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1．はじめに

　現代日本の食生活を巡る社会状況は、「飽食」「崩食」
「放食」「孤食」などのキーワードにあらわされているよ
うに、さまざまな問題を抱えている。日本のカロリーベ
ースの自給率が 39％しかなく、世界中から食料を買い
集めていること、輸入することで地球環境に影響を与え
ていること、食べている食品がどのように生産・加工・
調理されているか等は、思い描くことなく食べている人
が多いと思われる。
　それは生産と消費の乖離、農と食の乖離が進行した社
会に対応すべき教育がなされてこなかったといわざるを
得ない。生活環境の中では生産現場が見えないこと、地
域や家庭による食に関する教育力の低下、学校教育の中
で農と食に関する学びや実習がきわめて少ない、簡便に
食べられる加工食品の増加などの背景があるといえよ

う。
　「食べ物を食べる」という行為は、選択するという消
費行動を伴い、結果として、生産現場への影響、ひいて
は国際経済、地球環境までも影響を及ぼす。したがっ
て、21 世紀を生きる人間に求められる食に関する資
質、「食のリテラシー」を身につける必要がある。野田
（2009-1）は「食のリテラシー」を、「食に関する、生
産・流通・購入・加工・調理・摂食・廃棄に係わる行動
に関する知識と能力をいい、その知識や能力で食の係わ
る世界を自ら再定義することができる能力」と定義して
いる。
　「食のリテラシー」を身につけるためのひとつとし
て、生産現場での体験活動としての農業体験学習があげ
られる。
　農業教育においては、永田（1990）は「農業生産を組
み込むことで教育が本来の人格形成力を取り戻す」と述
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　教育学演習（食教育・食農教育・食育）の授業のひとつとして、教育共同利用拠点制度で「首都圏に
おける食・生命・環境の複合型フィールド教育拠点」として認定された宇都宮大学農学部附属農場にお
いて「食と命のフィールド実習」に参加した。内容は酪農科学、生殖科学、園芸学、作物学、それぞれ
概論と実習・実験であった。実験や実習をとおして、「命とは」「食とは」を考えることができた。
　研究の目的は、教育農場における食の生産についての学びの意義を明らかにすることである。また、
その中で、特に、教育学専攻の学生が農場実習で学ぶ意義も明らかにすることである。研究方法は、実
習後に書いた課題レポートの内容（質的データ）を分析した。その結論は次のとおりである。
　1． 食べ物に対する認識を形成するには、生産者の視点が必要で、その生産過程を知るために教育に

農業の学びが必要であることがわかった。
　2．食は生命であり、農業の科学技術が大きく貢献していることが実感を伴って理解出来た。
　3． 食べ物の生産は経済活動であり、農業の科学技術と農業者の作業により支えられていることがわ

かった。
　4．教育学専攻学生は、実習をしながら、次のようなことを考えていた。
　　①学んだ内容を学校での授業に活かすことを考えている。
　　②教育に農業を取り入れると良いと考えるようになった。
　　③卒業後の教育の仕事、他の仕事、生活に、学んだ事を活かしたいと考えている。

キーワード：食農教育、食の生産、教育学専攻学生、教育農場、農場実習、命、教育共同利用拠点校
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べるなど、「農業の教育力」ということが言われてき
た。平成 10 年の学習指導要領改訂において、「総合的な
学習の時間」が新しく導入され、「総合的な学習の時
間」の学習活動のひとつとして、農業体験学習をおこな
う学校が増えてきた。近年は、幼児教育から大学教育に
至るまで、園内・校内の畑や近隣の農家の畑、修学旅行
等に農業体験を組みこむなど、さまざまな形で農業体験
学習が行われている。
　中学生の農業体験修学旅行に同行し、インタビューを
行った野田（2009-2）は、農作業の大変さから農家の人
の大変さを汲み取り、生徒が「米に対する考え方が変わ
った」「米の大切さ・ありがたさがわかる」と語ったと
述べている。澤内・他（2009-1、2009-2）は、高校生の
農業体験型北海道修学旅行に対する評価と、農家対応と
生徒行動の実態分析をおこない、「農業体験型修学旅行
が、生徒の食や農への関心を高める 1つのきっかけとな
り得る可能性を示唆するものと考える」と述べている。
　修学旅行等に組みこんだ農業体験は「イベント的農業
体験」「農作業の一部の体験」である。したがって、「生
徒の食や農への関心を高めるきっかけとなり得る」段階
の学びであると思われるが、それでも実施する価値は大
きいと思われる。
　大学生（農学部）を対象とした「農業農村フィールド
実習」おこなった板倉・他（2008）は、学生は「実習を
愉しむことが出来た」「農家の考え方や技術を学べた」
「農業や農村の実態や本質について考えられた」「実習の
経験は新しい考え方や活動につながった」などの学生の
実習自己評価を紹介し、農業体験学習の意義について、
「農村で農業を体験するだけではなく、農村の生活に入
り込み、農家と触れあうことで農村・農業を身近に感
じ、農業に愛着を感じる。特に農業を営んでいる農家か
ら話を聞くと、農業がより現実味を帯び、日本農業の現
状と問題が見えやすくなる」と述べている。
　また、食意識形成の視点からアンケート調査をおこな
った野田・大竹（2003）は、過去に生産体験をおこなっ
たことのある中学生は「いのち」と「食べ物」を結びつ
けて考える事ができるという調査結果を示し、「食べ物
に感謝し、大切にする意識を育むために生産体験が重要
な要素である」と述べている。
　上記の先行研究における農業体験は、農村（地域）で
農家（人）の指導を受けて農作業をする体験である。今
まで述べた先行研究が対象とした農業体験を、今回の研
究テーマとした「教育農場における実習」と区別するた
め「農村での農業体験」とする。
　「農村での農業体験」は、自然環境、地域と人が大き
な影響を及ぼす。農作業の大変さを知り、児童・生徒・

