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はじめに

　本学では，学生たちの自主的な体験学習と
して「米作り」を実施しており，その活動を
通して米つくりの意義と自然を愛する心情を
培うこと，作業後の達成感を味わうとともに
自己の教育観の確立につなげていくこと，教
員を目指すものとして幅広い自己形成の場と
することとしている。
　本稿では，「環境学習のあり方」を踏まえ
て学生の活動の実際を整理しながらさらに発
展的な体験学習に基づく教師教育のあり方を
探ろうとするものである。

Ⅰ　環境学習の一つのあり方

1．環境学習のあり方を考える視点
〇�環境教育のアンケート調査から読み取れる
課題
　岐阜県下の小学校6校の教師83名，中学校
7校の教師56名，校長13名を対象としたア
ンケート調査を実施した。後ほど，考察を述
べることにする。アンケートは平成7年度に
国立教育政策研究所で実施したものとの比較

をすることとした（下野　2010）。ただし，
今回調査対象学校数が少ないため，事例研究
としてその結果を示すにとどめることとし
た。以下に3年前の結果と比較して特長的と
思われる結果を示す。
①　 環境問題への関心：小学校教師では「大

いに関心がある」は9.1％で13年前の
21.5％より減少している。なお，本調査
では「やや関心がある」は91％であった。

②　 環境教育の研修を受講したことがない教
師：小学校では20代では8割，全体では
5割を占める。中学校では20代では7割，
全体では4割を占めている。

③　 授業内で環境教育を実践していないし，
予定もない教師：小学校教師全体で5割
を占める。中学校教師全体では5割弱を
占めている。

④　 学校における環境教育推進するためどの
ような方策が望ましいか。：「各教科にお
ける環境教育に関連する単元や教材の指
導を充実させる」という回答は小学校教
師全体では33.3％，中学校教師全体では
29.3％を占めている。また，別の選択肢
「環境教育を実践するための時間を何ら
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かの形で確保する」との回答が小学校
20代では35.4％，同50代では30.4％で
あった。さらに別の選択肢「より良い環
境教育教材を開発したり，実践事例等の
資料・情報を普及する」との回答は小学
校全体で21.4％，中学校全体で25％で
あった。

　この調査からは，強いて結論を言えば以下
のようになる。
ア 　教師や学校の環境教育に対する対応は

13年前と見かけ上ほとんど進展がない。
　環境教育の実践には，実践集などの具体
的資料の準備よりも教師各人の研修による
スキルアップが望まれる。
イ 　教師各人のスキルアップが重要だとしな
がらも，研修を受講したり実施したりする
予定もないとする回答が多い。このことは
現在なお環境教育実践のための基盤整備が
進んでいないことを物語るものである。
　この調査結果は事例研究としての意味でと
らえることになるが，これら調査対象校の現
場や教師たちは環境問題に大いに関心を持ち
ながらも，現時点では環境教育実践のための
資料や情報を特に望んでいるのではない。そ
して，教師は環境教育のスキルアップが重要
で必要だと考えているのにそれを行う場がな
いというのが実情のようである。

2．環境教育のスキルを考える
　環境教育のスキルは，学習内容ごとにそれ
ぞれの場面で必要とされるものであろう。例
えば，「地域の自然の観察」，「様々な体験活
動や調査活動」を行うときのスキルをベオグ
ラード憲章に示された環境教育の目標に沿っ
て挙げてみる（下野，小井土　2011）。

（1）地域の自然の観察
　身近な自然の観察を通して，人間と自然と

の関わり方の具体的な学習を展開するために
は，次のような視点のもとに具体的な概念ま
たはアプローチの内容が提示できることや調
べる方法などを習得していることが望まれ
る。それをねらいごとにあげてみる。
　ねらい①：�身近な自然への関心を持ち環境

に対する感性を高めること
　ア 　児童・学校・地域を取り巻く環境へ

の関心を喚起し，環境に対する感覚や
感性の磨き方

　イ 　美しい自然の景観や生物の巧みなつ
くりを知ることにより，自然や生き物
に対する思いやりの持たせ方

　ウ 　人々の生活の知恵や暮らしぶりなど
に触れて郷土を愛する心の育て方

　ねらい②：地域環境の理解を促すこと
　ア　知識・理解に先立つ自然観察の方法
　イ 　動植物の生態や自然環境についての

調べ方
　ウ 　自然環境を理解し，行動化，態度化

を図る方法
　エ 　地域で暮らす人々への愛情や連帯意

識の育て方
　ねらい③：�環境と関わる基礎的な技法を習

得すること
　ア 　自然環境についての調べ方やまとめ

方
　イ　表現や発表の仕方
　ねらい④：価値観・倫理観を育成すること
　ア 　人間生活は「自然」に様々な影響を

与えていることの情報収集の仕方
　イ 　「自然」と自分との関わりについて
考え方の提示方法

　ねらい⑤：�自然保護や環境保全についての
取り組みを理解すること

　ア 　特別活動では，学校単位，異年齢集
団，学校外との関わりなどの体験的活
動を充実させる方法
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　イ 　環境保全や資源・エネルギー対策等
についての取り組み方を理解させる方法

