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研究論文

Bulletin of Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Vol.7 No.2 2014

有機農業の担い手育成に関する研究
～農業専修学校生のナラティヴ分析から～

Research on Upbringing of the Practitioners of Organic Agriculture
～ From an agricultural vocational school student's narrative analysis ～
西村いつき＊
Itsuki NISHIMURA*
要約：本研究は、持続可能な農業の一つの形態である有機農業の推進を図るため、農業専修学校生を対象にしたナラティヴ学
習から、学生が農業を進路選択しようとした過程の可視化を行い、有機農業の担い手育成に関する課題を明らかにするもので
ある。
本研究には、農業の担い手不足と有機農業の担い手確保の二つの問題の所在がある。初めに、担い手問題の背景に教育の影
響があることや、持続可能な農業が求められる社会的背景を述べ研究の背景にあるものを明らかにした。
これらを踏まえて、農業専修学校生を対象にしたナラティヴ学習を用いて、学生が農業を進路選択するにいたった要因を可
視化し教育が与えた影響を軸に分析を試みた。その結果、フォーマル教育において進路選択に関与した要因として「気づき」
「自
己防衛」「共感する力」「経済の視点」があり、インフォーマル教育では、「女性の感性」「ロールモデル」「理想と経済の融合」
があることを明らかにし、有機農業の担い手育成課題の提示を行った。また、有機農業の担い手育成には有機農業そのものに「環
境」と「経済」の両立を目指す持続的な発展の視点を取り入れることや、フォーマル教育やインフォーマル教育にＥＳＤを取
り入れることが有効であることを示唆することができた。
キーワード：持続可能な社会づくり、有機農業、農業専修学校、ＥＳＤ、ナラティヴ

Ⅰ

はじめに

な社会づくりが世界的に求められている今日、農業分野において

本研究は、持続可能な農業の一形態である有機農業の推進を図

も持続可能な農業を推進する動きが国際的にも広がりつつあり、

るため、農業専修学校生（以下：学生）を対象にしたナラティヴ

我が国でも世界の動向を背景に 2006 年に有機農業推進法６が制定

学習から、学生が農業を進路選択しようとした過程の可視化を行

され政策的な推進が始まったが、2010 年の国内耕地面積におけ

い、有機農業の担い手育成に関する課題を明らかにするものであ

る有機農業面積の割合は 0.36％と少ない７。近年、新規就農者ほ

る。

ど有機農業を希望する傾向８がみられるが、農業関係者は「農業

問題の所在の一つに、農業の担い手不足がある。多くの農業関

の現実を知らない若者の幻想が生んだもの」と捉える向きがある。

係者は農業の発展に担い手の確保やその教育が重要であることを

しかし、ゆとり教育を受け高度経済成長もバブルも体験したこと

認識しており、担い手問題は常に農政の重要課題に位置づけられ

のない「アラウンド 25」世代の価値観は、お金や名誉がモチベー

１

てきた 。しかし、農林中金総合研究所は、コーホート分析によっ

ションを高めるのではなく、社会のためになることに価値を持

て総人口に占める農家人口の割合が、2025 年には 2.7％に減少し、

つ９とされる。次世代のことを考えて農業生産を行う有機農業に

２

特に 15 歳～ 64 歳の生産年齢人口の減少が大きい と予測してい
３

る。2011 年の農林水産省の調査でも新規就農者 のうち、新規学
４

は、若い世代の価値と共鳴する要素があるとも考えられる。また、
教育学者の宮坂は有機農業の調査研究をもとに、有機農業実践者

卒就農者は 1,380 人と極めて少ない 現状である。戦後の農業就

は新しい文明の創造主であり、オルタナティヴを生みだす可能性

業人口の減少と職業構造の変化は、農業経済学や労働経済学、人

を秘めている 10 と指摘している。このような背景から、持続可

口学の主要な研究テーマになってきた５。本研究では農業教育か

能な農業の一つでもある有機農業の実践のなかに、持続可能な開

ら農業の担い手問題を考えたい。

発のための教育・Education

二つ目の問題の所在として、有機農業の担い手確保に関わる課
題がある。地球規模の環境破壊や資源保全が問題化され持続可能
＊

for

Sustainable

Development（以

下：ＥＳＤ）が存在する可能性があるのではないかいう視点に立
ち、有機農業の担い手育成に関する課題を考えてみたい。

神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士課程後期課程

（2014 年 ２ 月１日

2013 年 10 月 1 日

－ 67 －

）

受付
受理

（68）

上記の二つ問題の所在を踏まえて、本研究では農業に関心をも
つ現代の若者を代表するものとして、農業後継者を育成する専修
学校の学生（以下：学生）を研究対象とする。研究方法として、

