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夏野菜づくり 

畝立て 

4月 16日（土）に夏野菜にむけて畝立てを行ないました。まず、石拾いをし、土壌を整えます。農作業が始めての 3

回生も一緒に道具の使い方の説明からはじまりました。3回生は見よう見まねでしたが、先生のご指導や先輩の助言

により徐々に腕をのばし、足腰をふんばって、刃を重さにまかせておろせるようになりました。また、堆肥は、農家

の村上さん・河本さんから牛糞をいただき、空気をいれるように混ぜ、藁をすきこみました。 

   

 

広域副専攻科目「環境教育の実践Ⅰ」実習・苗付け 

4月 23日（土）環境教育の実践Ⅰの授業において、苗付けを行いました。今年は、トマト、ミニトマト、シシトウ、

オクラ、ナス、ピーマン、キュウリの計 7種類を植えました。あいにくの雤だったため、作業は竹細工と苗付けに分

かれました。苗付けは立候補制となり受講生、ゼミ生、尼崎北高校の生徒と合わせて 30名が参加しました。苗と苗と

の間隐を測り、苗付けを行ないました。苗を取り出す際は、根元をひっぱらないよう、ポットの底を軽くぽんぽんと

叩いて取り出すよう説明しました。苗の生長を楽しみにする声が多く寄せられました。 

   

 

手入れ／5 月～7 月にかけて 

今年は、寒暖の差が激しく、野菜の生長が芳しくありませんでした。また、ベド病にかかる野菜や虫の発生、葉

の変色が例年よりも多く見られたため、こまめな竹酢液の散布、追肥などを試みました。病気にかかった葉は、

なるべく落とすようにして、感染を防ぎました。6月末ごろからは、野菜の生長が安定したように思われます。

雑草は、毎年のことながら猛威をふるっていました。週に 2回のみの広野作業ですが、行くたびに雑草を刈るよ

うにし、栄養や水分が苗にいく様に手入れをしました。地元の農家の森本さんにご指導いただきながら、野菜が

谷口先生からのご指導 ゼミ生で畝たて  トラクター稼働のチェック 

 

苗付けの説明   苗付けをする受講生   尼崎北高校の生徒 
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グンと育つ工夫を教えていただきました。また、今年は、作業日誌をつけ、苗の状況や申し送り事頄をゼミ生み

んなで共有するようにしました。苗の様子が明確になることで作業内容が具佒化する点が良かったと思います。

今後の野菜づくりにも資料として役立てられるようにしていきたいです。 

    

   

   

                                      

広域「環境教育の実践Ⅰ」実習・収穫祭 

7月 9日（土）環境教育の実践 Ⅰの授業において、収穫祭をおこないました。オクラは、残念ながら実ってお

らずほとんど収穫することができませんでした。その他の野菜は、収穫することができ、みんなで試食しました。

キュウリはねじり、ナス、シシトウ、ピーマンはバーベキュー風に丸焼きにしました。味付けは、岩塩と味噌を

用意し、野菜本来の旨みを一層引き立しました。どの野菜もみずみずしく、「甘くておいしい！」とピーマンや

シシトウを丸かじりする学生もいました。無農薬で野菜を育てる経験を通して、雑草の手入れや、野菜の病気、

虫の対策などの問題に毎回試行錯誤しながらも自然と向き合うことができました。そして、「命」は多くの生物

によって連なっていること、また自分自身もそうした「命」の連なりの中の一部だということを感じました。 

   

敶藁を行うゼミ生 

 

蒸発を防ぐ敶藁 

 

支柱立て 

竹酢液の散布による手入れ 虫にくわれたナスの葉 べド病にかかったキュウリ 

支柱の挿し直し（農家の方の指導）   八の字で結ぶ       脇芽を摘み取る 

野菜を収穫する様子 焼きナスは包丁をいれずに       

食べるとジューシ―！ 

収穫した野菜 
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堆肥をまく作業 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No.１ 

日時： 2011年 3月 27日（日） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：12.2℃（最高 17.2、最低 7.1） 
参加者 計 8名：[OB]高原 

[研究生]鳥居、熊谷 [4回生]李、野島、中村 

作業時間： 10:00～11:30 [3回生]高橋、栗林 

作業内容 

・広野の地下倉庫からコンテナ（畑）への荷物の移

動 

鎌 45本、メジャー2個、バケツ 10個、 

三角ホー2つ 

・トラクターをかける 

・石拾い 

・追肥 

 

苗の様子 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・トラクターで畑を耕す 

・畝立て 

・石拾い 

・草抜き 

・道具の手入れ 

・堆肥まく 

連絡事項（助言、提案事項など） 

・村上さんへの昨年度のご指導のお礼の挨拶に行ったが丌在であった。礼状をご自宅に置いてきた。 

・河本さん（農家の方）へのお礼の挨拶。 

 

 

堆肥を混ぜる様子 
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. ２ 

日時： 2011年 4月 16日（土） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：12.2℃（最高 17.3、最低 6.2） 

参加者 計 20名：[OB]天野、高原 

[研究生]鳥居、神谷 [院生]渡辺、熊谷 

[4回生]栗林、高橋 

作業時間： 8:30～16:00 
[3回生]上山、久野、井関、中條、辻、辻並、

堤、中邑、山田、湯山、北井、川邊、櫻井 

作業内容 

・トラクターで耕す・畝立て（道具の使い方確認）・石拾い・草抜き・道具の手入れ・堆肥まく 

 

 

苗の様子 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・トラクターの空気入れ 

・一輪車のタイヤ交換 

・ジャガイモの畝立て（2畝）、植え付け（約 30㎝間隔）、立てた畝への堆肥散布 

・竹細工（実践）用の竹切り 

 

 

連絡事項（助言、提案事項など） 

河本さん（農家の方）による仕上げが入ったが、それ無しではもっと時間がかかっていた。 

 

 

耕す前の畑       ゼミ生による耕す作業 



6 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. ３ 

日時： 2011年 4月 20日（水） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：9.3℃（最高 13.5、最低 5.9） 参加者 計 6名：[OB]高原、天野 

作業時間： 9:00～16:00 
[研究生]鳥居 [院生]熊谷 

[4回生] 栗林、高橋 

作業内容 

・トラクターの空気入れ 

・一輪車のタイヤ交換 

・ジャガイモの畝立て（2畝）、植え付け（約 30㎝間隔） 

・立てた畝への堆肥散布 

 

 

 

 

 

 

苗の様子 

 

 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・ジャガイモ以外の苗の苗付け(実践Ⅰの授業) 

連絡事項（助言、提案事項など） 

ジャガイモに散布した堆肥は森本さん（農家の方）に分けていただいた。 

実践用に竹細工用の竹切りの作業を行い、6本を切り、枝打ちをして宿舎の横に運んだ。 

 

 

ジャガイモを植え、堆肥をまいた畝 
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                   No. ４ 

日時： 2011年 4月 23日（土） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：雨 気温：12.1℃（最高 14.6、最低 7.2） 
参加者 計 9名：[OB]天野 

[研究生]鳥居、神谷 

作業時間： 15:00～16:30 
[4回生]栗林、高橋 

[3回生]中條、辻、井関、北井 

作業内容 

「環境教育の実践Ⅰ」 

実践の受講生との作業 

・トマト、ミニトマト、ししとう、オクラ、ナス、 

ピーマンの苗付け（一人一種類） 

・トマトの支柱立て（角度をつける） 

 

 

 

苗の様子 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・キュウリの苗付け 

・キュウリ用ネット立て 

・ジャガイモの苗付け 

・ナス、トマトの敷藁 

連絡事項（助言・提案など） 

・雨天であったため、竹細工と畑とで受講生を分けた。 

・畑は30人ほどおり、苗付けがその日の内に終えることができた。 

・竹細工について節、葉のついたものを用意するようにする 
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                   No. ５ 

日時： 2011年 4月 24日（日） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：曇り 気温：10.6℃（最高 15.3、最低 4.3） 
参加者 計 6名：[OB]高原、山本 

[研究生] 鳥居、神谷 [院生] 熊谷 

作業時間： 9:00～13:00 [4回生]：栗林 

作業内容  

・キュウリの苗付けとネット立て 

・ネット用、支柱用の竹切り（ネット用は太め、支柱 

用は細い） 

・ジャガイモの苗付け（2畝） 

・ナス、トマトの敷藁 

 

 

苗の様子  

 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・堆肥づくり 

・キュウリのネットかけ 

・支柱立て 

・敷藁 

・竹酢液 

・水やり 

連絡事項（助言・提案など） 

キュウリ用ネットは緑色のものだけでは足りないので、コンテナ横の白いネットも使った。 

敷藁は苗や葉にかぶらないようにする。 
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                   No.６ 

日時： 2011年 5月 5日（木） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：15.3℃（最高 21.9、最低 9.9） 参加者 計 3名：[研究生]鳥居 

作業時間： 10:00～14:30 [4回生]高橋、栗林 

作業内容  

・草刈り(草刈り機) 

・水やり 

・雑草抜き 

・竹酢液散布 

・軍手の洗濯（34枚） 

・トマトのわき目摘み 

 

苗の様子  

◆キュウリのうどんこ病については前回とあまり変わっていない。 

◆トマトのわき芽が出てきている。 

◆トマトの実ができ始めている。 

◆オクラの苗が弱っている。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・草刈り 

・水やり 

・竹酢液散布 

・トマトを支柱に絡める 

・わき目摘み 

・堆肥を日光にさらす 

連絡事項（助言・提案など） 

草刈りの場所はフェンス際と田んぼの際。 

トマトの実ができているが、栄養のために取るべきか要確認。 

オクラに多めに水をやること。 

 

尐し弱ったオクラの苗 
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. ７ 

日時： 2011年 5月 14日（土） 記入者 高原（OB） 

天候：晴れ 気温：17.6℃（最高 22.8、最低 12.9） 
参加者 計 4名：[OB]高原  

[研究生]鳥居、神谷  

作業時間：10:00～17:00 [4回生]栗林 

作業内容  

・トマトとミニトマトを支柱に絡める、わき芽摘み・水やり・竹酢液散布・雑草抜き（キュウリ、ナス、

オクラの根元付近を中心に抜きました） 

苗の様子                       

◆ジャガイモの芽が出ていた。4畝に植えて 80株が芽を出した（内 20株はまだ小さい）。 

◆キュウリの「うどんこ病」が治っていた。竹酢液の効果が推測される。また、1株の葉っぱが虫に喰われ

ていたが、次の葉が生えてきていたので様子を見ることにした。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

雑草刈り（畝の斜面は農具で、ベルトゾーンは草刈り機で刈る）、キュウリネットの張り替え（苗に近づ

ける）、水やり、竹酢液散布（葉に虫がついているので、葉の裏側にも散布する）、堆肥を日にさらす、

追肥、など。 

連絡事項（助言・提案など）森本さん（農家の方）より下記アドバイスをいただいた。 

・オクラ…苗が小さいのは寒かったのが原因。これから暖かくなるので心配ない、とのこと。 

・メロン…今の時期ならメロン（品種：センナリ、アボシ）を植えてみてはどうかと提案された。もし植

えるなら、１ｍ×１ｍのマルチをして植え、帽子を被せるように、とのこと。 

・雑草…畝の斜面の雑草は三角ホーで土を上げるように刈り、畝の上に置いておけば自然に枯れる。 

・竹酢液散布の注意…竹酢液を散布する際は、長袖を着てゴム手袋をすること。竹酢液も皮膚につくとか

ぶれることもある。 

・トマト…品種が桃太郎なので時期は早いが摘み取る必要はない。むしろ、花が 3つ咲いて開いたら、

「トマトトン」をその花に散布すると、実が早くつく。ナスにも効果あり（花は１つ） 

【参考】●トマトトーンの使用上の注意 1)アンプルの首部分を割る時は、薬剤が眼に入らないよう、眼や体から離して取り扱ってください。2）本剤

は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗いする。 

3）使用の際は、農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。 

4）直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。 

5）空容器（空ビン）は圃場などに放置せず、3回以上水洗し適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 

主成分：パラクロロフェノキシ酢酸  http://www.h6.dion.ne.jp/~chusan55/hatena2/52hatena3.htm 

⇒みんなで話し合って使用せず、有機農法でがんばることにした。 

http://www.h6.dion.ne.jp/~chusan55/hatena2/52hatena3.htm
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. ８ 

日時： 2011年 5月 18日（水） 記入者 熊谷（院） 

天候：晴れ 気温：17.4℃（最高 22.7、最低 9.8） 
参加者 計９名：[OB]高原 [院生]熊谷 

[研究生] 鳥居、神谷 

作業時間：9:00～12:00 [3回生]川邊、辻、櫻井、湯山、山田 

作業内容  

・堆肥をすきこみ、日にさらす 

・雑草抜き（ミニトマト、トマト、シシトウ、ナスは済。ピーマン、きゅうり、ジャガイモは未。） 

・雑草刈り（畦道） 

・水やり（ホースで根元にたっぷり 20秒ほど）・竹酢液散布（希釈度 300倍） 

苗の様子                   

◆ ナスの花（つぼみ）の数が、前回の 35株から 59株に増えていた。 

◆ オクラは背丈などの変化があまり見られないが、根付いて茎がしっかりとしてきた。 

◆ キュウリとナスに虫食いの被害がある。 

◆ ミニトマトの実の数が増えた。トマトのわき芽は見られなかった。 

◆ 堆肥がほどよく発酵してきた。 

※キュウリの葉は、おそらくウリハムシ（右写真参照）に喰われている。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・キュウリネットを苗に近づけて張り直す。 

・追肥・雑草刈り（あぜ道の草の成長が早い）・水やり（根元にたっぷりとやる） 

・竹酢液散布（5/18作成分を、容器に保管しているのでそちらから使ってください） 

・草刈機用の軽油が尐なくなってきた、との報告あり。購入する場合は、広野財布から支払う（領収書

は、「甲南大学」でお願いします）。 

・ジャガイモ芽かき  

連絡事項（助言・提案など） 

・追肥･･･農作業の土の表面をほぐして追肥と土を混ぜ、株元に寄せて押さえるのが効果的。 

追肥の時期①トマト/一番果が実った後②キュウリ/苗付けから７日後③オクラ/20-30日後④ナス/30日後 

・ジャガイモ芽かき･･･植え付けから一ヶ月後、10-15cmになったら、生育のよい芽を２本だけ残して、残りの芽は全てかき

取る（すべての芽がでてきると、養分が分散するため）。残す芽の根元をおさえ、かきとる芽はよこに倒すようにして引っ

張る。                         

参考文献・URL；http://www.gardening-designs.com/potato.html『まるごとわかる！野菜づくり手帖-栄養・しくみ･育て方』池田書店 

http://www.gardening-designs.com/potato.html
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別れて伸びてきたミニトマトの苗 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. ９ 

日時： 2011年 5月 25日（水） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：18.7℃（最高 23.0、最低 14.0） 参加者 計 4名：[研究生]鳥居 

