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  The purpose of this study is to verify the educational changes in student's sense of values for 

an environmental issue following lessons，that deal with understanding of a conflict of various sense 

of values on forest development.  

  As a result of the lessons, it is possible to say the following: 

1)Lessons for the understanding of a conflict of values on forest development increased student 

interest in the related information; 

2)Most of the students who gave priority to nature conservation were changed their ideas by these 

lessons; 

3)The number of students who try to be more aware of the understanding of values and situations of 

the local people have increased; 
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１．問題の所在と本研究の目的 

 

 松原（1993）は，環境教育の成果として価

値観に根ざした行動の重要性を指摘してい

る。それゆえ環境教育は「多様な価値に気づ

き，その中から自分の態度や行動を規定する

価値を選択する」価値観教育であるとしてい

る。環境問題では，さまざまな立場の人々が

さまざまな観点からそれに関わるため，一方

的・一面的な議論では問題の民主的解決には

至らない。そのため，問題に関わる人々の多

様な価値観を理解し，それをふまえた上で各

自の考えを深め，意志決定していくことが教

育の場面でも必要であると考えられる。  

 また，荻原（2003）はアメリカの環境教育

の事例から，「価値観対立問題」（環境に関

する価値観の対立を含む問題）の教授価値を

次の４点に整理し，紹介している（ただし，

筆者が要約してある）。 

 1)環境問題の学習への動機付けとなる。 

 2)思考の質を高め，問題解決能力を向上させる。 

 3)学習者が自身の価値観を明確化できる。 

 4)学習者が主体的に価値観を選び取る過程。 

 さらに，荻原（2005）は，日本の 15 道県の



 - 4 - 

教育委員会が作成した教材集に掲載された環

境教育教材 473 件を分類し，価値観を扱った

教材が 32 件あり，そのうち 30 件が「価値観

の教え込み」教材であり，多様な価値観を示

し，特定の価値を押しつけない「価値明確化」

の授業は２点のみであったことを報告してい

る。しかも日本の授業実践研究の中には「価

値明確化」や「価値観対立問題」を扱った授

業の有効性に関する議論は見られない。 

 生徒が将来，環境問題について慎重な意思

決定をするためには，多様な価値観を理解し

た上で自己の価値観を形成することが極めて

重要である。また，個人の価値観は，ある時

点で不動のものになるのではなく，社会的・

経済的立場１）の変化などによって変わるもの

であることも理解する必要がある。それらを

踏まえることで，現実の環境問題に対して，

民主的意志決定を通じた解決を図ることがで

きると考えられる。よって，本研究では環境

問題に対する多様な価値観とその対立を扱っ

た授業が，生徒の環境問題に対する考え方，

特に価値観などにどのような変容をもたらす

かに焦点を当て，中学校３年理科の「生態系」

を学習する単元で，森林の開発と保護の対立

を題材にした授業を組み込み，生徒の変容を

調査・検討した。 

 

２．研究の方法 

 