（2）野外での体験活動や調査活動
　野外で自然体験や調査活動を進めるときに
はそれぞれの活動に応じたねらいやスキルが
ある。当然のことであるがそのねらいやスキ
ル育成のためにはそれらの背景にある概念を
理解していることが望ましい。
　ねらい①：�自然体験を通して自然の多様な

見方考え方のあることを理解す
ること

　ア 　水辺の動物の観察の場合のスケッチ
や感性及び生命尊重の態度の育て方

　イ 　野菜の栽培のときの土，水，太陽の
必要性の理解及び栽培法の習得方法

　ねらい②：�社会体験を通して自分との関わ
りを見つけ出すこと

　ア 　町の緑調べなどで地域の特色を理解
させ，各自でできることに気づかせる
方法

　イ 　下水処理場の見学などを通して，水
の大切さと循環を理解させ，各自でで
きることに気付かせる方法

　ねらい③：�生活体験を通して，人々の生活
と環境との関わりを認識するこ
と

　ア 　洗濯の実践を通して，洗剤の種類と
使用法や環境や健康への配慮に気付か
せる方法

　イ 　調理の工夫により，自然・加工食品
の特徴を把握し，適切な食品の選択を
する方法

　ねらい④：�ボランティア活動を通して，環
境に対する様々な取り組みを理
解すること

　ア 　リサイクル活動を通して，リサイク
ルの仕組みを知り，他の人との協力が

できる方法
　イ 　川の浄化活動を通して，ごみ処理の

重要性を理解し，各自で処理する工夫
をさせる方法

　ねらい⑤：�学校外施設等の活用や人材の利
用の仕方を知ること

　ア 　公園，科学館，博物館，郷土館，自
然観察センター，下水処理場，卸売り市
場，環境研究所等の活用を通して環境
を学習する多様な機関や人材の活用法

　イ 　地域の様々な職業の専門家や古老な
どの職場見学や体験談を取り上げ，多
様な人材を活用する方法

3．スキルを習得するための学習
　上述したようなスキルを身につけるために
は具体的に児童生徒を対象とした一連の学習
活動を例として考えて見たい。次に身近な自
然を調べるときの手順（下野，小井土　
2011）にしたがって説明する。

（1）課題の設定
　身近な自然を調べるとき，その調査の目的
のかなった課題を設定する必要がある。その
課題の設定に当たっては，日頃の疑問，日常
の授業，新聞や雑誌，科学館や博物館，先輩
の作品，環境との関わりなどからから適切な
課題を設定するように心がける。また，学年
や児童・生徒の興味・関心，地域の実態等に
合わせて，体験・作業・問題解決の要素を含
むようにすることが大切である。

（2）調査・観察・実験の計画
　自然の観察・調査については，それら活動
の計画を立てることが必要である（図1）。
　その計画立案にあたっては，野外での調査・
活動を基本とすること，環境の質だけでなく
時間的な変化を調査できる配慮をすること，
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空中写真や衛星画像などがあればそれらを利
用すること，環境を判断するためには数量化
を図ることなどが有効である。

（3）データの収集と処理
　観察・調査では，データの収集とその処理
が大切なことである。予めどのような方法で
データを収集するか，収集したデータ処理に
は観察の結果が分かりやすく表示されるよう
に工夫をすることが求められる。このデータ
収集と処理については，手作業を主とし，図
表の工夫をすること，環境の把握にはスケッ
チや地図化を施すこと，上位の学年になれば，
コンピュータを利用することなども考えられ
る。

（4）科学的な考察
　次に，得られたデータを分析してどのよう
なことがいえるかを考察することが必要であ
る。その際，事実と推論の区別ができること，
環境の特性を把握するためには他との比較を
することなどが効果的である。