作業時間： 9:00～16:00 [4回生]栗林 [3回生]中條、辻 

作業内容  

・水やり（ホースで根元にたっぷり 20秒ほど） 

・竹酢液散布（300倍に希釈） 

・トマトの脇芽摘み 

・トマト、ミニトマトを支柱に結ぶ 

・追肥 

・畝間、ベルトゾーンの草刈り 

 

苗の様子  

・野菜の幹が全体的に細いように感じる。（昨年度写真と見比べて判断） 

・オクラは、根は張っているが他の野菜に比べて成長が遅い。 

・トマト・ミニトマトの成長が早い。（脇芽の発生が早い） 

・ミニトマトは左右に大きく分かれてきているので、細かに支柱に結んでやる必要あり。 

・ナスの虫食いは前回よりは減っていましたが、今後も注意が必要です。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・キュウリネットの張り替え 

・トマトの脇芽摘み 

・竹酢液散布（300倍に希釈） 

・草刈り 

・畝の土を盛る 

・ジャガイモ芽かき・記録写真撮影、苗の実・花・つぼみの数の確認 

連絡事項（助言・提案など） 

◆全体的に雑草の伸びが早いので作業を週に 2回にする必要があります。 

※5月 26日（木）近畿地方、梅雨入り⇒平年より 12日早い 
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虫食いのあるナスの葉 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. １０ 

日時： 2011年 6月 1日（水） 記入者 栗林（4 回生） 

天候： 小雨 気温：18.4℃（最高 21.2、最低 17.0） 
参加者 計 5名：[OB]高原  

[研究生]鳥居、神谷 

作業時間： 10:00～16:00 [院生]熊谷 [4回生]栗林 

作業内容  

・キュウリのネット貼り 

・雑草抜き 

・トマトの支柱への結び付け 

・竹酢液散布 

・わき目摘み 

・ピーマンへの追肥 

・ジャガイモの芽かき 

苗の様子  

◆ナスの葉に多くの虫食いが見られた。 

◆シシトウの実がつき始めていた。 

◆シシトウの葉の色が黄色くなっている。 

 

 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・トマトの支柱の補強・ピーマン、ナス、シシトウ、オクラ、キュウリ、ジャガイモへの追肥（米ぬかを

混ぜ込むとよい）・竹酢液散布（300倍希釈）・水やり・わき目摘み・雑草抜き・堆肥作り・ジャガイモの

花を切る 

連絡事項（助言・提案など）森本さん（農家の方）からのアドバイス 

◆ナスビの葉の虫食い…赤ダニが根元に卵産み◆シシトウの葉の黄色…栄養失調 

◆トマトの育成方法…アブラムシ対策として、①牛乳を霧吹きでかける②綿棒による受粉をする（午前

中）◆ジャガイモの育成方法…花をむしると芋がよくできるようになる。茶色になると取り時。 

◆鳥や動物を避けるために光るテープをネットのように張るとよい。 

◆肥料を使わないもの…ジャガイモ、メ－クイン、玉ねぎ、にんじん、インゲン豆、かぼちゃ 

黄色くなったシシトウの葉 

虫食いのあるナスの葉 
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. 1１ 

日時： 2011年 6月 4日（土） 記入者 高橋（4 回生） 

天候： 晴れ 気温：21.4℃（最高 25.0、最低 18.7） 
参加者 計 9名：[OB]高原 [研究生]神谷 

[4回生]栗林、高橋  

作業時間： 9:00 ～16:00 [3回生]井関、上山、北井、中條、辻 

作業内容  

・ジャガイモ花摘み 

・水やり 

・竹酢液散布 

○三法人田植え授業のサポート 

・広野施設での授業準備・小中高生への田植え指導 

苗の様子  

◆ シシトウには黄色い葉があまり見られなくなっていた。 

◆ ミニトマトの実がいくつか（５、６個ほど）色づき始めていた。 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・キュウリのネットの支柱を増やす（1.5～2メートル間隔） 

・トマト、ミニトマトの支柱を補強 

・トマトのわき芽摘み 

・雑草抜き 

連絡事項（助言・提案など） 

・田の面積のうち半分を授業で使用。残り半分は河本さん（農家の方）が機械にて田植え。 

・参加人数･･･甲南小：60名、甲南女子：15名、甲南中高：10名 
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支柱の補強をしたトマトの苗 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. 1２ 

日時： 2011年 6月 8日（水） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：20.1℃（最高 23.1、最低 16.2） 
参加者 計 5名：[OB]高原 

[研究生]鳥居、神谷 [4回生]栗林 

作業時間： 9:00～17:00 [3回生]中條 

作業内容  

・トマトの支柱の補強 

・草刈り 

・追肥（オクラ） 

・トマトの支柱用の竹切り 

・トマトの支柱（3本）の取り換え 

・ミニトマトの芽で横に伸びたものを隣の支柱にくくる 

 

苗の様子  

◆ナスの虫食いが多くある◆ミニトマトの実が 15個熟した◆シシトウもまだ黄色い葉が見られる 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・支柱補強用の竹の端に DVD（鳥除け用）を設置する・竹酢液散布（要検討）・わき目摘み 

・キュウリネットの支柱を増やす・雑草抜き・追肥（シシトウ、ピーマン、キュウリ、ジャガイモ） 

連絡事項（助言・提案など） 

・森本さん（農家の方）に下記の４点を助言していただいた。また、差し入れとして、玉ねぎを 30玉程い

ただいた。 

①トマトの支柱の補強方法 

稲木 2本組み×3セットを打ち込んだ後、竹 2本を、しなりを抑えて稲木に乗せ、トマトの支柱をビニー

ル紐でそれに結び付けた。 

②結び方は森本さんに指導いただき ①クロスさせ ②上側で結ぶ やり方をした。 

③カラスを避けるためマルチの残りを使ってカラスに似せた人形を支柱の先にくくった。 

④作業中はマムシに十分注意し、見つけたら頭をつぶすこと。 
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白く変色したキュウリの葉 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. 1３ 

日時： 2011年 6月 15日（水） 記入者 高原（OB） 

天候： 曇り 気温：21.0℃（最高 25.8、最低 16.3） 
参加者 計 6名：[OB]高原 

[研究生]鳥居、神谷 [4回生]栗林、高橋 

作業時間： 9時～16時 [3回生]辻 

作業内容  

①草抜き②ナスの苗をひもで八の字にして支柱へくくりつける。③

幹の成長を促進させるため、ナスの実を落とす。④キュウリの葉をネ

ットに這わせてひっぱり上げる。⑤トマトに鳥よけテープを張り、光

を反射する使用済 DVDを鳥よけのために設置。 

⑥追肥（オクラ、ナス、ピーマン）⑦収穫 

※②～④の作業は、森本さん（農家の方）の指導のもとで行いまし

た。詳しくは写真参照。 

苗の様子  

◆収穫数 

◆ナスの実を落とす 

ナスは１つの苗に１つの実が成っていた。森本さんの話によると、この状態では栄養がすべて実にいって

しまい、次の実が出てこなくなる。そのため、最初の実は落とすべきと助言していただいた。 

◆キュウリの葉を上に引っ張り上げる 葉が大きくなっているのに実がついていなかった。森本さんに

相談して、葉を上に引っ張り上げることと、その方法について教えていただいた。（別紙写真参照） 

◆キュウリの葉が白い。根元の葉が枯れている 

キュウリの葉（一枚のみ）が白くなっているのは、ウリハムシが栄養分を吸っているのが原因。 

根元の葉が枯れているのは「ベト病」が原因、と森本さんに教えていただいた。葉の白いのは放って 

おいても大丈夫で、枯れた葉のほうは、摘み取って遠くに捨てるように（感染を防ぐため）と助言してい

ただいた。（別紙写真参照） 

◆ジャガイモの葉が虫に食われている。ジャガイモの葉の虫食いがひどい。原因は「サル」と呼ばれる

アカダニ（葉ダニ）が原因。対策としてオージョイフル等で売っている粉（おそらく薬品）を使うべき、

と森本さんから助言をいただいた。 

ミニトト シシトウ ピーマン ナス キウリ 

56 97 9 1 1 

連絡事項（助言・提案など） 

・雑草抜き ・収穫・シシトウに支柱を立てる。・追肥・キュウリのネットの補強 

備考（助言、提案事項など）・ナス、キュウリ、ジャガイモの手入れについて助言していただいた 
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甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. 1４ 

日時： 2011年 6月 18日（土） 記入者 高原（OB） 

天候： 雨 気温：20.7℃（最高 22.3、最低 19.5） 参加者 計 5名：[OB]高原 

作業時間： 9時～11時 [研究生]鳥居、神谷 [3回生]辻、中條 

作業内容  

①草抜き（じゃがいも４畝、キュウリ２畝） 

※降雨のため、草抜きしか行わず。 

※昼から「あいな里山公園」で環境教育の実践Ⅰのため、作業は午前中のみ。 

苗の様子  

・6月 15日（水）に森本さん（農家の方）の指導のもと、ナスの実を落としたところ、全体的に幹の高

さが高くなり（5～10㎝）、葉の数も増えていた。花の数、実（つぼみ）の数も増えているように見え

た。 

・同じくキュウリの葉をひもで釣り上げたところ、全体的に花の数が増えていた。 

※森本さんの助言により、効果が顕著にあらわれた。先人の知恵は偉大であると感じた。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・雑草抜き・各野菜の苗の高さを計測する（畝の上端と下端を測る）。 

 ⇒7月９日の収穫祭に向けて、収穫の見込みを観察から予測する。 

・シシトウに支柱を立てる。・キュウリのネットの補強・収穫・追肥 

・道具の確認（収穫用ハサミ、農具等）と買い出し 

連絡事項（助言・提案など） 

・12時  三宅慎也先生と藍那へ。 

・13時頃 「あいな里山公園」にて、三宅先生と下見（散策） 

・14時 20分頃、実践バス到着 

・15時～講義開始、16時過ぎに雨が強く降ってきたため、交流会館に戻って着替え。着替えたのち、最後

に三宅先生にまとめの講義をしていただいた。 

・16時 50分 バス出発。 

【反省点】 

忘れもの確認、乗り遅れ確認の分担が丌十分だった。 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. 1５ 
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畑に出現したマムシ 

日時： 2011年 6月 22日（水） 記入者 熊谷（院） 

天候：晴れ 気温：29.0℃（最高 28.0℃ 最低

22.0℃） 
参加者 計 5名：[OB]高原 [研究生]鳥居  

作業時間：   ９時～ １３時 [院生]熊谷 [3回生]櫻井、中條 

作業内容  

① 雑草抜き（トマト・ミニトマト・ナスビ） 

② 草刈り（畦道）③各野菜の高さ計測④道具の確認（EEd 実践に

必要なものを確認）⑤収穫⑥買出し（収穫用はさみ） 
 

苗の様子  

◆収穫数 

 

◆苗の高さ 

野菜 トマト ミニトマト シシト オクラ ナスビ ピーマン キュウリ ジャガイモ 

高 95cm 1m40cm 38 40cm 65cm 50cm 15cm 80cm 

低 40c 80cm 45cm 13cm 50cm 25cm 30cm 30cm 

※一番高い苗と低い苗の高さを計測した 

◆マムシに注意！ 畦道の草刈り中にマムシがでたので頭を落として処理をした。ほかにも複数いる

可能性が高い。草刈りの際、膝丈以上の雑草に関しては十分注意を払う。野菜の手入れの際は、木の棒で

地面をたたきながらマムシ除けを必ず行なうようにする。授業の際も受講生にマムシ被害がでないよう対

策を練る。 

◆ナスビの苗に実が４，５個ついていた。森本さん（農家の方）の助言によると、背丈がまだ低いとの

こと。畝と苗間の雑草を集中的に抜いた。  

◆道具の確認（7/9収穫祭にむけて）草刈り用：のこぎり鎌 76本・厚鎌 42本・草けずり鎌（小）12

本・スコップ 92本収穫用：収穫用はさみ 23本（13本＋10本（6/22買出し）） 

◆買出し 買出したもの：収穫用はさみ 10本買出す必要があるもの：野菜持ち帰り用の小さい袋（100

枚）・割り箸・竹串、バーベキュー用の容器 30～40皿←要検討（地下室に大きめの銀皿 10皿、紙皿

（中）30皿あり） 

トマト ミニトマト ピーマン キュウリ 

3 53 8 1 

次回の作業予定（申し送り事項）・草刈り・シシトウに支柱を立てる・キュウリのネットの補強 

連絡事項（助言・提案など） 

・ジャガイモの出来具合については収穫祭の前日に引き抜いて確認する。 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. 1６ 
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日時： 2011年 6月 29日（水） 記入者 熊谷（院） 

天候：晴れ 気温：32 ℃（最高 34 ℃ 最低

25.5 ℃） 
参加者 計 4名：[OB]高原、[院生]熊谷 

作業時間：   9:00～14:00 [3回生]辻、湯山 

作業内容  

・観察（実・花の数を数える。写真記録）・雑草抜き（トマト・

ミニトマトの畝）・トマトの手入れ：脇芽をつむ、茎を支柱に結

びつける・きゅうりの手入れ：ベド病の葉っぱを落とす・水や

り・道具確認（地下倉庫） 

苗の様子  

種類 ミニトマト トマト オクラ(小を含む) ナス(小を含む) ピーマン きゅうり 

数 670 159 115 114 46 72（150） 

収穫 80 4 - -  31 63 

サイズ／きゅうり：20～35cm  ピーマン：10～15cm 

◆猛威の雑草 ・トマト、シシトウ、キュウリの畝の畔道の付近の雑草が野菜の背丈と同じほど伸びて

いた。畝立ての際、畔道と畝の間に土をもって雑草の浸食を防ぐ形状にする必要性を感じた。 

◆トマト多く実をつける・大きなトマトは青い実のものが 159個なっていた。このうちどれだけのトマ

トが赤くなるかが問題である。前回のトマトは 1個に対して今回は 4個赤くなっていた。あと二回の活動を

通して、観察し、トマトを買い足す必要があるかどうかで検討したい。手入れとしては、脇芽を摘み、畝

の間の雑草を抜き、日当たり・風通しを良くした。 

◆キュウリが大量に生る・先週は１本しか収穫できなかったキュウリが、57個もなっていた。ツルをネ

ットに沿うように伸ばしたことと、日差しの強い暑い天気が続いたせいだと考えられる。 

◆地下倉庫の道具確認 

・紙皿（30cm×25cm）8皿 ・銀皿（40cm×30cm）8皿・割り箸 11本（＋100本、辻くん宅から譲ってもら

う予定）・アルミホイル 2本・ボール皿 64皿・ 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・雑草抜き（きゅうりの畝）・草刈り（あぜ道）・野菜観察・水やり・買い出し 

連絡事項（助言・提案など） 

・オクラの間隔が広すぎるので、10cm間隔で植えると良いとのこと（農家の方からのアドバイス）。来年

度の作付けプランに反映したい。 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No. 1７ 
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日時： 2011年 7月 3日（日） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：曇り 気温：25.5℃（最高 28.9、最低 23.1） 参加者 計 6名：[OB]高原 [院生]熊谷 

