
I．は　じ　め　に

　林業大学校（注 1）は林業従事者を目指す若者等を対象
に人材育成を行っている。我が国林業の課題の一つである
林業従事者の不足を背景に近年各地で新設され，その期待
から更なる新設が予定されている（小川 2018）。今後の林
業大学校の拡大や，林業従事者の育成を考える上では，教
育の質に関する議論が欠かせない。教育の質の向上に関わ
り，学校評価や事業評価（注 2）を行い，その結果をインター
ネット等で公表する取り組みも，複数の林業大学校におい
て始められている（京都府 2014；長野県 2017a，2018a；
島根県 2017a，2018b；静岡県 2018b）。
　教育の質の保証は，我が国の教育政策全体に関わる課題
でもある（喜始 2014）。文部科学省の中央教育審議会では，
学修（学習）成果の把握や，その結果に基づく教育改善の
必要性が議論されてきた（文部科学省 2008，2012）。また，
これらの教育政策の動向を受け，教育現場では成果の可視
化による質保証の試みが行われてきた（畑野ら 2015；松
下 2012a，b；小笠原 2012）。教育の質の保証を進める上
では，学生ニーズを多角的に把握する取り組みが不可欠で
ある（喜始 2014）。そのための手段として，学生を対象に

した質問紙調査（以下，学生調査）が広く採用されている
（金子 2009；山田 2011a，b）。
　学生調査に基づく先行研究には，大学生対象の満足度に
焦点をあてた報告も多い。満足度は，それのみを用いた教
育改善には注意を要するが，教育の質保証を考える上で欠
かせない指標の一つでもある（喜始 2014；岸岡ら 2010）。
例えば，溝上の一連の調査からは，授業内のみならず授業
外等でも学習に取り組み，サークル，アルバイト，遊び等，
バランスよく正課内外で活動している学生ほど満足度が高
く，高い成長志向や知識・能力の獲得を実感し，生活の充
実感や学習意欲も高いことが明らかにされている（溝
上 2008，2009；溝上ら 2009）。また，高い満足度は学習
意欲にも関係し，成績が良い学生ほど就職活動が成功しや
すくなり，将来のキャリアにも影響があるとの報告もある
（永野 2002）。
　林業大学校については，先に挙げた学校評価や事業評価
の枠組みにおいて，学生への聞き取り等の調査を実施して
いる機関も見受けられる。しかし，学生の満足度等の実態
を質問紙調査によって量的に把握された結果は，管見の限
り公表されていない。森林・林業教育に関する質問紙調査
を用いた先行研究としては，森林・林業系の高校生を対象
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にした早尻・林（2006）がある。この調査からは，林業関
連職を目指す生徒の満足度は林業関連職を目指さない生徒
よりも高いことや，林業を目指さない生徒の学習意欲は低
い傾向があることが明らかにされている。また，小川（2018）
は京都府立林業大学校において，学生満足度を中心とした
調査を行っている。この調査結果からは，教育・カリキュ
ラムの満足度要因として，学生と教職員との良好な関係が
重要であることが明らかにされている。加えて，林業に直
接関連しない知識・スキルが向上したと実感した学生の満
足度が高いことも明らかにされている。
　以上のように，学生を主な対象とした研究は蓄積されて
はいるが，森林・林業教育機関，特に林業大学校の学生を
対象とした質問紙調査に関する知見は限られている。数少
ない先行調査である小川の報告も調査対象校が一校にとど
まり，全国の林業大学校を代表する結果とはいえない。ま
た，教職員との関係や学習を通じて向上した知識・スキル
以外の要因には言及しておらず，他の要因を探ることも必
要である。
　そこで本研究では，林業大学校で教育を受けてきた学生
について，入学決定の際に重要だと考えたこと，入学後の
経験，学生生活に対する考え，教育を受けて向上した知識・
スキルの 4つに焦点を当て，学生の満足度の要因を明らか
にすることとした。

II．調査対象校の概要

　調査対象校の選定は，林野庁（2017b）「森林 ･林業に関
する学科 ･科目設置校一覧表（大学校）」に挙げられてい
る林業大学校のうち，調査協力の許諾が得られた 4校を対
象とした。調査対象校は東から，「静岡県立農林大学校」「長
野県林業大学校」「京都府立林業大学校」「島根県立農林大
学校」である（以下，静岡，長野，京都，島根と表記）。
　まず，各校の設置に関する根拠法令は表⊖1に示すとおり
である。各校は条例に基づいて設置され，条例は静岡，長
野，島根が 1980 年前後に，京都は 2011 年に制定された（京
都府 2011；長野県 1978；島根県 1982；静岡県 1998）。
長野を除き各校では，現在の条例制定前から林業に関わる
人材育成が農業大学校等で行われていた。例えば，静岡県
では現農林大学校の前身である林業講習所が 1970 年に設
置された。林業短期大学校への改組や農業短期大学校との
統合を経て，農林短期大学校設置の条例（1983 年制定）
が 1998 年に全面改正され，農林大学校に改称，再編され
た（静岡県 2017a，2018a）。島根県では農林総合研修所に，
付属施設林業研修所が 1963 年に設置された。1982 年に農
業大学校設置の条例（1978 年制定）が廃止され，新条例
の制定により，「新」農業大学校として改組された。2012
年には条例が改正され，農林大学校に改称された（島根
県 1982，2018a）（注 3）。
　設置目的は林業単科大学校である長野や京都では「林業」
人材の育成が，林業科と農業科が併設されている静岡や島
根の大学校では農業を含めた「農林業」全体の人材育成と
位置付けられていた（表⊖1）。
　次に，各校の概要を表⊖2 にまとめた。各校の学年定員