村用に分化し、都市と農村の分離、農村自然美の賛美が教化され
た 19。
このように、戦前戦後の高等教育・中等教育・初等教育の農業

学生の過去の経験やその経験の意味など、内なる声を集める方法

教育に一貫した柱が有るとすれば、「農は百業の基」という思想

としてナラティヴ学習を用いる。教育枠組みには、フォーマル教

教育で、民俗学者の宮本は「それは一つのおだてであり、まやか

育（制度化された学校教育制度内での教育活動）とインフォーマ

20
と実の伴わない思想教育を冷ややかに捉える。
しであった」

ル教育（日常の経験などに基づく、組織的でない学習過程全般）、
ノンフォーマル教育（正規の学校教育枠外で、目的を持って組織
11

１－２

農業教育におけるノンフォーマル教育

的に行われる教育活動）がある 。本研究はフォーマル教育を舞

農業教育におけるノンフォーマル教育には、デンマークのフォ

台にした研究ではあるが、学生のナラティヴは幼児期から現在に

ルケ・ホイスコーレ 21 を模した農民高等学校、農民福音学校、

至るまでの出来事を包含しており、フォーマル教育だけでなくイ

農民道場などと称される塾風教育がある。フォルケ・ホイスコー

ンフォーマル教育、ノンフォーマル教育も研究範囲とし、教育枠

レは近代デンマーク精神の父、Ｎ．Ｆ．Ｓ．グルントヴィ（1783

組みの如何なる出来事が農業への進路選択に影響を与えたのか明

～ 1872）によって構想され、日本には敗戦の焦土から農業・農

らかにしたい。さらに、学生のナラティヴをもとにした「転機と

村を復活させた模範例として大正から昭和の初めにかけて紹介さ

なった出来事」（以下：出来事）を分析し、農業の担い手育成に

れた。塾風教育は文部省の管轄外の学校として誕生し 22、農村青

繋がる要因を抽出した上で、有機農業の担い手育成に関わる課題

年を対象に入学試験も入学年齢制限もない代わりに卒業後の資

を明らかにしたい。

格も与えない 23 ものであった。多くは冬期等農閑期に開校され、
学費は中農以上の子弟でないと払えない金額（月 16 ～ 20 円）で

Ⅱ

研究の背景

あったが、授業料が支払える層がリーダーになって中下層の耕作

１

農業教育による担い手育成の現状

農民を引き上げることがねらい 24 とされ、農業の担い手を多く

はじめに、近代教育が始まった明治以降の農業教育が、農業の

輩出した。
塾風教育のなかには、農本主義の色彩の濃いものが存在し、
「職

担い手育成に果たした役割を教育枠組みからみてみたい。

員生徒は居常寝食を共にする一心同体の大家族」25 という全寮制
１－１

フォーマル教育における農業教育
12

で師弟同行を行い、「農の神髄は何と言っても堆肥の製造や鋤鍬

により本格的なフォー

を振って、深耕または新墾に油汗を流し、汚物や荒地の美化に努

マル教育が始まった。農業が国家の重要産業であった第二次世界

力する」26 という実習教育と、「禊」や「日本体操（やまとばらた

大戦以前（以下：戦前）には、農業教育は農本主義と密接にかか

き）」に見られる日本精神の鍛錬と報恩・報国を重視する 27 とい

わりながら国家的農業保護政策の一環として進められてきた。

う特色を持つ。

我が国では、1872 年の「学制」公布

主に士族階級が進学した駒場農学校（後の東京帝国大学・現東

また、キリスト教伝道色が強いものも全国に開設された。指導

京大学農学部）において、1878 年の開校式に明治天皇が臨幸し「農

者と土地柄によって取り組みは様々で、1924 年に牧師・栗原陽

ハ国ノ本ナリ」と勅語を下して以来、農業関係者はこの言葉を錦

太郎によって立ち上げられた渋川民衆高等学校は教養と実学のバ

の御旗 13 として農業教育を行ってきた。

ランス感覚に優れたもの 28 で、単に農村伝道だけではなく、的

中等教育では中学校への進学者は中産階級以上の特権的な性質

確な農業技術や農業経営法、そして、農の本質に即して未来を見

をもつとされた。農村では土地所有を基盤にして形成されたヒエ

据えた農業論 = 地域振興論を持っていた 29。賀川豊彦らが 1927

ラルヒーに応じて学歴が形成される傾向があり地主層の子弟が進

年に開校した農民福音学校は「精神的改造（＜気づき＞の誘発）」

学した。文部省は 1893 年に中学校を増設する代わりに実業補習

を通して農村解放をめざした運動であり、中核をなす農業技術は

学校を設置したが、実業補習学校は上級学校に進学することはで
きず、正規の中等教育と低度の補習教育という青年期教育の二重
14

30
でその内容は有機農業であった。
「立体農業」

戦後、塾風教育の一つである農民道場の多くは、中卒を対象に

構造が作られた 。1894 年には簡易農学校規定が制定され、1899

した農業後継者養成施設や経営伝習農場に改組されていき、その

年に実業学校令が公布され実業補習学校が農業学校として位置づ

後、農林水産省主導の農民教育施設として整備が進められ、1971

15

けられ、上層自作農等の子弟が主に修学した 。農業学校では農
16

村にとどまり指導者的存在になることが教育目的とされた 。

年には対象者が高卒に切り替り、1977 年には農業大学校（以下：
農大）に改編された。農大は、効率的かつ安定的な農業経営体を

初等教育では、農村では学校教育が準備した教育内容と現状と

担うべき青年農業者を育成するため、農業後継者たる農業青年そ

があまりに乖離していることや、学校教育に対する不満と新政府

の他農業を担うべき者に対し、農業の改善または農村生活の向上

の政策に対する不満と相まって、1873 年から 1876 年の間に学校

に関する科学的技術及び知識を習得するための実践的な研修教育

破壊や焼き討ち等が各地で没発した 17。1891 年の小学校令施行

を行うことを目的として全国の道府県に設置された 31。これらは、

規則中に農業教育の在り方が規定され、小農制維持を基本とす

1961 年に制定された農業基本法第 19 条の規定 32 を拠りどころに

る家族制度の定着や尊王愛国の教育方針が確立された。1904 年

している。なお、これらの農大は道府県によっては専修学校化し

には国民強化の観点から農政学者である二宮尊徳 18 を修身教科

フォーマル教育となっている。しかし、農業後継者育成施設とし

書に登場させ、1927 年には高等小学校の国語読本が都市用と農

ての役割を担う農大においても、農業指導者や農協関連産業への

－ 68 －

（69）

因の一つに教育の影響をあげている。

就職希望者はあっても就農者は少ない。
一方、民間では、宗教活動と農業運動を融合した愛農運動を提

戦後、学歴が職業の配分機能を果たすようになり、1970 年代