2.1 授業の概要 

 本授業では，日本でもよく問題となる自然

（森林など）の開発と保護の対立を取り上げ

た。具体的には生態系の基本的な概念の理解

の上に，自然環境に対して人々が様々な価値

づけや行動をしていることを扱った後，開発

か保護かという価値観の対立場面を取り上

げ，それに対する意思決定をさせた。この授

業によって次のような学習効果を期待した。 

 ア）自然保護や開発に対する関心の増大 

 イ）自然保護や開発に対する多様な価値観

や立場の理解と自己の価値観の明確化 

 ウ）問題に対する民主的決定過程への期待

の増加 

 授業は，東京都内の私立中学校（男子校）

３年生２クラス計 64 名に対し，筆者自身が単

元「生態系」（計 12 授業時間）の授業を表１

に示す通りに実施した。実施時期は 2004 年６

月から９月である。 

     表１ 単元の概要 

時間     授業のテーマと内容 
 １ 
 ２ 

「アメリカシロヒトリの一生」 
「シジュウカラとオオタカの一生」 
・生態的地位と生活史・生存率の違い 
・２時間目の後半に質問紙（事前）を実施 

 ３ 「生物界の関係」 
・生産者，消費者 ・生物量ピラミッド 

 ４ 「植物のはたらき」 
・植物の生育環境（光合成の必要条件） 
・人間や他の生物に対する森林の役割 

 ５ 「生物界のつりあいがくずれるとき」 
・外来魚の影響 ・シカの異常繁殖 
・オオカミ復活の取り組み 

 ６ 「森林の形成」 
・裸地からの森林への形成過程 
・日本の森林植生の多様性 

 ７ 「森林を守る人の考え」 
・ビデオ「NHKプロジェクトＸ  白神山地

 マタギの森の総力戦」(2001)視聴 
 ８ 「奄美大島のできごと」 

・ビデオ「NNNドキュメント01 奄美大島

マングース大騒動」(2001)視聴 
 ９ 「地域経済と開発１」 

・経済活性化の必要性と森林開発 
・架空事例の提示と次時の準備 

 10 「地域経済と開発２」 
・役割演技による討論と意思決定 

 11 「自然保護と発展についての考え方」 
・先住民の自然に対する価値観 
・自然物の生存権 

 12 「単元のまとめ」 
・質問紙（事後）の実施 
・自己評価活動（質問紙の事前と事後を比

較し，自己の変容理由を記述） 

 

2.2 授業の工夫点 

 単元の前半は生態系の科学的な基本概念の

理解であり，価値観や人間の行動については

触れていない。７時間目から自然保護や開発

についての多様な考え方や立場を理解するた

めの内容を組み込んだ。 
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〔７時間目〕白神山地の保護に関するビデオ

資料を視聴して，保護運動に関わった人々の

立場と考え方をまとめていった。ここでは，

保護運動や道路建設に関わった人々の多様な

立場と価値観，例えば保護運動の中心となっ

た一市民の審美的価値観，山で生活するマタ

ギや漁師の自然との一体感を重視する価値

観，県職員の生物学的価値観，開発する側の

経済優先的価値観を知ることができる。 

〔８時間目〕奄美大島へのマングースの導入

とその後の状況を記録したビデオ資料を視聴

した。たとえ善意だとしても，生態系を十分

考慮しない人間の行為は自然に大きな影響を

与えることを理解できる。 

〔９時間目〕開発を求める地域住民の現状を

理解するために，山村地域での悪化する社会

・経済状況の実際例を広島県の資料（企業立

地数やリストラ件数の経年変化など）であげ，

開発を求める側にも理由があることを理解す

る。生徒は授業の前には一般論として「自然

は大切だ」，「開発はよくない」という意識

を持っていると予想できる。しかし，現実の

社会では自然の価値と経済の価値が天秤にか

けられて判断される。環境問題の解決に向け

て有効な意思決定をするためには，現実にそ

の土地に住んでいる住民の切実な要望がある

ことを理解することが前提となる。 

 多様な立場と価値観を理解した上で，具体

的な事例に対して模擬的に意思決定の経験を

させるために，ある村での山林開発問題とい

う架空事例の読み物（筆者自作）を生徒に読

ませた。そして，次回の授業でその村の様々

な立場になって（役割演技），この問題に対

する意見をぶつけあう討論をすることを予告

し，この問題に関わる 12 の立場を希望等によ

って各グループに分担した。２） 

〔10 時間目〕役割演技の討論の時間とした。

まず，各グループ（各立場）の代表１名ずつ

に意見を言わせ，その後自由討論とした。た

だし，全員が必ず１回発表することとした。

討論後，「他の人の意見を聞いて感じたこと」

「自分の結論」等をワークシートにまとめさ

せた。 

〔11 時間目〕日常の生活ではあまり触れるこ

とがない先住民（インディアン）の自然に対

する価値観３）  および自然物の生存権という

概念を紹介し，それに対する自分の考えをワ

ークシートに書かせた。 

 以上，後半５時間の内容によって，自然保

護と開発に関わる一般的な価値観および立場

が概観でき，具体的な自然保護の問題解決を

考える基礎となると考えた。 

 

３ 生徒の変容の評価方法 

 