学生のほとんどが感謝の気持ちをいだく。日本の農村・
農業の現実を知ることにもなる。それらの学びは大き
く、人間が生きて行く上での土台となる。しかし、食に
かかわるものは多面的である。
　食の基盤となるものの学びには、現代の生命科学の現
状もふまえた学び、品種改良などの農学の知識や農業機
械などの学びも必要である。農業が科学技術の成果のう
えに成り立っていること、「大変だ」だけではない、「す
ばらしさ」「可能性」を感じさせる体験や学びが必要で
ある。また、基本的農業技術だけではなく、生産・販売
につながる「業」としての農業の厳しさも見える事が必
要である。このような内容の導入部分だけでも学ぶ事が
できると、食を総合的に捉える基礎が出来、将来、教育
に携わる上で役に立つであろう。
　このようなことを考えて実習農場を探していたとこ
ろ、宇都宮大学農学部附属農場が、「首都圏における
食・生命・環境の複合型フィールド教育拠点」として認
定され、他大学学生が学ぶことが出来るようになったこ
とを知る。生産を支える科学的知識・技術の役割につい
ての知識を深めることができると判断し、平成 23 年度
から参加するようにした。

2．教育共同利用拠点プロジェクトとは

　教育共同利用拠点制度は、多様化する社会と学生のニ
ーズに応えるために、各大学の有する人的・物的資源を
有効活用することで、大学全体として質の高い教育・研
究を実施することを目的として、その実現のために、全
国の大学を分野毎に共同利用拠点として整備し、大学間
で共同利用する取り組みをサポートする制度である（宇
都宮大学農学部附属農場HP）。平成 20 年に学校教育法
施行規則第 143 条（3）共同利用・共同研究拠点の認定
等に関する規程において本制度が創設された。宇都宮大
学農学部附属農場は、平成 22 年度より「首都圏におけ
る食・生命・環境の複合型フィールド教育拠点」として
認定され、初年度は 4大学を受入れ、平成 25 年度は 7
大学が参加している。帝京大学は平成 23 年度より参加
し、本年度で 3回目の参加である。
　現在、宇都宮大学の他に、東北大学、信州大学、静岡
大学、広島大学、宮崎大学の計 6大学が拠点校として認
定されている。

3．宇都宮大学農学部農場で学ぶ内容

　参加大学の専攻や希望と実施時期により内容は異な
る。帝京大学は「教育学部」「教職を志望している学
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生」ということを考慮した内容で、11 月上旬の実施の
ため、多くの農作物の収穫は終わっており、サツマイモ
の収穫実習となった。
　具体的には「ウシの生殖科学概論」「ウシの生殖科学
実験」「酪農科学概論」「ウシの飼養管理実習」（内容：
乳牛の給餌、放牧場の移動、ブラッシング、人工授精見
学 etc）「ウシの搾乳実習」「ヒツジの毛刈り実習」「園
芸学概論」「根菜（サツマイモ）収穫実習」「作物学概
論」「水稲調製実習（脱穀・精米）」である。表 1に時
呈も含めて示す。
　上記の内容を、家畜繁殖生理学が専門で獣医師でもあ
るN教授、園芸生産技術学が専門の I教授、作物生産
技術学が専門のT准教授が中心となり、農学部大学院
生や学部生が具体的な指導をしてくださった。
　帝京大学の「食と命のフィールド実習」の目的は、下
記である。
①食生活は農業の生産活動によって支えられている。生
産を支える科学的知識・技術の役割についての知識を
深める。

