

も，小学生の土曜日の過ごし方に多少とも不

安を抱く保護者は多く，この活動はそれに応

えたものである。

こうした状況の中，発起人側としては活動

リーダーの確保，一方学生としては体験活動

の場の確保，という双方共にメリットがある

ことから，車で40分程度の場所にある広島大

学のボランティア学生（学生スタッフ）も活

動当初から積極的にかかわっている（1）。なお，

地域スタッフはそのほとんどが小学生の祖父

母の世代にあたる中高齢者であり，スタッフ

自身の健康上の理由や家庭内の事情等によ

り，活動へかかわる時間的余裕がしだいに制

限されているという現状がある。そのため活

動の持続性を考慮して，３年目の2004年度か

ら，企画・運営の主体は地域スタッフから学

生スタッフへと引き継がれている。

体験塾の設立の直接的な理由は上記の通り

であるが，その背景として，地域住民による

エコミュージアム活動やその活動の一つの結

果である「ビオトープ次郎丸」の造成があげ

られる。ここでエコミュージアム（2）という

用語を使っているが，実はこの概念を知る以

前から，本地域の住民は，地域づくりにおい

て何か新たに作ったり持ち込んだりするので

はなく，地域にあるものから出発する，地域

内の事象をそこに住む人自身が良く知ること

から始めようという意識が高く，実際に後谷

散策マップが作成されていた（3）。その活動は

広島大学の地域貢献研究として位置づけられ

ている特定課題プロジェクト（平成14年度）

により，エコミュージアムとしての地域づく

りとして支援され，「ビオトープ次郎丸」が

造成された（4）。なお，「ビオトープ次郎丸」

での生き物観察や維持管理は体験塾の活動の

柱の一つとなっている。

表１　活動内容（2005年度）
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Ⅲ　2005年度活動内容―「サツマイモ栽培」