3.1 調査概要と質問紙の内容 

1)概要 

 質問紙「開発と自然保護に関するアンケー

ト」（資料）を授業の事前と事後に行い，事

後の質問紙の後，自己評価用紙に自己の変容

の理由を自由記述させた（図１）。 

 図１ 変容評価の流れ 

  事前       授業    事後 
 
質
問
紙 

 
 
 → 

 
生態系 
 の授業 
12時間 

 
 
 → 

 
質
問
紙 

 
 
 → 

自
己 
 
評
価 

 

2)質問紙の内容 

 質問紙「開発と自然保護に関するアンケー

ト」は，広島県で実際にあった大規模林道計

画とその反対運動に関する新聞記事を掲載

し，それについて生徒に意見を書かせた。授

業で触れなかった問題を調査で取り上げたの

は，授業内容以外の生徒の感覚にとっては遠

い県の出来事に対して，その土地の住民の立

場に立って明確な根拠をもって考えが書ける

か，またその根拠はどのような価値観などに

基づくものか，さらに意見が異なる相手の立

場や価値観を理解しようとしているかなどに
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ついて評価しようとしたためである。  

質問は，次の４点で構成されている。 

 質問アは，この情報自体に関心を持つ必要

性の程度とその根拠を問うもの 

 質問イは，この工事を推進する側（※以後

「開発側」と略）の人々に対する評

価とその根拠を問うもの 

 質問ウは，この工事に反対する側（※以後

「保護側」と略）の人々に対する評

価とその根拠を問うもの 

 質問エは，自分が村長なら，生活向上と自

然保護のどちらを優先するかの判

断とその根拠を問うもの 

 質問紙に自由記述の部分を多くした理由

は，生徒が明確に意識している考え方（価値

観などの視点）を把握するためである。選択

肢にすると，意識していないことに関しても

その場で考えて記入できるため，生徒が特に

意識している（重視している）考え方を把握

しにくいと考えた。 

  

3.2 質問紙の分析手順 

1)質問ア：関心の程度とその理由 

 関心を持つ必要性は，「１．とても大切」

から「６．どうでもよい」の６つの選択肢を

作り，関心の程度の順と捉えてその変動を分

析した。 

 関心を持つ理由（自由記述）は，関心の変

容を詳しく分析するときに用いた。 

2)質問イ，ウ：開発側，保護側に対する評価 

 生徒が自由記述した文章から読みとれる開

発側，保護側に対する評価基準を，一般的に

いわれる価値観等で以下の７つに類型化し

た。 

［評価の視点の類型］ 

＜タイプ１＞経済優先的価値観（経済的発展や

生活向上が重要と読み取れる記述） 

  キーワード：便利，利点，発展，仕事，過

疎，観光，生活のため，経済面の方が 

＜タイプ２＞生態系保全優先的価値観（生態系

保全や自然物の生存権を重視する記述） 

  キーワード：生態系，破壊，自然破壊，環

境に配慮，貴重な森，被害，復元，影

響 

＜タイプ３＞手続き・立場理解優先的価値観

（相互理解やよりよい解決策などの民主

的な手続きを尊重した記述，または判断の

ために当事者の状況を理解しようとする

記述） 

  キーワード：話し合い，説明，○○すれば

いい（提案），村民，（一方的に）良

い悪いは言えない，○○側（の考え），

どういう考えか，状況，大変，立場，

仕事だから，金（収入）のため 

＜タイプ４＞自然保護優先的価値観（価値観が

不明の自然保護重視の記述） 

  キーワード：自然は大切 

＜タイプ５＞その他（上記タイプ１から４に含

まれないもの。人物評論的記述。） 

  文例：○○したい人，○○という人，○○

のためだろう 

＜タイプ６＞無関心（無関心，判断保留，無記

入） 

＜タイプ７＞複数記述（複数の視点の並列） 

  文例：○○も大切だが，××も大切 

 分類作業ではキーワード（同義語を含む）

のいずれかを含み，それを重視する意図が明

確に読み取れるものをタイプ１から４に分類

し，残りをタイプ５から７に分類した。 

3)質問エ：村長としての意思決定 

 質問エは，「経済生活優先」から「自然保

護優先」までの４つの選択肢と「判断不能」，

「その他」の計６選択肢を意思決定の類型と

捉えて分析した。選んだ理由は質問イ，ウと

同様の類型で分類したが，この質問では複数

記述が圧倒的多数になるため，全くの並列的

記述以外は複数記述した価値観などの視点の

中で何に重点を置いているかで，タイプ１か

ら４に分類した。また，理由は必ず書くとい

う指示であったので，タイプ６は類型から除

外した。 

 