唱した小谷純一が 1954 年に愛農根本農場を開設し、三愛精神（神

になると、どの階級に属するかは各階層の入学試験によって決ま

を愛し、人を愛し、土を愛する）を教育の基本とし、有機農業の

るようになり、経済的要因によって規定される階級と学歴が正確

実践を柱に環境にやさしいエコロジー教育を実施している 33。キ

に対応する所属階級と学歴の関係が確立された 45。日本的な能力

リスト教系の農業教育では有機農業の実践を教育の柱にしている

主義の競争が教育と職業の両世界に展開され、階層帰属が学校で

ところが多く、現在でも愛農根本農場から誕生した愛農学園農業

の成績によって決定づけられ、「いわれなき格差」から学力とい

高等学校や、農村伝道神学校から生まれたアジア学院等の学校法

う「いわれある格差」として承認されていった。特に、高校と大

34

人が有機農業の担い手を育成している 。

学が偏差値によってほぼ完全に序列化され、高校は「普商工農」
という序列で振り分けられ 46、学業成績の悪い人が農業をすると

１－３

農業教育におけるインフォーマル教育

いう固定観念が形成されていった。このように、農業の担い手不

戦前・戦後直後の農村では、学力より技能の訓練が重視された。
宮本は「まず荷を背負うこと、鍬を使うこと、草を刈ること、肥

足の根源には、明治以来現在に至るまで教育が関与していること
は明白である。

桶をかつぐことなどが人並みにでき、牛をつかうことができたら
一人前とされたのである。一人前という単位が重要な意味をもっ

２

35
とその様子を紹介している。農業は生産過程の中枢が
ていた。」

２－１

コツとカンに支配され、農村生活はしきたりに拘束されており、
36

農業分野におけるＥＳＤ
持続可能な農業を求める社会背景

18 世紀に始まる産業革命以降、資本主義社会が成立・発展し、

農民の多くは創造的思考を発揮する場が制限されていた 。その

利潤追求を原動力に技術革新が進められ、20 世紀後半になると

背景には、農業が求める能力が学力ではないことが原因としてあ

地球規模で化石資源の大量使用が進んだ結果、地球環境が修復不

げられ、「簡単な読み書きさえできたらいい」という親の教育に

可能な段階に至った 47 と言われている。1972 年にローマ・クラ

対する考えが日常生活に浸透していたと考えられる。

ブが人類社会の来るべき危機の諸要因を発表し、今後 100 年以内

戦後、農村にも民主主義教育が浸透し、農民の多くは貧しい現

に経済成長が限界に達すると予測して 48 議論を呼び、同年、1972

状から逃れるために、子供には高等教育を受けさせて農業以外の

年のストックホルムで開催された国連人間環境会議（以下：ストッ

職業に従事させ都会で暮らすことを望む傾向が顕著になっていっ

クホルム会議）で地球環境問題が国連の場で初めて討議され「人

37

た 。苅谷は並木らの研究をもとに、「見えざる学歴上昇」の影

間環境宣言」として環境保全の重要性が謳われた 49。その内容は、

響と農業就業人口の減少を、コーホート分析によって明らかにし

経済発展を唯一の課題として疑うことのなかった国際社会に大き

ている 38。

な衝撃を与えるものであった 50。1992 年には、リオ・デ・ジャ

フォーマル教育が農家人口の激減をもたらし、農家人口の激減

ネイロで開催された国連環境開発会議（以下：リオサミット）に

が、農村や農家生活の日常から農業を遠ざけ、家庭環境や周辺環

おいて、「環境と開発におけるリオネジャネイロ宣言」が採択さ

境から、農業を学ぶことが徐々に減少していったと考えられる。

れた 51。また、1996 年にローマで開催された世界食糧サミット
において、史上初めて世界規模で食料問題が論議され、「食料へ

１－４

教育がもたらした農業の担い手問題

の権利」（the right to food）と「食料主権」（food sovereignty）

明治以降のフォーマル教育全体の基調は、成績重視の「地元を
39

52

が取り上げられた。「食料主権」は国家の枠を越えて民間活動

捨てさせる教育」 ではなかろうか。農業・農村教育において向

を行う農民組織が提起したもの 53 で、1940 年代後半に始まった「緑

都離村を戒める教化教育がなされたが、現実には「教育熱」が農

の革命」を批判し、短期的な増産を優先させるのではなく、持続

村より「人材」を奪い、「資本」を奪い、「堅実なる美風」を奪っ

可能な農業による長期的な生産性の高さを保持する食料安全保障

40

ていった 。農村から都市への人口流失は明治半ばごろから次第

への方策を求めるもので、当事者や弱者の観点から食料安全保障

に顕著になり、大正・昭和と、この傾向は続き、1937 年に農村

に向けて価値の転換を求める考え方になっている 54。一方、増加

在住人口と都市在住人口が拮抗し、農村の人口の減少は 1950 年

を続ける人口の対策として、緑の革命を評価する声も高く 55 伝

41

代からさらに加速された 。

統的農法だけでは食料確保が難しいという現実もあり、持続可能

昭和初期の社会学者である井森は農村からの都市への人口流失
の「大原因」として経済的動向を３つあげ、
「小原因」として高賃金、

な視点を取り入れた生産性の高い農業技術が必要であるとする声
もある。

高等教育、娯楽、消費生活、教育制度の矛盾、社会心理的原因の
42

このような動向を背景にして、米国や欧州では農業における環

６つをあげている 。戦時期に入ると農業経済学者の野尻が、主

境負荷軽減への動きが加速し、生産効率を最大限に追求する米国

に経済的要因から職業の変更を伴う農民離村の研究から、教育程

農業においても、生産性を維持しつつ環境保全と投入化石エネル

度により離農離村が高くなることを実証している 43。戦前・戦後

ギーを減らす取り組みが始まった。1988 年から米国農務省も環

の地理学者の三澤も人口流失の原因について、原因は指導者です

境保全と収益を両立させようと「低投入持続型農業」
（LISA=Low

ら地元に対する真の理解を持っていないからだと分析し、自分の

Input Sustainable Agriculture）に必要な研究が開始された 56。

住む地域に対する無知が、地元を捨てさせる教育を生成・助長し

欧州では 1992 年に農業環境規則が制定 57 され持続可能な農業を

人々の離郷を促進させた 44 としている。いずれも向都離村の要

推進する政策を展開 58 している。

－ 69 －

（70）

２－２

持続可能な農業におけるＥＳＤの役割

指して海外から近代農業を導入し、生産性向上を重視する農業を

ＥＳＤは、大量生産、大量消費のための「開発」から次世代へ

