
17060010 相星佑典 
 
 今回の学外研修で今までの人生の中で経験しなかったことを多々経験することができた。まず

一番印象的（もしくは衝撃的）だったのが地鶏つぶしだった。初めは肉になった地鶏をさばくだ

けのものと思っていた。しかし、実際はまだ生きている地鶏を殺すことから始まった。今まで無

意識に食べていた鶏はここから始まっていたのだと知ると胸が痛くなった。羽をむしる時さっき

まで元気だった鶏が今はピクリとも動かなくなっていると考えると、生き物の死を怖く思った。

一羽ずつ首を切られていく時残ったニワトリの怯え様を見て「こんなふうに死んでいってるん

だ」と思い「いただきます」と「ごちそうさまでした」の意味を芯から理解し、大事さを心で感

じた。この日は僕たちの食べ物になる生き物と真正面から向き合うことで学ぶこと、感じること

ができてよい体験だった。 
 また他にも茶畑の草刈りや稲の日干しなど、諸塚村の方々の暮らしに触れるとともに農業体験

をさせていただいた。かなり重労働だったが、村の方々にとってはごくわずかな作業であり、こ

れが毎日続くのだから、農業の大変さを痛感した。その反面、村の方々は皆温かく、本当に優し

くしてもらったので、諸塚村はいいところだなと感じた。また行きたいと思った。生きていく上

で大事なことを教えていただき有難うございました。 
 
 
 
17060020 青木慧子 
 
 今回、諸塚村での農林業学習、山村の生活文化体験によって、山村の実態が少しはわかったの

ではないかと思います。 
 一番初めに訪れた諸塚木材加工センターでは、二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化防止など

環境保全に努める団体として FSCという国際的な機関から認証を受けた木材と加工現場を見学
しましたが、産地がはっきりしたブランド木材は消費者にとっても安心できるものになると思う

し、原木を燃料を使わず天日干にし、加工で出た木屑は他の利用法を考えるなど、自然に優しい

工程で生産されていることがすばらしいと思いました。 
 次に、藤屋に着いて大豆畑で草取りをしましたが、大豆畑に歩いていくまでの道が坂だらけで

自分の体力のなさを感じると共に、諸塚村の方々は毎日あんな坂道を上り下りしているなんて大

変だなと思いました。草取りの後、村の方と一緒に夕食を作りましたが、こんにゃくも豆腐も全

て手作りであることに驚きました。自分たちの食べるものはほとんど自分たちで手に入れ、作っ

て生活ができることで、とても食べ物を大切にすることができるのではないでしょうか。都市で

は、スーパーやコンビニに行けば、すぐ簡単に食品が手に入りますが、そのせいで食べ物の大切

さが薄れているのでは、と思います。普段の生活で、肉が必要なときに私たちは自分たちの手で

鶏などを殺して食べるというようなことはありません。しかし、今回のような体験によって、あ

らためて私たちは何かの命をもらって生きていることを実感しました。また、料理の指導は大変

参考になりました。 
 ２日目に行った畜産振興センターでは、牛の給餌やブラッシングをしました。飼葉の量を測り、

それぞれの牛の前に運ぶ作業や１頭ずつ紐で柵につなぎ、ブラッシングしてあげる作業は、今回

の実習では１人１頭ずつだったから楽だったけれど、センターの方数人で毎日するのは大変そう

だなと思いました。センターの方たちはとても牛たちに愛情を込めていて、牛たちもお世話して

くれる人に懐いていて、とても素敵だと思いました。センターの方々は、いつかは肉牛として出

 - 1 - 



荷するとしても、せめて生きている間だけは幸せでいてほしいと思ってお世話をしているのかな

と考えると複雑な気分になりました。 
 今回の学外研修で様々な人や命に触れましたが、それらはすべて私たちの生活に関わりがある

ことで、普段そういった色々なことに気づかずにいたのだなということがわかりました。今後、

自分を取り巻いているいろんなものとの繋がりについて考え、その中で自分に何ができるのかと

いうことを考えていきたいと思います。 
 
 
 
17060030 安里 耕 
 
 本当に有意義な研修でした。人と自然との結びつきを強く感じた二日間でした。 
 諸塚村での生活は一切が人の手で行われており、日頃の私たちの生活とはかけ離れたもので、

不便だと思うこともたくさんあったけれど、大豆畑や茶園の草取りや清掃、自分たちでの夕食の

準備をしたりと、貴重な体験をいろいろさせていただきました。何か一日がとても長く感じられ、

充実感いっぱいでした。また、地鶏つぶしは衝撃的でした。私はかなりのチキン野郎なので、首

や足を切り落としたりするのはとてもじゃないけどできません。しかし何とか毛を取っていく作

業には参加できました。その後、夕食に出てきた鶏肉に、取り残したのでしょうか、毛がはっき

りと付いていたことはもっと衝撃的でした。ちょっと固かったけれど、でもおいしかったです。

農作業をして食事の準備をするという単純な活動だけだったけれど、自然と触れ合うことができ

てとても新鮮でした。 
 また畜産センターでの牛の世話は、かなり大変でした。初めて間近で見る牛はかなり大きく、

ものすごい量の草を食べていたので、私は圧倒されてしまいました。確かに牛には胃が 4つある
ように思いました。また、牛がげっぷし、メタンを吐き出すのを注視していましたが、結局見る

ことができませんでした。子牛の首に縄をかけたり、汚れを落としたりもしましたが、子牛でも

力が強く、一旦動いてしまうともとの場所に戻すのにとても苦労しました。それでも、世話をし

ていると牛たちの性格に一頭一頭違いがあることに気づき、少し愛着がわきました。 
 私たちが日頃“農学”と称し、机の上で学んでいることは植物とか、土とか木とか「自然」そ

のものを研究したり分析したりするだけで、実際に現場で農業に携わっている人々とのつながり

が薄いように思った。その点、この研修では、自分たちで農作業に従事することで、「人と自然

とのつながり」を再確認することができ、大いに為になった。また、木材加工センターや地鶏つ

ぶし、牛の世話などを通し、私たちの身の回りのもの全てに製造機関があることをも実感できた。 
 わずか二日間だったけれど、諸塚村の方々は無力な自分たちを親切に指導してくれました。有

難うございました。これから農学を学ぶ上で、少しやる気が起きました。 

 - 2 - 



17060040 阿部祐典 
 
 最初の木材加工センターでは話しを聞くより木が木材としてどんどん加工されていく様を見て

いる方が楽しかった。木材加工センターでは木の粉が空中を待っていたのでセンターの人達の気

管は大丈夫なんだろうか、などと考えていた。 
 藤屋では到着したすぐに農作業をやると伝えられて、何をやるのか分からないまま田んぼに連

れてこられた。そして刈り取った稲を乾燥させる仕事をした。田んぼの量も稲の量もとても多か

ったので、最初は 5人だったが最終的には 10人くらいでやったが、それでも結構な時間がかか
って疲れた。この作業を農家の人達は 2、3人でやっているのかと思うと農業はとても大変なん
だと思った。 
 その後地鶏つぶしをしたが、鶏を殺す瞬間を見るのも初めてだったし臭かった上、血が出てい

たので経験者に任せて自分は見ているだけだった。夕食でその鶏が出てきた、とてもおいしかっ

た。その他の料理もおいしいものばかりだった。その後の交流会では地農の同級生といろんな事

を話すことができ、今まであまり話したことがなかった人とも交流が深まったと思う。また、消

灯後も寝るまでずっと話を続けてとても楽しかった。 
 次の日は畜産振興センターに行った。そこで牛の世話（給餌、洗浄、ブラッシング）をした。

牛の餌やりは比較的簡単だったが、知識として知っていたとはいえ、あれほどの量の干し草を全

て平らげてしまうのを生で見て驚いてしまった。 
 その後子牛にロープを付けてブラッシングを施したが、子牛は人間を怖がって暴れて逃げる上

にブラッシングの最中でも糞や尿を出すのでかなり手こずった。さらに自分は長靴を忘れたため

土に足が取られてもっと苦労した。（その靴は帰って一番に捨てました。） 
 池ノ窪グリーンパークではログハウスで昼食を取ったり、時間があったので喫茶店のようなと

ころでコーヒーをのみ、自家製ハーブクッキーを食べたりなど久しぶりにゆったりした感じで過

ごせたのでだいぶ癒された。 
 帰りのバスの中では自分も含めてほとんどの人が眠りについていた。今回の研修はとても大変

で疲れたけど、農業の経験を積んだり、同級生との交流を深めることができたなど大変有意義な

ものになった。 
 
 
 
17060050 有田法弘 
 
１、諸塚木材加工センター 
 諸塚木材センターでは、運ばれてきた木材の仕分け・加工を主に行っている。作業は機械中心

で行われているが、次々と加工されていく木材をみて、正直な驚きをおぼえた。 
２、藤屋(大豆畑の草取り、地鶏つぶし…) 
 藤屋に到着すると、まず大豆畑の草取り・清掃にむかった。藤屋は周りを山にかこまれた場所

にあり、田畑が多く、のどかな場所であった。だが、大豆畑は正直に言わせてもらうと自分達の

ためにかなり放置していただろうと思われる程だった。当然、草刈にはかなり苦戦した。 
 次に、自分達は地鶏つぶしなるものにとりかかった。要は地鶏をさばく事であった。生きてい

る鶏を殺すという初めての経験で、大部分の人が恐れを感じていた。仕方ないので自分が進んで

やった。包丁で鶏を切ろうとしたがなかなか切れなかった。三度目でようやく切れた。なかなか

に丈夫なものだな、と感じた。それと同時に鶏に対する申し訳ないという恐ろしさを感じた。 
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３、畜産振興センター 
 畜産振興センターは大中小の様々な牛を扱っていた。今回自分達が経験したのは牛の餌付け・

世話(ブラッシングなど)・子牛の口輪付けなどであった。 
 驚いたのは牛の重さである。ある程度の牛になると大学生の自分がおしても引いても全く動か

ない。牛の世話の前には牛をどこかにつないでおかなければならず、それだけで一苦労であった。 
４、池の窪グリーンパーク 複層林見学 
 池の窪グリーンパークでは複層林の構成について、実際に歩いて見学した。複層林は何年にも

わたって収穫しなければならず、また木材として完成するには長い年月を必要とするので、収穫

する順番に植える配置をずらしていた。実際に見学してみると、本当にくっきりと木の成長が違

う。ここまでの林にするのにどれくらいの苦労があったのかは、想像できないほど壮観なもので

あった。 
５、感想 
 今回の研修で感じたことは、まず、自分達とは全く違う常識のなかで生活をしている人もいる

ということだ。今回の研修は初めての体験というものが多く、また普段の生活では特に気にしな

いようなことを気づかされた。 
 また、自分の中で今回の研修に参加できてよかったと思う。それはとても有意義な時間を過ご

せたということが一番である。学ばせられることや、友達や地元の人との協力を通して感じた一

体感というものがとても心地よく、また有意義だったと感じた。 
 最後になるが、今回の研修でお世話になった各々の方々には心からお礼を述べたい。 
 そして、この研修で学んだことは、全てを生かすことは出来ないかもしれないが、それでも今

後の自分に生かしたいと思う。 
 
 
 
17060060 安東俊彦 
 
 本当に有意義な２日間だった。のんびり過ごした夏休みの時間の中でこれほどまでに密度濃く、

村の担当の人や先生方が考えて下さった凝縮された計画の下で様々な体験を仲間と共にすること

ができた。もちろん、働き通しだったわけではない。力を合わせて作った料理をここ最近では味

わえなかったような、働いた後の充足感いっぱいのままに食したあとは、就寝までは皆フリータ

イムであったし、そのときに見た美しい星空は(天気のせいか満天の星空とまではいかなかった
が)いずれにしても素直に驚き、そして感動させられてしまった。普段の生活からわずかな時間
であっても離れ、バスに揺られて３時間。どこかもしれぬような山の中にある小さな村で発見し

たこと。それは、普段は私たちの身の回りでは決して出会わないような珠玉の事柄の数々であっ

た。グループワークで汗を流した農作業体験はいままで授業で習ってきた農学に関する知識とは

別に、体を実際に動かしてみて初めて会得できるような農業の素晴らしさを教えてくれた。あえ

てそれを挙げるとするならば、周りを取り囲む自然の豊かさに身をおくことのできる幸福であり、

畑の中にあった稲わらが発する生命の匂いであり、それは瑞々しさを伴うものだったので作業後

の疲労感を心地よい疲れに近いようなものに変えてくれた。無心で体を動かしていた。名前は分

からないが木でできた稲わらを吊るす物干し竿のようなものに、吊るせるだけひたすら稲わらを

吊るし、要領よく作業をこなす村のおじさんやおばさんを手本に時には会話も交えながらひたす

らに取り組んでみた。一日だけだったら分からない苦労や大変さ。たった３時間で分かったつも

りになることなんておこがましい事なのかも知れない。けれど、実際のところ本当に率直な感想
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としては楽しかったということが、全てなのかもしれない。都会に住んでいる人が休みの日に自

然を求めて田舎を訪れる人が最近多くなったように、僕も普段できないことが、新鮮でおいしい

空気の中でできたし、短時間の作業だったからこそよい面ばかりが目だって見えてしまった。単

なる遊びではなくこの貴重な経験を無駄にはせず、これから農学を学んでいくための足がかりと

したい。   
 次に食事準備のことについてもう少し掘り下げて書いてみたい。調理自体は苦手なことだった

ので正直なところあまり皆の役に立てなかったかもしれない。でも、その中の作業のひとつに地

鶏をさばくという項目があったのだが、そのことは今も鮮明に覚えている。地鶏を絞め、最後に

息を止めるために鉈で切らなくてはいけないことが、あまりに衝撃的でインパクトが強かったた

め、その作業はタジロギ一歩下がったところから果敢に挑戦する同級生の姿を見ていたのだが、

さすがにここまできて何もやらないのはまずいだろう、畜産関係の仕事に携わっている方々の気

持ちを少しでも理解するために死んだあとの羽をむしる作業を手伝ってみることにした。３人が

かりでやってみたが、これがなかなか難しい。羽がなかなかむしれずに手間取り、多くの時間を

費やしてしまった。お湯につけた地鶏の胸の温かさが印象的だった。今私たちの身の回りに溢れ

ている食べ物。僕は普段何の苦労もなく、肉やら魚やら野菜やらを食べている。もしかしたら、

食べることへの感謝すら忘れていたかもしれない。でも、本当は何かを食べるってことは自然の

中に生きていた１つの命を自分に分けてもらうってことなのだろう。きっと今この世界のどこか

では僕が明日食べるやもしれない牛肉や豚肉、そして魚がこのまえみたあの光景のように死んで

いくんだろう。食料を大事にしていかなくてはならない。生きているものを実際に捕まえて食す

ることは、スーパーで売られている品物を買って食することなんかよりずっと難しいことなのだ

から。  
 そして最後に行った牛舎は本当に感動した。餌やりやブラッシングで触れ合って気づいた、生

きている動物の温もりは今でも覚えているくらいはっきりと僕のこころの中に残ったと思う。餌

を欲しがってないたり、何か他に別の主張があるのかもしれないけどしきりに何かを語りかけて

くれているかのようで可愛らしかった。あれだけの頭数を毎日世話をすることはものすごく大変

なことだろうと思うけど。  
 これだけの貴重な体験をさせてもらえるのだから諸塚村は人も自然も本当に素晴らしいところ

ですね。皆やさしくて、親切ですごく感謝しています。  
 もっと、もっとバスツアーやらで幅広い年代にそのよさを体験してもらい広めていってはどう

ですか。色々と事情はあるかもしれませんが、実際に訪れて、体験して、実感しないとなかなか

気づかないこともありますし。(今までの僕のように)  
 豊かな自然の中でこころがあらわれるような営みで暮らすことができるのは羨ましいです。農

業に、畜産に、林業に村の人が一丸となって取り組んでいてすごいことだなぁと感じます。 
いつかは僕もそのような暮らしに身をおいて。  
 また、訪れてみたいです。  
 本当にありがとうございました。 
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17060070 上田晃平 
 