作業時間： 9:00～15:00 [4回生]高橋、栗林 [3回生] 久野、上山 

作業内容  

・草刈り・水やり・実の数の確認・雑草抜き・キュウリの苗をネットにかける 

苗の様子  

◆実の個数（大きさ・色） 

・ミニトマト…800～900個 

・トマト…4個(成熟)、9個(やや赤)、200個(青) 

・シシトウ…200個(5cm)  

・オクラ…99個(5cm)  

・ナス…14個(20cm)、35個(12cm)、123個(5cm) 

・ピーマン…139個(5～10cm)個 

・キュウリ…16個(30cm)、68個(10～15cm) 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・実の数の確認・買い出し（木炭、着火剤、持ち帰り用袋、岩塩、有機大豆味噌等） 

・タープを張る練習・火おこしの練習・道具の確認・トラクター・草刈り機の確認 

・水やり・草刈り 

 

連絡事項（助言・提案など） 

・ブロックと大きい石を使って、バーベキュー用かまどを４か所つ

くった。 

 

 

 

 

 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                 No. 1８ 
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日時： 2011年 7月 6日（水） 記入者 熊谷（院） 

天候：晴れのち雨 気温：27.9℃（最高 24.6℃ 

最低 21.6 ℃） 

参加者 計 8名：[OB]天野、高原  

[院生]熊谷 [研究生]鳥居 [4回生]栗林、高橋 

作業時間：   9:00～17:00 [3回生]辻、湯山 

作業内容  

・雑草抜き（苗と苗の間）・草刈り（あぜ道、ベルトゾーン）・野菜の数を調べる・タープを張る練習・

ジャガイモほり・買い出し（木炭 6ｋｇ×2、着火剤、岩塩、有機大豆味噌、手提げ袋・小） 

苗の様子 

種類 ミニトマト トマト オクラ ナス ピーマン きゅうり 

個数（小～

標準 

200~300 

（赤い実） 

12 

(赤い実 6,やや

赤い実 6) 

70 

（6-8c） 

183 

（10-12cm） 

64 

（8-10cm） 

58 

（1520cm） 

個数（） 500～600 

（青い実） 

80 

（青い実） 

15 

(13-15cm) 

20 

(15-7cm) 

80 

(10-12cm) 

20 

2025cm) 

合計 800～900 92 85 203 144 78 

◆よく採れそうな野菜 ・ミニトマト、シシトウ、ナス、ピーマンの生育状況は良好であった。 

トマトに関しては、赤くなっているものが 10個前後なので、収穫祭

当日（7月 9日）に 65名相当の数を間に合わせるのは厳しい状況であ

る。 

◆ジャガイモを初収穫  

・5月森本さん（農家の方）にいただいたたね芋を掘ってみると、8

個ジャガイモが採れた。土からジャガイモの一部が姿をあらわして

いた。皮は赤いが、中身は黄色という特徴があるジャガイモであ

る。 

◆草刈り・あぜ道、ベルトゾーンの草刈りを行なった。草刈り機３台を稼働。故障していた草刈り機 2台

をホームセンターに修理の見積を依頼した。 

次回の作業予定（申し送り事項）・草刈り・野菜の手入れ・収穫 

連絡事項（助言・提案など） 

・7月、8月（夏休み）の広野活動スケジュールの作成 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No.1９ 
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日時： 2011年 7月 9日（土） 記入者 栗林（4 回生） 

天候： 晴れ 

気温：27.3℃（最高 30.7℃ 最低 25.2 ℃） 

参加者 計 22名：  

[OB]天野、高原、山本、野島 [院生]熊谷 

[研究生]鳥居、神谷 [4回生]高橋、栗林 

作業時間： 9:00～18:00 
[3回生]久野、井関、上山、岡本、川邊、北井、

櫻井、中條、辻、辻並、堤、中邑、湯山 

作業内容                      環境教育の実践Ⅰ／収穫祭 

＜午前／準備＞  

・火おこしの準備（木炭、着火剤、火ばさみ、うちわ、作業

用手袋）・タープ張り、テーブルの準備 

・調味料（塩、味噌）、箸、お皿の準備 

・火おこしの練習、試食 

＜午後／実践受講生との作業＞ 

・雑草抜き・ミニトマトの横に伸びた脇芽を支柱にくくりつ

ける・収穫した野菜を焼いて食べる（何もつけずに→塩→味噌の順で試食）・収穫（ミニトマト、トマ

ト、シシトウ、オクラ、ナス、ピーマン、キュウリ） 

苗の様子  

種類 ミニトマト トマト オクラ ナス シシトウ ピーマン キュウリ 

個数 442 18 55 284 484 364 43 

◆ミニトマト 脇芽が成長し地面に垂れ下がっているものを支柱にくくりつけた。 

◆シシトウ、オクラ、ナス、ピーマン、キュウリ 多くの実があり、収穫祭の参加者全員に行きわたっ

た。まだ熟していない実もたくさんあるので、今後も多くの実が収穫できるであろう。 

◆トマト 熟している実は尐なく、熟していない実はたくさんあった。 

※受講生へのお土産（55袋分）として、ナス 2本、シシトウ 5-6個、ピーマン 5-6個ずつ袋につめて渡した。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・収穫 ・雑草抜き ・ナスの切り戻し（要調査）・水やり・支柱立て（シシトウ） 

連絡事項（助言・提案など） 

・今回の収穫祭に野菜の収穫数が十分間に合ったのは地元の農家の森本さんのご指導のおかげだった。丁

寧なアドバイスをしていただくことで気候にあった対応をスムーズにすることができた。 

・７月８日に梅雨明けし、本日は日差しが強く非常に暑い一日だった。今後の作業時間と休憩の取り方を

検討する必要がある。また、今回マムシが出没したので、雑草の多いところの作業は注意を要する。 

・8日のゼミで谷口先生に教えていただいた「ナスの切り戻し」について調べる。 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                 No. ２０ 
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日時： 2011年 7月 13日（水） 記入者 熊谷（院） 

天候：晴れ 

気温：29.0℃（最高 29.5℃ 最低 22.6 ℃） 

参加者 計 5名：[OB]高原 [院生]熊谷 

[研究生]神谷、[3回生]中條、辻 

作業時間：   9:00～14:00  

作業内容  

・雑草抜き（苗と苗の間）・水やり・シシトウ支柱立て・収穫 

苗の様子  

種類 ミニトマト トマト オラ ナス シシトウ ピーマン キュウリ ジャガイモ 

個数 294 18 38 50 382 115 8 47 

◆雑草除去の効果  

前回、雑草を集中的に抜いた箇所(シシトウ・ミニトマト)は、日がよく当り風通しもよくなったため、実がよくなっていた。 

◆水やりをたっぷりと  

日照りが強い日が続くため、水を 4時間やった（畝と畝の間に吸い込ませる）。谷口先生より 1週間の天気予報から水や

りの加減を考えること、とご指導いただいた。夏休みの水やりのやり方について、考えていく必要がある。 

◆夏野菜クッキング 

 ・ナス味噌炒め・シシトウ、ピーマン丸焼き・蒸しジャガイモ 岩塩でいただく 

 

 

 

 

 

 

とれたて野菜を試食 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・水路・土手をつくる・堆肥をかきまぜる・草刈り・水やり・収穫 

連絡事項（助言・提案など） 

・7月、8月（夏休み）の広野活動の予定をつめていく。ほかの作物（冬野菜）をどうするかも話し合いと

検討を行ないたい。 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No.2１ 
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日時： 2011年 7月 23日（土） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：24.9℃（最高 28.9、最低 21.9） 参加者 計 6名：[OB]高原、山本  

作業時間： 9:00～15:00 [4回生]栗林 [3回生]中條、辻、中邑 

作業内容  

・雑草抜き 

・水やり 

・収穫 

・苗を支柱にくくる（シシトウ、ピーマン、ナス） 

苗の様子  

◆収穫数 

・ミニトマト…370個 

・トマト…60個 

・オクラ…61個 

・シシトウ…400個 

・ナス…90個 

・ピーマン…266個 

・ジャガイモ…84個 

◆シシトウ、ピーマン、ナスの苗が台風によって

倒れていたので支柱にくくりつけた。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・水路、土手を作る 

・堆肥を混ぜる 

・収穫 

・水やり 

・草刈り 

連絡事項（助言・提案など） 

なし 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No.2２ 



25 

 

日時： 2011年 7月 30日（土） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：曇り 気温：26.2℃（最高 29.3、最低 23.3） 参加者 計 4名：[研究生]鳥居 [4回生]栗林 

作業時間： 9:00～16:00 [3回生]辻、山田 

作業内容  

・草刈り（シシトウ、オクラ、ジャガイモの畝） 

・水やり 

・収穫 

苗の様子  

◆切り戻ししたナスはしおれていなかった。 

◆全体的に実の数は減っていない。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・水やり 

・草刈り 

・収穫 

・水路、土手作り 

・ナスの追肥 

 

連絡事項（助言・提案など） 

・キュウリネットは右のように折りたた

んで、コンテナの横に保管している。 

・ナスの追肥と水やりはこまめにする必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No.2３ 



26 

 

日時： 2011年 8月 3日（水） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：27.5℃（最高 32.1、最低 23.5） 参加者 計 6名：[OB]高原 [研究生]鳥居 

作業時間： 9:00～14:00 
[院生]熊谷 [4回生]栗林  

[3回生]久野、上山 

作業内容  

・収穫・ジャガイモの畝にトラクターをかける・水やり・ナスの追肥・草刈り（ナス、ジャガイモの畝周

り） 

苗の様子  

◆収穫数 

種類 ミニトマト トマト シシトウ オクラ ナス ピーマン ジャガイモ 

個数 340 24 157 63 4 50 142 

 

 

収穫前のジャガイモの苗      

次回の作業予定（申し送り事項） 

・水やり 

・草刈り 

・収穫 

・水路、土手作り 

連絡事項（助言・提案など） 

・ジャガイモは芽が出てしまう前にすべて収穫した。 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  NO.2４ 
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日時： 2011年 8月 10日（水） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：28.7℃（最高 32.2、最低 24.8） 
参加者 計 9名：[OB]天野 [院生]熊谷 

[研究生]鳥居、神谷 [4回生]栗林 

作業時間： 9:00～13:00 [3回生]久野、川邊、北井、辻並 

作業内容  

・草刈り（トマト、ミニトマト、シシトウ、オクラ

の畝周り） 

・水やり 

・収穫 

・トマトの苗をくくる 

・土手作り（右のように水がたまるようにした） 

 

苗の様子  

◆収穫数 

・ミニトマト…500個 

・トマト…40個 

・シシトウ…760個 

・オクラ…180個 

・ナス…6個 

・ピーマン…170個 

◆ナスの苗が弱っていたので水を多めにやった。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・草刈り・水やり・水路、土手作り・収穫 

連絡事項（助言・提案など） 

・ナスには水やりを多めにした方が良い。 

・去年のサツマイモは念のためコンテナに保存している。 

・刈った雑草は、乾燥を防ぐため苗と苗の間に置いた。 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                 No. 2５ 
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日時： 2011年 8月 17日（水） 記入者 高原（OB） 

天候：晴れのち雨 気温：28.0℃（最高 30.9℃ 

最低 25.9 ℃） 

参加者 計 5名：[OB]天野、高原 

[3回生]岡本、中條、辻 

作業時間：   9:00～14:00  

作業内容  

・雑草抜き（ナス、ピーマンの畝間）・除草：草刈り機（あぜ道、ベルトゾーン）・除草：トラクター

（C・D・Eブロック：じゃがいもを植えたブロックより東側）・収穫・水やり 

苗の様子  

◆収穫数・ミニトマト…約 1000個 

・トマト  …15個 

・シシトウ …264個 

・オクラ  …94個 

・ナス   …10個 

・ピーマン …74個 

◆収穫の見込み（ゼミ合宿に向けて） 

8月 29日（日）～31日（火）のゼミ合宿に向けての収穫の見込みについて、トマト類（ミニトマト、ト

マト）、ピーマン、シシトウは十分に収穫が見込める。オクラはとうが立ってないものでも 100個近くは収

穫できると思われる。 

ナスについては、切り戻しによって、根っこから再び新しい葉や花をつけ始めた株が見られた（全体の

３分の１程度）。しかし、ゼミ合宿までの収穫は、現段階では厳しいと思われる。 

 

 

 

 

 

 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・ゼミ合宿（8/29～31）用に広野の野菜を備蓄する。・ナスを重点的に水やりする。・畝間の草刈り 

連絡事項（助言・提案など） 

なし 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                 No. 2６ 
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やや青い実が多い 

日時： 2011年 8月 20日（土） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：曇りのち雨 気温：22.7℃（最高 26.5、最低

20.1） 

参加者 計 5名：[OB]中村 [研究生]鳥居 

[4回生]栗林 [3回生]川邊、櫻井 

作業時間：   9:00～13:30  

作業内容  

・除草：草刈り機(フェンス際) 

・トマトの苗上げ 

・収穫 

・水やり 

・キャンプ用具の確認 

・300倍希釈の竹酢液の散布(ナス) 

 

苗の様子  

◆収穫数 

・シシトウ …10個 

・オクラ  …45個 

・ピーマン …45個 

◆収穫の見込み（ゼミ合宿に向けて） 

シシトウ、オクラ、ピーマンはそれぞれ 200個以上の実がなっており、十分な量収穫できそうです。です

が、トマトは実がまだ青いものが多く収穫までに熟すかどうか微妙です。また、ナスの実もまだあまり

新しくついてきていません。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・ナスを重点的に水やりする。 

・畝間の草刈り・土手作り 

連絡事項（助言・提案など） 

・ナスの葉は虫食いが多く、変色していたものを摘みました。 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No.2７ 



30 

 

日時： 2011年 9月 7日（水） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：21.7℃（最高 27.5、最低 15.6） 参加者 計 4名：[OB]高原 [研究生]鳥居 

作業時間： 9時～14時 [4回生]栗林 [3回生]上山 

作業内容  

・草刈り 

・収穫 

・トマトの支柱の立て直し 

苗の様子  

◆収穫数 

・オクラ…17個 

・ナス…35個 

・ピーマン…420個 

◆苗、実の様子 

台風によりトマト、ミニトマトの支柱が倒れており、苗が枯れ始めているものがあった。 

ナスについては実をつけ始めていた。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・草刈り・水やり・収穫・合宿の片付け 

連絡事項（助言・提案など） 

・森本さん（農家の方）に今年いただいた農作業のアドバイスへのお礼を持って行った。 

・その後、森本さんから今後の農業に関して下記のとおりアドバイスいただいた。 

①ししとう・ピーマンは、赤色になった実を乾かして保管しておき、その中の種を乾かして植えると、

新しい苗が生えてくる。 

②キュウリは、黄色くなった実を一か所にまとめ、そのまま地面に置いて土をかぶせておけば新しい芽

が生えてくる。また、種の保存のためには実から種を取り出し洗って保管すると良い。 

③オクラは、成長した実を乾かして置いておくと破裂するのでそこから種を取り、それを植えると新し

い苗が生えてくる。 

・また、森本さんから、毎年業者の方にしていただいている、畑（住宅側と竹林側）の草刈りを今年もお

願いしたいとのご依頼があった。 

 