3.3 自己評価用紙 

 事後の質問紙の記入後に，事前と事後の質

問紙の回答を生徒本人に比較させ，質問紙の

内容に対する回答が変わった（または変わら

なかった）理由を自己評価して自由記述する

「自己評価用紙」を実施した（以下）。 

 問題例：「アンケートのア）の答えを比べて，  
あなたの考えが変わった理由，または変わらな 

 かった理由は何ですか？」 

 この自己評価用紙は，質問紙に対する生徒
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の考え方の変容の理由や授業のどの部分が有

効に作用したのかなどについて検証するため

に用いた。 

 

４．結果と考察 

 

4.1 関心の変容 

 「質問ア 関心の程度」の変容について表

２にまとめ，分析をした。４） 
  表２ 質問ア「関心の程度」  N=64（人）  

選択肢 事  前 事  後 
1とても大切      4     18 
2まあ大切     36     27 
3判断できない     13     10 
4 ,5 ,6  その他     11      9 

※ 選択肢 4,5,6,は人数が少ないため，合計した。 
※ 検定の結果，事前と事後で度数の偏りが統計

的 に 有 意 で あ っ た （ χ ２ =52.305 ， df=3 ，

p<.01.）。）  

事前では「１．とても大切」を選ぶ生徒は

４名しかいなかったが，事後には大幅に増え

た。アンケートで取り上げた「広島県の山林

開発問題」の情報に対する関心は授業後には

明らかに高まったと言える。  

ただし，関心を持つ理由については，記述

内容の変化に特徴は見られなかった。  

 「関心の程度」の変容を生徒個々に追って

みると，関心が高まった生徒の中では選択肢

２から１に変容した生徒が最も多く，計 11

名いた。もともとある程度関心のある生徒は，

授業によってさらに関心が高まる傾向がある

ことがわかる。また，選択肢４は事前には６

名だが，そのうち５名が選択肢２へと変容し

た。また選択肢６は事前には４名で，そのう

ち選択肢１と２に１名ずつ変容している。人

数が少ないので断定的には言えないが，今回

の授業は関心が低かった生徒にも関心を持た

せる効果があったと推測できる。 

 無関心（選択肢４または６）から事後に関

心あり（選択肢１または２）に変容した生徒

７名の自己評価用紙の記述から，授業との関

連を示した５名分を取り出した（以下枠内）。 

 生徒の記述は意図を変えない範囲で要約や

一部修正をしてあり，文中のＡ，Ｂなどは生

徒を区別するための任意の記号である（以後

同様）。 

Ａ）子どもでも環境に悪いかどうかわかるし，

 訴えることもできると考えた 
Ｂ）ビデオで森林を守るために戦っている人  
 を見て森は人間の生活にもいろいろ影響が  

あることがわかった 
Ｃ）外国のインディアンの人たちの資料を見  
 て，ある人たちは自然を壊すことに全く罪  

悪感がないと感じた 
Ｄ）自然の勉強をし，身近に感じるようにな  
 った 
Ｅ）説明を聞いていくうちに自分たちの理解  
 も必要だと思った 

 生徒Ａ「訴えることもできる」，同Ｂ「戦

っている人を見て」，同Ｃ「インディアンの

人たちの資料を見て」の記述からわかるよう

に，環境問題に取り組む人々の行動や価値観

を知ったことを変容の理由としてあげてい

る。授業で多様な価値観を取り上げることが，

環境問題に無関心な生徒に関心を持たせる大

きな要因になると考えられる。 

 次に，関心が低下したと思われる生徒を分

析した。事前に選択肢１または２であったが，

事後に選択肢３以下へ変容したのは計８名で

あった。その記述の変容を以下に示す（矢印

左が事前，右が事後）。 

F)みんなが自然に関心を持つと思う→確かに  
 大きな事だが自分は何も協力できない 
G)自然が少なくなってきているから→考えて  
 も実際に行動に移すことができない 
H)関心を持っていれば自然の大切さがわかる  
 →  開発側と反対側の意見がどちらも正論に