 今回の学外研修で最初にバスを降りたのは製材工場でした。木を加工するところを見学したの

ですが、私が一番印象に残ったのは木の皮を剥く機械です。フォークリフトで木をたくさん乗せ

るとベルトコンベアで木が一本ずつ運ばれて、外に出てくると皮がきれいにむけていました。な

んとなく鉛筆削りみたいな機械ですが、皮をきれいにしかもすばやく剥いているその機械にはす

ごく興味を掻き立てられました。中を見てみたかったのですがみんなあっさりスルーしていって、

説明もあまりなかったのが少し残念でした。製材工場にはいろいろな機械があり、コンピュータ

ーで確認して木を製材する機械や、かんながけする機械もありましたが、私は皮むき機が一番凄

いと思いました。 
 そのあと、昼ごはんなどを経て宿泊する公民館につきました。そこで着替えてすぐに茶畑の草

刈の手伝いをしました。お茶の木に絡んでいるツタをとる作業ですが、ツタがメチャクチャ多い

のに驚きました。ツタの根を引き抜くと芋のようなものがついていて、昔やった芋掘りの感覚で

した。芋は大きなものも多く、大きなものが取れるとなんとなく達成感があるので、かなり頑張

って作業しました。 
 草取りの次は稲の天日干しの作業でした。私の祖父は農家なので米の収穫を手伝ったこともあ

ったのですが、今回の研修のように天日で乾燥させたのは初めてでした。最近は機械で乾燥させ

ることがほとんどだと思うのですが、いい経験になったと思います。余談ですが、畑の持ち主の

方に「兄ちゃんたちご苦労さん！差し入れかなんか持っていってやろうか～」といわれたので

「僕たちビールが大好きです！！」と答えたら本当にビールが届いたので驚きました。 
 晩御飯を作る際に地鶏を絞めました。話には聞いていましたが、首を切った後にしばらく動く

のは少し気持悪かったです。ですが、もう自分で鶏を絞めることはないと思うのでいい経験にな

りました。 
 次の日は牛の世話をしに畜産センターにいきました。きれいにした牛が１１月に出荷されると

きいて複雑な気分でした。小牛はかわいかったです。 
 全体の感想としては、いい研修でした。農業に触れる機会はあまりないのでこの経験を生かし

たいと思います。 
 弁当がもう少しおいしいとなお良かったと思います。 
 
 
 
17060080 牛飼哲生 
 
 諸塚村へ 1泊 2日の学外研修。宮崎大学からバスで 3時間ほどの山の中にある村である。林業、
しいたけ、茶、牛の4つを組み合わせた複合経営が特徴である。 
 林業に関しては独自の製材所があり、世界基準の森林認定である FSC森林認証も取得してい
る。日本の森林は現在ほとんどがスギ、ヒノキの単一林であるが、諸塚の森林は様々な種類の木

が並ぶモザイク林である。世界基準の森林認証取得による恩恵は品質保証のみではなく、製紙業

に卸してもらえたり、生産者の顔が消費者に見えたりなど、様々である。 
 牛の存在は畜産のみではなく林業にも一役買っていて、大変な労働である下草刈りを放牧して

済ませてしまうようだ。牛小屋の中で子牛を追うのに苦労したが、あんなに機敏に動けるなら山

の中でも大丈夫だなと思った（のそのそとしているイメージが頭の中にあった）。 
 宿泊場所藤屋に到着したときは実家近くの風景の一部にあまりにも似ていたので思わずはて？
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と頭をかしげてしまった。入り組んだ山の斜面に開かれた機械の使いにくそうな段々茶畑の草取

りは久しぶりの感触である。小型な機械を使いお茶を収穫しているらしい。地鶏つぶし。地区の

祭りではほっぽってある鶏の足を引っ張りながら様子を呑気に眺めていたが、今回ばかりは自分

の番である。地鶏の首を掻き切り、羽をむしった。この様子を見れば少なくとも肉を食い残す人

はいなくなるのではないか？ここで取れた野菜、新米、お茶、豆腐と一緒に丁重に戴きながらそ

う感じた。 
 ふと、周りを見るといろんなものが飾られている。諸塚の自治を象徴するものばかりだ（甲斐

さんがいっぱいいた）。諸塚へ来て強く感じるのはここが国の縮図であることだ。複合経営、自

治の独立心に見られるように共同体の運営に必要な要素は全て揃っている。村の拡大が国で、都

会といえば国の一部である。突出してはいるが、それひとつだけでは成り立たない。もし日本が

国としてダメになっちゃっても諸塚みたいな村は大丈夫な気がする。 
 星と木漏れ日がきれいなところでした。 
 
 
 
17060090 牛島教大 
 
 今回の学外研修に参加して、たくさんの事を学ばせてもらった。また、たくさんの良い経験を

積ませてもらった。研修に行くまでは、休みぼけもあり、いまいち、気持ちが乗らなかったけれ

ども、いざ研修が始まるとそんな事は言っていられなくなった。実際に諸塚村の農家の方の茶畑

の草取りから始まり、大豆畑の草刈などの作業を体験させてもらったが、腰をずっと落としたま

まの作業で本当に疲れた。僕らが、そういう作業に慣れてないのもあるけれども、それを考えて

も、あの作業の大変さには驚いた。僕等よりもずっと年配の方があのような作業をしていると思

うとさらに驚きだった。そして、夕食作りでは、初めての地鶏つぶしを体験させてもらった。僕

は首を落とす時の鳥を持たせてもらったが、鳥の最後の死んでいく様を体全体で感じさせてもら

った。それから血を抜き、毛をむしり、切り分けていくにつれて、普段僕等が目にする鶏肉の姿

になっていった。今まで何気なく食べていた鶏肉はこんな大変な思いが込められていた事を知り、

本当に考えさせられた。今回の体験でも感じた事だけれども、僕等のような消費者と生産者との

関係が薄すぎると思う。僕等はもっと現場の大変さを知って行く事が必要だと感じた。食べ物の

大切さが全然意識できていないと思う。今回の体験は本当にいろいろな事を考えさせてくれたと

思う。 
 また、今回の研修では、たくさんの思い出も作らせてもらった。晩ご飯の後は今まであまり話

す機会のなかった友達といろいろな事を語り合う機会が持てた。山の中なので星もきれいで、ち

ょっと寒い中にもかかわらず、半そでで友達と語りあった。これからの学生生活を送る上での大

切な友好関係を築くことができた。二日目も牛の世話など、経験しないとわからない面白さを体

験させられた。餌を一心に食べる牛の顔は本当にかわいく、見ていて楽しかった。 
今回のこの貴重な体験を生かして、これからの大学生活をもっと有意義に送っていきたいと思っ

た。 
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17060100 衛藤宏章 
 
 初日の朝、すっかり寝過ごしてしまい朝飯も食べずに家を飛び出した上に、出発直後に腕時計

も止まり、筆記用具を忘れたと思いこむなど、昼頃には私はすっかり沈没していた。しかし、夕

方に、買った稲の束を竿にかけるという作業をした途端に、どこにあったか、みるみる元気が出

てきた。以前からそうだったのだが、その時にも「やはり、沈んだ気持ちの時は農作業するに限

るな。」と再認識した。 
 その農作業の時私は、米粒一粒足りと無駄にしてはいけないと、稲の束をできるだけ丁寧に取

り扱った。ご飯をいただくときのように。しかし、現実は違っていた。もう、投げるは振り回す

はのやりたい放題。こんな事でよいのかと思った。だが、作業をしながら考えてみるに、作業を

丁寧にやっていたのでは何より効率が悪い。また、米粒が多少落ちたとしても、それらはスズメ

などの餌になるのだから、決して無駄にはならない。実によくできたものだと思った。とはいえ、

米粒を決して無駄にしてはいけないと、米作りの話を聞きながら田に誓った。 
 その日の夕食。これがまた実にうまかった。これまでの人生で最もおいしい食事だといっても

過言ではない。本当にご飯（自然の恵み）をいただいているのだと感じ、感激した。特に、お豆

腐がおいしかった。翌日の朝食も同様で、こんなにご機嫌な朝食も初めてだった。おかげで、そ

れからの活動を非常に機嫌良く過ごせた。食事をいただくということは、本来こうあるべきで、

今回感じたような感謝の心を持ち、「有難い」の意味を知るべきなのだろうと感じる。 
 二日目。牛の幸せについて考えた。牛や馬は家畜になることで子孫を残し反映してきたといわ

れる。もし牛が野生だったらどうだろう。確かに、あの大きさや力ではここまでの反映はなかっ

ただろう。また、米国のフィードロットで肥育されている牛を思うと、日本の牛が最も幸せだと

思った。それとも、「幸せ」を考えるのは人の勝手なのだろうか。 
 最後に、村のピーアールについての話しがあった。私は、駅のポスターを使うことを進める。

鉄道旅行者の力は予想以上のものがある。あとは、日向市駅からのアクセスをどうするかだ。こ

の件については、機会があれば村の人と話してみたいと思う。 
 いずれにせよ、この研修での経験は、忘れることのできないものになると思う。 
 
 
 
17060110 大浦邦夫 
 
 今回の学外研修はとても有意義なものになりました。今まで店頭に売られている木製のものや

鶏肉は見たことはありますが、その形になるまでのほとんど専門の人しか知らないようなところ

を見たり、経験したりすることができたのは新鮮な感じがしてよかったです。 
 まず諸塚木材加工センターに行きました。そこではどのようにして丸太から木材へと削られて

いくのかや、削られた残りの部分はどうするのかを見ることができました。どうしても木材加工

ではくずがたくさんできるとばかり思っていましたが、意外にも 95％が使用されると聞いて驚
きました。 
 次に諸塚村へ行き、稲を干す作業を手伝いました。今まで干されている様子を見たことがあり

ましたが、干す作業をしたのは初めてでした。テレビで見たりして一度はしてみたいと思ってい

ましたが、結構体力がいる作業だなと思いました。その後、地鶏の解体をしましたが、一番最初

の首を切り落とすのは気が引けましたが、ひとたび肉の塊になってしまえば台所で包丁をバンバ

ンたたきつけている自分が不思議に思えてきました。それに実際に食べるときに言う「いただき
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ます」という言葉のありがたみがより一層分かったような気がします。 
 そして二日目には畜産振興センターへ行き、牛の餌やりなどをしました。聞いたところによる

と、牛には藁と配合した粉状の餌をあげるそうですが、そんな乾燥した餌だけでそうしてあんな

に水分が出るんだろうかと、子牛の世話をしながら考えてみましたが分かりませんでした。 
 このような貴重な体験ができてとても満足できました。ただ自分はまだまだ知らないことが多

いなと思いましたので、これから大学での勉強を通じて多くの知識を身につけていきたいです。 
 
 
 
17060120 太田夕貴 
 
 木材加工の現場を見たのは、今回が初めてのことでした。私の家も木造でしたし、親が日曜大

工を趣味としていたこともあり、木材として既に加工されたものはよく見ていました。木材とし

て加工されたものを見るだけではこれといって何も考えがえなかったのですが、この研修で初め

て木材になるまでの過程を知ったし、現在の木材の問題についても考えさせられました。木を伐

採するまでの年数が延びてきていることについてその理由を疑問に思っていましたが、それも解

決することができました。今まであまり興味を示さなかった分野でもあり、あまり知識を持って

いなかったのですが、この分野についても知っていくためのよい機会になったと思います。 
 この研修で一番衝撃的だったのは、地鶏つぶしでした。直接手がけたわけではありませんが、

なかなかない機会なのでその場面を見ていました。普段スーパーなどで肉を買うときや調理して

食べるとき、何も考えずに買ったり食べたりしていますが、今回は食べるとき改めてこれは生き

ていたものなのだということを実感しました。地鶏つぶしの場面を見たので食べることに抵抗を

感じましたが、見たからこそ残さず食べなくてはならないとも感じました。私も今までそうだっ

たように、私たちは他の生き物の命を食べているという実感がないため、平気で食べ物を残して

しまうようになったのではないかと思いました。 
 畜産の体験は、私が一番楽しみにしていた研修でした。子牛はかわいかったのですが、思った

より力が強く柵に繋ぐだけでも大変なくらいなので驚きました。私たちが体験したのは牛のえさ

やりと子牛の世話だけなのですが、それだけでも結構暑くなるくらいの作業でした。何かを育て

るということは植物にも動物にも共通して大変なことなのだと実感することができました。地鶏

つぶしの体験でもいいましたが、私たちの食材となるまでにある苦労のことも考えて、食材を大

切にしなければいけないと思います。普段の生活でこうした体験をふと思い出すだけでも心持が

違ってくると感じました。 
 最後に、聞いたところによると宮崎は明確な紅葉がないらしいのですが、諸塚村では紅葉がき

れいだということなので、インターネットでそうした四季の移り変わりをのせれば、より関心を

得ることができるのではないかと思いました。 
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17060140 小野 彩 
 
 一日目の最初は、木材加工センターの見学をしました。加工している木材の 80％ほどが森林
認証を取得しているところから切り取ってきていること、家族単位で森林を管理していることを

聞いて驚きました。あんなに大きな土地を家族くらいの単位で管理できるのかと思ったのですが、

それくらいがちょうどいいということが今でも信じられません。集落の団結もあって成り立って

いることを伺って、どうして成り立っているのか未熟な私には理解ができていないのでムラのシ

ステムをもっと詳しく知りたいと思いました。 
 大きな木材センターと流通経路がしっかりしていること、ムラの人の積極性が林業が成り立ち

元気である原因であるのでしょう。集落が離れているために移動するためにもっと便利な道がで

きればよいということですが、木材が運びやすくなり、学生が学校に行きやすいように整った道

ができればいいなと思いました。また私は継承者がいなくならないかと不安に思い、林業がメジ

ャーになってもっと目を向けてもらえるものになるようにPRが必要であると感じました。 
 藤屋さんでは、大豆畑の草むしりを最初にしました。もっと平坦で広い土地なら機械を使って

も収益が上がるのかもしれませんが、移動する道も栽培している土地もあまり広くはなかったの

で、機械は入れない方がいいのかなと思いました。収穫時期になると大豆を収穫しに、応援クラ

ブの方が収穫しに来ると、草むしりの時すえこさんがおっしゃっていました。収穫しているとこ

ろを見てみたいのですが、見られないのが非常に残念です。あとで鶏のつぶしをやったそうです

が、白和え用のゴマをすっていたので見られませんでした。吊された鶏を見たことがありますが、

あまり気持ちのよいものではないので、見たくありません。 
 ここでは、農業の大変さを知りました。狭い土地でも使える、安価で便利な農業機械ができれ

ばいいなと思いました。一年間を通して作業を見れば改善すれば楽になるところも見つけられる

のでしょうが、何もしていない自分では分からないところがいっぱいで実地で何かやってみたい

です。 
 二日目は、畜産振興センターで餌やりブラッシングをしました。餌やりは壮絶でした。10人
ほどでやっていたのですが、2キロの干し草はなかなかの量で前が見えませんでした。あれだけ
の量を何人でしているのか伺っていませんが、干し草を頭上にぶちまけられたりと息が合ってい

ないと結構な惨事でした。ブラッシングはブラッシングする前の柱に括り付けるまでが一番の苦

労でした。牛は強くブラッシングをしても痛くないのだそうでおじさんはがりがりとやっていま

した。牛の神経はどうなっているのでしょうか。 
 後は、子牛を追いかけて紐をつけました。暴れ回る子牛を捕まえるのは一苦労でしたが、おば

さんが助かったと言ってくださったのでうれしかったです。 
 午後はモザイク林を見学しました。いっぺんに切り出すのが大変であるからとか、収入が入る

間が短くなるなど昔の人の工夫が重なってモザイク林となったそうです。空から見ればさぞきれ

いなのだろうと思いました。 
 最後に矢房さんがおっしゃっていたとおり私たち現在を生きる者たちの多くは、生き物から遠

ざかっているのではないでしょうか。私は、買えば手に入って、できる原料や過程、作っている

人や機械や期間、そんなものを考えたことは今までありませんでした。しかしそれは大切なこと

なのだと今回の研修を通して感じました。 
 私は農学部ですから、農業がもっと人に知ってもらえて身近であることを理解してもらえるよ

うに、学んでいきたいと感じました。 
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17060150 尾原佳吾 
 
