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「ツナガリズムJのある住まい・まち学習

…「はじめにJにかえてー

対象としての知識のおしつけでは、関係としての生きる}Jは予言たない。電子情報化さ

れた世界は、特定の場所と結びついた人々の共生関係を侵食している。こうした傾向が

強まる中、これからの住まい・まち学習は「かかわり Jrつながり」を、生命のように

大切にするコンセプトとして実践・詳倣をすすめていくことが肝要である。このような

視点、からみると、今年発表された実践報告・論文は、全て「かかわり」・「つながり」の

視点、と手法がみなぎっていたことに注目したい。

ダンボールハウス、想い出マップづくり、桜もちづくりなど、;子どもはわくわくしな

がら、他者とのかかわりを求める願望を多様に表現している。他者とのつながりが生き

る上での深い喜びの根拠であることが明確にされている。遊び心のある学習プログラム

の実銭を通して、他者を歓待する、もてなす心が育まれ、他者との社会関係への気づき

が促されていく。

小学生と火学続生、子どもと栄養土、学校・民間・行政等の協働により、共に考えあ

うプロセスを試しつつ前に進んでいく時、「成果としての知性」に対して「過程として

の思考」を獲得していく。共に考え行為するすすめ方は、そのつながり、対話のあり方

に応じて、統定のB的を修正・変更することも起こり、学びが臼的・手法闘定型の「成果

としての知性」をこえて、「過程のなかでの思考」の中に身をおくこととなる。

多層間・広域間・世代間等の連携・ネットワークのキリクチは、ヒト・モノ・コトの

椴互作用・つながりの具体的中昧を構築するプロセスを通じて、主体と客体との相互交

流がはずみ、行きつ渓りつの円環的つながりの発想と手法を育てていく。

知識ー感覚一行動をつなぐ筏点は、モノとココロの関係づくりへのふみこみであり、

広い意味での人間・環境系本目立浸透関係の考察方法の豊富イじである。

こうした多義的なつながりの視点・手法は、「認識科学」の多領域を結びあわせる「設

計科学Jの可能性を示唆しており、「これからの学校教宵が学宵知能と設計知能を対等

には寸くむ必要性」が見えはじめてきたことを示している。

「イ主まい・まち学習」における学びの質は、ヒト・モノ・コトのつながりのリズムに

溢れた創造性の発揮(このことを「ツナガリス叩ム」と呼ぼう)にある。「ツナガリズム」

は、ひとつの筋道のみを強調する「イズムJ(主義)ではない。それは生き生きとした

かかわりの場を創造する各主体のリズミカルな動きが迷なることをいう。「ツナガリズ

ムJとは内なる自己と宇宙とのくつながり>の生成・変容過程のことである。

「ツナガリズムJのある伎まい・まち学潔の方法がさらに高められていく方向感を分

かちあう状況をもたらしていただいた発表者各位に感謝しつつ、来年もさらなる展開に

あふれた発表にふれたいと思う。

2006年 5月

(財)住宅総合研究院居住教育委員会

委員長延藤安弘
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第7回 f住まい・まち学習J実践報告・論文公募結果

応募数:21編(うち 20編を槻載)

発表依頼数・ 9編

(財)住宅総合研究財団 住教育委員会(初回年4月22日現在)

委員長延藤安弘(愛知産業大学大学院/NPO法人まちの縁側脊くみ隊)

委員小津紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万票子(小学校非常勤講師)

奈須正裕(上智大学)

堤 祐子(仙台市教育局太白区中央市民センター主資兼社会主事)
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2. r住まい・まち学習J実践報告・論文

2.1 学校を学ぶ場としての取り組みから





ねむのきランドをつくろう
渋谷賢治判

的嘩慎也町

小学校生活科でのダンボーJI，.."ウスを使った授業

一協豊島・係わり合いの空間としての恕い出J、ウスづくりー

キーワード 1) '1骨殺生活科 2)協働 3)ダンボールハウス

4)子どものストー')- 5)コミュニケーション

1 はじめに

山形大学術篇小学校では自ら学びを求め続ける

子どもの育成j ということをテーマに教育の実践および

研究を行ってきた。教師は子どもの成長をどのように晃

取り子どものスト リーJとして学びを支えていくか

が大きな課題となっている。 l年生を対象とした生活科

では l仲間との係わり合いの中で，自己の怨いや願し、を

票差かにしていく子どもJということで表 1のように春か

ら学習を薫ねてきた。「学校と生活Jではp 低学年榛南側

校庭に位置する築山での様々な遊びを還して互いに出会

い，遊びを富IJり1:1:¥す係わり合いが生まれている。また地

域での活動や近くの千二歳山登山等，自然や動様物との触

れ合いなど徐々に 2年生とのなかよしベアや友だちとの

協力を迭して新たな関係品性を築いてきている。

今回は，学校生活の初動期にあたる生活科での僚り退

。学習の場としてダンボーノレハウスを用意し，言葉だけ

では表現しきれない思し、思いの表現をダンボールハウス

に託しながら広がりゆく子どもたちの廃係性に焦点をあ

てながら報告する。

4Fl 

5Fl-
5-12月

8月

9月

9-11月

車1 1年生活科の主な取り組み

学校と生活

季節の量化と生活

動纏物の鰐膏“栽培

地場と生活

公共物や公共施設の事llIl
自然や物を使った遊び

11-1月 |ねむのき注"ランドをつくろう

車2 基本データ

ガムテープ 30巷
ザンポールtJ.yタ- 10::1ド
ウレヨン・色鉛筆等

ホ2山形大学地場教育文化学部助教授

2 主な;荒れ

rねむのきランドをつくろう Jは，大きく 4つのポイ

ントで構成している。一つ目は，互いに共有できる自分

たちの学校での思い出を想起し，思い出をつづる場面で

ある。次に比較的自由に加工がしやすいダンボ一一ルハウ

スを紹介~，思い出を立体的な表現も含めて考える段階

である。続いてダンボーノレハウスを加工し，装飾しなが

ら白分の居場所として確立してし、く段階である。最後に

ダンボーノレハウスという立体夜間を過してなかよしベア

や幼稔閣年長組みの子どもたちへ思し、出のメッセージが

隠された自分たちの沼間を紹介し，共通の時間を持とう

とする場面としづ構成で計飼されてし、る。

2 1 動機付け

子どもたちの思lいや産品、を抱いてもらうために，まず

は教室で入学してから今までの思い出を想起する授業を

行った。それぞれに発言を求めながらどのようなことが

行われてきたか，子どもたちの言葉で整理主していったゆ

次に，それらの思い出に隠してダンボーノレを使って思

表3 主な回穣

11月 20日

11月21日

動機付け

11月 22日12月5・88
12月 13日

思い出ハウス績み立て

思い出ハウス作成

思い出ハウスで由2年生とのお弁畠
患い出ハウス作成1月 168

1月19自

1月 20図

1月23回

ι一一一~
1)000 

リハーサ}I_ 幼稚園との交流会

幼稚殴との受流企

思い出ハウスリサイクん

喜重 1 思い出ハウス展療関

判山形大学附燐d々 対校教諭

宮験教育大学卒業 山形大学大学院教育研究科

修了教育学修土最上義光歴史館におηる

子ども稼哩で歴史探訪関濠の講師を勤める
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し、出ハウスとして形iこしてみることを

提案した。

2. 2 怠い出ハウスの組み立て作業

思い出ハウスに関しては，仙台

市若林中央児童館地域活性化事業，

富沢公閣夏祭り等のイベントで定

評のあったダンボーノレ迷路注 2)を

参考に子どもたちが組み立てしゃ

すいように簡素なデザイ

ンとした。

密2 思い出ハウスイメージ

作業スベ スとしてプレイノレ ムに集合し?思い出ハ

ウスの作り方の説明については建築学の大学教員が担当

した。完成したサンプノレを用意L.，実際に組み立ても縫

関図のようにダンボーノレを並べj 工程にしたがってどの

ようにすればいいか，子どもたちとの対話汗式で行った。

組み立てにはグノレーブで協働してあたることにし 3 グル

ープごとに人数分のダンボーノレハウスを総み立てた。ダ

ンボールハウスが大きくて崩かなし唄1分については大学

車4 ダンボールハウス(])組み立て段階での感想 11/21 

空告書 i中lこ入ってみて車しかったよ
曹の中lこ1密しか入れなカった

家の中に入ってすごく楽しかった
一一一…一……山
宰に入れなかったけど楽しカった

お軍に入りたかったなあ
お軍由'tでつくってみたいなあ

お撃の中に入ったら額免ったよ

ザンポール町中に入るのが車しかったよ
形 lずンポールを四角にする出が楽しい

形がすごかった簡単だった

作業 iテ ブ結るのがすごく議しかったよ

寧の中でテープを詰るのが楽しい

うがンポーんを持ってくるのが大聖
1韓日じが苫;五千百公判抗議以 … … … …… ω 

つくるのカたいへんだったけど楽しい
…中l三i記長ゼ千三ブを防るめがliiしカぢゼー 一一
テープでつくって楽しかったよ
難しかった吋どがんばって楽しかった

ずンポールを持っていくのが楽しい

ザ〉ポーんを組み立てるのが業しい
昨新うてがっ三E伝言量五tモ告った:J:……一 一……山…“

大費だったけど楽しかったよ
一緒にテ プを貼るのがむずかしいね

お曹をもっと創ってみたいな

協働1磁で協力してきれいにできたよ
フ~I由みんなとお家をつ〈ったよ

猫白人と協力してよ手につくれた

みんなと一緒にまたっくりたいな
みんなでつくるのはうれしいな

みんながんばってありがとう

読でつくったら簡単にできたよ

みんなと協力してできたよ
全般!とってもとっても楽しかったよ

楽しくってたまらなかったよ

霊初1ま心配だったけどまたやりたい

宣綴 i量初lま手伝ってもらったけど!できた

展線ができないときに先生が来て〈れて安心した

手伝ってもらって勧かった

-4 

写真1緩み立ての様干 写真2 運搬出様子

教員，大学生2名，クラス担任が手伝った。完成したダ

ンボーノレハウスは学年準様案ならびにブシイルームに保

管した。

この段階での子どもたちの思いは表4にまとめたc 主

に[空間ザや:形J に演すること作業Jすること協

働j することについて多くの感想を残しているじ特に自

分よりも大きなダンボールハウスの紹み立てだったので，

協働することで出来上がっていくことを意識した子ども

たちが多かったこともわかった。

「売れや f夜間j については完成したダンボールハウ

スiこ入って関われた感じが音や光の感覚のi婁いとして新

鮮で，印象に残ったようである。まだ療がついていない

段階だったので自由に中に入れずに中に入ることが特別

な行為と映った箇もある。

マ乍業J や「協働:に関してはグルブごとに4~6

個のダンボーノレハウスをつくる必要があったことから，

互いに協力しながらテ ブを{吏ってダンポ ルを張り合

わせてし、く作業を中心に t平に仕 1げていくことに子ど

もたちは関心を寄せている。また運搬の際にはある程度

の議さがあるので互いに協力しないとうまく運ぶことが

できず，自然とチームワークが生まれた様子である。

2.3 怒い出ハウスのイメージ

次の段階では，宿題として「どんな思し吐jハウスにし

たいか」について表 5のように書いてもらった。子ども

たちはそれぞれの思い出をきっかけに連想する形で自分

の記憶を描き出している。

テ マでは l ブ ノレj での窓lい出を檎きたいとする子

どもたちが…番多かったが，プーノレだけではなく， {~也の

スポーツ・運動会・登山などの宮、いLH，朝顔リ スなど

同じ持期の他の活動との複合したイメージ，教育実務の

学生とのj思い出などと連動している。ある児童は「ブー

ルに決定。青い嵐船をいっi品、貼って》鯨雲も捨きたい

な」ということで夏の患い出の表現方法について考えて

いた。絵を描く方法以外でも風船を膨らませた総験から

青い嵐船を使って表現することを恩い付いた。また「ブ

ーノレを撒いたら〉 うみみたいになっちゃった。だから魚

やタコも措いたんだよj と表現の過程でイメージが変化

していった予もいる。

運動会，サッカ-紹撲などスポーツlこ関連した思い

出もアイデアとして挙げられている。これらは「赤・青

2006年住総研f住まい・まち学胃J実臨報告論文集7



表5 思い出ハウスづくりに向汁たアイデ7 11/22 

プールと職ー昼ー!青い風船をハウ びっくり絡にし

亜の世界とちょ iスに入れてブール たいな。ブール

っと級品白紙を!の思い出にしたい;や朝顔')ースの

く竺つIt号 iなヱ+f':Jきァt i.絵も描いてね

ブール由ことや子 ブ ルの思い出 ブルのことや

歳山になかよし畳 で風紛をいっぱ:教生の先生の

しじにいったこと} いにしてふくらま こと運動主的

体育的ことなど そうかな ことなどを楢き

たいな

プー重のプールの思ーかプーんと決:ïi.~膏で重云ζiしで遊ん
i い出ハウスiこした い風船をいっぱい:だことや運動金

ル いなぐるぐるの 結って鯨雲も摘 のこと幼稚霞

絵を人いっ1まいに きたいな に行ったことな

複措く ど
合戸学佼でアニ)レIこ γ 海iJ;-五三i'，-fi;-，み 'j=jレi])ことを

入った由が患い ス!こしたいな。鼠 絵に補いてテレ

出だから!底紛で 船や折り紙などで ピに姑ザたい

ブーJしみたいにし 鏑り付けをしてね な。運動金や朝

たい 額もね(-ji llと 畑シ ャボン

欝l行ったこと一一Jjら ] ーた思

察運動会 幼雄 I:1-M:， ~ 与 bプールが

教生の先生など !お花拙になる い出ハウスjこし

! たいな

格撲が持き紅白 運動会のことを織 運動会で罪・

で棺撲のハウス いて鍵を繍ける 肯・自費lこ分

ス にしたい。ふんど とびっく世絵みた かれてゲラウ

ポ しは折り紙でつく いのがいいな ンドでしたこと

i って

ツ サッカーをしている絵や築山 ドアと窓をつくってl タトにサ

で遊んでいる出を機いて競り ツカーボ ルを描いて絵の

ます 異で撞りたいな

朝額でつくった') 基地にしたい折 お軍に鶴とかカ

ースを錨りたい り紙でカブトムシ タツムリとか色

動 な。色を聾ってき を作って虫研究所 紙でつくって結

構 れい!こしたいな の森をつくりたい ってみたいな

物 な

?一説りを付けてドアや腕付けたいな。秋みたL惜つばを

付けよう

とてもすごい大き ずンポールのお:絵を描いて切る

い!びっくりハウス 曹をちゃんと屋根 i ことといろんな

をつくザたいな も援もつくれてう ものの彩にして

れしかった 切ることです

申 きれいなハウスに:車しい思い出ゃう'1ンポールに好

ヲ したい立。ドアとか れしい思い出をつ きな給を描いて

，まどに付けて， 2 くりたいな。富やド ザンポーんのお

4 階もっくりたいな アも付何ね 曹を完成させた

いな

楽しい思い出ゃう ずンポ Jレハウス ずンポール作り

:れしい思い出ハウ 田屋根がいいよ。:は世界一楽し

スにしたいの。マ;形もお城みたいだ かったよGたくさ

マとがんばるんだ ι よ。窓を付けたい んつくったよ。

な。

目 告がンポールに入ってすごい 何でつくらないといけないつ

詰 です。ドアや窓も付けた ドアと窓を付けてみたい

よ。何でつくるのつ

i協力してお曹がで 私は患いでハウ:お母さんに格殺

そ jきて良かったよ。 スをつくってない したけどわから

の jここのゆにがんば けど頭のとやでつく ないって嘗うか

他(ろうって出てきた りました ら!まだ考えて

よ いるよ。

自・黄 iボー一ノレふんどしJなどの象徴的な色申形を

基にアイデアを描こうとしている。さらに f動植物j の

利用や観察に関連する思い出が挙げられている。朝顔の

ソースづくりの経験やカブトムシJ カタツムリの観察な

車 6 思い出ハウスづくり

12丹 5B i 12月 8B

切るのをがんばった。窓を鯛 IH理量出おうちに:ドγを開けてあげた!

けたい。 1ーを一一 j 
屋根に窓をつけて色を染めた;賛仰びしながら天容をつ〈ったよ
いな i 

ピタゴラスイッチをつ〈ったよ 儲られなし唱、らドアを裏にもつくったよ

楽しいピタゴラスイッチをつくる ピタゴラスイッチをつ〈るのをがんばる

窓を作るのはむずかしいけど i 少し暗いので天草付けカできました

楽しい

ゲ-1.をR告示てロボジ01二.u，較しいゲームゃ申路をつくっ七たのし
も 、い

ドアや蕗をつ〈って楽しかった ゲノポールでへぴみたいなものをつく
よ !ったよ

入予とぐるぐる附掛けた再起開性!日開設 ; ; 
クリスマスツリーと鍵をつくった ιF:.-グリみたいな窓とドアを作った

角を繍修して飾りつけが楽しい 三角の窓や物を置〈台を作って便~さ

どんぐりころころびっくり猪づく こきこぎカッターで容をつくりました

り

びづくりするものをつ〈りたいな 1望遣鏡とへんなものをつくって棄しか

った

岳ÚJで議を郎、て.~I:i ~)t:五五 ]忌幸福を~tif.~;言語る誌通~-fil~l
iた 1

オリジナル血圧色額綴を描いた i点数人れ飲闇ゲームをつくって楽しか

った

i f窓ととわれてP晶とこるをー務=置し i
lたよ i 

ピタゴラスイラチをがんばった<tに鉄砲やゲームをつくるのをがんば
ょ 1る
裏i己主孟閤孟正融吾作った一主将以みや丸い筒番チーフ1??it'F'
お家をつ〈ってiIDElかったよ 少し壊れたけど家を染めて楽しカった

浅野縮む包装ろ椛五五"で長AAIvモ託示…説戸五三石-
. ，お ι ト ，

カプJ と天時つけ??iZどでご全土Jご1:1.. ，とj
鍵や盟入れをつくって楽しかっ iダンボールを持ってきて望遠鏡をつ〈
た ι った

絵を描いたり窓をつくったりす 風船作り簸しかっ主ミゴナどがんばった

る

車を切り取ったり粧を抱いた ι ドア大き〈して明る〈きれいになった
り 5

切ることや色裳めをがんばった お家につける庖紺をつけるのが難しか

よ った
"'1総:C\"ìtE官喜LらまC\'filいずちく，~日、五五二苫 L苫正;日11;'('"
たよ iり

…也 日… … ……す2<i雇通長時差抗議日目五五四 m

--P7苓五荘韮らお筋工芸t~rγW忌1帯広E五五:主主本草奇麗草子主<-
3る

通事訴示、可ヨキ:?ぞ長じ五:否定-Tt?長吉事え~'1';J'長を芸誌石l証正子五じ
よ iいよ
テ:=:::fj"(;'f，;元ニテン語融通ヲ;語1:泌をるI弘のがiGCf五九五、った王…
けたよ j 

窓つくったらト7みたい!こ遣れ i を開けて鹿紛をつけたら楽しかった

た i
ドアつけた。絵をもっと甜きたい!風船をふ〈らませてはじめて轄べたよ
天吾開l子元副鍵長っ証昆り言語;語をずけ瓦函bも、子かし元手たけとf楽
しい jしかった

車の形!こ切るのが難し泊った つくった円い揮にカーテンをつけたい
iな

聞も記思い出をつく七汁恥;.'b~忌秘跡1夜帰一j
〈

ドアが難しかったけど楽しかっ:初めて天窓をつくって大変で難しかっ

た iた
ぷろんな泌単語i::X;i誕百')描[位以叫正当Fジ干汐
も、

ブールのよ引二風船をつけたいづ絵を縫いて飾りもつけて楽しかったよ

な ;
も…、;-:;itL憶をうらモ孟l元る 語るでもおしと当，1:，どっモも面的長五一

た

アポン向付吹いiH山内州車畑出峰山 i
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写真7・8 ，~，い出ハウスでのお弁患の綿子

車7 思い出ハウスで由仲車しベアとのお弁当

上手だねって:才能あるねって宮 総が上手って宮
言われてうれし:われてうれしい ;われて落ち着い
いよ た

吾tL L、う】て宮吋いいなって嘗われ'~:t:手とがすごし、
l われてうれしか てうれし治った って言ってくれ
った た

上手だねっL かわいいねって Nさん私のおう
冨われてうれし;言われてうれしい;ちに入ってうれ
いよ しい
この曹司秘密 ベアと一緒に童ベ:3人で話しなが
を見せて楽し ておいしかった ら車しく童べた
かった :ょ

…一 一一一円 … … 
むかよしペアと 一緒に童ベてす i なかよしベアと
のお弁当おい ごくおし、しかった f 一緒!こお弁過し

しい
狭かったけど 2年生法嬉しそう なかよしベアは
ハウスは函盛， Iこしていました うれしそうだっ
い コ た

ベアiこハウス 弁当いつもより楽:今田はお弁当と
の中を紹f干し し〈童べられたよ ってもたのしか
たよ J った

H 君司曹と繋:左遣のハウスと合 Mさんの家とつ
げてお弁当を;体して蔀窃いよ ;なげてうれしい
章ベた ょ
ハウスの中で 初めて撃でご飯を 弁当を中で童
弁過童べてよ 童ベて楽しい べたら楽しかっ
カった たよ
思い出ハウスで食べるの i 家の中でおいしく食べてよ

;は世界 ;かった
食ベていたら l ハウスが揺れて おにぎザが滑た
揺れてびっくり f びっくりしたよ :いけどおいしい
したよ

僕のハウスiま
l 穏れ曹じゃ

ベアじゃない人
がはいって嫌
だった
ドアを被ったけど弁当を童べたよ

を持って創っている様々なものの意吠や機能を聴くこと

も含めて交流型のコミュニケーションも生まれてきてい

る。徐々に自分の居場所作りとしての意味合いが加わっ

てきていることがわかる。

スポーツの表現写真4プールの表現写真3

写真6 転がしの仕掛け 写真6 富由設置

どを折り紙や実物を使って装飾に使おうとするアイデア
ベ
ア
ー
と
の
交
流

が見られる。

こうした思い出に関連したアイデアとともに「形Jや

f家づくり lにも強い隣心が寄せられている。絵を描き 7

窓やドアを付け， 2階まで付けたいとする子もいた。

い…

お弁当!こ焼き鳥 おにぎり弁当
があっておいしい t はおいしかっ

ι たです

2年生がハウスを 仲良しベア!まう

壊して悲しいよ るきかった

連

結

場

所

そ
の
他

ネ

ガ

テ

イ

2.4 思い出ハウスの表現

こうしては月 21日から始まった「思い出ハウスj づ

くりは， 12月5日， 8日と重ねるにつれて子どもたちは

表現の工夫も様々な形で行うようになった。例えば立体

的に実体験を再現する方法である。まず?思い出を絵や

貼り絵で塁邑屋禄に播いて表現する方法が行われていた。

この表現では，直接，思い出を絵として表現する場合も

見られるが，プールlこ慢する思い出について風船を使っ

て表現し、水に暮らす生き物との熊わりの経験とも結び

ついて連想的な表現として展開してし、く場面も見られた。

また幼稚園を訪れた擦にドングりを転がして遊んだ経

験を「ピタゴラスイッチj と称して仕掛け作りを始めた

子どもたちも何人か見かした。さらに遊びを的'"てや自

らルーノレを考えたゲームを考案「ることで思い出ハウス

lこ遊びに来る誰もが楽しめる仕掛けづくりへと発展させ

ていく取り組みもあった。

もう一方で，家の形を意識して，天窓や扉をつけ，テ…

ブノレやカ テンを設賀する行為も子どもたちの間で見ら

れた。家や仕掛けづくりに慢してはj 骨jりながら新たに

思い出ハウスでの2年生とのお弁当

様々なアイデアを t患い仕iハウスの表現として実現しつ

つある段階で， 2年生のなかよしベア恥)向土で昼食を思

い出ハウスでとることにした。

昼食を共にすることで， 1/5の二子どもたちはベアから

の「ほめられるーコメントをもらい，その喜びを振り返

りの際に綴っている。またベアがうれしそうにしていた

2.5 

やりたいことが生まれ，窓を聞ける活動が天窓を作る活

動iこ発展するケース， rびっくりするもの:といった漠然

としたイメーンから「望遠鏡とへんなものJとを組み合

わせj オリジナノレなものを創り出そうとするケ スなどj

それぞれに発展してきている。

家の形へと近づいてくるにしたがって1 友達のドアを

開け，あるいは修復することを手伝う作業や家の機能を

有することで窓から外を覗き j 友達を思い出ハウスに呼

んでみる機会も増えている。お互いに褒めあい1 新鮮味

2剖 6年生総研fj主まいまち学習j実路線告白論文集76-



表8 幼雄翻の干を招待したくない子どもの華北

一 一寸パ9

私たちが招待しても Sちゃんのお曹と私のお軍と一緒に入
らったから招待した 守口と入り口をつなげてお曹が広くな
いな りました。楽し治ったよ。

衡とかをみせたい いろんな衝をつ〈って合体したよ。明
から 際幼稚濁由子と一緒に衝を紹升す

るよ。私の名前もおしえるんだよ

幼稚園由子を喜11 私の衝は双子衝です。どうしてかとい
せたいからです うと人だからそうなんです。附ちゃんと

つなげました。

今日ドアにカーテンをつけた。主連も
紫げたかった。お曹がかわいくなっ

た。

君、い出ハウスの街並み

写真 10幽 11 思い出ハウスで由幼稚掴兜との交流

当会はどちらの子どもにとっても効果があったことが伺

える。

方で?思し、H~ハウスをベアに壊されてしまったケー

ス，ベアでない人が興味を持って入ってきたために，侵

害された気持ちになったケース予あまりにもベアの 2年

生が興奮してかうるさかったJとするケースも散見さ

j礼た。

こうしたハプニング的なケースは思い出ハウスlこ対f

る子どもたちの愛若から生まれてきているものと捉える

こともできる。今思のように年齢差が小さいためになか

よしベアとなった 2年生が行動を十分に制卸できないこ

とは起こりがちではあるが!その後の l年生の飽々の活

動には大きな影饗は見られなかった出)。

認 i

待 1:会の干の衝をつくっ
し|たし幼稚習にいっ
た I1まし、招待してもらつ
い iた。

招待するために金 Yc君(j)お軍と初めて合体したよ。ドア
曜日!こ地殴をせつ もちょうどいい大きさで鴎じだった。
かくがんばってつく

ったから。
ピタゴラスイッチと 体育館は寒かったけど!ハウスの中
ゲームで遊んだら はほんのちょっと暖かかった。そしてら
楽しいから くちんで気持ち良ヵ、った。

ぼくたちも幼雄獲に 交番目衡ができてすごくうれしかっ
お邪演しに行った た。交番の衝は丸い町が出来たよ。い
んだから!僕たちも っぱいの人が来て直かった。
誘いたいです。
一僕たちがω幼:義歯1:下活議示倒れてきて僻とか重さないと1…
行ったからです iって ()O)中で思っているよ P

いっぱいハウスが 今日は道をつ〈ったよ。町をつくって楽
できたカも しかったよ。くっつけて窓を見ると M

ちゃんが見えたよ。

幼稚園に行ったか 牛乳パックで携帯をつくったよ。S君に
ら幼稚閤由子を楽 いつl弘、鷺話したよ。楽しかったよ
しませたい
私があんまザ播い
ていないから

ハウスが完成したよ。絵も完成した

し牛乳パックの形になったから幼稚

豊富町子も喜ぶと君、うよ。教えたいな。

議されたり!絵が下 10人以上由人と紫げてお正月の衝を

手と雷われそうだか つくった。明白は幼稚理由子が来るか

ら ら合体をいっぱいしたい。

絵が下手だからで 今自ハウスを並べ幼維鹿町子と遊

す べるように準備をしたよ。重たかった

けど棄しかったです

y，君と野琢をやって楽しかった。No君

とy，君のお家をつくって車しかった

まだピタゴラスイ、ノ
チができていない
のでだめです
僕の曹が今も壊れ 僕はまだ途中だけどできることまでや
ているからさらに壊 りました。いっぱいピタゴラスイッチが
されたら僕だけ修 できそうな感じです。

環だからです

お曹ができていな お家をつくったけどまだ終わってない
く壊れると思うの です。明白集長さんと一緒に楽しそう
で にします

壊される正いるだか斤蚕τ君とやった。野球をして穏師、
ら jった。

壊れやすくてまだで 今自は S君と場憾とで合体しました。
きていないから 裂しかったです

僕の思い出ハウス 今日はずンポールハウス由中にピタ
が下手って富われ ゴラスイッチをつ〈ってすごく楽しかっ
そう たです。またしたいです。

壊されたら 1 つくる 衝をつくってみんなのお軍に行って楽
町が疲れるから しかったよ。望遠鏡みたいなものもつ

くりたかった草。

様子やベアと食べることでとても楽しい気持ちになった

こと，さらには友達のJ型い出ハウスとも連結して 1 楽し

みが増した様子も記されており，思い出ハウスでのお弁

写真9
お
名
中
刊
山
名
の
コ
メ
ン
ト

圧
対

l
費
戒

2.6 幼稚閣の子どもたちとの交流

仲良しベアとの交流を通して自らが患い出ハウスで遊

ぶだけではなく，それを利指して友達との交流を行い，

自分自身ι創り出したものへの盟、いを深めることができ

てきた。

i丹 16日lこは幼稚潟兇との交流会を開催するために体

育館まで思い出ハウスを運び込み，自由に街並みのよう

に並べた。燐り合うハウス同士で繋げて話をするケー一ス，

また友達とフェルトて慌を創り出寸ケースョIiいに壊れ

たところを補修しあうケ ス，街の看板を一緒に作るケ

ースなども見られた。このような友達との協織の行為に

践する感想は 27例にも及んだc

また幼稚冨の子どもたちを招待したいかについて話し合

ったところ， 1月 16日時点では 29名が招待に賛成し
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れぞれの子どもt:.もにあり，それらが思いIfiノ、ウスσ汁昔
並みとともに存r五していたことが心を大きく動かずきっ

かけになったものと捉えることができるη

3 まとめ

今[司の授業でLi，子どもたちがコミュニケーンヨンを

合会めるきっかけというものが，思い出ハウスづくりの中

で数多く存夜していることに気づかされた。当初，子ど

もたちは自らの思いに熱中L.，徐々に自分の居場所とし

ての思い出ハウスが確立されていった。

そこには f絵 r仕掛け空r，9jなどをどのように表

現してし、くかという fものj に関する熊心事と γ協働j

「支援lなどを通してお互いに補完しあうための 人J

に関する際心事とが共存L.，向特に「下手といわれたらj

「うまくできなしリ「こわされたら|といった不安感も存

夜した。その後，互いの家の r窓Jや f入り口 をそれ

ぞれにあわせる行為が自然と発生L.，コモン約な互いの

空間が生まれた。 r商さが違うと新たに r窓j の高さを合

わせる行為，入り口 iこ作ったポストを使って，互いに手

紙を交し合おうとした行為》携帯電話のように牛乳パッ

クで糸電話を創り，コミコニケーンョンを図る行為ヲさ

らにはハウスに来てもらった人全員にゲストブックに名

前を書いてもらい，たくさん名前を覚えようとする行為

などに溢れていた。特に集合体としての意識への変化が

芽生えていったものとして捉えることができょう。

こうした「もの」と「人Jとを通して働きかけていく

コミュニケ ション意識の芽生えが，不安感を徐々に和

らげ，互いに集うきっかけになっていたことは今後の街

づくりに向けた大人たちへのメッセージも含まれている

ものと考えられる。
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<注>

1 ) 山形大学附属小学校では「学年の木Jを決定L.，各家庭に

擁樹用の木が配布されている。

2) 米意雅真のデザインによるダンボール迷路は lmx加の規格

が揃ったダンボール合組み合わせてダンボーノレハウスの

部分と通路とで構成されている。

3) 1年生と 2年生とは rなかよしベアj と Lて毎週半数ずっ

が互いの教室で長食をともにしている。

4) その挫の活動の中でー幼縁関の子を招持したし官、」話し合

っているが 2年生との交流でネガティブな面があった 4

名に関しては積極的に招待する姿勢を示していた。

2006年住総研f住まい。まち学器J実路線告論文集78-

表9 幼稚留の子どもたちとの主流をi重して 1/20 

連れて行くのが!遊んで楽しかっ 幼稚豊富のこと一緒
大豊1 でも車しいた に遊んで車しい
幼稚闇冊子音呼 遊んでとてもう 僕のゲームが軍
んで車しかったよ れしかった に入ったって

麗白かったし本当に楽しい

いろん匙こと教え 幼稚覆の干と e 幼稚画面子がい}
られて皇かった ζ 友達になり車L.:立いとさみしいよ ; 

いよ

←一一一一一一一一一一一直ー凶一冊鍋催騨世帽働相鮒嶋J
幼種目聞の子を招 お友達になれた 笛白いって言って
待して豊かった :からよかった いた

楽しかった。また 上手って雷われ 幼稚園のこといっ
招待したいな てうれしい ばいお話したよ
幼稚園の子を連 ゲームがあり車 車しんでくれてう
れてきて車しい しいって れしかったよ

上手とかきれいと「不二五瀧iil絵が上手って嘗
か言われてうれし iて楽しくなかっ iわれてうれしかつ

い 1金一一一一iた
13人お主連が出 左遣がいっぱい すごいって書われ
来てよかったね 出来て遊んで てうれしかった

来しい
上手って富ってく いろんな人と仲
れてうれしい 良しになれたよ

私からぜんぜん 幼稚豊富町子み
離れずに楽しかっ ん立友達よか
た った

上手って富ってく 議しかったとい
れうれしかった われてうれしか

った
恥ずかしかったこ 喜んでくれてう いっぱい友達にな
とがわかったよ れしい れうれしかった
緒に来てもらってうれしかった

た。招待しないとした子どもは 10名となった。

招待したい子どもの理由はゲ ムや遊べる仕掛けを

ー絡にみんなで楽しみたし、J rお家や街を見せたし¥! !幼

稚濁に招待されたからそのお返しとしてJといったこと

が主な理由であった。

もう一方で?招待しないと主張した子どもは「まだお

家や仕掛けが完成していなしリ 幼株溺の子どもたちに

壊されるのではないかJ !自分たちのお家が下手だって

言われたらJといった不安感が大きいことが挙げられる。

交流の前日となるジハーサノレになると j 完成した子ど

もも増えj 子どもたちの不安感は減少し，交流すること

への期待感が上昇していることがわかる。

実際の交流の場面では1 半分の l年生が思い出ハウス

で行機して，残り半分の l年生が幼稚溺児を案内して思

い出ハウスを巡るようにした。それぞれのハウスを巡る

うちに逸れてしまう子も出て費任を感じてしまった l年

生も出たが，それぞれの思い出ハウスを~6ことで幼稚

習の子どもたちは 1年生が作った仕掛けを楽しみj 充実

した交流会となった。終えた後の語ら恕l土表9にまとめた。

当初，招待することに反対していた子どもたちも幼稚

濁の子どもたちとの交流を過して充足感があったことが

伝わってくる。絵での表現，仕掛けでの表現，友達にな

ることを目指したコミュニケーションを図る気持ちがそ

症
対

i
・。

初めてあって6人
と主連になった

また緒!こ遊ぼう
ねって宮ったよ

幼稚園町子が来
てくれてよかった

庄
対

l
聾

成

賛

成



由治に住む'/J、学生による罰地のゆの F息い出」麟音量

一千葉市稔毛擬浜ニュータウンにおけるまちづくりワw クショッフ。についての実践報告

割間接介"

キーワード 小学史団地まちづくり ワークシヨソプ総合苧宥思しち官

1 はじめに

戦後の高度経済成長の中，その経済活動を支えるヘッ

トタウンとして大都市近郊に大量に建設された「河地l。

建設当初こそ，当時の者い世代的狸怒の住まいとして羨

望を集めはしたものの，時とともにその魅力は薄れ1 築

後 30年を経過した現在では，建物の設備や躯体の老朽化

だけではなく j 供給待iこ入居した世帯が 斉に高齢化す

ることによる，街そのものの活力的低下が急、速に際交ち

はじめている。

衰退してゆく団土弘本論の舞台である稲毛海浜ニュ

タウン(写真 1)も?そういった沼地の慨を免れない。

空家率は実に 割を超え?夏祭りや住民集会など，かつ

て盛んであった地域行事は規模の縮小を余儀なくされて

いる。自治会を介した住民どうしのつながりは事実上崩

壊しているといって過言ではないじまた7 近年の団地住

民の入居の動機のほとんどは，その「家賃の安さJにあ

るという。こうした住民であれば，仮に所得が増加し経

済的な余裕が生まれたとしてもF その縫済力を回地へi霊

ヌじすることはなく?むしろ，その所得に見合うより援か

な住環境を求め沼地を去っていくのが自然だろう。結果

として陣地には，環境を自力で保全する経済jJのない高

齢者や低所得者ばかりが取り残されてし、くことになる。

この悪循環は，放置すればさらなる環境の劣化，治安の

悪化をまねき，近い将来，団地を含む地域全体をスラム

化させてしまう危険性さえ苧んでいる。

写真1 穏毛海浜ニュータウン白鳥居並写真

9 

こうした危機的状況を背景に持つ千葉市稲毛海浜ニュ

ータウンにおいて， 20例年7 我々はp 小学生を対象とし

たワークンヨッブを実施する機会を得た。ワークショッ

ブのテ----?fま「街lこ対する愛着を育てる;こと。!沼地の

衰退を止め!再興を少しでも促すためには，何よりもま

ず，今住んでし、る住民たちの中に翁に対する愛着が育ま

れていなければならないだろう， との思し、から設定した

テーマであるひ

本論では， 2004 年~2005 年の二年間にわたって実施し

たワ クンヨツブの内容とその成果について報告する。

この報告を通して，街への愛着を育てるための活動のー

併として!ワークショッブの可能性を示したい。

なお1 このワークショッブは，沼地再生を白的に設な

された NPO法人， INPOちぱ地域再生リザーチ:の活動の

一重量として実施されたものであることを補足しておく。

2 ワークショップの概要とねらい

本ワークンヨツブは?穏毛権浜ニュ タウン件]にある

高洲第一小学校(関 1)の協力を得て実現したc 対象学

年は小学 5年生と 6年生。 2年間のj需要訪の中で， 年日

は， 5年生に参力Eしてもらし¥二年目も?進級して 6年

生になった彼らに引き絞き参加してもらうこととした。

2年間にわたって向じ集浅の子供たちを対象としたの

には，継続してワークンヨツブに参加してもらうことが

活動の効果をより顕著にさせるのではないか，という

我々の倒的期待もあったが，それよりも!単発で終わる

イベントではなく a 継続的に考え楽しみながら参加する

ことでその成果が子戸供たちの心に残ヮてし、くようなワ

クショッブにしてほしい!との小学校側jからの要望が強

く反映されている。

また時間割としては1 小学校の l総合的な学鷲の時間J

をワークショップ用に割り当ててもらった。比較的自由

な課題設定が可能な科目ではあるが，間待lこ， I日来にな

し、創造的な活動内務が求められる科目でもある。この点

について 1 ワークショッ7'の実施にあたって，我々が特

に注意したことは主主ぇ」を先取りしないとい 3ニとだ

った。街への愛務を再確認してほしい，より強くしてほ

川千葉大学大学院自然科学研究科助手

2003年京都大学大学院修了 ての後現職。
学位論文では建築空間における椀知覚の働きに
関するゐ}干究を行ったが， f葉iと来て以来，主ちづ
くり活動のおもしろさに自覚める。趣味は DIY。

2006年{主紺研「住まい・まち学留J実臨報告論文集7
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義ハ〆向 山一図 1 調査対象地域的地密{高調第一小学校周辺)

しい， との瀬いをこめて実施しているワーークンヨツブで

はあるが?その騒いを直接的に言葉lこ置き換え目標や;主主

え」として提示したとしても}なかなか子供たちの心iこ

は響かないだろう。愛着を植えつけるようなプログラム

ではなし愛者に対する感受性が育つのを待つようなプ

ログラム。そして，子供たちそれぞれがひとつの体験を

共有しながらも別々の「答えj にたどり着くことができ

るような，そういった抱懐力のあるプログラムを用意で

きないかと考えた。

怠案の結果，このワークショップではヲ子供たちに 3

街にまつわる「思い出調資j をしてもらうことにした。

調査対象はp 皮達や税，自分自身を含めた街に住むすべ

ての人々である。 r恩い出jとはすなわち，待問がたって

もなお心に強くに刻まれている過去の出来事のことであ

り，それが仮に好ましいものであれば，その出来事が起

こった場所や1 出来事を共吊干した集団に対して，なんら

かの愛着を芽生えさせる fきっかけ」になるものである。

住民の心の中に潜在している患い出をj 子供たちの手で

抽出l-，表面化させる。そのプロセスを過し乙思い出

正特質や多様性を子供たちに実感してもらうことが?彼

らの，自らの思い出や街への愛着に対する感受性を育む

ことにつながるだろうと考えた。

なお，調査結果の表現にはできる限り言葉を使わず，

模型や写真など，視覚的に理解できるものを用いるよう

にした。そうすることが，子供たちの思い出に立げる直

感的な理解を助けるとともに，子供たちの持つ表現力を

最大限引き出l-，調査結果を見る人に子供たちのメッセ

ージを直接的に伝えることを可能にすると考えた。

以下， 2004年および， 2005年のワークショッブの詳締

とその成果について照を追って報告する。

3 2004年ワーヲショッブ f告カススキデスカワj

ワークンョッブの期間は 2C例年 2 月 13 日 ~27 日 j 対

象は当特の高掛{第一小学校の 5年生 31名である。このワ

ーークショップでは，彼らに調査を依頼するかたちで!団

地住民lこ対する思い出調査を実施した。

調査の成果は，あらかじめスタップが製作した 1000

分の lスケ ノレの街区模型の上に，無数のハ ト形ポッ

プを突き刺すことで表現する。針金の先にハート形のプ

-10 

ラスチック板を取り付けた/トさなポップを用意l-，それ

を模型さのよの思い出の場所に一つずつ刺し込んでいく

(関 2)。街単な方法だが，ハート形ポップの科された場

所やその数が思い出の地理的特性を示l-，針金部分の長

さやハ-fの大きさが怠い出のおさ，すなわち時照的特

性を示すとしづ対応があるυ こうして完成した模型を眺

めれば，挑めるだけで街のどの場所lこいつ喰の盟、い出が9

どの筏皮偏在しているのかを把握することができる。

また5問主筆i言動は，対象である 31名を 5，6人ずつの 6

グループに分け， グノレ…ブ単イ立で三軽減している。模型の

作成もこのグノレ ブの単位で行い，かつ，グノレ…プそれ

ぞれに異なる色のハート形ポッブを手渡すこととした。

こうすることで，よりたくさんの息いH出jを集めてきたグ

/レ一ブlほまど?より多く'そのグノルレ プの色のハ一トを模

型の上に並ベられるというf行j

3.1 調査依車毅盟 1臼冨 (α2月 13図)

3.1.1 r)l力ススキデスカつJ

ワ クンヨツプは?スタッブから子供たちに対して 9

f高Iffl好き FすかっJと閉し、かけるところから始まったo

fタカススキデスカワハこの問いかけに対してとりあえ

ずはハイ j と答えてもらえるように{土向けるu しかし，

この時点で心の底から「ハイJ とこたえられる子供は少

数派だろう。大多数の引共たちがここで感じるめはp 恥

ずかしさというよりもむしろ，ある穣の違和感ではない

だろう力、高洲を好きだという気持ちはあっても，嫌い

な部分も確実にあって，そのパランスのなかで「ハイ j

という 方の答えだけを求められる。この違和感が，自

らの街への恩いを得認識する発端になる。また，王里想と

しては，このワ クショッブの最後に，子供たち全員の

心の底からの fハイ， ，という答えが聞ければ，とも考

えていた。しかし実際には，最初に質問を投げたその燐

f唱す("¥こ?予想上iこ大きくはっきりした声で fハイ 1! J 

との答えが返ってきた。うれしい反面，ここまでのひね

くれた推論を修正しなければならなかった。

3.1.2 パチバチ主義人

続いて，曹、い出務ままを生業とずる宇宙人》ハチパチ主主

人が教室に受場ずる。今回の思い出調査は，宇宙人から

子供への依頼という形をとった。学生スタッフが宇宙人

に扮することで，場を賑やかすことを一番の語的とした

t"-"""， r. 

h前

マ
ハート形ポップ

と〉

仁〉

図 2.2004年ワーヲショッブの行程

20例年{主総研「住まいaまち学習実践報告。論文集7



イヘントであったが?もとから非常に元気のよい子供た

fであったこともあり!その意味での必要十生は薄かった。

ただ!スタップとして参加する学生にとっては意味があ

〉たι 絞らのほとんどは建築系{工学系)の大学院生で

あり 3 普段から子供とのふjしあいに慣れているわけでは

ない。彼らの一部が宇宙人として派手なパフォーマンス

を-tることで3他のスタップの表情にもゆとりが生まれヲ

子供たちと接しやすい雰間気をつくることができた。関

みにパチパチ星人の名前は千葉の逆さ読みからきてし、る。

調査依頼の後ヲパチパチ主主人から子供たちへフレゼン

トが婚呈される。ひとつは真っ白な高洲江苛!豆模型(約

2 MX 2 M)。模型を見ながら思い出調査の方法などをひ

とどおり説明し?最後に諮査員任命式として子供たち

人ひとりに名前入りの缶パッチ(ハチハチパッチ)を手

渡していった。ここで興味深かったのは!模ヰ与の kで自

分の住んでいる場所を指し示してもらったところ!極め

て精密に街を再現した模型であったにもかかわらず3 多

くの子供たちが自分の住んでいる場所をスムーズに探し

出せなかったことである。子供たちには?自らの住んで

v、る街を僚E敢的に見る視点は犠わっていないようだった。

3.1.3 思い出誠査の練習(友達の息い出調査)

このワ凶クショッブの二日目iこは!もう，子供たちは

実際の街に出かけていき，街の人に話し掛け思い出を潤

いてまわる。そのための準備として初日の後半は，この

調査の事前練習を行った。 i東育fS手は友達である。練習

とはし、え，その成架i土全体の結果に反映される。

調査の手順は次のとおりである。まず近くにいる友達

に「高洲好きですかっ」とf習し、かけるG この間し、かけに

fはしリと答えてえてくれた人に対して!次の質問 r患

いで教えてつ」を問いかけるc 高洲を好きだという気持

ちを持ってし、るのであればj その気持ちを持っきっかけ

になるような出来事が過去にあったか}あったとすれば

それはいつ3 どこで発生したJ どんな出来事なのか，を

具体的に織き出してし、く。

調査に際して? 子供たちが隠答者の答えを簡単にメそ

できるように専用の調査用紙(図 3)を用窓したU 用紙

には「し、つ rどこでJrだれと rどうした」に対応する

4つの空欄があり 3 この空機を埋めていくことで，思い

出を説明する 1つの文章が出来上がるようになつどいる。

"，"'" 小守役J 子J"'.'ツ……→M 問中一 向

-山マ"可日計 .. 