（5）コミュニケーション
　データの考察から得られた成果を第三者に
分かりやすく伝えること大切である。そこで

は，調査の経過や結果についての意見の交換，
図表やスケッチで表示することなどが分かり
やすいと思われる。

（6）まとめ方
　観察・調査の結果をまとめるに当たっては，
箇条書きで整理すること，調査・研究が完結
していなくても探究の経過を示すこと，調査
活動の成就感が得られることが大切なことで
ある。

（7）発　表
　観察・調査の成果の発表に当たっては，第
三者に内容をわかりやすく伝えること，ポス
ターなど発表の工夫ができること，簡単な視
聴覚機器を使うことができることなどに心が
けることが大切である。

4．環境学習と関わる基本的な概念の習得
　環境学習のスキルを習得するときに，例え
ば自然環境の理解を図る学習では自然環境と
関わる基本的な概念を理解していることが求
められる。
　それは，習得すべきスキルはそれら概念と
深く関わっており，概念を獲得する過程でそ
のスキルの意義や必要性が理解できるからで
ある。
　稲作活動における環境学習と関わる基本的
な概念として次のようなものをあげることが
できる。なお，ここで取り上げた概念は，「環
境学習のあり方についての研究」（下野　
2009）に加筆したものである。

（1）システムの概念
　地球上に存在する水，大地，氷，大気，生
物などは互いに物質やエネルギーのやり取り
があって相互に作用しあって存在している。
今日では地球をいくつかの互いに関連しあう

図1．予備的な学習から計画を練る
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システムとして体系的・総合的にとらえよう
とする考え方（五島・下野，1996）である。

（2）時間・空間概念
　地球環境は46億年という長大な時間経過
とともに変遷してきており変化し続けている。
　また，地学事象の空間的な広がりは，微視
的なものから巨視的なものまで実に様々であ
る。このような時間・空間概念の理解に基づ
き地球の現状を認識することが大切なことで
ある（全国理科センター研究協議会，1973）。

（3）循環の概念
　地球上の水や炭素などの物質循環，太陽エ
ネルギーの流れは，自然環境や社会環境を理
解するために重要な概念である。エネルギー
には生命活動に必要なエネルギー，自然のエ
ネルギー，原子力エネルギーなどがあり，そ
れらが変換，移動する過程で環境と深く関
わっている（東京都立教育研究所，1994）。

（4）自然界の平衡の概念
　自然界では，地球の平坦化作用，物質循環，
エネルギーの流れなどにおいて様々な平衡が
保たれている。これら平衡状態は生物や人間
の働きかけにより移動することを理解してい
ることは，自然災害や環境問題を考える際に
も重要な事柄である（下野，1995）。

（5）有限性の概念
　地球上に存在する石炭や石油，有用鉱物な
どは人間生活にとって重要なものであるが，
これら資源やエネルギーは有限であることを
認識しその有効利用を考えることが大切であ
る（下野，1995）。

（6）閉鎖系の概念
　人間は，自然界から食料，燃料などの資源

を得て，不要となったものをごみとして放出
している。人間の活動が大きくなった今日，
資源やエネルギーなどの採取量が膨大になり
不要物のごみや二酸化炭素などの放出量も増
大した。その結果，閉鎖系である地球環境で
は，資源・エネルギーの生産量に限度がある
と同時に不要物を処理する能力にも限度があ
るため様々な環境問題が顕在化することと
なった。人間は，このような閉鎖系の中で生
活しているからそこで生起したことはその閉
鎖系の中で処理をする必要があることを認識
することが大切である（東京都立教育研究所，
1994）。

（7）多様性の概念
　地球上の生物は，数10億年に及ぶ進化の
過程を経て，さまざまな姿や生活様式を見せ
ている。生物多様性は，生態系の多様性，種
の多様性（種間多様性），遺伝的多様性（種
内多様性），という三つの階層でとらえるこ
とができる。それぞれの階層で，保全を考え
ることが必要である（国立教育政策研究所　
2007）。

（8）生態系の概念
　生物とそれを取り巻く土壌，水，大気，太
陽光などの非生物的環境との間の相互関係か
らなる自然のシステムのことを「生態系」と
いう。生態系は微妙なバランスの上に成り
立っている（国立教育政策研究所　2007）。

（9）共生の概念
　異なる種類の生物が行動や生理活動におい
て互いに緊密な関係を保ちながら生活してい
る現象をいう。なお，「環境基本計画」では，
人間の社会経済活動と自然環境の調和という
ような意味合いで定義されているように，本
来の生物学的意味合いを離れて，より広い意
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味で使われることも多くなっている（国立教
育政策研究所　2007）。