推進した。それを疑問視する宗教家達によって、自然の摂理を生

の責任を含め、世界中の人々が安心して暮らすことができる「持

かした農業のあり方が唱えられた。大本教教祖出口なお（1837

続可能な開発」への転換のため、社会的公正の実現や自然環境と

～ 1918）が「お土を大切にしなさい」と説き、大本教から分か

の共生を重視した「持続可能な開発」を実現し、未来を標榜しつ

れて立教した世界救世教の岡田茂吉（1882 ～ 1955）が「自然

つ現実の課題を当事者として自覚し行動できる人材を育成する教

農法」を提唱し、その後、農業技術者である福岡正信（1913 ～

59

育である 。とりわけＥＳＤには、「環境」と「経済」の両立を

2008）が別個に「自然農法」を提唱した。これとは別の系譜として、

目指す「持続可能な発展 60（Sustainable

Development）」の実現

1971 年に元農林中金常務理事の一楽照雄が、農業の近代化によ

のために人間の価値観や生活態度、意識の変革から迫ろうとする

る健康と自然破壊及び地力低下を抑止し食生活の健全化と環境保

考えがある 61。

全をめざしつつ、あるべき農法を探索する場として「日本有機農

国際社会におけるＥＳＤの背景には、1972 年のストックホル

業研究会」を設立し「有機農業」という造語が定着した 73。自然

ム会議で環境問題が人類に対する脅威であり国際的に取り組む必

農法関係者は日本有機農業研究会の運営にも参画し、相互に関係

要があるとする自覚が示されたこと、1987 年に「環境と開発に

を保ちながら有機農業運動が展開された 74。

Future（我ら共

農政においては、2006 年に持続可能な農業の中でも有機農業

通の未来）」が示され、「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の

を頂点に推進するよう有機農業推進法が制定され、70 年以上に

世代の欲求も満足させるような開発」という、持続可能な発展の

及ぶ在野の社会運動であった有機農業が、法的根拠のもと推進さ

関する世界委員会」の報告書「Our

概念がしめされた

62

Common

こと、1992 年のリオサミットで行動計画で

れるようになった。

63

あるアジェンダ 21 が採択され 、「教育は持続可能な開発と調和
した『環境及び道徳上の意識』『価値観と態度』『技術と行動』を

Ⅲ

成し遂げ、かつ意思決定に際しての効果的な市民の参加を得るう

１

研究方法と研究内容
ナラティヴ学習

えで重要となる」と教育の重要性が示された 64 等がある。持続

本研究の方法であるナラティヴは、物語や物語る行為、「語ら

可能な農業の必要性についても、アジェンダ 21 の第 32 章「農民

れたもの」という行為の産物を含意する新しい実践研究的なアプ

の役割の強化」において、持続可能な農業の行動根拠や具体的な

ローチ 75 である。ナラティヴは、「語り」または「物語」と訳さ

実施手段が提示され、10（Ｃ）の人材育成において、政府は持続

れ、「語る」行為と「語られたもの」という行為の産物の両方を

可能な農業の研究を進め、生態学と農学を融合させる農科大学と

同時に包含する用語である 76。「語り」や「物語」の特徴について、

トレーニング機関のカリキュラムの開発が言及された 65。

野口はチャニオウスカナラティヴ（czarniawska,1998）を参考し

日本ではＥＳＤと総称される前から、「持続可能な未来のため

て、「ナラティヴ」は複数の出来事を時間軸に並べたもので、「ス

の教育」など多彩な言葉で呼ばれ、持続可能な地域づくりや環境

トーリー」はナラティヴに「筋立て」が加わったものと整理して

教育などが各方面で実施されてきた。2002 年の国連持続可能な

いる。さらに、野口は、我々がナラティヴを用いて読み取るもの

開発会議で、「ＥＳＤ」に徐々に収斂され、2005 に国連総会で採

とて「時間性」「意味性」「社会性」があり、ナラティヴによって

66

択された 。2005 年のユネスコの国際実施計画を受けて、日本

時間の流れや出来事の意味を他者に伝え共有することよって社会

でも 2006 年に国内実施計画を策定し、ＥＳＤの定義を「私たち

生活は可能になることや、何らかの社会現象や社会的現実を考察

一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中

するうえで決して無視することができない重要な要素であるとし

で生きていくことを認識し、行動を変革することであり、そのた

て、近代科学の枠組みでは不完全なデータとして扱われてきたナ

めの教育」と定めた 67。2006 年の教育基本法の改正に伴いＥＳ

ラティヴの重要性を指摘している。

Ｄが学校教育へ導入され、2011 年には改定学習指導要領にＥＳ
68

ナラティヴ学習について、クラークは、ナラティヴの基本的な

Ｄの視点が盛り込まれた 。文部科学省は大学教育支援プログラ

考え方を、意味づけの行為であり経験に意味を与えていくものと

ムを設けＥＳＤを実施している 69。

し、意味づけの媒体として経験学習とナラティヴの考え方を結び

農業分野では農林水産省が 1999 年に「食料・農業・農村基本

つけている。なお、経験学習について、社会構築主義、状況的学習、

法」において農業の多面的機能をとりあげ 70、2006 年の有機農

批判的文化的観点の学習領域における進歩が著しい 77 としてい

業推進法により有機農業の担い手育成が政策課題となった。しか

る。この批判的文化的観点とはフレイレが用いた「意識化」78 を

し、農林水産省管轄の農大などの教育機関では、1961 年の農業

示すものと考える。また、ロシターとクラークは、ナラティヴ理

基本法に基づいた生産性重視の農業教育が踏襲されており、一部

論と変容的学習には基礎的な関係があり、ナラティヴは支配的な

の農大で有機農業専攻が設けられている

71

程度である。

働きをはぎ取り、同時に抵抗の力となるナラティヴを示すこと
で意識を変容させる批判的な教育学である 79 としている。また、

２－３

日本の有機農業の概観

教育の分野におけるナラティヴの関心を、末本は自らの経験を基

有機農業は、生産性や経済優先の近代農業が内在する環境・生

にした意味の発見、再構築を「学び」の過程と捉えようとするこ

命破壊促進的性格を止揚し、土地－作物（家畜）－人の関係にお

とにある 80 として、人が自らの人生を物語ろうとして、経験を

ける物質循環と生命循環の原理に立脚しつつ生産力を維持しよう

ふり返り過去を遡る過程は、自己の意味に関わる発見や意味の再

72

とする農業の総称である 。日本では、明治以降、近代国家を目