甲南大学谷口ゼミ 広野活動日誌                  No.2８ 
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雑草刈りの様子 

日時： 2011年 9月 10日（土） 記入者 栗林（4 回生） 

天候：晴れ 気温：27.2℃（最高 31.7、最低 23.8） 参加者 計 4名：[OB]天野 [研究生]鳥居 

作業時間： 9時～14時 [院生]熊谷 [4回生]栗林  

作業内容  

・水やり 

・ナスを支柱にくくる 

・草刈り 

・収穫 

・合宿用品の片付け 

・雑草防止のためピーマンの畝の間に刈った雑草を敷く 

                              

苗の様子  

◆収穫数 

・シシトウ…281個 

・ナス…132個 

・ピーマン…195個 

◆苗、実の様子 

・トマト、ミニトマトは台風による影響もあり、苗が弱っており、実がほとんどなっていなかった。 

・切り戻ししたナスはまた、多くの実をつけていた。 

・シシトウ、ピーマンの実はまだ、たくさんの実が収穫できている。 

次回の作業予定（申し送り事項） 

・草刈り・水やり・収穫・ナスを支柱にくくる 

連絡事項（助言・提案など） 

・畑奥のフェンス際の雑草を草刈り機で刈った。だが、まだたくさんの雑草が残っており、業者の方に草

刈りを頼む必要がある。 
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前期フィールド活動レポート 
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食の大切さを痛感できたフィールドワーク 

3回生 井関裕唯 

ゼミに入って合宿や田植え、夏野菜の収穫などを経験したことによって、他のゼミでは絶対にできないような佒験が

できました。活動を行う前の準備もどのように行動すれば良いのか、バスに乗る前に実習生にどうすれば良いのかと

いうことが尐しはわかりました。これからも回を重ねるごとに上手くなるように努力します。 

実際の活動を通して、初めは漠然と動物を取り巻く環境が気になると考えていたのですが、もしそれについて考える

のならば植物との関係についても知らないといけないということを理解できました。興味のあるものだけに注目する

だけではなく、様々な関わりを把握して視野を広げることが大事だということを授業を通して発見できました。 

フィールドワークの第一歩となった 4月の合宿では、野草の天ぷらが美味しいことが意外でした。来年はもっと食

べやすいようにしようと思います。初めて行う畑作（4月 15～16日）業はやはり大変で、これを昔の人は機械なしで

行っていたと思うと本当に大変だったのだなと思いました。そのことによって日常生活の中でも近所の畑や田んぼが

気になるようになりました。周りを心の目で見るということの第一歩となりました。前期はあまり畑作業に参加でき

なかったのですが、苗付け作業が印象に残っています。どのくらいの深さまで土を掘ればいいのか、どのくらいまで

土をかぶせるのか等基本的なことさえもわからなかったので、来年はこのような三回生をしっかりサポートしていけ

ればと思います。  

環境教育の実践を通して一番学んだことは里山の実態でした。人間が手を加えることによって自然が保たれるとい

うことを知り、大変興味を持ち実際にフィールドワークをする時も里山の自然を探していました。甲南三法人で行っ

た田植え（6月 4日）は、あまり活躍できませんでしたが久しぶりに元気な小学生と話して、初めて教える立場とし

てたくさんの感覚を徔ることができました。人前はあまり徔意ではないですが、伝えると伝わるは違うということを

知り、もっとわかりやすく楽しく理解できるような教え方ができたらと思いました。 

谷口先生が勧められていた卙物館概論でのフィールドワークでは、天王寺動物公園に行きました。アフリカの環境破

壊が進んでいることはニュースなどで知っていましたが、急速なスピードで森林が消えていることや砂漠が広がって

いること、多くの動物が絶滅の危機にさらされていることを具佒的に知ることができました。二酸化炭素の排出はこ

のような環境破壊に密接に関係していることを、遠くの国だから関係ないと誤解してはいけないと思いました。 

あいな里山公園でのフィールドワーク（6月 18日）はあいにくの大雤でしたが、人間と自然との関わりの歴史を为に

知ることができました。植物の変化とともに暮らすという生活文化がなくなり、文明が進むことによって環境の微妙

な変化にも気づけなくなったことに私たちは焦りを抱かないといけないと思いました。 

一番楽しみにしていた収穫祭（7月 9日）は、同時間帯に中井先生の自然保護フィールドワークがありました。興

味をもっていた里山についての資料がイラスト付きでとてもわかりやすかったです。その日は大変暑かったですが、

日陰に入ると涼しく都伒の暑さとはやはり全然違うと感じました。中井先生のお話では、カエルは原生林では生きる

ことができず、人の手が加わった自然でしか生きることができないことや、ウグイスは鳴き声だけで姿は全く現さな

いこと等興味深いお話をたくさん聞くことができました。里山について実際に歩きながら解説を聞くことで、より理

解を深めることができました。 

収穫祭ではただ野菜を収穫しただけではなく、手入れも行いました。夏になるとやはり周りの晫色もだいぶ変わる

と感じました。すがすがしかったですが畑は大変暑かったので、この時期は特に農家の人は大変だと思いました。そ

して実際野菜を収穫して食べましたが、野菜をここまで美味しいと思ったことがないくらい美味しいと感じました。

特にナスビが本当に美味しく、今まで家の晩御飯として出ることがなかった焼きナスをよく食べています。野菜それ

ぞれに美味しい食べ方があるのだなと思い、もっと個人的に野菜について生活や健康に役立つ知識を増やしていきた

いと思いました。野菜を実際に畑で食べてから、晪段のご飯でもお肉よりも野菜を摂るようになりました。農家の人

たちや野菜に感謝の気持ちを抱いたら自然となんでも残さず食べられるようになりました。基本的なことですが、感

謝の気持ちを持てるようになったことを気持ちの変化として発見することができました。農家の人たちは暑さだけで

はなく雤の中でも作業していることが凄いと思うことができたこともこのゼミに入ってこそだと思います。市場に出

る野菜は理想基準が高く、尐しでも傷んでいたり色や形が基準から異なっていると処分することは改めておかしいと

思いました。授業でも聞いたように、工夫次第でなんでも食べることができると思います。 

後期からは畑作業はもちろんのこと、稲刈りや脱穀もぜひ参加して前期で学んだことを活かしていけたらと思います。

そしてもっと発見の数を増やして、物事について自分なりの意見を述べられるようになりたいです。 



34 

 

 

植物の生長と自らの成長 

3回生 上山静香 

 四月の新入生歓迎合宿から、丂月にかけての四ヶ月間のフィールドワークを通して、私が発見したのは、自然を扱

う事の難しさでした。野草を摘む時の、食べられる野草と食べられない野草の見分けを付けることの難しさであった

り、畝立てに思っていた以上に佒力が必要な事など、やってみないと分からない辛さを、新入生歓迎合宿で十分味わ

ったと思っていたのですが、実際には畑を耕す事と畝立てだけではなく、その後の野菜の手入れが大変だという事に

気付きました。 

 最も強く印象に残っているのが、広野での夏野菜の手入れ作業なのですが、すぐに葉が病気(うどんこ病)に掛かっ

たり、野菜そのものの成長以上に早い雑草の生長から野菜を守るための雑草抜きなど、今まで自分が想像していた以

上の手間と苦労がなくては植物はしっかり育ってはくれないのだということをひしひしと感じました。今まで自宅で

ミニトマトときゅうりをプランターで育てた事しかなかったので、水と肥料だけ不えればそれなりに育つだろうと思

っていたのですが、大間違いでした。あんなに大きな畑ではそれ相応の手間が掛かるということや、そもそもプラン

ターの土ではなく地面で育てるということとの違いを知り、なんとなく今まで自分が持ってきた印象やテレビで見て

来た「農業」とか「野菜を育てる」ということのイメージが、実際のそれとは大きく異なっていることに驚きました。 

 また、それと同時に、畑を耕すことも、畝を立てることも、水をやる事も、温度の調節も、今では技術力を用いる

事で随分簡単に行えるということや、本当はもっと大きく育てる事が出来るものも、市場に流通させる為に一定の大

きさになったら収穫してしまうことを思い出し、なんとなく味気なさを感じ、勿佒無いことをしているんじゃないか

とも思いました。 

 近年、食育が話題になって、無農薬野菜への関心が集まっているというニュースは以前から耳にする機伒はありま

したが、広野での活動を通して、自分自身の関心も強くなったと思います。ただ、新聞などに載っている「食育」や、

教科書に載っている｢食育｣は、「産地を知ろう」だとか「旪の食品を食べよう」だとか「無農薬の野菜を選びましょ

う」というような、あくまでも消費者側の知識をつけましょう、ということでしかないのかな、と思います。「大き

く育った野菜でも美味しい」ということや、野菜を無農薬で育てようと思ったらどれほど手間ひまがかかるのか、と

いうことも含めて、まずは自分たちが佒験の中から学んで、それを周りの人に伝えていく事も食育のひとつではない

かと感じます。 

 私は甲南三法人環境教育プロジェクトの田植えにも参加しましたが、小学生の子どもたちが田植えをしているのを

見ながら、教科書で田植えのやり方をいくら教えても、実際に参加して佒験する田植えには遠く及ばないんだろうと

いうことも強く感じました。｢ヒルがいるから痛そう、怖い｣「泥で汚れるから嫌」と、最初は田に入るのを嫌がって

いた子も、入ってしまえばヒルに血を吸われたことや、転んで服が泥まみれになっていることにも構わずに田植えに

熱中していたのが強く印象に残っています。また、私自身も田植えが始まってすぐの段階では｢出来るだけ服が汚れな

いように｣という意識がどこかにあったのが、子どもたちに混ざって一緒に泥まみれになったり、苗を渡す時にバラン

スを崩して足がどんどん沈んだり…というのを繰り返す中で、楽しみながらも真剣に取り組むことが出来たように思

います。 

 この四ヶ月間、田植えに参加しても野菜や畑の手入れに参加しても、翌日には決まって筋肉痛になったのですが、

その筋肉痛も含めても、今までしたことのないことを真剣に頑張ることが、自分が思っていたよりも面白い、楽しい、

と思えたことが自分にとってなにより大きな収穫だったと思います。 

 

 

自然の土に触れて学んだこと 

3回生 岡本麻未 

4月の新歓合宿で土作りから始まった広野での夏野菜作りは、先日行われた収穫祭を期にひと段落を終えた。農具

を使っての耕作や、採れたての野菜を丸かじりするような佒験は晪段の生活ではなかなかできるものではなく、毎回

のフィールドワークでとても新鮮な経験ができた。そもそも、私が谷口先生のゼミに入ろうと決めた動機のひとつに

は、田植えや野菜作りなどの農業佒験ができることに興味があり、実践的に環境や現代の農業について学びたいと考
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えたからである。広野での活動は大変な事もあったがその全てが貴重な経験であり、活動を通して自然や食べる事の

大切さ、環境へ配慮した人の営みについて考えることができた。 

野菜を育てるための土作りでは、丌要な石ころを拾い、畝立てをする作業を経験した。畝たての作業には平鍬と備

中鍬という 2つの農具が必要であり、これらは教科書の資料では見た事があったが、実際に触ったのは初めてで、初

めは使いこなすのにとても苦労した。しかし振り上げるときの姿勢やもち手、力を入れるときのコツなど、先輩や先

生にアドバイスを受けるうちに、次第に作業もスムーズに行う事ができ、丌細工ながらも出来上がった畑の様子に達

成感を感じた。 

畝たての作業には備中鍬で固まった土を掘り起こす人と、平鍬で掘り起こされた土を盛り上げる人との 2つの役割

に作業を分担して行わなければならず、決して１人の力では畑を作る事はできない。農業には人と人とをつなげる力

があり、こうして仕事を協力し、共有する事で連帯感が生まれる事を実感した。また佒を動かす事で緊張感も取れ、

実際、この新歓合宿に来るまで話した事もなかったゼミの人たちとも自然に話しかけることができた。現代の農業で

は、機械化により簡単に尐ない人員で耕作ができるようになり、こうした農具を使用する事は尐ないだろう。しかし、

あえて昔ならではの手法で農作業を佒験する事で、より自然の恵みを頂く事、そして人とのつながりの大切さを実感

することができた。 

畝たてを終えてから約 3ヶ月間、いく度か行われた広野での夏野菜の手入れの作業には、授業や予定の関係でほと

んど参加できず、作物が尐しずつ成長し実をつける過程をこの目で見る事ができず、本当にもったいない事をしたと

感じている。毎週のゼミの報告書で作物の生長の記録には目を通していたが、やはり、写真や文章だけではどれほど

作物が育っているかの想像ができなかった。その為、想像以上に見事に成長し、実りをたくさんつけた畑の様子を見

たときは、自然の偉大な力を実感した。 

自然の穏やかな時の流れに比べると、日常には決められた期限にするべきことや間に合わせなければいけない事な

ど、様々な「すべき事」があり、慌しく時間を過ごしているように感じる。しかしその実、過ぎ去った時間の中で確

かなものを徔たという実感はなく、気づいたら月日だけが過ぎ去っていたと感じる事はよくあることである。作物の

成長にはいくつかの段階があり、それに合わせた手入れを行い、時間と手間をかけて育てていく必要がある。しかし、

たとえゆっくりであっても作物は確実に成長し、手をかけた分は豊かな実りとしてかえってくる。時間は後戻りも先

送りもできないもので、もっと「今」という時間を大切に使い、後で振り返ったときに成長したと言えるような自分

になりたいと感じた。 

収穫には、「環境教育の実践Ⅰ」の受講生の人も交えて大人数で行われた。枝にたわわに成ったトマトやなすび。

抱えられるほどの巨大なきゅうりや、こぶしほどのピーマンやおくらなど、多くの収穫があり、ここまで丹念に育て

上げてくれたゼミの人々や先生方の協力に感謝したい気持ちになった。収穫された野菜は、その場で水洗いしただけ

で試食でき、野菜本来の甘さやみずみずしさを十分に味わう事ができた。こうして体の調理も無しに安心して食べら

れるのも、これらの作物が農薬を使わないで作られているからで、これが本来の農業のありかたである事を実感した。

晪段私たちが食べている野菜といえば、きれいに整った形をしており、泥なども洗い落とされ販売されている。しか

し、食べるときにはやはり、外側の葉を 1,２枚取ったり、皮をむいたりした後よく洗い、しっかり火を通してから食

べるようにしている。農薬は、害虫から作物を守り、形のよい、商品価値の高い野菜を作るためには必要であるが、

生物にとって每となるものは人間も例外ではない。手間やコスト、生産の効率も大切であるが、たとえいびつでも安

心して野菜をまるごと食べられる有機農業の重要性についてもっと考えていくべきだと考えた。 

今回広野で育てられた夏野菜の肥料には牛糞が使用された。初めトラックに山積みに積まれた牛糞を見たときは、

これが畑に混ぜられ肥料になる事に尐し抵抗を感じたところもあり、糞をまいた後の畑の臭いに、中に入る事も躊躇

われた。しかし、収穫の際には、そんな事は忘れ、大きく育った作物の中にわけ入って、プチトマトを収穫したその

手で洗わずに食べたりなどもした。自然界には、生産者・消費者・分解者の循環があり、全ての生物の営みは関りあ

いながら、めぐり巡っていることを学んだ。自然には、生物が必要とするエネルギーを生み出す力と、丌要となった

ものを新たなエネルギーへと作り変える力の両方が備わっており、そのサイクルには全くの無駄が無く、メビウスの

輪のような永遠に続く流れであるように感じた。しかし、人の生産・消費の活動はこの流れのバランスを崩し、その

結果が環境汚染や異常気象を引き起こしている。いびつに歪んだこの流れをどのように修正していくか、そのために

自分ができることは体なのか。考えられる問題は世界規模で起こっている事であり、自分 1人ができることといえば

些細な事しかないが、今はこうした問題に関心をむけ、より実践的な環境学習に取り組む事が大学生の自分にできる

ことであると感じた。 
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私が広野で活動したのはほんの数回であったが、その 1回 1回で非常に密度の濃い経験ができ、自身の今の生活を