 今回の「諸塚森のエコゼミナール」で普段の生活では絶対に体験ができないようなことを肌で

感じることができた。 
 茶園・大豆畑の除草作業や稲を干す作業はとても大変で、作物を生長させ食べたり、飲んだり

するためには、多大な労力が必要になることを感じた。しかも諸塚村は人口が 2100人弱と少な
く高齢化率も 34％と高くなっているため畑作業は僕が思っている以上に大変なんだろうと思う。 
 セミナーで諸塚村のことを聞いて、成人式の発祥の土地であることや諸塚村の誕生・歴史・自

治組織について、林業・しいたけ・茶・牛が産業の中心であることなどいろいろなことを知った。 
 生きた鶏を殺して食べることは初めての経験で、スーパーで売っている鶏肉しか見たことがな

かったので、鶏の首を切って羽を抜くときはとても衝撃を受けました。人間は昔からこういう風

にして生きてきたのかと考えると、仕方ないという気持ちと可哀想だなという複雑な気持ちにな

った。でも夕飯の鶏の料理はとてもおいしかった。 
 畜産振興センターで牛の世話をして牛の大きさや食べる餌の量、フンの匂いに圧倒された。子

牛の世話をするときに思った以上に力が強く動きが素早いので、ロープで縛るのにも一苦労した。

世話をしているうちに愛着がわいてきて眺めていると、11月にせりに出されると聞いてせっか
く育てた牛がせりに出されるときの気持ちが少し分かったような気がした。 
 今回諸塚村に来て、人が温かく人と人のつながりが強く、自然も豊かでとてもいいところだな

と思った。大変素晴らしい経験ができてよかったと思う。この諸塚村で経験したことを今後の研

究や仕事に生かしていけたらいいなと思う。 
 
 
 
17060160 甲斐俊行 
 
 僕はこの研修がある前は諸塚村ことについてあまり知りませんでした。この研修は、諸塚村の

農業や村の人々のやさしさが感じることのできる研修でした。 
 1日目は、まず諸塚木材加工センターに行き見学をしました。そこで林業についてや木材加工
の工程などを説明してもらいました。加工する際に出るクズなどもいろいろなところで無駄なく

利用されると聞いて、少し驚きました。次は斜面にある茶畑で草刈りをしました。足下が不安定

ですごく大変でした。でも、一生懸命にがんばっていました。この後に食事の準備で、地鶏つぶ

しをみんなでしました。最初は残酷だなと思っていたけど、自分たちが生きて行くには仕方がな

いことなのだと思い直して地鶏がさばかれているところを見ていました。ご飯ができあがり、目

の前に並んだときに久しぶりに心から「いただきます。」と言えたような気がしました。2日目
は、朝早く起きて近くのお寺で鐘を突かせてもらいました。初めてだったので、突いて鐘が鳴っ

たときはすごくうれしかったです。朝食を食べた後に、畜産振興センターに行き牛の世話をしま

した。給餌やブラッシングなどをしました。ブラッシングをするために紐で結ぼうとしたら、牛

の後ろ足で蹴られてしまいました。子牛だったけど、ものすごく痛かったです。 
 今回の研修では、普段の講義ではできないような体験をしたり、農業の大変さや食べ物の大切

さが改めて分かったような気がします。 
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17060170 柿木佳奈 
 
 9月 28、29日の 2日間で、山村の暮らしや農作業を体験し、山村についての理解を深めるため
に、宮崎県の諸塚村へ行きました。私の住んでいるところも町の 7割が山、畜産の盛んなところ
です。なので、諸塚村も同じような場所だと思っていました。しかし、私が思っている以上に田

舎だったのでとても驚きました。 
 最初に「諸塚木材加工センター」を見学しました。山林が 95％を占めるところだけあって、
たくさんの木が加工されていました。そのほとんどが建築材料や紙の原料などになりますが、加

工できない廃棄物として残るものがあり、その処理方法が確立されていないことが分かりました。 
 午後からは宿泊場所へ移動しました。着いてすぐに、大豆畑の草取りをしました。女子 8人で
しましたが、普段はあれを一人でやっていると思うと大変な仕事だと感じました。その後に、食

事の準備をしました。手作りのできたての豆腐を味見させてもらうことができ、いつも食べてい

るものよりとてもおいしかったです。他にも地元の料理を作る貴重な体験をすることができまし

た。途中で鶏を殺すところを見ました。何度見ても見慣れるものではないなと感じました。 
 2日目は「畜産振興センター」へ行き、牛の世話をしました。家で牛を飼っているのですが、
私は牛がとても苦手です。久しぶりに牛に近づくのは怖かったです。子牛のブラッシングをした

とき、子牛にもかかわらずすごい力だったので驚きました。 
 次に池ノ窪グリーンパークへ行き、森林を見学しました。木を加工するようになるまでには何

十年も手間暇をかけていることが分かりました。 
 この 2日間で、様々な体験をすることができました。鶏にしても普段はスーパーなどで買って
いるので、殺すところを見て食の大切さを再確認することができました。また、森林を歩いて回

って、普段何気なく見ている山もよく見ればたくさんの種類があり、意識するといろんなものが

見えてくることが分かりました。これから農業についての専門を学んでいく上でも、この体験は

とても貴重なものになりました。また、地域の農業に貢献できるような人間になりたいと強く思

いました。 
 
 
 
17060180 加藤雅俊 
 
 自分は今回の1泊2日の研修で、実に多くのことを学びました。 
 自分はずっと宮崎で育ってきて、宮崎のことなら大抵のことは知っているつもりでしたが、ま

だまだ自分の知らないことがたくさんあるということに気づかされました。 
 例えば、宮崎が農業が盛んであるということは知っていても、林業もあんなに盛んに行われて

いるということは知りませんでした。また、諸塚村の公民館の制度についても、宮崎にずっと住

んでいながら、全国的にも有名な物であるとは知りませんでした。 
 また、この研修の間には、様々な貴重な体験もさせていただきました。 
 特に印象に残っているのは、目の前で地鶏をつぶしたことです。自分はただ見ているだけでし

たが、食べ物の大切さを考えさせられる、貴重な体験でした。今までも、肉を食べるということ

は、この動物を殺して食べているということを、頭では分かっていたつもりでいましたが、実際

にその現場を目撃するとあまりに衝撃的でもありました。鶏の首に刃物を当て、切りつけると、

たくさんの血がだらだらと流れ、また、切りつける力が弱かったのか、一度切りつけただけでは

鶏は死なず、バタバタと暴れ、しかし 2度、3度切りつけていくうちにだんだんと弱っていく様
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子を、なぜか目をそらすことができず、食い入るように見つめていました。その後、その地鶏を

いざ食べるとき、いつもと変わらぬただの鶏のはずなのに、その肉片を口の中に入れると、いつ

もより何となく重たく感じました。それは、その肉自体の重さというのではないとは思うのです

が、自分でも、なぜそう感じたのかは未だによく分かりません。もしかすると、それがその動物

の命を感じながら食べるということだったのかも知れません。ともかく、このことは何かを食べ

るときには、その命を同時にもらっているのだということを実感できるよい体験だったと思いま

す。 
 
 
 
17060190 上宮田省吾 
 
 今回初めて諸塚村という人口約 2220人で、村の 95パーセントが森林である村に行きました。
諸塚村の研修は、自分の生活の考え方、そして生きる上で知るべきことの甘さを痛感させられま

した。 
 まず、1日目に諸塚村を知るために講義があり、その中で感じたことは、諸塚村は地域の輪が
かなり強く理想的な林業立村社会を目指していることが分かりました。農業体験では、茶の畑の

草刈りの手伝いや、稲刈りの手伝いをしました。その中で自分はたった数時間での作業をするだ

けで疲れを感じました。だが、おばちゃんたちは疲れを見せず楽しく農業をしているように見え

ました。実際に自分もおばちゃんといろいろ話したりすると自分も農業の楽しさを発見できたと

思います。また夕食での「食体験」というかたちで地鶏のぶつ切りに挑戦したのですが、実際に

鶏を殺して料理するのは、初めてなので気持ち的に動揺していました。そして羽を抜き、ぶつ切

りにし、料理になったときに、自分は生き物を殺してそれらを食べ生かされているのを実感する

ことができ、「頂きます」、「ごちそうさま」の大切さを改めて強く感じることができました。 
 2日目は、畜産体験で牛の世話をやりました。自分たちは「牛のえさ」、「子牛の手伝い」をし
たのですが、牛の世話をすると言葉では表せないほどの牛のぬくもりを感じました。特に、子牛

をブラッシングしているとき楽しさを感じました。畜産の体験もいい経験になり、本当に感謝し

ます。また林業での、スギの木や、ヒノキの生産のやり方や仕組みを習い、今までの身近にある

木のことが分かるようになりいろいろな森または木を違う視点から見ることができました。 
 初めてこのような体験をして、今までの自分の生活は便利でよいものだと思っていましたが、

諸塚村で 1泊 2日を通してただ今の生活では、物流を通して生命の大切さが分からないことが分
かり、ただ便利さを追求するのではなく、本当の便利さとは何かを見つけなければならないと思

いました。そして、いろいろなことを学び、いろいろな角度で考えることのできる「豊かな人」

になっていきたいと思いました。今回は、本当に体験ができてよかったです。 
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17060200 河野泰貴 
 
 ◎諸塚村 
 ○諸塚村について 
 人口･･･2119人 （740戸）    山間のわずかな平地に88の集落が点在 
 面積･･･18.759ｈａ    ９５％が山林 
 高密度道路網約 ６０m／ha  （全国平均８m／ha） 
 
 ○諸塚村の歴史 
 明治以前 家代村と七つ山村   1889年に諸塚村誕生 
 1937年 シイタケ生産日本一 
 1938年 諸塚ダムが完成 （当時日本一のダム） 
 1946年 第一回諸塚村成人祭 （成人式の発祥） 
 1948年 諸塚村自治公民館運営及び組織が発足 （諸塚方式自治公民館組織） 
 1957年 四大基幹産業の重点整備へ  
  
 ○諸塚村の産業 
 四大基幹産業･･･林業、シイタケ、茶、牛 
産業は家族で行い複数の産業をする諸塚型複合経営（1957年）。この経営は一つの産業が失敗し
ても、もう一つの産業で補う方法です。 
 林業･･･森林面積 17.000ｈａ （国有林 2％、私有林 83％） 
    人工林率 86％ （針葉樹：広葉樹＝7：3） 
 シイタケ･･･昭和55年に生産高10億円 
 茶業･･･荒茶の生産 
 和牛･･･林間放牧 
  
 ○地域づくりのコンセプト 
 自然との共生  地域資源や産業を生かす  継続できる事業 
 
 ◎学外研修を経験して 
 ○諸塚木材加工センター 
 私は初めて木材の加工センターを見学しました。木材はまず大きさ別に分けられていて、それ

から機械で樹皮を取っていました。そして木材はもちろん、一部を除いてその樹皮も肥料などに

使われて、木材は 90％以上が使われているそうです。問題は残りの資源を産業廃棄物として捨
てられているため、その資源をどうにかして利益に結びつけることだそうです。それから、丸い

木材を四角い木材に切断するのは、コンピューターを使っていて、コンピューターが大きさや中

心の位置を判断して、機械が自動で切断を行っていました。機械の進歩は仕事の効率と正確さを

上げ、利益を上げているのだと思いました。昔は一本加工するのも大変だっただろうと思いまし

た。 
 ○茶園の草取り・稲掛け 
 私は宮崎県の田野町に住んでいます。田野町にも茶畑があり、諸塚村の茶畑も田野町のような

茶畑だと思っていました。しかし、田野町のものとはまったく違っていました。まず諸塚村の茶

畑の場所は、急な斜面にあり、田野町は平地にあります。それから田野町の茶畑には霜取りの扇
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風機がついているのですが、諸塚村にはありませんでした。 
 稲掛けは初体験で、大人数でやったので、そんなには疲れなかったのですが、家族単位でやる

のは大変だろうと思いました。それから意外に思ったことは、稲の束を上のほうから落としたり

していて、もっとお米の粒が落ちないように丁寧に扱うものだと思っていました。 
 ○地鶏つぶし 
 私は地鶏つぶしを初めて見ました。最初は気持ち悪いと見ていたけれど、自分たちが食べるた

めに殺していると考えたら、自分がなんて馬鹿なことを思っているのだと思い、食べることに関

して、お肉も、魚も、野菜も、もっとありがたみをもって感謝しながら、食べなければいけない

と思いました。 
 ○牛の世話 
 私の家の近くには、牛を飼っている家が何件かあるのですが、どのように世話をしているのか

しりませんでした。でも給餌やブラッシングして、初めての経験でめったに出来ないことなので、

とてもよい経験が出来ました。最後の子牛を捕まえるのが一番苦労しました。子牛も力が強く逃

げられていたのですが、やはり家畜振興センターの人はコツを知っているのか簡単に捕まえてい

ました。 
 ○複相林見学 
 私はこの見学で、ヒノキと杉の違いも分からなかったのですが、葉っぱの形の違いを教えても

らい、わかるようになりました。それからモザイク林も見ました。そして、木を順番に伐採して

いることや、森林の地すべりの働きの説明を聞きました。 
 
 
 
17060210 川畑拓也 
 
 今回の学外研修では多くのことを学んだ。諸塚村と聞いて考えることはまずしいたけ、林業だ

と思う。95％が山林、人口が 2,119人と決して生活を楽しめるような場所ではない。しかし、成
人式発祥の地であるなど魅力の多い村である。 
 宿泊地周辺は、標高 400メートルと聞いた。私たちが普段見えている山や田と違い高低差もあ
った。印象に残ったのは、地鶏つぶしから始まった夕食作りだ。普段私たちはスーパーに加工さ

れて販売されている鶏肉しか見えない。この体験を通して、私たちは多くのこと、物事の裏側に

目を背けてきたのだと感じた。本来あるべき姿を見たり体験したはずなのに、目を覆いたくなっ

たのはそのせいだと思った。 
 夜は学科の友人と外を散歩した。地元の人が道を案内してくれたり、夜も遅いのに商店を開け

てくれたりと村の人々の暖かさを感じた。またこの日は天気もよく、星がとてもきれいに見えた。

諸塚村は、「椎茸」「林業」「茶」などの＜もの＞をアピールしているが、もの以外でも魅力はた

くさんある。村の人々は当たり前だと思うかもしれないが、私たちにとって新鮮なこと・ものが

諸塚にはある。勝手な意見だが、そこに目を向ければ村の活性化にもつながるかも知れない。 
 村の人のあたたかさに触れたが、朝もお寺の鐘をつかせてもらったりした。都会とも違い、村

民同士の連携が強く、村の方々が主役となって村の運営に取り組んでいることが分かった。 
 2日目の牛の世話は初めての体験だった。畜産を行う農家の方々の苦労を、身を持って体験で
きた。 
 諸塚村は、人と自然とが一体となったよい村である。あんなにたくさんの星を友達と眺めたの

も久しぶりで、寺の鐘を鳴らしたのも初めてだった。また、身をもって体験することで改めて分
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かることも多かった。ただ単にものを消費することの多い私たちにとって、「作る」という体験

は新鮮であった。私たちが目をそむけてきたものもあったかもしれない。 
 この体験で、これからの大学の授業に興味がわいた。研修では、一方的に教わることが多く、

少しの役にも立てなかったような気もするけど、普段の大学生活では決して学ぶことのできない

大切なことを学ぶことができた。 
 
 
 
17060230 久保あゆみ 
 
 しいたけの館 21でのオリエンテーションで矢房さんが話された規格外の農産物の話が印象に
残った。箱詰めしやすいように農薬を使って農産物の形をそろえる。また、形の悪いものは消費