構築が付随すると述べている。

－ 70 －

（71）

２

研究目的と方法

85
児期、幼児期、児童期、青年期、壮年初期、中期、老年期） を

本研究の目的は、学生が農業に関心をもった経過や農業を進路

参考にし、幼児期、児童期を小学校、青年期を中学校と高校、大学・

選択するにいたった要因をナラティヴによって可視化し、教育が

専修学校に区分した。さらに、時期が曖昧な出来事があったので

与えた影響を軸に分析することによって、農業の担い手育成に繋

「全期間」を追加した。なお、ハヴィガーストは発達のそれぞれ

がる要因を再抽出し、そのうえで、有機農業の担い手形成の課題

の時期に果たさなければならない課題を設定し人間の生涯と教育

について新たな知見を得ようとするものである。

の関係を説いている。発達段階をスムーズに移行するためには、

研究対象は、農業に関心をもつ現代の若者を代表するものとし

習得しておくべき発達課題リストがあり「個人の生涯にめぐりく

て農業専修学校生を選んだ。対象の年齢は高校又は大学卒業後に

る色々な時期に生じるもので、その課題をりっぱに成就すれば個

入学するため 18 ～ 24 歳である。

人は幸福になり、その後の課題も成功するが、失敗すれば個人は

研究方法は、学生の過去の経験やその経験の意味など、若者の

不幸になり、社会で認められず、その後の課題の達成も困難になっ

内なる声を集める方法としてナラティヴ学習を用いた。これは、

てくる」86 として、各発達段階において各課題をスムーズにクリ

オクラホマ大学准教授のカーピアックが、教育者として学生を知

アすることが必要だとしている。各課題には、①身体的成熟から

り、学生が自分自身を知るために、５章からなる自伝形式のストー

生じるもの、②読み書きや常識ある行動をとるための学習のよう

81

を手かがりにした。この方法につい

な社会からの文化的要請から生じるもの、③職業選択や価値の尺

て、カーピアックは文芸理論家のガンが示した「自伝的状況」の

度など個人の価値や希望から生じるものから成立しており、３つ

３つの特徴 82 をあげ、自伝的衝動（何を）、自伝的視点（どう）、

の要素が全て関係するとされる。

リーを綴らせた実践研究

83

自伝的反応（どのように描いたか）を軸として展開し 、学習者

次に「出来事」と教育の関係をみるため、どの発達段階のどの

の人生を形成してきた文化的要因、直面してきた葛藤、教育的経

教育枠組みで出来事が発生したかを表１と表２のとおりに整理し

験が自己に対する見方を形成してきた経緯、これらの見方がナラ

た。

ティヴによって変化する状況も洞察することができる

84

として

＜表１

なお、本研究で用いるナラティヴ学習では、学生の変容的学習
の効果をみるのではなく、学生が農業を進路選択しようとした背

胎児期
幼児期
児童期

研究内容

３－１

ナラティヴの実施
青年期

Ｈ農業専修学校の 2012 年と 2013 年の 1 年生、併せて 51 名の
学生に５章からなる「人生の軌跡」の物語を作成して貰った。まず、
物心ついた時点から今現在の間に「農業を進路選択しよう」と考
えた転機となった出来事（以下：出来事）をふり返り、出来事に

＜表２

タイトル名をつけ中身を書き込むように指定した。その後、他者
を理解するために相互の意見交換が有効であることを伝え、発表
してもよいと答えた学生に記載内容を読みあげてもらい意見交換
を促し、その内容を書き留めてナラティヴの補完をした。2 年間
同様の手順で、ナラティヴ学習の意義の説明とナラティヴの記述
に 90 分× 2 コマを用い、その後、意見交換の 90 分と講義レポー

中学校

高校

してほしい」と理解を求めた。その結果、対象の 51 名のうち 49

大学

ナラティヴの分析方法

トル名とタイトルに沿って記載された内容（以下：「学生のナラ
ティヴ」）を一覧表にして出来事を整理した。
次に、出来事の発生時期を学生の発達の視点からみるため、教
育社会学者であるハヴィガーストが示した基本的な発達段階（胎

－ 71 －

イン
フォー
マル教
育
14
17
6
16
5
1
17
76

1
1

109

ノンフォー
マル教育

109

2

インフォーマル教育

２

76
家庭環境、周辺環境
ロールモデル
体験（農作業、
動物と遊ぶ）、
ロールモデル
農業体験、家庭環境、

対人関係、体験学習、
環境学習
対 人 関 係、 学 力、 進 路、
体験学習（トライアル）

周辺環境、ロールモデル
農業体験、家庭環境、周辺
環境、時事問題、ロールモ

学 力、 進 路、 農 業 実 習、

デル
農業体験、家庭環境、周辺

能力の認知、プロジェク 予備校

環境、経済状態、ロールモ

ト発表

デル
時事問題、体験（バイト）
、

体験（ボランティア）、進

専修学校 路、能力の認知

はじめに、49 名の「人生の軌跡」のナラティヴを基に、タイ

ノン
フォー
マル教
育

教育枠組みからみた出来事＞

幼児期
小学校

フォー
マル教
育

6
14
63
15
11

全期間

ることによって、農業を選択した意味を自ら問い直すきっかけに

３－２

14
23
25
94
25
52
17
250

出来事

め、本研究の目的を伝えると共に、「“人生の転機”をふり振り返

名から協力が得られた。

幼児期
小学校
中学校
高校
大学・専修学校
今・現在
全期間
計
フォーマル教育

トによってナラティヴの補完を行い分析した。なお、学生からナ
ラティヴ学習について「無意味ではないか」との意見があったた

筆者

転機の
出来事

ハヴィ
ガースト

景にあるものを可視化することに重点を置くこととする。
３

出来事の時期区分＞
時期区分

いる。

牧場研修

家庭環境、周辺環境、ロー
ルモデル

（72）

また、「学生のナラティヴ」には多くの人物が登場する。その

さらに、出来事のもつ作用性をみるため、「自己効力」88「自己

人物が教育枠組みの中で、どのような影響を与えたかを分析する

肯定」「自己否定」「自己受容」89「自己実現への欲求」90 に「出来

ために、人間関係の影響についてコンヴォイ・モデル 87 を用い

事」に出来事を区分（表７）した。なお、
「自己実現」のためには、

て時期区分と家族、親戚・友人、社会的関係者の整理（表３）を

まず「自己受容」が必要とされるため、宮沢に依拠して「自己受

＜表３

容」を、自己をあるがまま受け入れることと定義する共に、その

人間関係の影響＞
親戚
友人
親戚

家族

祖父母、
父母
祖父母、
親戚
小学校
父母
友人
祖父母、
親戚
中学校
父母
友人
祖父母、
親戚
高校
父母、兄弟 友人
大学
父母、兄弟、親戚
専修学校 義兄弟
友人
幼児期