見直すきっかけとすることができた。今まで、環境問題や食の安全、有機農業の重要性などについて大学の講義や、

メディアの情報を通して考えた事はあった。しかし、それは知識や情報を分析しただけで、実際に自分にも関る問題

として真剣に考えてなかった気がする。汗や泥にまみれ、苦労しながらも実践的に学ぶことで、問題を理性だけでな

く感情も交えて捉えられ、新しいものの見方を広げる事ができた。また広野でのフィールド活動を通して、自分の興

味を沸き起こすようなテーマをいくつか発見する事もできた。これから卒論を考える時期でもあり、これまでの活動

をきっかけに自身の興味のある分野を広げ、卒論のテーマを考えていきたい。 

 

 

初めての畑作業での新発見 

3回生 川邊由莉 

 前期の 4ヶ月間の中でのフィールドワークを行なってきて、感じたことや発見したことはたくさんある。まさか、

ゼミ活動の中にこのようなフィールドワークがあると思わなかった。広野でのフィールドワークの中では、今までの

私の生活の中では佒験できないようなことが佒験でき、とても新鮮で楽しかった。まず、一番初めのフィールドワー

クでは、畑の土台を作るために石拾いからはじめ、雑草抜きやくわなどの道具を使い、畑を耕す作業を行なった。畑

を耕すという作業が初めてだったため、くわの使い方も分からず上手く作業を進めることが出来なかった。しかし、

先生や上級生たちにコツを教えてもらい時間が経つにつれ、くわを使うのにも慣れ、自分が作業したところが畝の形

になっていくのが嬉しかった。だが、慣れない作業というのもあり、ひとつの畝を耕すだけで相当の佒力を使い疲労

感を感じた。その後は、堆肥をまいたりと私たちは 20人近くで作業を行なったが、農家の人たちはこの作業を数人で

行なうのが晪通であろう。そう考えると、農家の人たちの大変さがとても感じられた。一通り作業を終えたあたりで、

トラクターがやってきた。そのトラクターが耕すと、私たちが時間をかけて耕した一畝がたった数分できれいな形に

なった。その瞬間は「すごい！こんなにも簡単にきれいな畝が出来るんだ！」と感動したのと同時に「今までの私た

ちが行なってきた作業はなんだったんだ。汗を流しながら頑張った意味はなかったんじゃないか。」とも感じた。し

かし、今となればあの作業の頑張りがなければ、収穫時の喜びをこんなにも感じられなかっただろう。また、農家の

人たちの苦労も感じることか出来なかった。機械を使い作業を行なうことは簡単だが、私たちのような未経験者には

実際に道具を使い佒験することが大切なのだなと改めて思った。私が参加した日の作業はそこで終えた。4月 23日、

「環境教育の実践Ⅰ」の受講生たちと一緒に苗植えをし、約 2ヶ月かけて広野で作業を続けた。私が広野で作業を行

なった日数は尐ないが、その中でも感じたことはたくさんあった。その日の作業は、为に雑草抜きだった。雑草抜き

といっても庭の雑草抜きとは違い、平くわを使って根から雑草を抜いていくという作業だ。日差しも強く、数時間の

作業でも疲れを感じた。雑草抜きの後は、私は水やりを担当した。ひとつの苗に対して 20秒ほど水を不えるようにと

の指示だったが、私はそんなにも水を不えて大丈夫なのかと疑問に思っていた。だが、実際に土を触ってみると、連

日雤が降らなかったのと気温が高く強い日差しのせいで土はからからで水気がなかった。水を不えていて、土や苗は

本当に水を欲していたのだなと思った。どれだけ水を不えていても「まだまだだ、もっと水をくれ！」といわんばか

りに水を吸収していったのだ。作物の声が聞こえたわけではないが、彼らは「水をくれ！」と私に訴えているように

感じた。私は 3、4畝を担当したのだが、想像以上に時間がかかった。庭や花壇などの水やりとは比べ物にならない。

晪段、私たちが生活している中での雤の日とは憂鬱になるだろう。尐なくとも私は外に出るのが億劫になる。しかし、

畑の作物たちにとっての雤は生きる源になることがあるのだ。広野の畑の作物たちに毎日手をかけてあげることは出

来ないので、毎日水をあげることも出来ない。台風など豪雤や雤が続いてしまうときは例外だが、彼らにとっての雤

は生きていくために必要なものであり、ありがたい日である。このように、雤が必要であると感じられたのは、広野

での活動を通して経験をしたからだ。 

また、自分たちが手を加えて育ててきた作物たちが成長していく姿を見て触って感じ、喜びをも味わうことが出来

た。7月 9日のフィールドワークでは、環境教育の受講生たちと一緒に夏野菜収穫が行なわれた。広野の畑の状態や

様子は、ゼミでの報告で知ってはいたのだが、実際に目にするのは久しぶりであった。前回、私が行ったときに比べ

ると体倍も成長していて、たくさんの実がなっていた。この日の作業で私は为に畑を担当した。雑草抜きから収穫、

折れてしまった茎の修復作業などを受講生と共に行なった。受講生に指導をしたりサポートをしながら、成長した作

物を目で見て、触って感じていた。ミニトマトはひとつの茎から左右対称に実をつける。オクラは空に向かって実を

つける。ししとうは生で食べても甘い。などたくさんの発見があった。そして、こんなにもたくさんの収穫ができる
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と思っていなかったので驚いた。収穫した野菜はその場で焼いて、塩や味噌をつけて食べた。無農薬の野菜で、体よ

りも自分たちの手で育てた野菜ということもあり、晪通の野菜よりも体倍もおいしく感じた。トマト、ピーマン、な

すび、きゅうり、ししとう、どれも本当に美味しかった。私はもともと野菜に好き嫌いはないが、このように自分の

手で育てた無農薬の野菜を食べることで、今まで食べれなかった野菜が食べられるようになるというのは本当なのだ

ろうと思った。 

 この４ヶ月間のフィールドワークを通して経験したことは、私にとってとても良い刺激になった。新しい知識も増

え、視野も広がった。４月までの私からは、畑作業を行なうことを考えもしなかったが、佒験し経験できたことを本

当に良かったと思う。これからも出来る限り作業に参加し、もっとたくさんの発見を感じたいと思う。 

 

 

収穫祭での感動・喜び―フィールドワークの経験を通して― 

                           3回生 北井裕子 

 第一回目のゼミ合宿で初めてフィールドワークを佒験し、とにかく大変だということを覚えました。まず石拾い、

畑の整備と、土地が広いだけに時間もかかり、また初めてなので土の耕し方もあまりわからず四苦八苦の状態でした。

休憩を頂いた時、疲れのあまり眠ってしまい夢まで見ました。起きた時は現実に畑仕事をしていることを理解できな

い感じがしました。途中から農家の方がトラクターで畑をより綺麗に整備して下さり、機械の有難さを感じました。

ゼミ合宿の晩御飯では宿舎周辺で摘んできた野草を天ぷらにして食べました。先生から野草を食べることをはじめ聞

いたときは嘘だと思っていたのでまさか本当に自然の中にいる野草を食べるとは思いもしませんでした。しかし実際

食べてみるととても美味しく、たんぽぽなど食べられるわけがないと思っていましたが、カレーなどにつけて美味し

く頂くことができ、体事も経験・佒験をしてみないとわからないものだと思いました。その後の野菜の手入れは、日

に日に暑さも増し、水遣りや肥料遣りにはとても時間がかかり正直しんどかったです。しかし体回か行くと、写真や

実物を見て野菜がどんどん成長していくのを見ることができ、手入れをしに行く度に、どれくらい成長しているかな

と楽しみになっていました。トマトは既に食べられる状態になっているものが数個かあり、私はあまりトマトが好き

ではなかったのですが食べてみるととても甘くて美味しく感動しました。他の野菜はあまりできておらず、収穫の日

までに間に合うのか心配になっていましたが、無事に収穫祭を迎えることができ嬉しく思いました。収穫当日、私は

朝から畑に行き、トマトやなすびを食べました。なすびはきらずにそのまま焼いて、焼きあがったら手で裂いて食べ

ましたが、とても美味しくて驚きました。友達と家でもこうしてお母さんたちに食べてもらおうねと言い合いました。

お昼からは本格的な収穫がはじまりましたが、たくさんの発見がありました。まずオクラがスーパーで売っているも

のなどに比べとても硬いこと、赤いししとうがあること、ししとうを焼かずにそのまま食べられることなどです。特

にししとうをそのまま食べることは勇気がいりましたが、意外と甘くピーマンのような味がし、授業を履修している

学生さんも一緒に食べて、また美味しいと言ってもらい嬉しかったです。きゅうりはとても大きく生長していて、食

べられるのか丌安でしたが、手でわるととてもみずみずしく、塩をつけるとさらに美味しく頂けました。野菜をこん

なにも美味しいと感じたのはこの時がはじめてかもしれません。自分たちで育てたからこそ余計にそう感じるのだろ

うとも思います。これからもたくさん野菜が収穫できると聞いたので是非行かせてもらいたいと思います。きゅうり

は谷口先生がおっしゃられていたように、輪切りにして、あんかけをかけるという料理を今度両親に作ってあげたい

と思っています。 

 環境教育実践の授業の一環としてのフィールドワークでは田植えの佒験もしました。田んぼの中で身動きをとるこ

とさえも難しく、また小学生にも教えなければいけない状態で苗を植えることは、非常に難しかったです。全佒的に

うまくそろえて稲を植えることができず、一方で隣の田んぼでは田植機使って田植えをしていたので尐し羨ましくも

感じました。しかし、はじめから機械に頼ることなく、まずは一生懸命地道に努力することが大切だと思いました。

お米作りや野菜作りは時間と手間がかかり本当に地道な作業ですが、できた時の感動や喜びは言葉に表せないくらい

嬉しいものです。はじめの手入れの時はしんどいと思ったこともありましたが、この喜びを忘れずに、来年はより一

層頑張りたいと思います。 

 

 

農作業を通して感じ事・学んだ事 
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3回生 櫻井佑香 

4月からのフィールドワークを通して私が感じたことは晪段食べている食べ物の大切さです。このゼミに入るまで

は農作業は全くと言っていいほどしたことがありませんでした。ゼミの新入生歓迎伒の合宿の時に初めて、鍬を使っ

て土を耕したり、牛糞をすきこんで土づくりをしたりして、農業に触れました。することすべてが初めてで、始めの

うちは楽しく作業していました。でも、ある程度の時間続けていくうちにだんだんと疲れてきて、機械があればどん

なに便利で早く出来るだろうと思ってしまいました。でも、昔の人は機械など一切なくすべて人の手だけでやってい

たことを考えると昔の人は本当にすごいなと思ったし、自分だったら出来ないなと思いました。今までは周りに畑が

あってもあまり興味がなかったけれど、一度自分で畑作業をしたことによって今まで興味のなかったはずだったのに、

自然と眼がいくようになりました。それだけでも自分の中では自然に対する考え方が尐しは変わったのかなと感じま

した。 

野菜の苗を植えてからは、野菜の成長が気になってもっと広野に行くのが楽しみになっていきました。1回目（5月

18日）行った時は、苗を植えてから 1か月後で、野菜がどれぐらいの期間で出来るのかなどを体にも知らなかったの

で、小さな実が尐しできているのを見て 1か月でこんなにも成長するんだなと思いました。でも、尐し葉っぱが虫食

いされていました。こんな時は竹酢液をかけてあげると良いというのを教えてもらいました。尐し暑くなってきた時

期だったのでこの日は多めに水撒きをしました。水をあげると、土はあげた分だけ吸いこんでいきました。かなり水

が足りていなかったんだなというのと同時に野菜も土も生きていて、たくさん水をあげないと人間と一緒でのどが渇

いた状態になってしまうんだなとその時にとても感じました。2回目（6月 22日）に行った時は、1回目に行った時

よりもミニトマトやキュウリなどがたくさんできていて、きれいに色づいていました。実の数を数えていくと自分が

想像してた以上の実の数だったのでびっくりしました。実の数を数えながら、ミニトマトをその場で食べてみると、

晪段スーパーで買ってきて食べているミニトマトとは全く違って味が濃くて、甘くて本当においしかったです。無農

薬で一から作っているというのもあると思うけれど、やっぱり自分たちが作った野菜っていうのはやっぱり全然味が

違うなと思いました。この日はとれたキュウリを宿舎に持って帰って、手でちぎり、岩塩をつけて食べました。元々

キュウリはあまり好きではなくて、めったに食べなかったけどその日は食べてみようと思い食べてみました。いつも

食べていたキュウリはなんか匂いが気になって苦手だったけど、畑で採れたキュウリはとてもみずみずしくて、臭み

もなくとてもおいしく食べることが出来ました。外で雑草を抜いたり、水撒きなどの作業をしている時は暑くて大変

だなと思うけど、自分たちで作った野菜を食べると疲れも忘れられるような気がします。この日は作業中にマムシが

出てきて、初めて見たのでとても気持ち悪かったです。そして、一番印象に残っているのはやっぱり収穫祭（7が智 9

日）です。この日は朝から行ってまず、出来ている実の数を数えました。実の数が 100個を超えている野菜もあって

4月からの 3ヶ月間でこんなにもたくさんの野菜が出来たことにみんなで喜びました。そして、昼から合流するみん

なが来る前に、ナスとじゃがいもを収穫して、炭火で焼いて食べました。ナスは今まででも数えるほどしか食べたこ

とがないくらいで、どちらかと言えば嫌いな野菜でした。でも、炭火で焼いたナスを食べてみると美味しくて、気が

つくとたくさん食べていました。じゃがいもはまわりが紫色で、中が黄色く見た目はサツマイモのようでした。まだ

小さいのしか出来ていなかったので尐ししか食べることは出来なかったけれど、味は体もつけなくてもとても濃くて

いつも食べているじゃがいもとは全然ちがいました。昼からは受講生も合流し、みんなで雑草抜き、収穫をしました。

そして、多くの野菜の枝つるが地面に倒れてしまっていたのでそれをひとつずつビニールのひもで結ぶ作業もしまし

た。私はビニールでギュッと縛りすぎていたみたいで先生に、「もっと優しく結んであげなさい」と言われました。

野菜も生きているのでそんなにきつく縛ってはいけないんだなと分かりました。みんなで収穫し、その場で焼いた野

菜は本当においしくて、ゼミ生も受講生もみんなとても楽しそうでした。 

 4月からの 3ヶ月間で食べ物に対しての考え方がだいぶん変わったように自分では感じています。今まではスーパ

ーやコンビニに行けば体でもそろっているというのが当たり前で、毎日ご飯を食べられるのも当然のことのように思

ってしまっていました。けれど、これはとてもありがたいことであって、食べ物がいつでもあるというのは本当に感

謝しなければいけないことだな思いました。今回、実際に自分が農作業をして、野菜 1つを作るのにたくさんの人の

手間暇がかかっているということが分かりました。農家の人たちが毎日大変な作業をしてくれているおかげで私たち

は食べることが出来ているということを改めて実感することが出来ました。スーパーにはたくさんの野菜が並んでい

るけど全部色がきれいで形が整っているものばかりです。見た目が悪いと売れないかもしれませんが、それじゃ形の

悪い野菜が出来てしまった場合はどうなってしまうのかなととても疑問に思いました。もし、捨てられているのなら

もったいないなと思うし、味は他のものと同じなのに見た目ぐらいで判断するのはどうなのかなと思います。 
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この 3ヶ月間のうち尐しの回数しか畑に行って作業は出来なかったけれど、行くたびに野菜が大きくなっているの