図3 思い出在記入する誠査用紙

3.1.4 宿題(家族の患い邸調査)

調査用紙を家族の枚数分y家まで持ち替えってもらい?

父親や母親など家般の患いI協調査を信越としてやってき

てもらった。特にここでは?二日吾に予定している平日

の町惨さではおそらく協会えないであろう y 父来見の層に

対して調査を行うことが重要であると考えたため，ワ…

クショッブ 日目と二忠告の閣の信越の期間には逓末を

はさむようにスケジューリングしている。

3.2 街歩曹と衡の人の，患い出額査 2日目 (2汚 17B) 

3.2.1. )レ ト設定

街歩きの詩的は二つある。一つは， r街の人」への思い

出潟査を実絡すること。もう一つは?家族や友達の思い

般の場所に1 調査践である子供たち島身が足を運ぶこと

である。これまでの調ままぜ開き則してきた数々の窓い燃

の場所7 その場所に実際に立ったとき 1 そこからどんな

!11¥長が見えるのか!あるいは， どんな苦が潤こえてくる

のかy 友達や家族の話を闘いて抱いていたイメ】ジと照

らし合わせながら1皇認してもらうことで，思い出の発生

する場所の特性を実感することができる。

そのためワークショッブ2日自の前半にはヲこれまで

に集めたi思い出の繋璃を行った。グノレーフョごとにj お互

いにどんな思い出を集めてきたのかを礁かめ合いながら?

人ひとつずつ自分が訪れたい場所として適切なものを

選んでしえ。結果， 1グノレ-7'1こっき 5，6儀所の訪問先

が選出されることになる。次に，これらの訪務先を結ぶ

最適なノレートを設定する。街歩きのもう つの目的であ

る衝の人への思い出調査は3 このfレート上で出会う人た

らを対象として実織することになる。最後に，識のどの

ような患い出の場所をどのノレートで回るのか?グループ

ごとにクラス全体の蔀で発表する機会を設けた。この発

表では3 父親や母親から潤かせてもらった思い出を!誇

らしげに語る子供たちの姿を見ることができた。

教室にて禽歩きル トの話し合い 衝の人へのインタピュ

写真2 ワークショッブでの子供たちの様子

ー 20師会手段総研f住まいまち学習J実臨報告白論文集 7



3.2.2 街歩き

昼食後，街歩きに出かける。今聞のワ クショップの

中でj 子供たちが最も楽しみにしていたイヘントであり，

どの子も嬉々として街へと繰り出していった(写真 2)。

子供たちの引率にはグノレ プにつき最低2人のスタッブ

が付くことで万全を期した。また 7 引率にあたったスタ

ッフには， 'i-f!キたちの行動や言動を詳絡に観祭するよう

に指示した。ワークショップの主役は，当然小学生fこち

であるD'，スタッフとして参加した学生たちにとっても

貴重な機会であることにかわりはない。普段，住宅をテ

ーマに研究をしている学生でも，この年代の子供たちと

ここまでの関わりを持つことはない。子供たちが日々何

在感じながら団地の中で暮らしているのか，阪地iこ{主行

子{共たちの価値観や世界観のよう必ものを，子供たちの

表情や言動から感じ取ることができればと考えていた。

3.2.3 衡の人への怠い邸調査

持lの人的思い出言問査は好調だった。子供たちそれぞれ

が恥ずかしがることなく，行き交う人々して声を掛けて

いたしj 声告を掛けられた方も好意的に質問に答えてくれ

ていた。これは小学生を調査員としたことで得られた利

点であろうc 大人がf百]じように話し掛けたとして，ここ

まで好意的な反応が返ってくるとは考えにくい。また?

「高世{好きですかっ jの質部iこは問答者のほぼ全員が「ス

キ。j と答:えくれている。あとに続く「思いで教えてつ」

の質問lこ対しでも，殆どが自らの「好ましし、|思い出を

語ってくれた。このことは誠査に立会った子供たちにと

って絶大な効果があった。この衡にはこの衝のことを鮮

きな人がこんなにも沢山いるんだ。 Jという驚きの言葉を，

調査後，複数の子供たちから異口同音に割くことになる。

3.3 調査結果の視覚化 38自 (2月27日)

3.3.1 諮査簿の作成

ここまでの恩い出調査の結果をまとめ，グループごと

草真 3 鱗査結畢の視覚化

12 

に J 罰の調査簿を作成した。といっても思い出の書き込

まれた調査用紙をファイルに綴じるだけ，という鱗単な

作業である。ただ，司書査}時紙を綴じる順番やインデック

スの付け}jについては読む人が読みやすいように日と

だけ教示して，あとは子供たちに任せることにした。こ

れによって1患い出の持ち主の震性で項目立でしたもの3

思い出の発生した場所，あるいは患い似の古さで分類し

たものなど j それぞれに異なる視点にそってまとめられ

た他性的な調査簿が完成した(写真 3右j二)。続いてp こ

の調査簿のデータをもとに街区模裂を完成させる。

3.3.2 模型の作成

思い出調交の回答総数は?友達 74件，家族 154件}

街の人 72件の言十 300 件であった。これらの思い出を

全て fハ ト形ポップJに置き換え!街区模型iこ突き刺

してし、く。また，この作業と波行して子供たちの住んで

いる住棟に好きな色を譲ったり，小学校のグラウンドや

そのほかの施設にメッセ ジを書き込んだりということ

をしてもらった。完成模型は写真 3に示すとおりである。

この完成模型を見ながら子供たちが感じていたことを

言葉にすると以下のようになるだろうか。

「 ハートは街中いたるところに散らばっ亡いる。そ

の中でも集中しているのは ，公随だ。高洲公歯やニグ

ラ (2信!互グラウンド)，大きい公鴎lこは背の議いハ ト

が多い。古い思い出が多いってことだ。たぶん父さんや

母さん，大人の人たちの患い的だろう。エグラで毎年や

っている夏祭りは9 父さんが子供の頃からあったってい

うし G それに比べて小さし、公潤?竹の子二公園や坂道公

匿なんかには背の低いハートが集まっている。僕らの思

い出だ毎日よく遊んでし、るから。でも?その中に混じ

っているこの背の姦しV いートは倒だろう。(調まま簿を調

へる)・ 花見か。そういえばこの翁地，春になるとそ

こかしこに桜の花が咲く。きれいなんだよな J 

4. 2005年ワーヴショップ f骨力ストロウ!J 

このワークンヨップでは，子供たちにできたての思

い出」を見つけてきてもらう。前回の患いH::l調査が?他

者の心の中にある f成熟した忠、い似 J を対象としていた

のに対~，今回は，自分の身'の回り lこ起きている出来事

の中か札将来思い出になりそうな出来事を抽出する。

ワ クショッブの期間は2004年 12月21日 ~2005 年 1

月 27日，対象は声高洲第一小学校の 6年生 27名である。

彼らはほぼ全員， 1計1年度実織したワ}クンヨッブの参加

者ぜあり!そのため今回のワ クショッブでは，前年度

の内穏や成果を援用しつつも， さらにその成果を強化す

るような活動の内容が求められていた。

今はまだ思い出とは停べないが}これから先，きっと

自分の心に強く残ってし、くだろう出来事を，身近なとこ

ろから見つけ協す。そこには前回のワークショップで培

つに思い出に対する観察眼が生かされるはずである。
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まれ できたての思い出Jを捕主えるためのアイテム

として! 子供たちに fカメラ l を手渡し 7 カメラは患

いtHを記録する最適なツヤール('あるい思い出の発生する

桝悶を捉えることもできるし p 現像c'Jlた写真を見返守

ことで，そのときの状況を詳織に追認することもむきる。

以下タワークショッブの行程を日程の関iこフi"-，(凶 4)"

4.1 調査依媛 1日罰 (12月218) 

4.1 1 前回のワークショップの復習

ノ-i~l_]のけークユノヨツブでも調資の依頼者はやはりパチ

ハチ県人であるο はじめに地球人役のスタッフと子供た

わとび)尚一Cひととおり j 後拶と;高洲好きですか?i ーは

いハのやりとりを済ませた?免ハチパチ恩人が教室に

登場するの大歓声で沸く中?彼らを中心iこ前回の思い日1

3奇査の復習がはじまる。ぜi闘の成果物である街区模型や

調査簿を教:~誌の中央におきながらタこ札までのワ クシ

3ツブぞスタッブが撮り貯めていた与哀をプロンェクタ

で投票してみせる。写真のなかには，子供たちが街の

人に話し掛けている姿や3 教室で発表している姿を納め

たものもあり，ほんの 年ほど前のことなのに子供たち

はなつかしげに見入っていた。ここでは，前回の成果を

振り返るとともに，写真が，薄れていた記憶を呼び覚ま

す強い力を持つことを;]ミしたかった。

4.1.2 思い出撮影リレ (パチバチカメラの授与)

つづいて，ハチハチ黒人からカメラの授与式が行われ

る。前回と問じく全体を 6つのグノレャブに分け，それぞ

れのグループに l台ずつ 27枚撮りの使い捨てカメラ(ハ

チハチカメラ)を手渡してしベ。その後ワ クショッブ

の行程の説明をおこなった口できるだけ余硲を持って患

い出を探してもらうため，初日と 2日目的関l主2週間も

プ7メラのブ3スタマイス

吋+寝:」bW3 符~>れ
ら定主C']完成作品イメージ

ヲィトル

思"忠但寝ヨ時1:ロ5換

1 タJ ト凡

県勢 ""山州 N 之部閣のじ新Ji0)1雪奥
都♂-.07'がiよヮ

情 J 附

3 患い出の羽gのma~

いつ だれと

どこで どうした

4未来へのメッ-[?-y

むロえたいノ
什つ句iOi.i!;σバヨすの{れ

メッセ-y

《子会長形式、

図 4. 2∞5年ワークンヨツブの行程

あけている。子供たちは，冬休みを含むこの期間をflj約

して，パチバチカメラをパトンにした「思い出撮影リレ

ーJを行う(凶 4)。冬休み中の機影スケジュ…ルやカメ

ラの受lt渡し方法などは子供たち屈身に決めてもらった0

4.2 作品展示の下準嫡 28自 (1Fl11日)

4.2.1 写真の選別

2i盟関後の 1月 11抗?午前中に6つのカメラを集め現

像に出す。午後一番にでき上がった写真を持って教室に

反ると子供たちが写真に鮮がった。 27枚撮りを 4，5人

で使い刻しているので， 人につき 5，6枚の写真が撮れ

どいるはずであるが 2 今回は，その中から 人一枚だけ

選び}最終的な作品として枚上げるο 写真の選別におい

て子供たちに隣践は見られすタ予定していた時間よりも

はるかに短い時間で選別は終了してしまった。

4.2.2 綴縁

なお，この白子供たちが選出した写真は一五スタップ

が持ち帰札A4大に拡大したのも 4切りサイス(J)額縁

に入れ》次j~]， 子供たちに返す。額縁i土色闘用紙ででき

ており竿真の周担当に「タイトノレJ 思い出の内容Jr未来

へのメツセーージグに対応する空欄が薄く印刷されている。

この「未来へのメッセ ジj とは?写真を綴ったときに

考えていたことや，このi盟い出について伝えたいことな

どを自由に審込む織で?書込む時には?未来にいる其体

的な誰かを先手定して手紙形式で脊込むように指示をした。

また，この欄はノj、学生が自らの恩い出をどのように分

析しているのかが表現される重要望な部分である。そのた

め!思いついたままを書き込むのではなく -113話題と

して持ち帰ってもらい熟考してから次の最終@_]に清書を

するという方法をとることにした。

泥炭"""""ぺA 

賜顛事瞳

写真4 完成作品の居示と発表風景
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4.3 完成作品の展示 3 B 13 (1月27B) 

最終告の作業は体脊鮪で行った(写真4)，.タイト/レを

含め額縁の腐りの全ての項目をここで清書する。完成し

た作品を体育館の援に鮎り人ずつ自分の撮った:Ef.真

の説明と， r未来へのメッセージj に書き込んだ内容を紹

介する U 完成作品の例を!羽 5に，それぞれの作品に記載

された情報の一覧を表 1Iこ示すU

写真に納められた被写体の種類は実に多様である。こ

れはとりもなおさ F思い出の多様さを反映したものであ

り?それぞれの特異性にこそ思い出本来的悩憶があると

見なすべきであろう。ただ全体としての大きな傾向もあ

り3 例えばj 箱ブランコやスベワ台?出時計など，被写

体が公陣iや街路lこ墨かれたシンボ/レ的な|もの ごある

場合ヲそこでの思い出は，そのンンボノレに擦係のなし、も

のである傾向にあった。これらのンンボルは単にその場

所の個性を引き立たせ，思い/:Hを記憶として定着させる

一紡として機能しているのではないか。

5 まとめ

[思い出Jとはどのような場所で発生するものなのか!

あるいは，どのような出来事であれば「思い出 d として

人の心の中iこ長期保存されるのか。本論で紛介した一連

のワ クショッブでは，このような疑照に対する幸子えを

見つけるために，子供たちとともに思い出誠査を行った。

その答えはワークショッブに参加した子供たもそれぞれ

が正確に感じ取っているのではないだろうか。彼らが機

影した写真がそのことを如実に語ってくれているようだ。

ワ』クショップの最後にもう一度，子供たちに向かつ

て 1高洲好きですかっ」と潤し、かけてみた。そこには!

初めてあったときと変わらない大きな声で， rハイハと

答えてくれる子供たちがし、た。

主君5 完成作品

謝辞

ここで紹介したワークショッブは千葉市立高洲第 !J、

学校の先生方，子供たち，保護者の方々の協力を得て実

現してい令。記して謝意を表す。また，スタッフとして

表裏にわたって尽力してくれた学生諸君にもこの場を借

りて敬意を表したい。ありがとうございました。

完成搾品の内容一監

一
場叫

疋{ハセU剛

ウクラ

"ス勾ワト=

輔 iー嶋.抑制.. 2';刊のo;W νi蜘クラフンド
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食育がはぐくむ住まい手・っくり手

一学校栄養士との協!簿作業によるまちづくりの可能性一 藤本勇二竹

キーワード 11まちづくり学習 21食育 31学校栄聾士 41総合的な学習の時潤 51ワークンヨツブ

1 はじめに

食や農の暮らしの知恵を通して子どもたちが住まい手

ゃっくり手としての自覚を育む貫主総については，すでに

報汗した。文1) またj 総合的な学留の時節と各教科と

を祁互に関連させた学際的なアプ口』チを通して食脊が

主ちづくりへとつながる可能性についても見いだすこと

がで会たο 文2)

昨今}食育基本法の成立や栄養教諭制度の創設等を受

けて学校栄養士に対する期待が高まっている。子どもた

ちへの会に関する指導を充実~， 'ii'iましい食習慣の形成

金促すためにはj 食に領する専門性を持つ学校栄養士の

投割は大きい。

そこで学校栄養士と協同した実銭を通して，子どもた

らど学校から始まるまちづくりの可能性を採ることにし

た。総合的な学習の時間や家庭科を過して学校栄養士と

取り組んできた食育の事例について報告するつなおここ

で「食」とは?金と栄養1 食と生産物?食と労働》家庭

生活?生産者との潟係をはじめ，暮らしの知恵を含めた

ものも指している。

2 食脊とまちづくり

2， 1 学校栄養士との協同作業

学級担任と学校栄養士が協同で授業を作っていくこと

で?より深い学びが可能となる。学校栄養士と食脊を進

める際に次の 3点iこ心がけて取り総んできた。

(1)学校栄養士を生き方のモデルにする

非校栄養士の食脊にかける熱意を子どもたちの[食J

への態度や向かい方のそデノレとして出合わせる。学校栄

養土の生き方や考え方から子どもたちは自らの生き方を

学ぶ。食の現場iこ生きる者の生活のリアリティに出合う

ことによって学びは深くなるつ

(2)子どもの環解や関心に合わせる

子どもたちの知りたいことは例か食;にかかわっ

てどのような個人的な課題があるのかを話し合う 学校

栄養土から提供される資料が子どもたちの理解に合って

いるか検討したとで授業を行う。 筏業は 3 これ主での学

習や前の時間とのつながりを大切にしヲさらに次的待問

や今後の展開にも統反撃する。学校栄養士の持つ専門的な

知識とfgf壬の子ども理解を合わせることによって 1 より

効果的た指導が行うご止がで会ろ

(3)授業設計から協lllIで作業をする

教材開発をともに進める，単元のヂザインを考える}

カリキュラム改善的アドハイスを受ける。このように綬

業を設計する段階から協同作業を行う。学校栄養士の持

つ専門性や地域とのネットワーク，地域に根さした学校

給食の実践・食の指導の積み重ねという財産を生かす0

2，2 主たる実銭のフィールド

上勝町i土リ県庁所在地の徳島市から車で約 1時間の距離

にある Illf関の町である。清流勝機)1[が流れ3 全[冨械的首

選iこ選ばれた「榛原の捌白j に代表される自然に選ままれ

た環境にある。塁豊かな自然環境が残る一方で p 過疎と高

齢化の問題を鍛えている。

子どもたちを取り巻く食の課題も多い。共働きによる

食習慣の乱れが目立お始め 9 野菜嫌いや高学年での穀食

数きも多く見うけられる。正しい食生活習慣が形成され

ていない子どもも多い。地域の伝統食への関心の不足，

食料を生産する場である地域の農業に対十る知識・関心

の低下i土?地域への愛着や一員としての自覚の不足とも

関係しているものと考える。

学校給食センターが小学校に併設し学校栄養士と按任

の連携が取りやすい環境にある。

3 研究構想

3， 1 研究の仮設

学校栄養士と担任の協同による食背を通じて，地域の

人や社会との7ρかわりを深め，地域への見方や，かかわ

り;牲を叢かにしていくことにより，地域の一員としての

自覚を深め， (主まい手ゃっくり手の自覚を育む。

3， 2 実践の方策

①学校栄養士の地域とのネットワークや食の指導の積み

重ねを生かしながら食J を過して地域にある様々な「も

のj や「人」と出会う場を作る。

く地域の食にかかわる教材開発〉

③学校栄養士の専門性と親任の子ども理解を合わせるこ

とにより治域にある fものJや「人Jと「食Jとのかか

わりについて深く考える機会を設ける。

< !食」について考える機会の設定>

③学校栄養士の食育への熱;留や学校給食という実銭の場

を生かして地域の教育力を期j激する。

〈掌仰の続続や地域/，，/-)tf:がろ手すで¥

市場小学桂教諭

理壇カウンセラー(環境省認定1，日本理境教湾設会会員として自然体験
や食轟教育をqo心に繍境教務まちづくり学習の実揖!こ取り組んても、る。現

在は食と農の視点からlill滅づくりについて総合的学習!二取り組んでいる P
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ースをし、かに効果的に活用し x藍携していくかその仕組

みづくりが求められる。

学校栄養士，農家とともに食育の単元作りを進めたワ

」クショッブ的事例を報告オる。

①まず始めにこれまでのワークショップの成果物を見せ

た。参加者がワ←クショップの最後のコーノレをイメージ

することによって活動がしやすくなる。次に担任から

「食」にかかわっての子どもの課題(好き嫌い3 朝食を

食べない等)を出した。

②次に参加者それぞれが子どもたちにぜひ知ってほしい

と思う事柄や食材でできる活動を付筆紙に記入した。

枚の付築紙にはひとつの内容やことがらを著書くようにす

ることに気をつけた。

③ 人ずつが書いた内容を読み上げながら付筆紙を模造

紙に自主り付けていった。似たようなものをグル…ピング

しながら自由な話し合いが始まった。活動的アイディア

の提案や農家の栽培にかける綴いがおされた。 出て来た

疑問iこ専門的な立場から返答があり 1 質問したり感心し

たりと和やかな雰囲気で作業が進んだ。

④タイトノレを付けたり線でつないだりしながら整理して

いった。まとめながら 2 教師からは実際に授業で取り組

んだ内容が報告され，子どもたちに出会わせたい地域の

人材も発見できた。

それぞれの立場で反論しあった場部もあった。例え

ば栄養土は食の安心・安全の面から然農薬に近い食材が

ほしいというと，生産者からは農薬の安全性c1主主事内の

使用や農薬のタイプ)に理解を示す必要があり 3 子ども

にすべての農薬は危険という意識を持たせないでほし

い，といったような話題の交換もあった。生産する立場

の苦労， 1出費する立場の願いがこの場で少し歩み寄れた

雰Illl気であった。

③最後に 3 単元名をつけた。できあがっていく単元構怨

に 7子どもの直接体験JIゲストチイチャーの活用 IIも

のづくり・実験畿察 ir発表Jなどの場があるかも確認

1 

実 践

4.1地域の『食j にかかわる教材関発

4. 1. 1 議問で授業設計

第4学年総合的な学習の時間「きゅーきょくの桜もちJ

では，教材開発や単元のデザインを 緒に進めてきた。

前年度の反省、をもとに次年度は槻田で実際にお米を作る

活動を考えたが，その活動を支えてし、く教材が必要とな

った。子どもたちにお米を作りたいという霊品、を持たせ

たり，お米を作って向かをしたいという清動の白擦にな

るものである。学校栄養士に相談してみた。次のような

助言をもらえた。

fもち米がいいですね。うるら米よりも加工品が多い

L4年生の子どもたちなら，お菓子に腐心があるでしょ

う。加工品がたくさんあるもち米の方がたくさんの体験

を盛り込めますよ。 J

もち米でできるお菓子についても子どもたちが簡

単に作ることのできる桜もちはどうですか。学校でも作

れますよ。 lとアドバイスをうけた。

4 

桜もちの教材化の過程(，写生総合 きゅ)きょくの緒も引
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( 
• '事もちには地根性かあるんた J

;~可否で'tJ:う弓Q)-ilI 11-， 
i小観慨もでeる J 

t 活動b簡単で子ともたちr. '.' 0 

、手夫、で守王ミ宅

桜もちはおもしろいぞ

宇奈もちで子どもたち t:投げかけよう

萄と"そm;， 1ミノヴ

ワークショップによる単元作り(ユズヴループ)医 2

関1 桜もちの教材開発図

4.1.2 ワーウショップによる協間作業

食育の充実にあたっては，食に関する情報を寄せ集め

るのではなく》食育にかかわる地域の多様な地域資源あ

るいはそれを伝えることのできる人材なども含めたワソ
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教師だけではできない豊かな教材研究ができ，学校

栄華士の食の専門性が反挟された単光案の紹介となっ

たυ より呉体的で教育的な倣値の深い内容に迫る単え作

りのとントを手に入れることができたι

Ii: I:i:ワークショップの参加者の感想である。

教師

・やはり生の情報は勉強になり!おもしろかったです。

様々な人との関わり!生の情報のよさを実感させていた

だきました J

学校栄養士

・'1'践者の方から直接お話を間かせていただいてとても

勉強になりましたο それぞれの立場からの意見交換?資

料作りは本当によかったです。ありがとうございました。

栄養職員にとっては大変日新しい内容の研修で有意義な

ものとして心に残りました。 つの題材を多方苦言からと

らえることで視野が広がることの楽しさとおもしろさに

気つきました。また?教諭の先生の即決力を目の当たり

にしてグイグイ引っ張る力の偉大さにも感嘆しました。

先生方と問じ作業をして物の見方?考え方が広がったよ

うに患いますむマップを作成するときに要点をつかんで

迷わず模造紙に書き込んでし、く力はさすが教諭だなと感

心し栄養職員にとってはかなり刺激になりました。

図3 ワ…'Jショップによってできた単元

4.2 食について考える機会の設定

4.2.1 学校栄饗士寄生き方のモデルに

第4学年総合的な学習の待出 fきゅーきょくの桜もちJ

の実践では，はじめて桜もちを作った後の話し合いで「あ

んなに色が付いて大丈夫なのかな。.i r食事上はどうやって

作るんだろう。 Iと桜もちの皮を染めたときに，ほんの

少量でピンクに染まる食品工が大きな関心事となったれ fお

菓子にも着色料が使われているんだよ。 iと話すと?普

段食へているお菓子の表示を切り取って持ってくるよう

になった。

食紅や着色料のことが話題に上り，身の@]りの着色料

を調べる子が出てきた。自分たちで作る接もちに使う務

-17 

色料のことか気になった子どもたちは学校栄養士に疑問

をぶつけたっ「給食には，布、は安全性に問題があるかも

しれないものは使いたくない。 i という学校栄養土の強

い思いに出会った。

はじめの話し合いでは「私は食紅を使う方がいいです。

毎日使うわけじゃなし、から P 少しくらいは使ってみるの

もいいんじゃなし、かなと恩います。 i嚢う物を入れてしま

うと味が変わってしまうかもしれなし、からぜす.J と答

えていた子は考えが変わってきた。 f使わないようにし

たらいいと思います。そのわけは新問先生はできるだけ

食紅を食へさせたくないと心配してくれているのに私た

ちはそんな先生の患いをむししてはいけないと患ったか

らです。 j 本物体験を通じて学校栄養土を食に関する生

き万のそテVレにすることができた。

4.2.2 子どもの疑湾を解決

第 4学年総合的な学習の持部;お米のひみつはっけ

ん!では搬困で収穫した米を一升瓶に入れて棒でつつ

いたり 3すりこぎを使ったりして昔の方法で精米をした。

その際にぬかについての疑問が出てきた。この疑問を

解決するために】学校栄養士が i米の栄養j をテー?に

授業をした。玄米には窃米iこ比べてピタミンB1，食物

繊維など豊富な栄養が含まれていることを子どもたちは

知った。 fでもアゴの弱くなった現代人にとって立米は

食べにくいのですよ。Jという学校栄養土の話に子ども

たちは i立米を食へてみたい川と吉い出した。

そこで玄米を炊いて食べることを過してかむことの大

切さを学ぶ r しっかりかむこと Jの授業にも発展した。

さらにハイキング給食でも玄米を使った料理を紹介し

た。上勝町には多くの撤回が点在する。しかし子どもた

ちは，自分たちの地域や生活にかかわりの深い機照の存

在をあまり意識しておらず，話題に上ることもほとんど

ない。 しかしさまざまな場留でお米にかかわっていくこ

とにより地域の概悶への関心を深めることができた。

4.3 学びの継続や地域へつながる手立て

4.3.1 きゅ一昔よくからきゅうしょくへ

第4学年総合的な学習の時間一きゅーきょくの桜もち J

の実銭では，他の学校でも再現可能となるように桜もち

を給食の献立レシどとしてまとまとめる活動にも取り総

んだ。 こjれれlは土学校栄養土からの

して残しておけないでしようか 1 レシピにしておけば他

の学校でも給食に出してもらえます，給食の献立レシピ

を作ることを子どもたちに提案しませんか。 j と話があ

ったことがきっかけとなった。

「レシピにすればみんながやってきたことが記録とし

て残るし!だれかの役にも立つね。 λ 子どもたちも IEDじ

気持ちであった。「先生j きゅーきょくからきゅうし上

くだね。:キャッチブレぃズもできた。「きゅーきょくの

桜もちのレシピJを作ることに決まったの

2006年住総研住まい。まち学習 l実践報告論文集 7



にあたっては}

できるだけ手

に入りやすい

材料を使用し

誰でもが簡単に 隠 5 あったかうンチ

料理できる内若手のものを選んだ。また分議はひとり分で

喬き出L，作る人数にあわせて計算しやすくしたり$栄

養価も記載して健主任づくりの参考となるように工炎した

りした。

「山菜うどん rそば米汁ーなどの伝統食や lマグ口

と推茸の揚11煮ますフライのケノレタノレソ】→スかけJ

など地域の特滋品を生かしたもの， キムチ井 Iハンバ

ーグのきのこソース煮:Jなど子どもの好きなベストチン

て{乍るのです

泊、 j とL、つ士と

質問が寄せら

れてし、た。

そこで給食

献立の中から

家庭iこ勧めた

いメエニL凶を

取りだしてし

シピ集として

まとめた。

ニコーの選択

メ

まずはじめに，学校栄養士からレシピの作り方につい

て説明があった。「桜もちを作っていない人がそのでき

あがりをイメージできるようにすることが大切ですoJ 

と教えられ 1 写真やイラストを入れたり， ，*の去設を変

えると色が濃くなったり薄くなったりします。 r学校の

葉っぱも使えます。」のようにコツも記入したりするこ

とにした。グループごとに作ったレシどは話し合いを震

ね?学校栄養士の編導を受け改善寺を加え 7 つのレシピ

として完成した。

さらに学校栄養士に給食センターのま理澄員さんを紹介

してもらい?プレゼンテ…シヨンを行った。持参したパ

ソコンで手順やコツを言語しながら給食の献立として再現

してもらえるように説明した。その結果?実際に給食と

して議場した。合わせて低・高学年そして中学生局の給

食一口メモ(給食の献立に添える資料j 校内放送の原稿

として使われる)も作成した。この活動を通じて 1年間

の学習を異体的な活動を通じて綴り返りまとめることが

できた。
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図 6 あった由、ランチのレシピ

メニュ凶も合わせ， 91のレシピを取りとげた。さらに

「きゅーきょくの僚もち のレシピや l椎茸の斡とニン

ジンの皮のきんぴら j などを盛り込んだ「エコクッキン

グレシピ J も加えた(これも総合的な学習の時間で学

校栄養士が授業作りに多留した結果できたレシヒU であ

る。)あったかランチ~彩りのI!rfの学校給食レシヒ。集j

l土全PTAの家庭へまた希吉章者の地域的方へと2開部が配布

された n

図4 桜もちのレシピ

4，3，2 r学校給食レシピ集Jを地域に配布

担任には桜もちのレシピが欲しいと保護者から希望が

あった。また学校栄養士には 7 保護者と話をしていると

[子どもが家に帰って絵食に出た勝場げを作って欲しい

というけれどf可か特別な作りカはあるのぜしょうか。 J

とか「郷土料理のなすび寿司は}給食ではどのようにし

2006年住総研f住まいまち学習J実践報告論文集 7← 18 



4.3.3 給食の再現

i Z~/_)かしの給食を再現する」活動を中心iこして給食

の献立を教材化してネた。卒業が近づき小学校生活の思

い出を振り返り始めた 6年生の12月から学習は始まっ

た fどもたちの 6年間的思い出の中に給食の話題が出

てきた. I 1年生の特によく残してしまった。 IIわかめ

二部{を何杯もお代わりしたoj rうどんにたくさんの具が

入っていて嫌いなネギも食八られた。 l

そこで自分にとっての思い出の給食を八つ切り画用

紙を使って絵iこ寄いた 3 ヒ。ソードや思い出も絵iこ添え

托 さらに?子どもたちの書いた 思い出の給食」を給

食遡i掲の集会で発表した。

医7 懐かしの給食を取材

本校では学校給食の窓義を{再確認する行事として「給

食集会j の行事がある。これまでにも地元の機閃米農家

やンイタケ農家を招いて生産の工夫ゃ苦労を諮ってもら

っていた。今思iは特lこ3 学校栄養士から給食の歴史につ

いて詳しく説明があった。学校給食のメニューに「クジ

ラの竜田揚げ も登場した。

保護者も子どもたちの絵をきっかけに給食の思い出を

語り始めた。家族にも思い出と {iD歳代かを教えてもらい

懐かしの給食の献立を取材した。脱脂粉乳の味とにおい

は忘れることができない。(40代) rおかずは絶対に鯨

の肉を油で揚げてフライドポテト?人参玉若宮をケチャッ

ブコでからめた物をもう 1お食べてみたい。 (40代) I食

器はアノレミで冷たい感じでした (30代) 子どもたちの

湖りの大人は給食の思い出を諮ってくださった。中には

給食はなかった。ほとんど日の丸弁当J(60代) .大棋

や自菜?立を入れて持って行った。 I(70代)など給食を

体験してし、ない世代があることに気づいた。

思い出の給食の取材と平行して社会科でも給食を教材

にした。 15年も続いた戦争が終わり，学校給食が始まっ

た時の写真をみて子どもたちとプレストを行った。食器

がみんなちがうヲ うれしそう 3 おかずがない!何を金八

ているんだろう，子どもたらの発言からは社会科の内容

一l百

である戦後日本の復興の軌跡を給食の献立の変化に追う

ことができると予感した。

次に祖父母の世代からの給食についての聞き取りを年

表にまとめた。給食のなかった世代から40代・ 50代は脱

脂粉手しゃ闘いパンのことが詳しく寒かれていた。子ども

たちは今とずいぶん違っていたことを実感した。

最後に昭和40年代の給食を再現した。献立の作成は学

校栄養士が担当した。メニューは fコッペパンゎ「若手雨

サラタバーちくわの蒲焼きん「脱路粉乳 1，rデザ】 トl。

「ヂザ】ート」はそれ以外のメニューで不足している栄養

翻8 給食を再現

4.3.4 地域!こ根ざした学校給食の実践

・食の指導の積み重ねから

学校栄養土はこれまで地域的郷土料理や食材への探解

を深め》和食文化をいつまぜも残したいと学年ごとの「和

主主給食」を行っていた。 :H皆にある和室で会長飯しを教t~

に実施していた。和食の食へ方の他》畳のとの歩き方?

席の決め方}座布凶の置き方など作法も子どもたちは体

験してきた。 rきゅーきょくの桜もち」の実践では，こ

の伝統を生かしながらお t~~iî舌になった地域の人たちをお

もてなしする場をどのように演おするのかについて学校

栄養士から指導を受けたυ

また本校では，地域的特産物のひとつ Pあるシイタケ

栽培をしている。栽培したシイタケを潤いてハイキング

給食を実施した。さらにシイタケの戦や栄養{屈の高いニ

ンジンの皮を使ったきんぴら作りやサツマイモの皮を取

り除かないで栄養函 3 彩りの美しさも考えたサツマイモ

のおこわなどの地域の特産主品をもとにしたエコクッ者ン

グlこ取り組んだじ

4年生の米作りの学r&と並行して地元で収穫されてい

る韓日間米を給食に取り上げることにした。械部米は白米

iこ比べてピタミン類をはじめ栄養素の残存が高く。甘み

やかみしめもある。なんというても米にぬくもりがある。

合わせて学校給食遡澗の行事に地域の農家を招いて「搬

出米集会を実施した。

2的6{宇佐総研i住まいまち学習J実践報告t論文集 7



4.4 成果

4.4.1学校栄義士との協悶の教材開発により

地域とのかかわりが多くなった

子どもの居、いを大切にしながら価値のある学びを成立

させるためにはj 単元と教材の開発が大きなポイントで

ある。学校栄養士から教材情報をもらう。そこから活動

を組み立てていくと，単元のデザインを作るとントが出

てくる。授業を設計する段階から協間作業を行うことに

より学校栄養士の持つ専門性や地域とのネットワーク，

地域に根ざした学校給食の実践・食の指導の積み重ねと

いう財産を生かすことが可能となった。

ワークショッブを通じて食の教材にかかわる様々な立

場や能力を持つ人たちの知と経験がワークショッブを混

じて総合化することができる。農家の人たちが，作物の

来歴や生産技術?作物をめくる生活文化などを諮る。学

校栄養士が食の専門性をレシどや栄養素などを例に具体

的に発揮する。教師が子どもの興味・溺心や学習経験を

話~，教育課程での位置づりを説明するつ j瑳物 iこまつわ

る様々な情報が出され，教師だけではできない豊かな教

材研究が可能となる。

立場のi章いを歩み寄り，妥協点を見いだしながらより

よい生き方を求めることが総合の学びであるつ教師n~ ワ

』クショップの過程で体験した生活現実のリアリティを

授業作りに生かすことによって総合的な学習はより豊か

な学びの場となる。

ワークショップでは具体的な産物があるとそれぞれが

自分の経験や提案を語りやすい。また社会科や家庭科の

教科書・地域の岳IJ読本も用意ずることにより}子どもの

視点を生かした活動の工夫のヒントになることも明らか

になった。

4.4.2 食について考える機会の設定により，

係議者の擦心が高まり地場の人の参画が増えた

f十五もちを作るにあたっていろいろな体験をさせて頃

き自然の大切さや感謝の気持ち1 どうしてだろうっと疑

問に思う気持ちヲ話し合いの大切さ物事を♂つ一つ進め

ることの大切さ，それをやり遂げた持の自信}この 1年

間桜もちの話をすることで恵美から感じ取ることが Pき

ました。そして頑張っといる姿がとても楽しそうで積極

的でした。これぞ本当に究機の桜もち(人間作り)の出

来上がりだと患いました。貴重な経験をありがとうごぎ

いました。 これは子どもたちが他人ポw トフォリオを

湾機成して作うた本を読んだ保護者の言葉である。

4年生で fお米のひみつはっけん日の学習を経験し

た子どもたちは 2年後搬!万新開j で機回の米作りに

ついて取り上げた。棚田米のおいしい訳を「棚田は日当

たりと風向きがいいので風がお米を育てる という地域

の方の言葉で説明した。さらに欄間に合った古代米作り

に取り組んでいる農家を取り上げた。古代米は，~ると

← 20 

粒が岳然に落ちてしまうため収績が少なく P 機械を使い

にくいので，大きな関んlまではかえって作りにくい。だ

から棚田のような小さな国んぼには!世話が必要な占{~

米のような米が向いている。調B沼を生かして生きる地域

の人の生活に触れることもときたっ

4.4.3 学びの継続や地域へつながる手立て

「懐かしの給食Jの取材や地域的特産品調べを過して

子どもたちは違う世代の様々な人とのコミュニケ…ショ

ンする機会を得ることができた。 11主Jにかかわる活動

における地域の人とのやり取りによって子どもたちは自

分とは異なる立場の人を理解し出身も理解されることの

喜びを知りコミコニケーションのおもしろさや大切さを

実感することができた。

食育の学びの成祭をレシピや校内放送ーの原稿ι レシピ

に殺すことにより取組を継続することが可能となる。成

果物を通して地域にも鍛きかりることが Pきる。「あっ

たかランチ~彩りの町の学校給食レシピ集ー l土子どもと

教師と家庭と地域が話をする共通の話題となり!地域に

ある伝統食におを向けるきっかけともなった。

学校栄養土の提案を引き出せるようにしたり，単jGf下

りに主体約にかかわってもらったりすることにより地域

へのかかわりの淡い学ぶ価値のある内容や有意義なii5動

が生まれる。

5 終わりに

11生育基本法Jでは 食脊Jを I生きる上での基本!

と位置付け，心身の成長や人格形成に大きな影響を及ぼ

すと指摘する。さらに単に栄養や食習慣といった観点、の

みではなく p 豊かな食文化の伝承・発展や都市・農村交

流による地域活性化など f地域iこ根ざした食育 J の重姿

性を指摘している。

f食」は様々な人を世代を越えて巻き込みやすい。お

年寄りや保護者》地域の専門家など2 地域の人々の協力

のもとに学需を滋めることが Pきる。 f食 は子どもに

とって関心を持ちやすいテ…?であり，自らに関わる切

実な問題として当事者意識を持って探求ぜきる。また子

どもたちにとって学潜する意味が分かりやすく 3 学習内

容はより身近で具体的な問皇室となる。「食j をまちづく

りへとつなげていくためには，学校栄養士の持つ専門的

な見識と食育にかける熱意，地域とのネットワーク等の

財藤を生かしながら 3 学級担任と連携して実践を進めて

いくことが重要となる。

<;主〉

1 )藤本勇二 自然環境と暮らしの知恵にかかわり地域と創る

学習 循環する学びが住まい手 っくり手を育む f t住まい

・まち学習j 実践報告・論文集21 (2001年6丹発行)

2)藤本勇二 食の学びが育む{主まい手。っくり手」子どもと

学校から始まるまちづく η… wr住まい。まち学習」実践報告

論文集5J(2004年9月発行)
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都市遺産網資産発見を通した、教宵プログラム構築の実践

小学生と大学院生のワークショップ rrまくらはまちの探検襲撃J
伊藤潤ー判

村松{申U

谷川君主ーね
-東京大学生産技術研究所×代々木上原小学校

キーワード小学校、大学、地域学雷、都市遺産・費康‘教膏プログラム

1 はじめに

2004年12月から 2005年の6月までのおよそ半

年閤、東京都渋谷区にある代々木 i牒小学校の5年生42

人と、ほど近くにある東京大学生産技術研究所の村松伸研

究室(建築史学専攻)の大学院生は、 r{まくらはまちの傑

検隊」と題した「街i置j業発見フィールドワーク」のワーク

ショッフを11'った。

El頃は、メダン、ウズベキスタン、ジャカル夕、ウラン

パートルなど、アジアの様々な都市の調夜、研究を行って

いる大学院生が、フィーJレドを自分遼が学ぶ場に観き換え

て地元の小学生と共にiJJ歩きを行う。

このプログラムの趨旨は、小学生が能を歩き、発見し、

理解し、その成果を発表することで、訟との対話の方法を

学んでもらうことにある。更に、街の燦史を先]ること、{主

み、学ぴ、働く場所としての衝と意識的に対話することが

将来のより良い衝をつくる意識ヘと繋がっていくのではな

いかと考えた。単に、結果や事実を F供達に伝えるのでは

なく、一つ一つのテー?について大学院生と小学生が話し

合い、考え合うプロセスこそが重要である。そうしたプロ

セスを通して、地域というものと軍離してしまっている大

学や、そこで学ぶ大学生と小学生やその線、先生が顔見知

りとなり、後j揮を交わせるような関係をもてることを期待

していた。

2 ワークショップの 6つの基本概念

実際のワークショップの遂行と成果の前に、そのプログ

ラムの基本となる 6つの鍵概念について述べる。

1 ) rわたしたちがf主まうこと」

人間が生きていく欲沼の中に、人間の種という繁栄と自

己保存がある。食べる、盟主る、生慰活動をするなどがあり、

そのために「イ主まい」が作られる。ただ、人間が「住まう

こと」と他の宝物たちが「生きる」ことは慢なりがあり、

そこには臼己反省をともなうことができる。n己がそこに

「住まって」いた綬験を見つめ、その反省を再度 rl主まう

本 2東京大学生態妓術研究所 助教授
"東京大学生産技術研究所 技術職員

こと」へとフィードバックさせること。つまり、「わたし

たちが住まうこと」を浅意深く者金言すすることが、巣、なわ

ばり、と住まいを繍てている。

2) r~街(さとまち )J

自分が生きる場所、活動する場所はたまに訪れて英気

を養う観光地とは遠い、ありふれた日常の光療が広がっ

ている。時にはそのあまりの通俗で退屈な風祭に島幸易し、

たまに見たえ知らぬ外留の光景にあこがれるかもしれな

い。しかし、この自分の生きる場所、活動する場所、つま

り「わたしたしが住まう」場所と、わたしたちはもっとも

長い時潤つきあわなければならない。このかけがえのな

い「わたしたちが住まう」場所在、日本の地方にある豊山、

翠海になぞらえて「里街(さとまち)Jと呼んでみること

にする。それは、この場所と本気で付き合うぞ、つまり、

ここに「住まうJ ことの態思表明でもある。

3) rゆるやかにJ

私たちが「住まう」場所である「息衝」は、長くつきあ

うのであるから、篠かにどんなところでも親しみを感じ

る。河野寺に、より良くなってほしいと考えるのは当然のこ

とでもある。これまで私たちは、市くなったら姶てさり、

新しいものを作るというスクラップ&ピルドの精神で衝

の更新を行ってきた。しかし、このスクラップ&どんドで

は、 f塁iJJJの繋に刻まれた記憶や経験を消し去ってしま

う危険性がある。現状をより良くすることを考えながら、

急激な変化ではない、「ゆるやかに」変イじしながら、「ゆた

かに」変化していくことが「果街」の基本理念である。

4) rゆたか!こJ

「卑街」との関わり合いのもう d つの鍵概念は、「ゆたか

に」という言葉に表される。当然ながらここには、総済的

な「ゆたかさ」のみを考えているのではない。精神の「ゆ

たかさ」がより葉婆であると考えられる。

.，東京大学生礎技術研究所 持士課程

伊藤満…建築妻都市設計事務所 主宰

建築設計デザイン業務を行う 方で、東京大学や

NPO法人アジア近代建築ネットワークを中心にワー
クショッフ等の教育活動を行う ι愛知産業大学で建

築デザインを教えるなど大学教育にも積極的に携

2わっている ι

21- 2同 6年住総研Cf主まいまち学習j亥品報告白論文集 7



5 ) 1分かち合うJ

5つ呂は「分かち合う」である。第一の鍵概念でも述べ

たが「わたしたちが住まう」という強い意識をもつこと

が、「塁荘，Jを支えていく重要なことである。しかし、そ

れを極端に追求すると個人と個人の強烈な意吉哉の争いにな

るとも限らない。あらゆる場所に筏数の人潤が共存してい

る。あるいは、出会いがある。今阪のワークショップの私

たちと子供逮との出会いもその つである。奥文化の赴い

た擦の出会いもそうである。その出会いの嫌に、出会った

ものおi土の倒僚銃を「分かち合う」ことが共若手への第一歩

である。

6) 1自ら作り上げる」

最後は、「良ち作り上げる」ことである。他人の頭や手

を借りずに、「自ら」が考え、「自ら」身体を使い、そして、

f作り上げる」ことである。これは、行動する、速成する、

デザインする、など様々な意味を包含している。あるい

は、次世代にf云達するというしくみを「作り上げる」こと

の重要さもこの中に含まれる。それによって、私たち自身

も学ぶというしくみを「イ午り上げる」のである。

以上のような基本となる鍵概念をプログラムの絞とし

て、今回のワークシヨヅプは行われた。

3. I[まくらはまちの探検隊J-導入①

ワークショッブ「ぼくらはまちの探検隊」は、そのタイ

ト)k@'J，探検隊の結成から始まる。 8名の東京大学の大

学続生が、チーム(燦倹隊)をつくち、小学校間辺を 8分

割した担当区域のまちを歩く。大学院生は「隊長」と!呼ば

れ、ひとチーム 5人程度の小学生「隊員」と共に「まち歩

き探検隊」を結成する。それぞれのチ ムは、赤、育、黄、

緑、オレンジ、紫、水色、ピンク色をチームカうーが決まっ

ており、このワークシヨツアのために大学役生がオリジナ

ルでデザインした「かわいいカエルJのマスコット(aJ3

1)と共に、赤カエルチーム、青カエルチーム、演色カエ

ルチ ム・ 0 ・となる。村松助教授は、本人日く憧れだっ

た鉄腕アトムの御茶ノ水博士に因んで「むらまっ博士」と

して全体を統括する。カヱルの7スコットは、配られた

ノートとカラーボールペンにシールが貼られており、それ

ぞれのチームごとに、色j車いのグッヅが配られる。こうし

た「しつらえ」をどのように行うかは、小学生などの子供

達とのワークショップでは、その場全体を、学習としてで

はなく 種のイベント的なイメージとして、子供達へ柔ら

かな意識として導入するために大きな役巨を扱っている。

aJ 3-1 オワジナjレデザインのカエjレのマスコット

4. I[まくらはまちの探検殊J-導入②

ワークショッブ初日、数長の臼己紹介とワークショッフ

の械受が説明される。まちを歩き写真を撮ること、まちの

人ヘインタピューをすること、 4員型を作ること、そして、

最後は東大生産技術研究所で成果発表をすることなどの大

枠の概要がスライドなどを交えて説明された。

説明後、早速それぞれにチームに分かれる。そして、む

らまっ博士から、各探検隊ヘ1#渉きのテーマが書かれた指

令惑が配られる。各探検隊への指令書の内若手は、以下のよ

うなものである。

①このまちの凸凶をさがしなさい。

②まちの中心になる「へそ」を探しなさい。

③まちのおfむけを探しなさい。

④まちの特認をつかまえろ。

⑤まちの建物に路された暗号を解け。

⑥このまちを良く知るための探検地留を入手せよ。

CI探検で休める場所をさがせ。

③まちにさわろう。

写真4-1 縁長と隊員が指令書を分析する。
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このテーマは、持チームの隊長となる大学役生があらか