 思えるから 
I)将来のため→どちらが正しいか判断できない 
J)舗装は大切だが生き物を考えると問題→身  
 近ではない 
K)便利のため自然が失われるのはよくない→  
 自分の地域ではないから 
L)いろんなことを知ることができる→直接関  
 係がない 
M)賛成反対のどっちかに興味が持てる→あま  
 り意識をしたことがない 

 このうち生徒Ｆ，Ｇは自分が何かしようと

してもできないという行動の仮定が示されて

いるといえる。また，生徒Ｈ，Ｉについては，

事後には当事者両者の考え方を比較してい
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る。これらは，関心が低下したと考えるより，

事前には，おそらく一般論として関心を持っ

た方がよいと言っているだけなのに対し，事

後にはこの問題に対して真剣に考え始めたと

見るべきであろう。一方，生徒ＪからＬは身

近かどうかということを判断基準としてい

る。これらの生徒の事前の記述と比較すると，

明らかに無関心になったととることも，生徒

Ｆ，Ｇと同様に自分が何かしようとしてもで

きないから身近でないと書いたと取ることも

できる。生徒Ｍについては事後の記述意図が

不明である。これらのことから，選択肢が関

心から無関心へ変わった生徒の少なくとも半

数が自分の行為や当事者の考えについて意識

した記述と考えられ，授業によって関心が低

下したと言える生徒はごく少数である。 

 

4.2 開発側・保護側に対する視点の変容 

 質問イの変容について表３にまとめ，分析

をした。  

表３ 開発側への評価の視点  N=64（人） 

タイプ 事  前 事  後 
1 経済      5     10 
2 生態系      8      4 
3 手続き・立場理解     14     24 
4 自然保護      6      2 
5 その他     11     11 
6 無関心     13     12 
7 複数記述      7      1 

  ※表３を前述した評価の視点で類型化し検定  
したところ，事前と事後で，度数の偏りが有  
意であった（χ２=22.029，df=6，p<.01.）。 

「開発側に対してどう思うか」に対する回

答の事前と事後での大きな違いは「3 手続き

・立場理解」の増加であり，それについて個

別に変容を分析した。事後にタイプ 3 となっ

た 24 名のうち，事前は別のタイプだった生徒

は 17 名である。その変容の理由を自己評価用

紙の記述から取り出したものが以下である。

ただし，「変わらない」と書いた生徒４名は

除いた。 

  

N)生活向上はある程度必要 
O)便利も少し考えた方がいい 
P)地元の人の気持ちになって考えたら開発は 
 進めたいかも 
Q)開発されないがためにすごい不便を強いら 
 れている人もいると知った 
R)ビデオで自然を守ろうとしている人がたく 
 さんいるとわかったから 
S)ビデオ（白神）を見たから 
T)植物の気持ちになって意見を出しあって植 

物の大切さがわかった 
U)インディアンの話を読んだから 
V)進める人は反対の意見も聞き再度考えなけ 

ればいけない 
W)人間ばかりの利益でなく自然にも利益があ 
 るのならいい 
X)今日は国民に説明して政治をしろという思 
 いがあった 
Y)大人になった 
Z)少し関心を持った 

 生徒 N～Q の記述からは，生活向上につい

て事前にはあまり重大に考えていなかったこ

とがわかる。また，生徒 R，S は白神山地の

ビデオで自然を守る人たちを見て考えが変わ

ったとしている。生徒 T は討論で植物の立場

になったことが影響を与えているとしてい

る。生徒 U はインディアンの自然の見方に影

響を受けている。 

 これらのことから，タイプ３に変容した生

徒の多くが，事前には現実の人間やその考え

方，または現実の生物をイメージせずに一般

論として書いたと推測できる。そして今回の

授業，特に７時間目以降の内容が，生徒の考

え方に現実的な視点を持たせたということが

できよう。また，事前の生徒の考え，特に自

然保護派（タイプ２および４）の生徒の考え

に現実性がないということは，それらを選択

する生徒の減少（計 14 名から６名へ）からも

推測できる。これらの生徒は事前には生態系

や自然が大切と言っているが，事後では全員

が他のタイプに変容した。そのうち最も多く

の生徒（６名）がタイプ３に変容し，そのう

ち５名が開発（する側の考え）もわかるとい

う内容を書いている。 

 このように，中学校３年生までに形成され

てきた「自然が大切」という意識は，一面的，
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一般論（べき論）的で非常にもろいものであ