と「エゴマ栽培」の体験活動を中心として

１　2005年度の活動概要と目的

2005年度の体験塾は，2005年4月9日?2006

年３月25日までの期間に13回実施された（表

１）。活動内容は，サツマイモとエゴマの栽

培活動を主体とし，その他として地域行事等

の体験活動およびルーティンとしているビオ

トープでの生き物観察を行った。栽培活動を

活動の中心に位置づけた目的は，栽培活動を

通して労働の大切さを知り，児童自身が地域

の一員であることを実感することおよび地域

の自然の豊かさに気づきそこをより一層好き

なること，祖父母と共通の経験をすることで

今までとは異なる視点でコミュニケーション

が可能となるという期待からであった。また

栽培活動の一環として，10月２日には地域イ

ベントのアクアフェスタin福富において，収

穫したサツマイモを販売した。

児童の参加状況は３～10人とややバラツキ

が見られ，全回参加は１名であった。参加人

数をみると，作物の植え付け作業や除草を中

心に行った日は少ないことが指摘される。し

かしながら，サツマイモの収穫の日は，畑作

業を伴う活動にもかかわらず10人が参加し

た。

２　「サツマイモ栽培」の活動経過と地域イ

ベントへの出店活動

（1）苗の植え付け

当初の年間計画作りの中で栽培活動を中心

に行うことになったが，その際，毎年10月に

予定されている地域イベント「アクアフェス

タin福富」への出店を目標の一つとした。そ

のための栽培品目として，収穫時期や加工の

し易さを考慮してサツマイモを選んだ。

6月４日，地域スタッフとその協力者によ

り事前準備（畝作り等）が施されている畑に，

サツマイモの苗200本を植え付けた。その際，

学生スタッフは苗の植え付け体験がほとんど

なかったため，参加児童と共に地域の方に植

え付け方法の指導を受けながら作業を行った

（図1）。

（2）除草

作物の栽培では植え付け後の管理が重要で

ある。体験塾は毎月１回程度のペースで実施

するため，実施日だけでは管理は十分に行え

ないのが実情である。そのため，地域スタッ

フが主体となって，可能な限り学生スタッフ

も加わりながら，除草等の管理作業を適宜行

った。

また参加児童と共にこの作業を行うことが

重要であると考え，７月30日の体験塾の活動

内容を畑の草抜きとした。その際，生えてき

た草が単に雑草・不要なものとしてそれを取

り除くだけでなく，畑の植物として観察・採

取し，植物図鑑で名前を調べる活動を併せて

行った。その結果，種を蒔いていないのに生

えてくること，多様な種類の草本類があるこ

と，さらに畑の中の草とその周辺の畦の草と

の種類に少し違いが見られること，などの気

づきが認められた。なお，畑と畦での草本の

種類の違いについての詳しい理由は不明であ

るが，畑には別の場所から耕作土を運び込ん

でいることも要因の一つと考えている。

図１　サツマイモの植え付け作業
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（3）収穫と出店準備

９月24日のサツマイモの収穫は，この地域

の稲刈りの時期と重なったため地域スタッフ

の参加は少なく，学生スタッフ主導で行われ

た。はじめにツルを刈り取り，その後土の中

のイモを掘り出した（図2）。粘土分がやや多

い土壌のため，掘り返す作業は思うようには

進まなかった。苦労しながらもイモは全て掘

り出したつもりであったが，後日地域スタッ

フにより，相当数のイモがさらに収穫された。

ちなみに学生スタッフに比べて参加児童の方

がサツマイモ掘りの体験回数は多いようであ

った。

イモ掘り作業の後，開催日が10月２日に決

定したアクアフェスタでの出店に向けての準

備作業を手分けして行った。作業内容は，古

新聞の袋作り（イモを店頭に並べるため），

値段表と店の看板作り等である。

（4）当日の様子

10月２日のアクアフェスタ当日，割り当て

られたテントブースで，地域スタッフが加工

品（イモケンピ）の調理を，また児童と学生

スタッフが販売品の陳列等の開店準備を行っ

た。開店後は児童が中心になって販売を行い，

追加の調理を適宜行った（図3）。

当初，児童はブースの前を歩く人に声をか

け購買を促すことができなかったが，学生ス

タッフと一緒にすることで少しずつ自信をつ

けていったようである。そして終盤ではブー

スで客を待つだけでなく，売れ残りの商品を

出さないために会場内を移動しながら販売す

るという工夫もした。その結果販売が進んだ

ことに達成感を感じたようである。

（5）事後報告会の開催と反省

10月15日の体験塾においてアクアフェスタ

の収支報告が行われた。また，収益金の使い

方なども含めて今後の活動について話し合っ

た（表2）。このうち収益金の使途については，

クリスマスパーティーの開催や料理実習の材

料費など，自分たちの活動に使用したいとい

図３　アクアフェスタ当日の様子

表２　今後の活動案

図２　サツマイモの収穫作業
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う意見がでた。その他，図鑑を購入して今後