は 10 名から 20 名，修業年限は 2年である。入学要件（出
願資格）は高校卒業者や卒業見込みの者，高校卒業者と同等
の学力があると知事が認めた者，高等学校卒業程度認定試験
（旧大学入学資格検定）合格者等である（京都府 2018a，b；
長野県 2018b，c；島根県 2018a，c；静岡県 2018a，c）。
　カリキュラムは林業中心の専門教育で構成され，現場実
習に力が入れられている。専修学校の静岡や長野には林業
に直接関係しない一般・教養科目もある。学生は一年次前
期に安全教育やチェーンソー等林業機械に関する資格習得
のための教育を受け，後期から本格的な実習が始まる。二
年次は実習の他，職場体験・インターンシップ，国内外へ
の研修，卒業研究等がある。地元住民との交流や学校祭等
諸行事もある（京都府 2017，2018b；長野県 2017b，
2018c；日本森林技術協会 2016；島根県 2017，2018a；静
岡県 2017a，2018a）。
　卒業後は学生の多くが林業関連に就職している。年度に
もよるが，近年はほぼ全ての学生が林業就職し，学生の 9
割以上が林業大学校所在県内にある林業事業体に就職する
例もみられた（京都府 2018c；長野県 2017b；島根県；静
岡県 2017b；全国林業改良普及協会 2016）。

III．調査方法・分析方法

　調査対象者は各校卒業予定の 2年生 48 名とした。調査
時期は卒業式が集中する 2018 年 2 月下旬から 3月中旬に
かけて行った。学校行事等の機会を利用し，質問紙を配布，
その場で記入してもらった。回答の所要時間は 10 分から
20 分程度であった。質問紙は小川（2018）の調査で用い
られた紙面を参考に質問項目を加えて，作成した（注 4）。
　質問は 3部構成とした。性別，出身地，最終学歴等の情
報や保護者の林業従事者の有無，実家の森林保有状況と
いった家庭環境等の基本的な属性，林業就職に対する考え
や進路選択の決め手，進路開拓に役立った活動等を尋ねた

表⊖1． 林業大学校設置の根拠法令（各校を所管する地方公共団
体が制定した条例）

設置根拠の条例1︶ 制定年2︶ 条文に記載されている設置目的3︶

静岡県立農林大学校条例 1983 年 優れた農林業後継者，農山村地域振
興に貢献する指導者を養成

長野県林業大学校条例 1978 年 林業後継者や林業指導者を養成
京都府立林業大学校条例 2011 年 森林林業に関する知識技術を有する

人材の育成
島根県立農林大学校条例 1978 年 農林業を担う優れた人材や農山村地

域で指導的役割を担う者を養成
1）静岡の条例は「静岡県立農林大学校の設置，管理及び授業料等に関す
る条例」が正式名である。2）静岡や島根は前身校設置のために制定され
た条例が改正等を経て，現在に至っている。ここでは，前身校の条例制
定年を示した。3）各条例から抜粋し、まとめた。　各府県の条例を参考に
筆者作成。

表⊖2．調査対象校の概要
大学校名 学年定員 修業年限 入学要件1︶

静岡県立農林大学校 10 名 2 年 高校卒業者等
長野県林業大学校 20 名 2 年 高校卒業者等
京都府立林業大学校 20 名 2 年 高校卒業者等
島根県立農林大学校 10 名 2 年 高校卒業者等
1）京都の一部専攻には，年齢制限（40 歳未満）がある。各校の案内や募
集要項等を参考に筆者作成。
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進路関連，そして，林業大学校の満足度や受けた教育によ
り向上した知識・スキル，林業大学校生活での経験等学習
や生活状況に関連した計 25 の分野を設定し，それぞれの
項目に設問を設けた。生活状況等の項目では京都を除き，
寮がある林業大学校の学生（以下寮生活経験者と表記）へ
の設問も用意した。回答形式は，自由記述欄等を除き，4
段階評価（4：3：2：1），強制選択尺度を用いた選択式単
一回答とした。
　本研究では，上記の項目のうち，属性及び学習や生活状
況に関連する質問への回答を分析に用いる（注 5）。分析・
検定に際しては，まず，先行研究（小川 2018）を参考に，
教育・カリキュラムについて，満足と答えた学生を「満足
群」，不満足と答えた学生を「不満足群」に区分した。さ
らに，「入学を決めるにあたり重要だと考えたこと」「入学
後の経験」「学生生活に対する考え」「教育を受けて向上し
た知識やスキル」に対する回答を，肯定的な回答と否定的
な回答の二つにまとめた（注 6）。満足群と不満足群，肯
定的な回答と否定的な回答の 2×2のクロス集計を行った。
検定の手法は，少数の標本に適したフィッシャーの正確確
率検定を採用した（注 7）。有意確率は 5％を基準とした。
なお，本研究では 4校まとめた分析結果のみを示した。一
部の林業大学校から許諾が得られなかったため，各校の結
果は示していない。