（10）保全の概念
　自然に手を加えずに保存するのではなく，
自然の状態を調べ，適切に手を加えながら管
理することによって積極的に自然を保護しよ
うとする考え方が保全である。自然と人間が
持続可能な関係を保ちつつ，生活していくこ
とが必要である（国立教育政策研究所　
2007）。

5．幼稚園や保育所における「自然」や「環境」
の取り上げ方
　ここでは，幼稚園と保育所での「自然」や
「環境」についての取り上げ方を整理してみ
た（文部科学省　2008）。

（1）幼稚園と保育所における目標
　幼稚園の教育目的は，学校教育法第22条
で「幼稚園は幼児を保育し，その心身の発達
を助長すること」とあり，この目的を実現す
るために5つの目標を設定している。そのう
ち，環境と関わる目標として，「身近な社会
生活，生命，および自然に対する興味を養い，
それらに対する正しい理解と態度及び思考力
の芽生えを養うこと」を挙げている。
　保育所の保育の目的は，保育指針で「保育
所は，子どもが生涯にわたる人間形成にとっ
て極めて重要な時期に，その生活時間の大半
を過ごす場である。このため，保育所の保育
は，子どもが現在を最も良く生き，望ましい
未来をつくり出す力の基礎を培うこと」とし
て，その具現化のために6つの目標を定めて
いる。そのうち，自然や環境と関わる目標と
して，「生命，自然，及び社会の事象につい
て興味や関心を育て，それらに対する豊かな
心情や思考力の芽生えを培うこと」を挙げて

いる。
　保育所での取り扱いは，保育の方法におい
て，「子どもの自発的，意欲的に関わる環境
を構成し，子どもの主体的な活動や子ども相
互の関わりを大切にすること」，保育の環境
においては，「子ども自らが環境にかかわり，
自発的に活動し，様々な経験を積んでいける
ように配慮すること」としている。

（2）幼稚園と保育所におけるねらいと内容
　幼稚園では，「生きる力」を育てるために「心
情」「意欲」「態度」などの育成が図られるこ
とが大切であり，その内容は，幼児の発達の
側面から心身の「健康」，「人間関係」，身近
な「環境」，言葉の獲得としての「言葉」，感
性と表現に関する「表現」の5領域で構成さ
れている。また，各領域のねらいは，幼稚園
生活全体を通して幼児が様々な体験を重ね，
相互に関連を持ちながら達成させていくこ
と，内容は幼児が環境に関わって展開する具
体的活動を通して総合的に指導されていくも
のであるとしている。
　保育所では，「養護に関するねらい及び内
容」と「教育に関するねらい及び内容」との
両面で示されており，養護と教育が一体と
なって展開されていくことが期待されている。
　その「養護」は，子どもの生命の保持，情
緒の安定を図るために，「教育」は，子ども
の健やかな成長，豊かな活動が展開されるた
めの発達の援助であるとしている。
　また，内容は幼稚園と同様に「健康」，「人
間関係」，「環境」，「言葉」，「表現」の5領域
から成っている。

（3）�幼稚園と保育所における「環境」の取
り上げ方

　ここでは，幼稚園と保育所における領域「環
境」でのねらいと内容について述べる。
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体験学習「米作り」を活かした教師教育の試み（Ⅲ）
 

（下野　洋，齋藤陽子，松本香奈，森　政子）

①幼稚園における「環境」のねらい
・ 身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で
様々な事象に興味や関心をもつ
・ 身近な環境に自分から関わり，発見を楽し
んだり，考えたり，それを生活に取り入れ
ようとする
・ 身近な事象を見たり，考えたり，扱ったり
する中で，物の性質や数量，文字などに対
する感覚を豊かにする

②幼稚園における内容
・ 自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，
不思議さなどに気付く
・ 生活の中で，様々なものに触れ，その性質
や仕組みに興味や関心をもつ
・ 季節により自然や人間の生活に変化のある
ことに気付く
・ 自然などの身近な事象に関心をもち，取り
入れて遊ぶ
・ 身近な動植物に親しみをもって接し，生命
の尊さに気付き，いたわったり大切にした
りする
・身近な物を大切にする
・ 身近な物や遊具に興味をもってかかわり，
考えたり，試したりして工夫して遊ぶ
・ 日常生活の中で数量や図形などに関心をも
つ
・ 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関
心をもつ
・ 生活に関係の深い情報や施設などに興味や
関心をもつ
・幼稚園内の行事において国旗に親しむ

③保育所におけるねらい
・ 身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中で
様々な事象に興味・関心を持つ
・ 身近な環境に自分から関わり，発見を楽し
んだり考えたりし，それを生活に取り入れ