中身を「自己理解（自己の諸側面をあるがままに理解する）」「自

社会的関係者

己承認（自己を否定することなく自己を承認する）」
「自己価値（自
分を価値ある存在とみる）」「自己信頼（現在及び将来の自己の可
能性に対して信頼感をもつ）」91 に細分化して、「自己受容」に関
わる出来事を正確に捉える試みをした。

先生、母の友人
先 生、 Ｊ Ａ、 研 修 先（ 牧 場 主、
従業員）、友人の親、普及センター
先 生、 バ イ ト 先、 客、 研 修 先、
予備校

した。コンヴォイとはサポートを提供してくれる人間関係の構造
を指すもので、人間は成長と共に、本人を中心に役割に関係なく
築かれた人間関係の深さ別に同心円状に関係が広がっていくとさ
れるものである。関連して進路に関する影響について表４に整理
した。
＜表４

自ら

2012

30

11

2013

62

42

身内
8
（女性８人）
12
（女性 10 人）

他者

不明

7

4

7

1

出来事の方向性＞
ポジティヴ
2012 2013
10
0
3
18
7
4
7
5
28
30
11
8
27
22
83
87
170

ネガティヴ
2012 2013
2
0
0
0
1
2
3
8
10
10
0
4
0
0
16
24
40

ニュートラル
2012 2013
5
0
2
1
1
1
2
1
10
2
1
1
3
0
19
6
25

方向性の内容＞
ポジティヴ

全期間

家庭環境、周辺環境

幼児期

体験（農作業、動物）、ロールモデル

家庭環境

大学
専修学校

価値
9

信頼
19

44
78

15
32

10
19

32
51

73％

否定

効力

11

12

欲求
9

8
19
8％

15
27
11％

9
18
8％

実現

体験学習、環境学習、家庭環境
体験学習、環境学習、進路、ロールモ
デル、社会問題、家庭環境

するために、Ｇ．ピノーがＡ．モームの空間の類型学 92 によっ
てマリー・ミッシェルの世界の広がりを把握した分析方法を参考
に、表８のように時期区分ごとに、切片化したラベルを身体（自
分の身体に関わる出来事）・住居・近隣・社会にあてはめて分析
を試みた。
＜表８