IV．結 果 と 分 析

　本研究では調査対象校の協力により，対象者である卒業
予定の 2年生 48 名全員から質問紙を回収することができ
た。このうち，教育・カリキュラムの満足度に関する設問
に答えなかった学生 1名を除き，47 名について，分析し，
以下の結果が得られた。なお，教育・カリキュラムに満足
と答えた学生（以下満足群）は 68.1％（32 名），不満足と
答えた学生（以下不満足群）は 31.9％（15 名）であった。
学生の属性は表⊖3 のとおりである（注 8）。
　まず，性別は両群の 9割が男性であった。満足群では
20 歳以外の学生もみられたが，入学当時 18 歳だった 20
歳の学生が多かった。出身地は林業大学校が所在する同一
の府県が多く，満足群には不満足群よりも他府県出身が多
くみられた。入学前の職業は，満足群に公務員（非林業系）
であった社会人もみられたが，多くは学生・生徒であった。
　最終学歴は高校卒業者が多く，その専攻は普通科や商業
科，工業科等の非林業系だった。林業系専攻もみられたが，
両群の 3割ほどにとどまり，不満足群にやや多くみられた。
入学した林業大学校への志望順位は，満足群を中心に第一
志望が多かった。
　受けた入学試験は満足群が推薦入試，不満足群は一般入
試といった推薦入試以外であった。
　学費や生活費等の負担者は保護者が多く，満足群では自
分で負担する者がやや多くみられた。緑の青年就業準備給
付金，自治体独自の奨学金，資金貸与制度といった奨学金
等の受給は満足群の 7割，不満足群は半数が受給していた。
　実家の場所は両群ともに都市部以外（農・山村部）が半
数以上を占め，満足群には都市部も多くみられた。実家の

山林所有や保護者の林業関連従事者は限られていたが，そ
の割合は満足群の方が高かった。寮生活は多くの学生が経
験していた。
　卒業後の進路は，ほとんどの学生が林業関連に就職し，
その割合は満足群でやや高くみられた。学生の属性では，
いずれの項目においても有意な差はみられなかった。
1．�入学を決める際に重要だと考えたこと
　学生が入学を決める際に重要だと考えたことについて，
林業に関連する動機，経済的な動機，他者の助言に基づく
動機，その他の動機の 4項目から尋ね，表⊖4 に結果を示
した。
　林業関連の項目では両群の多くが重要だと考えていた。
林業の知識や林業関連の資格が習得できること，林業への
就職が有利になること，林業への興味があることを，満足
群の 8割，不満足群の全員がそれぞれ重要だと考えていた。
また，学費や奨学金に関連した経済的な動機では，学費の
安さを両群の 9割以上が重要だと考えていた。他方，奨学
金の給付を重要だと考えた学生は満足群の 4割，不満足群
の 3割であった。他者の助言に基づく動機では，各項目と
もに満足群の方が不満足群よりも重要だと考えた割合が高