じめ具体的なテー?を決め、それを揃象的な言葉に浜し、

子供連とテーマについてヂイスカソンヨンするための、

「しかけ」として間意したものである。隊長は、できる限

りテーマが議機しないような方向付けをあらかじめしたと

で、指令惑を作成している。あえて指令書として子供逮に

配ることで、ゲームの中の主人公のような設定で、まち主主

きをう長しんでもらえるようにと考えている。指令の内容が

抽象的であり解読するという行為を行うことで、自然と対

訴がijまれ、初対話Eの隊長と隊民のコミュニケーシヨン

ツールの大切な手助けとなる。(写真4-1)

この指令書を、異体的な街歩きのテーマへと変換させる

ことが、チューターである隊長(大学院生)の役目である。

できる限り子供述が自分違のデイスカッシヨンの中で、万

向性見つけ出すことが理想でるある。そのために、隊長

は、何を話し、イ耳を隠し、f可を見せるかをあらかじめ考え、

用意しなければならなt，，，，この思考の過程が子供達だけで

なく、大学続生にとっても緩も困難である。指令書に潟さ

れた窓際を少しずつP臨み砕きながら、住み慣れた僚を意識

的に違った角度から見つめながら多くことで、今まで自に

入っていながらも見過ごしてきたものを、改めて感じるこ

とや気づくことが、今組のワークショッブで子供達に感じ

てほしい街との対話の方法である。そのためにも、この

デイスカッションでの、隊長の万向付けは大きな意味を持

つのである。

各チームの指令は、以下のような具体的な内容として街

歩きのテー?となった。

①このまちの凸問をさがしなさい。

一ゅ[療のまちの中にある階段発見と地形の発足妻。

②まちの中心になる「ヘそ」を探しなさい。

…吋良い風景と惑い風景の発見。 lまくらの慕地づくり。

③まちのお化けを探しなさい。

行{甘さを感じる場所の発見

③まちの待問をつかまえろ。

→占いt宝物台縦の作成。持活jの視覚化。

⑤まちの建物に隠された暗号を解け。

一今i垣白建物発見。

⑥このまちを良く知るための探検地図を入子せよ。

→i草に (1分よ主だけの名前をつけたち限をつくる。

rx探検で休める場所をさがせ。

+気持ちのいい場所の発見。いい場所すごろくづくり。

③まちにさわろう。

ーァ粘土でまちに中にあるいろんな形を写し取る。

5. flまくらはまちの探検隊J-講義と模型制作

( 1 )講義

講義指令醤を呉体的な探検テーマへとかえていくよう

な能動的な行為と並行しながら、講義を受け u京のままう

の歴史を知る、といった受動的な行為が必要である。こ

こでは、話歩きの前に、上原の地形の歴史についての講

義を受け、あらかじめ自分遠の歩くまちについて知って

もらう。こうした、静と動の行為を交えることで子供述

の情緒の安定を隠ることができると考えちれる。

( 2 )模聖母11i'F

模恕制作は、 8区言語に分かれたさ守チームのブロックの

地形模fJ!tをそれぞ札唱H宇するものである。機1~l材料はあ

らかじめ各チームのブロックのサイズに切られており、

地形のコピーがついている。それを、等高線にそって

切っていき葉ね合わせることで、地形の立体機裂が出来

上がる。(写真5-1)

写真5-1 地形模型!立、まちの[l']凸がわかる。

6. flまくらはまちの探検縁J-フィールドワーク

まち歩きの具体的なテー?を共通認識として、まち探

検へとでる。大学院生 1名、できればそれにサポートス

タッフを 1名つけ、また、安全閣などを考慮して隊員の

父母が 1名同行する。事チームは、データシートを書く

ための下敷きとして、 i盟板と撮影用にヂジタルカメラを

1合ずつ渡される。また、隊長がつくったまち歩きのた

めの資料がそれぞれに渡される。作業の種類は以下のよ

うなものである。

作業の穫類

・観察する。 ・スケッチをする。触る。

・写真を嫌る。 インタビューをする。

-たくさん集める。 漂白を考える。

・価値付けをする 0 ・本やインターネットで調べる。
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よ)写真6-1 デジカメ!立記録用として使い勝手が良い

下)写真6-2 まちの凸凹を粘土で型をとる縁員

まち探検へと出発する探検践であるが、まちに解き放た

れた子供逮をコントロールすることは、大学院生たちには

困難である。その点においても、父母が悶行することは非

常に意味がある。安全国はもちろん、時には判断に図った

大学院守的大きなサボーターとなる。

IE解というものが存在しないワークショッブである。そ

の中で、故対逮と隊長の意識のずれがこのワーケショッブ

の邸内さでもある。例えば、「まちの時間を股史」と捕ら

え、まちにある古い建築物に焦点を絞って、インタビュー

識査を進めていく紫カエルチーム。「まちのへそ」を大切

な場所と考え、まちにある良い風景と悪い風景の比較か

ら、まちの個性や問題点在見出そうとする膏カエルチー

ム。しかし、上手くいかないことのほうが多い大学院生

がいくら古い建物に伺値を見出してもらおうと思っていて

も、子供達にとっては単にボロく、汚いという儒値童話にな

る。こうしたギャッブに頭を悩ませる。空を覆う霞線だら

けの空は嫌だという子供がいる…方で、電線は生活に欠か

せないから無くなるとかえって不安になる。だからいい風

景だという子供もいる。{写真6-1、写真6-2)

正解が存者Eしないだけに、もちろんどちらをP;iEするこ

ともできない。しかし、子供達に伝えたいことや理解して

もらいたいこともある。それを知識として教えiみませるの

ではなく、感じさせることの難しさが常につきまとう。問

題と回答を点から点へ結び、最短距離を追及昔るための

ワークシヨヅ 7ではない。まちを歩きながら素通りしてし

まう「歳」を、)Eを止める「実Jへと変えることで、考え

ること、判断すること、行動することへの心が最も主重要な

のである。そうした、心のやり取りが大学院生と子供遠の

鴎で自然と交わされることができれば、このワーケショッ

ブの成果は十分に満たされている。

~24 

町内-

桝》 φ

@鯨桜

217-1 いい風景のデータシート (3本の木)

スケッチと写真、場所がプロットされている

7. flま〈らはまちの探検隊J-成果と発表

ワークショップ最終日、探検隊の成果は東京大学生産

技総研究所で発表会が開催された。東京大学:霊長森照信教

捜、 E君:t舘大学図広ジョージ教授をゲストに招いて、父

母も見守る中の発表会となった。(写真7-1)子供達は自

分遠の詰葉で、まち探検で発兇したことをスライドや、

模裂、データシートや、絵本をつくるなど、各チームが

思考ーを凝らした発表となった。 @7-1)

紫カエルチームは、庶史ある建物をデ タシートにま

とめ、それを色分けしたシートに鮎り、糸で繋げた践を

つくり、「たまておむと名づけたffiの中から 気に広げ

るというパフォー?ンスをおこなった。青カエルチーム

は、いい嵐禁と皇室い風景の旗をつくって模型に廟jして、

ビジュアルで表現した。(写真7-2)また、風景を楽しむ

基地の模型を作った。人工物と自然物侵の濃い薄いと

いう指標軸に建物をまとめた緑カエルチーム。お化けの

いる場所と股史ある場所の写真をコラージュ写実で芸術

的にまとめた水色カエルチーム、などそれぞれユーモア

にあふれ、会場からも笑い声の絶えない発表会となった。

(写真7-3)

写真7-1 発表会の様子。最後は立ち見がでた

2006年住総研r住まい。ま九学習J実践報告論文集 7



写真7-2 いい風景の績を立てた模笠

写真7-3 まちの凸凹を安を採取

8. rぼ〈らはまちの探検球J-プログラムの再構築

ヰミワ クショップ終了後、その結果を踏まえて、ブロ

グラムの整潔と同様築をまとめ、以下にその内存を整理

する。

8 -1 概釜

本プログラムは、自分の回{を深く観察し、指分逮で分

析、そして、その結果に基づいて、自分逮(ここでは子

供達)自身の考えで成果を発表することを剥様とする。

本フログラムでは(1)導入、(2 )続然、(3)発展、 (4) 

制作、(5)発表、(6)まとめ、という 6段階で構成さ

れる。

8-2 参加者

「統活者Jがフ。ログラム全体の賓{去をもってコントロー

ルし、 2-3人の「チューター」が 5-6人の子供達を

指導する。「チニエーター」と子供達で構成されるグループ

を「スタジオ」と呼ぶ。 1liuのプログラムには 50人程

度の子供達の参加が適当と考え 4れる。プログラム全体

のコントロールが能率的にできると考えられる。

8-3 参加者の退役年齢

ここでは、小学生高学年 (5・6年生)を対象としたプ

ログラムを設定している。これは、集中的に行う場合、も

しくは、比較的長期的に行う場合でも、授業の寸震として

実施する場合は、小学生のブレキシリティーが大きいと考

えられる。総合教脊として実施することが想定される。し

かし、低学年の場合、深い理解が医難であり、高学年が適

性であると考えられる。ただ、条件が捕った場合は、中学

生、高校生を対象とすることも可能である。

8-4 チユ亨の資質

本プログラムは、訟を深く観察し、その成果を制作物

(模型や郎、絵など)で提示することを総擦としているこ

とから、チューターは、都市・建築に一定以上の理解と知

識のある大学説生(火学生)が望ましいと考えられる。あ

るいは、ヂザインやアートを専攻する大学続生(大学生)、

また、小学生を指導するという観点、においては、教宵学を

専攻する学生の参加も適切であると考えられる。建築や

アート専攻の学生と教育学の学生が協働することも望まし

いと詰える。

もちろん、チュ ターは、子供連とのコミュニケーショ

ン能力、探究心、統率力、表任感、社会怜は必要不正吉欠で

ある。形式として、火学院(大学)の授業の一環として行

えば、単位としても認定されチューターのインセンティブ

にもなると考えらる。

8-5 期間

全体のプログラムは、 6つの段階、計日日障で構成され

る。 18の小学主主の授業は、午前中4持娘、給食を挟み、

1時限(もしくは2時限)である。(1時限=45分)か

ら、泉大吉田x5時限(45時限)が骨えられる。しかし、

他の授業の障害になちないように、 1聞は 3-4時限程度

にして、このプログラムを構成している。また、それぞれ

の回数を適定変主主することは可能であろう。

チューターは、毎回の準備、他。〕スタジオとのコミュニ

ケーションなどのために以 fのif干柊度の時総が必要である

と考えられる。

8-6 紹織形態

ここでは、モデルとして渋谷区上原小学校を総定してい

るが、小学校単位で行う場合が恭本となっている。その利

点としては以下のようなことが考えられる。

①小学校の諸施設、器呉の1"1消が可能である。

②子供遠の統率に小学校のサポートが可能である。
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③iJjおきの場介、イ民議tiの補J!lJが可能となる。

④対象とする街にHむ子供述かち小学校は構成されてい

るので(私立などそれ以外もある)、自分の街を知るとい

う点において、本プログラムに相応しい。

③街歩きで、住築物などを訪問する線、学校を通して依

頼することが行いやすい。

などがある。

8-7 探検の策閣

小学校在中心とする半筏 1キロくらいが適当てーあると

思われる。子{よu主のAで、 20分緯度で到達することを

怒定している。また、子供達の生活翻と合致することや、

荷白そうな建物(建築、交通、自然など)の場所によっ

て、 i車'B:範隠の設定を変更できる。

8-8 必要機材と経費

( 1 )機材について

-地問(1000分の 1);現状地図は、このプログ

ラムの基本となる。国土地理技の地図や、住宅地院

などが簸使に利用できる。

'，5い地図 街の康史を見lるために、いくつかの山

地E惑があるの便利である。

-デジタノレカメラ 各スタジオに 2台程度。

• 1銅板・外での詰録の際lこ必要である。

・模裂申1H1三材料:スチレンボード、カッタ一、のり、

などが必要である。

・パソコン・プリンタ 。プロジェクター。発表の

捺だけでなく、デジタルカメラの廊像の保存などに

必要である。

・その他 スタジオのテー?により適宜

(2 )場所

開儀場所は、今回小学校の理科室と図工芸震を利用した。

襖型の制作や、プロジェクターでの発表など、十分広く、

安全に留意した場所が適切でああろう。

(3 )経費

・機材:できる限りありあわせのものを利用する 0

・消耗品 写真の印刷、模製材料など 10万円穏度

・その他 チューターへの謝礼など

ここでは、本ワークショッブを例として、プログラムを

再構築したが、各大学と小学校によって内容などを柔軟

に適応することで利用可能なテキストである。

9 まとめ

ワークショッブ fぼくらはまちの探検隊」では、子供

述と 絡に給食を 緒に食べる機会が何度かあった。は

じめは、大学院生と小学生という続燥が高く、互いのlEe

離は速いものであるかのような空気があった。しかし、

部チーム的隊長が教京に入り、チームごとに机をつけて、

子供述と 絡に給会のお設を持ち、子供たちから給食を

よそってもらう。何を訴していいか分からず緊張してい

るのは、小学生ではない大学院選生の隊長である。子供逮

i立、況をつか》て訴をしてくれる光景は、どちらが隊長

か分からな¥¥ 0 そんな持!習の共有が、速い場所にいた2

つの[1十代の距離を一気に締めてくれた。(写真9-1)

まちを1{存知っているのは、係11その場で遊んでいる

子供述である。子供述に伝えようとしたいる大学院生の

忠、いと、}，下院~ ~-:Iが子供述の I1線から見る 1tiUのまちの

ことを?ぷ。この 2つが、 IJ.t'1 iこ背みあうことができれ

ば、 EJ1.;(1)者!;;fiはψしずつ変化してしベのではないだろ

うか。

写真9-1 隊員連と給食を貴べる隊長

く参考文献〉

1)多木治ニ 生きられた家経験と象徴，場波書応 .2001

2)村怯伸イト谷)11竜一 自分のまちを発見する iまくらは

まちの探検隊小学生とともに都市の持続性在考える

ための教育テキスト，東京大学生舟技術研究所，2006年

3)伊藤潤 (まくらはまちの探検隊?こども環埼学会，

2006年

4)伊藤潤… 東大生i立小学生に学べ，建設通信新開社，

2006年
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子どもを対象とした地域プロジェクトを介した

多層コミュニティ間連携

菅原制点子*'

3草野洋介料

キーワード 干ども、 地域プロジェクト、 コミュニティ、 違燐

1 研究の背景と目的

地域におけるまちっくりへの参加のあり方は、これま

での都市計画に践する協議や公共安局整備プロセスへの

参加、行政施策への提言だけでなく、多様化する地峡の

課題lこ対して、;帯夜的なニ、ズや多様な価償・資源を掘

切起こすことで、プロジェクト化をはかり、環境改善を

進めていくことを前提に考えていく必要がある。

その際、参加主体罰の連携だけでなく、様々な世代の

交流や創造性の向上、まちに対<t-る意識の肉七につなが

る独自の方法が必要となる。

下町と呼ば札る、伝統的に地縁的結束の強かった地主主

においても、町会総織やまちづくり協議会、子ども会、

FTA、行政、市民活動グループなど、既成のコミュニ

ティ障の連携を論じるだけでなく、地域外の人材や資金、

まちの見方などの動員により新たな場(コミュニティ)

を創出し、重層的な連携のあり方を考えることが必要で

ある。主ちづくりの現場においても、地峡でのプロンエ

クトの実践を通じて、多様なi世代がまちづくりに参加し、

学習していくという滋税が生まれつつある。

本研究では、以 tのような事層コミュニティを前喰と

した地域プロジェクトの実践における、子どもの参加と

多投代の交流、地域資源的顕在化などを支えるためのプ

ロセスデザインのあり方について検討する。特に、子ど

もを対象とした地域プロシェクトを支える畷係者の連携

の分析を通じて、コミュニティ隠の接点iこ着目し考察を

すすめる

2 研究方法と調査対象の概要

2-1 研究方法

前章の目的に適当な地被と地域プロジヱクトを選出し、

プロジェクトの主要島守係者へのインタとザユーから得られ

た呂答、度i車資料を基に以下のように分析する。まず 2

章では対象ブロンェクト概要を示し、発起から実現に至

るまでの経緯事現を整理する。その降雪に関連したコミュ

ニティの栴康図を提示する。次iこ3章でそれら関連する

複数のコミュニティや飽人のとった行動を、ヒアリング

調査や資料を基に持系研の表に整現する。これにより、

ネ 2東京工業大学大学院社会復工学研究科社会工学専攻助教授

T字夜を知る段階から仕事を分担する主での幅広い穏度で

の連携が発生した時期やその方向を奴擬し、全体から免

た連携の持っている条件を分析する。次に 4室主でそれら

i車携に立すして、ブロジ正クトが始まるまでにどのような

体制が空襲えられていたのか、個人やコミュニティそれぞ

れの経緯とヒアワング結果から分析する。また本プロジ

ェクトの提案者でもある、実行委員長からの視点で、ブ

ロジコ二クト運営体制がどのように変化したのかを比較す

る。最後の5章一日立、運営企画の設計と実状を比較しな

がら、地域プロジェクトを介して浮き上がる連携とその

成立に要する条件を考察する。

2-2 対象ブロジェヴトの概要

( 1 )対象地について

本研究で対象とした fこど

もが彩るまちづく切プロジェ

クトJは、墨悶区立第三寺島

小学校の付近にある、長さ

50mの資生食作業所外壁lこ

児童とアーテイストが、 5ヶ

月にわたる縦続的なワ…クシ

ョッブを通じながら援闘耕作
関 1 対重量地

写真一 1 ワークショップ的光景

*珍:京工事実大学大学院 社会理l学研究科
社会工学専攻 修士課権

添市計磁 三九づ〈りに関して研究を行っており
本プロジェケれでは実行委員会のメンハ として
参加していた。
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表1 対車ブαジェクトのr孟動一貰

ワクショ 沼早室 内容 参加主件 企描!
1 ツブ 中心
宝さがし 5/23 子ども達が作った ア

日 宝物を街中に総 テノ
し、絵巻地図をも スト
とに探し出す。

ネコの当で 自81く 猫に変装しピ前世 保護者 民工
まちあるき 写さ真、j菌の問主から 判主(凶工 教部

ん場ろ。 綬業)、
路地あるき 印'25 路地令命名し、そ r7抑:':;~止f) (総企担任

金 こに命う物を作 !教部
る。(l)tJ各地調葦

配27 (2路地に置くもの 学校{限 アー
日 合製作 アイ
7担金 保議者 スト
7/9金 ③(乍った物を路地 学c交(総合

に撞く 学習)、
顔/'¥iリレ 7/17 高山街の人の顔を 封出輩、 ア

撮り、自分たもの 伴護者 プイ
顔のブレ」トを作 スト
ノコ

聖書画 7/30 (l)ベンキ遊tfO:想 地民暁 アー
金 {象の家全措く③宝 保護者 フイ

十苦しをしてタイル
8/1 ヨ占りをする
野

報告展iJ、会 9/11 . 守王刊{ 報交 実行
12 真ビデオ等 P報 保護者 委員
土日 告。 DVD販売も。 長

を行うものである。対象とする墨田区戸4 島地区i士、下町

気賓が残る木造銃集市街地であり、プロジェクト以前か

ら町会による地域行事が残っているなど、子どもに対す

る意識の認さが存在していた。さらに、 2002年に地域内

外の有志による向島学会としづ組織が設立され、アート

などの要素を用いたまちづくり活動を行っているが、ヌド

ブロユノェクトの対象地域である第三咋島小学校周辺地域

ではこれまて可活動を狩っていない状況であったc そのた

め対象地と対象プロジェクトは、新たな地域、活動を行う

ことによる影響を計るに適していると考えられる。

1610> 

Ii!Jど l 叱ι入

図2-2 支出

同調資生堂

閣 PTA
l園町会者志 ; 

悶向島学会 i 

i-芳成委員会l
1m 0四

i姻竪鴎前ワ クンヨツブ

図書室随ワ…クソヨッフ

掴諸雑費

回線検料

空71j 

(2 )対象ブロジェヴトの活動内容

墜磁イベントの他に、計 4穣類のワークショッブを前

段階に行った. [写真げさらに、壁面的 1ヵ月後iこは

報告展示会を学校で行った。追加コミコニティとは、実

行委員会やアーテイスト、アーテイストスタッフか員長わ

ることを原総として、それ以外でその都度震わることと

なったコミュニティを指している。また、学校の授業と

して関わる擦には、()付けで示しているが、授業で扱う

にしてもア テイストが企画中心となっていたイベント

もあった。

(3) 対象プロジェウトの予算

[図 2.1 ]及び [u耳2 2]はブロシェクトの収支を

示したものである。収入苦!-32万円、支出計 32万 8千円

ま1:、アーテイストや関係宥に対する謝礼等は行われ

ていなし、。 i車主持活動を利用することによって収入が嫌々

な所から支えられていることも窺える。

(4 )研究の対象となるコミュニニ子ィの整灘

学校、 PTA会、町会、向島学会、ア テイスト、教育

行政、企業の 7穏要員に[図 3]のように分瀕するc この

中で、企業i主連携に対する役割が比較的低かったことか

ら分析から除外する。対象ブ口ンュクト(こ関j;るコミコ

ニティは既存と新授の つに分けられる

図3 隠i!!fコミ zニテノの整理関

表2 翻表現呂

質問3員協 |質問自的と分析への，:;'，n_W

今回の r子どもが耳障るまちづくりプロジェクト， ，ζ闘して
t 、っからどのように缶わり、どのような呼びかけを咋 主3章 1霊F誌の長'1:と方向
ヨ的としていたこと ~4輩 i雪興事芸~S

一苦j仁、したこと 翠4章著書m斉蓉悶

|ゐ;J!品の地域についてどのように考えているのか ~4軍指識の2古島

Fども、地域性民、保識者、守"などのワ クショッ
ブ I，~_t.; tる反応及びその変化

主識の成聖

実i-J金員吉というfF式に対して 事3‘ 4.. 理事への臆説
次の王町Jについて 者世lの日前

所属するコミユ T イに鵠して
いつからどのようにして関わることとなったのか i意識の語捧
地コミュ ティと棲する場主 I，~どのようなものがある力、草書停号、'1':備の有無

封象者自身の地域やワ クショvブ、子供ι対する意見
子どもレ関わるきっか付に伺があったのか 意識の自室
巨，.，乙(，:出場を伝えることに対して思う乙と |容器の持議

(5 )識変方法

コミュニティを 7つに分類できることから、それぞれ

代表と思われる 11名を対象として{表 2]のようなヒア

28- 2006年住総研i1:主まい 1まち学習」実践報告論文集7



り/グ調査をf-J-ったq さらに[表2Jでは質問に討応し

た、 Jーの質問話的を右iこ{、fしている π 調査期間はブロジ

クトグ)報告展示会が終了した後、 20Cトl'fIO!l10，1--
2005 'rf三1丹 26"に行った。

3 遼携の発生と方向の分析

3 -1. ~重要な 5 つの転換点から売るブロジェヴト実務

に韮る流れ

(刊行政樫IJからのアブローチ

200:3年0)夏、裂回医の寺中地区育成委員会という教育

行政総織が、遊休♀持制の子ども遠山過ごし方を地域に

向けさせるため、陀地区範関iこ属する小学校 PTA会iこ、

f嬰1I1民地域体験活動支援事業Jとして地域活動に対す

る補助金をi却すことを提フ五した。このことが主ず地域活

動を行う動きを生み似したq

(2) 個人の提案

PTA会ではどのような休日の地域活動が適当である

か話し合う中、 一人の児童保護者が小学校付近にある資

生堂作業所にある 50加のiきい壁に絵を措けないかと提

案したο しかし、金銭的、妓術的lこも妥当性が見られな

いとして見送られ、その間保護者が個人的に企画的可能

性を探ることとなった ここでは1詩人が発端となって提

案を行った釈として稀宥であることか言えるの

(3)地域にあるNPOの参入

提案した保護者は、名前だけは知つどいた向島学会に

協力を依頼した。そこで向島学会は金銭的な補助を外部

から受けるに必要

な条件の把鎧や、

芸術専門家として

アーテイストの紹

介など知識的な補

助役を務めること

となるο 地域に存

在するNPuなど 写真E

おl."

存法組織が、活動においてどのような役割で必皇室とされ

るかを見ることができる。

(4) 委員会形式として独立した活動

企業から棒助金が出ることとなり、小学校は教育機績

として並行した責任を持つことができないとして、活動

を学校活動ではなく総人責任のもとで行うように指示し

た勺そこで発起人の児童保護者と向島学会会員、有志保

護者、ア?テイスト、 …部教材が中心企璽をf干し、活動の

責保役となる、実行委員会を立ち kげた。この実行委員

会形式がこのブロンェクトの大きな特徴といえる。[手

J'j; 2] 

(5 )アートス告ッフや保護者の当民参加について

本フロジェクトのメインアーテイス卜によるワ クン

ヨツブ手法の特徴の つでもある。メインアーテイスト

が運営しているメーリングリストがあり、そこにワーク

ショッブの情報を流ずと、所属している美術大学生、専

門学校生、他ア テイストなどワークレ/ヨツブに興味関

心のある人々が、当日iこ直接現場に行くという方法であ

る〔 Y活動主旨はワ クショッフ前の会議で知らされるつ

今闘はそこに有志保護者の方々も合的てボランティアス

タッフとしてイヘントや授業を支えた。

3-2 逮携の傾向からの考察

コミュニティ関〕車携の関係をわかりやすくするため、

[表 3]のように淫営主体に演して A-1、A-Il、 B、C

0)日目つのグループlこ分額L、アノレブアヘットを付する。

それぞれ実行委員会やメ リングワストなどを用いて迷

絡を取り合うなどの飼人に向かつて行っていた連携は合

表 3

既存コミコ A~ I 学支長、教頭

ニアイ A-I1 保護者 2名、 PTA会長、教

詰11

新緑コミコ B 実行委員長

ニアイ C 向島学会会員、アーアイス

ト

ア…テイストスタップ

グ):-'~プ 2切2土手 m自体 2月 )0)'守 111'! _12月 1月 2t;! <1問 看月 5}j 
地之1回会'8 咽，-明叩 噛

BJ't月 8月

D Il D D 0 

Ò~ 開発
11， )~包 "月一

i t主惨

教5員

態長

様誰者A

保存者B

且白 星回 ..  . 
?何~jき~ 霊函館需がマ負急事話会制別ひ と通笠宮，- 匁機劃門会!'.i'.i今 場調廃何受信会

腹案 ~lt:;"'J写会，，"1湖 磁力ぷ高官.むと詑，夜袋説明りをきx陪合 格8'器売" ー醐拙栓事 一寸一 一一--J・
タド川河欄

1 l'川 11:.:J:町玖一ー 想史長羽ささ!快喝さC 2 

3 F|  
i T I 11 j~iii~-'l 可 11 H官R蒜
-~ a" Ih I~ IG]，l2'冒t可ι ，-fハJ c-4ι  

盛ト1
;BHp 己記

{艶続 長ゐヘ主 ir~~しF 叫兄
ぜい必 官

亡 YI 府抗 議‘il 簿雲母

R-幼虫 Lー~1 'f"L ，"~醐ー一冊'"ザ抽ぞかー山依存去開を。時制鮪
-Hl

jE 

j E
川

b

-LJ t 
t N 

F 

e 

"‘~-，~~，暑で=軍==L中、鴨

留 4
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んでおらず、あくまでコミュニティに対して働きかけた

とみなせるものをi輩出している。

[[盗4Jの分析がら、プロジェクトの運営に際して発生

した連携の特敷は以下の 6点挙げられる。

①パターンb'Lb'2， d'jの浮携がスム…ズに短期間で

ヱゑ点之エ心ゑ
このことは新規コミュニティでは連主轄の発生時期にあ

る程度のまとまりがあるということであり、連携体制が

予め整っていたことを示している。実行委員長となった

保護者が最初に向島学会に紹介を依頼してから 2ヶ月ほ

どで委員会の初顔合わせがあるとし、う速さが、事法見コミ

ュニティ同士の実行力の強さの結果だと恩われる。

②学校費任者から発した連携は見られない

委員会発足前後に慣しても学校側からの動きはなく、

委員会及び保護者、 PTAなどが学校離に働きかけたとし

ても、相互の連携と患われる活動には至らなかった。

③AM、ら目、 Cへの連携があまり見られない

これは特にワークショップ自体が開始してから顕著に

みられ、イ色の連携が培えていることから接点が増えてい

るととれるはずなのだが、情報の校来に偏りが生じ始め

ていることを市している。

三む釜i工蓋星丞2ヱ測していなかった連携がパターンc.d

ζ乏じ

ワークンヨツプが始まってから実行委員会において子

慨していなかった連携パタ ンが発生した。この動きが

キーパーーソンの発掘に陵係深いと思われる。

⑤Aから向島学会へ向けられた連携が見られない

向島学会では向島 year2∞4という別企臨も行ってい

たにも関わらず、新しく保護者や学校関係者が陵わるよ

うには至らなかった。

表4 意見欄

既存 新実行規委コ員ミ長ユがご評チ おのもよてうにいる。
イがど に際わることと

コ なったのカ 3わか九ず不信感が広がった。、
ユ -育成委員山れが]しか知らない。

ーア • PTA会は協力はできても、理解できるほどの

イ 情報交換主 Pモれないc

グ〉 -校長の交代時期に当たってしまったのが残念。

意例見

新規
-実行委員長はプロジェクトへのこだわりがあ

った。
コ -向島学会は、他で行っている通年イヘ〆卜に、、
ユ 子供イベントを組み込みたいという思惑があっ

フ戸 た。
イ • IJ、Eりの利く鳩模で準備を行いたい。

例意見。コ
-たくさんのものと連携して大々的に行えば企

間l士通る。

.W了会や住民に対する説明等は PTA会会長の役

割となった。

-学校や校長の把握穏度が{邸、ことに不満を感

じる。

@調資対象者そ."ぞれの立場において連携パタ…ンが異

実行委員長ならばワ クショッブ時よりもその準備や

報告期に連携行動が活発に行われて広範防に及ぶが、も

っと身近な範闘でそれをフォローするように学校教師が

保護者への説明などを行うなどのケ…スがある。それぞ

れの役割をある程度把援してからワークショッブに言語め

ば、特定の人iこ情報が集中して作業過多になることを防

ぐことができる。

4 個人の視点から見る連携成立要図

4-1 参加主体の意見からの考察

{表4J Iこ示した意見僚を参考iこ分析を行う。

(1) ブロジェウト立ち上げ待の連携!こ隠する意見

罪毒殺を比較して

実行委員長と向島学会ではそれぞオ法丹解な目的を持ち、

双方のスケジューyレが合うため言苦はすぐにまとまったο

しかしその迅速さが、実行委員長から学校や PTA会に説

明報告のないままに話が進行したとして、後々までプロ

ジェクトに対する不信感につながってしまった。

教師や保護者からは校長に立「する厳しい意見が見られ

るのには、校長が 2004年度に交代し、まだ信頼懐係を築

けずにいたため、連携行動を取りづらかったことが背景

にある。学校~係者の交代の際iこ引継ぎがしっかり行わ

れていないと、 :f;oi動を行う{開'11ニ無用な縄昔Lを招いてしま

う。また、 PTA会会長に頼ってし、る部分が双方から見ら

才しる。

畑宮完存コミュニティ内での意箆

i PTA会行t{也に在行した行事準備のため入手が分か

れた l が、 rj1jリ1が異1+./)ても PTA会役員同士で連携は取

れといたj ;~ {比:著書Il.ij-えている。しかし実際lこは実行

会員以外u オJf); ~i 許には事情ベコ荷最はあまり理解されてい

すな fド~-) t 

ョ新規コミュニティ内での意見

11向島学会が行っているi豊年イヘントと主旨が…致し

ているj と科目5rて、きたのも、それまでに実行委員長があ

る稼度プロンェクトに対「るヴインヨンを留めていたか

らだといえるc

また、実行委員会を小さい規模で進めたい」と考え

ている J 方で、 なるべくたくさんのものと連携してア

ナウ J ス合惑が通って子算が落ちるだろう j という考え

もあったο 結局、様々な E体が夜接、跨接的に委員会に

関わることとなった経緯が表れているG

(2 ) ブロジェヲト活動中の連携に関する意見

[表 5]!こ示した意見料を参考に分析を行う。

圃前者を比較して

実行委員会では専門用語を使うこともあり、参加した

保護者は難しくて意見できなかった。そのことは、実行
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表5 意見桝

i1証子
-ゲストティーチャーへの理解が少ない。

事前の説明不足
コ -保護者にとっては奉加すれば好印象だが、イ穿、
ユ 観したまま非協力的である人もいた。

ア
-子どもたちに複数ワークショッブの街適性が

イ 伝わっていなかったのではないか
の -ア…トスタッフと子ども遣のスキンシッブは

例見意 慰画に Fごくつなかっていった

-実行委員会は内容が難しく発言しづらかった

-技術的なことがわからずブオロ できなかっ

-ボランティアでは自分の能力を与えられた

'1llT会とのi*]イ系はどうなっているのかひやひや

した
-書類のノレーノレなど、基本的な情報伝達に際す

る決まりは守ってほしかった

-日穫が PTA会行事や韓国)11花火大会など、rrE

にある行事と重なることもあり、保護者{閣の都

合を取り入れてもらえなかった

-役割分担と資任者についてよく議論になった

新規
-実行委員会だけぞ独立して動くことは結局で

きな"1)'>った
コ -実行委員会はもっと活発に議論させてもよか、、
ニェ った

フー
-公共物を作ることについての責任をアーティ

イ ストが背負ってしまった
グ)

-地域の人の反応がよかった

例見意 -アーテイストと先生が授業を総み立てるのが

大変だった

プロジェクトが企画からイベントまで、大人

主導となってしまった

-休日のワークンヨツプで小学生iこアピールす

るのは難しい

アーテイストスタッ 7の数の多さに助かった、

まちにtl:lやすかった
-他人がブライドを持ってプロジェクトに参加

していた

-小規模な小学校で、参加児童数も適当だった

-子どもがし、るから地域の方々も協力的だった

-向島学会の理解が進んだ

i 援nIljを描く場所が良かった

委員向上の理解や意思疎通を阻み、委員会外的保護者へ

も影響したc 既存コミュニティ1JiIJは、活発な議論がなか

ったことを認識、反省しているが、そこに専門用語によ

る混害とは気づいていなかった。

圃既存コミュニティ慣の怠毘

ゲストティーチャがどういうものか狸解が難しかっ

た教育免許もない若者が突然勝手に綬業を行ってい

る と感じる保護者もいた。もっとサ量的にゲストティ

チャーの制度が普及されていけば、信用にかかる時間

写真3

も短縮されていくとは思うが、本プロジェクトにおける

改鋳点としては、保護者やPTA会に向けてプロジェクト

全体を締介説明した機会を設けなかったことであろう。

圃新規コミュニティ閑の意見

実行委員会に参加している保護者が、委員会外の保護

者と委員会の中織の役訴を務めようとしたことは、ボラ

ンティアの自立;意識を重視するアーテイストによるワー

クショッブ手法の影響がある。授業で行ったワークショ

ップ当日iこ関しては保護者も協力的だったが、 一部に過

ぎなかったことを意識したのは保護者やPTA会長のみで、

他の実行委員はむしろ協力的だと考えた。保護者たちが

ボランティアの充実感をアーテイストらから感じ取った

ことは連携ではなく参加という底接的な行動によって得

られたものである。

4-2 提案者が予定していたプロジェウト運裳体制

j 王手伝…目 印紙一ー同農学会一一;

i←つノ /Q 町

，-..，;軒a金
U 品 ースト;
先生

jm ??主体{糊一一t理主樟{穣人}じ終報省 宇窓

A学校一、、 旦縫語患者 ι1蒔怠学会

畿一一ニム畿一一一長率r町、 γJ 、

/ぷ歪 ν 柵特典診ド?; γ ァーテイス1先生 ilill!'llf アm テイストスタW7

モミ，.事E穣

邸 5

プロジェクト提業者が十注していた運営体制と実際にと

られた運営体制や主体問の関係、比較を模式図[図 2]に

示す。予定では、子どもは保護者や先生などの影響を大

きく受けて、アーテイストは子ども遠とふれあいながら

も芸術的指導を主に行ってもらうゲスト講師として想定

していた。そして、提言定者や向島学会はつなぎ役として、

さほど影響を考慮していなかっ t~c

しかし実際には、保護者よりもア テイストや同島学

会が運営に震わりが深くなった。子どもへの宣伝寸寸関わ

り方も、当初の犯いでは学校や保護者を議復してし、たが、

実際はアーテイストスタッフとの隠係が大きく彰響した。

子ども達が楽しそうだからと参加してしまうので、警戒

しCいた保護者たちもひき Fられるかのようにイベント

に加わっていくこととなった。
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5 まとめ

抱域プロジェクトの運営iこ関してコミュニティが接点を

持ち、連携をとる提言に必要な条件として以下の 4点、が挙

げられる。

1 )既存コミュニティから新規コミュニティへのフィー

ドパックに関し、新規コミュニティは既存コミュニテイ

に対してその窓口を設定しておく必要があるι

2)連携中継役的人物設定を明確にしておかなけhlま、

中継役の人物の混苦しが委員会外やプロジェクト参力江者iこ

伝播してしまう U

3) ワ クショップの呼びかけや理解に関して、それら

新しい活動に馴染みのなし、既存コミュニティが要望する時

間と、経験を持つ新規コミコニティが要する待問は異な

り、 i嘩筏を活用するためには十分な待問が必要である。

4)委員会《で君主存コミュニティと新規コミュニティが

状況犯擦の相違を客観的に娼摘する立場iこ立つ第 3宥的

な主体が必要である。

また特筆すべきこととして、保護者の意識がもともと

不信感の多かったものに対して、イベントを越してボラ

ンテイアなどで関わるようになるうちに意義を感じるよ

うになった。それが発展して、自分が他の保護者に説明

しなければ、と役割を感じるようになったのが大きな変

化である。

当日lこ突然参加する人にどのようにして仕事を分担し

て、その目的を共有するかというのは難しいが、それが

達成されれば、スタッフ人員を確保 Fき、格段に安全性

が高まる。本プロンェクトでは保険iこ加入していたもの

の、半年間一度も事故がなかったことはスタッフ人員の

多さによるものも大きい。

連携活動を行うことは、プロンェクトを円滑かっ安全

に進めるために必要なだけではなく、その後の地域市民

の意識育成にも効果を示すことがわかった3

〈参考文献〉

ー安藤真理 子供を対象とした まちづくり教育J の学校教育

における展開の可能性に関する研究横棋市の取り組

みの分析を通して ! 都市計調学会論文

日本建築学会編まちづくり教科書第 1巻 まちっくりの力法

日本建築常会編まちづくり教科書第6巻 まらづくり学習

社古穂協働のデザイン!学芸出版社

写真4
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「生きるカJを育てる住教育プログラム

一学校。民閣・行政の協働でつくる吋主"の授業一

望書jfs 糞弓*1

鈴木洋子科

八木景子*3

4吋本堅苦料

相lj 史子制

キーヮ-t':l){主主T脅 2 )すまい 3)学校民間 f吉良による協働のしくみ 4) 'tきる力 5)子ども

1 はじめに

1 )市民の住宅格談から学んだ「イ主教育」の必婆性

神戸市すまいの安心支援センター(愛仲「すまいるネ

ットJ)は，阪神・淡路大震災の経験を教訓iに，市民が自

ら安心なすまいを潤尺できる環境づくりを山首して，平

成 12年 10月に神戸市が設置したすまいの総合機障害であ

る。「市民のすまいのトータルサポート」を掲げ，建築士

や融資格談員・消費生活和談輿などが，それぞれの専門

性を活かしてさまざまな相談に応えるほかE 物件・関連

情報の提供，マンシヨン管理組合などのネットワーク構

築支援，セミナー開催など，校会情勢や市民ニーズに迅

速に対応しながらすまいに関する幅広い業務を嵐闘して

いる。

すまいるネットは開設以来， 1日の平均相談件数約

21.4f'T，来訪者約 119名と多くの市民に活用されている

が，日々の相談業務を通じて B 自らすまいのことを深く

認ペたり考えたりする機会をつくろうとしない市民が予

想以上に多いことに気がついた。「すまいのことは専門

家にまかせるもの」という先入観が強心業者の言うこ

とを鵜呑みにしてしまい， 一生に何度とない高額な賢い

物にも飼わらず，いとも矯単に契約してしまう。ス パ

ーでの異物では値段と品質をしっかりとチェヅクするの

に，対象が「すまい」になると途端にチェッケ機能が働

かないのである。また，不幸にもトラブルに発展してし

まった事例では rもう少し考えていればJrあとわずか

でも情報を持っていれば」紡寸ことができたであろうも

のが多く，後で悔しい思いをするケースが少なくな¥，。

なぜこのような傾向が見られるのであろうか。苦言籍

新留からテレビ インターネットまで多綾なh新本で多去最

の情報が溢れる時代にあって，すまいに隣する情報は決

して不足しているとはいえない。考えられる雲霞は，多

くの市民に『すまいご住空間は自らが主体約に創るもの』

という意識が備わっていないことである。自ら行動して

情報を獲得しようという姿勢と，自分に必要な情報を取

*2~社)兵庫県鐙築士会女性委員会委興長

* 3{"社)兵蒋県建築士会女性愛興会委員

ネ 4神戸市すまいの安心支援センター総説部企碩課長

*5神戸市すまいの安心支撞セノタ 棺談部金2聞き東

検選択する能力が身についていないために，自らのすま

いに対しても受身で治機的な行動をとってしまっている

と恕われる。

そのような状況に対G，すまいるネットでは「住」に

関する治資者教育ニ汁E教育」に校関した。住教管とは

いわゆる建築教背とは翼なり， i主宅担〕イ乍り方や入手方法

のみならず，人隠生活の場として住宅及びその縄辺の環

境について，波状とE昼夜までの綬緯，あるべき姿，それ

を実現するための手立てについて学習し，各人が偶人と

して，社会の構成ilでありf主文イむを担う 員として，往

生活及ぴ住環境について高い見識を得，それを実現して

いく主体者としての基礎的な能力をつけていくこと文日

である。本来は児童・青年期での学校教育を中心にこの

ような住教育を受けることで，適切な判断力や側首観，

主体性を身につけ，成人したときに主体的に自らの宇ま

いを形成することが期待される。しかし，現実には教育

現場における伎教育は実施されにくい状況にあり，その

ことが後の受身でi肖械的な行動につながっているのでは

ないかと考えたのである。

2 )教育現場における住教事警の現状

学校教育においては，家庭科を甲心に fイ主」を学習す

るカワキュラムが嗣1まれており，室内の祭理・整頓や清

掃，快適な室内環境などの内容を小学校5年生から学務

することになっている。なぜ主主脊現場で住教育が実施さ

れにくいのか。市教関たちからは(工衣食のように実習が

できず， ~ぐに主主生活で活かせない，母子どもの室長路環

境や生活しベルと疲結してしまうため，等しく教材とし

て扱えない，③専内的な領域のため，情報が少なく内容

が難しい，などがその理出として挙げられた。同様のこ

とは小告が21も指摘しており，これらは全思共通の諒恩

であろう。また，完全i車休2臼俗iや総合学習の導入によ

り家庭科授業時数や綬業内容が減少していることも，

rttJ の学習を進めるよで大きな壁となっている。小学

* 1 (ネわ兵庫燦建築士会女性委鈎会委貝
2肌H)年神戸市ユ庁 ο神戸市す tいの安山支担セ
ノターボ作情報O)f}攻待先や住教育の雄進等
に取り総司暁ら，(守口共浄l戸建築士会に参繭して
市民と専門家のつながりヨベりに務める。現在，
長田区支ちづくり推進謀。
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校では家庭科の授業約数はかつて 2学年で合計 140( 1 

単位時間=45分)であったが，平成 10年の学習指導要

領では 115に減少している。衣 s食にかける持隠と比較

してアE々 少なかった「往」の時潤はさらに郎られ，内容

を深めて学習することが難しい状況となっているのであ

る。もちろんそのような状況に危機意識を強く感じ，敢

えて積極的に「住」の学習に取り紐もうとする教員もい

る。しかし，多くは問題意識を感じながらも有効な手立

てがないまま，教科蓄を読む程度にとどまっているので

ある。

3){主教育ワ キンググル ブの設立と活動

このような住教育の現状を改善し，市民の fttJに関

する意識と知識を向とさせ，主体的にすまいにアブロー

チできる生活者の育成を図ることを践的に，すまいるネ

ットは平成 14年9月に住教育ワーキンググループ(以下

WGという。)を設賢した。このWGは，家庭科教育及び

消費者教育に精通した学識絞殺者，市民への普及啓発に

取り組む建築士や市丘小・中学校家庭科担当教員，そし

て市教育委員会や住宅関係部局等の行政職員によって構

成され，教育現場における住教育の実態把握と今後の展

潟可能性，そのあり方や充実策の検討などを行うもので

ある。

そ干ル持業実践¢将亙協力 的問の湖底極力

図1-1 住教育ワ キンググル ブの構成

当初より，子どもたちへの住教育の必要性と，学校教

育の中で適切な住教育が実施されるための教員サポート

の重姿性がWG内での課題として共通の認識であった。

そこで，教育現場でのニーズを吸い Jc11，学識経験者や

実務者などの専門家が有する人的資源や情報 ノウハウ

を活かし，行政がそのコーディネート等を行う図 1-1 

のようなネットワーケを構築した。これを基盤にWGは

住教育に関するさまざまな活動を炭関してきた。

WGで行っている活動は主に二つある。 つげはイ主教

育に関する研究・情報交換で，現職教輿0)主の情報を中

心lこ住教湾のE見状 問題点、について認識，その対応、策を

議論し，また新たな取り組みなどの't0綴の共有化を行っ

ている。さらに教対からの只体的な指導免研究授業内

容などについて主意見交換をわ一うとともに，各自の持つ専

門知識・経験等を活かした独自の授業提案なども行って

いる。また5主体的案午0)議論のみならず，これまであま

り接点のなかったメンバーにとって，相互理解をE望める

貴重な機会にもなっている。

二つ日はモデルJ受業の実施である。広く教奥に住教育

を実飽してもらうには，まず「実践して，見せるJこと

が必要である。そのためWGでは住教育に取り組む教員

の依頼に基づき，そのサポートとして授業に参甑する。

依頼テーマ・内容に沿った授業企画@議富市派遣等を17う

モデル授業を実施し，これまで小学校で8回，中学校で

2仰の授業を行った。モデル授業の企磁・実施にあたっ

ては，教科や指導内容に対する十分な理解，必要な知識

を持つ専門家の篠保，そして子どもたちの現解を深める

ための教材・ツールの開発や人的支援などが必要となる。

一般約なゲストティーチャーの偶人のカではそこまでの

対応は難しいが，ここでは図 1-1のネットワーケを生

かすことで教育現場が求めるさまざまな要求を満たし，

言語い Lベルの授業を実現させている。

2 生きるカを宵てる住教育授業の実践鱗

WGでは，どのような方法・教材・ツールを用いれば

子どもたちに伝わりやすいのか，またどう工夫すれば学

校・教員が導入しやすいのか，そして子どもたちの記憶

に残したいことは仰なのか，などを依頼教員とともに検

討しながら，これまで表2-1に挙げた 6種類の「生き

る力」を育てる授業を企画・実絡してきた。

表2-1 性教青授業の実践例

タイトlレ ねらい

1 安全で安心なすまいをつ
震災でのすまいの被害と庸臨l すまいの安全性確保
のしくみを知'J.安全て安心に暮らし続けるために知

くるための方注を知ろう
っ身て;nおなくもべのきをこ便とコ，実て践資で揮きのることを考え 学ぶU ヨ‘ 

モノの山 どう使う? 大切さを知るとともに白 f3 i 

2 どう捨てるつ つの RJの意昧苦学ぶことで自らの生活を見直し〉費
諦活用の方法苦学ぶJ

3 快謹な暮らしカを考え
換気e通風の投.1を実感するとともに機離に輔ら
ず〉気持ちよく事らすことが小さな工夫でで宮ることに

る~草J'¥ージョン~ 気づき自らの生活で翼践できることを掌ぶ
すまいの安全性を考え すまいの中にも危慣が多い』とを知りだれにも量し

41 iつ司 (家庭内事敵のないすまいにするにはどうすればよ
E いかを考えr 実践する力を身につける。

" 
タイトル ねらい

5 快適なすまいについて 身近な照明の棲類やその効援を知る』とで適切な
照明を選ぶ知識を樽事故防止や防犯l 心理的効果

考えよう~照明~ もあることを学びl 器常生活に活用できるようにする。

悌えた伎み方 学校の耐震故修工事を通じて地震L対して建物を

策編~
織強する意味としくみを理解するとともにl 史書に繍
えて自らのすまい方で工夫・翼蹟できることを学ぶ。

これらは本来家liH'↓の持築であるが，阪神・ γ悠語大震

災の数百11を学び，治海回東南海地援に備えるために，す

まいの安セ性にアブロ チせるPh江i''?汚の 出jを持つ授

業の依頼も少なくない。 Ui、より 3 点2_. 1 (/)'klHyIJの

うち 3J 5， 6につL、て，そσ)よ松竹来日内I'J討をn体的に

紹介するο
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授業例 1)快適な暮らし方を考える~車バージョン~

実施時期と対象

日時ー平成 15年7月 10臼(木} 第3・4校時

対象.神戸市立岩間小学校 5年生2ケラス 計78人

実施概要

今回の担当教諭は，すまいにおける換気や通風の効果

を学ぶために，ベットボトルに充滋させた煙の罫Jきを示

す実験を行っていた。これを見た子どもたちが果たして

この換気に衡する知識を実生活で役立てることができる

だろうか，もっと効巣を実感する綬業ができないかと相

談を受け， (社)兵庫県建築士会女性委国会とすまいるネ

ットが協力し本筏業を金幽することになった。

企画にあたっては，実施時期が夏だったこともあり換

気や通風によって「涼しく Jr快適に」なることを体感と

理論と数値データを関連付けて理解できるよう工夫した。

つまり，実際に室内環境がどう変化するのかをヂータを

用いて客観的に示すことで，効果や役書せを十分に納得で

きる内容にしようと考えたのである。担i定には神戸市保

健所東部俺生監視事務所の協力を得ることができ，当日

は建築士8名，行政より 6名を派遣した。

学習のねらい

ci克適さとその要図に気づき，換気・通風の役割を認識

②小さな工夫で快適なすまい方ができることを知弘日

常生活で実践できることを学ぶ

授業の流れ

授業の展開を表 2-2に示言。

表 2-2 rt:夫適な慕らし方車パ ジョンJプログラム

まず， 3-4人のグループに分かれて校内を探検し，

快適な場所を探して，その理的を考える。その!韻，教案

内の窓は待]め切り，不快な室内環境をつくっておく。

教室に戻って発見した場所と理出(気温や風通し，日当

たりの状況，木や庇による日よけの効果など)を発表し，

快適さの密隠をまとめた後，窓を徐ヤにi鶏欣して気流の

追いと気持ちよさを体感する。実際に全部の窓を開放し

た鱗閤，暑苦しかった案内には 気に並立が通り抜け子ど

もたちは歓声をあげたのである。窓に取り付けた吹流し

も勢いよくなびき，空気の流れを目で見ることか~できた。

次に，願次計測していた案内環境データ(温度・湿度・

気流・ C02濃度ー粉議)をグラフで見せる。閉め切った

状態で人が集まると空気が汚れ不快感を引き起こすが，

窓を開けることでそれが解消されたことが読み取れ，換

気・通風の役部がわかる。特に C02濃度の増減は明確

な結果が出た(写真 2-1 )。また，換気緩やクーラー，

扇風機などの活用や簾・藤棚・おち水・腫L鈴など替なが

らの工夫も紹介し，防車なすまい方の E炎への釧統計?