②将来、教育に携わる者として、食は命であり、食生活
が農業の生産活動によって支えられていることを、学
びと体験を通して伝えられるようにする。

　また、講義・実験棟に併設された宿舎には、集団調理
の設備があり、学生が分担して三食の食事を作り、先生
や農学部の学生・院生の皆さんと会食をした。

4．研究の目的と方法

　同農場の共同利用拠点プロジェクトを利用している他
大学の学生の専攻の多くは、管理栄養士養成課程、家庭
科教諭養成課程、食育専門家養成課程など、食に関する
学びを専門としている学生である。本大学は文学部教育

学科の学生であり、本農場実習も「教育学演習（食教
育・食農教育・食育）」の授業の一つとして位置づけ、
シラバスに記載してある。
　本研究の目的は、教育農場における食の生産の学びに
ついての意義を明らかにすることである。また、その中
で、特に、教育学専攻の学生が農場実習で学ぶ意義も明
らかにすることである。
　研究対象は、平成 25 年 11 月 9-10 日に行われた帝京
大学「教育学演習（食教育・食農教育・食育）」履修者
を対象に行われた宇都宮大学農学部附属農場での「食と
命のフィールド実習」に参加した学生の活動である。
　分析対象は、実習後の課題レポート（20 名分）であ
る。課題レポートの調査項目については、井元・仙波
（2011）の研究を参考にした。
　分析方法は、実習後に書いた課題レポートの記述を何
度も読み返し、意味・内容が近いものをグルーピング
し、カテゴリー化したものをもとに分析・考察した。

5．分析結果

　課題レポートから、学生が記述した「学んだ新たな知
識と感想」から抽出されたカテゴリーと記述内容は下記
の通りである（表 2参照）。また、具体的記述例を表 3
に示した。
　なお、課題は授業ごとに設定したが、酪農科学概論・
実習と生殖学概論・実験は、相互に関連しているため、
同じ枠組みで分析した。
　（1）酪農科学概論及び生殖科学概論に関する記述で抽
出されたカテゴリーは、①牛は経済動物である　②人間
が科学技術で操作している命　③動物に生かされている
人間　④生命の尊さ、である。
　（2）酪農科学実習及び生殖科学実験に関する記述で抽

表１　「食と命のフィールド実習」の内容
1 日目 2日目

10:30 ～ ウシの生殖科学概論
8:15 ～

A班：ヒツジの毛刈り実習
ヒツジの胎児をエコーで見る

11:10 ～ ウシの生殖科学実験（卵巣から卵を取り
だし、顕微鏡下で受精させる技術の実験） B班：ウシの搾乳実習

13:30 ～ 酪農科学概論 9:45 ～ 園芸学概論

14:15 ～ ウシの飼養管理実習（乳牛の給餌、放牧
場の移動、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ、人工授精見学 etc 10:45 ～ 根菜（サツマイモ）収獲実習

16:30 ～
Ａ班：ウシの搾乳実習 13:45 ～ 作物学概論
Ｂ班：ヒツジの毛刈り実習
ヒツジの胎児をエコーで見る 14:30 ～ 水稲調整実習（機械による脱穀・精米・計量

による歩留まり率算出）

20:00 ～ 学生交流会（農学部学生の研究報告・帝
京大学学生のゼミ研究内容発表も含む）

16:30 ～
17:00 ～

清掃・荷造り
閉講式
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表２　授業で得た新たな知識と実習・実験した感想
課題 抽出されたカテゴリー 記述内容

（1）
酪農科学
概論及び
生殖科学
概論

① 牛は経済動物
である

雄牛は肉になる（11）
乳の出の悪い雌牛も肉になる（12）
雄牛は美味しい肉質にするため去勢される（1）
経済の視点から見れば当然である（3）

② 人間が科学技術で
操作している命

人工受精・顕微受精等で人間は牛の『命』を完全に操作している
（7）
牛は最新の現代科学で飼育されている（2）
乳を出させる為に雌牛は交配と分娩を繰り返す（2）
人間は『命』を完全に操作している（4）

③ 動物に生かされている人間

人間と動物の関係は①ペット（心）②家畜（食）③実験（医）と、
人間に役立っている（8）
私たちは動物に生かされている（7）
食に有難みを感じ、感謝していただくべきだと感じた（3）
食べている肉や牛乳がどのようにできているのか（1）