表⊖3．学生の属性
満足群 不満足群

有意確率
実数 % 実数 %

教育・カリキュラム満足度 32 68.1 15  31.9 ―

性別 男性 31 96.9 14  93.3
p=0.5412女性  1  3.1  1   6.7

年齢 20 歳 28 87.5 14  93.3
p=1.000020 歳以外  4 12.5  1   6.7

出身地域 同一府県1） 22 68.8 12  80.0
p=0.5033他府県 10 31.3  3  20.0

入学前の職業 学生・生徒 30 93.8 15 100.0
p=1.0000社会人  2  6.3  0   0.0

最終学歴 高校卒 29 90.6 14  93.3
p=1.0000大学・短大・専門卒  3  9.4  1   6.7

最終学歴の専攻 非林業系（普通科等） 24 75.0 10  66.7
p=0.7278林業系  8 25.0  5  33.3

志望順位 第一志望 24 75.0 10  66.7
p=0.7278第一志望以外  8 25.0  5  33.3

受けた入学試験 推薦入試のみ 19 59.4  4  26.7
p=0.0599+推薦入試以外2） 13 40.6 11  73.3

学費等負担者 保護者 23 71.9 12  80.0
p=0.7252自分  9 28.1  3  20.0

奨学金等受給3） 受給者 22 68.8  8  53.3
p=0.3441非受給者 10 31.3  7  46.7

実家の場所 農・山村部等 20 62.5 11  73.3
p=0.5275都市部 12 37.5  4  26.7

実家の山林所有 所有なし 24 75.0 13  86.7
p=0.4654所有あり  8 25.0  2  13.3

保護者の職業4）

父など 林業関連以外 29 90.6 14  93.3
p=1.0000林業関連  3  9.4  1   6.7

母など 林業関連以外 31 96.9 15 100.0
p=1.0000林業関連  1  3.1  0   0.0

寮生活の経験5） 経験あり 22 68.8 11  73.3
p=1.0000経験なし 10 31.3  4  26.7

卒業後進路 林業関連に就職 29 90.6 13  86.7
p=0.6484林業関連就職以外  3  9.4  2  13.3

1）林業大学校が所在する同一府県内。2）一般入試および併願を含む。3）緑の青年
就業準備給付金や自治体独自の奨学金や資金貸与制度活用者。4）家庭状況への配
慮から「など」とした。5）林業大学校の寮で生活した者。
丸めにより，合計が 100.0%にならない項目もある。+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01.
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かった。その他の動機では，自然が好きであることを満足
群の 9割，不満足群の 8割が重要だと考えていた。寮の存
在は満足群の 9割が重要だと考えていたが，不満足群では
6割にとどまり，有意な差がみられた。学生生活を楽しむ
ことを重要だと考えた学生は両群の 6割，不満足群でやや
多かった。
2．�入学後の経験
　学生が林業大学校入学後に経験したことについて，授業
や学習，学生生活等，教職員に関する三つを尋ね，結果を
表⊖5 に示した。
　授業や学習に関連する経験では，両群の 9割以上が一生
懸命実習に取り組み，授業にもついていけたと考えていた。
自分のためになる授業や実習にも両群の 9割が出席してい
た。他方，満足群の 8割が授業（座学）に一生懸命取り組
んだのに対し，不満足群は 6割であった。
　学生生活等については学生同士の交流を満足群の全員や
不満足群の 8割が経験していた。放課後のクラスメートと
の学習は満足群の 7割が経験していた。しかし，不満足群
では 4割にとどまり，有意な差が示された。理由なく欠席
したことや「やめたい」と考えた学生は両群の 2割にみら
れた。入学の後悔は満足群にみられたが，不満足群にはい
なかった。

　教職員との交流では，授業や実習における教員への質問
や対話を両群の 6割が経験し，熱心な教員の授業にも両群
の 8割以上が出席していた。また，両群の 9割以上が教員
との進路相談や，満足群の 9割，不満足群の 7割は授業外
にも教職員との交流を経験していた。
3．�学生生活に対する考え
　学生生活に関し，教育支援・教職員，学生生活等の考え
について尋ねた結果が表⊖6 である。
　教育支援・教職員では，教職員の親身さを満足群の全員
や不満足群の 9割が実感していた。資格習得の支援が充実
していたと両群の 9割以上が考え，満足群の 8割，不満足
群の 7割が悩みを相談できる体制があったと考えていた。
　学生生活等については，寮生活を経験した満足群の全員
や不満足群の 9割が寮生活の楽しさを実感していた。有意
な差は「林業のことが好きになった」でみられた。満足群
の全員が好きになったと考えていたが，不満足群では 8割
にとどまった。また，両群の 8割以上が入学や学習できた
ことを嬉しかったと考え，一生の友人を得られたと実感し，
母校のことが好きだと考えていた。しかし，家族・友人に
母校を勧めたいと考えた学生は満足群の 7割，不満足群で
は 6割にとどまった。経済面で大変さを感じた学生もおり，
満足群で多くみられた。

表⊖4．入学を決めるにあたり，重要だと考えたこと

重要（とても重要・重要）と回答した者
満足群 不満足群

有意確率
実数 % 実数 %

林業関連の動機

林業の知識が身に付けられる 30 93.8 15 100.0 p=1.0000
林業に関する資格が取得できる 30 93.8 14  93.3 p=1.0000
林業の仕事に就きやすくなる 28 87.5 15 100.0 p=0.2909
林業に興味があった 28 87.5 15 100.0 p=0.2909

経済的な動機 学費が安かった 29 90.6 14  93.3 p=1.0000
奨学金がもらえる 14 43.8  5  33.3 p=0.5423

他者の助言に基づく動機
家族からの勧めがあった 17 53.1  4  26.7 p=0.1208
学校や職場からの勧めがあった 16 50.0  6  40.0 p=0.5501
友人や知人からの勧めがあった 12 37.5  3  20.0 p=0.3212

その他の動機
自然が好き 31 96.9 12  80.0 p=0.0893+
寮があった1） 21 95.5  7  63.6 p=0.0325*
学生生活を楽しんでみたかった 20 62.5 10  66.7 p=1.0000