ようとする
・ 身近な事象を見たり，考えたり，扱ったり
する中で，物の性質や数量，文字などに対
する感覚を豊かにする

④保育所における内容
・ 安心できる人的及び物的環境の下で，聞く，
見る，触れる，嗅ぐ，味わうなどの感覚の
働きを豊かにする
・ 好きな玩具や遊具に興味をもって関わり，
様々な遊びを楽しむ
・ 自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，
不思議さなどに気付く
・ 生活の中での様々な物に触れ，その性質や
仕組みに興味や感心を持つ
・ 季節により自然や人間の生活に変化のある
ことに気付く
・ 自然などの身近な事象に関心を持ち，遊び
や生活に取り入れようとする
・ 身近な動植物に親しみをもって，いたわり，
大切にしたり，作物を育てたり，味わうな
どして，生命の尊さに気付く
・身近な物を大切にする
・ 身近な物や遊具に興味をもって関わり，考
えたり，試したりして工夫して遊ぶ
・ 日常生活の中で数量や図形などに関心を持
つ
・ 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関
心を持つ
・ 近隣の生活に興味や関心を持ち，保育所内
外の行事などに喜んで参加する

（4）�幼稚園と保育所における「環境」の取
り扱い方

　先に述べた幼稚園と保育所におけるそれぞ
れの自然や環境と関わる目標は，「自然に対
する興味を養い，それらに対する正しい理解
と態度及び思考力の芽生えを養うこと」（幼
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稚園）「自然の事象について興味や関心を育
て，それらに対する豊かな心情や思考の芽生
えを培うこと」（保育所）であり，保育所で
は「自然に対する心情や思考の芽生え」を，
幼稚園では「自然に対する正しい理解と態度
及び思考力の芽生え」を育成することとして
おり，「心情や思考の基礎」を培う点は同じ
であり，幼稚園ではそれらの上に「理解と態
度」が重要視されている。また，目標を実現
するための領域「環境」のねらいも，「身近
な自然に親しみ，様々な事象に興味や関心を
持つ」「身近な環境に関わり，発見，思考をし，
それを生活に取り入れようとする」「身近な
事象を見，考え，扱いながら物の性質や数量，
文字などに対する感覚を豊かにする」という
趣旨は両者ともほぼ同じである。また，内容
については，「自然の大きさ，美しさ，不思
議さに気付く」，「様々なものの性質や仕組み
に興味・関心を持つ」，「季節による自然や人
間の生活に変化のあることに気付く」，「自然
などの身近な事象に関心を持ち，取り入れて
遊ぶ」，「見近な動植物に接し，生命の尊さに
気づき大切にしたりする」，「身近な物を大切
にする」，「身近なものや遊具に興味をもち，
考え試行し，工夫して遊ぶ」，「日常生活の中
で数量や図形などに関心を持つ」，「日常生活
の中で簡単な標識や文字などに関心を持つ」
などは共通しており，保育所では「聞く，見
る，触れる，嗅ぐ，味わうなどの感覚への働
きを豊かにする」，「好きな玩具や遊具に興味
をもち，様々な遊びを楽しむ」など子どもの
0～2才児への配慮がなされている。

6．環境学習の進め方
　ここでは，環境教育のアンケート結果から
の課題を基に環境学習のスキルの習得と小学
校入学前の幼稚園，保育所における自然や環
境の取り上げ方を整理してきた。

　幼稚園，保育所，小・中・高等学校を通し
ての環境学習の進め方を提示してみたい。
　自然体験や環境学習のあり方を見直すとと
もに日常生活での科学的事象の見方や考え方
を，自然への興味・関心を高め，五感を通し
て感性を豊かにし，自然や環境を大切にする
素地を培うことを今一度考えなおしてみるこ
とが必要である。また，日頃の実践で，環境
学習のスキルを育成するために教師自身が自
然を体験するとともにそれらスキルの背景と
なる環境と関わる基本的な考え方や概念を理
解していることが望ましい。そして，稲作な
ど実践活動の中で自然事象の観察結果におけ
る科学的表現力を高めるために，比較・観察，
関連付け，変化の読み取りなどの基本的な操
作ができるようにすることが大切である。

Ⅱ　本学の稲作活動と今後の方向性

1．稲作活動を通した教員養成
　稲作研究会創設の要因は，学生からの主体
的な働きかけからであった。それは，「大学
での通常の講義だけでなく，自ら動き体験で
きる活動がしたい。そのことにより教員とし
ての実践力を身に付けたい。」という想いが，
学生の中から上がってきたことにある。そこ
で，全国的にも多くの学校が取り組んでいる
体験的活動である「稲作」に取り組むことと
した。初期のこの思いを引き継ぎ現在も活動
が続いている。
　平成24年度は活動の目的を次のように定
めている。