の体験塾で活用したいという希望や何らかの

活動へ寄付したいという意見，さらにサツマ

イモをまた植えて焼きイモを売りたい，とい

う次年度への期待が出された。

３　「エゴマ栽培」の活動経過

（1）背景

シソ科植物のエゴマは病害虫に強く，土壌

も特には選ばず栽培しやすい作物のひとつで

ある。またその実は油脂量が多く，しかもリ

ノール酸およびa -リノレン酸を含むことか

ら，エゴマは健康食品としての評価が高い。

このような特徴をもつエゴマを地域の特産物

として栽培し，さらに地域内で加工し販売す

ることを目的に福富エゴマ会が設立された。

栽培は2002年から始まり，当初，１ヘクター

ルであった栽培面積は，2005年には12ヘクタ

ールまで拡大している。体験塾を実施してい

る後谷地区は，町内で最も栽培面積が広くエ

ゴマ栽培の中心地となっている。

栽培活動の目的として掲げた地域の一員で

あることを実感することや世代間のコミュニ

ケーションの推進に関して，エゴマは地区の

特産物として栽培が推進されており，住民の

協力も得やすい。そのためエゴマが栽培品目

として選ばれた。

（2）植え付け

種まきから苗つくりまでの作業は福富エゴ

マ会に依頼し，20cm程度まで育った苗を植

え付けた。植え付け作業を行うに当たり，体

験塾の参加者だけでなく，地域や年齢を限定

しないで可能な限り広く参加者を募集した。

植え付けは７月３日に行う予定であったが，

この日の天気は作業に不適であったため，雨

天の活動メニューであるビオトープ次郎丸で

の水生生物の観察を実施した。ちなみにこの

日は町外からの参加者もあり，体験塾の活動

を公開する機会となった。

作物栽培は，天気や苗の状態を考慮して，

時期を逸することなく作業を完了することが

重要である。そのため児童の参加は3名と少

なかったが，延期した植え付け作業は地域ス

タッフ，協力者および学生スタッフを主体に

７月９日に行われた（図4）。

（3）収穫

収穫作業は，刈り取り，乾燥，脱穀，水洗

い，最終乾燥という手順で進められる。一般

に，この地域でのエゴマの収穫時期は10～11

月とされている。時期を逸すると，自然に弾

けたエゴマの実が畑に飛び散り，収穫量が激

減してしまう。したがって作物の状態と天気

を考慮して，適当な時期にできるだけ速やか

に作業することが望まれる。しかしながら，

体験塾の実施日は基本的に土曜日と決まって

おり，植え付けの時と同様，体験塾の日程に

合わせて作業を行うことは困難であった。何

度か日程を変更したが，11月に入ると時雨れ

ることが多く，結局12月17日に刈り取り作業

を行った。作業内容は，まず，刈り取ったエ

ゴマを畑に敷いたビニールネット上に積み上

げて自然乾燥させた。その後，たたいて脱穀

し，実を収穫した。収穫した実は水洗いして

汚れを落とした後乾燥させた。

一連の収穫作業は，上記の理由で，基本的

に地域スタッフ・協力者および学生スタッフ

が行ったが，自分たちの畑で作業が行われて

いるのを知り，自主的に作業に加わった児童

もいた。図４　エゴマの植え付け作業
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（4）袋詰め・販売

3月25日，体験塾の最終日，地域スタッフ

により最終的な乾燥作業が終わったエゴマの

実を計量し，500グラム毎にビニール袋に詰

める作業を行った（図5）。こうして栽培の成

果を実感した後，エゴマは地域内の加工所に

買い取ってもらった。収益金は，後日，栽培

活動への参加状況に応じて児童に分配され

た。ちなみに分配金は，参加状況の良かった

児童で1500円程度であった。

Ⅳ　栽培活動体験の意義と課題

栽培活動は，基本的に，図6に示されるよ

うなプロセスを経る。すなわち，事前準備と

しての畑作り（土作り），種まき・植え付け，

除草・管理，収穫，加工，および食あるいは

出荷・収益，という流れである。また，栽培

活動を主体とした農業体験学習においては，

このようなプロセスに示される作業を断片的

に体験するのではなく，一貫した過程を経験

することが重要であり，それによって栽培の

創意工夫，収穫の喜び，環境への働きかけ，

調理して食べる楽しさ，労働の尊さなどの認

識を深めることが可能となる（5）。

今回体験塾で行った２つの栽培活動も概ね

このプロセスに沿って計画された。できるだ

け一貫した過程を経験することが重要と考

え，特に植えつけや除草・管理という活動項

目を組み入れることに留意した。しかしなが

ら一貫したかかわりを促す上で，以下の２点

の課題が明らかとなった。第１は栽培作物の

生育状況によって活動が制限されることであ

り，第２は，結果としての参加児童数には活

動内容による違いが認められたことである。

後者に関しては，体験塾への参加について

はメンバーを固定していないので児童数自体

では厳密な議論はできないが，植え付けや草

取りという苦労を伴う地味な活動内容が予定

されている回の参加人数は，収穫やイベント

参加に比べて明らかに少ない（表１）。今回

栽培活動体験の試みとして，栽培活動への一

貫したかかわりを促すために，全体的な目標

を明確にすることおよび個々の活動項目の意

義付けを栽培とは異なる観点で行うことをか

かげた。これらの試みはまだ始めたばかりで

あるが，今後実践を重ねて修正していきたい

と考えている。

図６　栽培活動の流れ

図５　エゴマの袋詰め作業
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１　体験塾日程と栽培作物の生育状況