1）寮生活経験者（満足群 22 名，不満足群 11 名）への設問。+p < 0.10，*p < 0.05，**p < 0.01。

表⊖5．入学後の経験

経験した（よく経験した・時々経験した）と回答した者
満足群 不満足群

有意確率
実数 % 実数 %

授業・学習関連

一生懸命，実習に取り組んだ 31 96.9 15 100.0 p=1.0000
授業についていけた 29 90.6 15 100.0 p=1.0000
自分のためになる授業や実習に参加した 30 93.8 13  86.7 p=0.5829
一生懸命，授業（座学）に取り組んだ 28 87.5 10  66.7 p=0.1205
目標に向かって，勉強した 27 84.4 13  86.7 p=1.0000

学生生活等関連

学生同士の交流があった 32 100.0 13  86.7 p=0.0971+
放課後，クラスメートと一緒に勉強した 24  75.0  6  40.0 p=0.0269*
理由なく，大学校を休んだ  8  25.0  3  20.0 p=1.0000
大学校をやめたいと考えたことがあった  7  21.9  4  26.7 p=0.7252
入学したことを後悔したことがあった  7  21.9  0   0.0 p=0.0799+

教職員関連

進路について先生と話した 31  96.9 15 100.0 p=1.0000
熱心な先生の授業や実習に参加できた 30  93.8 12  80.0 p=0.3088
授業以外で教職員と交流があった 28  87.5 11  73.3 p=0.2455
授業や実習で質問したり，先生と話した 20  62.5 10  66.7 p=1.0000

+p < 0.10，*p < 0.05，**p < 0.01。
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　学生生活に関連し，教職員や施設・設備の満足度につい
て，その結果を表⊖7 に示した。教職員については満足群
の 9割，不満足群の 7割以上が満足していた。施設・設備
は満足群の 6割が満足と考えていたが，不満足群では 2割
にとどまり，有意な差が示された。
4．�教育を受けて，向上した知識やスキル
　林業関連および林業関連以外の知識・スキルについて，
林業大学校での教育を受け，向上したか否か尋ねた結果を
表⊖8 に示した。
　林業関連の項目では，林業作業時の安全に対する意識が
向上したと両群の全員が考えていた。作業技術や林業の重
要さ，日本林業の現状についても満足群の 9割以上，不満
足群の全員が向上したと考えていた。林業が好きだという
気持ち，世界の林業の現状，木材加工や利用方法について

も両群の多くが同様の考えを示した。しかし，林業経営で
は満足群の 9割以上が向上したと考えていたが，不満足群
では 6割にとどまり，有意な差がみられた。
　林業関連以外では環境や自然への意識や気持ち，他者と
協力しながら作業を進めること等の項目で両群の 8割以上
が向上したと考えていた。特に，他者との作業については，
不満足群の全員が向上したと考えていた。自分の考えをわ
かりやすく述べることやコミュニケーション能力，一般的
な教養，文書能力等は両群の 8割から 4割が向上したと考
え，その割合には幅がみられた。また，不満足群では向上
したと考えた割合が全体的に低かった。

V．考　　　　　察

1．�林業の知識・資格習得や寮の存在等を重要視して入学
　入学を決める際に学生は林業に関する項目を重要だと考
えていた（表⊖4）。特に林業の知識や資格習得の項目では，
両群の 9割以上が重視していた。森林・林業系高校の生徒
では，入学理由に資格等習得を挙げた林業職を目指す者は
約 6割であった（早尻・林 2006）。林業大学校の学生は，
林業の知識や資格習得をより意識して，入学を決めたとい
える。

表⊖6．学生生活に対する考え

思う（強くそう思う・そう思う）と回答した者
満足群 不満足群

有意確率
実数 % 実数 %

教育支援・教職員関連
先生や職員は親身になってくれた 32 100.0 14  93.3 p=0.3191
資格習得の支援は充実していた 31  96.9 15 100.0 p=1.0000
悩みを相談できる体制があった 27  84.4 11  73.3 p=0.4381

学生生活等関連

寮生活は楽しかった1） 22 100.0 10  90.9 p=0.3333
林業のことが好きになった 32 100.0 12  80.0 p=0.0300*
入学し，勉強できたことが嬉しい 31  96.9 14  93.3 p=0.5412
一生の友人ができた 31  96.9 13  86.7 p=0.2353
自分の林業大学校のことが好きだ 29  90.6 13  86.7 p=0.6484
家族や友人に自分の大学校を勧めたい 24  75.0  9  60.0 p=0.3239
経済的に大変だった 12  37.5  3  20.0 p=0.3212

1）寮生活経験者（満足群 22 名，不満足群 11 名）への設問。+p < 0.10，* p < 0.05，**p < 0.01。

表⊖7．教職員や施設・設備に対する満足度

満足だと思う（強くそう思う・
そう思う）と回答した者

満足群 不満足群
有意確率

実数 % 実数 %

教務等の事務 29 90.6 13 86.7 p=0.6484
教員の指導方法・熱心さ 29 90.6 11 73.3 p=0.1875
教育施設・設備 20 62.5  4 26.7 p=0.0305*