米作りの活動を「総合学」と位置づけ，
活動を通して知識や責任感を身につけ仲
間との協調性を養い，教師としての指導
する力を高めること。

　この目的を達成するために，今年度は特に
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体験学習「米作り」を活かした教師教育の試み（Ⅲ）
 

（下野　洋，齋藤陽子，松本香奈，森　政子）

小学校や地域との連携を深め活動することを
重点として，小学生に田んぼに立てる「かか
し」を制作してもらったり，収穫した後の藁
を活用した注連縄づくりをしたりする活動に
取り組んでいる。また，水田が学校区にない
場合によく小学校で取り入れられている「バ
ケツ稲作」にも取り組んでいる。
　このバケツ稲作は昨年度からの継続であ
る。このバケツ稲作への取り組みの目的は大
きく2つある。一つは，水田で育てた稲との
生長を比較し，その違いを知識として蓄積し，
将来教員として学校での指導に活かすこと。
一つは，水田だけで育てる米作りだけが学校
で行われているわけではないため，学校の地
域性に合わせた指導ができるようにすること
である。
　この大きな2つの目的を持ち始めたバケツ
稲作であるが，行っているうちに学生たちは
疑問を生じさせた。それは，バケツ稲作の利
点と欠点は何であるかということである。学
生は，このバケツ稲作を始めたきっかけでも
ある「学校の地域性として水田がないため，
代替えとしてバケツ稲作を行う。」という利
点を考えていた。しかし，バケツ稲作を進め
ていくとそれ以上の利点があるように感じて
いたのである。そればかりではなく，課題（欠
点）もあると感じていた。そこで，学生たち
は新たに生じたこの課題に対して，放置する
のではなく，さらには何となくこうであろう
と思うだけではなく，研究会として深める課
題とし，討議と考察を重ね，結論を導き出し
た。その結論とは次のようなものである。

（1）利点
①手軽に，誰にでもできる
②準備する物は身近なものばかりである
③ 田んぼを借りることが難しい学校でも，稲
の栽培を体験できる

④ 広い土地や場所を取らなくてもよい。
　→家のベランダでも育てることができる
⑤ 子どもに与えた場合，個人一人ひとりが
しっかりと管理ができ，夏休みでも，自宅
に持ち帰って最後まで責任を持って育てる
ことができる
⑥ どれだけ生長したかなど観察が細かくでき
る
⑦ 台風などの自然災害が起きた時に移動がで
きる
⑧草を抜く量が少ない
→ 広大な土地を利用し，稲を育てることに
比べて労力等の負担がはるかに少ない。

　一方欠点としては次のように結論を出し
た。
①水はけがないため，腐りやすい
②水の管理が大変
→ 夏は水がすぐに干上がってしまう。田ん
ぼのように水の循環ができないので交換
が必要となる。

③土・肥料にも工夫が必要
④手軽ではあるが，管理や世話が大変
⑤自然とのかかわりが少ない
→ 自然の水を利用したり，虫がついたりす
るなど，自然におこる現象を見ることが
できない。

⑥ 栄養分が田んぼで稲を育てる場合に比べ，
少ない。
（利点と欠点については，「平成23年度稲
作研究会活動記録」を参照）

　記述のように利点と欠点についてバケツ稲
作を行い，稲を育てる過程の中で，発見・討
議をして導き出した。これらの利点と欠点を
十分に踏まえたうえで，教育活動においてバ
ケツ稲作がどのような意義を持つのか（図
2），また将来自分が教員として指導する際に，
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どのようにバケツ稲作を取り入れていくとよ
いのかを考えた（図3）。
　バケツ稲作を取り入れる意義としては，情
意面と行動面を見出すことができた。特に，
バケツ稲作では稲を児童が多くを生活する場
に置くことが可能であるため，より身近に，
継続的に稲の生長を観察することができ，そ
のことにより，観察の方法を詳しく学ぶこと
ができたり，少しの生長も逃すことなく観察