者に受け入れられない。私たち消費者は、「少しぐらい形が悪くても買う」と口では言うが、実

際店舗で商品を買うとき絶対に形の悪いものより整ったものを手にとってしまう。無農薬や有機

栽培は生産者にとってはコストが掛かる点と、消費者の意識改革が問題点であり解決しなければ

ならないと思った。 
 七つ山で大豆畑の草取りをして思ったことだが、雑草に負けていまひとつ丈夫でない大豆が多

くあったのを見て、こまめな除草作業が必要だと思ったが、少ない人数で広い畑を何箇所も草取

りするのは実質無理なことである。農家の人々は毎日大変な作業をしているのだと改めて実感し

た。こうして考えると、農業というのは労力がかかりしかも収入は不安定で多くはない産業だと

思った。 
 地鶏をつぶす現場を遠目ではあるが目撃して、命が終わる瞬間を知った。その夜つぶした地鶏

が食卓に出てきて、命を粗末にしてはいけないと思いつつもとても食べることは出来なかった。

今回の研修で食料のありがたみを学ぶことが出来た。数年後には世界中で食糧難が起こるだろう

といわれるのに、現在私たちの周りには食料が余り過ぎている。食料があって当然という意識を

改め、一つ一つの食料を大事にしなければならないと思った。 
 畜産振興センターにて牛の給餌をしたとき、牛が粗飼料を選り好みして食べているのには驚い

た。粗飼料にもうまいまずいがあるのか・・・その後子牛のブラッシングをして自分がブラッシ

ングをした子牛に愛着がわいた。いずれ出荷されて食用肉となるだろう牛たちを病気のないよう

に大切に愛情込めて育てているのがわかった。 
 複相林を見学して、木は植樹された年代ごとに場所が決まっていることを知った。今まで遠く

から山を眺めていて「なぜ所々ハゲなのだろうか」と疑問に思っていいたがこういう理由からな

のだとわかった。実際に山の中に入ってみて、植樹の境界があることや針葉樹の中に広葉樹を混

ぜて植樹していること、杉やヒノキなど根が浅く土砂崩れを起こしやすい木でも下草が生えてい

ることで安定することがわかった。 
 今回の研修全体を通して考えたことがある。山村には都市にはない生活形態があり、都市にも

そのことが言える。山村と都市は直接的には関わりがないが、互いになくてはならない存在であ

る。将来人口が減少し、都市に人口が集中し山村に人はいなくなると予想されている。しかしそ

れでは都市の生活は成り立たなくなってしまう。都市の人が畑や水田のオーナーになり農業体験

をするなどして、山村・農村の大切さを世論に認めてもらい、都市と山村が今までよりも密接し

た関係になればよいと望む。 
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17060240 久保田啓介 
 
 今回の学外研修で、人と自然は本当は結びついているということをとても良く実感できたと思

う。宮崎県は一般的に田舎と良くいわれているが、その宮崎の中でも諸塚は特に田舎のレベルが

上位だと思う。こんなに田舎では暮らすのにも不便じゃないのかと思ったが、実際に人は住んで

いて、ちゃんと生活している。今自分が住んでいるところはそんなに発達しているわけではない

が、「都市と農村」という形で諸塚と比較できる。そこで「都市」に住んでいる自分は「田舎」

の自然に別世界を感じ、鶏をさばくことに抵抗感を覚えた。しかし世の中では誰かが鶏や牛、豚

などがスーパーなどにあるパックにされるまでの過程に携わっているのだ。「都市」も世の中の

一部である。一見、「都市」と「自然」は別であるように思えるが、実はいろんな形で結びつい

ていたんだと思った。つまり「自然」を介して「都市」と「農村」は結びついているんだと自分

なりに考えてみた。「都市」と「農村」、それぞれ生活のスタイルは違うけれども「自然」の恩恵

を受けながら生きていることに違いはないのだろう。 
 今回の研修で普段考えないようなこともたくさん考えさせられ、同じ学科の方たちと共同で作

業をし、おいしいご飯を食べることができ、とても貴重な経験ができたと思う。初めは面倒だと

思っていたが、終わってみるととても楽しかったと思えるし、本当にいい体験だった。 
 
 
 
17060250 久保田弘明 
 
 今回 9月 28日から 9月 29日にかけて諸塚村にて研修が行われました。木材加工場では実際に
木材を加工しているところや、林業の運営を学べました。その後集落で農作業を行いました。私

は稲干しをしましたが、小さい頃から慣れていたので、特に苦にはなりませんでした。それに皆

で協力して作業したので楽しくすることができました。その後、地鶏のつぶしをやりました。私

は小さい頃から父に教え込まれたので率先してやりました。この作業は初めはショックが強いで

すからしょうがないですけど。そして皆で夕ご飯を作って食べました。そしてきれいな星空を眺

めて一日が終わりました。二日目は朝早くから朝ご飯を作って食べ、一日が始まりました。初め

に牛舎で牛の世話をしました。牛の動きに翻弄されつつ楽しんで世話をしました。その後林業の

植え方を学んだ後、最後のグループ毎にディスカッションを行いました。私が議長をやり、発表

もしました。とても緊張しましたが、結構楽しかったです。この二日間ではいつもできないこと

を行い、知らなかったことを知ることができました。何より、小さい頃から父にたたき込まれた

ことを生かすことができ、嬉しかったです。でも今回の研修を通じて、命の大切さや、普段食し

ているものを生産することがいかに大変か改めて感じました。今後は食卓に並ぶ命たちのことを

もう少し考えていきます。初め諸塚村のことは、名前しか知りませんでしたが実際に行ってみる

ことで、山村の良さを感じることができました。地域同士のつながりがとても強く、成人式発祥

の地であるこの地に機会があればまた行ってみたいと思います。今の日本に必要なことがこの地

にはあると思います。道はとても険しく、不便な地ではありますが、これからも元気な村として

頑張ってもらいたいです。最後にこの学外研修で感じたことを忘れず、命の大切さと食の大切さ

を忘れないようにします。 
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17060260 小垣内葵 
 
 今回初めて諸塚村に行き、いろんな体験をしたが初めてのことばかりでとまどったし大変な思

いをしたが、本当に楽しかった。材木加工や地鶏つぶし・豆腐作りや牛の世話など、どれも非現

実的だと思ったがあれこそが本来の日本の姿なのだと思う。宿泊先で私たちの面倒を見てくださ

ったおばさんは何もないところでしょうといっていたが、とんでもない。今や多くの地域で失わ

れてしまった。人々の温かさ、のどかな里山の風景、多くの木々、美しい渓流がそこにはあった

のである。 
 木材加工センターで感じたことがある。そこで加工されているのはほとんどが杉らしい。杉は

生長が早いから人工的に育てて伐採するにはよいだろう。杉の人工林が作られるようになったの

は最近である。それと同時に花粉症患者の数も多くなったということはないのだろうか。祖母の

若い頃や父が子どもの頃には花粉症はあまり見られなかったらしい。しかし現代、花粉症を持っ

ていない人の方が少ないのではないかと思うのだ。確かに杉は加工しやすいのだろうからたくさ

ん植えるのだろうが、比例して人的被害も出ていると思う。利益や利便性も大切だが、植林地周

辺に住む人への配慮なども必要なのではないだろうか。今花粉の飛ばない杉の研究をしている人

がいるらしい。実用化されるのは当分先らしいが早く市場に出るといいと思う。 
 牛の世話は大変だったが最も印象に残った。肉牛を初めて見て、まずその大きさに驚き、食

欲・迫力に圧倒された。私たち 60人がかりで飼料をあげたから１時間そこらでできたが、従業
員の数はそう多くないだろうに大変そうだ。しかももっと大変なのがブラッシングだろう。競り

に出す前の牛なんて結構な大きさになっているし、ヒモで囲いにくくりつけるのも大変だと思う。

でもそれをおばさんは慣れた手つきでしていることに驚いた。ブラッシングが終わると牛にもな

れ、気軽に触れたし側に寄ってきてくれたのが嬉しかったし可愛かった。そしたらその牛は 10
月に競りに出すのだといわれ、とてもショックだった。おばさんに思い切って前々から思ってい

たことを聞いてみた。「牛を競りに出すときや食肉にするとき辛くないですか？」と。そしたら

「辛くない訳無い。懐いてきた頃に手放すのは本当に悲しいし、一頭一頭大切にしているからこ

そ辛くてもよい肉に育てようと思う」と言われた。この言葉を聞いて、本当に食べ物は大事に食

べようと思えた。 
 
 
17060270 小嶋建輝 
 
 学外研修（森のエコゼミナール）で諸塚村へ行った。諸塚村について最初に、諸塚木材加工セ

ンターを見学させてもらった。そこでは、周辺の山から切り取ってきた木材の皮を剥いたり、角

材にしたりしていた。木材の中には、FSCという世界的な機関からの「森林認証」というものを
取得したものもあり、それらは別にされ特別に扱われるらしい。そしてその「森林認証」を受け

ている木材を使って、産直住宅を造っているらしい。世界的機関から認定された木材でできた家、

住んでみたいと思った。 
 次にしいたけの館でオリエンテーションを受けた。矢房さんからも諸塚についての説明を受け

た。諸塚は、こんなにも山の中にあるのに道路網がとても整備されていること、四大基幹産業の

振興をテーマに村全体で林業・しいたけ・茶・牛を生業とした複合的家族経営林業を行い、安定

した収入を確保しようという考えであるということ、成人式の始まりの地は諸塚であること、な

どの話を聞き、実は諸塚ってすごいかもと思わされた。 
 オリエンテーションが終わり、二班に分かれてそれぞれの宿泊場所へと向かった。自分は藤屋
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班で公民館に泊まった。着いてすぐの印象は「何もない」の一言に尽きると思った。着くとすぐ

に茶畑の雑草取りをした。いものようなもののつるがたくさんあってこんな大変なことをいつも

農家の人はやっているのかと思った。草取りや米の稲干しなど珍しい体験ができてよかった。 
 そして夕食の準備になった。地鶏をつぶした。できれば見たくなかった。でも自分たちのため

に犠牲になってくれた鶏のためにもと思い見た。そして羽をむしった。むしり終えるといつもの

鶏皮の状態になってしまっていた。命の偉大さを感じた。その感情を抱きながら夕食を食べたの

でいつも以上においしくいただけた。そして夜は長かった。 
 次の日の朝、とても寒かった。山の気温変化はすごいと思った。そして優しかった諸塚の人々

に別れを告げ、二日目のビッグイベント、畜産振興センターでの牛の世話へと向かった。そこで

は、牛の餌やりとブラッシングをした。牛の顔を見てかわいいなと思った。ブラッシングも餌や

りも大変だったが、そこの人は毎日それの繰り返しなのだと感服した。 
 最後に複層林の見学をした。間近で見るとよく分かり、効率の良さを感じた。 
 こうして一泊二日の研修は終わりを迎えた。この経験をして感じたのは、諸塚の人々は優しい

な、作業と生活が共生しているな、ということだった。この経験を糧にこれからの人生がより大

きなものになるといいな、と思った。 
 
 
 
17060280 阪元瑠果 
 
 今回の研修を通して、私は２つのことを考えさせられました。まず、一つ目は物の流れについ

てです。私達が普通に生活している中で購入しているものなどは、やはり誰かが、何かしら仕事

をしていて作り上げたものだということを、実感しつつ感謝しました。そして私達は、それをど

うしても忘れがちになってしまいます。この満たされた世界では、しょうがないことなのかもし

れませんが、私だけでも感謝の気持ちを忘れないようにしたいです。人々に感謝ももちろんです

が、自然にも感謝の気持ちを、と思っていましたが、伐採された木を見て、自然のことが心配に

なりました。けれども、もし木を伐採しないようにしたら、私達の生活も困り、従業員の方々も

職を失ってしまいます。どっちも困らない程度に、というのは、どうしても納得がいかず、とて

も考えさせられます。このことについて、少しでも大学で学べればと思っています。 
 二つ目は、食料の大切さです。今回初めて、鶏がさばかれるのを見ました。普段私たちは加工

された物しか目にしていません。私も同様でした。今回も「そんなところ見られない」と最初隠

れていました。けれども、いつか、テレビで小学生に豚を処理センターまでの日数飼育させるも

のがあったのを思い出しました。小学生たちは、その豚に情が移り、殺したくないと思っていま

したが、それでは、食料の大切さが分かりません。彼らは結局処理センターにお願いするのです

が、その豚は自分がどこに連れて行かれて、どのようになるのか、分かっているのか凄い鳴き声

を発しながら、連れて行かれるのを彼らは見、そして食料の大切さを心から知ることになりまし

た。そのテレビで私は今の若い人々は食料の大切さが分かっていないから、この小学生の体験は

よいことだと思いました。そのことを思い出し、表に出ました。やはりとてもかわいそうでした

が、私たちが健康に生きていくためには、必要です。必要とするには感謝は忘れず、食べ残しな

ど、さばかれた鶏たち、鶏だけはなく、牛にも魚にも、失礼のないようにするのが、私たちのつ

とめだと思いました。今回の研修で、私は食料の大切さも、諸塚村の人々の支えも分かりました。

今後、このような体験をすることは難しいと思いますが、今回の研修のことは一生忘れずに、

日々過ごしていきたいです。 
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17060290 佐藤城誠 
 
 諸塚村での研修で、今の自分の生活と比べてみて、様々なことを考えました。その中でも一番

印象的だったのは、やはり地鶏をつぶしたことです。今までは店の肉の状態しか見たことが無く、

殺して肉にしていることは知っていても、どんな感じなのか想像したこともありませんでした。

実際につぶす時を体験してみて、鶏の暴れ方や声を聞いていると自分がされたらと考えてみてい

られなかったです。そして自分が今まで何も考えずに食べていた肉や魚などの食料はそうした過

程を経て食べることができているのだと改めて気づかされ、もっと食事の時は感謝して残さず食

べなければならないと思いました。 
 また、同じくらい印象深いことは、村の人達のつながりの深さ、温かさの大きさです。食事を

終えて飲み物などを買いに行ったときに、場所が全然分からなくて迷っていたので、ちょうど帰

宅しようとする人に尋ねてみたら、わざわざ歩いて案内をしてくれて、店はもうしまっていたの

に、その案内してくれた人が頼んで開けてもらい買い物ができました。ここまで親切で、村の人

と人のつながりを感じたのは初めてで、不便なことは多いけど、それ以上にこうした人柄は大切

でいいなあと思いました。 
 それ以外にも稲を干したり、牛の世話など体験したことがないことばかりで、様々なことを学

ぶことができ楽しく充実した研修となりました。また機会があったら行きたいです。有難うござ

いました！！ 
 
 
 
17060300 佐野明恵 
 
 学外研修で行った諸塚村の人達にはとてもお世話になった。1日目のお昼に諸塚村についてま
ず大豆畑の草取りをした。この時私は大豆畑を初めて見た。大豆を踏まないようにと抜かないよ

うにといわれていたので、思っていたよりも大変だった。草取りは久々でやり終わった後はとて

もつかれた。けど、諸塚村の人達は平気でやっていて驚いた。草取りの後夕食の準備を手伝った。

全部の食材が諸塚村で栽培・加工された物だった。こんにゃくが丸かったり、玉ねぎがとても大

きかったりと今まで見たこともないものばかりだった。おばさんたちが手作りの豆腐を作ってく

れた。その豆腐は今まで食べてきた豆腐の中でも一番おいしい豆腐だった。この学外研修で一番

残酷だったのは地鶏つぶしだった。殺されるときに鳴く地鶏もいた。この光景を見て、肉をもっ

と大事に食べていかないといけないと思った。自分たちも協力した夕食はとてもおいしい物だっ

た。夕食を食べ終えて、宿舎に歩いて帰る途中星がとてもきれいだった。私の地元よりきれいな

星を見たことがなかったのでとても感動した。朝はまたみんなで協力して朝食を作った。朝食も

とてもおいしい物だった。2日目は畜産振興センターに行って牛の世話を手伝った。初めは牛の
給餌をやった。与える餌の量が決まっているとは思わなかった。牛たちはとてもお腹が空いてい