+p < 0.10，*p < 0.05，**p < 0.01。

表⊖8．教育を受けて，向上した知識やスキル

向上した（とても向上した・向上した）
と回答した者

満足群 不満足群
有意確率

実数 % 実数 %

林
業
関
連

林業作業時の安全に対する意識 32 100.0 15 100.0 p=1.0000
林業作業の技術 31  96.9 15 100.0 p=1.0000
林業の重要さ 31  96.9 15 100.0 p=1.0000
日本の林業の現状についての知識 31  96.9 14  93.3 p=0.5412
林業が好きだという気持ち 30  93.8 13  86.7 p=0.5829
世界の林業の現状についての知識 30  93.8 11  73.3 p=0.0725+
木材の加工や利用方法 29  90.6 11  73.3 p=0.1875
林業経営 29  90.6  9  60.0 p=0.0207*

林
業
関
連
以
外

環境に対する意識 29  90.6 13  86.7 p=0.6484
自然に対する謙虚な気持ち 27  84.4 12  80.0 p=0.6974
他の人と協力しながら作業を進めること 26  81.3 15 100.0 p=0.1569
自分の考えをわかりやすく述べること 26  81.3 11  73.3 p=0.7042
コミュニケーション能力 25  78.1 11  73.3 p=0.7252
一般的な教養 21  65.6  9  60.0 p=0.7526
文書能力 20  62.5  6  40.0 p=0.2108
リーダーシップ 19  59.4  9  60.0 p=1.0000
コンピューター，IT・情報操作 19  59.4  8  53.3 p=0.7583

+p < 0.10，*p < 0.05，**p < 0.01。
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　林業関連以外では，学費等が重要だと考えられていた
（表⊖4）。学年や地域等にもよるが，林業大学校就学の費用は，
授業料，教材費，研修費，寮費（住居費），生活費等を含め，
年間 60万円から100 万円程度である（京都府 2018a；長野
県 2018c；日本森林技術協会 2016；島根県 2018a，c；静
岡県 2018a，c）。他方，国立大学の標準的な授業料は年間
53 万 5800 円，学費と生活費の合計は全国の大学生平均で
年間 188 万円である（日本学生支援機構 2018；文部科学
省 2004）。林業大学校は大学より経済的負担が少なく，就
職に有利な知識や資格が習得できる（京都府 2018b；長野
県 2018c；島根県 2018a；静岡県 2018a）。林業大学校は
学生にとり，魅力的だといえる。また，学費等を自分で工
面する満足群は不満足群よりも多かった（表⊖3）。このこ
とから，不満足群より満足群で奨学金を重要と考えた割合
が高かった。
　上述のように両群には共通した考えが示されたが，違い
もみられた。満足群は不満足群よりも，寮を重要だと考え
た割合が高く，有意な差が示された（表⊖4）。寮生活を通
じ人間形成を図る「全人教育」（注 9）を教育方針として掲げ，
寮生活の良さ，楽しさの他，インターネット環境をアピール
する林業大学校もある（長野県 2018c；島根県 2018a）。満
足群は寮生活への期待から入学を決めたといえる。また，
寮生活がコミュニケーション能力等を向上させ，学生の成
長に寄与すると考えられている（市川 1980：只木 2017a，
b）。林業新規就業者が転職する要因の一つに，同僚との関
係が挙げられている（藤原・垂水 2006）。寮の特性を生か
し，コミュニケーション能力等の向上につながる教育を今
後も続け，転職のリスクを低下させることが重要である。
2．�熱心に実習に取り組んでいた一方，放課後の同級生
との学習経験に差

　入学後の経験では両群に共通した考えがみられた。入学
後は，両群の多くが一生懸命実習に取り組み，目標に向け
学習した経験を有していた（表⊖5）。林業の知識習得や林
業就職が入学を決める際に重要だと考えていた学生が多
かったことから，意欲的に学生生活を送っていたといえる。
他方，両群の 2割が理由なく欠席し，入学の後悔や林業大
学校をやめたいと考えた学生もいた（表⊖5）。学生生活に
何かしらの不足があったといえる。放課後は，満足群の多
くがクラスメートと学習していた。この経験を有さなかっ
た不満足群もおり，有意な差がみられた（表⊖5）。不満足
群には，林業系専攻者が多く，授業にもついていけたと考
えていた（表⊖3, 5）。このことから，放課後の学習が不要だっ
たといえる。
3．�教職員の親身さや資格習得支援の充実を実感
　学生生活に学生は肯定的であった。特に「人」と関わる
項目では，両群の 9割以上が教職員の親身さや，寮生活経
験者は寮生活の楽しさを実感し，多くの学生は一生の友人
を得られたと考えていた（表⊖6）。教務等の事務にも満足
していた（表⊖7）。各校の定員は一学年 10 名から 20 名で
ある（表⊖2）。学生同士や学生と教職員の関係が影響した
といえる。
　また，林業に関する資格習得の支援が充実していたと学