幼児期
小学校低
学年
小学校高
学年

中学校

家庭環境
高校

周辺環境
対人関係、

家庭環境

周辺環境
家庭環境
学力、進路、
病気、

家庭環境

対人関係
農業体験、能力の認知、進路、プロジェ 学力、進路、

高校

承認
17

自己

最後に、「学生のナラティヴ」の全ての言葉を切片化してラベ

ネガティヴ ニュートラル

病気、

中学校

理解
34

自己

自己

ベルを整理した。次に、学生がうけた影響の広がりと傾向を分析

「ネガティヴ」「ニュートラル」に分けて表５と表６に整理した。

小学校

自己

めに、幼児期、小学校、中学校、高校、大学・専修学校ごとにラ

ヴ」の中身を再吟味して、各カテゴリーの方向性を「ポジティヴ」

＜表６

自己受容
自己
自己

反映するものとし、学生の行動や心の変化を時系列に把握するた

も属さない動因といった方向性がみられたため、
「学生のナラティ

全期間
幼児期
小学校
中学校
高校
大学・専修学校
今・現在
小計
合計

自己

ゴリー化を行った。ここでは、各カテゴリーが学生の意味世界を

出来事には、ポジティヴな動因とネガティヴな動因、どちらに

＜表５

2012 年
2013
年
計
割合

出来事の作用＞

ル付けをおこない、同じ意味あいの言説の塊に名前をつけてカテ

進路に関する影響＞
進路

＜表７

クト発表、ロールモデル、家庭環境、経済状況、 進路
周辺環境
予備校
体験（ボランティア、バイト）、能力の

大学
専修学校

３－３

出来事の空間類型＞
身体
住居
（自分に関わるもの）
遊び、農作業、
祖父の庭

牧場

牧場、動物園

田畑
い じ め、 野 菜 づ く り、田舎

農家
農業

水族館
学校農園

近隣

社会

離婚、死別、動物の世 県外
話
祖父母の家
病気、学業不振、田植え、田舎
高 齢 化 高齢化社会
手伝い、花づくり、病気、

し て い 学校農園

動物の死
病気、不登校、学業不振、都会

く集落 自給率
近 所 の 環境問題

いじめ、自殺未遂、部活、田舎

高齢化

トライアル

友人の死、自分限界
学業不振、部活、受験 寮生活

牧場
農業高校、夜間高校、

失敗、就職失敗、やさ 都会

予備校、牧場

しい言葉、プロジェク 県外

発表会、伝統文化

ト発表、経済状態、育

普及センター、ＪＡ、

てる喜び、
精神不安定、やりがい、寮生活

客

北海道、実習先、バ

危機感、抱負、奨学金、県外

イト、収穫祭

先生の助言

牧場、ボランティア

北海道

ナラティヴの分析結果

教育が出来事にどのように関与しているのかを分析することに

認知、牧場研修、進路、時事問題、家 学力、進路 進路

よって、農業の担い手育成に繋がる要因を再抽出し、そのうえで、

庭環境、周辺環境

有機農業の担い手形成の課題について考えてみたい。

今・現在 進路、能力の認知、能力の認知

進路

－ 72 －

（73）

３－３－１

出来事からみた教育枠組みの影響

したい」
「使える技能を身につけるために努力する」といった「自

出来事一覧表と表 1、表２を用いて、教育枠組みから出来事を

己価値」が多くなる傾向がみられた。出来事のうち「自己受容」

みていくと、250 の出来事のうち、フォーマル教育に関わるもの

が 73％を占めているのは受諾パターンが多いことを反映してい

が 108 あり、なかでも高校が 63 と群を抜いて多い。次にインフォー

るものと考える。苅谷は、比較的低い階層出身（低い階層には農

マル教育が 77 あり、幼児期、小学校、高校、全期間で影響を受

業が位置づけられ、高い階層には専門管理や事務が位置づけられ

けている。インフォーマル教育は日常経験等に基づく組織的でな

ている）の日本の生徒たちは学校での成功を否定し、将来よりも

い学習過程であり、出来事の内容も家庭環境やロールモデルに関

現在に向かうことで自己の有能感を高め自己を肯定する技を身に

するものが多い。中学校と大学・専修学校が少ないのは家族との

つけ、「自分自身にいい感じをもつ」94 としている。また、特定の

接触頻度と関係があるのではないかと考えられる。ノンフォーマ

階層の若者の間で広まる、＜降りる＞ことで自己肯定する「自信

ル教育は２と極めて小さく、その内容も高校卒業以降での予備校

形成のメカニズム」は、「自己責任社会」によって追いつめられ

や牧場研修になっている。これは対象者の年齢に関係しており、

た若者たちの心理・社会的な防御機制だ 95 と指摘している。本

18 歳未満の場合は学校教育枠外で、目的をもって組織的に行わ

研究でも受諾パターンで「自分自身にいい感じ」をもつ傾向がみ

れる教育を受ける機会が少ないためではないかと考えられる。

られた。これは、彼らにとって行き場のない不安から心を守る自
己防衛の手段ではないかと考えられる。

３－３－２

フォーマル教育が進路決定に与えた影響

就農希望者数では３つのパターンで大きな差は見られなかった
が、就農意欲は問題意識パターンが高い傾向がみられた。

①気づき
フォーマル教育に関わる 108 の出来事の中で高校での出来事が

③共感する力
普通高校及び大学卒業後に入学した学生には、農家 96 出身で

63 あり、そのうち 58 が表 5 のとおりポジティヴなものであった。
その内容を「学生のナラティヴ」に立ち戻って確認すると、58

インフォーマル教育の影響を受けている学生と、非農家でイン

のうち 15 が農業高校での体験（実習、対人関係）とプロジェク

フォーマル教育の影響をあまり受けていない学生がいる。後者の

ト発表によるもので、「達成感を味わう」「誰よりも上手につくれ

中には、フォーマル教育で実施された授業（総合学習）や体験学

る」「やりがいがある」「認められる嬉しさ」「楽しくてしかたが

習から環境や食糧問題に関心をもち、自ら進んで農業体験や震災

ない」「いろんな出会いがあり農業を続けていく自信・・」等、「自

ボランティアに参加し、その体験から社会の矛盾を体感して、そ

己受容」を示すものであった。農業高校での体験を伴う出来事が

れを批判的に捉え解決策を模索するような思考をする過程で農業

自己効力感を生んだと考えられる。農業高校に進学した学生の小

に導かれた事例が５例あった。課題解決の当事者になるという選

中学校のナラティヴを辿ってみると、複数の学生が小学校からい

択肢を選んだ理由を、「他人に対応を求めるのではなく自分がや

じめや病気に悩み、自分の能力が様々な要因によって阻害されて

る」「一辺倒のサラリーマンではなく・・」「自分にできることを

不本意にも成績不振に陥ったと捉えており、ステレオタイプ化さ

するのみ」と表現し、何れも就農意欲が高い。彼らに共通するも

れた社会通念のなかで、落ちこぼれ意識や自己能力に対する評価

97
するという道徳的な判
のとして、何かに「共感（sympathy）」

と対峙しながら、内面に固いガードを張り巡らして生きてきた様

断能力 98 を有しているものと考えられる。
フォーマル教育では、「真の能力」とはいえない成績によって

子が表出していた。
「農業は大地に描く芸術」と言われるように、農業実践には芸

生徒を序列化する教育が、下位におかれた生徒たちに差別観を与

術感覚と技能が求められる。理論的には合理的知能と実践的知能

えるとの批判がある。一方、基礎学力の未定着が進むにつれ学力

の区分という伝統的区分があるが、ビネーも学校で言語的な知的

や学習意欲の階層差を拡大する原因になっている 99 との指摘が

作用で遅れている子どもが図工で優れた能力を示す例を上げてい

あり、小中学校において基礎的な学習能力を身につけ、辛抱強く

93

る 。彼らがポジティヴに捉えた出来事は、それまでの学校教育