たのか自分の餌ではない餌まで食べていた。餌を食べている最中に牛に触ってみようと思ったが、

牛が逃げてあんまりさわれなかった。給餌の後に、子牛のブラッシングをした。子牛だと思って

油断していたら結構力が強かった。なかなかきれいにならなかったので悔しかった。けどこの畜

産振興センターでも肉の大事さが改めて分かった。今までは食べたら終わりだったのに、この学

外研修を通して食べようとしている肉を生産している人達がどれくらいの時間をかけて育ててき

たのだろうかと考えながら調理して、絶対残さないように、有難いという気持ちを忘れないよう

にするということを学んだ。 
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 研修の最後にみんなで諸塚村について話し合った。もっと諸塚村のことをアピールすればいい

のにという意見に私は賛成だと思う。諸塚村の人達はみんなで協力し合っているのでとてもいい

人たちばかりだった。けど宮崎県民でもこの村のことさえ知らない人もいるのはとてももったい

ないことだと思う。この研修を通して山村暮らしもなかなかよいものだと思った。 
 
 
 
17060310 白石暁央 
 
 9月 28日「森のエコゼミナール」に参加、まず最初に諸塚村木材センターを訪れた。このセン
ターでは伐採された木が運ばれてくる。作業の流れとしては、いくつものセンサーにより木の大

きさ、太さなどで 20種類以上に分類し、木の皮を鉛筆で削るようにして剥いてゆく。このよう
なセンターを見学するのは初めてで、流れるようにして木材が運ばれ加工されてゆくのを見て興

味がわくのを感じた。 
 次に昼食をしいたけの館で食べた後、二班に分かれやましぎの杜で草刈りを体験。普段しない

ことであり、機械を使えば楽であるのに鎌でしたため、昔の人々は機械を用いずくわや鎌を用い

て田や畑を作っていったことに深く感動するとともに、どんなに機械が発達しても農作業の基本

は体であるとあらためて思い知らされた。 
 草刈り作業が終わり、夕食の準備を始めた。目の前で鶏が殺されるのを見て、普段行っている

「いただきます」「ごちそうさま」という食に対しての感謝の気持ちがより一層深く感じた。 
 9月 29日畜産振興センターで牛の世話をしながら、この牛も殺されて私たちの食料となると思
うと悲しくなるが、そうしなければ生きてゆけないのだと再度考えるとともに食のありがたみを

思い知った。 
 最後に食事を作るときなどに人数が多すぎて仕事がなく、何もできなかった人がいたので班を

5･6班ぐらいに分けた方がよいと思った。村の方々には、草刈り作業の時にどのようにしたらう
まくできるか、この畑はどのようにしてできたのかなどといったことを教えてもらいたかったで

す。忙しい中来ていただき深く感謝申し上げます。 
 
 
 
17060320 高吉悠輔 
 
 僕がこの学外研修を通じて特に印象に残ったことは、一日目の地鶏つぶしです。今の時代、鶏

肉を食べようと思えば、スーパーでパック踏めされたものが買え、調理された唐揚げやチキン南

蛮に至ってはコンビニでも買えます。しかし、その動物を食べるときには必ずその動物は殺さな

ければなりません。僕たちが見たものは、その日常的な行程だったように思います。ですが、本

音を言うと、僕はそこまでして鶏肉は食べたくありません。しかし、鶏肉を食べなくてはならな

い状況になったらどうしようと僕は考えます。もちろん、そんなことはこれから先もないとは思

います。村の方がいわれた「本来私たちがやらなければならないこと」という言葉を思い出しま

す。50年、60年前は日本中みんながやっていたことでしょう。ところが、今は一部の人達がや
っているのみです。それだけに今のように便利な時代の人達は命のありがたさを感じにくい現状

にあるように思います。だからこそ鶏肉だけでなく動物を食べている僕たちには、あのような場

が必要だったと今は思えます。山村にはそんな食べ物を大切にするというよい意識が残っている
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ことを感じました。 
 もう一ついい思い出になったのは畜産振興センターを訪れた際、牛の世話ができたことです。

僕たちの班は子牛の世話から始まりました。僕たちの入ったところの子牛はまだ小さめで、ロー

プを引っかける際、子牛も僕たちも慣れておらずいろいろと苦労しましたが、どうにかロープを

引っかけることができました。つかまえてみると意外と大人しくなって、ブラッシングも楽に行

うことができました。ただ、機嫌を悪くした子牛は蹴ってくるので、なかなか気の抜けない動物

だということも学びました。一通りの作業を終えるうちにいろいろな個性の牛たちに出会えて、

楽しい、いい体験ができました。 
 この二日間の体験は、今までにない貴重な体験で農学を専攻する僕たちにはとてもいい体験と

なり、これからの学業にも生きていくと思います。 
 
 
 
17060330 竹下沙織 
 
 諸塚で 1泊 2日の研修を受けて、１番は田舎の自然の豊かさや食べ物の大切さを学んだと思い
ます。 
 １日目の草刈りは体力が必要で大変だったけど、カマの使い方などを覚えて効率よく草を刈っ

て家の周りを綺麗にしていく術を得られたと思います。トゲの有る草に悪戦苦闘しましたが、だ

んだん景色が綺麗になっていくので、終わった時は達成感が有りました。 
 地鶏つぶしは特に衝撃的で、普段見られない光景に最初は戸惑いましたが、羽を抜く作業をし

たり、さばかれていく姿を見ているうちに心に整理がついて、感謝の心で地鶏を食べる事が出来

ました。またそれからの食事がとてもありがたく感じられる様になりました。私はアルバイトで

いつも大量の残飯を見ているので、最近はそれを見るたび「勿体ない」と感じます。いつかもっ

と沢山の人が食べ物を感謝して食べる様になって欲しいです。 
 ２日目は牛のブラッシングなど、直に牛にさわる事が出来て感動しました。餌も 4㎏・6㎏・8
㎏と牛の大きさによっても量が違ったりと、当たり前の事だろうけど初めての体験だったので

色々と知る事がありました。また「ふみえ」と名前の付いた牛もいて愛着が湧きました。次に諸

塚を訪れてもその牛は居ないだろうというのがとても寂しく、またこの牛たちは私たち人間の生

活を支えるために生まれて来たんだと思うと、申し訳ないような気分になりました。でも食べ物

の事に限らず命の大切さなど色々と考える事が出来たので、この体験が出来た事は本当に良かっ

たと思います。 
 また、宿泊施設は自炊だと聞いて居たので、キャンプの様な感じかと思っていたけど、120年
の家で暖かみがあって私はとても好きでした。祖母の家と造りが似ていて、よその家という感じ

がせず楽しかったです。また、市内では街灯やコンビニがあるせいで星が見えにくいけど、今回

泊まった所では星がとても綺麗に見えて感激しました。 
 今回、諸塚に来て体験してみて“田舎の良さ”というのを実感しました。最近では定年退職し

た様な方が、老後は田舎に来て農業をしながらゆっくり過ごすといった事例も聞きます。今まで

はそう考える人の気持ちが分からなくて、何でそう思うんだろうと思っていたけど、このたった

2日間だけど体験をさせていただいて、心が落ち着く事を感じて、こういう老後を考える人の気
持ちも分かるなと思いました。今まで考えなかった事を考える機会を与えていただいて視野が広

がった気がします。諸塚の方と出会えて良かったです。食事の世話なども良くしていただいて感

謝しています。ありがとうございました。 
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17060340 武田 悠 
 
＜諸塚木材加工センター＞ 
 回りは見渡す限りの山で木々であふれていた。この加工センターではそれらの木々が伐採され

てたくさん運び込まれていた。まずはその木の量の多さと施設の規模の大きさに驚いた。その流

れ作業のほとんどが機械を使ったもので人間の手が加わることがあまりないように感じた。コン

ピュータが自動で木々を切断し、種類、目的別に分け、運ぶ作業をやってしまっていた。また一

本の木を切る中で一本分まるまるを何かしらの使用できる状態にしていた無駄のない工夫がされ

ていた。地球環境問題の絶えない今、もはやこのような試みは当たり前なのだろうが、現代の機

械の発達した社会であるからこそ、時間と人手をかけずにやることができるんだなあと思った。 
＜作業道と茶園の草取り＞ 
 やましぎの杜に着き、周辺の草刈りをした。草を刈るなんて、小、中学校の体育祭前などにや

るくらいだったし、かったるいものだと思っていたが、今回は徐々にやる気が出てきて、やりが

いを感じながら作業していた。特に茶園の時は雑草を取り除き、ふさがれていた道路を開拓して

いく心地よさを感じながらやっていた。久しぶりに気分のいい作業ができてよかった。 
＜地鶏つぶし＞ 
 この作業を通して人間が食べ物を食べるためにはそのために死んでいく動植物たちがいて、そ

れに感謝しながら食べなければならないと思った。あと、ご飯を炊いたり、野菜を切ったりも全

て自分たちで行い、協力してやることで少し自給自足的な生活を味わうことができ、よかったし、

食べ物もおいしくいただけてよかったです。 
＜畜産振興センター＞ 
 2日目の朝、前日と同じように、朝食をみんなで作り、畜産センターへ向かった。まず僕らは
牛を捕まえてブラッシングをした。子牛で比較的おとなしいタイプだったので、スムーズに行う

ことができ、その牛に愛着がわいた。その後餌やりをして、そこではいつまでもよく食べる牛、

食欲のなさそうな牛、横の牛が食べようとするのを邪魔する牛など様々いて面白かった。この日

は一日というか、何時間かの体験だった目、すごく新鮮で楽しく作業をすることができたが、こ

れを毎日職業としてやる大変さを感じた。また、育てた牛を食べられてしまうという心境はどん

なものかと思った。 
＜昼食、施設見学、まとめ＞ 
 その後ログハウスで昼食を取り、その周辺の施設を見学した。複層林を見て回り、成長に応じ

て回りの雑草を駆除したり、しなかったりと、山を守っていくために様々な工夫がされていた。 
 施設見学した後、各班別に体験の発表を行い、研修は終わった。この研修を通して、自分は普

通ならまずやらないような経験をさせてもらって、本当によかったと思う。目にしてもまず気に

かけることのない山の中をじっくり見ながら歩いたり、食べ物としてのかたちでしか実際には見

ることのない動物たちのその前の状態を目にすることで、食の大切さを改めて感じることができ

た。 
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17060350 武部 晃 
 
 正直言うと、この泊まりがけの研修は行きたくないと初めは思っていた。予想していたのは、

一人一人の個室があり、お風呂も改装したと聞いていたので、とても大きくて、5、6人は入れ
て、近くにはコンビニや飲食店が建ち並んでいるものだと想像を膨らませて徐々にわくわくして

いたのだが、耳川沿いに車で曲がってからは、なぜか嫌な予感がしてきて、どんどん店もなくな

り、どんどん山の頂上目指して登って行くではないか。もうこの時点であきらめはついていたの

だが、宿に着いたときにはもう言葉を失ってしまった。しかし逆にあれだけ予想していたものと

違っていたので、ショックと言うより、ただただあきれ果てていた。このように始めの段階から

衝撃は受けていたのだ。 
 そして初めの見学地、木材加工センターでは簡単にまとめると、諸塚で取れた木材が、様々な

機械により削られており、よい部分だけが形となって残っていた。この調子で木を商品化してゆ

くといくら木があっても足りないのではないかと少し疑問にも思ったが、このような専門業者の

方々がそのような問題点を無視して商売をしているのではないと悟った。 
 茶畑の草刈りでは初めは「この斜面のどこに茶畑があるのでしょうか、言ってみてください」

と言いたくなるほどの草が生えていたが、仕上がりは大した物だった。 
 そして地鶏つぶしには久しぶりに驚き哀しみが隠されていた。初めのうちは、かわいそうにと

しか思えなかったが、いつの間にか食事で口にしておいしいと言っている自分がいて、あのかわ

いそうにと思っていた自分は一体何だったのかと一瞬考えたが、これが現実なのだと受け取った。 
 牛の世話では、もう言葉なしでも牛を育てていくことがどれだけ大変なことであるのかを感じ

ることもできた。 
 最後の森林についての話しを聞いて思ったことは、現代人の森林に対する興味、関心はあまり

なくなっているというより、森林という言葉を言われてみない限り意識することは全くないのが

現実だと思った。 
 最後に、たとえいくら小さな名の知れていない村であろうとも、その土地に住む人々の繋がり

はとても強いものであり、助け合って生きていることを感じた。都市と農村の関係をこれから先、

向上させていくことにより、さらに人々の生活も向上していくと思うし、私もこれから先少しで

もその手助けができればと思う。 
 
 
 
17060360 帯刀涼子 
 
 まず、諸塚村の周りの環境を初めて目にしたとき、普段住んでいる環境とは正反対な、近くに

店やコンビニ・娯楽施設がない状態にとても驚きました。毎日買い物や交通機関をどのように利

用しているのか、全く想像がつきませんでした。初めはいろいろ不便なところしか目に付かず、

なかなか見学に気が向きませんでしたが、澄んだ空気やきれいに並ぶたくさんの高木、親切な地

域の方々のおかげで、諸塚村のことがとても大好きになりました。 
 木材加工センターでは、広い敷地の中で 3･6名という少ない人数の方々で、たくさんの仕事を
こなされていました。中でも、自分でコンピュータに木材の切り込み方を打ち込む現場を間近で

見て、とても楽しそうに思いました。 
 私にとって一番印象深かった作業は、宿について草刈りのあとに地鶏つぶしをしたことです。

目の前で動物の解体作業を見るのは初めてだったので、なかなか見ることができませんでした。
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でも今思えば、毎日のように食べている肉は、誰かがこのような作業をしないと私たち消費者の

手に行き渡らないので、感謝するべき事だということに気づきました。 
 反省会で、今の小学生は、肉の原型がスーパーで売られている塊そのままだと思っている人も

少なくないと知ってとても残念でした。日本は飽食の国といわれている中で、食べ物の原型も知

らない人が増加したら、飽食は止まるはずもないし、食糧自給率の上昇にもつながらないでしょ

う。義務教育機関のうちに、諸塚村のような、自然について多くのことを学べる場所に一回は見

学に行き、食べ物のありがたさや自然の大きさを知る機会を作った方がいいのではないでしょう

か。 
 諸塚村のいいところは、集落など昔からの電灯を大切にし、自治体など住民同士の結びつきも

強く、道路網の長さやダムの大きさも日本一なところだと思います。林業・しいたけ・茶・肉牛

に生産を絞って特産物にしているのもいいと思います。地域の人もとても優しくて、夜の星も今

まで宮崎で見たどんな場所よりもきれいに見えた気がします。こんないい場所を他の県の人に知

らせずにいるのはもったいないと思います。自然や特産物についてのホームページに諸塚村のペ

ージを作成したり、私たちのような、実際に諸塚村を体験した外部の人間が感想や意見などを作

って、パンフレットを作って宣伝に使っていただくなど、諸塚のことを他の人に知らせる方法は

必ず何かあると思います。まずはポスターなどでもいいと思うので、諸塚村がいつか全国的な村

になり、同じ形態の都市や取り組みが少しでも増えていけばいいなと思いました。 
 最後に、諸塚村でいろいろ説明や料理の準備、森林の説明などを丁寧に教えていただいた地域

の皆さん、本当に有難うございました。また機会があれば諸塚村に行きたいです。 
 
 
 
17060370 谷口知博 
 
 今回の諸塚村での研修を通して、日頃の生活がたくさんの物に溢れて便利すぎになっていて、

また、食材に対する感謝の気持ちが薄すぎることを感じました。 
 初日、私たちは木材加工センターを見学したのですが、自動化され、省力化された設備を見て、

宮崎出身の私でもこのような整えられた設備が諸塚村にあることに正直なところ驚きました。ま

た、森林認証システムや産直住宅の取り組みに積極的に取り組んでいるという話を聞き、村の発

展のために懸命に取り組んでいるなと思いました。それから、オリエンテーションを受けて、村

の歴史や農産品の生産や加工、「百彩の森づくり」の取り組みの話しを聞いたのですが、その取

り組みや農産品のことが、宮崎県内をはじめ、九州、全国に知られていない現状があるのではな

いかと思いました。なので、農産品フェスタのような催し物を開催して様々な人を呼び込むこと

が必要だと思います。また、若者に村を PRするには、インターネットを初め、テレビ、ラジオ
などのマスメディアを利用しなければ伝わりにくいと思いました。 
 次に宿舎に到着し、茶園の草取りをしたのですが、とても大変な作業だなと思いました。今は、