ができたりする。また，身近に触れ続けるこ
とができるための，生長し実りを迎えた際の
達成感は，より大きいものとなると考えた。
　また，バケツ稲作をどのように教育活動に
取り入れていくかに関しては，「総合的な学
習の時間」を軸におき，この領域に位置づけ，
年間を通して学びを進める題材と考えた。こ
れは，学生自身が一年間バケツ稲作を行い，
バケツ稲作は短時間で学ぶことができること
ではないと感じたことと，一つの教科に絞り
込んで学ぶことができる内容ではないと考え
たからである。このバケツ稲作は，子ども達
にとって「食へのありがたみ」，「仲間ととも
に取り組む心と力」を身に付けてほしいとい
う情操教育的側面と，稲がどのように生長し
ていくのかを如何に観察するのかという科学
的側面，そして米がどのように流通するのか
という社会科学的側面を併せ持っていると考
え，総合的な学習の時間での適応を考えたも
のである。
　ここまで述べてきたように，学生は講義外
の学修である稲作研究活動を通して自ら主体
的に学び，その中で課題を見付け，仲間と討
議を重ねることによりその課題解決に至ると
いう学修を行ったのである。これは，まさに
今大学の学びに求められている学びの方法の
体現であると考える。
　現在，大学にはその教育の質的転換が求め
られている。この稲作研究会を通しての学修
は，中央教育審議会答申「新たな未来を築く
ための大学教育の質的転換に向けて～生涯学
び続け，主体的に考える力を育成する大学
へ～（答申）」（平成24年8月28日）の中の「4．
求められる学士課程教育の質的転換」で述べ
られている「～略～教室外学修プログラムに
よる主体的な学修を促す学士課程教育の質的
転換が必要。」の一つの実践になり得たので
はないかと考える。そして，学生は，課題を

図2．�教育活動におけるバケツ稲作の意義（「平
成23年度稲作研究会活動記録」より）

図3．�教育活動へのバケツ稲作の取り入れ方
（「平成23年度稲作研究会活動記録」より）
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体験学習「米作り」を活かした教師教育の試み（Ⅲ）
 

（下野　洋，齋藤陽子，松本香奈，森　政子）

如何に解決するのか，仲間と如何に協力して
取り組むのかなどの力も身に付けることがで
き，将来学校での子どもへの指導や同僚たち
との働き方の一助となる実践的教育力を身に
付けることができたのではないかと考える。

2．体験学習を通した学び
　稲作研究会では，年度末に一年間の活動を
振り返って学生が書く活動記録がある。これ
らと一年間の活動で得た稲作の知識等をまと
めたファイルを作成し，後輩へと引き継いで
いる。
　そこで，その活動記録から，学生が稲作活
動を通してどのようなことを学んでいるの
か，体験学習を通して得られるものは何か，
ということをまとめる。このまとめから稲作
研究会の意義，体験学習の意義を述べる。

　対象となる記録は2年次から2年間継続し
た学生のものとする（その中でもここでは2

名の記録を掲載している）。これは，PDCA

サイクルに則り，一年間だけでは気づく（学
ぶ）ことができないこと（課題）を，次年度
に反映させて活動することが大切であると考
えているからである。

（1）記録の内容
　学生が記述している内容を原文のまま抜粋
している（表1）。

（2）学生の学び
　学生の記録には，「稲作活動から得られた
こと（学んだこと）」が記述されていた。そ
れを内容ごとにまとめると，以下のようにな
る。

表1「稲作活動を通して得られたもの」

2年次 3年次
A ・お米を育てることの難しさ
・稲の生長の様子を間近でみることができ，育て
方を知ることが出来てよかった

・人間関係が広がった
・稲作はやはり一人では出来ない
・今年の経験を生かしながら率先して取り組みた
い

・お米作りの大変さを身に染みて感じた
・稲の成長を感じたとき何とも言えない喜びが
あった
・昨年度は，先輩達の姿からお米作りを学ぶこと
に必死になっていた
・稲作は一人では行えず，多くの人の支えがある
からこそ活動できるのだと改めて実感した
・将来教員として子ども達の前に立った時，この
稲作研究会の中で学んだことを伝えていきたい

B ・初めて稲作を一から経験した
・大変なことが多かった
・だからこそ大切に育てようと言う気持ちが生ま
れた

・稲を育てる知識を学ぶことができただけでなく，
自分が食べるお米を今まで以上に大切にするよ
うになった

・稲作活動を引き継ぐとともに今までしてこな
かった何かを，新たに始めたいという気持ちが
ある

・今年学ぶことができなかったことをもっとたく
さん学び，自分の力にしたい

・自分が班長として班の仲間に教えることができ
たのか，不安に思う
・積極的に参加をしてくれた仲間に，心から感謝
したい
・人の前に立ち，引っ張っていく「リーダー」の
大変さを改めて感じた
・執行として，そして稲作研究会の一員として一
つの目標に向かい努力をしたからこそ，支えて
くださる方がいる喜び，人の温かみを改めて感
じることができた
・教師になり，児童に一番教えていきたいことを，
この稲作活動を通して学ぶことができた
・「友達と協力し，助け合うことができる」児童を
育成したい
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①稲作の大変さ（過程）
②仲間等周囲の人との関わり
③教師の視点