をf子った。

写真 2-1 領掌0)措子

授業を終えて

後日，担当教諭より「子どもたちの感惣かち，担任が

教え 4れないことを王車線しており，自然の風を窓践した

行動もとってくれそうだ。今roJの"'j:習は冬バージョンに

も活かせるのでとてもよかった。」とお礼とともに子ども

たちの感想i文(表2-3)を送っていただいた。こちら

のね4いがほぼ伝わったことをうれしく思うとともに，

学校探中旬見栄の発表 まとめの時間不足や天候にf五むさ

れる点，本プログラムのiFlI百件など課題も残った。

表 2-3 子どもたちの感想(抜粋)

やっぱり自黙の涼しさが一番 1 と思い!自分で作ってみた。きり
ふきを扇盟主機にふきかけたり布鴎の下iこすのこをひいたり・

=体でうける諒しさと気分で思じる涼しさがあることがわかった0

.ニ酸化民棄などがたまって気卦が悪くなったりするんだな。
同(学校で気持ちのよいところiま)置とんどの意見が鼠とおりのよい
ところでした。

・すぐにクーラーや扇風機に頼らず窓を開けた')したいです。
姐吉で涼し〈感じるのは不思謹と思った。
窓を開けて外の汚れた空気が入ってこないのかが不思議。
=高度計ではかる高度と体で感じる温産がちがうとはぜんぜん
知らなくてすごいなーと患いました。
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授業例 2)快適なすまいについて考えよう~照明~

実施時期と対象

日時:平成 16年 11月 16B(火) 第2・3・4校時

対象:神戸市立楠中学校 l年生3クラス 計約 120入

実施概要

現在の生活の中でできるすまい方の工夫や将来すまい

を建てたり選んだりする時の検討の仕方を学ばせようと，

担当教諭は全9時般の指導計額を作成していた。例えば，

新聞の広告を参考に理怨の間取りを選ぴ，グループ討議

や発表を経て「快適なすまい」の条件を学溜するJ受業な

ど興味深い内容であった。今回はその指導計画に専門家

の呂から見た「応F詩的なアドバイスム「快適なすまいと

はこんな見方もあるJ，r今できるもっと快適に暮らすた

めの工夫」などを学ぶ授業を加えたいとの依綴を受け，

本授業を{t:幽することになった。またz 授業(j1j1を知っ

ており，器具などを使って通常授業ではできない体感で

きる授業を希望していた。

企画にあたっては，安全ー防犯ー感情・情緒などあら

ゆる面で応用できるすまいの設備「照明」を取り上げる

ことにした。照明は子どもたちの住生活においても身近

なものであり，学んだ知識を実生活で活用することも期

待できる。そこで， f受業では近くの屈ですぐに鱗入でき

る器呉を用いた。さらに照明の効果を実際に見てもらう

ために実験鰐事内模型ボックス(写真 2-2)を製作し

た。また， 1クラス 1終限(短縮j空3誌のため 45分)と授業

時剥が限ちれるため学;守内符をイメージしやすくスムー

ズに港行できるように，事前に自分のすまいにあるJl，(;!明

friiZを調へてくる宿題をお際いした。河 11は建築士471.

行政より 3名を派遣した。

写真，-，実験期室内模型ポ‘ノクス

学習のねらい

①身近な照明の種類やその効巣を知ることで，適切な照

明を選ぶ知識を得る

②事故防止や防犯，心理的効果もあることを学び，日常

生活に活用できることを学ぷ

授業の流れ

授業の展開を表2-4に示す。

表2-4 '!夫i車なすまいを考える 照明Jプログラム

時鶴 内 容 ツー"

あいさつ 1，・講趣師旨紹説介税
Z分

げ楓in2上aaにに宅泌銅のすべ照た瞬自を宅援のに照繍明ぎ子な之がツらク禽シ畿ーをト聴を各く街
-照明器具姿図リスト
-私のすまいの開明チヱ
ック-ント

-光顔。〉檀頚について .j'(ソコン
.;;貫性性と告混産について -プロジェク.-
'!lZ'警な摺度について -電時サンプル

書基礎知識
時臨的再'1年齢Jjlj場所目'1 蛍光灯(1糧難)

15分 『照明鑑真のいろいろと礎科な関連機器 白書感灯
の携葱 ~防湿l 前閣闘光器センサー等 (普通部守'1プト"ハロゲン)

配布資料

電急Z温撃度のヴ極ラ閣フ他

-光を毘るH 光はどのようにして感乙るか告知る F室内襖裂のボックス

反演zms封色黒光一E+伎一源R白のの色別壁進纏にの掛L舘ボよMこるとッ鐙そ静クえのス物て効→の照果ベ色疫をやを磁ンツ確よ認ヤみ認繁すの紙る変化を見る

天井彊壁画シート

電王者{蛍光白熱)

20分 実験 白い食器ーグうスq

e葺とグレアの確認 '1ンコーレ壬ンーと-v

e光瀦の性質を知り適材適所を考える -轄E骨電踊
-照度計

照今明日針廼の実伊紹介 .j{ソコン
からで曹ること -本古ムセン世間で入手簡単

8分 まとめ 治功省例参考とし口てな窓る綿も鰐の甥は(身物近販にす飲あ食る感隣等心のを遣もいっ) な常鰐夜明釘隣遺む品サのラサイノトプ等ル

~電気工事をしな〈てもす引こ自分で改替でき

ること.V

巌初に照明に関するま基礎知識として白熱灯と蛍光灯の

違いや光の単位，目的や年齢にあわせた照明の選び方，

蘇入時の注慈点、などを限表や写妻美を多用して説明し，そ

の種類については実物を見せて確認する。これは後の実

数をより理解宮るための予備知識となる。(図2← 1) 

図 2-1 r私のすまいの照明チェックン トjと議異完本調

次に室内僚主iボッケスを!oeい，電球の種実員やボックス

内の天井・壌の色を変えること(累4 ページュー汁ヨ)で中

に置いたグラスや果物の党え方がどうなるか実験する。

各条件で照及も測定し，河じ照明でもI';J袋材の泣いによ

って~月るさが異なることを献言習する。以後にスタンドや

蝋燭などを使った照明計闘の事例を紹介し，日常生活に

活用できることを学ぶ。

f受業を終えて

当たり前のように普段使っている照明であっても，そ

の役割や効果的な使い万などは子どもたちにとって初め

て開く話であり，それが実験で明解となったことで新鮮

に受け止めてもらえたように思う。ただ，あれもこれも

伝えたいという気持ちから 11自の授業にかなりの内容を

盛り込んでしまった鋭もある。今IT]が中学校での授業初

体験であり，まだまだ検討する点、が多いと感じた。
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授業例 3)災害!こ備えた住み方~地震対策編~

実線Z寺期(プログラム 11)と対象

w寺 、ド成 17年 12月14E1 (7K) 第2・3・4校時

平成 17年 12月 16日(金) 第3.4校時

対象:神戸市立舞子中学校2今生5ケラス 計 180人

実施概要

手成 17年2月 21E1 (月)に神戸市教育委員会が潟催し

た家庭科教諭対象の研究会の場で，以出;小学校向けに実

施したプログラム(表2-1 . 1 )を中学校で学ぶ「災害

に備えた住み万Jの授業として 1時限(50分)のプログラ

ムに再構成し，筏業を受けていただく形で撮案した。そ

の授業は教講義単独で行えるように工夫を施し，後にさま

ざまな学校で実践され，兵庫県中学校技術・家庭科研究

会でも発表された。今屈の授業プログラムは，そこに参

加した担当教諭から，着工したばかりの学校の離震補強

工事を教材として「地震に対する備えの大切さ」を学ぶ

授業ができないかと秘談を受け全額iしたものである。

企画にあたっては，寂神ー淡路大重量災をほとんど言白患

しておらず，また自分では現在のすまいの状況を変える

ことができない子どもたちに， ，¥かに地震災害を身近な

課題として捉えてもらえるかに重点をおいた。その湾、坊、

では「学校の総重量檎強工事」は彼らの日常生活に密着し

た有効な教材である。また学校は災害時には地域住民の

避難場所といっE重要な役割も担うことから，今阪の授業

を通して家庭，地域への紡災知識の普及も期待した。授

業は2[ヨに分けてそれぞれ行政より 2名を派遣した。

学習のねらい

a:震災時のすまい江被害状況とその原因を知る

②学校の耐震補強工事を通じ，建物(学校やすまい)の安

全性確保のしくみを知る

③災害時に摂らず安全で安心に暮らすために知っておく

べきこと，日墳から実践できることを学ぶ

授業の流れ

授業の展照を表 2-5・2-6にmす。前週に教諭単

独筏業としてプログラム Iを行い，学校の耐緩補強 I工一事

の内容を盛り込んだブ口ゲうムIIを

表2ト一5f1民i足i害iに=犠えた性み方 地:震書対策編」ブログラム!

碕間 内容 (下準織備はす学る枝を容の冊、で)

'atJ.t:体験』れまでの院災学習を思い出す 被害状況の苓築(A3サイズ)

5分
~，霊災時の住宅の被害拭況を見る

→(住震宅災鱗持壊の休学ヰ惨交鍛遊焼を語'"る死砲など)

'紐.，.るるで建物が地震で撮れるイメ ジを克せる紙ぶるるf王u
‘牛乳パックの輪切り(庫さ2.5cm統一)を建物に

'"分 見立てl これを揺れに強いか構を造考にえすr るためには
主牛え立乳を主主パ主Fソ主クE〈こ車13人2量1一パま一三':J?一一) どんな工夫をすれば良い 自分たちで

実際に作ってみる

F作→っ補教た識強もfがのFイ生をフゲ徒をルの説ー作明プ品し分をItし 犠討してみる
(菌)・日(斜め材)，C(角補強)・

見本1ニA-Dの4つの D(スベシャi討の表示

(Q分 自分の作品がどのゲ

ルスベプンヤにル入はる本fJ"人を又考はえ教黒諭板かにら結鱗単りににい紹く介
セロテフ

ー今→回被の害まのと怖めさと次地回震のに予強告い建物をつくる大切さ
分類した生横の作品l主次閏
極推で使用するので酪収

5 →さまざまな補強方法が考えられそう 司校舎襖型に僅用する分を

分 →"自の"内 選び予め接理号しておく
(実際の建物でほっ学校の耐震補強工事a (4信組，2)

すまい方の工夫)

表1-6 r災害1こ備えた住み方 地震対費量繰Jプログラム li

時間 権獲 〈下準織備はす学る校も儒ので)

<教識〉

5分
ー前→→回実分接際類業のし内た建容作物を品で思をはい見?出て学す補中立強のN耐震ブ補の強選い工を事確i立詑つ

黒徒板の作lこA品~をD掲l工示分類された生

く牛ゲ現スJ、トヮチク校ィ舎チ機ャ整ーの>補強無しと鳴りのパターンを
ー牛司乳槽I強イ?Jf?ト校舎"棋こは聖E円Eトン

揺らして遭いを見る 生徒作品を使熊

学→壮前の包耐考オg童え相た繍禄ヱ強ヨハ修のター内ン1容まどをう写使実わとれ額て面いでる鵠か瞬@ プ之事ロジ写真 鴎E
ジェクヲー PC

Zう分
叶部分的な補強l 目的による使い分け ス少)-";/

→地震への構えの大切さ(既存政惨 9新築時など}

校地の震写で被棄害を容を受受てけた耐E震産物補や強避工難事所都とにし地て震使がわれ起るき学た 被箸写真
学校(被害，避難所仮設)

ら を考える 住宅(内 a外観)

仮設住宅
質経応答

く教蛸〉
教非寺普科常書雨垂出袋『建物の補強だけでなく産分量で今すt出来ること

10分 →安全に対する意識を持つ
→すまい方のエ夫(家具監護や圏定繋理繋輔)
→非常待出謹，非常食の紹介

く敏舗〉 神戸市地盤滅災万イドj

¥0分
授吋→→業将工今の事来すます衛ぐとま出め=い来学をる理校事選ヱ惣のぶ失耐聞は震警こ補察は伎強耐でを震認チ対しェ策合ッもクっAして判て断船み基実よ蜘践うこ

ブロゲラム Iでは，震災時の写真や教諭体験談から被

害の大きさ，怖さを知ムヰ乳パッケの輪切りを建物に

見立てて地震に強い構造にするための工夫を考える。ま

た，作一品を分素読することで織強方法の違いを鍛認!よる。

プログラム日では，牛乳パックを連絡させた校舎模型

に一万は補強無L，他方には彼らの作品を使って矯強を

加え縫れ万の違いを見る。(写真 2-3)そして笑擦の工

事内容を写真や図で説明し，前@J授業で考えた工夫と結

びつけて，その必要性や安全な建物について理解する。

また，身近なところから自分たちにもできる地撲への備

え(意識・家誌協定号事TJER繋桜井常持出袋など)を学ぶ。

写真1-3 授業の様子

授業を終えて

禰強した4宇しノ、ソケを{cjf高所か飢えるだけで校舎模擬

の揺れ/jが切らかに変わることに子どもたちは幣き，こ

れまでシートに穏われていた耐縫補強[事の内潟を等真

で紹介すると熱心に見入ってくれた。この時期にマンシ

ョンやホテルの構造計算j書偽装問題がマスコミで大きく

報道されたこともあり，鉄筋や船主主祭の説明には興味を

持ってもちえたのではないだろうか。また，すまいの鮒

震イ七促進は持政の大きな課題でもあり，子供たちへの住

宅施策の普及という笛からも有意義な授業となった。

~37~ 20例年住総研「住まいまち学習 l実臨報告論 文集7



3 今後の住教育の展開可能性について

1 )考察

このような学校・民間・行政による協働のしくみを生

かした住教育への取り総みは，子どもたちのみならず，

それぞれの参爾主体にさまざまな影響を与えている。

学校にとっては，これまで気になりつつも十分に対応

できていなかった住教育に取り総む機会が増えるととも

に，外調iから専門的人材を招いたり，新たなアイデアを

得たりすることが可能となり，侭より教員自身の{主教育

に対する懲識が変わってきたといえる。

建築士等の専門家にとっては 9 自らの持つ専門知識や

技術，アイデアを学校という場で活かすことで，専門家

としての新たな役割を認識しつつある。またこのような

活動を通じて建築士という職業を子どもたちに身近に感

じてもらい，市民に建築士の存在と職能を広めていくこ

との重姿牲を得篠認する機会となっている。

行政にとっては，学校を通じて住教育を行うことで佼

情報受発信の機聖子が広がるとともに，子どもを介して地

域の保護者への波及効果が期待でき，効率的な広報手段

としても期待している。まだ活動の初期段務ではあるが，

住教育の実践の過程でこのような副次的な効薬も期待で

きることがわかってきた。

これまでの活動を通じて，住教育を推進するために必

要な婆棄を考えてみると，以下のような点、が挙げられる。

似主教育における教員サボ ふ

事くの学校で9昔日から専門家等を講師として拐くゲス

トティーチャー制度が活浴されているが，住宅関係の専

門家とのつながりを訂する学校は少ない。またゲスト子

イーチャーが対応、できるI'を業数，ヨ徒数にはドlずと限界

がある。そこで教員が日ち実施できるブロゲラムやワー

クシート，教材、ソーノレを提案することで，より事くの学

校での住教育実践を可能とし，幅広く普及を限ることが

できると考えられる。

またい]時に，このようなサポート体制を繋えているこ

とを広く教員に知ちせることも護費であり，司ヂルtlt業

などの実践例を通じて，情報提供を積械的 織統的に行

う必墜があることも留怠しておかねばな4ない。

②“すまいるネット"二受発信のi暑の存在

般的に，学校や教員が!的荘it宅関係。〉専門宗と級点

を持つことは難しい。しかし，熱心にiHHlに取り組iむ

教，1の多くは，教科の理解を深めるために教科書には載

っていない情報や専門家とのつながりを求めている。そ

こで重要な役割を果たすのが，すまいるネットの存在で

ある。すまいるネットは建築・法律・不動産劉係等さま

ざまな隠体の参画により運営され，すまいを切り口に幅

広い分野への対応を実現している。また行政の設讃機関

であることから，市各部局との連携も可能な立場にある。

このような機能を有するすまいるネットを伎教育ネット

ワーケの肢と事ることで，求める情報の入手や奥なる分

野・人材とのつながりが可能になる。また行主幻飯事と迷

携することで 9 より効果的な活動が行えることも期待さ

れる。このような情報受発信の中心となる「場」の存夜

も使教育推進に大きな役割を巣たすと息われる。

③WGIこJiられる意見交換相互交流の場

これまで学校教育，民間の建築業界，行政の住宅施策

は別々のものであり，共通の課題を見出そうという試み

はなされていなかった。しかしワーキングを重ね，すま

いを巡る社会問題と各々の抱える課題ヘの理解が進むに

つれ，その呉体的な接点、としてモデル授業などが実現さ

れてきた。異なる分野との交流は新たな刺激を受けると

ともに，発見・ 1づきにつながる可能性も大きい。この

WGのように実際に顔を合わせ，議論をする機会は黄葉

であり，校教育への取り組みが今後さらに前進していく

ためのJ基本的な「場」になると考えられる。

またこのような活動は，知識だけでなく体験を通じて

子どもたちの「伎」に対する理舟Fを深め r主体的に考

え，行動すること」を曹J哉した授業づくりに，地域社会

が一体となって取り組むことにも大きな意味がある。

2 )おわりに

我々は阪神・淡路大震災を経験して，すまいが生活の

重婆な基擦であることを改めて認識した。しかし，現実

には高齢者を狙った懇質リフオーム詐欺， 7ンション構

造計算書偽装問題，アスベストによる健康被害など，す

まいの安全・安心を勢力通告ーさまざまな事件や問題が多発

している。こ才工らの不安を耳fJ1り除くためには，i南繋者に

向けて正しい情報を発信し，すまいに際する普及啓発

活動を進める必望書があるが，あわせて将来の消費者であ

る子どもたちへの伎教育推進が，起こりうる住宅調題を

未然に防寸ための蚤要な予防策になると考えている。さ

らにすまいだけではなしこれを取り巻く住環境への埋

解を深めるために，まちづくりと一体的に考える視点在

与えることも必、婆であろう。

社会がますます多様佑・複雑イちしていく中，子どもた

ちが自立した消費者として本当の意味で「生きるカ」を

身につけられるように働きかけていくことが，我々大人

の責任ではないだろうか。住教育の場はそのための震婆

な機会であり B 今後もより一層の取り組みを進めていき

たいと考えている。

くJ主〉

1 ) 名高屋大学福和研究室が関発した振動吏験教材

く参考文書x>
1 ) 住埠境教背研究会住教育ーラ在来へのかけ補，ドメス出版s

1982.11 

2 ) 財防法人住't総合研究財団住教育霊員会 まちはこども

のワンゲーランド，風土社， 1998.7. 
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知識ー感覚一行動をつなぐ室内熱環境の学留プログラムとその

評価に隠する研究

間)11 竜二制

高橋達制

Jベットボトル模君主実験jとr~ 寸大モデル制作」による

涼しい住まいっくり親子ワークシヨヅプの実践を通じてー

使環境教育 涼房 体験 学習ブ口セス ピヂオ升析

1 はじめに

豊かな建築環境の創出と建築ー往生活に起凶する環縫

負荷の低減を実恕するためには、環境共生建築をさらに

普及させていく必要がある。環境共生建築での住まいfj

1ま居住者に高い身体性が求められるので、 般の伎まい

手が、環境共生建築の案内における質!惑を選択し、その

住まい方を主体的に実践することにつながるような住環

境学務の方法が重要である。こうした背景から体験を交

えた住環境学務プログラムの偶発研究が行われている。

そこで、本報告では、参加者に涼E苦手法に対する認識

と興味をもってもらい、臼常生活での実践につなげても

らうことを践的に開発・試行した体験学潔プログラムの

概要と、この学務プログラムがどのように機能したか

を、発達心理学などの分野で用いられているピヂオ分析

1) 2)の手法を援用して検証を試みた結果を述べる。

2体験学習プログラムの犠饗

学調プログラムは、参加度・主体性および身体性が段

階的に増し、涼房の生活実践につながるように窓鴎した

活動の流れとした。災体的には、表2-1の概要にn、すよ

うに、①スライドによる涼溺子j去の数夜、②模型!実験に

よる涼房手法の効張。〉体験的現解(体験と知識の照合)、

~実際に人が入ることが出来る実、j 大モデルを使つての

涼房笠憶の計画.，(，;J11'滞品 発表を通じた体感体験

的理解{体感・体験と知識のH明白)といコた二段階の活

動で構成した。

名it;liIJの前後には、参加者に対しては学河内将への理

解を深めたり振り返りを促すとともに、参加者の知識や

意識に変イちがあったかを確認する資料とするために、

ワークシートへの記入をしてもらった。(工のスライ!とに

よる教綬後と③のプロゲラム全体の終了時には夏に住ん

でみたい理惣の家のイメージと試してみたい涼房の工夫

を、②と~の休恕持憶には普段の生活での暑さの凌ぎ

方 エアコンやエコハウスに対する意識を回答しても

らった。さらに、ワークショッブの 1ヶ月後には、参加

*1 東海大学工学都建築学科助教授 博士(工学)

表2-1ワーヲショップ由様聖書

プログラム

活動J) スライドによる涼涛手法の説明

( 1 0・45-11:15、30分間、屋内)

活動oベットボトんを用いた模型実験

(11 :25-12:10、45分間、農内)

活動③実寸大モデルの言十盈制作滞在発表

( 13:∞-15:40、160分間、屋外)

参加者子どもが小中学生の3家族(7人)

年月臼 2003年8月246

場 i'1i :福岡工業大学(議関市東区)

学習支援者サ高橋、i!li)11の2名、大学生スタッフ 15人

した母親3人に開き取り調査を行ない、住まい方の変化

を確認した。ワークショッブの様子はビデオカメラ 1台

で記録した。

参加者は、 K家(母、長男14才、次奥7才)、 S家(母、

娘 11才)、 T家(母、態子 12才)の3家族 7人である。

2-1 スライドによる涼房手法の教授

スライドによる教授では、「家を涼しくするには、日

ざしをよける、熱の流れを少なくする、空気が流れるよ

うにする、主主に汗をかかせて冷やす」という表現で、問

つの涼房手法(R射巡蔽、断熱、通E覇l. jj，熱、蒸発冷却

)を、実践例の写糞を見せながら学習支援者(斎橋)が

説明した。写真2-)にスライドによる教段の様子を、図

2-)と函 2-2に説明に用いたスライドの例を示す。

寧.2-1 Aライ Fによる教授の織子

* 秋包大学教秀文化学齢生活者科学講座

助教?受 樗土(工学) 環境共生建築とその

住まい方について研究教育を行っている c
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絞殺識しく官事るにi接、 U

La~L晋<l' tt事 i

亘意書ぬ君主/，号'.l'草〈ま君事 [断様j

く m~号!こ龍摘したスライドミシ g

歯2-1盟主箆手法的観暁!こ用いたスライド

2-2ベットボトル模型実験

活動illの模型実験では、図2-3と写真2-21ニボすよう

に、 5印)m!のベットボトルを建物に見立てて、太綴を模

した出熱電球(lOOW)に向けた 1誼iを窓として、 ft包の

3拐にケント紙を貼り撲としたものを「工夫なしの模型

(基本型)Jとし、これに加えて、ケント紙の綾部分のーヒ

にカーペットを二重に貼った「断熱の模製」、主主部分の

内朝日か外側に白色メッシュ布(ポリウレタン製)を取り

付けた「日射添蔽の模型」、基本製機訟の窓部分下僚と

後背面上側に潟口を設けた「検気の模製」、工夫のない

模裂の全面を霧吹きで散水して濡らす「散水の模型」、

言16ヶを用いた。これら 6ヶを「断熱の有無Jr室外日

除けと室内日除けJr蒸発冷却と換気J といった 3通り

の組み合わせに分けて、 3家族で分ttiし、白熱電球を点、

だして篭球に照射された各模裂の内部気温の仁界を1分

詞編で測定した。

参加者には、実験開始前に結果の予怨をしてもらい、

その予怒と実験結果を照らし合わせて考えさせた。その

後で、 6種類の様!盟問で内部気温の差撲が生じた仕組み

を学笥支援者が解説を行った。

2-3，liIi:寸大モデんの実重量

活動③の実寸大壬ヂルの}':験は、表2-2に市す概要で

実施した。 例として、図 2-41こI家における実寸大モ

デルの嗣H十過終と宅視の変 f~を '1ミ昔。 1 家では、 13:23に

まず壁仁郊に、 13:34には長井に掬[1を設けており、そ

の後、天持付近とi五L1rnの宗泌がともに急激に低下し

ている。アルミホイルを貼 V~) た持海スチロール板の箆根

を護いた 13:45には、室混が天井付近・床上 1mともに

約40'Cに下がっている。 13:56に西南面をよ直光布で濯っ

た後、]4，09になると室温はと下ともに外気温とほとん

ど変わら F約36'Cになっている。そのためT家息子は

ピヂオ係の学生スタップが「涼しいですか?Jと尋ねる

と「涼しいです」と答えている。ビデオ係の学生スタッ

ペ弓::-11C)科iこし

" t::.̂ヰマC)!;晶っ

がE霊ぬ3患いおざし帝

よけてくれるザ

ライド

豊富2-3 ベットボトル在建物に:!!.:iLてお宮路の模型車実験

写真2-2ベットボトル線裂実験D綿子

フが「向。Cですかっ」と質問すると、 T家息子は 132~C

になっている」と放射温度計の読み憶を努えている。

周壁温度が30'Cを超えているにも関わらずi悲しいと

答えているのは、遮熱展様、通風・排熱用の関口、日除

けスクリーンといった工夫を自ら施す体験の中 E、体感

が著い{間から涼しい俄へと変犯するとともに、放射温度

計で測った壁表陸自溢度が低下していることを、 1家息子

が認識したためだと考えられる。

T家息子は、実践を通じて涼房に隠する知識と体感 e

体験が照合され、新たに意識を形成していると考える。
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3活動卸}にみた学管行動の有無と学習のプロセス

関3-1に全挙1J[]M' O) j-(s動 -~jリに hた '[..~J/i行 l))jO) W!!!を小

昔。このoは、スラ fドによる数J世十長引実験 実、j-A:

壬チ jレの制作 a 滞fl>iと点 体験下11俸の11常'-LUiと

いったi活動の!Ilで、涼尽にf到する知lJsto)人.rH打、 14感，

体験(入力)、知識と体f事件、験的照台、災H主(J~Uj~r澗

移行動の111)))という学夜行動の有無を催認した結集を

している。確認には、ビヂオ アンケート田潤き取り

誠斎の結果を周いた。 0は学習行動が有った湯合を、矢

EIlI立学習のプロセスを表す ο なお、学笥{1'l))Jについて

は、学協の深さ。行動燃陪の長続は問わず、有無のみを

市すものとした。

「知識の入力」は、例えば、スライドによる教f受、 4史

堅実験の解説、突す大モデル実験で他の作品の発表や解

説を見出?きする行為が該到する。「知識の出}JJという

学習行動が有る場合とは、教授された涼関手法と?i致す

る件]符がスライド後のアンケートや笑寸大モヂんの発表

内容に表現された場合などが該当する。スライドによる

教獲では、全参加者がアンケートに教校内符と 致する

項LIを一部でもお入していたので知識の出力が有ったこ

とになる。実ョ大モヂルグJイ乍品の発表でも、令ての発表

者がスライドで教綬されたt官房手法を説明できていた。

例として、表3--1にS家における実寸大モデルの作品

と発表にみられた涼房手法の知識を示す。

30 
13:00 1400 持刻

表2-2~健寸大モデルの実験概基盤
瞳内容 鉄パイプと透明ピご ルンー…卜で出来た議話ポッ

クスメミの小企!4(I夫のない基本市)に涼尼子法を施して、議
掘を最もi尽くした家肢が揖勝(賞I521メ口ン)。
※小限温淀度tlブlJ_…(1を小援の天井付近と床上1mに固定)

ノレール うえられた材料で制作する」差問ビニーノレシ ト
の全両撤ldiliH'l( 持出土日，1)他的家的機倣は可。
園時期 計倒的分、耕作7日分、発表211分、コンテスト 15分、休

恕なとつ5ゅの，:1-150分際

踊比較対輩 (日以面教員iil~'!(草 4'吋Hこ加え、北面と東務総
下半分を発泡スチ口 ル10加祖師で断熱)ο 芋醤支援者の制作

による教師析。
圃各家族に与えられる材料
。fザ占 10m札 9iC叩 x910四の発i&，スチロ一一ル板 2枚

'í'ì，~ J Omm， 91umm x 1日211聞の党j恕スチロール板 i枚
。農業用遮光布「寝冷砂J(銀(:':ピニ[1.1平織)2∞Omrnx3閃O悶
'Iui蜘 x7f:制的照的塩ど絞 i枚

. 7Jv ~M比 1 巷き、針金、余尺、再雷布テフ。、透明粘着トア、
ペットボトル(散水用、散水量制限無し)
寸立身す議 室計

部3-1学留プ口セλと参加者の学審行動田有無

盟2-4実寸大モデル田制作過報{上)と室温の変化{下) (γ富里町俄)

義制 作品、および発表にみられる盟主翼手法的知機 (S裁の倒}

行程 部依 おHi，(作品) 発表

展根
発泡スチロール版lCIl1庫を2枚重ねてヒーノレハウス まず天井の日光作品断を考ぇ断熱材の変;t_~りとし
の天井面的一川，::_!上限 て発泡スチ口ールを設けた。 (1針良は)一枚ク込ところ

μ η 軒(庇) 東西南jtJ)4方位iご軒をHJす) を二枚の構造iとして熟が伝j幻にくくし士ごや

出入り口のある東記を拾いたヨ壁面に開口部(穴)を

3 関口部 開けた.3簡とも河 高さで、地面7j'ら約ム1η~軒先端 i岳究をよく寸るために去を多く設りた)

の潟さまで

4 震恨敬フ供の保水層 建擦と軒の Hと県J令紗を被ー土た~ 寒冷紗を利用して、水在カ唱することによって、水を常に

3 f霊視散水 寒冷紗1(1)工カゐ散水r
保てて、冷風効思、少しでも水拘留まる夜間にした【

残ησ〉発泡スチロ…ノレ般の銭面にアルミ箔を貼った 桝十に限り紳〉る反で光の当たりやれ併に断熱

6 日除け板 日射遮蔽板を、西と南在百σ寝耳口部'y])直下に鮎りイ寸け 材t，-~投資すること i乙よって却し士伝えにくくするとしち工
t-、c 夫セした乙

打ち水 ノ、ウス内および周囲のタイル舗装へ散水門 なし
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「体感体験の入力」は、模型実験への参加、実寸大

モヂルのf朝日作と:長温変fじの体惑をすることである。

「知識と体感・体験の照合」という".f:習行動について

は、模型実験では内部気滋の予想値と実験結梁を用紙に

記入してスライドで教授された知識と照合することを学

習支援者が促しており、また、実、f大モデルの実験では

計編時の熱環境のイメージ、基本裂や反語教師型の小路

の休惑温度と実際に製作した作品内部の体感温度を感じ

るさ言動が縫認されたことから知識と体感・体験の照合行

動が有ったことになる。

実践(環境調整行動の出力)Jは、実寸大モデルの実

験では、いずれの参加者においても、表現された実寸大

モデルにスライドで教授された涼房手法が織されている

ため実践行動が有ったといえる。

日常生活における実践行動の有無は、告書き取り諮査か

ら確認した。 K家恵子l立体験学習後、通Jll!lに対する意識

が向仁し外気温があまり高くない場合は怒を潟け通風す

るようになっており、 T家患子i立体民青学習後数日間は日

宅玄関前で打ち水をしている。また、 S家母l立体験学望号

の直後に業費を購入しベランゲに設置している。これら

参加者は、点線の矢印でがすように、体験学習の活動の

流れに応じて学習行動が欠落宮ることなく進んでいき、

笑践行動へとつながった。

4 学習過穏のピデオ分析

1 で説明したように、今国主事者らが計図・実施した

涼践に関する体験学習号プログラムは、参加者に、活動を

通じて涼房についての知識と体験とのHf:i0を{起すことを

意隠した構造(各治動内?よ?とそのつながり)となってい

る。そこで、引き続いて、この体験学問プロゲラムがど

のように機能したかをさらに詳細に把握するために、発

達心理学などの分野で用いられているピヂオ分析の手法

を媛刑して検註を試みた結果を述べる。

ピヂオ分析とは、学習の様子を擁影したビデオ記録

に基づき、学潤者がどのように学習に参加し、何Iに気付

き、いかに考え、と?のような理解に去り、それが次にど

のような行動"とつながったか、という学習過程を具体

的に明示するための手法である。こうした学留過程的分

析・評(畠法を確立させ、 1t一環境の体験学習における事例

を収集することは、住環境教育の教材や学習プログラム

の開発や詳「曲・改善に役なつものと考える。

4 - 1 ，ピヂオ分析の機聖書

分析の素材は、ピヂオ記録、および写真、実寸大モヂ

ル内の気温の測定記録、アンケートの記述、 1ヶ月後の

聞き罪文り内議である。ビデオ記録は、 VTRカメラ l台

をV1R担当の学生スタップ l名が携え、参加者の近く

で撮影する場合には話しかけながら撮影して回った。ブ

ロゲラム開始時かちビデオ撮影をしていたので、ほどな

く参加者と V'I丑係。〕学生はおち解け、詞書の措iにめ

だ Jた緊張感がなかったことはビデオから縫認できた。

分析の子遊園は、ビデオ記録を繰り返し視聴して、行

動 発話・場[主]説明を書き起こし、そこに行動・発話の

カテコサーを付うし、持カテゴリーの事象の生起の有無

やつながり、対象とした場阪の前後での脈絡や他の分析

材料も考慮に入れて、ビデオに記録された場謝に解釈を

勺えるというものである。本部?究では、分析者(西J11) 

は、学管支援者の一人として実寸大モデルの実験では教

師用モデルの市i作から発表までをおとうしており、ビデオ

に写る側であったoピデオに記録されていたエピソード

の多くは、分析者が見ていないところで起こっており、

それをビデオ視聴によち二次的に観察したことになる。

分析は、参加者に知識と体験との照合が見られたか、

また先行研究を踏まえ、継の性質に熊らして合期的な潔

境教育のフログラムミ )05)であったか、の2点に涼目

して行なった。

4-2 ピヂオ分析の結果と考察

体験学習の参加者は、子どもの年齢(学齢)と然別が

巽なっていた。また、これまでの往生活の体験が向じで

はないから、身に{すいた往生活の習慣・知恵、徹値観も

緊なっていると考えられる。それらのことなどが背禁と

なって、 T家と S家の親子には異なった学習の過程と効

架が兇られた。

1) T費量に見られた「知識と体惑の照合Jの場箇

望書 4-1は、 T家息子に「知識と体感の照合がされた」

と解釈された場闘である。この一場関の前後の脈絡をjZs

べると、 Taまは総子ともに、スライドによる涼活手法の

説明を集'1'して視聴しており J ミソトボトルと実寸大モ

デルを用いた1こ験でも終始にわたりポジテイブな参加態

度(笑顔)で説子の相互作用と協同が観察されている。

これは、写真4-1と図 2-4にも見て取れる。そして、 T

家が当初計睡iしていた制作工程がほぼ終わ旬、あとは数

水を残すのみとなった 段落ついたときに、 T家息子に

「知識と体感のP，~合」が生起した。

図 4-1の場面で、 I家息子は、日射遮蔽、漂禄断熱、

通風の子法を自ら施した(スライドによる知識の入力に

基づき表殺した)ビニール小原i々の折りたたみイスにgj!;

り、その環境を体感している(混熱環境に媒されてい

る)。直前まで靖夫の午後のR射に曝されての屋外作業

だったことから、 T家息子の潟熱湯境生理・心理の状

態は高温~J，~からいくらか低溢側ヘと変í~ しているはずで

ある。 T言乙官、子は自ら放射温度計を手にして天井に向け

温度を担Ijii:している。ここで、「涼しい?Jと聞かれ、 T

家息子は「涼し¥¥J ということはを返した。
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行動聾話白鼠性{カテゴリ-i<)
τ輩は、関口部 屋線、底、日除けス刊ンを!ま!まっくりおわったところ。
す母と学生スタンフ!土'1、援出入り口部で簡単な作業。

(丁寧小麗内の椅子に座り 母!こ体を向けてii過熱環境を体感する、温産計査手にする
毘ている。散射過度計を手!こしている。) I 

参加者への関与を踏めることIt_説明を醒
すことば岨課題!こ浅草若向けさせることば

T恵子

子

子

子

日
明
患
息
母
限
息
回
明
「

肝

?

?

?