草刈り機により省力化されましたが、昔は、草を刈るにも多大な労力を必要としたのだなと感じ

ました。その次に私の一番いやだった地鶏つぶしがありました。地鶏を殺して、さばく作業は目

を背けたくなることばかりでした。そこで、私は日頃、鶏肉をスーパーで購入し、調理して、平

気で感謝の気持ちもなく口にしてきたのだなと反省しました。次の日の牛の世話でも生き物を育

てることの大変さとともに食材に対する感謝の気持ちが薄れていることを感じました。 
 最終日、帯状複層林の見学と説明を受けました。実際に見て、説明を受けて、林業の行い方で

も下草の問題や収入の問題などを考えて面白いなと思いました。また、樹木だけではなくした草
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も大切な森林の土砂崩れ防止の作用などを支えていることを知り、講義だけでは分からない細か

い知識も知れて良かったと思います。 
 今回の研修は私の私生活をふりかえり、新たな知識を得て、食についての考え方を考え直せた

良い機会だったと思います。貴重な経験ができて本当に良かったです。 
 
 
 
17060380 田村尚大 
 
 自分は宮崎に生まれ、宮崎で育ち、宮崎のことを全て知っていると思っていた。実際は自分の

知らないことがあり、宮崎を再発見することができました。特に諸塚村についてはより多くのこ

とを知った。 
 諸塚村の広さは約 18,759haで 95％が森林（宅地と農地の合計が 1％）。世帯数が 740戸、人口
2119人が住んでいて、その中でも高齢者の割合が 34％である。山間のわずかな平地に 88集落が
あり、道路約 60m/haが集落を繋ぐ。これは日本でも珍しい道路である。山はモザイク林相であ
る。村民はみんな自治公民館組織に入っている。1889年に諸塚村は誕生し、1907年に林業立村と
なった。1938年に塚原ダムと塚原発電所ができ、当時は塚原ダムは日本一のダムで塚原発電所は
西日本一を誇っていた。昭和 22年には初めての成人式を行い、成人式の先駆けになった。昭和
63年には天皇杯を受賞した。産業では、林業・椎茸・茶・牛が中心で、理想的な林業立村社会
へを目指している。 
 林業の特徴は、森林の面積が 17000ha（国有林が 2％、私有林が 83％）。山林のほとんどが人口
で、林家平均所有面積 20ha（中規模）、広葉樹林が 3割を占める。椎茸は昭和 55年の生産高が 10
億円、大規模生産方式へ移行した。牛は林間放牧と集約型生産施設に取り組む。茶業は荒茶生産

が中心で、釜茶が特徴である。 
 自然と共生、地域資源や産業を生かす、継続できる事業をコンセプトとして、ポイントは、産

直住宅プロジェクト、森林認証研究会などがある。モノを売るのではなく、情報に価値を見いだ

す。 
 木材を加工するところでの感想は、全ては機械が行っていたが、機械でも無理なところは人間

が行っていた。よく分からなかったところは、圧縮と乾燥のところで、どちらとも木材の強度を

高めるということは分かったが、どちらが先か分からなかった。草刈りと鶏つぶしは自分にとっ

てよい経験になった。草刈りはとても疲れて、握力が無くなっていった。鶏つぶしは祖父がやっ

ているところを見たことがあるので、あまり驚かなかった。けど、内蔵のそれぞれの臓器が見れ

てとてもよかった。牧場は一番楽しかった。祖父と親戚が畜産をやっているので、牛に慣れてい

たつもりでも、仔牛にはさすがに手こずった。 
 最後に諸塚は空気がおいしく、水もおいしく、星空もきれいだった。また別の機会があるなら

訪れたいと思いました。 
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17060390 鶴田章吾 
 
 生き物であり家畜である牛の世話と地鶏つぶしの二つが本当に心に残り、いろいろと考えさせ

てくれました。鶏の死ぬ姿を見たことでは、自分と同じ生き物を食べているんだと改めて思い、

牛の世話ではそれに加えて労働の大変さを体験できました。地鶏つぶしを見たからといって自分

はできるようになったわけではないけれども生き物を食べる大切さが今まで以上に分かり、牛の

世話をしたからといってこれからは牛一頭を育てていけるわけではないけど、育ててから肉にす

るまでの大変さをしれたことで肉を大切に食べれるし、考え方も気持ちも豊かになれたと思いま

す。 
 また諸塚村に住んでいる人の暮らしの様子も大変興味を持ちました。木材加工センターで回り

を見渡したときのスギ山が広大すぎて平地が少ない印象を受けたのですが、88もの集落を作っ
て村が成り立っていると知り驚きました。また人口 2500人と非常に少ないにもかかわらず、清
武町の 4倍もある土地と自然とを利用して誇れる産業が 4つも確立しているというのは、人々が
村を残していこうという表れだと思いました。自分たちの住んでいるところを不便だと思うので

はなく、できること、活かせることをしっかり知っているからです。そして、その産業にも特色

を出していました。役場のワゴン車の中から見た林間放牧、肉厚シイタケ、様々な間伐の方法を

行って生えている雑草の管理まで手がとどいているスギ林などがあります。しかし無農薬茶の草

刈りを自分たちで行ってみて特色を出すということの大変さも理解しました。 
 あるものを生かして生活している諸塚の生活と便利さと快適さを求める普段の生活を比べる、

すごくいい機会になったのが今回の研修でした。 
 
 
 
17060400 鶴山純子 
 
 9月 28・29日、学外研修として諸塚村の森のエコゼミナールに参加した。諸塚村は宮崎市から
北の方に 3時間ほどのところにあった。バスで山に登っていくとき、こんなところに人が住んで
いる村があるのかと実際驚いた。 
 初めに木材加工センターを見学した。ここは、切り出された丸太を加工して形の揃った材木に

するところであった。以前、祖父が森林組合関係の仕事をしていたので、身近には感じていたが、

実際に機械で木材を加工するところは見たことがなかったので、仕組みを理解することができた。

また、パソコンから信号を送りレーザーで切るという工程は非常に興味深かった。 
 次はやましぎの杜に行き、付近の草刈りを行った。雑草で繁っている場所から茶畑が除いたと

きは、非常に達成感を覚えた。その後は、地元の人の指導により地鶏つぶしが行われた。生きて

いる地鶏を目の前で殺すのはとても忍びなかったが、実際に人間はそういった生き物を食べて生

きているのだから、実際に目で見て生き物に感謝しておいしくいただかなくてはいけないと感じ

た。夕食は、その地鶏を使ったうま煮、かまどで炊いたご飯、マカロニサラダをおいしくいただ

いた。 
 2日目は畜産振興センターで牛の給餌・ブラッシングを行った。ブラッシングの初めは、牛の
大きさにとても驚いたが、牛の目を見て話しかけていくうちに、だんだん牛もおとなしくなり、

大して暴れることなく紐をかけることができた。そしてブラシをかけていくたびにきれいになっ

ていく牛がとてもかわいかった。給餌では、大量の穀物やらを重さを量りながら与えていった。

餌は一種類だけでなく、牛の状態に合わせて、カルシウムやお茶の葉を与えた。毎日牛の健康管
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理をされている畜産農家の方々の牛に対する愛情を感じた。 
 2日間の研修をふりかえり思うことは、いろいろなところに人は住み、そこで作物を栽培した
り畜産を営んだりしているということである。さらに、その土地にあった生活を送っている。そ

こでは自然と人間がお互いに共存しているように感じられた。今では各地で都市化が進み、伝統

的な農村が減少しつつあるが、豊かな自然と温かみのある人々のいる諸塚村のような村はこれか

らも維持していく必要があるように感じた。今回の研修で、普通の日々では決して経験すること

のできない、貴重な体験をすることができ、自然を通して多くのことを学んだ。自分にとって非

常に有意義な研修だったと思う。 
 
 
 
17060410 寺田圭佑 
 
 9月 28、29日の 2日間、学外研修が行われた。この研修は、宮崎県東臼杵郡諸塚村を 1泊 2日
で訪問し、短い期間ではあるが、山村の暮らし、農林業を実際に体験することで、山村について

理解を深め、今後の学習への意欲を喚起することを目的として行われた。この研修の主な流れと

しては、諸塚木材加工センター見学、諸塚村に体験宿泊、畜産振興センターで牛の世話、複相林

見学となっている。この中で特に印象に残ったものが２つある。1つ目は諸塚村での地鶏つぶし
だ。これは生きている地鶏をその場で殺してさばくものだが、初めて生で鶏をさばくのを見て、

かわいそうだと思った。だが考えてみると、それは人間が生きていくためにはしかたがないこと

なのだ。普通の生活をしていると、肉はスーパーなどに行けばさばかれた状態で売られているし、

それが当たり前のように思ってしまっている。だからそんな風に思ったのだと思うが、その肉も、

地鶏つぶしでしたように必ず鶏を殺してさばかなければならない。そのようなことはふだんあま

り考えないため、食べ物に対するありがたみが自分自身全然わかってないと実感させられた。ま

た「いただきます」や「ごちそうさま」は毎日言ってはいるものの、ほとんど形式だけになって

いる。なので、この言葉の意味を改めて考えなおし、食べ物を粗末にしないように心がけたいと

思った。 
 2つ目は、牛の世話である。ここでは普通に餌をあげたり、ブラッシングをしたりしただけだ
が、これがかなりの重労働である。たった 1時間やっただけで疲れたのに、何十頭もの牛を毎日
世話するのは本当に大変だと思う。病気や怪我をするかもしれないし、子供の牛のことも考えな

ければならない。中でも一番大変だと思うのが、牛に愛情がわいてしまうことだろう。ここの牛

は食肉用のため、鶏のように殺してさばかなければならない。もし愛情がわいてしまったら、仕

事にならないと思う。そう考えると、畜産の仕事の大変さがよくわかった。 
 この研修では、ふだんの生活では経験できない体験がいろいろできたので本当にやってよかっ

たと思う。この経験をこれからの大学生活や卒業後、またふだんの生活で忘れてしまっている気

持ちを思いだすときなどに役立てていけたら良いと思う。 
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17060420 徳永達哉 
 
 まず初めに製材場へ向かった。宮崎で「林業」というイメージがなかったのだが、実際のとこ

ろは鹿児島と合わせて林業が盛んに行われていることを知った。初めて目の当たりにし、林業の

イメージが変わった。そして宿舎では草むしりをした。久しぶりにまじめに草むしりをしたので

疲れはしたものの、段々きれいになっていく過程を楽しめた。夕食では地鶏を調理した。グロテ

スクではあったものの、私たちが生きていく上で、生き物を食べるということは欠かせない事だ

し、その生き物に対して、私たちの命の一部になってくれる事への感謝の気持ちを持ち、無駄に

しないようにしていけばいいのだと改めて感じた。「いただきます」「ごちそうさまでした」が形

式だけのものとならないようにしたいと思った。研修が終わり、日が経っているが、いつもその

時の気持ちを忘れずにいる。二日目は牛の飼育をした。初めに子牛の鼻の輪にロープをつないで

ブラッシングをした。ロープをつなごうとすると、牛は逃げ回り、お尻を向けて、糞を出してき

た。最初は「汚い！」とか思っていたものの、途中からは愛着がわき、汚いとか思わなくなって

いた。次は牛の餌やり。餌の重さを量り、与えていくのだが、自分の番はまだかまだかと首を長

くして待っている牛、与えられた餌をがむしゃらに食べる牛、みんなかわいらしく見えた。 
 こんなかわいらしい牛たちも私たちの食物となる日が来るんだなあと思うと少し悲しい気もし

た。そこでもまた感謝の気持ちを持ちながら世話をした。最後に皆で感想を交換しあった。皆、

それぞれふざけているようで、しっかりと考えていて少し驚かされた。自分とは違った視点で、

今回の研修を終えた人もいてなるほどと思わされた。 
 今回の研修は火をたいてお湯をわかしたり、地鶏をさばいたり、牛の飼育をしたりと、特別な

ことをしたように思っていたが、実は特別なことではなく、経験せずに済んでいたというだけの

ことだったのだ。日常生活が特に変わったというわけではないが、ものの考え方が少し変わった

ような気がする。私にとって有意義なものとなった。 
 
 
 
17060430 戸敷誠人 
 
 私は今回の学外研修でいろんな事を経験する事が出来ました。一番印象に残っている事は地鶏

つぶしです。目の前で鶏が殺された時は言葉がありませんでした。また、最初は残酷だと思って

いたけれど、次第に仕方がないと思い込もうとしている自分に驚きました。初めて命が消える瞬

間を見て命の大切が理解できました。店などで購入する肉類はすでに解体されているので、そん

な事を考えることすらありませんでした。自分が生きることで犠牲になっているものがあること

を知り、無意味に日々を過ごすことは犠牲になったものに対して失礼だと思いました。 
 他にも昔の生活を体験することで自分達の生活がとても便利になっている事を知りました。例

えばお風呂です。ごえもん風呂は今回初めて経験しましたが、木々を集めて燃やし、火をおこさ

なければなりません。ところが、現代のお風呂はボタン操作だけですんでしまいます。 他にも

洗濯機や乾燥機などもボタン操作だけですみます。今回鎌を使って草取りを行いましたが、いま

では機械を使うことによって作業にかかる時間ははるかに少なくなりました。昔に比べると十分

楽な生活を過ごしているに、それを長い間続けると面倒と思うことは贅沢で悩みだと思いました。 
 後、牛の世話などを行いました。牛の力は非常に強く、動かないように固定するだけで限界で

した。牛に餌を与えるとき 4､6､8kgぐらいであることを講義でならいましたが、その量を実際に
見て驚き、それでも足りないとばかりに他の牛の餌も食べようとする姿にはちょっと呆れてしま
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いました。牛に実際に触れることもできたので楽しかったです。 
 今回の研修は非常に得るものがありました。これから受ける講義がいつかは今回経験した一部

になることを知りわくわくしました。実際に自分の体をうごかすことによって理解できるものが

あることを理解しました。 
 最後に、諸塚村を案内してくれた方々と調理を手伝ってくれた方々ありがとうございました。

あなた方のおかげで諸塚村のことを理解でき、おいしい食事を食べる事ができました。他にも草

取りのコツを教えていただきました。この経験を思い出しながらこれからの講義をがんばってい

きたいです。 
 
 
 
17060440 中島将太 
 
 研修の一日目、細い山道をバスでどんどん登り、宿舎について驚いた。何人かは日常の生活か

らかけ離れている光景に困惑しているようだったが、私は逆に非常に興奮した。もともと田舎が

好きなのだが、築百年を超えるいえに一泊できることで笑顔が泊まらなかった。無農薬の茶畑の

雑草を鎌で刈ること、地鶏をさばくこと、風呂の水を温かくするために薪を集めて火をたくこと、

全てが初体験で衝撃の連続であった。特に、生きている地鶏を殺すとき、必死に逃げようとする

地鶏を見て、地鶏が大好物だと考えていた自分を責めた。首を折られても逃げようとする光景や

羽をむしる作業の時の地鶏の体のぬくもりを感じたとき、今まで食べ物を残していたことが頭を

よぎり、命の尊さを考えさせられた。これから食べ物へのありがたさを忘れるわけがないと感じ

た。宿舎に戻ると、蛍光灯ではなく、少し薄暗いが趣深い電球の下で、皆で集まり、食事をした。

何かきっかけがないと皆がこうして集まって団欒することはないので、とても貴重な体験だった。

夜は、宿舎を抜け出して、友達と星空を眺めた。かねては街の灯で見えないということもあるが、

星に目が向かなかったが、星だらけの空一面を見えると、興味が向かないわけもなかった。道路

に寝転がって星を見ている時間がとても幸せだった。必死に世の中を便利にしようと機械を開発

し続ける人間は、一体何に向かって進んでいるのかと思った。私はテレビの前で笑っているとき

より、流れ星を見て友達皆で笑ったときの方が何倍も幸せだった。 
 二日目は、牛の世話や森林観察をした。森林を歩いて、森林を歩く前は雑草が多いなとか、人

間箱森に手を付けていないのだなと考えていた。しかし、説明で私の考えは全て外れていた。よ

く見れば、10m･20mごとに木の大きさが異なっていた。将来のことを考えた方法だということ、
雑草が生えているのではなく、木々を守るため故意に人工的にはやしていることなど、驚きを隠