ることが推測される。 

 質問ウの「保護側に対してどう思うか」に

対する回答の自由記述を，開発側と同様に分

類し，事前と事後で度数を比較したが，大き

な変化は見られなかった。また，タイプごと

の特徴的な変容も見られなかった。これは，

保護側に対しては事前から一定の理解をして

おり，ある程度明確な判断基準を持っている

と考えられる。 

 以上のことから，生徒がそれまで受けてき

た学校教育や接してきた情報が，自然を保護

する側の理解を中心に展開されてきており，

開発する側の立場や考え方に触れずに「自然

保護は善」という一面的な価値観を与えてき

たことが推測される。 

 

4.3 村長としての意思決定 

 質問エの「村長だったらどの結論を選ぶか」

については，明らかな度数の変化は見られな

かった。 

 次に，選んだ理由（自由記述）を前述した

類型で分類した（表４）。 

  表４ 村長としての意思決定の理由 

タイプ 事  前 事  後 
1 経済     12      9 
2 生態系      5      7 
3 手続き・立場理解      6     13 
4 自然保護     13      7 
5 その他      5      9 
7 複数記述     22     18 

   N=63（人数），p<.01，タイプ６は除外  

    ※事前質問紙で理由が無記入だった生徒 

   （１名）は，集計から除外した。  
※表４を検定したところ，事前と事後の  

度数の偏りが有意であると考えられる  
（χ２=16.413，df=5，p<.01.）。） ５） 

 表から，タイプ４が減少し，タイプ３が増

加していることがわかる。これは質問イの結

果と同様であり，先に述べたことが村長とい

う立場で意思決定をするときにも適用される

ということがわかる。 

さらに生徒の記述内容を個別に検討した。

まず，タイプ４の減少についてであるが，事

前にタイプ４（計 13 名）から事後に他のタイ

プに変容したのは 11 名であり，タイプ１，５，

７への変容者が多い（各３名）。自己評価用

紙から「変わらない」と書いた生徒４名を除

いた５名の変容理由の記述を取り出したもの

が以下である。 

・便利になることはよいことだから 

・工事の方も大切だと思い始めた 

・開発と保護の理由がさまざまだから 

・自然についての授業で考えが変わった 

・生活向上も自然保護も大事だと思った 

 タイプ４から変容した多くの生徒が，授業

によって自然保護の考えから，開発を希望す

る住民の実態もふまえた考え方に変わったと

推測される。これも質問イの結果と同様であ

る。 

 同様にタイプ３の増加についても分析し

た。事前ではタイプ３でない生徒が事後にタ

イプ３へ変容したのは９名であり，その自己

評価用紙の記述を以下に示した。 

・この状況にいたら利益を優先すると思った 

・工事を進める人たちの考えも少しはわかった 

・開発と保護と理由が様々だから 

・ 自然を守るということは人を守るということ  
がわかった 

・第一に自然保護で，次に村長だから工事もしか 

 たないと思った 

・自然保護が優先だがよい解決のため両方が納 

 得する方がいい 

・みんな自己中心的な発言をしているからこの 

 方法でいい 

・授業を通して森の大切さを知った 

・前と同じだった 

 生徒の記述には「この状況にいたら」「工

事を進める人たちの考え」など，住民の立場

となって考えたり，「よい解決のため両方が

納得する方がいい」「みんな自己中心的」な

ど民主的な解決を求めるようになったことが

わかる。このことから，今回の授業は生徒自

身が住む地域と離れた場所の環境問題につい

ても，当事者の立場や状況をふまえた意思決

定をするようになることに有効であったと言

える。当事者に対する理解（当事者意識）は
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世界各地の環境問題を解決していくときの一