川

刊

す

円

f涼しいつJ

I涼しいですかっJ

I涼しい ※上のVTR保由尭諸に重なるj

f何。Cですかっ」

(鮫射温度計を玉井に向け測定しながら)
r32

0
Cになっているj

r32"Cになってる、あ一つ、
丁母

T母と学生
スタッフ

この瞬題、彼が発した「涼しいJということば(の意

味)は、これ以前に彼が使っていた「涼ししリとは完全

に毘じものではない。この一瞬のやりとりで、彼の脳で

は、これまでの住体験などを透じて形成されていた「涼

しい」という知覚に、ここでの体験を通じて入力された

知識や感覚の情報が新たに関連付けられて、「涼しい」

という知覚が再潜成(学習)されたと考えられる 3)。す

なわち、「感党器から得られた小震内外の温冷感覚一自

ら諒房手法を施した小屋 小屋内の放射温度」が彼のな

か(脳)でひとまとまりの意味を成し、「涼しい」とい

う知覚を構成するようになったと考えられる。

また、この場面で、 T家恵子には、 2度の笑顔(ポジ

ティブな情動の表情)が嬢認された。 1つは、小屋内の

涼房効果を体感し旅射潟度計で潟度を確かめていると

き、もう 1つは、母親や学生スタッアから賞賛を受けた

ときである。このように、活動取り組み中に見られるポ

ジテイブな情動の表出は、その時に脳が活性化されて、

学腎効率と意欲が高まっている状態の現れである注。 T

家恵子の学箔意欲が高まりは、例えば、この1諸国の後に

(14: 3St買)、欣射混度計で他の家の溢度を澱定するとい

う行動として観察された。

2) S家に克られた親子多加による学習効果

S家母娘の場合、体験学習の 1ヵ月後の母親への聞き

格手!こ対する身体的はたら昔、

情絡を反映した表情の表出

絡手自体感由鰐い、保護者としての指臨

絶手の体感の照い

自分由体感に翻することIt叶，一一仇……づ……
踊度に潤する問い

謹度を測定する、

調度に鵠することば

取りでは、母殺は体験学習参加直後に議簾を鰐入してベ

ランダに設翠したという実主主治における礁かな変得(実

践)があった。 …方、綾には住まい方の変itは兇られな

かったとのことであった。

表 4-1は、「芸誌で涼しく昔ごすために、どのような工

夫をしてみたいですか?Jというアンケートへの、 S家

母娘の回答である。母には涼房手法を笑生活で生かそう

という態欲が幾えるが、娘は涼房という学習内容への興

味関心や学習内容の吸収があまり高いとはいえない。こ

こで、殴 4-2は、ビデオに記録されていたS家殺子のエ

ピソードを抜粋して、時系列に並べたものである。

実寸大モデルの制作は、駒]なでの作業など、 5家娘に

は体力商などで他家の子どもに比べれば取り組みにくい

活動だったこともあってか、当初は活動に上手く加われ

ていなかったが、次第に、学習内容について、密ら観察

して、考えて、主室見を言い、手を雷jかすようになってい

く過程が具体的に明らかになっている。

これも体験学溜による確かな変容である。そして、そ

うした場溜でポジティブな情動(母親らへの笑顔、笑い

声)が見られる。 t活動の中で娘は常に母親を注視してお

り、学習活動に母親が興味をもって夢中に取り総んでい

る姿をiヨの当たりにするうち、娘もその価値を認めて学

習意欲が湧いたのだと考えられる3)。
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B おわりに

本報告では、① Zライドによる涼fj)f法0)教授、②

模型実験による体験的用解(体験と知識の照fi)、③実

す大モデルの計尚 .j凶作・滞在発表を通じた体験約理

解(体感・体験と知識の照合)といった fつの前動で構

成されるi京湾にf轄する体験学子?のブログラムを掬発試

行した綜巣を述べた。

また、開発した学習?プログラムによる学習成援をよ

り詳絡に把探するために、学1:1過稼のビデオ分析を実施

した綜架を示した。ビデオ分析の方法により学習の程を

詳絡に分析することで、各参加;者の学習成果の表出を丁

寧にf合いJげて明らかにすることができた。これによ

り、参加者に知識と体験が熊合された事例が確認でき

た。また、今回計画・実施した体験学潔プロゲラムは似

の学宵性に合致していること、親子での協尽による学習

が有効にはたらいていたことがわかった。

〈注〉

文献:3)1こよれば、絡では、各種の感覚情報入力があると、ま

ず、視床から扇桃体へと情報が伝わf)、それが「快Jか「不快j

かという総くて速い 次判断(情動系)が Fされ、「好きJやf嫌

いJ跡事情が生じ、それに関る筋肉の動きやJIl![f変佑などの身

体反応、が現れる。

情動系で「快Jと判断されると脳内活性化物質が政出される

ので、大脳皮質での鰍密な認知情報処理の学習効率が高まる。

そうして、脳の活性が高まった心理状態がf意欲Jである。

文献4)で宿谷iま，}1事境教育は脳の第二五事(視沫や偏桃体が

含まれる)でf快jと倒備付けられる万法が効楽部~:uと述べて

いる。熱滞在ι情報入力と体温調節も視末から屑桃体で行なわ

れており、漏熱的な快適感は 次判断系がr'I)iJ不快」を判断

する要素の Iつであるの

く参考文獄〉

1)中滞，大野木・街編著観察法、北大路書房、19970

2)石黒広紹編著 AV棋譜告をもってフィ ルドへ新曜社、2加し

3)松本元愛は泌を活性化する、岩波科学ライブラリー、1996。

4)宿谷昌~IJ 自然共生建築とヒト ør感覚一運動」系にかんす
る考要望、日本建築学会大会学術講演捜概集0...2.2∞L.pp.437
438。

5げて森栄佳宿谷昌則光環境をテu マにした住環境教育の方

法に高唱する研究日本建築学会大会学術講演梗概鎚刀、2001，

pp.673-674c 

く謝辞〉

ワークショップ参加者の爾さん、学生スタッフ(当持、福岡

工業大学社会環境学部高橋研究家の 3年生の皆さん)に感謝

します。

なお、学習プログラムの積発・試行には、平成15年度科研費

基盤聞が建築環境教脊のための教異と学習プログラムの開発

研究J(代表宿主主昌則)の補助を受けました cまた本報告は、

平成17年度科研費基盤的(1)自然のポテンシャルを活かすず感

覚一行動Jプロセスの解明J(代表宿谷昌刻)の一環として行

ないました。

重量4-1 家で涼しくすごすためにしてみたい工夫(S家)

S家母 S家娘

スフイド 昼iま自光を遮る、圧皇す照
自除け

による教 のカーテン。 段除け、

授桂 庭に木を担える、水まき
7)<まき

全ブロク
自立通し、熱波断、自除

うム轄7
け、網戸水まき(戸建

水ヵ、 It
とマンンヨンでは対筆が

時
選うが外周りを重視)

図今.2 S家親子のエピソード抜粋
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循環型社会の実現をめざす山形県最上郡金山町のまちづ
浅野出子， J 

くりにおける私立めばえ幼稚習の環境教育実銭の意義について

キーワード 殺鰍清 幼糊ノくス即rプ Iンヱクト 循環京社会 機売可能な開発の為の教育・学習

1 研究自的

20世紀後半からグ口町パりゼ」ン Jンの進展i二上る

自然破壊から、地球環境の，営化が叫ばれる中、宮本社会

でも 1，的74fミに (;()2の大幅削減をけ指した京都議定書が

採択されるなど環境問題への関心が高まつ亡し、る G そう

!た中で、 '1、γ校小学4j指導要僚では、総合的な学溜の

時間iニ 撚持iml~ を耳~ 'J誕iむ必要性、また幼稚潟教育

要領行士 if翠i克を:iillして行われる教育j が j採され、

l様t立 とし、う汁擦が 21 役*èO)ヨゃいワ~- 1、と必っとし、

。}
この f環境としづ言葉の概念1.:-'~'_)し、て、小}II (l日97)

i士、:j邸主J !家族j といった慨き I，;J様、外廷がなく内包

性を含み、かっ限定燃が付与される続u-刊を 1つのまとま

りとして提える概念であることを明りかにし、そうした

「環境Jをあるまとまりとしてとりえた勺事者自身も潔

境l 内指守王であることの重要性を述べている。そして、

;環境教膏lの基盤として、震主要なのは、自分点、生きて

いる体験、自分の潟閣の世界とのかかわりの中で生きて

いるということへの気づき(=-__o-r環境認識ザ)であり、「環

境教育」が学校教育の中で部分的に学習される l内袋一

方法j 系の知識として扱われるべき内容を超えてし、るこ

と、そして I環境教育 の発想、の総点として幼児期を考

えることは、 環境教育jの統合性を考えるとでは好都合

であることを指橋する。なぜなら、幼稚顕教育要領で主

張されている「環境を通しての教育iも「環境」を、体

験を過して知ることであり、交わることだからであり、

それ自体が「環境教育Jであるからという"。また、幼

稚障における環境教育の実践として優れた事例として、

伊藤・井上・小川 (1999)は、本発表 F対象とする山形

県最と郡金IIIIRT私立めl:fえ幼稚闘を取りあげ、隠での事

例研究から、 一般的に幼児の環境教育が自然体験のみを

重視していたことを批判し、幼児の環境認識は、自然体

験として分離されてし、るものではなく、「遊びiや「作業

(労働)Jとしづ環境とのかかわりとして切り離せない

活動を通して、人間関係としての学びである社会認識、

さらには自己認識と結びっくことで総合的に体験され、

幼児は自己形成への過程をたどることを明らかにして

いるヘ本発表では、そうした幼児期におい C優れた環

境教育英践を行っている山形県最上郡金山町拡立めli

え幼稚闘を対象匿とし、幼稚園が、 2003年に発足した

I かねやま新エネルギー実践研究会」の環境政策であ

る循環型社会実現に向けて重姿な活動を行っているこ

とに注践した。その取り組みは、 l子どもたちの未来の

ために環境と緩済を融合さ枕た地域循環型社会を実現

しよう J とのJ'I!念の基に干Jっている 1アe口ジェクトと

して取り総んでいる 'BD F (植物性軽治代替燃料)

プ口シェクト」で、それは、幼稚園パスを利用して家

庭や地域社会から回収した燦食油を、幼稚額のBDF

製造装震でBDFIこ変換し、幼稚盤ノ《スを環境に優し

いお DFで走行させるという試みである。

筆者は、日本保育学会 (2004)で、本欄の幼稚題パス

内iこて遊びの現状と保育実践が見られたことから、幼稚

関パスは幼稚箇と家庭と地域社会をつなぐ乗り物(手段)

として必要なだけでなく、幼稚弱からハスにかけての議

びという活動を過して、家庭や地域社会を活性化させる

窓味において重聖書な環境でありうることを示した 2ら

このことから、幼手ill蜜ノ《スを利用したBDF事業も問機

に、毎呂、地域を循環している幼稚溺ハスという乗り物

が、ただのi通盟主手段としてではなく、廃油を回収し、 BDF

で走行するという流れの中で、家庭や地域を活性化する

意味でlli:要な環境となる可能性が高いと仮定した。そし

て、そうした幼税関ハスの試みにより、幼稚閣と家庭と

地域社会が環境問題について認識を共有することができ

れば、子どもたちだけでなく火人にとっての環境教育に

もなり、幼稚嵐が循環裂社会実現に向けたまちづくりに

貢献している可能性が高いという樹を立てた。

2 諮査方法

務査方法インタピュ~調査①②③アンケート調査④

認査日 ①的04年 5丹24日 @2004年 5月 25日

③2005年 6月 17日を2005年 6月 3日

調査待問①②③1時間半④講演会終了後約 15分

調査場所①②〔②めばえ物検歯④金山町中央公民館 「か

ねやま新エネルギー実践研究会」主{崖 講演会~地球

環境セミナー~美しい地球を子どもたちにj 会場

対象者① W氏; (めlまえ幼稚関冨長)

向日本女子大学大学院

人衛生活学研究科人間発達学専攻

(博士課程後期)家政睦
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② N氏(かねやま新エネノレギー研究会代表者)

③ 0氏(めlまえ幼稚題保護者父母)

③ 講演会出席の金山町釘氏 6 1名

調査者筆者(1)

3 山形県金山町私立めばえ幼稚霞の傑育実践について

園長の父(現理事長)R氏が 52年前(1952)に千葉県

A市にキリスト教会を設立し、その教会を中心に f学校

法人めばえ学歯Jを創立。 30年前 (1975年)には、殺威

が金山で縫製工場を経営していたことと、当時の町長の

金山に幼稚園を設立したいという患いが結びつき、金，lJ

にめばえ幼稚習が設立される。

幼稚園では、幼児教育は人隠の基礎っくりであること

を自覚し、幼児教育の呂的として、自分自身を愛する子

(吉己認識)、周りの人を愛する子(社会認識)、自然を

愛する子(自然認識)の 3点をあげている G また、年間

カリキュラムには7領域(表現・環境・ことば・人間関

係・健漢 遊びーキリスト教保育)があり、幼稚E語教脊

要領に示されている 5領域に加え、 i藍びとキリスト教保

育の 2分野を新たに設置している。その中て領域 f環境I

に含まれたねらいを見ると、環境にかかわる活動として

「遊びlと{農作業(労f動)"が含まれており、自然との

かかわりで展照される。そうしたかかわりの中で、指己

認識、社会認識、自然認識がそれぞれ独特のもの Fはな

く、棺互に関わって幼児の環境認識が体験される。この

ように、自然豊かな金山町とし、う地域性を生かした保育

や「田植えJrインディアン然り(ご主として父続参加の

祭り)Jといった行事、そして圏内で鶏やポニーを続育し、

野菜や花を栽培している。自耳や肥料は閤や家庭、地域社

会から回収した野菜くずや動物から出た老廃物を使用し、

循環型の生活を営んでいる引っ

4 rかねやま新エネルギー実践研究会jについて

{子どもたちの未来のために環竣と経済を融合させた

地域循環型社会を実現しよう iとの環念の基に ω03年に

発足した任l嘗凶体。プロジェクトの 1っとして、行って

いるものがおF(植物性軽油代替主摂津刑事業である。そ

れは幼稚留に、 BDF製造装援(図4-1)を導入し、家

庭や地域社会から出た廃油を幼稚冨パスiこて回収し BDF

に変換し、幼稚園パス(図4-2)を走行させるという

取り組みであるc 研究会としては、町全体に菜の花を植

え育て、そこから菜種油を搾取し、その廃油を BDFとし

て利用する試みや、菜の花に集まってくる蜂主主を利用し

て養蜂を行う試み、地域の財である金山杉の廃材を利用

した木質ノくイオマスエネノレギーの利用等、地域の中での

循環型社会実現を医指し活動してし、る

--46 

調 4-1 BDF (横物性軽油代替燃料)装竃

函 4-2 幼稚閲パス

5 議査・結果

窪田めl立幼稚鴎ぴj制教育活動(主iこ班事業プ

ロシェケト)的意義について

まずW氏iニ!かねやま新工不ノレギー実践研究会 との

取り紐みである BDF事業についてインタヒ、ユ一誠査①を

した。

FEつ日:高(1996年)に語IJ嵐長となるが、それまでIjJ

原丙石支下{t釜石亨ラリーマンであり、市場経済優先川

区五丈五議符藻rJtfi幅十iこ対する強いι思いから、11至宝並
i(1995年)に金山町に家族で移住し、徹底した環減教新

iをfjうことを決意する。 2000相こ癒長とな?;]

[.' fAは研究テーマが幼稚属パスということもあるので、

これから BDFを導入されるということで、その幼稚園{ハ

ス)が地域を循環するということは画期的な事業である

と思1うのですが白

W まず環境に対して具体的な運動をするとなると、大変

なんですよねc いろんな有名な大学の先生のお話など関

くとその時はいいな~と怒っても、 じゃあ日常の生活の

中でそれで変化するかっていうどなかなか変化しないわ

けですr ところが、子どもたち争漁して、廃食油を集め

るっていうと、お母#ん:/7/;立今まで捨ててど立並主塗主

て取っておく《 でそれ辛子どもたちに持たせる快そうす

2006年性総研 J住まいまち学習j実践報告総文集 7



o，士、目の高1Jのハスが動しすごくわかりやすいでし上

」訟ι

I そうですね。

賀子れが具体的な台所での行動変化争認こすことができ

ず宍たF 今は過去形で行者ますけ"，'(笑)。そうする jい次

の環境に対する行動変化、例えば環境に関する情報への

敏感さjいかねの廃食油は取っ掛かりだけど、こういうこ

!:-y通して具体的な行動変化を通して、気持ちのありよ

うにも繁華聾骨与え“た"ではなく“る"のではなし、か(女人

工の部分はT.でそのことで、さっき言ったように競争

原揮とか資本の論理とかからゆしずつ少しずつ環境とか

掻環型社会'"かそういうものにお母きんや子どあ量拳主

込みながらいく可能性を信じています，それは幼稚顕だ

けじゃなくてかねやま薪エネルギー実践研窓会の人た

ち、 Nさんとか農協の人たち左一緒にやる"

分析。考察

このエピソードから、 W氏は BDF事業を単なる環境対

策としてだけぜなく、幼稚濁パスを利用し、子どもを通

して親の環境意識も高め、台所から出る君草食油を幼稚菌室

へ持っていくという親の行動変化をおこす上でもE重要で

あることを指橋している。この発言から W氏は、幼稚閣

の実践は、子どものみならず大人への環境教育を促す上

で重要な活動として考えていることが明らかとなった。

原子 (2003)は、自然に与える人間のインパクトを軽減

するライフスタイノレを作り出すことを目的とする地球教

育について、伝統舵学校と地球教脊の比較して、前者の

感覚l土、知覚より思考を重重視するのに対し、後者は個々

人の感覚の鋭敏化に焦点をあてることの違いを指摘して

いる 6).W氏のエピソードから、 BDF事業l土、幼稚閤パ

スで擦食泊を回収するとしづ実践を返して、子どもや毅

の環療に対する行動変化(生活様式の改革)や、環境に

関する鋭敏さ(感覚の鋭敏化)を培うことを聖書求として

もっていることから、地球教育の一例として考えられる。

また伊藤・井上・小)11 (1999)は、 W氏が行ってし、る環

境教育の浬識と実践の大切な点として、日々の自然とか

かわる教育が地球環境を改善することへ連続しているこ

とを指摘している 2)が、 BDF事業の試みを通して、そ

れはより現実化されたといえよう.w氏は、そうした実

践を地道に積み重ねることが、化石燃料に頼る市場優先

社会から、自然エネノレギーを中心とした循環型社会への

実現へと移行できる道であることを確信している。

次に「かねやま新エネノレギー実践研究会J代表のH氏l士

官氏の取り紐みについて、インタピュー調査②で以下の

ように語っている。

出尽斗主主主ま新エネノレギー実践僻究会」代謝

47-

険山首T農業協欄吾京高石刃京高蒋扇百五弓

iある。幼稚園の環境教育活動である flll植えjや「合理顧

録法」はほの発駐北霊法五日

1そういった意味では、めばえ幼稚園の隣泌を回収して

パスを走らせる試みというのは、(幼稚繍から毅たちに)

発信するとし、う意味でいいことですよね。

N ただ、閉じ幼稚鶴のかあちゃん(お殺さん)たちでも、

皆がそうなったわけではない。だいたい廃泌を持ってき

たのは4割くらいだって言ってたけども。

I 地域に根付かせるにはまだ時閣がかかるのですtl。

N だから、めばえ(幼稚臨)がもっと地域にイ可か及ぼす

台すれば、子Yもtc.t.，が親にイ可かを言い始めるかという

ことだと患うんだよねハ(女)

I 逆の(子どもから親への)発信ですね

N そう八子どもたちが侭も考えないで油争捨てているお

特に、 20{f;の母競というのは、我々とも少し違うのよ。

つまり我々 の'7-/"'もが、だいたい 20代前後のこれから母

親になろうとしている人なのn だって我々は完全に高度

成長期の寝に、牛宍てtきた人矧だからハ今の親や変えな

し、限りはさの変えるのは健康だとカ巧者約な意味でなハこ

ういうものや舎べれば健康になり主すよ台かぞういう利

益で変えるとかn または、子どもたちが幼稚盤で学んだ

ニト争家院の中でするη 親たちに言うのこの繰り波しが

変化を生むのよn 波動というかを生むかどうかなのハ

(女)w氏は手と券望んでいるわけなんtf'よなハ tf'から

決して、母親たちにこれからの社会問題、療境箆盤広三

うだという、そうし、う箆理組はそんなには語つてないは

ずだハそれはも白令の子どもた%から変わってい〈のを

期待しているからなんだろうなハ

分析・考察

ここでN氏l土、廃食油の回収率が幼稚闘の 4衝である

現状や幼稚留の母親の年代が高度経済成長期に育った年

代であることから、現実問題として環境に対する2意識が

向上が実現することを楽観していないものの、子どもの

言動や行動を通して母親が変わっていく可能性を(女)

の筒所で、 W氏の意見と向様に考えている。また、 N氏も

W氏も共通することとして、火人に対して環域問題とい

った大きな理論として語ることの限界を認識しているこ

とで、両者は自分たちの身近で具体的な領域での実践か

ら、環境問題について解決を試みようとする姿勢がみえ

る。こういったN氏や官氏の言論l土、ノト)11 (1997)が、

f環演教育j を f内容 方法」のような教科学習的に捉

えることを超え「環境認識Jとして捉えることの重量要性

を指織していることとつながる。事例 1は、めばえ幼稚

2006年住総研!住まいまち学習J実鴎報告論文集 7



閣における BDF事業が、学校内の環境教脊(大人から子

どもへ)にとどまらず、学校外への環境教育(子どもか

ら大人へ)に発展する可能性を示唆するものである。

匡 白めlまえ幼稚障の家庭における環境認識および環

境活動について

ここでは、幼稚障の環境教育活動が家庭においてどの

ような環境活動へとつながっているのかについて、幼稚

Iliflの 1総の父母にインタビュー調査③を行うた。

1: s肢の新しい試みについて、率直なご感想をお願い致

します。

。{母) おIFI主上の子の待もそうだったが、i獲遁之袋三

てし、かないとパスが動かないんだよ! (1t)とか、そうい

う身訴なものが身近なもので動いているのだjという煮味

ではいい試み(女}ではなし、かと患っています。

J:上のお子さんから特にそういう言葉があったのですね。

0(;母) 下の子もそう患っている。「油もってし、かなくち

生じ泣ないんだI (:k!とか内でも、 f癖述!があまりで

盆ど」丞ムー

J:療法iまあまり出ないのですね。

。(母): f;廃油iよりも、 f野菜くずj の方I主、自宅にあ

っτも慮ってしまうので これまウサギにやっ τ!:かつ

て持たせてやった札干れjいか、いらない阪もこちら{幼

稚毘}で集めていあ!:いうのでP ザサイクノレショップで

あ、シミとかついている F売りに出せないJレかいって

結局はゴミになってし支うので子れは穫かにし市、こ主

なのかと《障害者の極設で使っている土いうの宇幼稚聞

の手紙?知っ士のτ三子ういう点、では控げるよりは子う

いうこ止で使っτもら主るならf'f、な止{女)

I幼稚留から環境に対する意識が発信されていて、それ

でご自身も変わってきているということでしょうかa

。{父上自分違だけでは、何もわからないけれど¥盆重量

圏からの債報で解るようになったこ止が多々ある内あと

は、妻が、仕事(保育所}で手ういうこ左に関わってい

ると土もあるρ(会)

。(母)~JSO としサ活動をしていまして、 10項目でチ

ヱツクシート量3放くらいやって自分がFれ争している

か少いう取り強み告Lτいるのτ土手ういうこ土全Lτ

いるこ士が大きいと思7" (女}要するに自分がしている

ことは子どもにも気が付きやすいというか。自分してい

ないのに子どもにだけやりなさいというのはよりは、自

分が率先していることを子どもに伝えた方が楽ですよね。

簡単というか。

I それでないと示しがっヵ4よいJというのでしょう品、

。(母) 大λがしていないのに子どもにばっかりやらせ

るのはどうかと思うしc

J:子育ても環境照題についても、遊びをi盈して子どもと

爵わることや、環境に対して新しLザT動をするという意

味では、幼稚濁からの発信で変化しているといえるので

しょう/'7l，:，

。{父)，変わっていっている Fか吉分土しては患ってい

ないけグそうなっているのかなハ(:k)

。(母!，-績に育っτいあ土いうの共に考えてい

ゑ支

。o(j() そうなりつつあるの泊寸ム自分遣のできる範寝

室三;.___{主L
。(母)ーベ環境iこ気砕つける!'いうこ左争当たり前にして

いければいいなjに 平う大層なことはしていないのでF

i念上

分析・考察

この事伊ね〉ら、 子どもが家庭において BDFに関する発

言をしていることがわかる。また、BDFの試みについて、

(す)身近なものが身近なもので動いているのだとい

う意味ではいい試みではなし、かと忌っています。」と述べ

ており、事例 1で智氏が(大)子どもたちを通して、終

食泌を集めるっていうと、お惨さん方i土今まで捨ててい

た泌を癒して取っておく。でそれを子どもたちに持たせ

る。そうすると、自の訴のパスが動く。すごくわかりや

すいでしょ。」と述べてし、る点で誠龍が一致している。ま

たoE¥:は「廃測や野菜くずの間収J が契機となり、幼稚

堅苦て、行っているリサイクノレ事業;こも率先的に関わるよう

になったことも(女)で述へている。この部分は官氏が

事例1で、 BDF事業から線透の環境に対する行動変化を

予想している部分(女)そうすると次の環境に対する行

動変化、例えば環境に関する情報への敏感さとかね。居寝

食油は取っ掛かりだけど、こういうことを通して具体的

な行動変化を通して、気持ちのありようにも影響を与え

“た"ではなく“る"のではないか、j に当てはまる。 o
氏は、父母共々、幼稚腐の活動を通して、廃池間収にと

どまらず、聖子菜くずの回収、および洋般のリサイクノレ活

動等に、自分たちの出来る範阪で環境に対する行動をお

こしているといえる。また母親の職場(保育所)での影

饗もあって、日頃の生活で環境問題に気をつけているこ

とから、事例2でi士、めばぇ幼稚障関係者ーの家庭におい

ては、幼稚園の活動により、子どもから大人へ発信され

る環境教育と、職場等での活動により、大人から子ども

へと発信される双方向の環境教脊が行われていると考え

られる。
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画日金山町民の撲場認識および環境活動につL、て

2005年6月 3日(金) rかねやま新エネノレギー実践研究

会 l 主俄の講演会 r~地球環境セミナー~美しい地球を

子どもたちにJ(議前・ネットワーク F地球村3代表 T 

氏)終了後、参加者61名(男性32名、女性 27名)に対

し、「環境問題に関する意識調斎へのご協力のお織しりと

題寸るアンケート鶏査④を実被した。質問項目は以下の

とおりである。

氏名年齢地区子どもの有無子どもの学校

ど 1> 環境問題Jについて、以前から関心がありました

か。 非常にあった園時々あった・特にはなかった

<2>講演を部いて、どのような照心を持たれました。

非常に参考になった・参考になった固特にはなかった

く3>現在、具体的に「環境問題jに対する試みを学校や

家庭や地域で行っていますか。 はい・いいえ

<4>それは、どのようなことですか。自由記述

<5で〉金山町の「循環嬰H上会実現jへの取り組み (BDF事

業・菜の花プ口ジz クト)について、知っていましたか。

はい'いいえ

<6> I子どもたちに美しい地球Jを残すために、 f循環

型社会i実現に向け実践することをどう患いますか。

とても良いことだ・良いことだ・特に良いとは思わない

く7>⑤でそのように答えた理由はf可ですかワ

<8>今回の講演についての感怨をお願L、します、

<自由記述〉

結果

<1>非常にあった (47.5%)・時々あった (41.0%)・特

にはなかった (4.9%)無回答 (6.6%)

く2>非常に参考になった (67.2%)・参考になった

(14.8%) .特にはなかった (0%)無回答(18.0%)

<3>はい (62.3%)いいえ(16.4%)無四等 (21.3%) 

く5>はい(自5.2%)しW、え (11.5%)無関答 (3.3%)

<昌三〉とても良いことだ (78.7%)良いことだ(18.0%)・

特に良いとは思わない (0%)無回答 (3.3%)

※ 自由記述の<4><7><自〉の結果は考察に述べ

る。

分析。考察

<1>は、指頃の環償問題に対する意識を問うたが、非常

にあったが半数近くの%を占め、時々あった、を含める

と、問答者の約日害防1関心あることが明らかとなった。

く2>の講演を潤いた感想では、特にないを選択した人は

おらず、約 8苦手jの回答者に参考になったといえる。く6

〉でも <2>と問様に、特iこ良いとは思わないと回答した

人はおらず、@l).害者のほぼ全員が循環髪泣会室現与血

i之護録的主玄皐柔笠三よょが明らかとなった。また、 <3

>では具体的な環境問題を行うているかを問うたところ、

約 6鋭の人がt'Iv、と答え、く4>で、斗主4之と生二主公

5IJ、節電、衰い物袋持参(?イパック手Ijs持)といった幅

広い活動を行っていることが明らかとなった。また、 <5

〉では、 Iかねやま新二工ネノレギー研究会Jについての活動

の実態について、知っているかの有無を問うたところ、

血旦鼠公出笠重量1忽三エヒ豆ことが明らかiこなったりさ

らにく7>で、なぜく6>でいいと答えたかを記述しても

らったところ、子どもの米来やしつけのために大人がす

ゑ議滋之丞.2とするもの、士院球の良然(資源)の一段笠主主

食い止めるためとするもの、;盈雪量化を金い比めるためと

するもの身近に参加で夫ることを~ijZ価したものなどが

あげられた。く8>では、感致きと整主主i本家金丘ミヱム立盟

持に 無関心や無知に対する反省も多かった。また、自

分の生拐の見直しといった今後へ江意気込みも多くあげ

られていた。さらに、このアンウート調査の結果を、性

別、地区、子どもの有無、幼稚溺の関係者かそうでない

かによって、各項呂毎に有意差を調べたところ、特に有

意差が出た項闘として、王立と忍年ゑ悠段iど翠翠廃盤L
lこ対する試みを学校や家庭や地減で行っていますか が

長江主主主ι三公益塁ι努件よりも女性、命ιi却~lK以外

よりも令山地区の町民、子どものいない家庭より子ども

史上二三室庭台半泣L義援内の環境j呆護活動にとどまらず

地域の環境保議活動に率先して取り組んでいる傾向のあ

ゑ:::'ic:が明らかとなった。

事例3により、苦言環摂社会の実現を目指す金山町にお

いては、 BDF事業としづ幼稚溺の活動i土「かねやま章者エ

ネノレギー実践研究会Jと結びっくことで、町民に高い環

境認識を促す結果となっており、重量境保護活動は金山町

の家庭や地域(特に金山地区、女性、子どもをもっ家庭)

に浸透してし、ることが明らかとなった。また、このこと

とから、金はJmT-ぞは BDF実践を通じ、その中心的な役帯i

を担うめばえ幼稚閣に携わる家庭における環境教育(子

どもの実践から毅の実践、親の実践から子どもの実践を

促すもの)と携わらない家庭における環境教育(親の実

践から子どもの実践を促すもの)という 2つの方向性を

もっ環境教育が交差することで、金山町全体の環境認識

を深めている現状があることが明らかとなった。

6 まとめ

事例 l、事例 2、事例3の結果、分析・考察から、めば

え幼税閣の環境教育実践は、 fかねやま新エネルギ」実

践研究会:と連携をすることで、学校内の教育(大人か

ら子どもへの環境教育)に留まらず、学校外(家庭や地

域)への教育(子どもから大人への環境教脊)に広がり、

2つの方向性をもっ環境教育(子どもの実践から大人の

実践を促すものと大人の実銭から子どもの実践を促すも
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の)が交差することで、金山町全体の環境認識を高めて

いる実態を明らかにすることができた。本調査により、

本論文の仮説(幼稚濁パスの試みにより、幼稚留と家庭

と地域社会が環境問題について認識を共有することがで

きれば、子どもたちだけでなく大人にとっての療境教育

にもなり、幼稚鴎が徳環型社会実現に向けたまちづくり

に責獄している可能性が高し、)を実証することができた。

原子 (2003)によると、 f持続可能な開発のための教育・

学習」の教背約価値を形成する上では、環境が自然、政

治、経済、社会という少なくとも 4つの領域から構成

される 1つのシステムとしてみなされ、それぞれの領域

に見出される問題は棺互に連隠した複雑な問題君事をなし

ており、その解決のためには自然保護・環境保全・適正

開発・民主主義、平和といった理念が総合的に追求され

なければならないと指摘している 8)。めばえ幼稚窟にお

ける環境教育i土、金山町における環境問題について、自

然や政治、経済、校会といった領域の問題点を総合的に

考えている fかねやま新エネルギー実銭研究会」と連携

することで、「持続可能な間発のための教育・学習ーの教

育的結{直を形成し、循環型社会実現に向けてのまちづく

りの中心としての役割を担っているといえよう。

7 今後の課題

保育題・幼稚溜園小学校の職員および保護者に対し、環

境教育や子育てに対する意識や行動の変化について，イ

ンクビュー調査やアンケート吉国益を実施する。また地域

住民に対しても、間様のま開査を行うことで循環型社会に

向けたまちづくりの実態を明らかにしてして。

く参考文献>

1) 小)11 博久 「幼児期における『環境教青』はどう構想さ

れるべきか感性と知性と規範性の統合されたものとし

ての環境への取り級みはし、かに成立するか j ~環境教育

研究』第 7号 ppl-7 東京学芸大学附属環境教育実践施

設 1997.12

2) 小)11樽A 井上亘伊藤能之 l幼児期における環境教

膏の実践 山形県最上郡金山町めばえ幼稚隠の実践を通

して ~環境教育研究』 第9号 ppl''''14 東京学芸

大学的属環境教育実践施設 1999.12 

3) 浅野由子 (2004) 吾本保育学会第 57間 口頭発表 f幼稚

国・家庭・地域社会の連携からみた幼稚麗ハスにおける保

育者の役割についてー遊びへのかかわりをめぐって 」

4) 前掲 2)pp2-13 

日 現代農業 (2004) rもったいなし、から おもしろし、から

わが家と地域の自給エネルギ~J 5月増刊号 pp126-133 

6) 原子栄一郎 (2003) r発達 96 特集〕乳幼児は心の拠り

所をどのように形成していくのか」ミネルヴァ書房

Vol. 24 pp67-68 

7) 前掲 2) p 10 

8) 前掲 6)即出 66 
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防災教育を過して

中学生に地震に強い木造住宅の造り方を教える。

キーワード 学校教清、中学生、地鍵lニ強し¥お省主宅造り方

1 はじめに

近年、我が国は地震の多発織に入ったと言われている。

と山こで地漢が発生してもおかしくない。地震に強いまち

づくりをして備えなければならない。地震に強いまちづ

くりは世代継続してい〈必要があるl)~ 4)0 1995年の

阪神大震災¢経験もわずか 10年足らずで風化が進んで

しゅと言われている。風化をさせずに世代縦続させてい

くためには中学生などの若者が地域防災活動に参加する

ようにしなければならない。そのためには、地域防災活

動を大人と 絡に行うための、学校での防災教育が必要

である。防災教育には積ヤのものがあるが、筆者等は中

学校での妨災教育の 1っとして「木造住宅の簡易耐震診

断(以ド、耐震診断)J綬業を行っている。その理府は次

の4項包である。

① 大きな地震のときには多くの木造住宅古吻i壊し、多

くの方が亡くなることを中学生に知ってもらいた

し、。

②現在自分の住んでいる住宅がどの程度地震に強い

室主なのかを磯認する方法を教え、自分の家を地震に

安全なように備えてもらいたい。

③ 自分の家だけではなく、自分の周りの住宅について

も言圏d ミて、地震に強い地域づくりに貢献してもらい

たい。

③将来、自分の家を造るときに学校で学んだ知識を思

い出し、地震に強い家をi量ってもらいたい。

上記4項目を教えることにより、中学生が次位代の地

震に強い木造住宅におけるよき住まい手、っくり手にな

ると向精に、地震に強いまちづくりの担い手になるもの

と考えている。この報告が中学生に地震に強い家造りを

教えようとしている方々の参考になれば幸いである。

2 中学校での防災教育

2.1 防災教育で「木造伎宅の耐震診断」を採F号する理由

中学校での防災教育については憾々のものが提案され

ている。しかし、それらの提案の中には、地君に強い木

造住宅のi量り万を教えることを防災教育として?烈jJして

いるものはほとんどない。

ネ 2東北工業大学火学院工学研究科建築学専攻

問中字以台制

渡遜まりそ子学2

筆者等は中学生であれば木造住宅が何故地震で壊れる

かから始まって、地震に強い水浴住宅の造り方に奈るま

で、教え方さえ良ければ充分に王理解してもらえるものと

考えている。

そこで、耐震診断を通して地震に強い木造住宅

の造り方を教えることにした。

耐震喜診断では以下の6演隠にわたってチェッケするこ

とになっており、耐震診断のやり方を知ることにより地

震に強い木造住宅の造り方が自動的に理解できるように

なっている。

①地盤と基機

②建物の形

③老朽度

④壌の配蜜

⑤筋違の有無

⑥壌の都合

2.2 木造住宅の耐震診断授業の具体的な内容

中学校での面討議診断の授業内容は次の3段階により構

成される。

①導入

②展開

③まとめ

「導入」では、地震がなぜ発生するのか、そのメカニ

ズムを教える。次に地震によってなぜ様々な被望書が発生

するのかを教える。また木造住宅が10J波地主警によって倒

壊するのかなど、士憾による木造住吉の被害について学

習する。またそれらの被害によって生命・財産を失うこ

とをぶ.，と同特に、自分の笠命・財産は自分で守ること

の君主要生を教える。さらに、木造住宅の地震に対する強

さを耐震診断をやることによって知ることができること、

その木造住宅の樹祭診断を学ぶことによって「地震に強

い安全安心なまちづくり」の世1.¥己継続をしていかなけれ

ばならないことなどを教える。

「主主関」

「展開Jでは、木造住宅の摘す震診断のやり方を学習す

る。その場合、阪2-1、12]2-2に示した木造住宅の主要

体的な例をぷし、その例に治された木造住宅について鮒

キl東北工業大学工学部建築学本湾問受工博
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震診断を行い、生徒全員に均一な学習ができるように

ICA封{tる。授業の遂行については表 2-1に示した耐震

診断授業の流れにある A~F の 6鯛の求めるべき係数を A

からそれぞれ説明する。次に具体的に Aから順次係数の

求め方を教えていく。教え方はAQ係数を生徒全員が完

全に求めたことを確認したうえで、次に Eの係数に進む

ようにし、生徒の王室揮下度が均一になるように心I#IJる。

最後に耐震童診断に用いた木造住宅の地震に対する安全性

を総合的に判定する。

J受業は 100分(2議時)で行う。

203 使賂教材

耐震診断授業に用いた教材を以下にボす。

①テキスト 「木造住宅の耐震言診控訴を学ぶ」地震妨災情教

材(1)、宮城県建築物等地震対策推進協議会

発行、平成 16年4月

②模恕 :筋違綴型、ラーメン筏虫、車由組燦型の3種

類

「まとめ」では、耐震診断のj受業内察について再確認

し、揺す震診断を用いて地震に強い木造住宅を造ることが

できることを教える。また、学校で学んだ知識を地域妨

災に役立てられること、役立てて欲しいことを教える。

@建築造紙 :テキストの要点の拡大

q映像 .パソコンを利用し地震のメカニズム、地震

被言書、耐震診断の要点、樹祭診断の 速の

流れ等に演する凶表

展開
{国分}

くステッブ1>
耐力壁に患を壁る

くステップ2>
①1階底面積

くステップ3>
(?，壁の長さの会計

}くZテッ14>
@単位薗穣あたりの
壁長さは÷①}

く見テ.15>
④必要壁長吉懐数

くステップ6>
喧壁の都合(@+④)

壁の割舎
「ステップ7>

⑦総合朝定

f総合評点jを求める

我が家の評価

表 2-1 耐震診断授業の5fiE.tvおよび授業内容

"1階平蕗図で壁の劉合を調べる。
イ縦方向の置を1赤L績方向の援を7青jで重り分ける。
日それぞれ色豊重った壁の長さの合計告書いておく。
アmX打開=77rrl 
3mx 1m=3 rri 堂。77rri-3ポ=74ηf ①

"Aテッブ1でそれぞれの方向の合計聖書し礼情。
たて方向の壁の長さの合計=20m
ょこ方向の壁の長吉の合計=13.5m
曹は地盤に対して壁の長さの短い方で壊れる。よって、小さい数値を篠原する。

定。13.5m .......(号

V輩が地震で壊れる壁の長さI，L1階の額綾 1rrlについてどれだけの長さに怠るかを求める。
13.5mム 74m=0.182432mJm 均 0.18m1rrl 町'③

マ建聾基準法施行偶箪 46最により決まっているので、韮より連当1;;数値奪還ぷ。
建抽の線機 2階建ての1階
屋根の種類軽い屋楓 訪 0.29 ‘00・・・・ a④

マ壁の割合を求める。
0.18+0.29=0.620689 ::::}O.62 ・000町 ・・⑤

V耐震診断査に良否。
者0062;-耐聾診断韮 6、内需喜平醸図で壁の割合;-識へるjのI援の都合jにあて詰め評点F
を求める。

内容の説明。
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唱曲組制基裂写真2-3

筋違模主主!(筋違なし)写真2-4

和J題の木造住'Bの平蛮IAJ

E 田

図 2-1

由一
官問題の木造住宅のiL箆臨1AJ2-2 

筋違U模製(筋違あり)

写真2-1、写真 2-2に俊業に.IlJいた映像の伊jを、写

真 2-3-写真 2-5 に使ItJ筏_f~_~ を ;j~i 。これらd 模型は

生徒が任案に触れ、筋違の効果等をEIlで感じることができ

るように作成されている。

写真 2-5

(む海洋型地盤

1918年

2.4 木造住宅の耐震診断綬業の講師

耐震診断綬業の実施にあたって、最初は講師を以下

方々にf部綴いした。

CI宮城県内工業高校教諭

②主宮城県建築ゴコ会、古城県建築事務所協会

③東北 L業大学開中研究宅

防災教育講飾の養成

授業を1iう中学校数の増加lにつれ講鮒の数を域加しな

ければならなくなり、講師の養成を行うことにした。

言講詩部樹日lはまt鵠t築およひ

があるため、 i圭築専門家を防災教育議開として養成する

こととした。

3 

映像の伊陪〕

毅場察中緑地震

写真 2-1

2004年101署23日
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301 講富市の対象者

防災教脊をするための講締は、木造住宅の鮒議診断関

する専門知識を持つ者とする。議自前の養成は(社)宮城

県建築 j会に御麗言、いした。

302 講溺養成講習の内容およびI'H票
防災教育を行うためには、最低限の基健主[識として下

の知識が必要であると考えており、講締に対しては以下

の知識について講師養成講習会を行う。

①地援に関する知識

(地震発生メカニズム，地震皇の周期や務類等)

②地震被害に関する知識

(宮城県沖地震，北部地震等の地震による被害)

③地震妨災に関する知識

(地震防災には何をすべきか，防災がなぜ必要か)

④木造住宅の耐震診断に関する知識

(耐震診断とは向か，耐震診断の方法等)

⑤ブロック塀の耐震性能に演する知識

(ブロック塀による被害，総震性の説明等)

⑤その他(実擦の耐震診断，揺す震改修に関する知識等)

議邸養成講習会の白稼を表 3-1に示した。臼程は 3

8簡で結構ハードなスケジュールとなっている。

写真 3-1-写真3-4に講部養成法習会の様子を示し

た。

表 3-1 講師用性講習会の臼稜

1同gI '基礎学習(テキストの学菅)

2日程| 応用(教育糞潔)

3 日~ I 実際の授業での7シλタント

写真 30 1 1日目(基礎学習)

写真 3-2 2日目(教育英習)

写真 3-3 3 B回(学校の授業でのアシスタントの実践)

写真3-4 学校で実F判コ授薫での講師実践

4 中学校での木造住宅の耐震診断授業の実践

表 2-1において耐震診断授業の流れおよび内容をぶ

した。表2-1の内若手に従って授業を行い、木造住宅の船

震診断授業が主主 2-1の内符で実際に俊業ができるのか

を縫認した。

表2-1の授業予闘に従って行った綬業状況を写棄4-

1-写真4-5に示した。

写真4-1 r導入」の授業状況

写真4-2 「ゆ地盤と基礎Ajに主主穫を

模型を用いて教えている状f兄
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写真4-3 r位筋違Jを王獄平してもらうために

模型を用いて教えている状況

写真4-4 r⑤髭の嘗j合Jを求めるのに

耐力援の色分けを行っている状況

写真4-5 鮒康診断授業のまとめに入っている状況

写真4-1は「導入」の授業状況である。写真4-2は

「①地擦とさ基礎AJの基礎について模型を用いて教えて

いる状況である。写真 4-3は「⑤溺違EJを理解して

もらうために模型を用いて教えているところ状況である。

写真 4-4には屯燈崎拾FJを計算するために、桁行

方向の樹力壁および濃路方向の耐力壌を色分けして示し、

色分けに応じて各方向の壁量を算定している状況である。

写真4-5は耐震診断のまとめに入っている状況である。

耐震診断の授業後に中学生に「耐漠診断への興味・関

心」および「耐震診断綬業の理解度」についてアンケー

ト議査を行った。

その結栄を医4-1、図4-2に示した。図4-1より、

耐震~g 断への関心は高く、æJ 4-2より授業の理解度は

高いことが認められた。

まった〈落解

ぞきえよb、った
1~も

図4-1 掛1~聖診断授業の3動車度

会く樹ωを

あ空定年隣J)を 待てなかった

持てなかった 1% 
マウん

O4-2 耐震診断授業への関心

5 授業理解度の検誌

前項では、中学校での「木造住宅の耐震診断」授業を

行い、授業理解度についてのアンケート調査により調べ

た結果、aJ4-1に示したように 8部の生徒はよく玉虫解

できた、およひ迂里解できたと答えており、授業内君事の琢

解度はよいことが分かった。しかし、上記のアンケート

調査の結果はあくまでも学校での辺限度なので、筆者ら

は中学生が本当はどの程度浮島草しているかを識べるため

に、中学生に地域の木造住宅についてき起擦にiIUt霊堂診断作

業をしてもらい、実際の瑳鮮度について検設を行った。

地域の木造住宅のi針縫診断は建築専門家と 絡に行っ

た。耐震診断は2005年8月の夏休み中に行った。

耐震診断を行った棟数は余部で 10様である。写真 5

1および写真 5-2に耐霊堂診断中の作業状況を示した。

図 5-1に耐皇室診断を行った 10棟の建設年と総合評点、

の相障害を示した。 10棟中9棟が総合評点1.0以下とな

り、建築士による 般診断が必嬰という結果となった。

また1.0以上の住宅については耐震改修を施したもので

あるため、耐震改修を行うことによる安全性の向上も確

認された。これらのことからも建設年が古くなるにつれ

て総合評点が下がっていくことを縫認した。

このように、中学生は学校で学んだことを活用して、

実際に耐震診断できたことから、学校での綬業は実際に

充分理解されていることが認められた。
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1.5 

総 1.0
合

許点。s

。。

6 まとめ

写真 5-1 老朽皇室の識査中

写真 5-2 建築専門家と壁量計算中

.--. 
‘ 

-F  .烹
• 

20 25 30 35 40 45 50 55 

建設年(昭和J

図5-1 謝震診断結果

防災教育を通して中学生に地震に強い木造住宅の造り

方を教えるため、下校での妨災教育に「木造住宅の総震

診断J授業を取り入れ、教育を行った結巣、中学生は充

分耐震診断授業を理解し得ることが分かった。また、中

学生の授業での理解度を検証するために授業後アンケー

ト調査および地域の木造住宅の耐震診断作業を行っても

らった結果、中学生は学校での授業を充分理解している

ことが認められた。
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協 議会総lの皆様、(社)寓城県建築士会世代継続する
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人工環境学習と学力の関係についての考察

-21世紀の学力へむけてー

キワード人工環境 総合γ:留 学力 知能 リテラシ

11主環境学習の遅れ

印刷}年代の我が留は ~t界有数ぴ〉最悪済大国となり生活水準

は飛躍的進歩を遂げた。しかし、この経済大国には住環境の

算閥抗、う泣きどころがあり、経済協力開発機構 OECD[土日

本c/)住宅を「うさぎ小路Jと表現した。この→言は、長い間住

潔墳の整備が後回しiこされ統iすてきた事実をき言い当てたの

である。

住環境の向上が停滞していたことは、そのまま我が国の学

校教育における往領域の遅れにも反映されていたとし、ってよ

い 1984年、日本建築学会の機関誌r逮築雑誌 月号は

l住環境教育jを特集とした。そこでは、当時の教科書の住領

域の動向が様々な角度から検討され、問題点と新たな住環

境教育の必要性が指摘された。

これを契機に 1987年J建築専門分聖子カミら学校教育への

寄与J;J¥建築学会の活動諜題の一つになり、内外の事例調

査がおこなわれたζ 当時、イギワスやアメリカの環境教育の内

符l立、省エネルギーや自然保護だけではなく、建築・都市環

境、すなわち人工環境の教育(BuiltEnvironment Education) 

と融合した方向に楼関する傾向にあった， 9'でも、人と自然

環境の相互関係の潤に介在する人工環境の構築が

Environmental Sustainability、すなわち全体の講和と持続投

を左右する要である、とし、うアメリカ建築家協会AJAの考え方

が呂をヲ11、た。

ゆ80年、 AJAJ土、建築家の社会貢献プロジェクトである、

Iデザインによる学習 Leaningby Design ，1に若手し、金歯

の建築をテーマにした学校教育支援プ口クラムの中から代表

的な 15例を選定した。

その中から、カリフオノレニア州立工科大学ポモナのドリー

ン・ネルソンによる f都市をつくる教育 City B山 lding

Education j (1969)と、ニューメキシコ大事建築学部のアン・

テーラーによるf建築と子供たち Architectureand Childrenj 

(1984)を入手して比較した結果、建築を題材にして、その設

計プロセスを 16の単元からなる系統的な授業iこ構成した「建

築と子供たち」は、「建築専門分野から学校教育への寄与;