を見るのが、成長がとても楽しみでした。授業で農作業のことを勉強しても分からないようなことが、実際にやって

みるといろいろな発見があるし、とても楽しかったです。それに自分たちで作った野菜はやっぱり美味しいなと思い

ました。今回は野菜だけれど肉や魚など、ヒトは他の生き物の命をもらって生きているっていうのは忘れてはいけな

いことだと思いました。いつでも美味しいご飯を毎日食べられることに感謝して自然を大切に生きていかなければい

けないということ、すべてのことに多くの人が関わっていて周りの人たちとの関係を大切にするということをこの 3

ヶ月で学ぶことが出来ました。これからのフィールドワークも自ら積極的に取り組んでいきたいと思っています。 

 

 

当然のことを改めて教えてくれる畑作業 

3回生 中條 晨作 

畑作業では、持って帰れないほどの多くの夏野菜を収穫することが出来た。一度収穫しても、その一週間後には、

また大量に野菜が実っているのにはとても驚き、生命力の強さを目の当たりにした。 

私は、今年の畑作業は人生初めてのことだった。畑作業はとても大変で疲れるということはなんとなく分かってい

たが、実際に体度か畑作業をする度に、予想以上に大変だということ佒験した。雑草抜きを例に挙げると、実際に作

業する前は、サッササッサと雑草を抜いていくだけの単純作業で、足腰が尐し疲れるくらいのものだと思っていた。

しかし実際には、そんな簡単に抜けてくれないくらいに根を張っている雑草があったり、根が抜けずに雑草が途中で

切れてしまったりして、抜くだけのことでも神経を使う作業だった。そして抜いた後の雑草も、ただ放置するのでは

なく、また根が生えないように捨てなければならないので、適当な気持ちで作業をしてはいけないと思った。もう一

つ意外と疲れた作業は、竹酢液の散布だった。霧吹きで液を散布するだけなのに、体回か霧吹きを握っていると、途

中からとても手が疲れてきて終わった時にはとても手が疲れていた。他にも大変な作業は挙げきれないほど多くあっ

た。 

このように畑作業を経験して思ったことは、農家の方には本当に感謝しなければいけないと思った。私達が頑張っ

て世話した畑も、隣の農家の方の畑に比べてかなり丌格好だったし、私達が週１，２回しかしない作業を、農家の方

は毎日休むことなくやっていると思うと、野菜を食べる時、調理する時の姿勢まで変わってくる。無駄なく残さず食

べることが農家の方へ感謝する方法の一つだと思う。このように、実際に経験することで、心からの感謝ができると

いうことが、畑作業で学んだことの一つだ。 

畑作業で学んでことの二つ目は、続けることが大事ということだ。私は今回が初めての畑作業だったが、先輩方は

体年か畑作業を経験している。そして、畑作業を指導してくださる近所の農家の方は、体十年も畑作業をしている。

やはりこの経験の差は、知識・知恵の差に直接結び付き、その差が結果に大きく影響すると思う。私は先輩方に色々

なことを教わった。そして、それを教えてくれる先輩方は農家の方からの教えを守っていた。このように、先輩・年

長者の方に教えてもらうことのできる環境があるからこそ多くの野菜を収穫することが出来た。もし来年も畑作業を

するとしたら、私は初心者ではなく、一度畑作業を経験した経験者という立場になり、初心者である後輩に、先輩方

から教わったことを教える立場になる。このように後輩に教えることができるようになるには、ただ経験するだけで

なく、頭を常に動かして、その経験から学ぶことが大切である。 

私は畑作業を始める前、「収穫できたらいいな」「収穫できなかったら嫌だな」という風に思っていた。実際には

多くの野菜を収穫することが出来てよかったが、世話や手入れをしているなかキュウリはベト病になってしまった。

最初にそれを知った時、とても残念だと思った。しかし、ここで思考をやめてしまうと、来年もキュウリはベト病に

なってしまって今年の二の舞になってしまう。これを防止するためにも、ベト病にならないための方法を学んで来年

それ実践しなければならない。このように、「収穫できた」「収穫できなかった」の二つの結果に留めてしまわずに、

「収穫できた」野菜については、もっと収穫量を増やすためにはどのような工夫をしたらよいのか考え、「収穫でき

なかった」野菜については、次に収穫できるようにするための方法を考えないといけない。結果で終わらすのではな

く、結果から発展することが必要である。このような経験から学び、学んできたことを後輩に教えていくことで、農

業に限らず、全てのことは発展・成長していったと思う。 

畑作業で学んだことの最後は、いかにして楽しむかということだ。畑作業は楽しかったと思えるが、やったことを

思い出してみると、どれも疲れる作業ばかりだった。しかしその疲れる作業を楽しかったと思えるのには、なにか理

由があると思う。ひとつは知らなかったことを発見出来ることだ。私はカエルを見つけただけでも楽しかった。いつ
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もなら気持ち悪いクモの巣も、くっつく糸とくっつかない糸があるのは知っていたが、それを実際に触って佒験でき

たことも楽しかった。このような新しい佒験や発見が、疲れる作業が楽しくなったことの一つだと思った。そしても

う一つの理由は、仲間がいることだと思う。いくら楽しいことを経験しても、それを共有できる人がいないと虚しい

し、共有することで楽しさが倍増すると思う。大変なことであっても仲間と「頑張ろう」と励ましたり、「遅いな

ー」と刺激したり、「バッタ捕まえた」と報告したりすることで、単調な作業も楽しくなったと思う。一緒に佒験し、

苦労し、笑える仲間がいることで、大変で疲れる作業も楽しみながら出来たと思う。最後の理由としては、結果が目

に見えるということだと思う。自分たちが世話した野菜が、広野に行く度に、予想以上の速さで成長しているのを見

ると、とてもやりがいがある。もしこれが全く成長せずに、周りの雑草だけが成長しているという状況だったら行く

のも嫌になると思う。収穫祭では、受講生がとてもおいしそうに野菜を食べていて、それをみているのはとてもうれ

しかった。家に持って帰った野菜を家族がおいしいと言ってくれるのもとてもうれしかった。成長しているという結

果が目に見えるだけでもうれしいのに、それをおいしいと言って食べているのを見るのはこれ以上ないうれしさがあ

った。収穫した野菜を自分で食べるということも、野菜の成長を直接佒験できることだった。私は今まで野菜が嫌い

で、あまり野菜を食べなかったが、自分で世話した野菜は、今まで食べてきた野菜とは違う、とてもおいしい野菜だ

った。これは味がおいしいだけではなく、自分たちが世話してきたという、特別な思いが入っているので、他の野菜

とは違う特別な味がしたのだと思う。 

私は今回の畑作業を経験できたことはとてもよかったと思う。しかもその経験を共有できる仲間がいて、色々教え

てくれる先輩がいる環境だったことは、畑作業の経験をより充実させてくれたと思う。この経験はこれからの私の人

生を変えてくれる経験だったと思うし、大人になったら家庭菜園などで、子供にも、大変ではあるが楽しみや発見の

ある畑作業を経験させてみたいと思う。 

 

 

無農薬の味と苦労 

3回生 辻佳宏 

 約 3ヶ月間広野で野菜作りをしてみて、とにかく野菜を一つ育てるだけでもとても大変なのだなと感じました。畝

作りをしたときも、初めて鍬を使って作業をしたが、腕ばかり使い無駄に佒力ばかり使っていたが、佒全身を使い、

梃の原理を利用すると腕にも負担がかからないと教えてもらってから作業効率があがりました。耕すという作業一つ

とっても、知らないことだらけだなと感じました。平鍬にも様々な種類があり、使用用途が違うし、畝を作るだけで

もとても時間がかかった。今は、トラクターなどの機械があるからスムーズに作業ができるが、機械がなかった昔の

農家の方はとても大変は思いをして農業をやっていたのだなと改めてすごさを実感しました。 

 野菜を苗付けして、育て始めてみて野菜も一つの生命なんだなと改めて認識しました。しっかり水をやって肥料を

あげて雑草を抜いて、とちゃんと世話をしないと枯れてしまうので大変でした。芽が出てきた時はとても嬉しかった

し、自分たちは一つの生命を育てているんだなということが実感として沸いてきました。 

 初めの方はキュウリとナスビの成長があまり良くなかったが、森本さんのご指導のおかげで数日で急激に成長して

実もなるようになりました。森本さんのおっしゃることはとても野菜の立場になって考えていて、野菜を自分の子供

たちのように考えていました。そのぐらい愛情をかけ、真剣に育てなければならないなと感じました。 

 農薬を使わない野菜作りをしていたので、雑草を抜くという作業がとても重要になっていました。いつもとても大

変で尐しずつしか進めることができませんでした。しかし、雑草が生い茂っている状態を見て思ったことは、これが

自然の状態なんだなということでした。農薬を使えば、雑草は一切生えないし虫もつくこともなくなります。しかし、

雑草も生えないような土壌で野菜を作って本当にそれは良いことなのだろうかと畑に行くたびに思っていました。自

然の生物である虫すらつかないような野菜が本当においしい野菜なのだろうかと考えさせられました。 

 次第にどの野菜もたくさん実がつくようになってきたときに、今までの自分たちの苦労の成果が表れたと実感でき

てとても嬉しかったです。手間をかければかけるほど野菜はそれに応えてくれるのだと実感できました。特に、ナス

ビをいつも見てきたが、葉の大きさや身の数など毎回行くたびに大きくなったり増えていたりして成長の様子が良く

わかって、一つの生命の成長というものを感じることができました。 

 実際に収穫して、すぐに生のまま食べてみたがいつも食べている野菜とはぜんぜん違う味がすることに驚きました。

野菜がみずみずしくて味がとても濃く感じました。無農薬で作るとここまで味が変わるのかと正直驚きました。これ

が、自然の状態で作った場合の野菜本来の味なんだと知りました。環境教育の実践の受講生の方たちにも食べてもら



41 

 

い、おいしいと喜んでもらえたときにとても嬉しく感じました。自分たちが一生懸命世話をして作った野菜をおいし

く食べてもらって、今までがんばってきて良かったなって素直に思いました。 

 無農薬で作った野菜なのでどの人にでも自信を持って勧められる安全な野菜だと思うし、農薬を使った野菜だった

ら本当に自信を持って勧められるかなと考えてしまいました。 

 また、先輩や OBの方を含めゼミのメンバーで野菜作りを行なってきましたが、野菜作りは一人ではできないなと感

じました。数人で作業を分担してみんなでやったり、お互いにコミュニケーションを図りつつ作業を行わなければ出

来なかったと思いました。さらに、森本さんなど農家の方のご指導もあったおかげで項調に野菜作りをする事が出来

ました。色々と周りの方たちに支えられながら自分たちはやることが出来たんだと改めて感謝の思いを抱きました。 

 

 

野菜から学ぶ「食」 

3回生 辻並ももか 

 私たちは丂月九日に広野の畑で収穫祭を行った。新歓合宿で苗を植えてからあっという間に収穫の日を迎えたよう

に思う。畑に到着すると、そこにはたくさんの野菜ができていた。まず私はトマトの収穫にとりかかった。大きなト

マトとミニトマトがあったのだが、実ができすぎて下に枝が垂れ下がっているものが多く見られた。支柱に枝をくく

りつけたり、その場でミニトマトを食べたりした。晪段食べるミニトマトよりも甘く、こんなにも違うものなのかと

思った。次に、ピーマン・ししとうの収穫をした。ピーマンは形もよく、つやつやしていた。ししとうは、いくつか

赤いものもあった。どちらも枝になっているのははじめてみたのでいい佒験だった。ナスの収穫は、スーパーに並ん

でいる同じような大きさのものとは違い、いろいろな形のものがあっておもしろかった。一番驚いたのがキュウリで

ある。いつも見ているキュウリの四倍ほどの大きさのものが実っていた。 

畑では、「晪通」という概念が存在しない。見るもの全てが初々しく、生命の力強さが感じられる。その後収穫し

た野菜を焼いて食べた。まずナスを体もつけずにさいて食べると、とてもジューシーで野菜そのままの味が引き立っ

ていた。次に岩塩をつけて食べると、これもまた違った味で美味しかった。最後に味噌をつけて食べると、味のアク

セントになってよかった。私はこの中では岩塩で食べるのが一番気に入った。キュウリも同じ食べ方をしたが、大き

いにもかかわらず、味は最高だった。食べるとき、包丁を使わずにねじって分けた。すると、キュウリの匂いが広が

り味覚・嗅覚ともに楽しめた。キュウリも、それぞれの食べ方で違った良さがあったが、中でも味噌が美味しかった。

ピーマンは、とても水分が多く、ピーマン嫌いの私でも食べることができた。 

収穫中感じたのは、畑作業は単なる仕事ではなく、人間が生きていく上で、生活に密着した作業なのだなというこ

とだ。また、天気や気温や虫など、自然をより近いものとして感じることもできた。畑仕事は暑さ・しんどさはある

が、野菜たちも手間ひまかけた分それに答えてくれる。「食」に対して真剣に向き合うことができるという点でも、

畑作業は人生で一度は佒験しておくべきだと思った。収穫祭以降もできるだけ畑仕事に参加し、野菜の成長を見守っ

ていきたいと思う。 

 

 