知識の習得を行ったうえでなければ厳密な思考などできない 100

では見出すことのできなかった「自分の賢さ」「自分の可能性」

との指摘もある。彼らの学習歴を辿ることによって、フォーマル

への気づきや確信を表現させたものであり、その気づきが自分の

教育における基礎的な学習能力の定着が、社会矛盾を批判的に

能力を発揮できる農業を選択する要因になったのではないかと考

捉えて自分で価値判断できる能力の獲得に繋がるのではないか、

える。

フォーマル教育における体験学習や環境学習が、社会矛盾を考え

②自己防衛

る入口になる可能性を秘めているのではないかとする考えられ

49 名の学生のナラティヴには幾つかのパターンが見られた。

る。なお、ここで示す学習能力は単に基礎学力の定着ではなく学

挫折→現状の受け入れ（妥協、諦め、承認）の受諾パターンと、

ぶ意欲も含めた総合的なものである。

挫折→再起模索の再起パターン、問題意識→学習意欲の問題意識

④経済の視点

パターンの３パターンに大きく分けることができる。受諾パター

ナラティヴの中に有機農業への関心の萌芽が存在するかを見る

ンでは、「ここに入学できてよかった」「推薦状がもらえた」「家

と、３名が農業高校で有機農業を学んでおり、「有機農業で経営

に近い」「学費が安い」「無事に合格」など、「自己理解」や「自

的に安定すれば有機農業をやってみたい」としている。また、専

己承認」など今の自分に満足するものが多い。再起パターンでは、

修学校で有機農業を学んだ学生のうち、９名が「技術が確立でき

「他の大学ではできない実習を積む」
「負けない」など「自己信頼」

れば有機農業は魅力がある農業形態」としており、有機農業に対

が多くなる傾向がある。問題意識パターンでは、「一生の仕事に

して技術と経営の確立を期待していた。二宮尊徳の「道徳なき経

－ 73 －

（74）

済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」101 のとおり、農業

フォーマル教育における体験学習や環境学習が、社会矛盾を考え

が命を支える崇高な職業であると位置づけたところで、労働に見

る入口になる可能性を持つとする新たな知見を得ることができ

合う対価が得られなければ生活できない。経営の視点は進路選択

た。

に大きな影響を与えると考えられる。

また、インフォーマル教育では、「女性の感性」や「ロールモ
デル」、「理想と経済の融合」が進路選択に影響を与えることや、

３－３－３

インフォーマル教育の効果

その根源に「儲かること」が必要条件としてあることが明らかに

①女性の感性

なった。このことから、経済安定や社会貢献によって農業の社会

進路選択の影響（表４）をみると、女性達（祖母、母、叔母、

的地位を確立し、女性の感性に共鳴するような経営を行うロール

母の女友達）の影響が大きい。これは学生の母親に対する「無条

モデルを身近に創出することが重要であることが明らかになっ

件の信頼」102 の関与が考えられる。

た。

女性達は「農の時代がくる」
「何があっても食べられる」
「豊かさ」

また、フォーマル教育での「経済の視点」と、インフォーマル

と農業を好意的に捉えている。前述の宮本は思想教育に翻弄され

教育で確認された「理想と経済の融合」という要因は、有機農業

る様子を批判しつつ「女たちの中には、嫌われる農業の運命を本

への関心と関係があることが認められ、学生が有機農業を選択す

103

能的に知った者が多かった」 と、女性の社会を見抜く感性を評

る条件として「儲かる有機農業」が必要であることが明らかになっ

価している。ＳＳＭ調査データによる 1955 年から 1985 年までの

た。

階級別の経済格差を見ると、資本家・新中間層・自営業者・労働
者・農民層と明確に序列化され、農民層は 1955 年から 1985 年ま

４－２

では常に最下位であった。しかし、1995 年には労働者階級より

有機農業の担い手育成課題

社会に対する問題意識を持つような学習能力を持たなければ、

も上位になり、2005 年には新中間層に次ぐ位置に上昇し、世帯

農業を職業として選択する価値判断ができないのではないかとす

別年収は新中間層と並ぶ状況である 104。女性の感性はこの変化

る研究結果は、有機農業の担い手育成にも光明であると考える。

を敏感に捉えているものと考えられる。女性の農業に対する社会

フォーマル教育において、基礎学力をしっかり身につけること。

的評価が進路選択に影響を与えていると考えられる。

環境教育や体験学習を積極的に取り入れて社会矛盾を体感する学

②ロールモデル

習を行うこと。これらの課題に対処することによって、自分の意

インフォーマル教育の中で、全ての時期に影響を与えていたの

志で進路選択できる人材が育てば、ステレオタイプ化された社会

がロールモデルの存在である。49 名の学生のうち 29 名が農家出

通念に左右されることなく、有機農業を選択する可能性を示唆し

身で、農家という家庭環境でもロールモデルとなりうる経営状況

ているからである。

であるか否かで就農意欲に大きな差がみられた。なかでも、尊敬

また、インフォーマル教育においては、「儲かること」が担い

する近親者からの影響が大きく、「日本の和の文化を守ってきた

手育成に不可欠な条件であることが明らかになった。有機農業に

家系」「父はメロン作りの名人」「父に憧れて」と、専業農家出身

は経済優先の社会に対する批判が根底にあり、儲けよりも精神的

の全員が祖父や父を尊敬し就農を希望している。親世代が優秀な

なものを求める傾向が強い。また自然に帰依し共生を目指す農法

農業経営をすることが後継者確保に繋がる傾向は漠然と認識され

は相対的に収益を得るまでに時間がかかる。しかし、本研究によっ

ていたが、今回のナラティヴには「本物のプロ農家」など近親者

て、理念が先行して経済が伴わない従来の有機農業のあり方その

以外のロールモデルも存在した。信頼できる人から学ぶ状況的学

ものが、社会的評価を下げる原因になっていることが一層鮮明に

習

105

が作用していると考えられる。

なった。真摯に反省し対処すべき課題と考える。

③理想と経済の融合

課題解決の方策として、①「環境」と「経済」の両立を目指

ロールモデルに共通するのが「安定した経営状態」と「尊敬の

す、持続可能な発展の視点を取り入れた有機農業の技術の開発を

対象」の両方が備わっていることである。「儲かる」「尊敬されて

行い、自然循環に立脚しつつ生産性の安定や再生産可能な農業経

いる」「地域から必要とされる」「名人と言われた」「皆が認める

営の確立を急ぐこと、②“高い技術力を用いて再生可能な経営を

技術」など、ロールモデルの堅実な農業経営と社会的地位の高さ、

営み、有機農業を通して地域振興に貢献する社会的評価の高い有

経験に裏付けされた高い技術力を、自分の将来像に投影しており、

機農家”といった、若者が目指したいと思える有機農業のロール

理想と経済の融合は進路選択の重要な要素であると考えられる。

モデルの育成を急ぎ、有能な有機農業者から直接学ぶ場を設ける
こと、が上げられる。

４

研究のまとめ

４－１

フォーマル教育とインフォーマル教育の影響

Ⅳ

小結

フォーマル教育における出来事の分析では、学生の進路選択

本研究の結果、フォーマル教育では、学生の能力を引き出す農

に関与する要因として「気づき」「自己防衛」「共感する力」「経

業高校の教育力を見ることができた。また、フォーマル教育にお
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