の手段として建築学会の会員には扱いやすし、ように恩われ

た。また、教育現場にはカリキュラムの編集形式が受け入れ

やすし注予想されて、建築学会では思際交流基余を利用

稲葉武司

してテーラ」を招き、講演会と展示により「建築と子供たちjを

紛介することになり、1E聞は 1990年iこ実現した。

その後建学会では間際交流基金などの助成のもと、ワ…ク

ショッブ【を中心とした招蒋・紛介事業を 1回実現させた。 1999

年建築学会i土、テーラーのIわが障の児童を対象とした建

築・都市学習への賞献jを顕彰，る建築文化賞を贈った。

2 住環境学習から総合学習，~

周知のように文部科学省は 2002年からf総合的な学習の

待問jを初等中等教育に導入した。この時間i土、子どもたち

が各教科等の学習で得た個々の知識を結び付け、総合的に

働かせることができるようにすることを担指したものぜ、(1)地

域や学校、子どもたちの実態に応じ、学校が着目窓工夫を生

かして特色ある教脊活動が行える、 (2)回線埋解、情報、重量

域、福祉・健撲など従来の教科をまたがるような課題に関す

る学習に利用できる時間であった。この待期みられた総合学

習に衡する綬業手引き奮は、いずれも子供たちの主婆教科

の学力を落とすことなく、新しい課題に対応することに腐心し

ている。

総合的学習の持聞は[建築と子供たち」に新たな可能性を

もたらしたとし、える。とL、うのは、建築には、もともと科学技術

と芸術の総合性があり、地域や岡常生活との密着性からも、

総合的な学習を展開するのに適してし、るからである。建築学

会でも、 f建築と子供たち」の利用価値を環境教育と総合的

学潔の両面から説明するようになった。

住環境教育の貧i潟対策と「建築専門分野から学校教育へ

の寄与」とし、う動機から紹介された「建築と子供たち.JI土、

時的lこ主主築界と教育界の狭い範隠で関心を集めたが、広く

普及するにはいたらなかった。その環嗣としては、家庭科住

賭系教員の少なさ、多くの教員が建築を知らなし、ことのニつ

が考えられる。この二つの理尚に加えて、建築専門家には教

育原理、学習指導要領、教科指導の災際などは未知広領域

であり、学校の望むような教育支緩を準備する能力に欠けて

いることもネックであった。

建築家一級建築士
東京長術大学薬術学部建築科卒
建築と子供たちネットワ)ク代表世話人
日本建築学会建築教育委員会市民子ども教育小委員会主査
団際建築家連盟人工環境教育ワーキンクeチ守ム日本代表
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したがって、予測されてL、たことごはあったが、 i法築

と子供たち;を部分的には利用γども、全面j的iこ採用した学

校はない

総合的学習の導入が表面化した 2000年、筆者は当特勤

務してし、た大学でゼミナ」ルの学生二と l建築土子供たち Jの小

学校 4年生の年間授業計i雨明寺再.fiこ三の指導案を試作して

みたふ概算ではあるが、 45分t受業を連絡して 90分とし、週 2

白実施して2学期、定たはi盟1凶で3学期くらい、図画工作か

理科の時間と1司じくらいの授業時掲があれiまよい、としづ結

論がえられた。これは、文部科学省の総合学習の1時間配当

とも一致する。この試作にあたっては、文部省の小学校学習

指導要領と t建築と子供たちJの繋合牲を研究した、新潟大

学教育学部家庭科の勝又美佐子さんの卒業論文(平成 4

年)を参考にさせて頂いた。

3 学力の考え方

「建築と子供たち」が授業の中で建築の専門的内容を分か

りやすく説明して、子供たちに与えようとしてし、るのは、職業と

しての建築知識とスキルではない。著者であるテーラーの本

当のねらいは、{也の科目の勉強とは~IIなアクセスから学力を

向上させることにある。 例えば、算数の綬業で計算にリンゴ、

図形でヨットの杭を利用するかわりに、建築物の擦根や出入

り口の数や形を利用しても「建築と子供たち」的ではある。し

かし、建築と子供たちJの単元の構成と指導の進め方を見る

と分かるのだが、どの単元も建築や環境の設計課題になって

おり、授業はすべての設計(デザイン)としち問題解決プロセ

スの形式で1輩めは泊。制作をとおして子供たちが習得する

のは創造的で発展的な忌考力、表現と伝達力、問題解決力

なのである。

これは知識の量を比べるだけの「学力jとは違う意味の、思

考プロセスの習得、相正念の瑳解、様々な状況でそれらを創造

的に生かす力量iこ通じる、すなわち今 CIOECDによる国際

学 力議 査 PISA (Program for lntemational Student 

Assessment)の目指す「学力」と防]じカテゴリぃに入る。

4_建築と子供たち」のなりたち

4-1背景

1966年にアリゾナ大学で美術教育の修士課程を終え、小

学校で美術教育にたずさわるようになったテーラーは、子供

たち正創造性を育てることを看板にしてきた科白である美術

がその本来の役割を果たしていないことに矛盾を感じていた。

その理出は、アメリカでも図画や工作は主要科買とはみなさ

れない、むしろ他の授業の患抜きゃ遊びのような科呂と局側

も自らも見なす風潮が根強し、ことにあった。

しかし一方で、当時i土ギルブオ』ードに代表されるように心理

学、教育学では創造性についての科学的な分析や授業研

究が盛んで、アメワカの初等中等教育では総造的な問題解

決の授業に関心が集まっていた。 1980年には全米数学教姉

評議会 (Nati()nalCouncil 0'1' Teachers of Mathem山口)が、数

学教育の係襟は問題解決の授業により子供たちじ創造性を

養うことにあるど京言してL句。

4 2デザイン・スタジオ

子どもたちが斎ったり体験したりして得た知識とスキノレを問

題解決に応用する綬業、すなわち創造伎を育てる援業は数

学だけの専売ではない。テーラーは美術における創造約な

問題解決の授業を研究する中で、美術教育湿言告の多くが創

造のための創造にかたより、人間を澄き忘れるような綴伊]ij'¥

あること気がついた。そこで、人間とその暮らしの器を創造す

る建築の設計教育(ArchitecturalDesign Studio)に装闘し

た。

建築設計の授業では、線の引き方、側面の記号とノしーノレな

ど、すなわち製閣の習得と向待に学生は設計諜題にとり組

む。課題については、指導教負から敷地の自然環境と社会

環境、建築物の利用目的など、複数の物的・人的な設計条

件が示され、学生はそれに基づいて自分の力で建築物の設

計図泌を完成させる。

設計条件の設定と総み合わせば幾通りもあり、それは結果

として建築物的内外の形iこ反験される。建築物には、設計に

かかわる者の考え方とが個性が色濃くあらわれる。 指導教

員は{騒々の学生が設計でたどる考え方、解決策の選択なと

をとおして建築物を完成させる経過をチェックし評価する。学

生途は設計の授業をとおして、与条件の多衛的な検討、そこ

から幾通りもの結果が響かれるi晶程、優れた結果に結びつく

設計の力議などを互いに学び合う。言言い換えると、建築設計

の授業i土意IIi量的な問題解決の綬業そのものである。

建築物は人間とその暮らしの器であることから、その設計寸

なわち問題解決の基礎になるのは、空間を構築するための

工学的な知識だけではなく、人間とその生活文化、内外撮

境のコントロールなどについての儒広い知識であり、それらを

総合し表現するスキルである。建築設計の教育諜程は年次

を追って高度な内容になるが、一貫しているのは、問題設定

の漫然と匡標の篠認、条件と再喜連資料の収集と整理、解決

策と提案、複数築の比較検討、最終案の詳細とし、う段階の

流れ、いわゆるデザイLブ口セスである。

4-3 問題解決の学習

この段階性は、初等中等教育の問題解決授業の 般市f"な
段階、[問題の予測・理解Ii解決策の設定・実行JI解決案の

検討・発展J，最終案の説明・発表j 余体のす円高と反省、ーとも

一致してしも。知識を中心にした一斉授業では、思考夜道筋

l土覚えても実際に手11mすることが難しし、のに対して、問題解

決授業では複数の知識を幾滋りも利用する手段とその選択、

問題を解く過程をとおして子供たちの思考力と応用力が高ま

る。

建築とし、う媒体により複数教科の知識を総合して、言語的

な思考と陪時に、それを視覚言語化するスキルを合わせて
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訓練することを巨指したカワキュラム、それがテーラーのf建

築土子供たち」の特長である。

どの単元も、環境情報の収集の基本として五感を働かせ、

次iこ主薬で情報を分類して定議・定性的に分析・検定し、そ

こから各自の考えを視覚的に構築し、その発表と意見交換を

とお ν て価値や倫理そして文化を学ぶしくみになってL唱。

主た、「問題の予測・理解 JJ解決策の設定・実行ゾ解決案

の検討・発展 IJ最終案の説明・発表l全体の評価と反省lと

し、う問題解決の流れは、依頼人、目標、建築プログラム、発

表、関係者の評価などのように分かりやすく具体的に表現さ

れている。カリキュラムは基本的iこ小学校教師の授業指導資

料として編集されれもが、内容の設定によって中学高校で

も利照できる。

ロールプレイの形式で教師も子供たちも一緒iこ考えること

を楽しみ、つくることの面白さを味わえるようイラストの多い

，，¥-2版大のポスターの形式で、教室内に掲示するようになっ

ている。人工環境を介して子供たちの創造的で発展的なt思

考力、表現と伝達力、問題解決力などを伸ばすことに特化し

たカリキュラムとしての「建築と子供たち」は、部分をとりだして

環境教育や算数、箇語、理科などの教科へ分散して利用で

きるとし、う 般性もある。 1官邸年には日本語訳も出版された舟

5 人工環境学習と学力

5-1 望ましい学力

教育的に見て建築や都市は授業iこ使える題材の宝庫で

あるロしかし人工環境の学習が単独で全ての教科をカバー

するのは不可能とし、ってよいだろう。また、学校の全ての教

科は多かれ少なかれ、それぞれに、それなりに子供たちの創

造的で発展約な思考力、表現と伝達力、問題解決力を伸ば

す方法を備えているのも事実である。

創造的な問題解決が、まず既存のものや状態の形や愛の

転換からスタ}トするのだとすれば、子供たちが統成事実を、

すなわち知識をできるだけ多く覚えるのはむしろ必要 Eさえ

あり、詰め込み教育は一概に否定されるものではない。その

中で人工環境を利用した学習は子供たちの竿カの望ましい

全体像からみてどのよう利用すればよいのだろうか。

ヒ。アジエの発逮認知学によれば、子供は具体的なものをと

おして抽象的な概念を獲得し、ものごとの性質とか法即iを理

解し様々な問題解決に適用することを学ぶ。そして成長する

につれ、ますます抽象的な概念だけで思考を操作して指題

を見つけ解決する度合いが増す。思考の操作とl土、情報ワテ

ラシ}の慕礎能力と言い換えてもよく、学力と深く結びつい

ている。一方、具体的であれ抽象的であれ理解する以前の

概念は暗記することはできても応用ができない。すなわち、

丸暗記学力の限界である。

f読み書き算盤Jに表されるように、昔は科告も内容も少なく、

残りを補う場は社会であったO その後、教科の数と領域が膨

張しても、時間にゆとりのあるうちは、教師が教科相互のパラ

ンスをとり子供たちに豊かな学力が結実するよう創意し工夫

をこらすこともできた。事実、多くの教師が、今でも、その努力

を般棄しようとはしない。それは、知識量の磯保とバランスの

とれたりチラシー能力を育てることが子供たちの本当の学力

を伸ばすことを経験的に知っているからである。

5-2量と質のジレンマ

しかし社会全体としては、近代化が加i車した結累として、ま

た高等教脊の準備のためにも、学力として子供たちに少しで

も多くの知識を授けることを学校lこ求める。それに対応して学

校教育の科呂数と領域が含む知識量は益々大きくなり、その

中で、どの教科も本来もっていた創道的で発症霊的な思考力、

表現と伝達力、問題解決力を伸ばすための時間が圧迫され

てし、る。

それだからといって初等中等教育の期締を延長することは

できない。未成年とか成人とし、う法律的な区切りのため自立

なく、主として紛の発達段階における年齢的な臨界期という

生物学的な理由のためである。授業はこれまでになく知識の

務得に傾いてきてはいるが、現在までに膨張した綬業内容

はそれなりに必要性があり、この状況は後漢りできない。多く

の先進諸国においては、学校教育に内在するこのνレンマ

を解消することが課題になってし、るとし、ってi畠玄 Eはない。

5-3知能とリテラシー

社会がこれまで学力を問題にしてきた火きな理由の つ

は悶家慌の競争である。それが輩事力であるにせよ経済力

であるにせよ、その慕幾の つは閏民の学カである。しかし

これからは、 21t辻紀は学力が俗人や閣の競争手段であるこ

とから解放された時代、と呼ばれるようiこしたし、ものである。

経済開発協力機構の国際学力調査の倒的も、各国の教育

競争を煽るためではなく、地球環境を持続する英知の装礎を

学校教育の大きな呂約として、次の時代を生きる1世界の子供

たちの教育システムや学習状態を調べることにある。そして

その標識となるのが、担当語的リテラシ一、数学的リテラシ、

科学的リテラシである。出際比較のために数値化されるの

で、我が00はこのリテラシーにも使いなれた学力とし、う言葉を

あてはめてしも。しかし、本来の意味を明確lこする必要害から、

片仮名のまま使う場合も多い。

リテラシーとは情報処理の量の大小ではなく、発信と受信

の正確さと明綴さのことである。子供は年齢とともに知識の議

が増え、問時lこ抽象的な概念だけで恩考を操作して問題を

見つけ解決する能力が向土する。しかし、その約機として情

報処理能力における発信と受信のlE確さと明瞭さ、さらに速

度が伴わなくては、より複雑な問題解決へも、また洗練された

創造へも進めない。つまり、情報量だけが増えても役に立た

ない。これが知的能力(lntelligence)、いわゆる知能の一般

的な性質であるロ

知能について色々な考え方がある中で、ハーバード大学の

認知・教脊学者ハワード・ガードナーは、知能を「情報を処理

する生物心浬学的な潜在能力であって、ある丈化で価値の
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ある梼題を解決したり成果を創造したりするような、文化的場

部で活性化できるものと定義してし、る。そして人潤の知的な

能力とその活動を、目的見1)に独立した複数の知能相互の働

きと、それに対応する脳の糠漬から説明している。これは多

重知能の理論 Multiplelntelligences (MI理論)とし C知られ、

教育に応用され成果をあげている伊iが報告されている。

6 学留士官能と設計知能

6-1.複数の知能

ガードナーの8つの知能、 1言語的知能 2数学的・論理的

知能 :l.身体的.)聾動的知能 4音楽的知能 5空間的・視覚

的知能 6対人関係の知能 1対自己の知能 8自然・環境

の知能、およびその教育方法論についての詳しい検討は他

の機会に譲るとして、本稿では、学習の知能 L..earning

lntell】g叩問と設計の知能。esigninglnielligenceを追加する

ことを提案したいG

ニの二つの知能は、学習理論(認識系)、設計理論(実行

系)とし、労回目jの抽象的な体系をもちうること、主として踏の前

里民連合野の神経活動と考えられることなどからも、 Ml理論と

は矛盾しない3

Ml理論は、知能を個性的に訴かすために、 8つの知能のと

れか つに集中して個人ニザとに設計された教育をめざすもの

ではない。とくに学校教育では、様々な世界が埋解できる基

礎となるよう複数の知能をハランス良く育てることに重点をお

いている。それは8つの知能はどれも独立して働くのではなく、

必要に応じてどれか つが核になりネットワークを総んで全

体として活動するのが現実だからである。

たとえば、すぐれた数学・論理的な知能の持ち主とされる物

理学者も、チェロを弾くことに熱中したり、書斎のワフォームを

考えたり、研究成果の特許申諸に頭を悩ませたり、いつも自

分江健康を気にしたりするD 学んで、考えて、行動し、最適な

結果を出すとし、うことは専門である物理学についてだけでは

ない。すなわち、どの場合も学習とそれを応用することにおい

ては共通なのである。この観点から本稿では、人間の「考え

る習性」と「学習結果を利用する習性JIこ基づく 般的な学

習知書官と 般的な設計知能の存在を仮定した。

6.-2学習知能

人間にはもともと忠考とし、う習性があり、それは知能と密接

に関係している。また、その思考そのものを対象にして考え

たりもする。心理学や教育学ではこれをメタ認知の領域として

扱う。学校の教科は、どれもそれぞれに特有の知識と情報処

理の仕方、すなわち見方、鶴き方、記録の枚方、表現の仕方、

考えの進め方があり、授業では教科の知識と問持にその教

科特有の情報処理をワンセットで扱う。それゆえに「学力Jは

知識量とりチラシー能力のどちらにE重点を驚くかで違ったも

のに見えてくる。

ロンドン大学の応用心理学者マイケノいシェイヤー、教育学

者フィリップ・アディl士、リテラシャーには特定の教科iこ帰属し

ない、もっと普遍約な認識処梨能力伊ねeralcognitive 

processmg capacityの働きがあるとみなして「学澄知能

Learnir屯 lntelligenごeJとし、う上位概念を設定した。としうのは、

経験的ではあるが、 L子供にはどの教科lこも依存しない普通

約な知!I'i機能があり、 2その知的機能は年齢ととともに発達

し、 3その高度化には成熟と環境が影響していると考えられ

るカ〉ら?である。

彼らは、学習知能の働きを人の窓、考能力を言語めてL、くこと、

すなわち「認識能力の促進 CognitiveAcceleration_jであると

して、この耳重論iこ基づいた教脊方法論 F 科学のJ俊業による認

識力促進 CognitiveAcceleratioれぬroughScience Education 

CASEを組立てた。また、{考える科学ThinkingScienceJとい

う授業用教材も制作した。

今日イギリスの新しいナショナノレカヲキコラムが子供たちの

f考えるj力を育てることに震点を震いていることが管景となっ

て、 CASEの授業はi衰の内外の注目を集めている。

ナショナノレカリキュラムの、たとえば我が留の小学6年から

中学2年にあたるEeyStage 3の科呂と年間の日寺関西日潟をみ

ると、年隠(34遡)総授業時間774待問の内、国語、算数、君主

科を中核約基礎科留としてそれぞれ 10紛争問、その他の基

礎科闘は外関諾 72時間、デザイン・テクノロジー 54時間、

体育 54時間、殺史、地親、宗教はそれぞれ 45時限、アー

トデザイン、情報技術、音楽はそれぞれ 36時照、シティ

ズンシッフ。 27s寺聞となっている。

CASE江授業では、環科の授業待問の2mを科学のリテラシ

-1こ集中する。主主際には、「考える科学 ThinkingScienceJを

用いて2週間に一度、全30悶の授業をKeyStage…3において

2年間かけて行う。これは、科学そのものの授業ではなく、科

学的な考え方を繍脅する授業といえば分かりゃすい。

CASEが注目される大きな瑳al土、義務教育終了持の全関

統 試験GCSEにおいてCASEの授業を受けた生徒の成績

が金原平均を大きく上関ることにある。統計的にもCASEの授

業と成綴の向上との間には有意な相関があることが確かめら

れている。しかも、理科の成績だけではなく、他の科肢の成

績も押し上げている。これは、 CASEの思考カ促進江働きが

波及的に他の教科の学び方にも影響した、いわゆる学習の

移転効果とみなされている。また、総神経心理学的には確実

ではないが、状況から判断すると学習知能は脳の前頭i車合

野の働きてあろうと考えられている。

6-2設計知能

人間のI考える部生Jを学習知能の基盤とするなら、設計知

能の主主殺となるのはf学習結果を利用する習性Jである。信i

知のように学習は多くの動物の行動lこ当てはまる。危険な中日

手とのi輩遇体験、餌場発免などの記憶は動物の生存に欠か

せない。多くの種が続験から学び、記憶を利用することで生

きてしも。しかし、動物には自分自身を考えたり、経験を普遜

イとして予i関したり、記憶を体系化して理論を組み立てたり、そ

れをまた{也の総体に移転するというような、すなわち学習紡
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果を利用する知能はほとんどない。あるにしても l猿知恵と

いわれ、人間とは比較にならない。

IJ人聞は、幼児期からjなぜ」、:どうして lを連発して知り

た刀町、真似して、そうして知ったこと、体験したことを根拠に

;だって」、は功、らをふりまわす内やがて身体の発育にともな

い、学習結果から客観的で具体的な成果を引出すことも学

ぶ3 知を利用する知的機能、すなわち設計知能は人間特有

のものであるυ そして、この知能はl教科とか専門にまたがる

骨列生があり、 2年齢とともに発達し、 3そのレベノレは潔境、

特にその人工約な聞から影響をうける。

7 認識科学と設計科学

2003年日本学術会議第時期にまとめられた;新しい学術

の体系Jでは、科学をfあるものの探究 Jとしてのf認識科字j

Nあるべきものの探求lとしての「設計科学 J の二つに分け、

“平u府知の体系化"を目指すr設計科学 lの必要性について

の八ている。

伝統的iこ、科学の世界では研究対象についての論理的思

考を積み重ね、それをつき詰めてL、くのが本筋であり、利用

i:t応用科学、工学の領分、寸なわち傍流だとし、う差別があっ

た。

ここで本稿が特;こ指摘しておきたいのは、学校教育がこの

差別に影響されてきたことである。具体的には、知識科目を

主婆とし、技能科呂を非主要とする教科の扱い方であるρ 見

方をかえると、学澄知能の重視と設計知能の軽視である。そ

れがこれまで、そしてある意味では現在も、片寄った学力観

を支持してきたことは疑いない。

人間は自分のつくる環境、すなわち人工環境から大きな影

響を受ける。したがって、抄の世代のために良い環境を遺す

ことは前の世代の素任である。今21世紀には様々な危機的

社会問題、逆スパイラル現象が予測されている。新しい学

術の体系 iは、その解決のために“利用知の体系化"を笥指

すf設計科学J(1)内容を次のように述べてLも〉

F 設計は i症の目的と偲伎の実現を呂指すものであるから、

設計科学は呂的や価値を正面から取り込んだ新しし味}学で

なければならない。一方、設計は人間のためのものであるか

ら、設計科学の対象は人工物システムである。人工物システ

ムは人聞の全体性を現しており、領域に純分化された認識

科学とは異なって分野を横断する統合を強く志向する。すな

わち、認識科学を縦糸とすれば、設計科学はそれらを結び

つける横糸である。認識科学と設計科学を車の間輸とする新

しい学術の体系を構築することは、社会のための学術を実現

する。

この文言が認識科学と設計科学を両輪とする例えは、これ

からの学校教育が学習知能と設計知能を対等にはぐえむ必

要を示唆してしも。また、設計科学は新しい科学であり、その

対象は人工物システムであると述べていることからは、子供

たちのために、分かりゃすい人工物システムを選び、設計知

設をそだてる教育方法論を擁立し、教材の開発をj急がねば

ならいことが読みとオる。

設計の対象はまさに千差万別である。しかし、河じ設計と云

っても空港とジェット機の場合、それぞれぷ特有の茶礎となる

知識、手続き、すなわち専門性がある 方その共通性とし

ては、問題を見つけ解決して新しい人工物をつくることである。

本稿では、そのような専門性に帰第しない普遍約な実行系

能力GeneralExecutive Capacityの存在を仮定して、その働

きの表出を設計 Designと呼ぶことにする。そして、その生物

心理学的な潜在能力である人間特存の知能を設計知能

Designing lntelligenceとする。

8 教育における設計知能

設計科学の対象である人工物システムのうちで、人々の生

活にもっとも身近なものは建築・春日市と呼ばれる人工環境で

あろう。すでに世界の多くの国々では子供たちのための人工

環境教育 BuiltEnvironrnent Educ由加が学校で始められて

いる。市民の人工環境についての王理解を高めることは地球

環境時代の市民参加製の社会iこは欠かせない。したがって、

人工環境教背が学校教育の新しい教科として市民権を得つ

つあることは怒ましい。しかし、建築・都市といっても、その学

習の範協は広く、知識科告の形式 Eあっかうと、すでに手

杯な学校の迫力日負般になる。本稿の執築官官iこ各e'Jの人工環

筏教育の状況を調べたが、どこの学校でも向じ荷額を主担えて

いた。

前に挙げたCASEI科学の授業による認知力促進Jの手法

は、人工環境について学びながら間待に設計知能をそだて

る教育の参考になる。いうまでもなく、 CASEは子供たちの科

学品、う教科の学力向Jこがねらいであるが、問時iこ…般伎の

高い論理的で客観的な考え方を子供たちに植え付けること

で効果が全教科に波及するつ

建築をテー?にした学溜をとおして一般的なデザイン能力、

すなわち創造的な間態解決とその表現の基礎を習得して、ト

}タノレな学力向上に結びつけるとし、うのは、前にのへたアメ

リカ建築家協会的 fデザインによる学習 Leaning by 

Design jのブ口ジ工クトコンセプトでもあった。したがって、テ

ーラーのf建築と子供たちj、ネルソンの「都市をつくる教育;

なども同じような性格をもってし、る。特lこ後者については、口

スアンゼノレス市の公立中学校の一つがさ佐官詩的に採治した結

果、荒れていた校内に秩序と活気がもどり、 20校中最下位で

あった学力テストの成績が2位に上がった伊jが報告されてい

る。

9脳と設計知能

学習知能に関係する脳の働きとして、ンェイヤーとアディは

前頭連合聖子の働きを視野iこ入れている。本格で設定した設

計知能については、注意欠陥多動性湾害ADHDの権威であ

るMITマサチューセッツ工科大学精神神経科のラッセノいパ
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ークレーの説を参考にした。

一般的にAD日DI土踏の前頭部の機能発達締害事とされてい

る。小学校就学期に発現し、自己抑制ができないため学習

の妨げになる。知能レベルは普通であっても、「問題の予総・

理解Jr解決策の設定・実行JI解決案の検討・発展J「最終案

の説明・発表日一結集の評価と反省、jなど問題解決的な行為を

最も不得手とすることにその特長があるのパトクレーはまた、

原題解決約な行為は脳的自l頭連合野の働きとし、それを実

行系機能駄目的vefunctionsとよんでしも。そのようなことか

ら、ヌド稿では設計知能の働きはI1出の前頭連合聖子iこ依存する

と推定してみtĉc設計知能の働きを脳科学の函から裏付けて

授業を合理的に進める手かがりを期待している。

10おわ切に

我が悶の学校教育環境の中へこのようなカリキュラムを全

部約にとりこむとすれば、参考となるのは、これもCASEの手

法である。例えば建築と子供たちJなどは、年間の授業量が

現行の総合学習の持閣とマッチしているので、前lこ示した

CASEのような手法をとりやすい。

CAS日以外では、イギリスのナショナノレカザキュラムが参考

になるかもしれない。ナショすノレカリキュラムでは、テvザインが

テクノロジーとアートに分けられている。アートとテクノ口ジー

はテJザインにとって二つの極であり、便室:上二分しても連携

をとれば教脊効果に変わりない。デザイン・テクノ白ジ-_(54 

時間)、アート・デザイン(36待問)の合計90時儲は、基幹科

目である毘語、算数、患科の108時間に次ぐ点iこ注目し、今

後の経過を見守りたい。

「建築と子供たちJカリキュラムのように建築・都市を題材とし

たブ口グラムは人工事量境学習だけではなく設計知能の補習

授業の手段として適してしも。他の教科と総みやすし、ことに

加え、これをコアカリキュラムとして日本文化、国際理解、情

報、環境、福祉・健康のなどのテーマに集中することもできる。

時照配当の問題も解決 Eきそうである。

しかし、望ましい導入と実施iこは幾つものノ、ードんを越えな

くてはならない。その~I士、現職教育をふくむ教員養成、行

政なとe人材脊成のシステムの見直しである。また制度的なハ

リアv も解消しなくてはならない。

その二は、建築専門家の頭の切り替えである。建築や都市

をテャマiこした授業には専門家のボランタワーな参加が必婆

だが、専門分野の経験を教育支援に活方寸ーのは簡単ではな

い。優れたコーディネーターも欠かせなし、存在である。その

;意味でこれから大学的建築教育、中でも建築設計教育の方

法を改めて研究しなくてはならない。とし、うのは、 般にデザ

イン・スタジオと呼ばれる建築設計教育の方法論は経験則に

基づいているだけだからである。かつてMJ1で教鞭をとって

いたドナノレド・ショーンによる「知的専門家を教育する

Educating RefJeetive PractitionerJはデザイン・スタジオにつ

いてのとまった研究とされてしもが、客観的な検証に欠け、

子供たちの r設計知能jを背てる教育諜程と教材を科学釘]に

組み立てる裳付1"1としては不十分であと a

その三としては、学力を進学や経済競争に結びつけるにし

ても、常iこグ口ーパノレな視点を忠れなし、ことである。

我が出でも子供の人工環境学習が多数で行われてしも世

界建築家i喜怒のl人工環竣教育園際会議の中で比べてみ

ても、その累積数だけなら我がi翠は倣界の先進国かもしれな

い。しかしこれからは、それらを連携して内務を熔き、人的に

も物的;こも本当の意味の先進腐として枇界lこ資自主できるよう

になりたいものである。

(参考文献)

シ当)ン D.: Educating Ref1ective Practitioner， 

Jossey…Bass， 1987 

ガード r~ H 個性を生かす多愛知能の理論、

新自濯枚、 2001

シェイヤ--M̂l也。Lc訂 ninglntelligence， 

McGraw-Hill，以)02

ノミークレ--R̂:ADHDのすへて、 VOJCE，2003
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2.2 地域を学ぶ場としての取り組みから





雨レンジャー~子ども副地域・大学関 NPO・行政・食業

一多世代ネットワークによる f新たな学びのカタチj

UJ田清

小山展u:

キーワード 1 )多世代ネットワーク 2)体験学習 3) 主体性

1 はじめに

教育のあり上うが隣われている引学校教育においては、

さまざまな試みがなされてはその見直しをオるなど、子土

会的動向に応じようとしながら、しかし方陣]がなかなか

定まんないのが近年の状況といえよう。

. }j、討会教育は、変わらぬ成果主義を背景に即戦力

の人材育成に震きが震かれる今日の社会傾向の中にあっ

て、本来的自由さや掘の広さが徐々に薄れ、今やその存

復基盤さえ危うくなりかけている。

教育とは一体イ可なのだろうか。それはどのようなf土組

みであったらいいのか。またその主体は誰なのか。

このようなことを自らに障し、かけながら実践し、継続

させていこうとしたものをここで報告したい。それは学

校教育の限界をカバーし、社会教育の今後の方向を見定め、

教育の従来の枠組みを越えて「新たな学びのカケチjを見つ

けようとする行為とその過程の記録である。

2 本取り絡みの概婆

]R中央線の三鷹~立)11 r笥の高架化が遂行中だ。全長

13.1 k mの事業区間lこ、東京都多摩地阪の 6$が連なる。

連続するコン円ートの高架橋への緑化の提案を出発点とし、

沿線の市民や行政などの様々な連機を組み合わせ、雨水

の活用や事業に伴い誕生する新しいまちかどのデVゃな

どを提案し続けている NPOr 9ンネックレス(以下 GN) があ

る。それは多様な専門性を持つ市民により構成され、小

金井市に本拠地を置いている。

GNの 2005守における活動的柊は「約Jだった。事業

収rm治線引 7大学を巡回務保する IITiOJ学校j がそれぞ

ある。水j療との関係や防水治郎ぴ)総子など行3をトワートに

各大干の立地iこえ:仁たテマを設定し大学生ペJ討会人を対

象にi並められた。

}j地域に暮ら j人々が対象の取り組みも並行して

おこなわれた I術的学校・キッス編j である 小企井市の

山日I i青

建築家、フトライト

子どもの「信託び遊びj

「居場所 J を融合したまち

づくり活動に取り組んでい

る司

公民館講座として 6月と 8月に開催された。トクνョッフ巴や

ブイルト， 9-)を通して雨水の大切さを学ぼうとするもので

ある。ここで「雨レンシ'1'-Jが誕生した。

続いて「許可レンγ ャー」と大学生が雨水活用の装援を共同

制作するという試みがなされた。「子ども夢基金jの活動

助成の子ども建築体験活動である日本建築家協会(以下

JjA) の事業に組み込んだものだ。小金井市内にキャンハ。ス

在持つ法政大学工学部の 11 月に開催される学毘祭にあ

わせ、主主築学科学生の協力により進められた。

どちらも親子の参加であったが、社会人の付 卜も得る

ことができた。これは学習や体験を官民館講座で行い、

そのエコハウスっくりとして大学で実践した連係γトともい

えよう c

多様な主体の緩やかなつながりで、小金井市内に多世

代ネットワークによる 「新たな学びのカグチ」が実践された。

3 雨の学校・キッ1・編

これは小金井市公民館講感「子ども体験教室雨の学校

一雨水を考え伝えよう;としておこなわれた。

企画は筆者の山間と小山が担当した。将来にわたり多

世代で環境を学ぶ空間と活動の総体として「小金井ゲト

ンスクルjを立らあげ、小IlJが校長、山田が用務員という設

定をしたv また法政大学建築学科大学院生の井 t、慶島

が付ート役として加わったζ

日常は普通に感じてし、るようなことでも、実は身の@]

りには気づかなし、不忍議な要素がたくさんある。それら

を子ども寸J大人が 絡になり、共に学んでいこうとする

のがこのク J トンスケール山王たるiJiいである。

第 l@]円2005~半 6 月 5 11/10:00~12 : OIJ 

この日は余国で開催される「身近な水環境全開 斉鵡

査j の 11である〈 院の学校キッス守韓請はこのおにあわせが…卜

した。参加者は小学魚中学生たちとその穏である。

小山民交

都市建築研古家

7Jーライター

多世代交流設問作りを目指し

た活動を行なっている
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前半はまず校長役からクトンストルの説明と、 1mって一

体何だろうつ JI雨はどこから来るのか?J I雨水はどん

なことに使えるのかつ J といった投げかけがなされた。

次に子どもたちと親、そして主催者・企恵者対岱寸も

叫絡に車~になり、アイスフ守レイクを兼ねたゲtで用務員係の

77シリテーグを基準に誕生日煩に席についた。

続いてトクンヨツプ。自己紹介では自分の名前と雨の好き

なところ、いやなところについて話してもらった。

ここでは IF時音が好き I雨上がりの虹が好きJI雨が

降ると作物が良く育つJI月設やクアがぬれるからいやj f雨

が降ると外で遊べなし、Jr潟で道がぬれると転んじゃう j

などの意見が出た。

次に院の名前を考えた。「大雨j I小雨JIぱらぱら前j

「霧雨JI暴風雨Jr五月間」などが出た。

そして f罰レンγャ一手帳j が渡され、雨について気がつ

いたことなどを書いてもらうことになった。

後半は公民館近くの

公園で水質調へをした。

公麟に面してGNの協

力で雨水貯留装糧を潰

いた活がある。ここで

ためた雨水を分けても

らった。また水道水そ

のままと、子どもたち

には内絡で醤油を一機

混ぜた水を用意した。

どれも見た円には区別

がつかない。だが準備しておいた試薬でBOD在競べて

みると差は歴然だc 子どもたちはその違いに幾き、親に

得意げに説明していた。

2~耳目以降は少し期間をあけた。公民館の近くにあり

小金井市内を流れる野)11流域で毎年8月末に開催される

「わんぱく夏祭り J(以 FIわんぱく J) で雨水について

学んだことを子どもたちに発表してもらうためである。

第 2 回目 2005 年 8 月 18 日 /10:00~12 : 00 

この日からの初参加者もいたので自己紹介から始め、

雨について好きなところを話してもらった。それは f涼

しくなることJI約音が心地よいこと JI植木に水やりの

必要がなくなること JI晴れているときと雰鐙気が変わ

ること JI雨のにおし、JI f目上がりのすがすがしさ j など

であった。

続いて長年小金井に暮らす古老の登場だ。公民主事周辺

は水に恵まれておらず、昔の人は畑作りに苛労していた

ことや、生活用水路が鉄道(酉武是政線)の建設により

分断され、それを克服するために考えられた仕掛けにつ

いての諮だった。仕掛けは鉄道の間側lニタンクを樫め、践を

ハ， 470

でつなぐことで、水を入れると院側の水面が!可じ高

さにたるj京地iを和j!IJしたものだった。

子どもたちは体験したことのない苦労や工夫の話に告

の小金井の様子を足、い浮かへていたようだったc

この日も後半は外だO 聖子)11胤辺のフィールドトグである。さ

まざまな植物や回たちとの遭遇は子どもたちにとってち

ょっとした探検となる。この民主)J対照の子供病l:iに、以

出1からの友達のような関係、がたちどころに生まれる。水

断に降りたり追いかけっこをするうらに湧き水に到着し

そして思い思いに水辺を満喫し、しばらく遊んでか

ら公民館に反った。

公民館で記憶刀、新鮮なうらにこの日感[たことを報

告しあった。 I暑かったが鴻き水の近くは少し涼しかっ

たJI場所によって)11の色が違う JI湧き水のところは澄

64-- 20例年住総研「伎まいまち学習J実践報告論土集7



んだ無色透明 湧き水を初めて兇たJ1思ったより冷た

しつ 15-6月より水量が減ったJI告は溢れんばかりに

湧いていたJi虫とヤげがたくさんいた」といった感想が

次々と出てきた。

第 3[回 fj2005 年 8 月初日 /10'00~12 ，00 
この時は野)11散策とマヅ7づくりだν ハケの道を歩き、炎

天下のため木陰で E 休憩を入れ、聖子)1はよし、を総て発表

会場の野)11公際へと進んだれここでは「わんぱく j のや

ぐらなどの行掛け丹jに潔行委員が穴掘りをしていたど子

どもたちも早速手伝う r 準備段対から然りに参加lしてい

る気分iこなってし、fこようだ?

この公繍σ〉シン不ルでめるくじら山(襟高 45m) にのぼ

り周辺を一望してから公民館に戻った。

そして女の子と男の子のゲトプに分かれてマッ7~ づくり

にl投与組んだ。楽しかった記憶や散策で見つけたお気に

入りの場所が書き込まれていった。

?お.juij I'i 2005年 8!iム111/10 収)'----1~ : 00 

前半はマッブの完成作業だ。感じたことに自分たちの言

葉や絵による説明が加えられ/徐々に完成していった。

そして発表。少々照オしながらも、野Jliや周辺がこうあ

ってほしいとの隠し、も込められた工夫のある発表だった(

'd，に 2回目で紹介された、鉄道により分断された用水

路i二水を泌す]夫を校長役が税引を作り、その原E型企体

験で線高志 した。長絞はいよい上発去の 7←めの.q…ト~')くり

t: ~ j;IJ'V>Sγ…γョーなJヤることt._'どり、企りあえ cj配役が決

主っ士

?i¥ 5 "，] I! 2005斗付)j25 11/ 10 OO~12 ， 00 

ショーぴ〉内託子や配役山打1:i(tづ1ftにVi-t {ど"にちが決め

亡い")1::_" ;;，!山あら壬しは昨:のようにな /J11u 

念体 i土 11 義的 i止}fr:lj~ ノ;，. -¥' -，~ ，"/}5古手てしノ J ヤーの戦い。 エと

ただ勝つのはlfrif' 1くない :11:; fj-f，干の主主で

はかわL、そう 二めよう仕方古|で内存が愉討された 綴

ペJス917'L全_tciが役を得たれ fともた%の俊しさが伝わる。

こうしてスト?は厚みを増した。姉妹刀、木に水Jやりして

いるところに村レンγャが邪裁をし、議刊誌をかける。木は

枯れ、雨レンシー十が水の大切さを訴えて一人ずつ戦うが全

員負けてしまう。しかし力をあわせ悪に勝つ。再び木が

元気を取り戻す。懇もそれを見て改心するといった内容

であるひまたその中に水質検査などの実験も組み込まれ

たc すべて子どもたちによる創作だ。

第日間将 2005 年日月 26 日 /10'OO~12 ， 00 

まず発表寸る場所の確認に「わんぱく J会場の下見を

した( すぞに前日1J'ら祭りはま台まっているむ

子どもたちの意向を開きながら場所を決め、何が必要

か考えたり

{(袋は:E前日子作りだ(大きなヒ サ袋に話と腕jを出す干し

を日時け、 J思い思いに{ちをつりれ{工出来上刀、り。戦い用の

武採の水鉄砲を持ったらすっかり技場人物になっていた。

第 7日鈴 2005年 8)j27 11/12似)へは 00

いれ、よniの学校も長終日となった。まず公民告にや最

後の総予?を行なった J 子どもたわはやる気満々だ。張り

切ってわんぱく霊祭りの会場lこiIlJかったf

会:11きでは_!，Li室i ールソー卜でステン を作る /卜j草!t0'ljJ:しは河

目立の廃材で色、法 f判りからはまだ注 Hされておらずτ一分
け L~C (j)呼び込みにもなかなか人が集主らない。

隣国凶i請になってようやく子どもたちが謀L主ってきた。

こうして悶レンン y-Yj-が貴金主り、歓声の中、演技は進ん
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だ。そして最後は子どもたちが考えた環境提言で締めく

くられた。

ショーを終え、公民館に戻る道のりは軽やかだったのは言

うまでもない。

公民吉富で鰐単な締めのあと、互いにねぎらいながら散

会した。

4 エコハウスづくり

]JAが子ども夢基金の効成を受け「子ども建築体験活

動j に怒り総むことになった。言吉年度は渋谷区内σ〉小学

生を対象にした、新関紙を利用したで卜 4 づくりを体験

するものだった。

今年度は地域とのつながりがあれば実施場所は白期な

ので、この事業に筆者たちが加わり、小金井を7イw ルドに

することにした。また法政大学工学部の学題祭と結びつ

吋ることで、子どもと大学生のコ7fレ}ンョンによるエコハウスづ

くりの実践をすることになった。そして前レンシャで協力

してもらった法政大学の院生を始めとした多くの学生の

参加lが得られた。
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'''':;;'''，r 4." ;.'"津川-，'~a翁 @w 
刊すl~ 1.利 0:"

""，:州 '''''1ω2:>:i利減仇

これは IIAの事業を挟むように、小金持クリノげル心事

業があるという形で進むことになったれ

子どもた巧との対面の前に、どのような口ハ，)スがし礼、か、

学号から7イテアを募るコンイテイシヨンを開催し1:，。コンヘの条件ニ

ごあること、必予算の上限があること、凶宮市に

開催された ]L¥の事業で{主月1したハカムゲードを利用する

こととしたがあまり締りを設けないように与えた。

2005年 10I1 B行に説明会を設け、 10j:j 22 U lこ]IA

会員法築家数名と筆者たちによる審覧会がfjf幻》れた。

提案されたのは 1年生、 3年生、大学院生たちによる 9

案だった ν

本来ならばクープンアリ、準ク 7ンア?を選ぶ予定だったが、

どの案もそれぞれ特徴があり優劣つけがたかったため、2

案を選考しそれに各業を合竹ェさせていくことになった。

10月23"~2B 11はL"llfu作成や材料の手配などの準備

に:号てた九

10月 29日13: 00~15 : 00 

IIA事業としての第 1['ij Hである。この羽が大学生と

子どもたちとの初談合わせだ。 ，TLいに緊張しながらもr
ル7に分か札ご自己紹介やr，jに寄せる恕いなどを話し合

ううちに、徐々にむち解けていった。

γjレーアごとに話した内容を発表したあと、どのような

ものを作るか学生から説明があった。そして一緒に実際

にヱコハウスっくりをする村ンハP ス内の場所を見に行ったり

10月 30日 10: 00~12 : 00 

この日は大学生と子どもたちによる模型づくりだ。統

一した大きさにカットし、 定の切込みを入れたハニカムホヨード

を部品として自由に総み合わせ、空間をつくっていくも

のがそのひとつである c 名づけてハ明ツレf。模型はスrV/ij('

-卜を使って縮尺 10分の lで用;意された。また実物部品

の切りこみ入れの作業も行なった。

もう つはヘット忠トル安車11九台わせ、牧や滋板前を作っ

ていこうとするものだ。そのfこめに数百綴のへ“ット都トル集
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めが必要となった。また使うためにきれいにしなければ

ならない。それには 本ずつ水で洗うしかない。すでに

この時点でヘ。けがトルの再利用が本当iこヱコなのかとの続問

が学生の中に涌いていたようだった。

どれも子どもたちの手にかかると、学生の思惑とは遠

い、 挙に格好の遊び道具となってしまうの

11月 3Fi 10 : 00~12 : 00 

少し問が喜男いての第 3凶悶は、ヘットホトルハウスの屋根に載

せる「省だま j づくりをした。

これは特殊な土を小さく丸め、それで植物の桜を包み

込むようにしたあと、}蕎りに苔を結り付けることで保水

伎を持たせるものである。それを屋根簡に置き並べるこ

とで緑化しようというのだ。
瞬静r

学生の説明に忠実に作業を進める子。自分流に7レンン

を工夫する子。どの子も夢中になって苔だまづくりに専

念していた。

11月4日終日

]IA 事業の取り組み日ではないが、禁固からの製作に

向けた念入りな準備をした。学生とのコj;J(レヴヨンでエコハウス

の完成を楽しみにする子どもたちとその殺のためにでき

ハーツレコすとへPツトfトルハウスのrル}OIこ別れ、試行錯誤の懸

命な作業が終日続いた。中には泊り込む者もし、た。

1I月 5G 10 : 00~12 : 00 

いよいよ実物の製作 子どもも学金もみんなで製図案

から材料を運んだL そして二つの装置は少しずつ姿を現

す、

11月 6日 10: OO~12 : 00 

ついに最終日となった。 ハーツレコーは前日にほぼ完成し

ていたが、ヘットf川ハワスは大幅に遂れている。一つ つは

軽いヘット古川も穣み震なれば主主くなるv また牧も患った

ようにはまっすくにならない。みんなの呼吸が一つにな

らないとなかなか形になっていかない。

1t，;~'j';の末、ようやく濠ちあがった 設からともなく拍

手が}弗さ起こり、みんなむ長びおったり

やや待問jをオげしながらの最終日 iひた企画者{則から

用意していたワインが年生代表に7，vン卜され、 GNやJ1A

のメンハーおよび綴の代表、そして子どもの代表がそれ

ぞれお祝いや喜びのι一葉が送られた。最後に学生から子
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協力で行なわれ、それに地元で暮らす市民(毅子や村山

H が加わることで、環境(雨)を切り口とした多世代

ネットワクによる f新たな学びのカダチJ(当事者参加般的体験

学裂)が実現した。

これが一速の流れである ν

こうした取り級みは前例があったわけではないn

つ手探りで進めてし、かなければならなかったハ関係し

たそれぞれの機関やイ、、ントi土、記ι有[の背景やf品{び喜一観を持っ

ており、それらの聞に連J院をとる二とが前提レしてアロゲ

うミンクーされていなかったからである。

おおまかな jJ童十を立ててはし、止が、実際に奉加I~.I' る顔

ぶれがどのような人7こらなのか、 j~- たその数はといった

点については本番になって見なければ分からない。その

ような不確定なものに対応していくためには、瞬間瞬間

に生じる様々なことに務機応変に、そして平然と向かっ

ていくほかはなかった。

このような絞殺を共有しいえていくこと、そして付会

化していくことが現代相会に最tskめられていることの

一つではないだろうか。 冒頭iこi主べた教育といったもの

のある穣の危機がその必要件を方、しているように忠、われ

どもたちに、自分で作った主主だまがお土産として配られ

一ふ Jコ

T二n

こうしたー体感山中で共iこした体験も解散の時間在迎

えた。散会にあたっては 2つのエ 3ハウスを残し、不要な材料

などを跡片付けなければならないが、それに子どもたち

も率先して1日わった

このときの様子は翌日の毎日新関や7ftタウンスぜに紹介さ

れ、これに取り組んだ全員にとって、大事な記念品とな

る。

この取り組みはこれで終わったわけではない。

学生たちはこの速の取り級みを整l~' L、200G年 12

月 26[:jに開催され允「第:1[i51全[語大学丹環境活動「ンテスト」

lこ参加Lた。残念々がら 2次選考に進むことはできなか

ったが、公決館での「学習」と f体験j を大学科ンハス内

での l実践j に結びつけた点が高く評悩された。また大

学生たちの、環境をテーマとした各地での取り経みに触れ、

新鮮な刺激を得たことは間違いない。…人一人の筏里子が

広がり、次なる活動の原動力となることが大いに期待さ

れる。

また小金井n ンエクルとしては切り口を変えて同様の

取り組みを継続する予定でいる。この原稿を書いてい心

段階ではっきりしていることは、今度は rI説」をテーマにし

ていこうというものだ。 3月末に公民館講肢が予定され

ているリ名づけて「震は嵐長兄たか Jだ。これも賛防i

してもらえそうな企業に働き泊、けを行い、 8月には大学

生の協力を得て再び多世代不ットワ4 による「新たな学びの

カタチjの実践を村指している(そして速くなし、将来に学校

教育Jや社会教育といった怜料1みを越えた学びの場が、多

くの人に共有され実現することを張、く怨み、それに向か

っていける環境安整えていきたいと特えている。
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一連のことをふりかえって