　学年で見てみると，2年次では①，②の内
容が多く見られた。③の視点から記述してい
る学生もいるが，3年次に③の視点が加わっ
ている学生が多い。また2年次は初めての活
動ということもあり，ただ先輩についていく
だけだったのが，3年次には活動全体の流れ
や人の動き等も考えながら活動していた様子
がうかがえる。
　これらのことから，2年間の稲作活動を通
して以下の様な学びを得たと考えられる。
　まずは，「先輩としてどのような姿である
べきか」ということが，将来教師になったと
きに「教師としてどのような姿であるべきか」
ということを考えることに繋がっていると思
われる。リーダーや先輩として人の前に立っ
たり人をまとめたりする際に大切なこと，そ
れに対する現在の自分の状況に気づき，今後
の課題としている。これらが，子ども達の前
に立つ姿，子ども達への伝え方，学級の運営
方法といった，知識学習だけでは修得できな
いことを，実践を通して学んでいることに
なっているといえる。
　次に，子ども達に稲作の知識だけでなく，
仲間と協力すること，相手（稲）に愛情を注
ぐこと等，何を伝えたいか，が明確になって
いる。体験学習は「やってみてわかった」「大
変だった」「楽しかった」等で終わっていて
は意味がない。一つ目に書いたこととも関連
するが，活動から得たことをどのように自分
の中に取り入れて，次へと繋げていくか，が
大切である。自分が体験したことで「これは
子ども達に伝えたい」という想いを強くし，
そのためには今後どうしていくか，というこ
とを考えられている。

（3）まとめ
　稲作活動を通して，稲作に関する知識はも
ちろんのこと，自分の課題や周囲の人からの
支え，リーダーシップを発揮すること，企画・
運営や柔軟な対応等，体験学習だからこそ修
得できることを，2年間の活動を通して学ん
でいる。この学びはPDCAをきちんと行って
いるからこそできることである（図4）。では，
この活動を今後さらに発展させるためには何
が必要か。
　稲作研究会は学生が主体であるため，養成
側（教職員）は助言を行っているがあくまで
補助的に関わっているのみである。そのため，
今後より“実践力”を身に付けた教師養成を
目指していく上での関わりについて，次のよ
うに考えている。
　それは，学生が学んだことを発表する機会
（場）を設定することである。現在は定期的
な全体会の中で，報告という形で活動内容や
今後の課題等を話すことが主となっている。
これも大切なことであるが，学内（稲作研究
会内）という限られた空間のみとなっている。
今後は学外（例えば学会）でも発表する機会
があると，そのためのまとめの作業やプレゼ

図4．稲作活動におけるPDCAサイクル
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ンの資料作成，相手への伝え方等，教師とし
て必要な力を，実践を通して学ぶことになる。
教員側はそのような機会を提示し，発表準備
について指導・助言を行う。こうすることで，
学生は稲作研究会を通して学んだことをこれ
まで以上に「自分のもの」として自覚し，教
師になってからも活かすことができるのでは
ないか，と考えている。

おわりに

　本稿では，環境学習の今日的課題を基に，
環境学習のスキルの習得と小学校入学前の幼
稚園，保育所における自然や環境の取り上げ
方を整理してみた。
　また，学生のこれまでの実践の中から，「バ
ケツ稲作」を取り上げ，そこでの課題解決の
あり方や仲間との協力体制の組み方を通し
て，将来の実践的教育力を育成する事例を紹
介した。
　さらに，稲作活動の実践をPDCAサイクル
で評価して今後のあり方の改善に生かそうと
する考え方を提示した。
　環境学習でのスキルを習得するためには，
自然体験や環境学習のあり方を見直すととも
に，スキルの背景となる環境と関わる基本的
な考え方や概念を理解していることが望まし
い。
　今後の実践活動の中で様々なスキル習得と
合わせて，自然事象の観察結果における科学
的表現力を高めるべく比較・観察，関連付け，
変化の読み取りなどの基本的な操作ができる
ようにすることに努めたい。
　なお，本稿の執筆分担は以下の通りである。

　Ⅰの1～4，6：下野　　　Ⅰの5：森　　
　Ⅱの1：齋藤　　　Ⅱの2：松本
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