④ 生命の尊さ 講義全般を通して生命の大事さ、尊重を感じる（2）

（2）
酪農科学
実習及び
生殖科学
実験

① 生きている牛の実感
牛の温かさ生き物を認識（3）
牛の大きさに驚く（3）

② 人工的に作る命
人工授精（4）   
生殖実験・顕微受精（4）

③ 生き物に係わる
仕事の厳しさ

機械での搾乳方法（9）  清潔・殺菌が必要（3）
牛一頭一頭に異なるえさの種類と量の給餌（3）
作業の慎重さ（3）　酪農の仕事の厳しさ（3）
羊の毛刈り（7）

④ 命を見る 妊娠中の羊の新しい命をエコーで見て感動（2）
⑤ 科学理論を活かす 牛の排泄行為に行動心理学理論（1）
⑥ 命の尊さ・素晴らしさ 命の尊厳を認識（2）「命をいただく」認識に直結（1）

（3）
園芸学
概論及び
収穫実習

① 野菜の知識
「園芸」の意味・野菜の定義（9）
植物の分類と野菜の種類（3）
日本原産野菜 3（）

② 栽培技術・作業の
成果のサツマ芋収穫

サツマ芋掘り（16）　多くの種類があるサツマイモ（9）
栽培技術と作業（5）

③ 病気と害虫被害対策
野菜の病気と害虫被害（3）
農薬の効果（2）

④ 農業の技術・効率
農業における効率（1）
果樹の栽培技術（2）

⑤ 学びを活かす
野菜の背景を授業に（3）
作物を育てることは教育に有効（1）
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（4）
作物学
概論及び 
水稲調整
実習

① 作物の知識 作物の種類（3）

② 稲作の価値
先人から伝わる技術（1）
環境を守る稲作（1）

③
米が食卓に

出て来るまでの
過程を知る

米が食卓に出て来るまでの過程を知る（6）
脱穀・精米の方法（7） 歩留まり 7割（5）
地味で過酷な仕事（3）
機械作業が中心（2）

④ 農業の経済 農家は低収入（2）  米は安価（3）

⑤ 農業問題
作物生産を取り巻く環境の問題点（6）
稲作農業の現状（4）　厳しくなる農業の現実（1）

⑥ 生産者の視点 生産者の視点が抜け落ちた生活（1）
⑦ 教育に農業を 若い世代の農業者を増やす方法（2）

（5）
食を支え
る農業・
酪農の科
学・技術
と役割に
ついて考
えたこと

① 不可欠な農業 酪農や農業は不可欠（4）

② 農業を支える科学技術と労
働

農業を支える科学技術（11）
農業・酪農関係者の労力と努力（3）

③ 食べ物に対する
認識

食べ物の大切さの認識が必要（3）
食べ物は動植物という認識が必要（5）
生産現場の事を知るべき（3）

④ 農業への期待
動植物の共生（1）
動物実験を医療にどのように活かすか（2）

⑤ 牛と世話する人間の関係 農場の人達は牛や羊のことをしっかりと考えている（1）
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表３　抽出カテゴリーの具体的記述例
課題 抽出カテゴリー 具体的記述例

（1）
酪農科学
概論及び
生殖科学
概論

① 牛は経済動物
である

・エサ代などの維持費の増加や病気等で乳が出せなければ食肉にするための屠殺場へ送られる。経
済的な視点から見れば当然のことではありますが、愛情を持って育てた動物を殺さなくてはならな
い判断が日常となっている環境は衝撃的でした。
・人間のエゴのために生かされている動物たちに同情をした。しかし、私自身それらの動物をほぼ
毎日食べている。そう思った私は同情ではなく感謝をすることにした

②
人間が科学技
術で操作して
いる命

・人工受精は牛、人間の両方にとってメリットがあるが、それでも、自然のサイクルからは大きく
逸脱している」「人間は残酷」「自然の摂理は弱肉強食であり、それに乗っ取れば、人が牛を食べる
のは自然なことである。ただ人間という生物が牛の出生から死ぬまでのすべてをコントロールして
いることを考えると、それは不自然なことではないか。せめて目の前のお肉を無駄にしないように
生きていくことしか私にはできないと考えていた。

③ 動物に生かさ
れている人間

・ペットは心を癒すことができ、食糧として肉や牛乳などは動物から提供されている。予防接種を
受ける前にワクチンの安全性をマウスで実験する（大量に殺される）。私たちは動物に生かされて
いることを知った。

④ 生命の尊さ ・牛のことについて学んだが、先生は人間、つまり生命として考えるテーマになるように話されて
いたと感じました。生命として考えるきっかけになりました。