NPOの声かけに行政(公民館)が呼応し、専門職能

団体 (]IA)の事業との連携が地域(小金井市)の大学の
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広域ネットワークによる人材育成
対上芳窓

-i吉原好きネットにおける活動腐苅を事例としてー

キーワード 1)人材寛成

4)子ども

1 はじめに

2)ネットワーク 3 )民間活動

5)宍宇主主

全国で行財政改革と地方分権が推議される中で，平成

の大合併が進み，これまで独自のまちづくりを進めてき

た自治本や地域も対応を迫られている。熊本県j泣寓涼出口

(瑛氷川町)(図 1-1)も， 10年以上前から，住民参加

による計阪策定，まちづくり情報銀行を拠点とした地区

活動の取り組みなど，地域内分権が議論されるr，J::I，先進

約な取り組みを行ってきた。しかし， 2005年 10月に合

併を迎え，今後の取り組みが注目されている。

ここでは，特に人材育成に焦点をあて， 18宮原町(以

下「宮原町Jと称す)におけるまちづくりの綬綿と人材

育成事業，そして民路活動の取り組みをまとめる。また，

様々な形での人材育成事業を実践する，広域ネットワー

ク f'i立原好きネット」の取り総みについて，その特徴と

効果，今後の課題について報告する山〉。

2 宮原町における人材育成事業と民間活動

2-1 宮原町のまちづくりの経緯

主主原町では 1992年，協土庁の地域振興アドパイザー

の派遣を機に「火打石」などまちの宝の発売を通じ，町

織員を中心にまちづくりに対Fる意識が高まった。 3年

後の 1995年，役場面]にある火正建築の!日弁芹銀行を「ま

ちづくり情報銀行」として繋備，ここに企図部署を移L，

住民総参加による総合振興計画の策定が始まった。また，

町内の 14地区に， 13治会と平行してまちづくり情報銀

行の支庖を照設，地umJき函をもとに支庖経営補部J金制

度を活用した地区活動が行われている。さらに，住民参

加を旗印に掲げた集地環境保全や土地利用認整ほか，

様ヤな計闘策定・事業実施を実現し f宮原町を守り磨き

上げるまちづくり条例」の施行にまで至っている(表 2

-1)。
このようなまちづくりの遂行と同時に，震原町では人

材育成事業にも重点、を置き，小学生や中学生を北海道，

沖縄へ派遣している。応募者には，町に対する思いなど

熊本県のほぼ中央，熊本市から

構へ約 30kml~i立讃し?人口約

，7∞人、菌積約 33krrlで、町

田中曳由日をガυII!J可荒れている。

18宮原町lま?その中でも南東部

に位差し，薗穫は約10knlと小

さく .1吉村樹立の地主Eコミュニ
ティは今もなお濃密である。

図1-1 剃 11町の位音量と概要

課題草作文の提出を求め，合格者を決定し，現地での笑習，

内容の濃い事前事圭研基を通じてまちづくりの紛い手を

宵成しようという事業である。さらに，これらの研萎に

参加した子とャも逮が中心に参加する民間活動も盛んであ

り，まちづくり情報銀行との連携を照っている。

田1が聖書備したピオトープを管王宮する小中学生主体の

「ギ口 yチヨくらぶ」や，親子会員を中心とした里山に

おける環llr芋潔を支援する製UJケラブ「どんどろす」は，

奈泉女子大学生活環境学部特在助手 簿士(学術)
忽)Ol"i年 3月まで尚輯短算書大学に勤務し、学生時代
に地域づくりインターノ事業に参加したニとを型
機に，宮原砲のまちづくりに参婦。宮原好きネット
会長。専門ま，都市若額三戸地域開主学。
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rAl2-1 人材育成に隠わる事業樹量の関連図

猿壌を主なテー?に学君主・交流活動を行っている。これ

らの活動を通じて，小学生かちまちづくりに関わるきっ

かけとなっている。

高校生以上で組織する「ミッドフィルダークラブ」は，

宮原町と長野県小布施町をトラックで往復し，途中条地

のまちづくり弱体と特産物の交換，そして交流を121り人

的ネットワーケの形成もお指した「タウンシャトル・わ

らしべ長者便」にも参加している。このように，まちづ

くりイベントの実施や町内外との交流機会を創出し，子

ども遠の人材育成を行っている。ここでのネットワーク

は，次に述-<る r'~~j原好きネット」に発展することとな

る。表 2-2，阪 2-1に，これらの人材資成に関わる事

業・総織の概要とそれらの関連を示す。

3 宮原好きネットにおける人材育成

3-1 設立の脊景

宮原町では 2口口1年より国土交通省主僚による「若者

の地方体験交流事業J(以下 r地域づくりインターン事

業J)に参加し，会開から大学生を受け入れており，京)05

年までに 30名以上の学生が夏に2週間程度訪れている。

嬬澗中の主な活動は，地裁祭への参加・子生、いや.小中

高生との交流であるが，何時に，枝々な混f易体験を通じ

て，学生遠の課題解決能力を高める工夫も行コている。

そして，インターン事業もかi数を議ね，子守地に日照を訪

れた大学生がおり，これらの学生遥が引き続き連携を121

り，会開に広がるネットワークを活かすこと。また，合

併後宮原町の人材育成事業の継続も見通しがつかない中

e 組織概要

で，子ども達との交流を通じて，将来の掴7の担い手とな

る人材育成が支援できればという思いから，2004年3月，

筆者も発起人となり「営療喜子きネット」を設立した。

3-2 組織観主主

宮原好きネットの会員は，地元中高生や佼民を始め，

町外の大学生や，視察で訪れた人々，まちづくりに関わ

る自治体職箆，コンサルタント，大学教員など，年代，

業F重，地域も幅広い。この中には，以)01-2004年に宮

原を訪れたインターン生も 20人以上含まれ，その友人

や後輩など学生151:t:のつながりも広まっている。現在の

主な活動内容は，①宮原や各地の活性ib事業への参加，

②インタ ネットによる情報発信，③会員杵mの交流，

③インターンやゼミ合総等の受け入れ主体等であり，そ

れらの活動を通じて，子どもから火学生まで幅広い人材

宵成を磁っている(表3-1)。

以下，これまでの活動の中で代表的なものを取り上げ，

その中での人材育成の手法について紹介する。

3-3 活動概要

①発足式

立神峡里池公劉で行われた発足式では，湯原のまちづ

くりの始動期から交流のあるメンバーや 2001年インタ

ーン生ちが東北や関東など透方から訪れたほか，このiヨ

初めて宮療を訪れた大学笠も含め，d+35名が参加した。

竹が豊富なな神峡の環境を活かし，まちづくりのワーケ
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シヨツフでもよく活用する付議代わりに各自竹本しに今後

この組織で行いたいことなどを記入し，ポスター代わり

にグループごとに大竹4本に務の主意見をまとめ発表を行

った。

発足式の開催にあたって，中学生9名，高校生 10名

のほか，宮原出身の大学生2名も帰省して参加し，事前

の準備・運営が行われた。遠方からも訪れる会員をもて

なすために，高校生をゆ心に交流会のメニューを検討，

当日の戟から料理の準備，そして，発足式の司会進行

を務めた。当日は，中高生逮が準備した郷土料理を囲み，

全国の世代詩，地域闘を超えた会員向士の交流をほiる場

となった(写真 3-1)。

②ゼミ合宿研修受け入れ

宮原町では，まちづくり情報銀行設立以降，調査や視

察等で町を訪れた大学教員とのネットワークを継続して

おり，個別にゼミ合宿等の受け入れも行ってきた。さら

に， 2001年からの地域づくりインターン事業実織による

大学生受け入れの実績と経験を溶かし，寓原好奇ネット

でゼミ合宿・研修の受け入れを事業として行っている。

宮原好きネットでの初めてのゼミ合病として，前年度

から交流のある宮崎大学教育文ib学部の研究室の合宿を

2泊3臼で受け入れた。この研究室では，街活街活性化

に向けた調査活動を行っており，宮原のまちづくりに関

する講義のほかに，海j高街での自らの取り組みを発表し

た。また，活性化に向けた企画作成に対するアドパイス

やプレゼンテーションの評舗などを受けた。

このように，ゼミ合宿・研修受け入れでは，単に宮原

での取り総みを学てf，体験するだけではなし学生の企

画力やプレゼンテーシヨン，ディスカッション能力等ス

キルアップを留るメニューも盛り込んでいることが特徴

である。合宿を終えた学生達は，寓原で作成した企画を

元に，商庖街でのフリーペーパー作りを通じて，街活主

との意思疎L過を深めており，学生遠の課題解決に取り組

む姿にも変化が見られたようである。

③宮原好きネットフォーうム

宮原における子ども達の人材脊成事業やまちづくり

活動を振り返り，合併後の継続的なまちづくりへの参簡j

システム等について考えることを目的に，フォーラムを

開催した。

喜男催にあたって r子どもとまちづくり」をテー?と

したキャッチコピーを会員から募集した。その中からい

くつかを選択し，中学生がフォーラムの冒頭で寸劇によ

り発表を行った。綴い準備期総であったが，小道具の準

備，歌，体操などを考え，子ども遣の柔軟な発怒とユー

モアあふれる演出が会場の雰短気を和ませた。

フォーラムでは，県内外から約 50名が参加する中，主吉

原妻子きネット会員の大学教授F車によって講演や地元小中

高校生が参加するパネルデイスカッションを行った。子

ども速は，町の事業や学校・地区での活動，民問活動を

通じて学んだこと，楽しかったことを殺々と発表し，宮

原で有ったことに誇りを持ち，今後も他地域の人との交

流や，まちづくり活動への参加をしたいと意欲を見せて

いた。パネラーの高校生は r合併することが決まり，

Z吉原独自の活動が行いにくくなるかもしれないが，活動

を通じて自分も大宮〈成長でき宮原!こはとても感謝して

いる。 Jと述べた。司会を務めた高校生も r町在愛す

る人を増やすために，この好者ネットを架け橋として，

また子どもが日本一活躍するまちづ〈りを間指して頑張

りましょう。 Jと絡めくくった(写真 3-2)。

④地域づくワイン空 ン事業

2001年より町の事業として受け入れを開始している

地域づくりインターン事業であったが， 2004年は，宮原

好きネットを中心に受け入れを行った。ここでの特徴は，

応募の時点、から笛J京好きネットが運営するホームページ

上で，これまでの宮原町と大学生の関わりの経緯や，組

織・活動概要を把握することができることがある。これ

によって，応募学生は事前の情報収集が河能となり，よ

り目的意識を持った学生の募集が可能となった。

また，受け入れが決定してからは，笹原好きネットで

設援しているインターネット上の掲示板で自己紹介や会

輿との交流を翻った。このような，事業前の情報交換，

交流によって，インターン生局士や受け入れ1Jl!Jとの意思

線通を図ることができ，実際の期間中のプログラム，学

生同士の連携もスムーズに進んだ。

2)盟関の体験メニューは，町内に大学生の滞夜や活動

をPRするインターン新開の作成，ギロッチヨくらぶと

共悶で地磁祭の準備選常補助，街業。農業体験，ホー

ムステイ，インターン事業に隠するヂィベートなど盛り

写真 3-1 発足式 写真 3-2 宮原好きネットフォ ラね 写真3-3 宮原好きネット学校
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だくさんであったが，その中に宮原好きネット会員の中

学生による金轡が組み込まれた。

中学生逮は4月から企関i作りの勉強会を重ね，大学生

との交流を呂的として「宮原好きネット学校」を障制崖し

た。これは，中学笠が先生，大学生が生徒となり，入学

式に始まり， 5教科の試験やスポーツ大会， B司工(ギロ

ッチョぽんぼり{1ドり)，家庭科(論理)など，各種学校行

事を体験するものである。ここでの意義は，大学生との

交流ももちろんであるが，全弱から来ている大学生を自

分遠の手でもてなそうと，1E:幽内容を全て中学生途で検

討，準備，運常していることが大きい。事前のiT:幽勉強

会では，目的や対象者，効果などを考えた企画番0;作成

方法，ワークショッブによる1T:'ffi車内容の合意形成，交流

プログラムの企煽・実施などを行った(写真 3-3)。

⑤わらしべ長者市 IN 箕扇&宮原

ミッドブイルダークラブを中心に行われてきたわらし

ベ長者便であるが，2∞4年から宮原好きネットも連携し

て実施している。そして，インターンやゼミ合宿などで

'島原を訪れた学生遠のサポートによって，各地の牧1ilI'tを

販売する「わらしベ長者市」の開催は宮原だけではなく，

大阪など他地域にも広がっている。大阪府箕面市のまち

づくり NPO主催によるわらしベ朝市に参加した学生逮

は，各自慢れない物産販売を行いながらも，地域の人と

の会話や交流を楽しんでいたようである。

また，宮原町でのわらしベ長者市では，異物の金額に

応じて挽選券を配布し，くじ引きによって交流のある大

学生等から提供された大学グッズが当たるという「大学

おみくじ」を実施している。例年 15以上の大学から約

1∞品程度の商品の提供があり，賢い物に訪れた地冗佼

民平子ども逮も盛り上がっている。そして，この企阪に

より，地元ではインターン事業による大学生との交流や，

各大学，学生速の PRを行えると共に，商品を提供した

学生漆にとっても，遠方にいながらにして宮原町でのイ

ベントに毘接的にではあるが参加できるという効果もあ

る。

4 人材育成における広域ネットワ クの意義と効果

これまで，需原町における多様な主体による人材育成

両面;'~':if つ
10高校・3化学生i

楽しそうだった

インターネットで交流

全留に知り合いがで脅そう

友遣に務われた

親jこ勧~られた

大学生の5置が揮官ける

'!!;原を全額の人!こ知ってもbえる

その他

。 5 

k<<…~~町川町山一

関4-1 宮原好きネットに入った理由

10 15 

活動と，その lつである宮係官子きネットによる活動内容，

人材育成手法について取り上げてきた。ここでは，この

ような取り組みに対する参加者の評価と，広域ネットワ

ーケの効果について考察する。

4-1 地元の子ども 保護者の辞儀

前主主a の~'?;原好きネットフォーラムを実施するにあた

って，民関活動(宮原ギロツチヨくらぶ，ミッドフィル

ダークラブ，戸Z原好きネット)に参加する小中高校生，

;宮原揖f出身の大学生とその保護者に対して「まちづくり

の参加機会についての認査」を実絡した (2削 d年 6月

問答者 子ども計 28名，保護者 17名)。認畿では， fF

校や地区 子ども会，田Iの人材育成事業，民間活動への

参加状況や理由，参加してよかったこと，今後のまちづ

くりへの思いなどを質問した。

子ども遠からは，学校や士並区，民間活動などでまちづ

くりに関わってよかったこととして r楽ししりという耳華

街が挙げられており，まちづくりへの参加，関わりのき

っかけとして重要であることが分かる。また，宮原好き

ネットヘの参加理由としてJ楽しそうだった」に続いて，

「他地域・人との交流，官原をイ也の人に知ってもらいた

いJ，r全国に知り合いができそう」などの意見が挙げら

れており，子ども遼にとって他地域と交流できることの

意義，効架も大きいことが伺える(図 4-1，4-2)。

高校生以上を対象に，まちづくり〈の参加機会，人材

育成事業から学んだことについては r今までの体験で，

積磁性や賓任感 3 行動力など色々なものを学び，得て吉

た。これを後重量!こ伝えてい奇たいJ(大学 l年男)， r人と

の接し方など，人と付き合うよでのマナーも学べ，将来

社会!と出る際!と自分のためになる。人とのふれあい，交

流の大切さを学んだことを活かし 3 今後さらに多くの人

との人間関係を深めていきたいと思う J(高校2年女)， 

のように，人との交流の大切さや，他では綬験できない

ことで，将来にiiiかしたいという意見が多く見られた。

保護者の態見としては，民間活動に参加して子どもの

変fじでは r違う学年世代の友達知り合いが増えたJ，

「宮原に関心を持つようになった」などが多くあげられ

ていた。また，インターン事業など，町外の大学生j主と

大学生、健の地域の人との交流会

掲示板で¢情報発信情報交換

会員の人がいる地域に行く

各地の物度交換

まちづくりの勉強

パソコンの勉強

宮原を金額の人!こ知ってもらう

その他

。 5 10 

'--伊-一一山町 叫W 叫町一一向ザムω…

図 4-2 宮原好きネットで今後やりたいこと

15 

(いずれも複数回答中学生 Nヱ6 高校大学生対コ11) 
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の交流機会については，f，苦重hをi車じて色々な方々と知り

合うことができ 3 視野が広がや自分自身の向上!となりと

ても役立っているJ(小・中・高兄弟親)などの意見があ

げられ，町内に線らず，笹原好きネグトのような広域ネ

ソトワークが子ども遠の続験や成長にとって貴重な機会

をヴえていることがf号える。

その他，子ども，保護者共に，田1の人材育成事業やイ

ンターン事業に対して，給品売の意向が多く""られた。

方，民間活動については，学校や開Tの人材育成事業ほど

は保護者に活動向得等が 1一分に知られていないので，今

後さらに理解，協力を得るためにも，活動のPRが必要

となる。

4-2 宮原好きネット会員の評価

次に，組織設立から 2年を経た?高原好きネットである

が，大学生以ヒの会員に対して，活動内容や参加意義に

ついてメールによるアンケート調査を実施した (2明治

年 12月 回答者 29名)。需原好きネットへの入会のき

っかけは r友人・知り合いの誘い・勧めJ(16名)が綴

も多く rネットワークの量生)JJ，r人材育成・地域活性化

等の藤旨に賛郊」が続く。組織のメリットとしては rネ

ットワーク・交流の広がりJ(25名)と回答者のほとん

どがあげており rまちづくりの情報交換J(17名)， r需

原の人・子どもとの交流J(14名)が続く。

企画。イベントで印象に残っているものは，学生の問

答が多かったためもあるが，インターン事業・ゼミ合街

が 13名と最も多かった。特に，インタ ン事業は期臨

も長心地元の子ども達との交流や，他大学との交流・

共同作業・議論などの経験は，大きな刺激となっている

ようである。その他に.r'&3'旅田fでのイベントに直接参加」

(8名)， rまちづくりの伝送師達(本)の出版J(7名)

などが続く。

需原町でのイベントは~E灘的・資金約にも参加者が限

られてくるが，前章⑤で淑り上げたわらしベ長者市での

大学おみくじゃ，掲示絞上でディスカッションを行った

「多様な地域づくりインターンの今後を語ろう on 

BBSJ，宮原まちづくり株式会社が実施した「変わり雛

コンチスト」に作品応募するなど，イベントへの路接約

な参加機会を設けることで，遠方からでも気軽に活動に

劉わることが可能となっている。また，「E草原町以外での

会関・会員外との交流会J(8名)では，比較約会員数の

多い，関問，関東などで年に数回，それぞれの知り合い

なども交えて，交流会が行われている。さらに，会員が

出張や旅行などで移動する擦に，長室寄りの会輿が集まっ

たり，場所や人の紹介在行ったりという交流も生まれて

いる(表 4-1)。

4--3 ネットワ クの維持 e 活性化のための交流ツ ル

E草原好きネットの場合，会員が金調各地に存庄し，後ヤ

な年代，築様であるため，普段の主な活動は，インター

ネットによるコミュニケーション，情報交J主が中心であ

る。*ll.I哉のあり方として，緩やかなネットワークを築く

ことが第 1のIl的ではあるが，前章に紹介した様々な形

態による活動を通じて，ネットワークの維持，拡大を図

っている。以下，交流頻度，参加の広がり，効果，課題

の視点、から交流ツールを分類する(表4-2，隠 4-1)。

日常性が高いものでは， 7.ネットコミュニケーショ

ンや，日@メ ルニュース・ホームページによる情報発

信があげられる。 7では，双方向によるコミュニケーシ

ヨンが可能であるが，ネット環境などの面から参加者は

限定されてくる。川方で， 61ま，会輿会員外を照わず，

編広い情報発信が可能であるが， →万的な情報提供とな

り，会員の反応などが見えにくい習もある。

3.遠方でも参加可能なイベントや， 4.会輿の近隣

出或でのイベント， 5.近隣の会員同士の交流は，終閥

的，金銭的な面からも比較的参加しやすい。 4，5では，

掲ノ示板土での日常的な交流(オンライン)が実際に顔を

あわせた交流(オフうイン)に発注遣しているが，各地に

それらを主体的に企画する人材も必婆となるため，頻度

はそれほど高くない。また， 3のような機会を設けるこ

とで，会員の帰属・参加意識を高めることもできている。

1.宮原でのイベント， 2.別の場所でのイベントに

参加は，頻度は高くなし参加者も絞られてくるが，実

際に顔を会わせた交流となるために，窮度の濃い交流，

体験の共有ができる。このよう

な機会を通じて，通常のネット

上でのコミュニケーションが活

発色する傾向にもある。

5 おわ1)1こ

宮原町での取り組みは，単に

子ども遠を巻き込んだイベント

や3十煽作りを行うだけではなく，

年代に応じて子どもの活躍でき

る場を創出し，出Tの将来を考え
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表4-2 主流ツールの種類と特徴
ツ jレ 事例 頻度 参加の広がり 効果 課題

'頭をまわせたコミュニケション

結合、フォーラム、 30-60名 ネット上倒酔曙 i拙 b 鵡弔問総会盤面で割出隈
宮原でのイベント インターン事業等 年lこ2、3翻 (会員会員外) 体験の共有 定される

宮原の子どもの参加 ーディスカッション 錨館者合電設掛ゐ
対外的PR

2 I ~IJの場ン所トで1こ書のカ
新たな出会い 岬政日時島、金盤詣で耕助唱

'J'布施での物産簸亮 会事{こ 1、2白 5宮(名会原程の員度外子と由主流) 霊躍臨晶也ミュニケーション 主連れる
イベ 日 どもの派遣

3 I遠な方イベでンも参ト加可能
大学おみくじ、

10-20名 帰経属費 旅参加費意の識持弘を或高める イ士;努イナ、企画 運営の必要
査り苦難コンテスト、 年iこ1、2匝 (会員中心) 性ネット会描

41全員の咋地域で 第久イ袋ベ百掠ンな百現ト参世つ劉ら弘ミレナ喝ー肺輯 E 年jこ1、2岱 10(他主名地流程域)度組捕と由 対ネ外ッ的トワPーRク拡大の機会 各地iこ主体的に企画運営
のイベン 地まちづくり間体との克流 する人が必要

5 近交隣流の会員向士0) 出張晴来彦使註、危間機主甜却3革時海会 少数-10名程度 -知り合いを連れてくること 各地jこ主体的に企画 運営
2、3ヶ吊こ1由 (会員会累外) でネットワーク拡大 する人が必要

ネット上¢高荒況喫揮 J甜白む
ーユ スは会員 80名 方的な?脅輯発櫨となる

HPルでニ活ュ動ー紹ス介¢、発行
月に 1殴

穏(会度に員迭中心吉、会良外に インター与報ネ開ッ富トが!こ可よ能り、 'H ごPあのた更り新、、ニュースの発
6 情報発信 メ 、 容易に情 行l 、担当者必要

本の出版原稿執筆 随時
も情報発儀) 対外的 PR 'ネットの安全性、セキュ')

ティ苗

纂会が長オ田近況や、宮原由出来 ネット鑓続環境による参

ネットコミュニケ 掲示板 常時晴々参参加加 1100名名程程度度
わかる 加度、構報;奇の連い

7 ーンヨン メ ルのやり取り 日常 総揖的、 日常告知的な主流 書き込み由安の得全性手不得手
(会員中心) イベント町 、意見募集 -ネット 、セキュ')

様々 な構絡の提供 ティ富

多数需拡大型

図4-1 主流ツ ル配特徴分布

た行動ができる人材育成を行っているといえるだろう。

さらに，人の出入りが少ない!日来のコミュニティが残る

小さな町において，大学長をはじめとした外部とのネッ

トワークを有効に活用することで，多くの刺激や交流，

そして出会いを可能としている。宮原町を訪れ，応援す

る多くの町外者の存在に，子どもは自分速の住む地域の

すばらしさを再認識し，官療の存在を広く PRできるこ

とに，誇りを持っている。そして，子ども遠の活躍や外

部からの筏自は，地元や大人にも大きな影響と自信を与

えている。

また，宮原好きネットによる取り組みでは，様々な交

流手法により広域ネットワークを維持・拡大し，需涼を

介した会員のつながりは会員のいる各地でのまちづくり

活動にも発展しており，宮原から全:~聞に捕報と活力の発

信が期待できるといえるだろう。今後，子ども達が成長

し，地元を巣立ってからも，広域ネットワーケの亦主に

より，各地の仲路と交流，まちづくり活動への参加が可

能となり，それらの子とも遠の町内外で活綴が期待でき

るのではないだろうか。

今後の課題として、地元では子どもの参加をさらに広

げるために，楽しみながら参加できる企画を検討する

方で，学校教育や士並区活動とも迷携し，二人の運解や協

力の輸を広げる働きかけが必婆である。また，単に参加

するだけに留まらず，企画・連常を主体的に行う地光組

織の確:'IJ_も求められている。自1外では，緩やかなネット

ワークであるがゆえに帰属慈識の薄さも兇られるため，

交流の維持・活性化に向けた様々な仕掛け・工夫が必要

である。そのためには，各地にも主婆な運営スタッフを

配置し，身近な地域でのイベントや交流会の場を場やす

ことが考えられる。

主主J京地域:は環境管の里池里山保全再生モデル事業の指

定を受けており，氷山町は 2006年より各種間体と連携し，

資源発機・諮王筆活動を実施する。宮原好きネットでは，

これらの活動と連携した西半期ごとのまちづくり大争や，

ゼミ合格の受入れなど独自事業，新たな活性化事業を罪悪

催予定である。そしてこれらを実現するために，アイデ

アや志のある仲関と情報発信カで務負し，税金や補助金

に依存せず行政組織の改革にも影響されない，持続可能

な活動を行っていきたい，と考えているところである。

<i主〉

1) 宮原町のまちづくりの経緯，ならぴに営際好きネットの取

り組みに関しては，宮原好きネットによって編集を行った

参考文献に詳しい。

く参考文献〉

主主原好きネット編 まちづくりσj伝道的達~苦言際発11小学

生からはじまるまらづくり 3 第一法規， 2005.7 

宮原好きネット HP

ht tp: / jw¥Vw. geoci L ies. j pjmlyal出rasukinet! 

A
せ

々
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お盆のイベント f精護送り J

・・・伝統行事の協働化と若者の参加について。.. 

キーワード 影のジーダー教育約環境観光客協働

1、 はじめに

世界遺産主になった和歌山県西牟察郡すさみ田n土紀

伊半島南端に位置し、西lこ日本三大温泉である白浜町、

東に民謡で有名な串本町があり、ちょうどその中間に

位置する人口 6，∞0人弱の超過疎地である。そのうち

G5歳以上高齢者の人口が 34.3%を占めているが、心

綴されるコミュニティが今も持続しており、“よそ者"

を温かく迎えてくれる温泉町である。又、水も空気も

莞味しく、海とιiに臨まれた自然の宝庫でもある。 JR

紀勢本線すさみ釈を降りると，U々 が速なり、線路の南

慨を走る国道 42号線を渡ると、徒歩3分で海に突当

るG この辺りがすさみ町下 I直径〈了、ここに父の別荘

もある。そこから海に浮かぶf穏積島jの赤い鳥居が、

そしてその背後に太平洋が一望できる。ここはケンケ

ン鰹件、で有宅!なすさみ潟であるが、春になるとカジキ

鮪を追って全留からクノレーザーが集まり、大会が関か

れる。主主になると海水撚，ダイピング釣り等のレンヤ

ー観光客で賑やかになり、若者であふれる町になる ο

今夏も真夏の絞わいの中、観光協会の花火大会ととも

に初盆を迎える精霊送りが催されたの

白浜町観福寺住織・た効震賢氏によると待望室送りの

由来は各地区iこより様々で i精霊(しようれい・しよ

うろう)送りの初見は定かではなく、精霊を慰める「念

仏続Jが 15世紀坂からと推察され、それ以降江戸持

代から精霊祭りや精霊送りが盛んになったと恩われ

るoJ 'と紹介された。

さて、この行事の参加者は初盆をjffiえる親族、観光

客、観光協会、;R民等である。そしてこの行事の立役

者は舟を運ぶ若衆と舟の共同化を企てた影のリーダ

ーの存在といえるの舟にはお塔婆(死者の俗名・戒名・

命日を記載した板)を中心に据え、思りに供物として

果物・野菜・ご飯等を供える。提:lTを乗せ、松明を焚

i撃III ~羊子

った。本格では伝統行事を地区単佼で取りまとめた影

の立役者(キーパーソンii) と儀式を協働fじすること

による波及効果について評価検討するとともに、その

後継者である子供達が遊びの袈素を加味した f祭り j

に役4部をもって参加することで、伝統行事の仕方、作

法在自然体で学ぶことができる体験学習の光景を報

告するものである。

きながら海に向かつて出航する儀式だが、議さlOOkg (和歌山県街牟婁郡すさみ留j地[;XJすさみ密j役場4り提旬

以上の舟を沖まで運ぶには若衆 10人以上の舟を担ぐ

力がなくては挙行できない。しかし高齢過疎地況では 2、 研究の方法と目的

この若者の参加を得ることが年々回難になってきたο 2004年世界遺産になった和歌山県釘野熊野地方は

そこで今夏初めての試みとして、初盆を迎える家族7 主としてぷ望rlllを主とする 11I岳霊場iこn隠されてい

件が協働して灯ろう舟を作り、合向供養することにな るが、南紀東燃の海も主た同様にr1}認識される〆¥空で

奈良女子大学大手続人鶴文イじ研究伶人間環展学専攻後

期博七課程

連絡頚美術交友会会友
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ある。

本研究ではお盆の儀式をとおして、世界選蕊和歌山

の海の恵みと地域のまとまり、世代を超えた協力活動

を報告することにある。本稿では和歌山県南端、太平

洋の大海原で繰り広げられた漁業の罰丁、南紀における

江戸時代より伝わる精霊送りについて報告する。この

ような活動は日本の伝統行事を支える、地域の部:代

家族を紹えた協働・参画によって、持続されてきた祭

事として、また南紀のように海と 01の自然の窓主主が鐙

かな地域 Pしか実現できない行事として捉えること

ができるの

さですさみ荷下 地B:ではお主主の灯ろう舟をこれ

まで偲日Ij{こ作ってきたが、地方でも核家族化が進み、

その上舟の造作費の高騰など、儀式のt弘、手が一家単

独ではじ壁難になってきた。そのため今年より萩仏 74;

の霊を 1つの船に乗せ合間供養することになった。こ

の協働作業を発案したのは筆者の隣家の餓灸師で、彼

女の母君も今年亡くなり初盆を迎えることになって

いた。

のような倒別儀式にはとても参加できないのだが、地

区内の住民が協力して行う合間供養が災現したこと

により、部外者である築者も伝統儀式への参加が可能

になった。この伝統行事を協働で行うためには、キー

ノ《ーソンの奉仕約精神と地返住民をまとめるための

縁の下の力持ちに徹した、並々ならぬ努力があった、

しかし彼女は裏舞台で住民を取りま左めでも、決して

表iこは出なかった。常iこ影のリーダーとして働き、裏

方にしてf散し、最初のお膳立てと最後の後片付けをす

る役割を演じることに徹しているそれ故この行事の

成功の挨拶を行う人とし〆て豆長(男性)を立亡ること

を忘れなかった。彼女は小さな協働作業における影の

リーダー約役割を常に演じてきた。

この協働作業の参加者たらは、舟を運ぶため都会カミ

ら帰省した若者であり、子供を合めた地域の老活字fJ.5え

であったしこれら区民~員が行事lこ参甑し、各々の役

割を果たす様子を、子供透は]il，謀を過して学び、行事

の次第を覚えぐゆく。更に伝統行事に遊びの分子が加

わることで、観光鴇:を巻き込みながら、協働作業によ

る「祭り」はことさら楽しく未来へと伝承される。

江戸時代以前より、庶民の然活行事として、受け継

がれてきたお捻の行事i土地峡の立地条例ーによって

燦々であるが、本稿では海・ J11・1]1に近い議紀(すさ

みffir.日置J11罫丁)での年中行事である1守護送りを、 i並

び心を加味した地域の特徴ある「祭り jとして捉えて

し、る。

研究の方法は 2005'9" 8月 15日、 f祭り jへの参加

体験によるものとしたρ またその前後の様子について

は地元住民に開き取ぢ誠斎をnい、その歴史について

は住機・玄長婦人隣人よりご教授賜った。

(すさ州毎1}(治Jgでのれんう JĤ:;:川五均 8月15日f長彰) 3、 キーパーソンの働きと灯ろう舟の共同製作

(下一地A集会所liむのnろ)!1! I，;J 11仮設，)

“よそ者"である筆者の父は下一地区に日IJ寝を建て

約 3年間居住し、生前隣家のf手まきに懇意にして戴いた

が、その父も去年亡くなり、向じく初翁:を迎える関係

で、この精霊童送りの供養に誘って戴いた。本来ならこ

下一地区では新盆《初主主 昨年 8月 15日以降lこ家

族を亡くした》の家が綱引に灯ろう舟をJ11・海に流し

ていたが、今年から影の点役者(キーハーソン)の俄

きによ丹、新盆の家族 7軒が協働で舟を製作し、合同

供養することになった。この共問イヒの発端は 2005年

5丹、キーパーソンから筆者lこ持ちかけられたことか

ら始まったむまず灯ろう流しの行事についての説明と

合間供養する場合、筆者の参加意志及び行事次第の手

伝いの可能性について確認された。

しかし他地況では従来通り個別 c舟を製作し、家族

単佼で精霊nまりを行っている。

方日号室)11昨fの海岸j品、のお護地区では 30年位前

より正光寺を中心に合:l:iJさ灯ろう流しを行っている

が、日置J11沿いの矢問地法では今年も儒別で行われた。

昔は近隣・室完成が助け合って素人なりに長さ二三尺

(60~90cm) の舟を作っていたが、近年でl土地区の高

齢化による労働力不足から、舟の製作も専門家に依頼
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するようになったcそのため製作費に対する個人負抑

(6万円程度)が大きくなり、精霊送りを行わない家

もでてきたの

今夏地区住民が宗派を超えて、集会所を拠点、として

舟を製作し合同祭を協働して成したことは、年中行事

の強い:手不足を合理的に解決する方法の つであっ

た。このような共同イ七による利点は次の 3点である。

①負担(舟の製作費)の軽減。②入手のない家でも、地

阪で助け合う事で灯ろう流し(新盆でも人的・経済的

理由で出来ない家もあった)が可能になったn ③共問

で製作するため、立派な舟の製作が可能になった。

4、 精霊送りの作法(8月 12日-15民主起の儀式}

と、子供の役銭

8月 12日の夜から新盆の家でl士山から切り出した

杉のオてを高燈篭とし門前に立て、初盆の際印としたり

玄関前に御械を作り、械には 108体の蝋燭《近年 t

は蝋燭の代わりに電球を:tTす家も矯えているが》を

燈しお線香を置く c子供はその麟備が消えたらつける

役目で、織にお菓子・果物等を飾る、しかし近年はこ

れらの作法も簡素化されてきた。

今夏i土8月 1.5日(本来l土8月 16詞)を精霊iきり

の日とし、それまで線香がたむけられるヨ子供は蝋燭

の番をしながら、お菓子やジコースを貰って夏祭りを

楽しむ。その問、灯ろう舟が郎意される。ドーf極区で

は 7軒合同で灯ろう舟を作製したため、長さ 4mの大

きな舟が大工により作られた。材料は杉材 t、キーパ

ーソンの俄きにより日霞!11町了の材木潟から譲っても

らったため、舟代l士大工の手間賃 (8万円)だけで済

んだ。 8月初めに提灯・蝋燭・線香・花火・菓子・ジュ

ース・“ほおずき"などの花等を用意するο 御塔婆に

戒;iSを喜くぐ舟に乗せるものは以上の他に果物・野

菜・芋・精査キ・ご飯などを供える。

次lこ共同鱗入するものは精塗送り後、集会所で保さ

れる宴会での滴とおつまみである。またfFIを担いで泳

いだ若者へのお札(焼肉)が含まれるドこれらの経費

は初殺のある 7車干の主主で負組され、 1件当り 1万6千

円となった。これはf朝日iIで舟を製作した場合の約1/

10となり負担が軽減されたのみならず、亡くなった

人も域一緒に舟に乗って送られるので、死者の菜iAも

寂しくない。近隣の者若労女が参加し、協働jで準備す

ることぜ、近燐関係が娠わう。初鈴:の家主疾も から準

備しなくても済むため負貌が際くなり、筆者のような

“よそ者"も相乗りすることが出来た。このように協

働による波及効果は火きく、多方面に亙るの

5、 8 A 15日精霊送り当日

当日は夕方 5時半より下一集会所に地区住民が集

まり、準備が始まる。キーパーソン・築者らk41;で

麦茶を沸かし、集会所(和室)のテーブんにつまみ(す

るめ・ちくわ・ピーナッツあられ等)をセットする。

男と子供1:1:集会所前iこ蜜いた舟に提灯をぶら下げ、お

務婆を高齢者阪に主主ベ、供物を供える。舟の飾り付け

は新訟を迎える大人と子供のIi?，働で完成する。この作

業の過稜で子供達は作法を学びながら、他人とコミュ

ニケーションをとり、他者との関わりにより社会伎を

身につけ、伝統行事を記憶してゆく。伶:月識が船に祭う

た精霊に読経し、合掌するn 小さな子供たちが大人の

合掌する，~を主主ろきよろと不思議そうにえて、主主似

る。そして皆とげじように合掌する。子供速は五J誌を

とおして儀式の情景を見、聴き，感じ取る このよう

にして伝統行事が次世代へと継承される。

午後 7持舟は集会所から海に向かつて出発する。陵

践は船に付けられたタイヤが率の役悶をする。砂浜iこ

5持者した舟l土間もなく海に向かつて出航する。舟lこ装

備した松明が点、火され、蝋燭も幻される 子供逮l土花

火の11L¥iIをする符庁た九はこれから11事にfrl]かつて舟

をづ|し、てゆく喰備にかかる}浜辺に他地阪の舟も 10

終ほど待機している(花火が点火され、爆竹もなる A

;f.:宵 f二九 It舟を tl[\ 、で海lこ人り ~l' まで泳ぎながら舟

をづ|し、てゆく 料仁左流しの始主竹である)浜辺ではt出

iをめおれ男女ノトl.1l骨)]:したi¥tを見送っているそこには

/iの上うな“よそ.lf'、外問。〉観光f品、なと様々な

宇]J体験グ〉寺会加者がて;;主れている

花火と線養、松印j正従灯σ)蝋燭σ〉炎{士ノ'Kt.火の不足l

日誌Y口調和合菌室し似し、真っ日ffなi毎にかす刀、な明かりが

らそ、浜辺の人々は灯ろう舟を凡ほっているc

主主っ碕な海の中にかすかに擦らぐ光を見送ってい

ると、亡くなったIi巧毅との思い出iJi走潟燦のように、

脳裏をかすめてゆくっ父の魂を見送りながら、私は精

釜i去りに没頭してし、く。問j様lこ浜辺でも感動と興奮の

渦の中、全員がこの行事に没頭、してゆく。

従来なら灯ろう舟はそのま主海に流されて、かすか

に揺らぐ松明の光を迫いながら、光が消えてゆくまで、
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見送っているのであろうが、近年潔境問慾により、沖

まで行った舟は又岸に向かつて引き返してくる。

和歌山県下ではゴミの取り扱いは一律ではなく、田

辺市・白浜町等は従来通り海に流せるが、すさみ町・

日置)11町では、舟は回収しなければならない。その舟

を燃やしてしまうのが従来のやり方で、実際他地区の

小さい舟は燃やされてしまう。 しかし下一地区では帰

ってきた、灯ろう舟をまた集会所に持ち帰り絡麗に水

洗いして、来年に向けて保管している。舟の再利用は

儀式の鯖素化を意味する。つまり衿聖な儀式は時代と

ともに遊び心が加味されるようになり、総済的合理性

も考慮されるようになってきた。

儀式はお祭りとなり、観光協会による盛大な花火大

会が精霊霊送りのクライマックスを告げるように打ち

上げられ、日連のお盆の行事は終了した。

けさな陪]海水筒場での灯ろう舟 1同日 m~影)

6、 おわりに

父の初盆を迎える筆者も精霊送りに初参加して異

役代と交流し、日本の精神文化を学ぶことができ深い

感銘を受けたいわんや子供にとってはもっと大ぎな

感動であろう(

都会の子供i土 ~f_:1喧で主体的に学び、遊ぶ機会が少々

くなってきており、異世代と jl!tび、ガキ大将を真似て

成長crるということもなくなっときた l 加えて、夜食

住における際汁二イヒ守、手口ヰ:のあるお溺マンンヨンIt少

なくなってきたまた都会生活での起射線えの変化lニ

伴い、日本の伝統的行儀作法を伝承する生活Si'モ11司も見

当たらない

お訟で'~4主主郎に帰的、このような儀式i二泰加すること

と、子t時たちは、日本山{μ統文{ヒの 凶ii二角虫れること

が出来る。子供たちは花火を上げ、蝋燭の番をすると

いう子供の役割《仕事》と直接的な行事への参画iによ

り、儀式の仕方を五感で記憶することがヴきるぐ

しかし和歌山県南紀地方でも人口減少に伴い、伝統

行事の縦殺のためには、協織と簡素化を考えなければ、

その維持、継続が関難になってきた。これら問題を合

理的にまとめ、伝統行事を維持するためにはキーパー

ソン(陰のり}ダー)の存在が不可欠であることが以

上の考終より明らかになった。

キーパーソンの掠導により、皆で協力すれば大きな

ことが出来るといった認識を協働作業により子供た

ちは知ることができる。地域ぜのt世代間交流は小さな

社会《公共の場》での子供と大人の役F部分担設を経験、さ

せてくれるc 精霊iきりの儀式を媒介として、地域住民

のt止代を超えた協働と A 体化;士、大きな社会《公共の

場》で、子供たちが参加する方法の縮lZlとして捉える

ことができる ο

子供たちは然りに参画することで、教青約環境とし

て くむ自然的環境lJ'a¥土] ②精神的環境〔文化〕 ③ 

人照的交渉 ③教育約交渉の[I1lj段般について学習し

ている。

絢終値犬はその包括的な教育哲学の中で、 f人間形

成の環境において、人燃は風土によって作られ、また

風土に主として労働を通して働きかけ、風土とσ〉係わ

り合いのなかで性格を形成してしえ。 風土的特性といj

主主性等は密接に関係しーとし、る。HlJと述へ、ソクラツ

スは(教育とは魂をロゴスの場iこ現れる究極的指導昨

理である『詳のイデア』に“向き変え"させること J

と述べ、 i教育とはまさにその器憶を転向させること

がどうすれば一番やさしく、効果的に逮成されるか、

“f句き変え"の技術にほかならないzっと述べている内

精霊送りは魂の存夜をことさらに実感させてくれ

る儀式であるοお絵は先権の重量魂と対話できる期潤で

もあるυ 祈りと感謝の儀式を通して、私i窒の魂を少し

でも『善のイテーア』に“消]き変え"させることができ

る機会;こなればと尽う 0

f青書室j去りも日本の古くから伝わってきた依統文化

ではあるが、絶えず君主復の状況と対話させながら、 lち

いものを生かしながら受け継がれてきた地方の風~f~

であり、合い縁式のよさを線持しつつ、現代日本人の

生活にあった祭りとしと簡素化されるようになった

そこへ徐々に遊びの婆素が加味されるようになり、近

年では観光協会の参加により、観光客参加型イベント

的祭事に移り変わってきたc

く殺害事〉

本研究l土地JLの方々による資料・写真の御提供、御

協力、御指導により着手することができました

問時lこ世界選漆として、和歌山県臨海地廷の伝統行

事を山岳言霊場とともに、 J1~ く認織してもらいたいとい

う地元の熱し、要望に支えられ実現しました。

また本稿i士、地冗の人たちの厳しい査読の上完成し
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ました。地元で は、世界遺産になった南紀地方の『灯

ろう流し』を世界の人に知ってもらいたいという強し、

願望があり、影のワーダー・町役場の職員 '{H故・福

祉団体職員・病続等多くの方達の窓見を取り入れ、ノレ

ボし まし たc 訂正は 10回以上になります。

最後のコント;土地元の大工さん、間体職員等多くの

人達が考えました。私の役割はノレポライクーのような

ものです。

f品本1高iま 200部以上印尉iされ、地元に配られまし

た。執雲監にあたっては多くの皆様のおカ添えを賜り、

ここに完成することができ、厚く御礼申し上げます。

{注1
1 盆額 精霊送りー盆礼(中元)の意味・方法ル理解するため榔閏間

男詑民俗学珊究所 f年中行事図説j p204. (岩崎書増刊号4，手 1
丹 20s発行)より、引用文を記載する(

1 荷量送り

盆送りともいつ。盆の終りそ 20日と l、または 24 抗日ごろ

としとし、たらしい捜跡は、今もかすかに摺ってし、るが 大体は 16
自に精霊を送るのが普通になっている。盆が送るという言葉も、

時代によって意味にうつりかわりがあ的、士地ごとに今ぞむ少〕

ずつ違っている。普通には先担の零に供えF金物多川などに流寸

ことになっているが、あるいは蕪縁仏め外措索(ほかじょっりう)