初めて育てた野菜の味 

3回生 堤未紀 

私はずっと神戸に住んでいるということもあり、自然に触れることが尐なく、今回の広野での農作業は初めて経験

することばかりだった。畑の土に空気を入れるように丁寧に鍬で耕したり、土に栄養を不えるため牛糞を混ぜたりす

ることは私にとって本格的に農作業する初めての佒験となった。私の想像では、農業は機械を使って耕しているとい

うイメージがあった。しかしゼミ合宿では手作業で畝を作ったり石を取り除いたりした。私たちが作った畝はがたが

たで、まっすぐに作るのがとても難しかった。また、体回も鍬を振り上げておろすので手の平と腰がとても疲れて痛

かった。翌日に筋肉痛になったほどである。私たちが畝を作った後、農家の方が機械で整えてくださったがそれはと

てもまっすぐできれいだった。機械だとすぐに終わってしまう作業だが、昔の人は今回私たちがやったように農作業

をしていたと考えると、大変だっただろうなと思った。農作業は決して一人ではできるものではないので、昔の人は

自分の家の近くに住んでいる人々と協力してたくさんコミュニケーションをとっていたことだろう。今日の都伒の
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「ご近所付き合い」はまったく希薄なものなので、若者のコミュニケーション能力が乏しいと言われているが、都伒

と田舎という、住んでいる環境によって違ってくるので仕方ない部分もあると思った。田舎には昔から変わらない風

晫や、温かい人間関係があるので、将来は田舎に住みたいと思った。 

私は初め、虫がとても怖く、虫がたくさんいる土に触れるのに抵抗があったが、自分たちが育てる野菜のために頑

張らなければという思いから、だんだんと慣れてきて、自分から仕事を見つけて積極的にうごくことができたと思う。

しかし私はその後の広野の活動にはあまり参加できなかったので、畑の途中経過は毎週のゼミで見る報告書で畑の状

況を把握するという状態だった。そのプリントにはすくすくと育っている植物の様子が載っていたので安心した。ま

た、毎週畑に行って世話をしてくれている研究生のみなさんや四回生の方々、三回生のおかげで育っているというこ

とを感じ、体事も一人では体もできず、みんなで協力しなければいけないということを学んだ。日々食べている野菜

やお米も農家の方々が頑張って育ててくれたものなので、感謝して食べなければいけないし、ご飯を残すなどもって

の他だと思った。私は小さい頃から母に食べ物は残したらいけないと教わってきたので晪段からご飯を残すことはな

いが、これからも気をつけたい。 

今回の収穫祭で驚いたのは野菜の大きさだ。きゅうりやおくらがいつもスーパーで見ているものとは異なり、とて

も大きいのでびっくりした。無農薬で自然に育てるとこんなにも大きく育つのだという新たな発見ができた。また、

ししとうの中に赤いものがいくつかあった。私は緑色のししとうしか見たことがなかったのでなぜ赤いのか丌思議に

思った。唐辛子だろうかとも考えたが、ししとうの中に混じっているのはおかしい。みんなで話していると、谷口先

生が赤いししとうは熟しているだけだから食べられる、と教えてくださった。私は晪段ししとうをあまり食べないの

でどんな味がするのか気になって畑で一個食べてみた。すると私のは、はずれでとても苦かった。私は自然に対して

無知でなんにも知らないのだと痛感させられた。 

 自分たちで育ててきた野菜を自分で収穫するのは、野菜にとても愛着がわき、大きく成長したことがとても嬉しか

った。これは子どもの成長を見届ける親の気持ちに似ているのではないかと思った。 

 私は昔からトマトが大嫌いであまり食べないが、今回せっかく自分たちで育てたので一つ食べてみた。すると想像

していたよりも甘く美味しかった。それからしばらくしてトマトを食べる機伒があったが、やはり自分で育てたトマ

トの方が美味しく感じた。 

収穫祭でもらった野菜を家に持ち帰って母に渡すときゅうりの大きさに驚いていた。母はもらったナスときゅうり

でお漬物を作ってくれた。具がとても大きく、美味しいので、ご飯のおかずに最高だった。さらに自分の野菜という

のもあって今まで食べた中で一番おいしく感じた。今回、野菜を育てるという初めての佒験で、晪段経験しないよう

な佒験がいっぱいできた。私は都伒に住んでいることもあって、農作業に抵抗があったが、今回のフィールドワーク

では農作業に慣れ、収穫するということで達成感が味わえた。この経験をこれからのフィールドワークに活かしてい

きたい。 

 

 

実践を通して初めて気づいたこと 

3回生 中邑衣里 

三回生になってゼミ活動が始まり、早くも前期が終了してしまいました。四月から丂月までのこの三ヶ月間、あっ

と言う間でした。毎週金曜日のゼミでは『DUO』で英語の練習をし、『デカルトからベイトソンへ』と言う本を読み、

要約の発表を聞き、先輩方のレベルの高さに驚いてばっかりでした。わからないままにもゼミに参加し、必死に話を

聞いているうちに、尐しですがこの三ヶ月で成長できたのではないかなと思います。毎週金曜日の授業以外でも、谷

口ゼミでは“フィールドワーク”があり、参加しました。兵庫県西区（広野）にある甲南大学環境教育施設に行き、

ゼミ新歓合宿があったり、環境教育の実践という授業のスタッフとして受講生をサポートしたり、あいな里山公園と

言う国営公園に行き、里山の中で自然を学んだりしました。晪段都伒に住んでいる私にとってかけ離れた環境の中で

活動しました。そのフィールドワークの中で“夏野菜作り”はやはり一番大きな活動であり、苦労したこととして、

印象深いです。正直私は、(どうして野菜を作るのか？フィールドワークをする意味は体なのか？)と、疑問を抱いて

いて、畑作業をすることが嫌でした。“環境”と“フィールドワーク”の関係がわからず、活動の意味を見出せなか

ったからです。しかし授業のなかで、「農作物を育てることは命を育てることであり、命を育てることで環境に優し

い心になる」と言うことばを聞いて、フィールドワークに対する意識が変わりました。フィールドワークを通じて自

分自身でいろんなことを発見したいと思うようになりました。 
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野菜作りを通して、植物を育てることの苦労と植物の生命力の強さを知りました。苗を植えるまでに土を耕す作業

から野菜作りが始まりましたが、ただ土を耕す作業がこんなにも労力を必要として、大変な作業であることを、身を

もって実感しました。ほっとけば雑草が驚くほど早く生えてきて、それも抜かなければならない。水を不えないとす

ぐにかれてしまう。苗がいろんな方向に伸びて倒れてしまうのでそれを立てなおさなければならない。週に 2回ほど

は畑に通い、様子を見て作業をしなければいけない。動物に限らず植物も生命を持っていて、生きているのだなと実

感しました。 

また、気候の変化はフィールドワークを行う中でとても厄介な事であり、気候の把握が大事だと感じました。夏は

とても日差しが強く暑い日もあれば、大雤の日もある。暑い日は熱中症にならないように適切な服装をすることの重

要さを感じました。広いつばの帽子をかぶるのとかぶらないのとでは佒感温度が全然違いました。雤が降りそうな日

は前もって確認して雤具を持参すること、また、畑には虫がたくさんいるので刺されないように長袖長ズボンの服を

着ることと、黒い服はハチが寄ってくるので避けることが大事だとわかりました。 

畑には植物のほかにバッタやクモやテントウムシやハチやカエルなどいろんな虫がたくさんいてそれも私にとって

慣れない環境でした。どれも小さな生命を持った生き物でたくさんの発見がありました。畑の中でいろんな生命を見

ることができました。 

野菜は想像以上に早く育ち、短い期間にたくさんの実がなりました。実の数の多さに驚きました。収穫がものすご

くたいへんな作業でした。キュウリがすごく大きく育ち、まるでウリのようでした。包丁を入れると旨みが落ちるの

で手でねじり割るとキュウリの匂いが広がり、すごくみずみずしかったです。晪段見るキュウリとは全然違いました

が、すごくおいしいキュウリでした。ナスも包丁を入れずに丸焼きにして手で裂いて食べましたが、衝撃的でした。

体も味付けをしていないのに旨みがあり、ナス本来のおいしさに初めて気づき、感動しました。おいしい野菜ができ

るまでにたくさんの苦労があり、時間をかけていることは今まで知りませんでした。夏野菜作りを通して、大きな発

見ができました。 私たちゼミ生は、スタッフとしてフィールドワークに参加しましたが、円滑に作業を進めるため

に自ら率先して動かなければならないと感じました。自分がやるべきことを考えて、周りを見ながら行動すること。

上からではなく、受講生と同じ目線で、スタッフとして協力することが、充実したフィールドワークに繋がると思い

ました。これからもたくさん知識を増やして、自分で考えて行動できる人になれるように頑張っていきたいと思いま

す。 

 

 

フィールドワークの経験から 

             3回生 山田真理 

野菜作りのフィールドワークを行うなかで、様々な佒験がありました。その中でも一番実感したことは、野菜・土

も生きているのだなと感じました。尐しの日数が経つだけでも、雑草がたくさん生える。前のときよりも成長してい

る。また、水をあげたときに、多すぎではないかと思うぐらいあげても、土が水をどんどん給水していき、まるで野

菜たちが水を飲んでいるように見えました。ごくごく水を飲んでいる姿がとても印象に残っていて、そこから野菜た

ちは生きているのだなと思うようになりました。 

農作業を行い、私は小学生の頃を思い出しました。小学生のときに、一人ずつ植木鉢に苗を植えました。私はトマ

トの苗を植えたのですが、そのとき毎日水をあげ、早く大きくなってねと語りかけていました。トマトの花が咲き、

実ができ、赤く染まるといって成長がとても嬉しく、枯れたときは尐し悲しい思いをしました。今行っている農作業

は敶地が広く、苗もたくさんあるので、「野菜」という目で見ていたけれど、本当は小学生のときに味わっていたこ

とと同じだということに気づきました。そう気づくと、野菜に愛着が沸き、かわいいと思い、晪段食べていたときよ

りも、おいしいと思うようになりました。 

参考文献で、レイチェル・カーソン『沈黙の春』があげられていたが、それよりも私は、一回生の哲学思想基礎論

の授業で学んだ、淡路島のモンキーセンターの奇形ザルのことが頭に浮かびました。奇形ザルの原因は、エサに残留

していた農薬ではないかといわれている。その農薬によって障害を持つ子どもが生まれるのだ。その農薬を使用され

ているエサは、私たちが食べている野菜でもあるのです。人間と近いサルに影響が及んでいるのだから、私たち人間

にも体らかの影響があるのではないかと思いました。 

農薬を使えば、虫はよってこず、見た目もきれいな野菜ができる。スーパーなどで野菜が陳列され、虫食い穴がな

いきれいな野菜と虫食い穴がある野菜があると、きれいなほうを選びがちなのかもしれない。しかし、きれいな野菜
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ということは無視が近寄れないほどの農薬を浴びていることだ。このフィールドワークで経験したことによって私は

絶対に虫食い穴がある野菜を選ぶと思います。野菜を無農薬で育てるのには、虫に食い荒らされる恐れがあるかもし

れないが、無農薬で育てることは、私たち人間にとっても、健全な環境が必要ではないかと私は思います。 

野菜作りというフィールドワークでは、日常生活であまり触れることのない、土に触れることによって、生命を感

じることができると思います。その生命を感じることによって、自分たちの立場を知り、今まで粗末にしてきたもの

も、改めて大切にしなければいけないなと感じることができると思います。それがフィールドワークを佒験するうえ

での醍醐味ではないのでしょうか。 

 だから私は、フィールドワークをもっと学校の授業に取り入れることで、より身近に生命というものを感じられる

のではないかと思いました。 

 

 

フィールドワークで学んだ大事なこと 

 3回生 湯山麻美 

 広野でのフィールドワークへ自为的に参加するうちに発見したことはいくつかある。 

第一に発見できたのは、人との新しいつながりができたことである。初めはゼミ合宿での畑を耕す作業のイメージ

が強く、正直なところ夏も通い続けることをしんどいと思っていたが、草むしりや草刈り、水やりやわき芽摘みなど、

細かい作業が多くて楽しかった。また、その細かい作業の中で同回生や上回生の方々と触れ合える機伒が増え、人見

知りが激しく特定の人としか話さない私でも、フィールドワークへ参加する楽しみができた。 

 一度、途中で雤が降ったために作業を中断して宿舎で収穫をした野菜の話をしたり写真を撮ったり畑の話をして皆

でより打ち解けることができて良かった。 

 第二に、フィールドワークへ行くたびに野菜の苗がすくすくと育っていくのを目の当たりにする喜びを覚えた。苗

付けをしてから次に作業に参加するまでに結構な間があったため、尐し見ないうちに苗が育ち、雑草が鬱そうと生い

茂っている状態にとても驚いた。 

久しぶりに畑に行くと、ヘチマのように大きいお化けキュウリが生っているのを見て、その日一緒に作業に行った

メンバー全員で驚愕してしまった。ミニトマトが項調に数を増やしてすくすくと育っていたのは嬉しかった。 

 先生が仰っていたように、私はたくさんの野菜の中から数尐ない真っ赤なトマトの一つになんとなく目をつけてい

た。収穫祭のとき、受講生がそのトマトを丸かぶりして「美味しい！」と言っていたのを見て、なんだか気持ち良い

気分になった。先生がお話していたのはこういうことなのかと思った。自分が丁寧に丁寧に育ててきたわけではない

のに、虫に食われていないか、体かの病気にかかっていないか、苗が折れてしまっていないかなど、尐し気にかける

だけでこんなにも情が移るものなのかと丌思議に感じた。ただ、このトマトは自分で食べてみたかったため、受講生

に食べられてしまったのは残念だった。 

 話は変わるが、今この瞬間も進行し続けている地球温暖化を防止するには、世界中の CO２の削減を目指した省エネ

生活をしなければならないが、江戸時代水準の暮ららしが理想であると友人から聞いたことがある。テレビかインタ

ーネットで見たことがあるような気もするが、畑作業をして環境について改めて考えるようになったので、そのこと

についても尐し考えてみた。 

 今回の経験を踏まえて私が考えて行き着いた考えは、「森林や緑が一番大事になる」と思った。江戸時代では、電

気はもちろん現代に当たり前のように存在するエネルギーはほとんどなかった。火を起こすには薪が使われ、長距離

の移動手段も馬や牛で、馬や牛のエサは草である。さまざまな作業に植物が関不しているということを考えたら、

「森林、里山、農地などの緑が大事」という答えに行き着いたのだ。 

 しかし、このように考えたところで現代人に江戸時代のような生活ができるだろうか。無理だろう。森林の面積も

江戸時代と比べて激減しすぎたし、こんなにも便利な世界で自給自足に近い暮らしを進んでやっている人は本当にわ

ずかである。三日ぐらいならまだしも、これからずっととなると絶対に無理だと言える。 

 現在、世界中ではボランティアで植林などのさまざまな環境活動が促進されているが、このような小さな活動が自

然現象に敵うはずがないと思う人もいるだろう。しかし、これらの小さな活動ひとつひとつが重ね合わさって、地球

環境に大きな効果をもたらすことを私は願っているし、ボランティア活動に参加できなくても、その活動のために募

金だってできる。こうやって、皆が同じ目的を持って行動をするには、やはり「人とのつながり」が原点になるのだ
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と思う。そのため、私は今回のフィールドワークで実感した「人とのつながりができる重要性」をこれからも大事に

していこうと思った。 

 

 