（2）
酪農実習
及び生殖
科学実験

① 生きている牛
の実感

・実際に搾乳をすることができると、乳房の暖かさや、乳の出る様子などが実際にわかり、達成感
のようなものを感じた。知識だけではなく実感を伴うことで自分の中で大切な体験とすることがで
きた。

② 人工的に作る
命

・特殊な機械を使って模擬顕微授精をしました。自分の左手で精子をつかまえ、右手で卵子の入り
口を見つけて受精させます。私はこの活動を終えて、命の誕生の素晴らしさを実感しました。ま
た、精子と卵子の受精を生で見る事ができとても神秘的なことだなと考えました。私たちもこんな
神秘的に出来た命を持っているのだから、もっと大切にこれからの人生を生きていこうと思いまし
た。

③
生き物に係わ
る仕事の厳し

さ

・酪農の過酷さ、生き物に関わることへの責任の重さを学べた。私は最初酪農とはただの力仕事で
あり、それさえ我慢してしまえば楽な仕事、そう考えていた。しかし現実では餌の成分や、動物の
体調管理など体より頭を使うことのほうが多い。朝は早い、基本的に休みはないなどサラリーマン
よりもつらい仕事である。今の世の中農業は軽視されているというイメージがあるが、私はもっと
農業という仕事に目を向けたほうが良いと考える。

④ 命を見る ・妊娠している羊のおなかの中を見せてもらいました。人間の妊婦さんのおなかの中と何も変わら
ず、新しい命がありました。

⑤ 科学理論を
活かす

・牛舎の中に天井からギザギザした鉄製の器具（牛が糞尿を運ぶ側溝にしっかりできるようにトレ
ーニングするため）が設置されていた。牛はマットの上で排泄をするとその器具にふれて電気が流
れる。これを繰り返し行なうと電気が流れるのを嫌い、側溝で排泄するようになる。これは心理学
の行動分析学という領域の「嫌子消失による強化」の理論をいかした仕組みが酪農の現場にいかさ
れていることを知ることができた。

⑥ 命の尊さ・
素晴らしさ

・実際に見て、聞いて、体験して、感じることができた。驚きがたくさんあったが、これも「命を
いただいている」ことに直結した。
・牛や羊を直接見ると、改めて、命の重要さに気づかされる。目の前で生きている牛たちが、牛乳
のために生かされ、生産率が餌などの消費率を下回れば肉にされるといった悲しく残酷な事実を目
の当たりにすることによって、わたしの心は深く傷んだ。

（3）
園芸学概論
及び収穫実習

① 野菜の
基礎知識

・野菜の多くは海外起源であり、日本原産の野菜はウド、セリ、フキ、ミツバ、ミョウガ、ワサビ
など 20 種類弱しかない。

②

栽培技術・作
業の成果とし
てのサツマ芋

収穫

・姿を現したさつまいもの大きさに驚き、これほどまでに大きくするのにどれだけの時間をかけた
のだろうか考えた。天候を気にし、肥料を与え、雑草を抜きそれを何か月も繰り返した結果として
私たち全員がさつまいもを掘ることができた。

③ 病気と害虫　　　
被害対策

・野菜や果物は、害虫によって病気になってしまう可能性が高いため、しっかりとした農薬による
管理が大切だとわかりました。

④ 農業の技術

・果樹も剪定をしなければ、自然界にあるような大きなものになる。驚いた。元々、脚立で取れる
大きさなのではなく、人の努力が隠されていたことが分かった。酪農と同じく、良いものを作るの
に研究は必須なのだ。
・梨園にも梨の育つ高さを調節できるよう工夫がなされていた。Ｉ教授は効率という言葉をよく口
にしていた。農業において効率は非常に大事なことなのだと知った。少ない人数で大量の収穫をし
なければいけないとき効率が一番大事になる。Ｎ先生の酪農実習の中でも効率化が大事ということ
を聞いた。特に鮮度を売りにするものは収穫だけで終わりではない。保存や出荷もしなければいけ
ない。園芸の効率化を見ていると畜産でのシステマティックな環境も仕方のないことなのかもしれ
ないと考えることができた。

⑤ 学びを活かす
・野菜の手入れは大変だと分かる。普段、野菜嫌いで野菜を食べない人は野菜の背景を知ること
で、野菜を食べてみよう。と感じるかもしれない。だから、野菜嫌いが多いと考えられる小学生に
野菜の授業を行えば、知識を知るとともに野菜が好きになったり、嫌いじゃなくなると思った。
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（4）
作物学概論
及び水稲調整
実習