せなかった。これから森を歩いたり、公園で木を見たり、また日常生活での物事への関心が本当

に変わるだろうと思う。この研修では自分たちがどんな学科にいるのか、また命、自然の大切さ

を深く考えさせられて、これからの生活態度が変わるだろう。本当にためになった。 
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17060450 中西智則 
 
 今回の研修は、めったに経験できないことが経験できてとても考えさせられました。諸塚村で

は、林業が盛んであることを始めて知り、一度にすべての木材を伐採してしまうのではなく、複

相林などいろいろな工夫を凝らしているところや感心する事ばかりでした。 
 特に、家族労働による循環型農林業です。今は、輸入材木などにより日本の林業はなかなか大

変なのに家族労働という限られた労力でより効率的にがんばっている村民はすばらしいと思いま

す。 
 やましぎの壮での宿泊は、行く途中の険しい山道に、かなりの高所に登るのとで不安ばかりあ

りました。しかし、築８０年の家などを見てつい笑っちゃいました。たぶん今後泊まることが無

いなぁや、雨降っても大丈夫かな？などの思いがそうさせたのだと思います。 
 草刈の作業はいったいどこを刈ればいいのかわからないところの急斜面で草刈をし、２，３度

こけてしまいました。 
 でもなんといってもその後にした地鳥つぶしがあまりにもショックが大きかったです。目の前

でつい何秒間前まで生きていた鶏が血を流してのたうち回るのは強烈でした。最近若年層の殺人

が増えていますが、このようなものを目の前で見れば、命あるものの命を奪うことの尊さや悲し

み、残酷さなどを強烈にイメージに焼き付けることができれば簡単に人殺しなど出来ないと強く

思いました。初めての羽抜きも経験し今後生きる上での大きな糧になったと思います。 
 ２９日の孔子の世話も一頭仕上げるのにけっこうな時間のかかるのを毎日していると 
すばらしいと思います。成長した牛の餌やりもきちんと計算された飼料の配付などきつい労働と

知らなかった実態を目の当たりにしました。 
今回の研修は、自分は、まだ知らないことごたくさんあり、人間的にまだまだ成長段階だと痛感

しました。また機会があれば、ぜひもう一度訪れたいと思います。 
 
 
 
17010460 西川 真 
 
 初日はただ疲れただけだった。別に初日のいろいろな作業の中で手を抜いたつもりは全くない。

人並み以上はやったなと自信を持っていえる程度には頑張ったと思う。けど、初日の感想はただ

疲れただけだ。これはたぶん自分がなぜこの研修をしているのかということを理解していなかっ

たからだと思う。 
 2日目の作業は牛の世話だった。これは初日に比べ、自分的にはかなり楽しくできた。が、こ
の作業の時も研修の意味を理解してやっていたわけではない。”普段することのない特別な体験
をさせてもらっている”くらいにしか考えていなかった。 
 考え方が変わったのは最後に皆が集まって矢房さんの話しを聞いたときだった。矢房さんは”
君たちは別に特別な体験をしたわけではない。人が本来しなければならない普通のことをしただ

けだ。”と言っていた。確かに地鶏や牛は誰かが世話をして殺さないと食べられないし、森林も
誰かがうまく管理しないと自然災害にすぐ負けてしまう。この誰かがしている普通の体験を、特

別なことと感じてしまったのは、自分があまりにも市内の生活に慣れすぎていたということもあ

るが、一番の理由はそのようなことについて真剣に考えたことがない、考える機会がなかった、

というところにあると思う。 
 また、矢房さんは”私はこの仕事を始めて豊かになった”、”同じ森林を見るのでも私が見るの
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と全く森林について知らない人が見るのとでは、見ているものが違う”と言っていた。この豊か
になったというのは、心が豊かになったということで、なぜ心が豊かになったのかというと、矢

房さんの場合は、森林のことについての知識を身につけていくうちに、森林のことについて”考
える”という機会が増えたからだと思う。同じ森林を見るにしてもよく”考える”ということをし
ながら見ているから見えるものも違ってくるのだと思う。森林のことに限らず、日常生活をして

いく中で”考える”ことをしながら過ごしていくと心は豊かになると思う。この研修ではそのこと
を学ばせてもらった。 
 
 
 
17060480 原口啓輔 
 
 今回の諸塚村への研修を通しての感想は、諸塚村は考えていたよりも険しく、自然に囲まれた

中に在ると言う事が一番印象に残っています。1日目の宿泊場所へ向かう途中の道で耳川の横に
建っている家や川にかかっている橋、道の路肩が流されている場所があったので、椎葉村のほう

でも台風の被害が大分あったことを聞いていたので、やはり此処辺りにも大分被害があったのだ

ろうと思いました。また、宿泊場所へ向かう道も、細く大型バスではいけないので中型と小型の

バスに乗り換えて向かったのが印象的でした。 
 また、諸塚の自然の険しいだけでなく美しいものでもあると思いました。移動中のバスの窓か

ら外の山の風景が見えると殆どの人がそちらを見ていたと思います。まだ、秋ではなかったので、

モザイク模様の紅葉を見ることは出来ませんでしたが、写真も見てどんなものかは判ったので、

これが秋だったらさぞ綺麗に見えると思います。宿泊場所での手伝いでお茶畑の草取りをしてい

た時、その畑が無農薬と聞いて、無農薬でも此処まで綺麗に畑ができるとは意外でした。夜に星

がきれいとも聞いていたので、外に出て星も見ましたが、街灯の明かりもなく高い場所でも在る

からかとても綺麗に見えました。 
 今回の研修で考えたことは、やはり険しい地形なのもあって、建物が建てられる場所が限られ

るせいか、建物を建てたりするのに使える土地が非常に限られて居るように思いました。また、

道も運転に慣れてないとあの道を行くのはきつそうに思えました。美しい自然といい人たちが居

る村ですが、観光とかでくるのはなかなか難しそうに思えました。宿泊場所はもともと民家で住

む人が居なくなってｱのような形にしてあると聞いたので、やはり人も減っているのだろうかと

思いました。 
 また、無農薬の畑や複層林など持続可能な産業も、これからの時代のブランド重視の傾向で見

直されていくのではないかと思っています。 
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17060490 日南圭太 
 
 私たち、地域農業システム学科は 8月 28日から 29日にかけて宮崎県諸塚村において学外研修
を行いました。諸塚村まではバスで四時間ほどかかりました。ヒノキやスギなどの木材が多く交

通網が発達していることが特徴であることを学び、実際に豊かな森林と道の状況はあまり良くあ

りませんでしたが、行き届いた道路を確認しました。最初に訪れた木材加工センターでは諸塚村

の豊かな森林資源がどのように加工され、出荷されるまでの形になるのかを知りました。センタ

ーでは作業の機械化が進んでいたことに印象を持ちました。 
 しいたけの館 21で昼食を取ったあと宿泊地である、やましぎの杜に到着しました。途中の道
はこれまで以上に険しくバスを小型のものに乗り換えました。やましぎの杜では、まず茶畑の草

刈りを行いました。今まで持ったことのない鎌を使い慣れない手つきで草を刈りました。中には

身長よりも高い草が生えていて苦労したのを覚えています。 
 草刈りを終えるとすぐに夕食の準備に取りかかりました。鳥をつぶす作業では積極的に参加し

ました。初めて目の前で殺される鳥を見て命の重さと食物への感謝の念がもてた気がします。私

が羽をむしった鳥は、羽が生え替わり始めており、羽が非常に取りにくく実習でないと分からな

いことを学べました。内臓を取り出す作業では胃の中やできかけの卵、様々な臓器など教科書で

は分からない実物が見られてよかったです。それからも村の方々の指導のもとで作った夕食は本

当においしかったです。 
 翌日、朝食を終えた私たちは畜産振興センターへ行き、生きた牛の世話をしました。私は最初

に子牛の世話からでしたが、生まれたての牛は非常に臆病でなかなか慣れてくれずブラッシング

するのには苦労しました。次に牛の餌やりを行いました。餌もただあげればよいのではなく、生

まれてからの年数、肥育牛かそうでないか、妊娠しているかなど牛の状況によって餌の量も質も

違うことが分かりました。餌をあげている中で農家の方からお茶の葉が牛の発情促進に効果があ

ることを聞けたことは大変勉強になりました。私たちは一日だけの作業でしたが、毎日そして少

人数で作業をなされている農家の方々の苦労を知って、私たちが肉を食べることができるのは農

家の方々のおかげなんだなということを知れてよかったです。 
 昼食を終えた私たちは諸塚村の森林の利用状況を学びました。森林を伐採する際には一面を伐

採するのではなく帯状に少ない面積を伐採し、周囲にはそのままの森林を残す伐採方法を知り、

この方法では収入安定・手入れの簡易化などのメリットがあることも知りました。さらに、ヒノ

キやスギなどのふもとにある雑草にしか見えない草にも保水効果（地すべり等防止）があり森林

を違う見方でできるようになりました。 
 今回の学外研修では多くのことを学びました。それには諸塚村の方々の協力があったからです。

村の方たちには本当に感謝しています。ありがとうございました。機会があればまた訪れたいで

す。 
 
 
 
17060500 平山信也 
 
 今回、「諸塚村森のエコゼミナール」という学外研修に参加して一番変化したことは、やはり

食に対する考え方だと思う。というのも、目の前で地鶏をつぶし、本当の意味で死と真正面から

向き合った瞬間、今までの常識、というか自分の持っていた「食肉」に対する思いが変わった。

どのように変わったのかというと、そのときまでは、「肉」といえばスーパーの陳列棚に並んで
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いる「肉塊」であり、正直に言うとそれに対し何の感情も持ち合わせていなかった。しかし、そ

のときからは、「肉」というものが、当たり前なのだけど、本当に命を奪って食す物なのだと考

え、心からの「いただきます」を言うことができた。 
 また、その他にも茶畑の草刈によって植物栽培の厳しさや、その後の手入れの大変さを学び、

私たちの代わりの日々あのようなきつい仕事をしている人たちがいることに感謝した。 
 翌日の畜産振興センターでは、牛のブラッシングおよび給餌をした。子牛は人に慣れていない

せいか、牛舎の中を逃げ回り、なかなか縄でつなぐことができなかった。なんとかつなぎとめ、

ブラッシングを始めると、気持ちいいのか、大人しくなった。給餌では、成長段階や妊娠などの

体調の状態により餌の量が異なることを知ることができた。ブラッシングも給餌もとても楽しく

あっという間に時間が過ぎたけれど、これらの世話に加え、他の世話などあるので、毎日となる

とかなり大変なのだろうと思った。 
 今回の学外研修を通して学び、そして考えたことをまとめると、「食べる」ということは他者

の命を奪ってそれを「いただく」ことであり、残す、ということは、その命を軽く扱っているこ

とだということ。もうひとつは、私たちの代わりに、いやな表現になるが、「命を奪う作業」を

誰かがしてくれているということに感謝しなければならないということだ。 
 大きな二つのことを学んだ学外研修、これから先の大学での生活、これから始まる実験や研究

に生かせていけばいいと思った。 
 
 
 
17060510 藤田真由 
 
 一泊二日の研修を通して、たくさんの知識を得ることができました。 
 私は諸塚村に来るのは初めてでしたが、諸塚村がどういう村なのか何も知らないまま研修に臨

みました。この研修で諸塚村のいろいろな魅力（特色）について学ぶことができました。 
 まず、清武町の 4倍の広さを誇るということです。私は清武町出身なので、地元の倍以上だと
いうことに驚きました。他には、95％が山林であり人口が 3000人弱であること、家族一体での
自治公民館（集落）が日本でも有名であること、ニューディール政策と同様の取り組みによって

日本一のダムや西日本一の発電所があることを知りました。中でも私が一番興味がわいたのは村

づくりです。特産である林業、しいたけ、茶、牛を労働的、経済的の相互補完できる理想的な形

である諸塚型複合経営を家族で行っているということです。林業は人工林率 86％と宮崎 75％、
全国 60％弱よりも高い率であり、平均所有面積が 20haだということに驚きました。このことが
世界水準の「森林認証」取得に繋がっているのだなと思いました。また、しいたけは諸塚村が栽

培発祥地で昭和 55年には生産高が 10億円であることも初めて知りました。この他にも、日本で
初めて成人式が行われた村であることや、昔の成人式は 1週間泊まり込みで勉強後に終了証を配
布されることで、今とは内容が異なっていることも知りました。 
 一日目に見学した諸塚村木材加工センターでは、一本の丸太がどのように切断されていくのか

を見ました。一日 7台分の木材をトラックで運んできて、選木機によって 5ミリ単位で 20種類
に木材選別を行うことを学びました。また、パソコンを使って丸太を 5つのサイズに分けて、そ
の中で最小サイズに合わせてレーザーを当てて切断していくことを知りました。私杯とをぴんと

張って一直線の跡を付けて切断していくと考えていたので、レーザーを使っていたことに驚きま

した。 
 次に、地鶏つぶしでは貴重な経験ができてよかったと思います。初めは惨いと思いましたが、
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食のありがたさを改めて感じました。 
 今回の研修では家では経験のできないことをたくさん学ばせてもらいました。諸塚村について

の知識が少しながらも理解できたのもよかったと思います。 
 
 
 
17060520 戸次千里 
 
諸塚村木材加工センター、複層林見学 
 最近になって生産者の顔の見える農産物が小さなスーパーから大きなデパートの食品売り場で

もよく見られるようになった。だから私は生産者の顔の見えるものといえば、農産物だけだと思

っていたが、木材においても、諸塚村での産直住宅事業のようなシステムがあると知り、人口約

2100人の小さな村の独自の取り組みに驚いた。農作物においても木材においても、消費者が「安
心・安全」を重視し始めからこそ、このようなシステムができるようになったのだと思う。 
 諸塚木材加工センターでは、FSCによって認証された森林の木材が、番号毎にきちんと区別さ
れ、加工されていく過程を見て、自分が育てた木材がどんな流通を経ていくのか認知できない林

業家よりも、1本 1本の木が依頼主の家の建材になるというような顔の見える流通をしている林
業家の方が、木を育てる意欲がわき、消費者に対していい加減な木は出せないという責任を感じ、

低迷している林業が少しは勢いづいていくのではないかと思った。 
 複層林見学では、一度に皆伐すると、土砂が流出したり安定した収入が得られなかったり、整

備作業が大変になるという不利益が起きてしまうことが分かった。 
 
やましぎの杜 
 広い菜園を管理するためには人手が少なければ多くの労力が必要だと実感した。また、茶園は

急な斜面にあったので、高齢化が進む中、山あいで農業しているお年寄りには危険なのではない

かとも思った。 
 地鶏つぶしでは、日頃何気なく食べる肉だったけど、実際に目の前で殺される鶏を見て本当に

食べ物のありがたさを感じた。つらい光景だけど、このような体験は多くの人にしてもらいたい

と思った。特に、都市に住んでいる常にパックの肉しか見ない人には、自分はしなくてすんでい

るけれど、本当は誰かがしなくてはいけない作業として体験してもらい、心から「いただきま

す」「ごちそうさま」をいえる人が増えていけばいいと思う。 
 
畜産振興センター 
 私は実際に畜舎に入り、牛の世話をするのが初めてだったので、学ぶことがたくさんあった。

ブラッシングでは仔牛がなかなか思うように動かないので、棒に繋ぐだけで何分もかかってしま

った。給餌は何頭もの大人の牛に大量に餌をやるので、とても体力がいると分かった。また、同

じ大人の牛に見えても各牛で餌の量が異なっているので、その管理もしっかりしていかなければ

ならないことも知った。このように、大量の餌が必要な牛を養うには、諸塚村のように林内放牧

をしていくべきだと思う。草刈りの労力が省け、糞尿処理が省け、牛自体健康的になると思うか

らである。これから過疎化や高齢化が進行すればますます林内放牧は有効な手段として利用でき

るのではないかと思う。しかし、地下水の汚染などの問題があると思うので、十分に調査を行い

ながら実施していけば、諸塚村のような複合経営や家族労働経営につながり、効率的で集約性の

高い経営の成立が可能になると思った。 
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全体を通しての感想 
 小さな村の中で独自の様々な取り組みが積極的になされていて、都市部の人にも訪れて欲しい