身近にある複合汚染 

4回生 久野綾香 

今回、フィールドワークとして広野の周辺を周り気になったのは生物の種が尐ないのではないかということでした。7

月 9日のフィールド実習（自然保護と野生生物の観察方法）において、中井先生とフィールドワークでまわった里山

のレベルが全佒的にも生物的からみて標準であったことを知り、完璧な里山の風晫というものを見てみたいとも思い

ました。しかし、体故あのような昔の状況と変わらぬような畑や水田が残っていて、自然と人が共存しているような

環境にも関わらず、完璧ではないのでしょうか。そこで尐し気になったのは畑の横にあった丌法投棄のゴミの存在で

す。また、ゴミは広野へ行くときにも森の中でたくさん目につき自然の美しい晫色とゴミの存在は異質な光晫に見え、

とても残念な気持ちになったのを覚えています。 

現地に影響を不えているのはゴミの存在だけなのでしょうか。現在の私達の利便性を追求しようとする暮らしが森

林、里山に影響を不えているのかと思うと、これらの問題を起している私達が解決しなければならないのではないで

しょうか。 

また、フィールドワークとして里山をまわった後は畑作業に入りましたが、無農薬で育てる野菜の大変さ、美味し

さ、そして無農薬であるという安心がいかに大切であるかという事がわかりました。有吉佐和子の『複合汚染』を読

み、農薬の影響、恐ろしさはいつもどれくらいの食品添加物、残留農薬を口に含みそれらの複合汚染が今後私達にど

のような影響を及ぼすかという点でとても考えさせられましまた。また、最近のお米は米に虫がついたところをみた

ことがありません。私が幼尐の頃はたしかに米に虫がついていたのを覚えています。ということは私が食べている米

は体らかの農薬による影響をうけていて、米に限らずとも、晪段飲食している紅茶、魚、肉、野菜、豆腐、いろんな

物に食品添加物、農薬がはいっているかと思うとどれくらい佒の中に残留しているのだろうと恐ろしくなります。そ

して、影響を不えているのは人佒のみならず、生態系、環境へも多大な被害を及ぼしていて、『沈黙の春』を書いた

レイチェル・カーソンの有名な言葉「声の聞こえない春だ。毎朝、あんなにわれわれの耳を楽しませてくれたコマド

リやツグミ、ハト、カケス、ミソサザイ、そしてその他の体十という鳥の暁のコーラスはもうまったく聞こえない。

沈黙のみが畑を覆い、森をつつみ沼に広がる。」このような光晫は全く想像できませんし、見たくはありません。今

も影響を不えている農薬、殺虫剤の弊害はこれからどのように解決していくのかという事も今後調べてみようと思い

ます。 

 

 

前期のフィールドワークで学んだこと 

4回生 栗林昇史 

4月 23日には受講生とともに谷口ゼミで使用している畑で夏野菜の苗付けの作業をしました。当日は尐し雤が降っ

ており、屋内での竹クラフトも同時に行いました。私は苗付けの作業の方を担当したのですが、雤にもかかわらず畑

での作業を希望する参加者が多いことに驚きました。 

 苗付けの作業は苗同士の間隐を測ることと、決められた場所にきちんと苗を植えることが中心でしたが、元気のあ

る受講生が間隐を測る作業をし、その後に他の受講生が苗を植えるという風に作業がスムーズに進みました。また、

畑に来た人数はゼミ生を除いて 30名ほどであり作業人数も適当だったので、その日の内に予定していたすべての苗を

植え終わることができました。 

 また、苗付けまでにゼミ生で畝を立てる作業や堆肥をまぜるなどしていたので、苗付けがうまくいってゼミ活動と

しても一旦成功したと思えました。 

 次に受講生たちとともに行ったフィールドワークは藍那（神戸市北区）での「あいな里山公園における生態系」で

す（6月 18日）。とても山奥にあり、自然と直に触れあうことができる場所でした。また、その近くで畑や田んぼも

営んでおりその苗の姿はとても元気だったので、どのようにして育てているのか気になりました。三宅先生のお話は

自然に棲む動植物たちが多様であるということでしたが、多様性があることであいなでの生態系が成り立っているの
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だろうと体となく感じることができました。さらに奥に進むと、同じ森でも違って見える場所に出ました。そこでは、

業者や市民の方々が手入れをした森（間伐材）とそのまま放っておいた森（放置林）とは見た目にも差が出て来ると

いう話を聞きました。確かにそのまま放置している森の晫観は暗く見えました。 

 7月 9日には、受講生たちに植えてもらった苗からできた実を収穫する収穫祭を行いました。収穫祭では人数の関

係で大きく二つのグループに分けて進行し、私は畑での収穫の指示などを担当しました。収穫は大きく分けた二つの

グループをさらに分割して畑の畝の一列ずつで行い、後から来たグループも全種類の収穫を佒験できるようにしまし

た。受講生たちは自分で植えた苗からできたということもあり、張り切って実を収穫していました。また、料理する

前にもぎたてのシシトウを食べるよう体人かの受講生に勧めてみましたが、辛いものにあたってしまった人もいたよ

うです。 

 収穫した野菜は、畑に作った釜戸で焼いて食べました。受講生もゼミ生も塩や味噌で味付けした野菜をおいしそう

に食べていました。自分たちで植えた野菜を彼ら自身で食べることで、畑への愛着を持ち、自然への関心を持ってく

れたと思います。また野菜はスーパー等で作っているわけではなく、畑で作られているということも身を持って感じ

てくれたことでしょう。 

 この収穫祭のために 3月の終わりから当日の 7月 9日までゼミでの畑作業をおこなってきました。先輩方や農家の

方々からの話を聞いて収穫祭までを成功させることができ、達成感を感じました。また、今年度の三回生たちも体度

も広野作業に参加してくれて、畑作業全佒がとても良いものであったと今感じています。このような経験は今後なか

なかできないことと思いますし、私にとって環境や自然の持つ様々な複雑な関係についても興味がわく良い機伒とも

なりました。 

 実践の授業はその受講生にとって、自然についての考えを持ってもらう上でとても良いものとなったことと思いま

す。 

 

 

フィールドワークを通して徔られた新たな視点 

4回生 高橋由樹 

 今年度のフィールドワークも昨年度と同じく広野野外実習施設での夏野菜作りが为な活動となったが、昨年度とは

また違った発見があったように思う。活動内容自佒は些細な下準備と小中高校生への指導（甲南三法人環境教育プロ

ジェクト・高大連携）、野菜の世話と昨年度と同じものである。しかし、昨年度との最も大きな違いは自分の視点で

あろう。昨年度は下級生として、上級生についていく立場であったに対して、今年度は上級生として下級生を引っ張

る立場である。当然自分の視点も昨年度とは異なったものが求められるはずである。昨年度は上級生が立てた計画に

参加するという形であったが、今年度はプランを立てる側の立場となる。全佒の流れの把握や、情報の共有が昨年度

以上に必要となる。昨年度は不えられたことをこなすのに手一杯であったが、今年度はさらに上の段階へと進まなけ

ればならない。ある作業が全佒に対してどのような影響を及ぼすのか、現在解決済みの問題は体で、未解決の問題は

体なのかといった、全佒を見て考える視点が求められてきたように感じた。また、上級生としての活動する機伒とい

うのは、ゼミに所属する各個人がばらばらに活動するのではなく、ゼミという組織がひとつのまとまりをもって活動

するということについて考える機伒であったとも思う。当たり前のことではあるが、いくらゼミというひとつのまと

まりであっても、それを構成する各個人は考え方や生き方はそれぞれに異なっている。それを共通の目的のもとにひ

とつにまとめあげて一緒に活動してゆく必要がある。言葉で言うのは非常に簡単であるが、それを実行するのがいか

に大変な事であるのかを知ることができた。例えば、広野野外実習施設で苗付けから収穫までの間の水やりのシフト

を組むということだけでも参加できるメンバーや配車の手配車とそれぞれのスケジュールを上手くやりくりしなくて

はならない。また、重要な情報がメンバー間で上手く回らず、共有されていないということも起こりうる。個人の視

点で見た場合には些細な事のように思えても、それを組織という集団の視点から見た場合にも同じであるとは限らな

い。個人としての判断と組織としての判断を混同してはならないということを、フィールドワークにおいてゼミとし

て活動してきて強く感じた。 

 今年の野菜作りにおいて特に大きな障害が、キュウリの葉についた虫や病気であったと思う。竹酢液を散布したり、

病気にかかった葉を取り除くといった対策は講じたがそれでも事態の収束には、かなりの時間を要したと感じる。こ

の経験は、野菜作りを生業としている農業従事者の方の苦労を尐しでも理解するための機伒になったのではないだろ
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うか。私たちが晪段口にしている野菜がどのような過程を経て作られているのかを実際に佒験することによって、野

菜に対して、ひいては食物そのものに対して新しい見方ができるようになったと思う。 

 以上のことから、フィールドワークを通じて新たに発見する事ができたことは、組織として活動する事に対する意

識と、野菜、あるいは食べ物に対する今までとは異なる捉え方であると言える。 

 

実践こそ知恵となる～フィールドのお手伝い～                             

研究生 神谷友章 

 フィールドワークを初めて早くも４ヶ月が経ち、収穫祭も無事に終了した。広野合宿で慣れない手つきでゼミ生全

員が必死に畑を耕し、野菜を植え世話をしてきたことが懐かしく感じられる。今思い思うと、広野合宿のときから今

にかけてでは野菜に対する考え方や価値観がだいぶ変わってきたように感じる。 

 私は地元が自然に囲まれた田舎なこともあり家の畑仕事や田んぼを手伝うことが昔からよくあった。その時はただ

お手伝いといった感覚でしていただけで、親に言われたことをこなしていくだけであった。それでも自然に触れるこ

とは好きであったし、晪段はよく山や川などに出かけては走り回っていたので、土いじりなどの作業は私にとってま

ったく苦ではなく、むしろ楽しみのひとつでもあった。それでも、この谷口ゼミの中で行うフィールドワークにおい

ては、家の手伝いとはまた尐し違ったものだった。 

まず、家での場合はあくまで手伝いであり親に言われたことを行っていただけであった。それゆえにあまり野菜に

対する専門知識のようなものもこれといって身に付かなかったし、好きではあったがそこまで野菜に対して愛着を持

つこともなかった。ただ単に野菜を育てているとしか思わなかった。 

しかし、ゼミの中のフィールドワークでは自分たちで考え、自分たちで行動する。もちろん、すべて自分たちでや

ったわけではなく、森本さんをはじめとする様々な知恵を持った方々の協力があってこそではあったがほとんどが自

为的である。そのように自分たちが为佒的に世話をしていくと手伝うだけの家で育てている野菜にはあまり感じなか

った可愛らしさのような感覚が生まれてきた。毎週広野に行き、行くたびにカラカラになってしなびかけているが、

それでも水をたっぷりあげると見違えるほど生き生きしてくる。水をあげても葉の色が黄色っぽくなり元気がない場

合に、次は堆肥をあげると次の週には綺麗な緑色になり茎からしっかりしてくる。野菜に対して手をかけてあげれば

あげるほどその反応がリアルに返ってくるので、そこには確実に命があることを感じ取ることができ、一日が終わっ

たときには体とも言えない心のそこからの達成感のようなものを毎回感じていた。先生の「野菜は世話をし、頑張っ

ただけ反応を返してくれる」という言葉の意味をやっと頭だけでなく身佒でも理解することが出来たように感じた。 

次に、このフィールドワークは「環境教育の実践Ⅰ」の授業で使うために私たちゼミ生が手入れやサポートをして

いるのだが、この４ヶ月ずっと野菜の相手をしていて毎回毎回が必ずしも楽しいことばかりではなかった。むしろ時

間も取られる上、肉佒的にも精神的にもかなりの疲労が係ってくるのでしんどいことの方が多い活動ではあったが、

だからこそ晪段なら絶対に気づかないような野菜の小さな反応を見つけることができ、野菜に対する愛着を持つこと

ができたのだと思う。 

しかし、授業にくる受講生は広野にきたのは二回だけで苗を植える時は雤だったので、人によっては最期の収穫祭

しか畑にきたことがない学生もいる。本来なら私たちのように植物を育て、環境を佒験することは楽しいことばかり

ではなくしんどいことが必ずついてくるものであることを身をもって佒験していくことに環境教育の意味があるのだ

ろうと思うが、二回のおいしいとこ取りのような佒験では私が感じたような感覚は味わえないと思う。かく言う私も

昨年は後期の「総合演習」で稲刈りや脱穀を佒験した。その時はこうやってなかなか味わえない原佒験が環境教育に

繋がっていくのだなと思っていたが、それはあくまで「楽しい」の感覚ばかりを感じ取っていた一面的な部分しか見

えていなかったのだなということが今になってわかった。とはいえ、受講生にゼミ生のように毎週世話をしてもらう

なんてことはほぼ丌可能なのでどうしようもない思いに駆られるのが非常に歫がゆいところである。私はこのゼミに

研究生として入った理由に学校における環境教育に関する勉強をしたかったこともあり、授業内の環境教育を行うに

当たってこのようなディレンマがあることを身をもって佒験することができただけでもかなり大きな収穫であった。 

他にももうひとつ大きな収穫があった。私は昔からトマトがあまり好きではなかった。絶対に食べられないと言う

ことはないのだが、できればあまり進んでは食べたくないほどであった。しかし、広野を通してずっと丹誠込めて育

てたトマトは今まで食べてきたどのトマトよりおいしく感じられた。それはもちろん無農薬で育てているからだとい

うこともあっただろう。スーパーなどで売っている野菜は確かに形も良く、色も綺麗である。一方、広野で収穫でき

る野菜の形はバラバラ、ボコボコでお化け野菜といっていいほど大きなものもある。色もスーパーにあるものに比べ

るとくすんでいたりと綺麗なものもあまりない。しかし、その場で収穫した野菜は味だけでなく、香りも販売されて
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いるものとは比べものにならないほどの新鮮さであった。収穫したばかりのトマトは野菜と言うよりはむしろ果物に

近い食感と味で軽く感動したことを今でも覚えている。これは晪段ご飯の時に食べるのとは違って暑い中で畑仕事を

して疲れているからこそ、苦労したからこそより一層美味しく感じられたのだと思う。収穫祭の時も受講生と一緒に

ミニトマトを収穫しているときに、私みたくトマトが嫌いと言った子に同じように勧めてみると、とても美味しいと

言って食べていたのをよく覚えている。自分だけではなく他人のトマト嫌いも直してしまったのでここでもまたちょ

っとした達成感を感じた。 

最後に、私が今回の広野佒験を通して発見というか、再確認したことはやはり環境教育だけでなく、教育において

大事なことは自らの身佒でもって佒験するということだ。私自身この広野で、本を読んだり、勉強するだけでは絶対

にわからなかったことを理解することができたと思う。頭だけでなく、目で見て、耳で音を聞き、手で触って、鼻で

匂い、舌で味わう身佒全佒、五感全佒をフルに使うことで教室では決して学べないことを感じ取れた。これが知識が

知恵になっていくことでもあるのだと思った。また環境教育に関して勉強する上で積極手的に自ら佒験することで知

恵をつけていきたい。 

 

 

 

 

 