① 作物の知識 ・普通作物の定義は、水稲、麦類、豆類、イモ類、雑穀など、いわゆる主食系、栄養素からは炭水
化物が中心の農作物である。概論では水稲中心の話であった。

② 稲作の価値

・米の国として日本は昔からずっとこの工程を農家の沢山の人々が行って生活していたと考える
と、大変感慨深くなった。これらの技術は全て過去から伝来されていると思うと、先人たちの意志
を感じた。
・環境にやさしい稲作の強みも知ることができた。連作ができ、肥料を必要としなく、農薬の防虫
回数も少ない。水田で貯水がが可能であり、自然環境を守ることができる。

③
米が食卓に出
て来るまでの
過程を知る

・お茶碗一杯を満たす量の米は倍近くのたくさんの稲が必要になる。機械ではあるが、たくさんの
工程を経て私たちの口に入るのだと知り、一粒一粒大切に感謝しながら食べるべきだと心から感じ
た。
・機械を使っていても地道な作業が多かった。
・日本の代表的な食べ物のお米の生産がもっと楽に利益のあるものになってほしいと思った。 

④ 農家の経済

・米はもうからないこと・米づくりは未来が危ういことを学んだ。実際に水稲成長実習をしてみ
て、機械を使っていても地道な作業が多かった。そのようにして育てたお米があまりもうからなか
ったり、政府の政策も米作りに対する対策をしていなかったりすると、後継者不足もわからなくは
ないなと思った。日本の代表的な食べ物のお米の生産がもっと楽に利益のあるものになってほしい
と思った。

⑤ 農業問題

・作物生産を取り巻く環境は、高齢化、兼業化、後継者不足の深刻化（+耕作放棄）の「4K」が
問題視されている。
・今後は「TPP」の影響などで農家にとってより厳しい現実がやってくるので、政府には、しっか
りと交渉してほしいと心底思いました。

⑥ 生産者の視点

・第一次産業は私たちの身の回りの生活そのものを支えている。私たち消費者はより過ごしやすい
生活を求める。主食となる米もその他の食品も安価でかつ高品質を求めてしまう。しかし生産者は
それでは生活できない。私たちの生活から生産者の視点がすっかりと抜け落ちてしまっている、そ
う感じた。

⑦ 教育に農業を

・学校などで農業などをテーマとする授業にもっと力を入れたほうがよいのではないか。農業は
我々人間の生活を支えている大切な仕事、という風に子供たちに意識付けをしていかねば日本の農
業に未来はない、私はそう感じた。
・農業者（若い世代）を増やすツールとして、興味や関心をもってもらうために、どの大学でも農
業実習を必修科にする必要があると考えた。

（5）
食を支える農
業・酪農の科
学・技術と役
割について
考えたこと

① 不可欠な農業
・人間の最も重要である食を支えている偉大な仕事である。農業が最重要な産業である。農業も
様々な問題を抱え、滅亡の危機を迎えている。そのため私はこれからの時代を担っていく若い世
代、私たちが何とかして農業を盛り返していかなくてはならないと思う。

②
農業を支える
科学技術と
労働

科学・技術は、商品として扱われるまでの過程を効率よくはやくしているように感じます。人工授
精の技術を高めることによって、より多くの有能な牛を短時間で生み出すことができる。このこと
により、商品として扱われるまでの時間を短縮し、生産量を増やすことができ、商品の質を高める
こともできる。このような技術の発展は、消費者の利益に大きく影響を与え、産業の発展につなが
っていると考えます。

③ 食べ物に
対する認識

・私たちが普段なにげなく食べている食料のほとんどが動物や植物・作物である。このあたり前の
ことを私たちは忘れかけていると思う。
・生産の現場でのことを知るべきだ。食生活を支えるということはどういうことなのか知らなけれ
ばいけない。

④ 農業への期待

・顕微授精などの動物に使われているものを応用し人間に使われている。食物を提供するといった
役割以外に医術的なものにも利用できる農業・酪農は素晴らしいものであると感じた。
・動物も植物も人間にも命はある。生きていくということは、命をいただくということ。そこで求
められるのは、動物植物の共生である。牛の運命は生まれ、乳を取られ、肉になる。しかし、牛に
もできるだけ生きてもらいたい。牛や植物は生きるための「道具」ではない。一つの「命」なのだ
から大切にする必要はある。だからこそ、科学技術や昔からの知恵は今後の酪農・農業のキーとな
ると思う。