生は考えていた（表⊖6）。各校ではチェーンソー，刈払機，
林業架線等，林業作業に必要な約 20 種類の資格が習得で
きる（京都府 2018b；長野県 2018c；島根県 2018a；静岡
県 2018a）。林業事業体が採用時に重視することは保有資
格の多さである（早尻・中尾 2008）。在学中に取得した資
格は就職の際に有利となる。就職に直結する資格習得の支
援充実は林業大学校の強みである。
　上述のように肯定的な考えがみられた一方で，気になる
結果も示された。満足群に中には，経済面の大変さを実感
した学生もみられた（表⊖6）。自ら費用を工面していたた
めだと思われる（表⊖3）。また，母校のことが好きだと考
えた学生よりも，家族や友人に母校を勧めたいと考えた学
生は少なく，入学への後悔等の経験や教員の指導方法・熱
心さに満足していない不満足群もみられた（表⊖6, 7）。こ
れら要因について，今後検証する必要がある。
　有意な差は「林業のことが好きになった」および施設・
設備の満足度で示された（表⊖6, 7）。林業のことが好きだ
と満足群の全員，不満足群においても 8割以上が考えてお
り，全体的に高い傾向が示された。林業大学校の教育が作
業技術に限らず，林業自体の魅力を学生に伝えられた結果
だといえる。他方，施設・設備については，満足群の半数
が満足と考えていたが，不満足群では 3割に満たなかった
（表⊖7）。一部の林業大学校では施設の老朽化が指摘されて
いる（長野県 2018d；島根県 2018b；静岡県 2018b）。林
業大学校の運営は「自治体の予算の中で何とか回している
のが実情」である（全国林業改良普及協会 2016）。林業大
学校は学生の約 9割が林業関連に就職する（表⊖3）。他方，
森林・林業高校の生徒が林業関連分野へ就職する割合は約
1割である（井上・大石 2016）。両者の単純比較はできな
いが，林業大学校は着実に林業人材を輩出している。こと
から，我が国林業に欠かせない存在である。府・県議会や
関係部局，そして納税者の理解が得られるよう，林業大学
校の実績や重要性をアピールし，予算の確保とともに教育
環境の改善を進めていくことが不可欠である。
4．�安全に対する意識や林業作業技術等の林業に関する
知識・スキルが向上

　林業関連の項目では，両群の多くが向上を実感し，特に
作業時の安全への意識は全学生が向上したと考えていた
（表⊖8）。各校の教育が，学生の能力向上に寄与したといえる。
　また，林業の死傷労働災害の割合は建設業や鉱業等危険
が伴う他業種よりも高く，業界全体での災害防止は急務で
ある（厚生労働省 2017；林野庁 2017a）。各校では林業機
械を扱う科目等を通じ，労働安全衛生に関する安全教育を
行っている（京都府 2017；長野県 2017b；島根県 2017b；
静岡県 2017a）。安全意識の向上は，安全教育の成果である。
　林業関連項目では林業経営において有意な差が示された
（表⊖8）。満足群は向上を実感していたが，不満足群は実感
していなかった。林業経営の授業は先進的な林業経営に取
り組む事業体への見学や研修，経営に不可欠な森林評価デー
タの収集等実習以外は，座学中心である（京都府 2017；長
野県 2017b；島根県 2017b；静岡県 2017a）。満足群と不満
足群では座学への取り組み方が異なっていたことが影響し
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たといえる（表⊖5）。
　林業関連以外では両群の多くが環境や自然等の項目で向
上を実感し，特に満足群は不満足群より向上を実感してい
た（表⊖8）。先行研究では高い満足度の学生に林業と，それ
以外の知識・スキル向上がみられた（小川 2018）。本研究
では，満足群の多くが林業と林業関連以外の知識・スキル
向上を実感していた。専門科目以外の一般・教養科目の重
要性は，大学教育全体においても指摘されている（日本学
術会議 2010）。林業大学校においても，林業に関連する専
門科目に限らず，林業関連以外の知識・スキルを育むよう
な一般・教養科目も含めた教育全体の充実が不可欠である。