つの重要な視点となると考えられ，今回の授

業がその意識を形成したことは意味があるこ

とであろう。 

 

６．まとめと今後の課題 

 

 本研究は開発と保護に関わる多様な価値観

とその対立を扱った授業が，生徒の環境問題

に対する考え方（価値観など）にどのような

変容をもたらすかを事前・事後の質問紙等か

ら検証した。 

 まず，授業による生徒の変容を調査・検討

した結果，以下のことがわかった。 

 １）授業により，森林開発に関する情報へ

の関心が高まった。無関心の生徒が関心

を持つようになるには，環境問題を知る

だけでなく，それに取り組む人々の行動

や価値観を知ることも重要である。 

 ２）根拠が明確でない自然保護優先の記述

をする生徒の多くが，授業で考えを変容

させた。記述の内容を分析した結果，事

前の考えは当事者意識のない一般論で

あると推測できる。 

 ３）授業によって，問題解決の手続きや，

現地の人の価値観・立場の理解を重視し

ようとする生徒が増加した。 

 よって，今回の授業で事前に期待した学習

効果は，価値観の明確化以外はどれも支持さ

れたと考えられる。 

本 研 究 で 明 ら か に な っ た こ と と ， 荻 原

（2003）が紹介した「価値観対立問題」の教

授価値を比較すると次の３点がいえる。  

１点目は，多様な価値観とその対立を扱う

ことは，学習への動機付けとともに学習内容

以外の現実の問題に対する関心を高めること

につながるということ。２点目は，問題解決

能力の点からいうと，学習者は授業によって

意思決定の重要な要素として当事者の価値観

や立場を理解しようとし，民主的な決定過程

を重視するようになるということ。３点目は，

この授業は多くの学習者に価値観の変容を迫

り，特に理由の明確でない自然保護優先的価

値観を理由の明確な価値観へ変容させるこ

と。 

 よって今回の授業の結果は，アメリカで議

論された教授価値を部分的に支持した。  

本研究からは以上のような知見が得られた

が，日本においても価値観を取り上げた教育

の教授価値をこれから積極的に議論していく

べきであろう。 

 また，環境教育における価値教育について，

今後の課題としては次のような点があげられ

る。 

 １点目は，多様な価値観とその対立に関す

る内容は，今まで日本の環境教育ではあまり

扱われておらず，中学校３年においても根拠

の不明確な一般論的自然保護意識を持ち続け

ている生徒が多数いる。中学校３年は義務教

育最後の年であるため，それ以前の学年で当

事者の価値観や立場に対する一定の理解をし

た上で，森林のはたらきや人間と自然との関

係のあり方，そして自然物の生存権を理解す

るなどの授業が行えることが理想である。そ

のためには少なくとも小学校高学年段階から

価値観および立場の理解を含めた環境教育が

進められることが必要条件である。よって，

特に小学校段階での授業の開発と実践および

評価が求められる。 

 ２点目として，井上（1996）が指摘するよ

うに，開発と保護のバランスという視点から

の問題解決でなく，持続が可能な資源配分か

らの社会システム構築（「供給設定型思考」）

へと向けた教育内容も考えていく必要があ

る。そのためには社会学の観点からの内容を

多分に盛り込む必要があり，それらは社会科

や総合的な学習の中に積極的に取り入れてい

く必要があるであろう。その意味では，環境

問題に関わる価値観教育の全体構造を構築し

ていくことも考えなければならない。 
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注 

 