⑤ 牛と世話する
人間の関係

・人間のために飼育されているのだが、宇都宮大学の方々は牛のため、羊のため、と動物のことを
しっかり考えているからこそ、牛たちと人間の関係が成り立っているように感じました。
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出されたカテゴリーは、①生きている牛の実感、②人工
的に作る命、③生き物に係わる仕事の厳しさ、④命を見
る、⑤科学理論を活かす、⑥命の尊さ・素晴らしさ、で
ある。
　（3）園芸学概論及び収獲実習に関する記述で抽出され
たカテゴリーは、①野菜の基礎知識、②栽培技術・作業
の成果としてのサツマ芋収穫、③病気と害虫被害対策、
④農業の技術・効率、⑤学びを活かす、である。
　（4）作物学概論及び水稲調整実習に関する記述で抽出
されたカテゴリーは、①作物の知識、②稲作の価値、③
米が食卓に出て来るまでの過程を知る、④農業の経済、
⑤農業問題、⑥生産者の視点、⑦教育に農業を、であ
る。
　（5）食を支える農業・酪農の科学・技術と役割につい
て考えたことに関する記述で抽出されたカテゴリーは、
①不可欠な農業、②農業を支える科学技術と労働、③食
べ物に対する認識、④農業への期待、⑤牛と世話する人
間の関係、であった。

　上記（1）～（5）を、授業の枠を取り除き、さらにグ
ルーピングして関連を図 1に示した。
　（6）卒業後、今回の実習をどのように活かすかに関す
る記述されたのは、教職をめざす学生 15 名は、全員
「子どもの教育に活かす」と答え、「子どもの食育に」
（10）、「生徒達に命の重みを伝えたい」（4）、「子どもの
内から命にふれる活動をさせたい」（1）、「学校で牛を飼
い、最後は食肉にするかどうか学級で相談」（1）、「倫理
観や道徳心を身につけさせたい」「稲の栽培を教材に」
（1）、「今回学んだ多くの知識を子どもに伝えたい」
（4）、などの記述があった。教職以外の職業をめざす学
生からは、「野菜果物の卸売り会社で、この実習で得た
知識を元に良い野菜や果物を見極めて、卸売りをしてい
きたい」（1）、「将来、自分の子どもに農業体験をさせた
い」（1）、「祖父の農場の手伝いに活かす」（1）、「定年
後、農業をしたい」（1）などの記述があった。また、
「食べ物に感謝の気持ちを持って生活したい」（4）、など
の記述があった。

食べ物に対する認識

生産者の視点

生産過程を知る

不可欠な農業

教育に農業を

農業への期待

生き物に関わ
る仕事の厳しさ

牛と世話する人間の関係

農業の科学技術

酪農科学
生殖科学
園芸学
作物学

食は生命

生きている牛の実感
動物に生かされている人間
科学で操作する命
生命の尊さ

農業の経済

牛は経済動物
農業の技術・効率
病気と害虫被害対策

農業問題

実習での学びを活かす

図 1　授業で得た新たな知識と実習・実験した感想の関連図
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6．結論

　研究の目的は、教育農場における食の生産の学びの意
義を明らかにすることである。また、その中で、特に、
教育学専攻の学生にとって、農場における「食と命のフ
ィールド実習」にはどのような意義があるかを、明らか
にすることである。
　学生の課題レポートの分析から、次のことが明らかに
なった。
①食べ物に対する認識を形成するには、生産者の視点が
必要で、その生産過程を知るために教育に農業の学び
が必要であることがわかった。

②食は生命であり、農業の科学技術が大きく貢献してい
ることが実感を伴って理解出来た。

③食べ物の生産は経済活動であり、農業の技術と農業者
の作業により支えられていることがわかった。
　教育の視点から記述されたものをまとめると下記の
ことが言える。（表 2、表 3参照）

①実習をしながら、学んだ内容を学校での授業に活かす
ことを考えている。
　「野菜の背景を授業に」（3）、「作物を育てることは
教育に有効」（1）などの記述があった。「野菜嫌いの
人も、野菜の背景を知ることで、野菜を食べてみよ
う、と思うかも知れない。だから、野菜嫌いが多いと
考えられる小学生に野菜の授業を行えば、知識を知る
とともに野菜が好きになったり、嫌いじゃなくなると
思った」という記述があった。

②教育に農業を取り入れると良いと考えている。
　　「農業は我々人間の生活を支えている大切な仕事、
という風に子供たちに意識付けをしていかねば日本の
農業に未来はない、私はそう感じた」「農業者（若い
世代）を増やすツールとして、興味や関心をもっても
らうために、どの大学でも農業実習を必修科目にする
必要があると考えた」という記述があった。