作物の栽培は，天気やその生育状況によっ

て作業を行う時期がかなり限定される。すで

に述べたように，そのため体験塾の開催日と

それが上手くマッチせず，予定外の日に活動

を行わざるを得ない場合があった。このこと

が児童の参加数が少なくなった要因の一つと

して考えられる。この点について，無理して

でも予定通りの活動日に作業を体験させ，後

からスタッフが植え直しなど十分に行われて

いない作業内容をやり直すという方法も考え

られるかもしれない。しかし体験塾ではその

ような時間的な余裕は無く，また何よりそう

した方法は取り入れたくなかった。その理由

は，自分たちの行っている作業は疑似体験で

はなく，各作業の結果が最終的な収穫量に反

映されることを考えてほしいからである。

２　参加へのモチベーションを高める工夫

（1）全体的な活動目標の明確化

植え付けや除草作業に参加人数が少なかっ

た理由として，苦労を伴う作業には参加した

くないと考える児童もいたことが想定され

る。実際，草取りは退屈だ，面白くないとい

う児童の言葉もあった。この点について，児

童のモチベーションを高めるための何らかの

工夫がスタッフに求められている。そこで試

みとして，地域イベントへの参加と作物を販

売して収益を得ることをめざすという目標を

掲げることにした。

アクアフェスタin福富は町内最大の地域イ

ベントであり，大人はもちろん子どもたちに

もなじみの深い行事である。このイベントに

客として参加するのではなく，迎える側とし

て参画する経験は，自分たちが地域の一員で

あると肌で感じることができる体験になった

と考える。この点で，アクアフェスタ実行委

員会発行の瓦版で取り上げられた影響は小さ

くないであろう（図7）。事後の話し合いの際，

次年度の参加を期待する意見が出されたこと

は（表2），栽培活動のモチベーションを高め

るという点で，この目標設定の効果を示すも

図７　アクアフェスタ参加の記事（アクアフェスタ瓦版第16号2005年12月掲載）



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第７号，2007年128

のと考えたい。

ところで，学校での農業体験学習や食教育

は，近年の食農教育の展開と関連して，総合

的な学習の時間における取り組みとして注目

されている。ここでの留意点として，食農教

育として行われている実践の現状は，農業体

験学習での「作る」ことと食教育での「食べ

る」ことの単純な組み合わせで終わっている

場合が多いと指摘されていることである（６）。

また，畑で育てた作物を食べることは，野菜

の多くを自給している農家の子どもにとって

当たり前のことであり，わざわざ体験塾にお

いて経験したいとは思わないであろう。した

がって，栽培・収穫した作物を自分たちで食

べるだけでなく，その活動が地域とのかかわ

りの中で位置づけられるよう，収穫した作物

を販売することで収益が生み出されることを

実感できるという目標を設定することとし

た。

そこで注目したのが，特産化が推進されて

いるエゴマの栽培である。エゴマは栽培から

加工・販売までを地域の人や施設を活用して

行うことで，地域づくりをはかりたいという

期待や体制の整った作物である。この活動の

推進母体である福富エゴマ会の協力を仰ぐこ

とで，出荷・収益までの活動が比較的容易に

進めることが可能であった。また，地域の大

人たちが懸命に行っていることを体験塾で児

童自身も経験することは，栽培方法を知るだ

けでなく，そこでの苦労を大人と共有する機

会となる。そうした苦労の結果得た収益金は，

児童にとって単なるお小遣い（金銭）とは違

う意味を持つものと期待しているところであ

る。児童の中には，そのお金を大阪の親戚に

行くための旅費として使用し，自分のお金で

旅行したという達成感を語ってくれた者もい

た。収益金を上げること（お小遣い稼ぎ）だ

けが目的化してしまうことは避けなければな

らない。しかし，活動を通して自分も地域の

一員であるという実感や具体的な価値を生み

出す可能性は，一貫した栽培活動へ関わるた

めの動機付けになると考える。

（2）活動項目の意義付けの工夫

個々の活動でも興味をもって行えるようさ

らに工夫することが必要である。今回，実際

に様々な活動を行ってみていくつかの可能性

が指摘される。ここでは除草作業を例に考え

てみたい。

作物栽培において，除草は重要かつ必要な

作業であるが，あまり楽しい作業ではないの

も実感としてある。除草の目的は文字通り不

要な草を取り去ることである。しかし観点を

変えれば，畑は様々な草本類の栽培場であり，

その草花に集まってくる昆虫類の“博物館”

と捉えることもできよう。つまり除草作業と

草花や昆虫の観察をセットで活動に位置づけ

ることができれば作業へのモチベーションも

高まるであろう。普段雑草として一括して見

ている草花にも名前があり，どこでも同じよ

うに思えた雑草も，場所による違いがあるこ

とを知ることができる。これはいわゆる植物

観察の活動内容と大きな違いはないであろ

う。今回，畑の中と周辺とで異なる種類の草

本が認められた。またもっと基本的には，種

を蒔いていないのに，さらにいくら草抜きし

ても草は芽を出し成長することが改めて実感

された。こうした気づきは土壌シードバンク

概念へ繋がるものとして，除草活動をより楽

しく行うためにその意義付けを検討したい。

Ｖ　おわりに

本報告では，栽培活動を中心とした体験活

動の実践を紹介し，その意義・課題について

考察した。その結果，栽培活動を活動内容に

とりいれるにあたり一貫した栽培過程を体験

する重要性が指摘されているが，その際，作

物の生育状況と体験塾の開催日との調整をど

のよう図るか，参加へのモチベーションを高

める工夫や活動項目の意義の明確化をより一



山崎・難波・本藤：体験塾センス・オブ・ワンダーin福富2005における栽培活動の試み 129

層図ることが課題として残された。今後これ

らの点を考慮して，活動の改善・活性化に努

めていきたい。

本実践を行うに当たり，後谷地区の役員の

方々や福富エゴマ会の関係者および体験塾セ

ンス・オブ・ワンダーin福富の活動を支援し

ていただいた協力者の皆様には様々な場面で

ご指導・ご協力をいただいた。また学生スタ

ッフ（代表：本藤祥一朗）は，この活動を行

うにあたり広島大学同窓会のドリームチャレ

ンジ賞により助成された。以上の皆様に感謝

申し上げる。
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