１）本論文でいう「立場」とは，個人や団体が

問題に対してとっているスタンスのことで

はなく，社会的・経済的活動の中で個人が位

置づけられている職業，役割のことである

（例えば社長という立場，母親という立場）。 

２）グループごとの役割（立場）は以下の 12

通り。グループは３名ずつで席の順に機械的

に分けた。 

 １．林業を営む人 ２．村長・助役 ３．老人 

 ４．商店主（あまり売り上げがない） 

 ５．小学生を持つ親 ６．若者（フリーター） 

 ７．100 年後の村人 ８．山林の植物 

 ９．山林の動物 

 10．自然保護団体に共感する村人 

 11．土建業で働く人 

 12．運送業者（林道ができたら利用したい）  

３）アメリカ先住民の考えは，「環境教育シリ

ーズ２  学校と環境教育」（東海大学出版会  
1993）の p38～p40 から抜粋した。先住民の

価値観とは，空や大地は母と父であり，それ

を売買するという発想（資本主義の論理）は

理解できないというものである。 

４）度数の検定については，以後もすべて事前

を期待値，事後を実測値とした適合度の検定

（χ２ ）を行った。ただし，統計処理の対象

の人数が 64 名と少ないので，検定結果は参

考程度と考える。 

５）ただし，タイプ２と５の事前の人数が各５

名で，適合度の検定では期待度５以下のセル

が２つ以上あると近似が悪いとされるが，

p=0.0058 であるため，度数の偏りが有意であ

る可能性が高いと判断した。 
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【資料】       開発と自然保護に関するアンケート          

★ある新聞に以下のような記事がありました。  

これを読んで記事の下からのアンケートに答えてください。 

「大規模林道計画 ブナ林を見つめ直せ」    
 渓谷沿いにイヌブナやミズナラが茂る広島県吉和村の細見谷地区は、西中国山地でも希少な渓畔自然林

が残っている。ブナ林沿いに延びる砂利道の十方山林道から川に下りて、冷たい清流に足をつけると、心

身ともに自然と一体になったような気持ちになる。   
 四輪駆動車でないと走るのが困難なこの林道を、完全舗装の大規模林道に整備する計画が進む。大規模

林道事業・中国山地山陽ルートは、森林開発公団が一九七二年に基本計画を策定。戸河内―吉和間（二六

・五キロ）は九〇年に着工し、戸河内側の約十キロがほぼ完成している。今回問題になっているのは、こ

のうちの未着工区間（一五・四キロ）である。   
 計画では未着工区間を二〇〇四年にも着手する予定だ。しかし、住民グループから「生態系が破壊され

る」との建設見直しを求める声が上がり、反対署名が吉和村や広島県に提出された。地元には、過疎地と

都市をつなぐ林道が定住促進になるとして、建設促進の声が強い。  
     （途中略） 

 渓畔自然林を縦断する大規模林道の計画は、当初から反対意見が上がっていた。このため林野庁は一昨

年の事業再評価で、道幅七メートルの計画を既設林道の四メートル以上に拡幅しないように計画を変更し

た。整備する緑資源公団は「環境に十分配慮している」と強調する。   
 大規模林道は、造林推進、林産物加工などの関連産業の育成、森林レクリエーション地域の整備をその

目的に掲げている。吉和村は「林業の活性化のほかに、観光道路として役立つ。村の特産であるワサビの

栽培農家も林道整備で便利になる」と林道の効果に期待をかける。   
     （途中略） 

 林道促進側も反対側もブナ林は貴重だと口をそろえる。だが、双方の温度差は大きい。 

質問：この新聞記事についてあなたはどう考えますか？以下のアンケートに答えてください。  

（注：回答は成績にはまったく関係ありません。正直に答えてください。） 

ア）このような記事について関心を持ったり考えるたりすることは，あなたにとって大切なことだと思いますか？ 

  1．とても大切   2．まあ大切   3．判断できない（どちらとも言えない） 

  4．あまり大切でない  5．全く大切でない  6．どうでもよい 

 ●選んだ理由を必ず書いてください。 

 

 

イ）工事を進める側の人たちについてあなたはどう思いますか？  

  （何も思わないときは，「何も思わない」と書いてください。） 

 

 

ウ）工事に反対している人たちについてあなたはどう思いますか？  

  （何も思わないときは，「何も思わない」と書いてください。） 

 

 

エ）ここでは村民の生活向上を優先するか自然保護を優先するかが論点となっています。  

 あなたが村長だったら，次のうちどの結論を選びますか？ 

    1．村民の生活向上を優先して工事を進める。 

  2．自然保護にある程度配慮するが，生活向上のため工事を一部変更しても進める。 

  3．自然保護を優先して，今の林道を少しよくする程度の工事だけにする。 

  4．自然保護のため，村民にはがまんさせて工事はしない。  5．判断できない。 

  6．その他（               ） 

  ●選んだ理由を必ず書いてください。 

 