③卒業後の教育の仕事、その他の仕事、生活に、学んだ
事を活かしたいと考えている。

　これらの記述内容から、「食と命のフィールド実習」
の目的、「①生産を支える科学的知識・技術の役割につ
いての知識を深める　②将来、教育に携わる者として、
食は命であり、食生活が農業の生産活動によって支えら
れていることを、学びと体験を通して伝えられるように
する」は達成されたと思われる。
　また、「はじめに」で述べた、「農村での農業体験」で
はできない食の基盤となるものの学び、現代の生命科
学、農学の知識など、農業が科学技術の成果のうえに成
り立っていること、「大変だ」だけではない、「すばらし

さ」「可能性」を感じさせる体験や学び、生産・販売に
つながる「業」としての農業の厳しさも、今回の実習の
中で学ぶ事ができた。

7．考察

　「教育農場における実習」は、科学技術をベースにし
ておこなわれるため、短期間の実習においても、深い学
びができた。
　全体感想の中で、「実習全体を通して、食に対するイ
メージが変わった気がします。私たちの生活の中では、
一瞬で食べ終えてしまうものが、これほどものに手間暇
をかけて作られているのだと知り、食べものへの感謝の
気持ちが増えました。また、それと同時に人間が生きて
いくためには、他の命を殺してそれを食べていかなけれ
ばならないという、動物としての根本的な生き方を実感
させられたような気がします。この実習のタイトルでも
ある「食と命のフィールド実習」をしっかり体験できた
と感じています」と記述した学生がいるが、この思いは
全員が持ったようである。
　また、さまざまな農業体験の実践をみても、商品とし
ての農産物を生産する為の経済性を考える実践はあまり
ない。しかし、今回の実習では経済性や商品としての価
値あるものを生産することについて考える機会が多かっ
たことが、「経済動物の宿命」、「作業の効率」、「搾乳時
の厳しい衛生管理」などについての記述から明らかにな
った。
　「教育学専攻学生にとっての教育効果」は、「管理栄養
士養成課程における教育効果」（風見．2013）、「家庭科
教諭養成課程における教育効果」（井元．2013）で報告
されている教育効果と基本的なことは同じである。
　しかし、教育学専攻学生にとっての教育効果は、結論
で述べたように、教育という視点からみていることであ
る。将来の教員としての仕事で活かすことだけでなく、
教育全体の中で農業の教育の必要性を考えることもでき
た。これも、「農業の教育力」を基に、現代の科学技術
の一端を講義と実験実習で学ばせてもらったことによる
もの、「教育農場の力」であると考える。

8．おわりに

　実習では、食事を共にしながら、宇都宮大学の先生や
学生さんとも話をした。交流会の中で農学部学生の卒業
研究発表を聞いた。その中で交わされた会話も、多くの
学生にとって新鮮で学ぶ事が多かった。実験や実習をサ
ポートしてくれた自分たちと同年代の学生の姿に「たく
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ましさ」を感じたとの記述もあった。
　一人の学生が、夕食時にN教授と話したことを次の
ように記述している。「人間が行っていることがいかに
残酷かということを改めて感じさせられる。そんな、思
いの丈を伝え、返ってきたN教授の解答は至ってシン
プルだった。「私たちが精一杯、牛たちに尽くしてあげ
ること」それだけだった。だが、この言葉はとても深遠
なもので苦境を乗り越えてきたN教授だからこそ、導
くことが出来る悟りであり、沢山の死からやっと得た解
答なのだと、痛感した」と。
　二度目の実習参加だった学生が、「去年も一度自覚し
たのに、少し経ったら忘れていた自分に気づかされ、そ
んな軽薄な自分に嫌気がさした。その場ではしっかりと
命の重さや、牛乳、牛肉への感謝を体感しても、一時的
であり、半年後にはすっかりわすれているという事実。
もっと継続的にこの感覚を維持すべきだと私は感じた。
その意味でも私は今年二回目のこの農場実習は貴重な体
験だったのではないかと、信じている」と書いている。
　「農村での農業体験」においても、「生産・加工・調
理・廃棄に至る「一連した農業体験と学び」のある活動
が、イベント的体験学習より優位である（野田．2009-
3）。今回の実習だけではなく、継続した学びのできるカ
リキュラムが必要である。学部や学科を問わず、「生活
園芸 I」が 1年生全員の必修科目になっていて、大学に
隣接した農場で、一年を通して毎週野菜づくりを体験で
きるようにしている大学もある（澤登．2005）。このよ
うに、学部を問わず、教育の中に農業を位置づけること
が求められる。
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