と思った。そのためには、ネットや新聞で情報を載せるだけではなく、“体験ツアー”のような

ものを多く企画して実際に足を運んでくれるようなことを行っていけば、都市と山村の交流がさ

らに深まっていくのではないかと思った。 
 
 
 
17060530 松田麻衣 
 
 朝早く出発したのに、最初の諸塚木材加工センターに着いたときには昼近くになっていた。諸

塚というところは知っていたが、あんなに宮崎市から遠く、森林の中に存在しているものとは思

ってもいなかった。訪問した木材加工センターやしいたけの館なども木々に囲まれており、バス

での移動でも回りは林ばかりだった。諸塚は林業がとても大切なのだとよく分かった。 
 一日目の昼食が終わると、二班に分かれて宿泊先に向かった。移動は大型バスでは入れないと

いうことで、やや小さめのバスで向かったが、とても急な山道で一応舗装をされていたが、ガー

ドレールが設置されていなかったため困難で恐ろしいものだった。山道もずっと回りが木ばっか

りだったが、時々木の間から見える景色で、結構高いところまで登ってきたことが分かった。村

といっても山の至る所に転々と民家や茶畑、畑が点在していた。傾斜が急なところでは段々畑に

なっており、作業や移動などが容易に行えないだろうと考えていた。そして実際に草刈りをして

みると、その大変さが分かった。機械が持ち込めないため皆が腰を折って手作業で刈っていかな

ければならなかったからだ。危険な植物が生えていたり、昆虫もたくさんいて危なかった。その

後に、地鶏つぶしを行った。一生に一度だから積極的に取り組みたいと考えていたが、地鶏を絶

命させる作業を見ているだけで残酷だという思いが出て、遠くから見ていて少し毛をむしるぐら

いしかできなかった。生き物が死ぬときにどのくらい泣き叫び、暴れ回るのか、この時初めて知

ることができた。食料としてスーパーで売られている肉があのように一匹一匹殺されているので

はないにしても、一体何匹の鶏がどのようにつぶされていたのか考えてしまうようになった。そ

れでも鶏肉が食べられないとは思わないが、食用としての生き物を飼育して、それをつぶして、

さばいて売れるようにするまでに関わる人達の大変さを考えて、以前よりか大切に食べるように

なったと思う。鶏肉だけでなく、その他の生き物についても同じように考えるようになった。 
 二日目には、畜産振興センターで牛の世話を行うことができた。私の祖父の家も家畜として牛

を飼育している。そのため以前は牛の世話を手伝ったこともあったが、このセンターでは頭数が

多く大変だった。次に複層林を見学した。伐採される期間の違いの理由を聞いた。諸塚の森林は

世界でも評価がよいとされているのだと聞いて驚いた。森林の中を歩いてみて、雑草などが生え

ていて手入れがされていないように感じたのだが、そうではなく雑草にも役割があり必要なこと

だけに人の手を加えていれば完全にではないにしても自然の森林のようにできるのだと分かった。

車道しか見ることのなかった森林が工夫や努力が加わっているのだとこれからは新しい目で見る

ことができる。二日間で知識が増えよい体験となった。 
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17060540 丸田哲広 
 
 今回の学外研修は一泊二日かけて諸塚村へ行った。初日は最初に諸塚木材加工センターの見学

をした。ここで、加工される木は森林認証を受けているという説明があった。この加工センター

を見学して、とにかくほとんど全ての作業が機械化されていて、ほぼ人の手を必要としないで済

むということに驚いた。しかし、木材の虫食いなどといったものの判断は人が見ないと機械では

判断することができないということだった。 
 しいたけの館での諸塚村の概要の説明では、諸塚村の成り立ちや、特徴、産業、地域作りコン

セプトを理解することができたと思う。特に山村であるがゆえの問題点の解決のため集落毎に公

民館と自治組織を整備して欠点を補っているという話しに興味を持った。さらに、森林認証を得

ることにより木材のブランド化を図れるだけでなく環境保全や持続的な林業が可能になるという

ことを知った。 
 その後、宿泊場所へと向かった。私たちの宿泊場所は「やましぎ」というところで、築 120年
という昔ながらの家で驚いた。ここでの体験で特に印象的だったものは、地鶏つぶしで、この体

験を通し食の大切さを改めて実感した。 
 翌日の牛の世話や餌やりは学科のみんなで楽しくやったが、実際にこの作業を限られた人数で

毎日やると思うと大変だろうと思った。 
 次に移動し、林道を歩きながら森林の説明を受けた。この森林は複層林といわれ森林を一斉に

伐採するのではなく層に分け伐採し、安定的な収入と下草刈りを容易にする仕組みになっている

ということを知った。 
 最後の矢房さんの話は、今までは生活と産業のつながりについてあまり意識することがなかっ

た私にとっては、以下にわれわれの生活は産業と切り離されているかということを考えるきっか

けになった。さらに、「諸塚村が不便だというわけではなく、われわれの日常生活では普段はや

らないで済んでいることをやっているだけ」という言葉が印象に残り、確かにそうだと思った。

現在の生活ではスーパーなどに行けば切ってあり、パック詰めされた肉、冷凍された魚、野菜、

果物が置いてあり、農業をしていない人達にとっては、全くつながりは感じられず、それが食料

廃棄率世界一になっている原因の一因になっているのであろうと思った。 
 この一泊二日の学外研修を通して本当に短い時間ではあったが、山村の生活に触れ学ぶものは

大きかった。 
 
 
 
17060550 三浦靖史 
 
 今回の研修で今まで持っていた考えが大きく変化したと思う。なぜなら、今まで肉というもの

はスーパーにあるようにすぐに手軽に手に入るような物だと思っていて、頭では動物を殺して食

べていること知っていたが、実際に鳥をつぶすシーンを目にしたときは可哀想だと思った。 
そして、その夜食卓に並んだ鶏肉を食べるのにとても抵抗があったことを、今でも後悔している。

やはり昔は自給自足をしていたときは、必ず肉を食べるときは鳥や牛つぶして食べていたのだか

ら今の自分達はとても恵まれていることを実感したと同時に、今まで食べ物を残した自分に対す

る怒りが込み上げてきた。 
 これからは食べるときには感謝の心を忘れないようにしようと思った。また、牛舎での体験は

あれだけの牛がいるのに少人数で世話をしているのには正直自分ではできないことだなと感じた。
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それから、子牛には初めて接したが、あれほどしっかりとしているとは思っていなかったため、

かなり驚いた。 
 初めに訪れた製紙工場では、機械化が進み移動以外のほとんどの作業は機械がしていることに

進歩の速さに気がついた。 
 最後に訪れた池の窪グリーンパークはとても自然が多くのどかな場所でとても落ち着けた。そ

こでの意見の言い合いでは、それぞれの班ででた意見や感想は本当に個性的でかなり参考になっ

たものが多かった。この時の話し合いはなかなか意見を言う機会が少なかったため、とても有意

義な時間になったと思う。今回の研修をこれからの大学生活に活かして生きたいと思う。 
  
 
 
17060560 三谷 希 
 
 最後の話の中で「今回体験した事は別に特別なことでもなんでない。ただやらなくて済んでい

るだけのこと」と言われていた言葉が強く印象に残った。そして今回の学外研修で体験した色々

な事が違って見えてきたような気がした。 
 諸塚木材加工センターでは、伐採された木材の加工過程を見学させて頂いた。丸太の大きさ、

形を読み込んできれいに裁断されているのを見て感心してしまった。少し考えれば全て同じ大き

さのはずがないのだから当たり前のことであるのにもかかわらずである。 
 この日にさせて頂いた鶏つぶしについても言えることである。私たちは普段、当たり前のよう

に肉を食べている。しかし誰がその肉を製造、加工しているのか少なくともじぶんは考えたこと

がなかった。そして今回体験したことで、その事実に気がついた。自分が食べる食材であるのに

何も知らなかった事に対して悲しくなってしまった。そして食の大切さ、尊さを身にしみて感じ

たような気がする。 
 着いてからすぐに始めた草むしりについても、とりあえず一生懸命に働いたが理由については

特に考えてはいなかった。実は今でもよく分からないが、農業するというのはあんな感じである

のかなと思った。普段お店で買っているキャベツやじゃがいもを生産するためにもこういった努

力があるのかなと感じた。 
 2日目の畜産振興センターでの牛の世話は、正直新鮮で楽しかった。しかしセンターの方たち
は毎日、今この瞬間もあんなに大変な作業をされているのだ。牛も鶏も（もちろん植物も）生き

物であるから、一日も休みというのは存在しないのである。えさやりに関しても適当では駄目な

のだ。この牛にはこのえさ、この年齢の牛にはこのえさ、きちんときまっているのである。えさ

をどのくらいやればいいのかセンターの人に聞いたとき、「夕方の分で調節するから大丈夫」と

言われたとき、申し訳なく思った。わざわざ仕事を増やしてまで自分達に体験をさせてくれてい

るのである。新鮮で楽しいと感じたじぶんは何にも知らないのだなと痛感した。 
 今回の体験で食の大切さ、じぶんの日常生活を支えている“当たり前の事”に触れることが出

来た。この気持ちを忘れることなく、大学での勉学、そして日々の生活を営んでいいたいと思う。 
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17060580 山口康介 
 
 最初に行った木材加工センターでは、機械化が相当進んでいると思った。パソコンに図面や数

値を入力しておくだけで自動で木材を加工するという、大規模な機械がとても印象的だった。木

材の乾燥を行う機械は熱によるものと蒸気を利用するものの２種類がある。機械だけでは細かい

皮が残ったり、虫食いの穴が残ってしまったりと結局最後は人の目によってチェックされるとい

う。また、機械への運搬も人の手によって行われており、まだ機械によって効率を更に向上させ

る余地があるかもしれない。しかし、今後機械化によって人手がいらなくなってしまうと、次は

雇用問題が懸念されるのではないだろうか。鎌による手作業で行った草刈はとても疲れた。特に

急斜面での作業は極めて困難であり、その上、茶畑で茶の中に生えている雑草には鎌は使えない

ので１本１本手で抜いていく。機械が使えないことは非常に不便だと改めて実感した。その後の

地鶏つぶしがやはり、今回の研修で一番インパクトのあるものであった。首を切られる寸前の鶏

の暴れ方や鳴き声がとてもかわいそうだと感じたが、調理されてしまうと普段食べている鶏と何

ら変わらない姿になり、いつも食べている鶏には実際にはこういう過程が存在しているというこ

とを実感したし、今回体験することはできなかったが、鶏があの大きさになるまで愛情を持って

育てられたという過程もあり、その流れを今まではあまり意識できていなかったことに気づいた。

この体験が今後食の大切さを更に実感することができた。畜産振興センターでは子牛の世話と餌

やりを行った。子牛が非常にかわいいと思ったが、１頭１頭には個性があり、気性の荒い牛や大

人しい牛がいた。また、牛の餌は妊娠中のものには６キロ、それ以外は４キロもの餌を与えるが、

秤で１頭分ずつ量る作業が非常に大変だった。半日だけの体験は楽しく行うことができたが、こ

れを毎日行っていると考えると、非常に大変だと感じた。今回の研修では普段体験することのな

い多くのことを体験でき、かなり多く、様々なことを学ぶことができた。そして、何よりも楽し

かったことが良かった。 
 
 
 
17060590 山口紗知 
 
 今回の研修を通して本格的な田舎の生活を学んだ。今まで私は宮崎に住み続け自然に触れる機

会が比較的多かったはずなのに、諸塚村での生活はとても新鮮なものだった。 
 まず驚いたのは村の人々のつながりである。誰でも自治公民館組織に参加しており、人間の暖

かさを感じられた。そんな特性は林業にも生かされ、生産者とユーザーの顔が見える林業が実行

されていた。森林認証の生産者としての責任と義務を果たすことを目標としていた。人々のつな

がりや関係が薄くなっている現在にはもっとも大切なことだと思われる。生産者とユーザーの間

にはいろいろなシステムが組み込まれており、ユーザーからの生産者への感謝の気持ちも薄い。

最近ではスーパーの商品のそばに生産者の写真や名前が紹介されている。どこか、何となく安心

感が生まれる。これからの生産の世界ではこういったつながりが必要だと思う。 
 林業立村である諸塚村では林業の他に、シイタケ・茶・牛などの生産も盛んである。今回は実

際に地鶏つぶしと牛の世話をさせていただいた。一番印象に残ったのもこれらの体験である。一

生に一度体験できるかどうかといったとても貴重な体験で、命の重さを学ぶことができた。つい

2、3時間前には生きていた鶏を人間の手でさばいて食べるという一連の流れは、実際に体験す
ると私の価値観を変えるものだった。私はこれらの動植物の命のおかげでここまで生きてこられ

たことを思うと、心の底から感謝の気持ちがこみ上げてくるのを感じた。私達の血や肉になる動
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植物へ、それらを育てる生産者の方々へ、生産から消費の流れに関わる方々へ、感謝･･･！！で

ある。 
 諸塚村での生活で私がとても感動したのは、夜の星空だった。今まで星空にじっくり目を向け

ることのなかった私は、生まれて初めて流れ星を見ることができた。本当に感動できるもので一

生忘れない。こんなきれいな星空を今まで見逃してきた自分は、少し損をしていたように思える。

改めて自然の素晴らしさを実感できた。田舎での自然との共生を体験し、田舎の良さが身にしみ

て分かった。 
 今の社会では環境問題が問題になっている。諸塚村のような素晴らしい自然を守るためには、

私達若い人が努力しなければいけないと思った。農学部である私たちがこれからの研究で今回の

体験を生かしていけたらいいと思う。 
 
 
 
17050100 押川貴洋 
 
 今回、諸塚村への学外研修を通して地元の人の生活を体験できたり、林業や畜産業について学

ぶことができました。強く印象に残ったのは「やましぎの杜」での作業や畜産振興センターでの

牛の世話です。「やましぎの杜」では草取りをした後、地鶏つぶしをして夕食の支度をしました。

地鶏つぶしに関しては、私は祖父のところで何度か経験しているので特に抵抗もなく調理を見届

け、おいしくいただくことができました。牛の世話をしたときには、初め仔牛の暴れっぷりに圧

倒され、ブラッシングだけに相当手こずり、給餌の際にはかなりの量の餌を必要とすることに驚

きました。 
 牛の世話をしたのは 2時間ほどで愛着もわきましたが、いずれ出荷され食用になることを考え
ると、かわいそうだと思ってしまう自分を恥ずかしく思いました。地鶏つぶしも通じて、人間は

他の生物の命をいただいて生きているんだなということを改めて考えました。今回の研修で体験

したことは「普段できない特別なこと」だと感じていましたが、研修の最後にあった村の方の話

しの中で何ら特別なことをしているわけではなく、昔は当たり前であったことが今ではしなくて

もよくなっているということを聞いて、近代のありがたさと経験の貧しさを考えました。 
 話しを聞いたり、実際に道を通ってみたとおり諸塚村は村のほとんどが山林で、山間の土地の

平らなところに施設や集落がありました。村を全国にアピールするという話しもありましたが、

その中で定住人口の拡大を狙うのではなく交流人口の拡大を目指すというのを聞き、近年の少子

化や過疎化の対策としてこんな考え方もあるのかと思いました。他にも、針葉樹と広葉樹の入り

組んだモザイク林相があり、帯状に伐採された山の木を使った産業住宅など村ならではの話しを

聞くことができました。 
 今回の研修はとても有意義なものであり、新鮮なことが多かったです。反省点としては、自分

だけ学年が違ったために回りに溶け込めず、いろんな作業を協力してできなかったことに悔いが

残りましたが、去年はこんなにいいことはしなかったみたいなので、今年に来ることができてよ

かったです。 

 - 40 - 