VI．まとめと今後の課題

　本研究では林業大学校の卒業予定者に質問紙調査を行
い，教育・カリキュラム満足度要因を明らかにすることを
目的に，入学を決める際に重要だと考えたこと，入学後の
経験，学生生活に対する考え，教育を受けて向上した知識・
スキルの四つに焦点を当て，分析を試みた。その結果，満
足群と不満足群には共通して，以下のような特徴がみられた。
　学生は入学を決める際に，林業の知識や技術習得等林業
に関連する項目を重要だと考え，目的を持って入学してい
た。また，学費等も重要だと考えており，経済的な視点か
らも入学を検討していたことがわかった。入学後は，一生
懸命実習に取り組む等の経験がみられた。学生生活では教
職員の親身さや寮生活の楽しさを実感していた。教育を通
じて林業作業時の安全への意識や作業技術等の知識やスキ
ルが向上したと考えていた。他方，両群の違い，有意な差
もみられた。満足群は不満足群に比べ，入学決定の際に寮
の存在を重視していた。放課後にはクラスメートとの学習
経験等もみられ，施設・設備にも満足していた。また，林
業経営等の知識・スキル向上も実感していた。
　以上より，寮の存在や施設・設備，放課後における学生
同士の学習，林業経営に関する知識の向上等が学生満足度
に関わる要因であることが明らかとなった。学生満足度の
維持や向上のためには，寮の設置等，施設・設備の充実，
放課後に学生同士が学習できるような機会の提供，林業経
営に関する学習機会の提供とその能力を向上させるような
工夫等が重要である。
　最後に本研究の課題について触れておく。本研究では
個々の林業大学校の特定を避けるため，調査対象とした 4
校の結果をまとめ，分析した。しかし，それぞれの林業大
学校には，カリキュラムや所在する地域性等固有の特徴が
ある。各校固有の特徴について，影響を明らかにするため
には，さらに調査対象校を拡大し，類似したカリキュラム
や地域特性を有する林業大学校のグループごとに分析を深
める必要がある。加えて，本研究では標本数が限られてい
た。標本数が少なければ，有意な差が示されにくく，標本
数が多ければ有意な差は示されやすくなる。また，本研究
が明らかにした満足度に影響を与える要因についても，他
の属性の違いを反映した疑似的な関係性である可能性を現
段階では否定しきれない。このため，複数年に渡る継続調
査や，調査対象校の拡大によって，三重クロス集計に耐え

うるような標本数の確保が，今後の研究に求められる。学
生が林業大学校で満足感を得られるよう方策を考えるため
にも，以後の調査ではこれらの点に留意し，今後の課題と
する。
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注　　　記

（注 1）森林・林業白書では林業大学校や農林大学校等と林業大学校
を呼称している（林野庁 2017a，b）．本研究では「林業大学校」
に統一した．

（注 2）学校評価の実施は学校教育法により定められている．教育活
動状況の評価とその結果を運営改善に生かし，教育水準の向上
に努めること（第 42 条）を目的にし，結果の積極的な情報提供
を定めている（第 43 条）（文部科学省 2016）．事業評価は事業
の必要性，有効性，効率性等客観的に点検し，事業改善等に反
映させ，県民への説明責任の観点から行われている（長野
県 2013）．

（注 3）長野県内の農業大学校には林業専攻や林業科目はなく，林業
大学校の前身となる機関もなかった．林業業界の要望や木曽地
域の働きかけ，林業高校等職業高校生の進学先整備等から新設
された（市川 1980；長野県 1986）．京都府内の農業大学校には
林業専攻が設置されていたが，林業人材育成強化のため，林業
単科大学校として新設された（深町 2011）．

（注 4）先行研究の質問紙は大学等教育機関で行われている学生調査
を参考に作成された（ディスコキャリア 2016；名古屋大
学 2015；リクルート・PTA 2016；東北大学 2016）．

（注 5）進路関連の結果は現在論文にまとめ投稿中である．属性の一
部は投稿中の論文にも記述があるが，分析方法や得られた結果
は異なることから本研究で触れている．

（注 6）使用した質問紙の回答選択肢は以下の通りである．「入学を決
めるにあたり，重要だと考えたこと」では「1. 全く重要ではない」
「2. それほど重要ではない」「3. 重要」「4. とても重要」，「入学後
の経験」では「1. 全く経験しなかった」「2. あまり経験しなかっ
た」「3. 時々経験した」「4. よく経験した」，「学生生活に対する
考え」や「教職員や施設・設備に対する満足度」では「1. 全く
思わない」「2. そう思わない」「3. そう思う」「4. 強く思う」，「教
育を受けて，向上した知識やスキル」は「1. 低下した」「2. 変わっ
ていない」「3. 向上した」「4. とても向上した」とした．上記の
それぞれの回答について，「3」と「4」の合計を肯定的な回答と
した．属性は「はい」や「いいえ」や設問に対し，記述された
内容をまとめ集計した．

（注 7）本調査は，標本数が少ない．満足度と他の要因についてクロ
ス集計表にまとめた場合，期待度数が 5以下になる部分が多い．
そのため，カイ二乗検定を用いて正確な結果を求めることが困難
である．少数の標本であっても，正確なクロス集計表の検定が
行うことができるフィッシャーの正確確率検定を採用した．また，
フィッシャーの正確確率検定を実施するための条件に従って，回
答結果を 2×2にまとめたクロス集計表を分析に用いている．

（注 8）各表にある設問の結果は，満足群の回答割合が高い順に並べ
ている．

（注 9）全人教育の根幹は寮生活が担っている．林業の知識・技術習
得のみに偏ることなく，学生の人間性も成長させ，林業に対す
る志を持った林業人材の育成を目的としている．このため，ルー
ルのある生活を通じ，規則正しい生活や社会性を身に付けさせる
こと，他者との交流を通じ，様々な価値観や自らの人生のあり方
について考えさせること等の経験を重視している（市川 1980；
長野県 2017b）．
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