によげたものだけを送り流すというところもある 長野県ト研都

郡の盆送りでは、供物以外にも くるみ 襲引いが。さんしょ・

ぬかなどをつつんで111に流 ν 、波誠県草壁郡日土、訪日にほとけ

さまを案内 Lて田畑含まわり、部の穂 ふうもろニ大豆 小

豆 芋などをとってきて上げておき、 H:i[]にはそれを持って墓場

へ送っていくという例もある。

盆の供物を持って行って捨ててく。ところル 静岡県山気多地

方では精霊送り場という。それは病の神をi去り、または虫送り令

するのと同じ方式で、先祖様を送って行〈方法にしてはやや組末

に過ぎるので、むしろこれは先祖様についてくる、まつってくれ

る人のない魂を送り流すのが元であったのかも知れないο

i蓄や111に近いところぞは、舟を作って流すのが普通である。茨

城県の浮島では精察流しの舟を総舟という。長さはご三尺、マコ

その葉を編んでつくり、これに盆の酔え物一切をつんで 16日の朝

に流 T。酎木二三枚を舟の帆にして、極楽丸という文字を書いた

りする。この舟の名は甥西の各地でも、間JJ梅楽丸とか西方丸と

か似かよったものが流行している。行事にはl段々と、こういう

遊びの分子が加わって来たのである。

他にも、送り舟 麦ガラ舟 花舟・精霊舟ー燈篭舟などの名があ

って、その舟形にはめいめいの趣向をこらして飾りたて、いよい

よ華やかさを競つむきがある。

2 盆祭

年中行事滋説(資料第四榔田沼男監修民俗学研究所編)による

と 盆とは仏家の説"は、釈迎!の弟子目蓮(もくれん)が、死んだ母

が逆さまになって苦しんでいるのを教おフとして釈迦に教えを七

い、 7月 15おに供養して祝った。その倒懸の昔話がウラー/パナ、

それが孟開盆(うらぽん)とな的、絡して盆ということになって

いる。

しかしこの祭は本来、年二期におこなわれる祖霊祭守 今日各地

に伝わっている民聞の盆行事のうちには、仏教以外の官い信仰の

あとがうかがわれる。

ボンという名称も ボニボンという供ぇ物用の容器からでたr甘い
日本語ではなかったかとも考えられる。

またこのとき、単に死者や担霊をみたまとして祭るばかりでな

く 生栂盤仏、きみたま)といって、生きている魂に魚をとって

きて供える生き盆 e盆魚の習俗が広く見られるものも、仏教以前の

古い固有信仰の名残であるc 寺 fの式作法は仏教のもので、民照

的盆行事は仏壇の前で僧が経文世読む以外、ほとんど仏教と関係

ないものが多く むしろ暮の御霊祭や正耳の年神祭の方と似通っ

ている。

一般に盆は 7月 13日の夕方にはじまり 15臼または 16日ま"

としづ地方が多い。

しかし 7月 1日を地獄の口明けなどと呼び、あるいは盆路っくり

といって墓地から家主での道路の草刈 η掃除をし、そこそ通って

先抱様が下って来られるというふうに考えている。新晶の家で高

鐙ろう(杉などの高い木)をたて、白布をかかげるなどして目印と

するのも、この畏からである。

盆の終2っηは 16日とする地方が多いが、 20問者?ウラボンと読ん

で燈。ぅ送りをするところもあり、 30sまで盆とし亡殺ろうをと

もしておく例もあるド

新盆の家では特別なつっしみを守り、土地によっては新盆に限

って拡搬を作っている。

注意す〆之主は、無縁仏のために、とくに無縁搬を設け 供物をと

げるのが一般のならわしとなっていることぜある。無縁仏は外精

霊(ほかじようろう)ルか時鬼(がき)などとも呼ばれ、祭って

くれる人のない魂であるが そのような祖霊以外の霊碑がニの際

に tぎれこんc:'くるものと湾えられた戸

盆祭にも祖霊そなくさめる意味と、 これらの無縁仏そ通い県す

意味とがみとめられ、精霊送り C"_もこのこつの意味があっ t--:C-Jし

い盆A量的 Lもいう。盆の終'JJ;-20行とし または 24.抗日ごろ
レ1てE、t:らしい槙跡は号、むかすかに残ってL、るが、大体は

n 本活動におけるニキ 〆{ ノ/は、ます窮 11 計醐そ企画し

それぞ実現寸るため仁 実労可能な多くめ協力者{弟子]そ

得、収支決算報告書とともに i専の行事今 総括(後片什け)

する ρ 次にその役割はその計闘が定成するまで、常に裏方そ

演じ、掠グ)T rJ)力持、に搬する。

また人となりとしとは、地元で生虫).'1.-、脊った人命人脈 信

用。地域貢献 地元費・経済的自立・人絡ぞ自「山、献身的に

動ける人が求められる。

w 細谷1霊長 I教育の哲学J p 8 Eì~ p ~)O 

" 詔8l裕之「教脊司的の比較文化的考察j pl:n --Pla4 

{参考文献}

1 柳田国男監・民俗学研究所 f年中行事泌説(岩崎書房

1954年)
2 沼田裕之 F 教育目的の比較文化的考察J玉川大学出版

部 (1995年)

3 細谷徳夫「教育の官学」窟り文字土(1962年)

4 中村元「仏教大辞典J
5 プラトン・藤沢令夫訳 F間家j プラトン全集 (1981年)
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~ ショートコント ~ 

② 「じゃあ、おまえも乗ってみるか?J

※うまかった

(美味かった/潟勝った)

① 「他人の言うことにや

『烏には乗ってみな、人には添ってみな』

って言うじゃない ?J

③ r. . . . . J 

p h 0 t 0 いこいの村わかやまにて

i筆者}

津田 洋子 sawada yoko 

女奈良女子大学大学院

人間文化研究科人間環境学専攻

後期博士課穏

*'1互総亜美術交友会会友

大アトリエ 平日楽亭(文紛の別荘)

〒649-2621

和歌山県西牟婁郡すさみ冒了燭参見4581-89
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「芸術・文化のまちづくり」への視点 問中限時j*'

一『第→回東京アートタウン・サミット』の開催一

キーワード 芸術・文化のまちづくり、アートタウン、 知る・学ぶ・繋がるー考える・発信する、
市民・産・学・公の連携、地域溜曹

1 はじめに

かつて東京には，絵1函・彫刻IJ，文学，映i時など装術・

文化を志す人たちのifiがあった。例えば池袋およびその

後背にあたる東長崎や安町界娘。アトリエ村と称される

一帯には多くの画家たちのアトリエが建ち並び，松本俊

介，重要光，丸木{立'1じ長谷川手Ij行，吉井忠，帝国政明，

麻生三郎，古津宕克，熊谷守 など名だたる極室長や彫刻

家を輩出した。爆はアトリエで告l併に励み，夜毎池袋の

i1Jで飲み，唄い，議論し， 0電機をした。アトリコニ村にi1:

み，詩人で廻家でもあった小熊秀雄(液 1)は「池袋モ

ンパルナスに伎が来た学生，無頼漢，装術家が街にHl
る」と詩の中で池袋をパリのモンパルナスになぞらえて

いる。池袋モンパルナスやアトワエ村の地域は，そんな

彼らに環解を示し，芸術家としての彼らを支え，育んで

いったのである。同様に「馬込文士HJr出端文士主芸術家

村Jr阿佐ヶ谷文士本むなど文人たちが多〈住まい，集っ

た街も東京にはあった。しかし，その芸術・文fじやそれ

を生み出した芸部tr家遠の痕跡の多くが衡から失われ，多

〈は歴史の彼方に埋もれてしまっている。

その一方で，東京では今，新たな芸術文化を生み出し

ている衝がある。若いアーテイストや外国からのアーテ

イストが集う街，子どもから大人まで楽しめるアートイ

ベントを数多く行う街なと滋術・文化が地域の資践とし

て根付き始めている街がある。

筆者は過去，現在，未来を関わず，芸術・文化(様々

なジャンルが含まれる)が宵まれる地域を「アートタウ

ン」と綴定した。芸術・文ib資迭を地域の共通認識とし

て捉えているあるいは捉えられるならば，アートタウン

を地域づくり，まちづくりの視点とすることができるの

ではないだろうか。

しかし，芸術・文化の地域づくり，まちづくりをどう

行っていくのか。筆者には正直に言って解答はない。

そこで築者は全国初となる試みである「東京アートタ

ウン・サミット」を企画した。上述のような様々なアー

トタウンを代表する方々が，本目立の活動や諜題等を学び

合い，芸術・文化のまちづくりを考え，進めていく場を

骨jることでこれからのまちづくりのあり方を考えていけ

るのではないかと怠ったからである。

本格は，この「第関東京アートタウン・サミット」

の開催という試みを過して得られたものを，企画および

準備，サミットの意義や成泉，今後の展開と課題などか

ら述べる。

2 なぜ「東京ア ト合ウンサミット」か

「東京アートタウン・サミットJの企在留のきっかけと

なったのは，東京の中小企業総営者のための研修・交淡

!遺体である東京中小企業家間変会による東京経営研究集

会(以下「経常研究集会J)の開催である。

この経営研究集会は毎年行われており，昨年は城北地

反(差豊島IS，北区，紋織じ{，練馬区の各支部)カヰ担当で

あった。中でも，開催場所となる立教大学(池袋キャン

パス)がある景島支部が中心となって準備を進めた。

「産・学・公」の連燐をテー?に，立教大学との共保，

各区役所の協力，地域NPOの協力も得たユニークな終常

研究集会が実務されることになったのである。

この経営研究集会では 14の分科会が設定され，それ

ぞれの経営課題をテー?とする分科会が慌縫されること

になった。

ところがこのうちの一つの分科会で，

ー豊島区では文化特区とする取り総みを行うなど

芸術文化にカを入れていること

・「池袋モンパルナスJrアトリエ村」という去術

文化に根ぢした地域があったこと

'これからの中小企業終常者も芸術文化に目を向

ける必要があること

などの論議から， r芸術・文化」をテー?とする塗潟支部

独自の分科会を関騰することが決定されたのである。

この分科会は他の絞常に関する分科会とは一線を習し，

「特)jlj分科会」として開催されることになった。

こうした経緯からこの特別分科会で何を行うかの具体

ネ 1所地域情報研究所所長
調描活動やまちづくりを情報面からサポート支鑓している。
池袋モンパルナスの会運営歪員。
東京アートタウン サミット推進f訴義会事務局長として、
第二田サミットを準備中。
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的な企幽が必要となった。そこで東京経常研究築会実行

委員会から「池袋モンパルナスの会J(注2) に対して

企画打診があった。「池袋モンパルナス 1の会Jでは f1.

はじめにJでも記したように多くのま芸術家を輩出した池

袋モンパルナス(アトワェ村も含めた広い意味で) に

関わる活動を行っている。こ¢会には主害者も運営委員と

して関わっていることから築者が企繍を立案することに

なった。

企画立案に捺しては， 下記のような点、を考慮した。

①自ら関わっている会が鍛える問題解決の一助になるよ

うな企闘とすること

すなわち，

-認知度が低い

・地域や他との協力， 連機

・資金問題

などである。

②芸術文化のまちづくりが地域の活性化につながり，企

業業経常者にとってメリットがあることを誌識しても

らうこと

5訪;潤傑場所である立教大学も「紅戸)11乱歩邸J(注3)お

よびその資料の活用 tj策を機索していること(~司会1)

③淳一学公の連携という子一?に沿い，しかも市民も含め

ての連携， 参加を可能とするもの

⑤折角， 場を用意していただけるのだから， これまで

に行われていないようなことを行う

こうした中から生まれた企闘が f東京アートタウ

ン・サミット」である。

上認のような点を単強lで行うことは難しい。それなら

ば問題解決の糸口になるようなものを，立教大学を含め

イ也のアートタウンとの学び合いと連携の中で考えていけ

るような企闘がよいのではないか，と考えた。

殴2-1I日江戸川乱歩正日土蔵

fl，はじめに」でも述べたとおり， 東京には過去お

よび現在という時間の流れの中で，機ヤなアートタウン

が生まれている。このアートタウン!奇士が交流， 連携，

学習を行うことで， 各アート?ウンはもちろん， 参加

者にもア 卜合ウンへの理解やまちづくりへの興味を広

げていけるのではないか， と考えた結果が「東京ア ト

合ウンサミットJなのである。

3 知る学ぶ・紫がる考える発信する

ここで東京ア 卜空ウン，サミットの企爾について整

理しておこう。

「これまでまちづくり，地域活性化というとどちらか

といえばハードの襲{滞在中心とした取り組みであった。

しかし p これからは地域の資源を活かすこと， これを

もとに地域俊民や隈本 t告域産業行政などが知恵を出

し合い，協働して地獄在意IJり上げていくことが必要であ

る。その地域資源の核として「芸術 文化」は位援づけ

られ 2 観光資源としての役割も務待される。中小企業家

悶友会としても， i也I或!こ視点在震いた新しい協働のあり

方と 3 活性化の方向を考えていく必婆があると考えられ

るJ(著者作成の東京中小企業家向友会への企画提案審

抜

粋)という観点から， 市民， 産， 学， 公を巻き込ん

だイベントの展開を狙いとした。

その目的は，

(j)記憶に留まっている芸術文化に光を当てる(知る)

(?万苦力あるア トクウンの取り総みを知る(学ぶ)

(お東京のアートヲウンおよび研究集会参加者の連鍔

(繋がる)

④芸術文化在核とする士が或づくり 活性化の方向などの

検討(考える)

⑤東京アート合ウンの対外的なアピル 。 室震など

(発信する)

ということに集約できよう。

時間的な制約もあるため 3立教大学も含め5-6ヶpfi

のア トタウン潟係者によるディスカッション形式を行

うこと，東京中小企業家同友会会員だけではなく広〈

般参加を可能とすること 3 アピ ルブース設震により各

アート亨ウンの紹介展示販売を可能とすること，など

の実施計画案を提示したところ，経営研究集会実行委員

会および立教大学から了解を得ることができ， 10月 29

日の「第回東京アート?ウンサミット」廃催が決

定された。ここで「第一回」としたのは， 地域連携の企

画は継続すること 3 継続させていくことに意義があると

考えたためで，後述のサミット宣言言においても車滋売の必

要性が銭。込まれている。

4 ア トクウン結集

こうして特別分科会実行委畏，立教大学(経済学部，文

学部)，池袋モンパルナスの会，東京中小企業家隠友会事

務局，企画担当の芸事者による特知j分科会ワーキンググ
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ループがスタートした。

それでは，具体的にどこに参加を呼びかけるか。

過去のアートタウンに光を当てる活動を行っている団

体および現在のアートタウンとして積極的な活動を行っ

ているE遺体の混在，東京中からの参加者のためにも地域

を偏在させないという観点から候補をあげ，候補団体へ

の趣旨・企画説明を行い，同意が得られた下記アートタ

ウンに関わる 5毘体の参加および立教大学の特別参加が

決定した。

①池袋モンパルナス(豊島区，板橋ほ)

池袋モンパルナスd夫会

②潟込文土村(大田区馬込地区)

NPO馬込文士村継漁会(注4)

③都町文人町(千代田区番町地区)

番町まちづくり文学館・番町わがまち人物館

(波5)

④ 向島アートタウン(塁間区向島地区)

主PO向島学会(注目)

⑤ 西荻アートタウン(杉並区西荻窪地区)

高PO西荻まちメディア(注7)

⑤江戸川乱歩(豊島区池袋地区)

立教大学文学部

上記のうち「池袋モンパルナスの会Ji馬込文士村継承

会Ji番町まちづ〈り文学館・番町わがまち人物館Jの3

照体は過去のアートタウンに光を当て，まちづくちに活

かしていこうとしている図体であり i向島学会Ji西荻

まちメディア」はまちづくりの環としてアート活動に

取り絡んでいる団体である。いわば新18アートタウンの

初めてとも言うべき連携がここに始まった。

1也王型的な聞では東京23区の城北，減南，城東，城西，

都心からの参加となり，エリア的なカバー(多摩地区は

今世}は外れてしまったが)という点からも街白い構成と

なった。

サミット開催に向けて，これら参加回{材E瓦の，また，

ワーキンググループとの理解を深めるため，事前にアー

トタウンとしての特徴や活動内容等について各参加団体

のプレゼンテーションも行われた。

5 準備段階における問題点

東京アートタウン・サミット慌H龍に向けての準備を進

めていく中で，ネックとなったのは次の3点である。

①開催資金の確保

②参加者¢確保

③広報.PR 

5.1 資金の確保

「第一回東京アートタウシ・サミット」は経営研究

集会の予算として決められている。

しかし，他の分科会とは異なる取り組みであるため，

経営研究集会の予算ではこのブログラムは紛えないもの

であった。

そこで， 般参加者から資料代として 1，0001司を徴収

することにした(同友会会員は当初から研究集会参加は

有料である)ほか，池袋西口活性化のため甥[コ高広衡の

メンバーで構成される「特定非営利活動法人ゼファー池

袋まちづくり」に協力をお願いし，開催資周の一部を紛

っていただくことになり，信号催の見通しが立つこととな

った。

5.2 参加者の健保

芸術・文化という祝点での特別分科会に会員をはじめ，

どれだけの人たちが興味を持ってくれるのか。これは当

日，開催されるまで不安であり，準備の鴎，鎖を悩ませ

ていた問題である。

東京中小企業家同友会，立教大学にとっても「主芸術・

文化Jの視去からのこうした取り組みは初めての試みで

あるだけに，f是非とも成功させたいという思いであった。

このため，特別分科会参加者は，立教大学に隣接し，

現在立教大学が所有する江戸川乱歩邸見学という特典

(付加価値)を得ることになった。普段は開放されてい

ない乱歩耳目であるが，大学のご協力で実現することにな

った。

こうした仕掛けづくちをしながら参加者¢確保を白指

したわけであるが，最大のネックとなったのは広報.PR 

であった。

5.3 広報開

経営研修会開催型軽内については，実行委員会および事

務絡により都内の中小企業帝萱営者会員にはチラシ古河乍

成.，差布され，また9 公約機関，会員企業等においても

配布された。また，城北地ほの新開広告，行政広報など

で開催案内が告知された。

しかし，これは基調講演も含めた経営研究集会全体の

ものであり，この時点での特別分科会「第一関東京ア

ートタウン・サミット」は当然ではある力攻hの分科会の

中の一つ (oneof them)という位置づけであった。

参加者を会員だけではなくfよく ω 般から求めるために

は，それなりの対応が必要である。こうしたワーキング

グループでの議論かち， [ci]友会費島支部が中心となる分

科会(特別分科会も含め)のチラシカ可乍成された。しか

し，これも経営者向けという範鳴を趨えないものであっ

たため，特別分科会ワーキンググループ独自のチラシを

作成した(1ii]5-1)。

ワーキンググループメンバーはこれらのチラシを参加

する各アートタウン，芸術・文化施設，まちづくり団体
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等それまでとは異なるルートで配布した。また，ネット

で芸術・文化団体，まちづくり団体等に開催告知を行っ

たり，特別分科会独自の案内を新開に掲載した。

こうした問題を抱えながらも，成功させたいという忽

いのみで開催することができたのである。

6 

一一
量密叡纏駆l'i!IIIl爾冨

ヂ..，・4月:!":';:... 
誌がか令'，'，."叩刊

.惨;~.{~モ~~.MIu7~i::
之、， t-'::':'~，i ;''':''.:';;:''~，友重注
宅;~~吉布一一 i嘩富島

.“情て~\.';;~-S:. 原点

国 5-1ワーキンググループで作成したチラシ

「第回東京ア トタウンサミットJ原催

かぐして， 2C 何年 10月29El，立教大学池袋キャン

パスにおいて「第一回東京アートタウン・サミット」が

信号催された。

事前の PRなどが十分にできなかったため，どれ{立の

参加者があるのか不安ではあったが，戸j友会会員(仁川、

企業経営者)，学生， 般参加者など合計 100名を走塁え

る方の参加となった。

プログラムは立教大学文学部森秀樹教授，経済学部小

松善雄教授詞名のコーディネートにより，渡辺憲司氏(立

教大学文学部教授)，尾崎異人氏(i血袋モンパルナス¢会

顧問・京都市美f惚官学芸課長)，村f到達彦氏(濁荻まちメ

ディア理事長)，新井巌氏(番町まちづくり文学館/番町

わがまち人物館代表)， Ij¥jll幸男氏(向島学会役員・墨田

区役j所街ヱ担当部長)，井上幹彦氏(馬込文士村継承会会

長)の各パネリストによるディスカツションである(図

6-1)。

図6-1第一回東京アートタウン サミット

各パネリストが各土世話或の特徴や面白さ，活動内容，課

題，今後の展開などについて発表した後，コーディネー
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ターの司会によりパネラ一向:七のデイスカツション，お

よび会場参加者とのディスカッションが行われた。

それぞれ特徴ある活動をしているだけあり，各パネリ

ストからは初めて王寺にする言語が多く，会場の参加者も興

味深くパネリストの話やディスカッションを間いていた。

当日のパネリストの話，ディスカッション等から今関

のテー?に沿った発言を紹介しておこう。

・大学としても地土必車携，地域貢献に関わる頻度・密度

が高〈なっており，文化遺産を研究成果，街自存の資

謀長として広く選比していく。

-地域文化に光を当てていくときに，その内実の楽表を

押さえ，妓となる研究をきちんと行っていくことが地

域連携をしていくときの火学の役剣である。

-地域連携を考える場合には，狭い範監査にこだわらない

連携も考えていく必要がある。

・文化創造の企繍は，そのことをきっかけに何を作り上

げていくのかを明礁にしないと，1.主ヤにして過去の遼

撲を懐かしむものになってしまいがちである。

・控室史の掘り起こしや保存，情報il体系化をしていくと

ともに，作家の輩出を応援していく。

-木造の古い殺意家にアーテイストが入ることで， 2芸術
文化とは別に防犯，防災という点、からもまちづくりに

寄与している。

・役所の予算でアートをやるとろくなことにはならない

日那衆(地域)がアートを育てる。地域の心が大切で

ある。

・行政が行うべきことは，緩やかな逮撹と土器の提供

である。

こうした発言，ディスカヅションを受けて，最後に参

加者の承認を得て以下の5項函からなる「第→回東京

アートタウン・サミット宣霞」古ヰ采択された。

①絵踏，文学，音猿，映画，演劇など，芸術・文化は

人の心に潤いを与え，心を重量かにします。創造性を存夜

の根拠とする人間にとって，芸術・文化は生のあかしで

あり，私たちの諮りです。私たちは，街や地域における

芸術・文化と人とι関わりを最も貴重な閲有資産と考え

ます。

②払たち街や地域の芸術・文化に関わる測体は，衝

の賓重な間有資産である芸術・文化を活かした「新し

い街づくり」をめざします。箇有の芸術・文化を発機，

創造し，その慾味と活用を考えることによって，考者

発女の集う魅力・活力あふれるコミュニティとして街

を再生します。

③私たちの活動が前進するためには，街や地域の「産，

学，公，市民」西者の協働が不可欠です。また， 社会

全体の幅広い支援も要請されます。払たちは， 衝の内

2006年住総研「住まいまち学皆J実践綴告融x集7



外に対し「協働」の呼びかけをするとともに， fgg，学，

公， 市民」四者の有効な連携を提起します。

④私たちの活動は， ーつの街・地域だけでは完結しま

せん。異なる地域の諸E主体との皇官接な交流，連機，情報

交換，相互学習によって，活動がさらに大きな運動とな

ることを願い，都内のさまざまな「アートタウンJ活動

間体への「サミットJ参加をひろく呼びかます。

⑤「東京アートタウン・サミット」につどう諸団体，参

1則する人々の意思、の線通，迷携の調整機関として，仮

称「東京アートタウン3芸術・文化のまちづくり推進・連

絡協議会Jを殺還し，東京アートタウン・サミット」

立継続的な開催可能性を検討します。

(第回東京アートタウン・サミット宣言より)

7 サミットの意義と成果

サミットでのディスカッシヨンを毘いて，芸術ー文化

のまちづくりとは「光を鋭せるまちをつ〈る」ことなの

ではないかと考える。地域の貴E震な国有資産である芸

術・文化を光とし，在住者，展開市民(就学・就労など)， 

来性}者それぞれがこれに価値を兇出し，楽しむことがで

きる街ということになろうか。こうしたことで，地域の

活性化や経済活性化が促されていくことが期待できる。

その前提として住み心地のよさや働きがいなど，地域の

基本となるべきものが根付いているあるいは根付古着せて

いく必嬰があろう。その上で来街者も楽しめるまちづく

りへの方向も見えてくる。そのためには芸術・文化に擬

わる間体等も，他の視点、から街を再認識する必要があろ

う。向島学会の絞り組みはその好0Jといえる。

また，芸術・文化のまちづくりとは「ブランドづくり」

に他ならない。地域の主芸術・文化を「テーマJ'オリジナ

リテイ J'感生J'想像性J'リピート」などの字見者で見せ

ていく，仕掛けていくことでブランド化を殴っていくこ

とが必要であろう。

今度]参加いただいた各アートタウンは，それぞれの地

域においてユニークで積脳的な活動を行っている。しか

しながら，折角の活動も広い東京の中でなかなか図に見

えてこないことは，主害者自身，非常にもったいない気に

させられていた。サミットという場を設定できたことで，

各地域のアピールゃいくつもの団体がまとまった形で

PRできたことは，今サミットの大きな成果といえよう。

また，互いの活動を学び合うことで諜皇室への対応や独

自¢創意工夫などを知ることができ，各医体とも呂間体

の活動に今後影響を与えていくことと忠われる。

さらに，市民， 産， 学， 公の連携の必婆性が説かれ

たことなど，アートタウン同士の連携がもたらしたもの

は大きかったといえよう。

ここで，今回のサミットについて，会場参加者からの

意見からその評f面を見ることにする。
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-3芸術文化のまちづくりについて全〈知識がなかった

が，文化が浸透しながら地域が活力を取り戻してい

ることカサコ古通った

-これからも続けて欲しい。失われつつある地域関係

を取り戻して欲しい

・志の高い取り組みだと忠、う。再開発で無感覚に街の

記憶が消えていぐ中で，もう 度東京の都市計画を

兇主主し，都市のあり方にも入り込めたらいい

@文化で¢筏おこしのもとが記憶から意欲の橋渡しの

継続なのかというあたりが見え始めた

。中小企業がアートに興味を持ち，それを分かり合え

る姿勢があることを知った

様ヤな意見を頂いたが，概ね:iE磁の窓lZlを王聖書事し，上

jiliのような評価を頂いたことは大変うれしく，また，勉

強になった。

B 東京ア トタウンサミットの課題と今後の展開

東京のアートタウンの途携という新たな方向を包指し

た今回のサミットであるが，次の3点が大きな課題とい

えよう。

①プログラム内容

②連携の広がり

③継続性

まず，①フρログラム内容」についてであるが，今屈

はいわゆるシンポジウム形式で行った。これは時晃量的制

約，会場の制約，初めての試みということからの裕11.狸

解の必要性，の銃点、から繕成したものである。しかし，プ

ログラム的には，これだけでは各アートタウンの良さ，

面白さ，アピールなどが十分には伝わらない。また，魅

力あるものとして一散参加者に受け止めてもらうために

は， 8去となるような(今郎で言言えば乱歩邸見学)取り

総みが必要望である。すなわち， いくつかのプログラムを

複合化することで，楽しさ，宿泊さの相乗効果を生み出

していけるのではないだろうか。築者が今想定している

プログラムは，シンポジウムなど全体がわかるものほか

に，参加各応体によるワーケショップの開催(参加者に

楽しみ，学んでもらえる場)や，各アート伊ウンのまち

歩き(体感，想像してもらう場)などである。こうした

プログフム関発が課題として残る。

次に「②連f轄のr1;がり」である。今回，参加いただい

たi遺体l主主に「絵尚あるいはそれに瓶一FるlilJj乍活動J'文

学」に関わる団体である。それぞれの団体は筆者が個人

的に繋がり，言語く言平衡していたところである。また， '芸芸

術・文化」を視点としたときに，絵画」や「文学」はわ

かりやすい切り口と考えたからでもある。しかし，一般

参加者から「映長期」や「音楽」なども考慮してほしい，

という要望もある。もちろん企i塑燦凶としては f~芸術・

2帥 6年住総研「住まいまち学習j実践報告論文集 7



文化」を広い範鴎で挺えており，今後，多様な「アート

タウンJとの交流，連携が不可欠なものと考えるし，先

に述べた楽しさ，関白さを創る上でも必要だと考えてい

る。より多くのアートタウンの方i17に，サミットの臼的

や意義を理解していただくことが課題である。

最後に「③継続性」である。上記2項目はこのサミ

ットが継続することで実現できる量販重である。その前提

となる「車断定生」がなければ話はこれでおしまいである。

サミットが終了して後日，参加各団体が出席して反省、会

が行われた。そこでは「宇約半疑での参加だったが，参

加してよかった。副都本にとっても大きなスチップとな

る。他団体の意見は非常に参考になった。場があってこ

そである。ぜひ継続してほしい」との怠見が出た。また，

サミットでの会場参加者アンケートでも評価を得たよう

に，サミットを継続させていくことについては異論はな

いという結論に達した。しかし，今協は東京中小企業家

向友会，立教大学，豊島区役所など多くの支えがあーって

実現できたことである。今回のような鹿媛的な支援は望

めない中で，資金世話や準備などクリアしていかなければ

いけない課題は多い。また，どういう形で継続するのか，

という問題も残る。こうした議論の中で，反省、会参加メ

ンバーから「今回参加した罰体を核として，それぞれの

地域で開催していけるような取り組みを考える。そのた

めには宣言にもあるとおり連絡協議会の設置が必婆」と

の態見が出た。このためサミットでコーディネーターを

務めた立教大学d咋E欝綴教綬を会長，主事者を事締局長と

する「東京アートタウン・サミット推進連絡協議会J(事

務局立教大学4、松研究室)が正式に発足した。今後のサ

ミットの展開については協議会が中心となって行い，東

京中小企業家同友会および立教大学の協力も得ることと

なった。

今回，経営研究集会という 見「芸術・文化」とは

縁がないと思われるところでの取り紹みであったが，市

民・産・学・公，それぞれに理解を得られたことは一応

の成果といえる。

「芸術・文化」を宅見去と昔るまちづくりへの一彦とし

て地域連携が有効な手段ともなる，その場の提供として

のサミット随催という手法が有効かどうかはこれからの

展開如何にかかっている。

その意味で，今秋，大田[主・馬込地区が中心となって

開催が予定されている「第二回東京アートタウン・サミ

ット」は大きな試合るとなろう。

この企爾は，様ヤな文化・芸術自体とイベント参加な

どを通じて交流を行ってきた中で，相互交流・連機がで

きれば部自いなと，筆者がもともと緩めていたものであ

る。実現するにも時闘がかかるだろうと考えていたが，

東京中小食業家同友会および立教大学の力で予想外の早

県立実現となった。両者にはこの場を借りて感謝したい。

このサミットが，それぞれのアートタウンでの活動活

性化とまちづくりの劫となればうれしい限りである。

くj主>

1 ) 詩人であり閥家。 1901-1940。長絡アトリエ村に暮らし，

図窮の中にもかかわらず， 数々 の長詩を章作。「池袋モン

パルナス」の名は小熊が命名したものである。

2) 1日開年， 宇佐美承著「池銭モンパルナスJ題材とした演

事jが公演されたことをきっかけに， 池袋で生活する有j志

により設立。アトリエ村激策>!J¥害告の命日に磁んだ講演会

γ長々 J盟池袋モンパルナスの集いJr池袋学セミヲ -J

f池袋モンパノレナス0)作家展J などを開催。昨年は繭集r~血

袋モンパルナスそぞろ主主きJ在出版。

3) 作家江戸)11乱渉が戦中戦後にかけて終の住いとした邸宅。

立教大学itIl袋キャンパスに鱗接G，乱歩の子患(元立教

大教授) から膨大な資料とともに立教大学に譲り渡され

た。

4) 昭治から紹和にかけて， 室生犀星;t)車白秋， 尾崎士

郎，三島出紀夫など多くの文人s 主芸術家が暮らした街馬

込文士村の継承とまちづ〈りのため， 2000年に有志で発

足。 2004年NPOとして認車。専門ガイドによる衡の散策，

文学から料理まで幅広い分野の講演会在行い， 地域との

連携・交流を深めているの

5) 江戸時代から今日まで， 政治， 文学， 音楽， 芸能など

広い分野にわたって多くの著名人が暮らした笛， 番町。

特に，芸術・文化では有島武豊"島崎藤村，与謝野晶子，

滝廉太郎，中村敏三部などが{主んだ文人のマップ什りをき

っかけに番町まちづ〈り文学館・わがまち人物館を設立，

開館している。

6) r人罰的魅力のある街Jr士血縁が患づく街」づくりを巨指

す担問。活動の 環としてfものづくりとアート」を展開。

ままいアーテイストや外国人ア テイストが向鳥の魅力に

引かれ，制作，居住，作品発表の場として古い民家を利用。

アートイベントやまちづくりイベントを開催している。芸

術・文化のまちづくりの好例。

1) 叩央線関荻窪駅を中心、にア-1活動を展開。地域や子供を

巻き込んだア ト， 薪能， 校i盟i， ワークショップなど

多様な活動を展開しているNPO0 rァリパパートJr託宣荻立

体模型づ〈り Jr潟広街CIづくりJなどその活動は興味深

い。 2006年住総研「住まい・まち学習J実践報告・論文

集 7
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ポルブドウール(インドネシア)フィールドスクールに学ぶ

一地域のことは、 ti!長泌D手でー

橋本夏次キ1

キーワード 地;車場J産、地主語街え暮らしの知恵潟青学習、泌請で活動， }也誰から学び3 士包郵こ腔返し

はじめに

大学の先生から、フィールドスクールに参加しないか

と、お誘いがあった。いつもながらのことであるが、興

味本位で、昨年、 9月10 日~ 16日まで途中から参加

途中で帰国とわがままかつてなスケジュールで参加させ

てもらった。スクール初日、 二つの村を尋ねた。その感

想、はと霞かれ「たくさんの、元気な子どもが見れて楽し

かった。」と応えた。残念ながら)11で遊ぶ子どもの姿が兇

らなかったが? 少し時腿をおいての主義惣は、村ヤの家

並みから「地路地消」が守られていて素稽らしい。という

ことである。在然の恵みに感謝し、自然の驚異(台風、地

震など)に抱く畏敬の念、などは、生活に欠くことのできな

い大切な'~素であり、私自身、戦後関もないころに統語脅

したことであり、改めて'足感ヰることができた。そこで

以下、 上地J，.!GOJ財i'ri 2集地聖地約 3.暮らしの知

恵 4.環境学科i 5.地域で治動、地域内=ら学び、地

域に恕」麗しの 5rrj院にまとめて(?)みることとした。

1 地域の財産

ボルブドウ-}L寺i史遺跡者判立、世界遠藤にまま録されて

おり、人ヱの遺産は、①つの留の中で暮らす 500以

ヒの民族と、それらの歴史を通じて、起こった他の文化

との相互作用から発せられた、思考、感緒、意尽そし

て作品である。インドネシアの遺跡は、自然、文化、そ

してそれら二つ¢組み合わせであるサウジャナの透撲で

ある。自然遺産l立、自然のJ衰物である。サウジャナの遺

産は22潤や時隠を通して、自然と人工の道重宝の、分かつ

ことのできない融合である。②文化遺産は、手奇形、無形

の遺産を含んでいる。③先祖から伝えられたi霊長設は、将

来のインドネシアι発展において、欠ぐことのできない

基俄であり、資本である。こうした理白から、遺産は俗

f霞を失うことなれ良い状態で保全され、次の世代に引

きt憶がなければならない。そして可能であれば、未来の

ために価値を高めて遺産を保持していくべきである。こ

れらの滞解の共有を巨指し、インドネシア遺跡保企ネッ

トワーク(INHC)は、インドネシア国際遺跡委員会(I

COMOS)と文化観光省と協働で、多様性の賞賛がテ

一?であった 2003年のインドネシア遺産年に、イン

ドネシア保全センターが立ちとげられた。今、保液する、

自然遺産、盟主史的遺産は地域の人たちによって守られて

きたものであり、上出品の財産としてその鍛僚感を地域の

人たちが共有しなければならない。

そして、それを子守孫守にまで残す努力が、必要かEi

かを申燃できる選択絞の提供が必要である。

フィールドスクールでは、まず、・康史的建造物や環境、

文化的システム、生きた文化や、他の11然環#!の授棄を

含んだ、文化的最童話β'){恥曹と符尽に関する芦fJJ龍を学び、

これに対する、技能と関心のri，]1ーをけ蒸し、防接フィー

ルドで、文化的毅童話保全について調資終験をする。など

を自的としており、ガジヤマゲ大t字建築三十1自i分聖子などの

主催で日本の大学と!協同撤してjjわれた。プロゲラムには、

フィールド品問先はもとより、地域コミュニティとのディ

スカッシヨン・文化活動が級み込まれており、 i也域から

の情報や理解のもとに活動することが非常に素騎らしい

ことであった。

2 地産地i書

家の建築には、近〈にある竹や木材が使われ、瓦など

の材料も同であること(写真2-1)が、なによりも毅

産担保全に必要なことが守られ、感心させられた。地域の

材料を地域で消費することの火切さを、教えられ、今の

B本でもっとも必後なことであることを矯感した。

写真 2-1 同じ家並みの山悶

私l立、クリボ村の河)11をみることになった。 jけにはマ

* 1貝境布立自然遊学館非常勤嘱託

1961 年員塚市役所に就耳品目年隠課長のまんまで、

20叩年3月定年年前に退職。勤務年数 40年6ヶ月。
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ンヂイ(泳i谷)、洗濯、トイレなどに使われる「場」がい

くつかあり、利用(洗j霊)されているところ(写真2-2)

を見ることができた。気にかかったのは、洗剤である。

水質汚染につながってはいないか少し心配になった。次

に気づいたのは)11の石が少ないことである。敷地の問自主

に石が積まれ、又これから利用言るためかお積みの場が

伺箇所かあった。これらの行はjけから選ばれたものであ

る。くの字主主に、曲がっているところの土がかなりえそ

れていた。高さは 4-5mぐらいかな。その土に家があ

り心配になってきた。 γE芝そのとき、ガジヤマダ大の土

木 I学部の学生さんがきたので、その場を拐さし、「気に

ならないか。どうしたらいいかとJたずねてみた。返事

がなかあったので、テトラポットの絵を措いて、これを

積んだらというと彼はうなづいた。そして、これをテー

?に、週末開催される地域コミュニティとの文化活動で

発表することを勧めた。

写真2-2 ~フリボI11で洗濯

衣・食・イ主が地産地約で、循環していれば、自立とい

うことになり、土台がしっかりしているということであ

る。まちづくりをすすめるにあたって非常に重要なこと

と考えている。家については、外観上の判断で、竹、材

木など、地域のものが使われていると、おもった。

今国は、均時間で)11しか見れない状況て勺確な判断で

きないが、できるだけ殺して欲しいことに焦点を当てて

考えを、まとめることにした。

3 暮らしの知懸

r 7j(i-J[いたら、 IIJヘ逃げろJ 97年続く{ヰオ長島救う

スマトう沖大地震の震源地に械めてJ!iいインドネシ

ア・シムル鳥で住民7.8!5人のうち、死者が?入との新

聞記事を見て、今出のフィールドスクールで、主是非そう

いうことの鴎き取り誠査ができたらとおもっていた。

)11でということになると、どんな形で利用されている

か、生活と)11とのかかわりからの開き取りになる。事前

の下見で、きづいたことl立、・堤防が綴れかけていること、

洗剤使用による水質の問題、 111石の採取、河間半林(竹)の

f主f采などである。

クリボ村のリーダーにインタピユウすることができた。

始めに訪ねたのは、 );1のニックネームであった。El本で

もよく見られる、利用場所の愛称があれば親しみがI脅し，

何よりも大切にする気持ちがあるからだ。村lこ鱗接する

クリボ)11では， 10ヶ所くらいあるそうだ。残念ながら、

言葉の関係で記録することができなかったが、その場所

に行くとたたりがあるといって近づけない場所があると

いう。今回l立、時照的なこともあって詳しく取材できな

がったが、後の環境白守でその必主主性について述パるご

とにする。

暮らしの知恵、は、続(体)験によって、数百11として奇夜

ずる。 97年前の地祭で「水ヨ1，、たら[孔ヘi1!iげろ」の伝承

で、何人の命が救われたか。知識に偏ることなく経験に

基づくことは、非常に火事なことではないか。対応l立、

知怒で、女行車l立、知恵と知識でということでしょう。こ

の1資自は、取材不忠で中途半漏(いつものこと)な、まと

めになってしまったが。

写真3-1 漏れかけている堤防上!と家がある

4 務草寛学習

学生さんから、環境学習の絞り頼みについて質問され

た。私は、まず、地域が大好きです。地域を知り尽くし

たリーダーを見つけるべきですと応えた。そして取り組

み体制jが必婆です。学校と家庭、地域がイ本となってす

すめる体総をつくる必要があります。環境学習は、 「地

域に学ぶ」です。そしてそれが地域にとっても必要だと

いう王理解を得ることです。

そして、共有できる図的を決めます。たとえば、 「士宮

JjJGの自然を子守孫守に残すためにはJ、 「地域の人たち

が健康な生活を送るためにはJ等守、纂らしの中から見

出!すべきです。できるだけ矩く地域の言葉がいいです。

次に、これらのことをコーディネートできる士似縦長日りつ

くした)のリーダーが必婆です。サポート隊は…歩さがっ

て絡手の動きに合わせた対応する姿勢が必要です。

まず、 「地域から学ぶ環境学習者J検討委員会をつぐり

ます。メンパーは、 1t!lJ.或のリーダ一、入学(出来るだけ専

門分野から)、実ぬする学校の先定、小・中・潟(学校の

制度にあわせて)などから先生、教育委員会関係、民間(都

市計関iなどまちづ〈りに関わっている人)などで構成し
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学溜するよ員自を区分けします。次にそれに見合った、地

域の材料を探します。生活循環のなかで、炊事、洗書、

泳浴などの水利用とか、ゴミ開題など学潔レベルに応じ

た、組み合わせが必要です。地域の材料は学生による聞

き取り議査で集めるjj法がいいと足、います。と同時に人

材(語り部)の登録もしておきます。リタイヤしている人

たちは貴君主な人材です。またしきたりとか言い伝えなど

は、時間をかけて収集すべきと宏、います。さらに、地域

の課題も演呂51')に務理し、これら全てをマニュアル本と

してまとめます。本l立大学でつくることを進めま i~ 0 王軍

I見学習では、地11&(7)課題を問題提起して、子どもたちの

考えを引き出すことも考えなければなりません。特に、

ゴミ問題などは地域と共に学室ぎすることです。さらに、

「遊びから学ぶJととも大事なことです。 年間寸らい

将潤をかけて、基!Ji討乍りをします。環境学潟の素材(マニ

ュアル本、テキストなど)、環境学潔をする人、支捜する

入、つなぞ人など人材のネットワーケも必嬰です。環境

学習の日約は子どもが「生きるカ」を身につけることです。

環境学習を学校、家庭、地域が体となって進めていく

ことで、 'Hみよし咋むづくりにつなそことが出来ます。

5 士若草或で活動、地リ或から学び、地域に恩返し

今日目のブイールドスク}ルの目的i止、ボルブドウール

の文化的E量産担保全のために、参加者がその成り立ちに学

び、予景観保全を実行する技術を高めることにある。すな

わち、地域で活動、地域で学び、地域に慾返しである。

フィールドスクールは、まだ 2朗自であるが、継続す

ることで「学び、提案、災施」の綴環が、地域とのつなが

りを深め、民・学・官の幹で謀総解決の方向を見出すこ

とができる。とりわけ実施にあたっては場境学習が大き

な役都りを担うことになり、くらしから生まれた「知主主」

がキーワードとなる。

スクールの5樹立、(j);詩義、②フィールド撃証書葬・研究、

③フィ ルド旅行、④地域コミュニティとのヂイスカッ

ション、⑤ブLゼンテーショ、ンとなっている。

活動は、カンデイレジヨ村にホームス子ィして行なわ

れた。それぞれがテー?別に別れ、建物のがj鷺や潤き取

りなど，フィールド調査をした。建築材料、 F~明文り、憲

章見など「住い」が主体になった。私は)11が初当であった

が、 'ietまいJ建築材料から、地域で生産、地患で消費を

感じ取ることが出来た。またその暮らしぶりから、事費沢

をしないことも学んだ。さらに子どもを大事にし、地域

で子育てをしていることが感じ取れた。これらのことは、

かつて日本人も持っていたが、物質的な驚かさのために

忘ぶ去られており、改めてそれが大切であることを知ら

された。そのおネしに向かできることがないかと考えた結

果①堤妨の崩れにどう対応するか、②水循環、~環境学

習についていくつかの提案をまとめてみた。

<I 堤防の綴れについては、地域のリーダーも認識して

おり、士、熊についての理解もえられやすし」これを機会

に、 )1111的役U(浄化、堤，t;の補強)、を地域の人たちが

理解できるような取り総みにする考えで提言拒をまとめた。

それは、地域の材料を使って、地域の技術で防ぐことで

ある。材料は、竹とれ。地域では、 rJ篭などが使われて

おり、その肢体jをもっている。そこで竹での蛇篭をつく

り、そこに引を話める。構道と鮒久性、殺菌u訂正など知

識のサボ トを、ガジヤマゲ大'字の学'1:さんがする。提

撲も学生さんのほうがいい。進め方としてその場所が危

険であることを、まずI世ιが〉人たちが理解する。そして、

その女計衰を地域の人たちがしなければならないことの悶

惑を得る。その上で、学生さんがお手伝いをできること

を提案する。そして作業は協働でする。できれば建設業

のボラ〉子イア参加が喫ましいが。

②つぎに、水係正草についてであるが、生計号で使用する

7J<はどのように係環しているか、 fllJ走塁がないか、{七L'"に、

分かりや~~い(紙芝J，'fなど)む i去で伝達する。その kで水

質の汚染についてのf理解をぷめる。たとえば、トイレ，洗

剤、などま寸"IliJ足立際識を共イiLて、洋門家ぴ)アドベイス

で住民的政打!にならないような淑円高1¥みを 4る。ここで

も地域的材料で、地域の伐術で対応できれば長いい。

③上最長官ア河に「いては、 !]IjJ只でぶ載しているので進め

方について述べることとするo テーマは、地域の生活

の中から、兇つける(徳潔を意識して)。 ・地土或の人材ネ

ットワークをつくる。・能力活1)にテー?を設定する。地域

の茸織改醤、村づくりにつなげる。・大学導門家によるサ

ポート隊をつくる。・取り組みをI也土式行政などをアピー

ルする(サポート隊で)，・子どもの感性を引き出す。など

など、地域の生活文化の流れにあわせ、関わった人たち

が、共有できる中身で取り総みことが最善である。

自 まとめにかえて

フィールドスクールは、はじめての参加であったが、

私にとっては貴重な体験をさせてもらった。環境のシン

ボジユウムで、 「発展途土自主l立、教育が非常に遅れてい

る。」という話をよく蒋にする。途上国には、システム

のちがいがあり、機会を与えられない子どももいるとい

うことで「遅れ」という解釈は当たらない。倒よりも大

事な「心の豊かさ」を持っている。彼らは、自然の恵、みに

感謝し、賛沢をしていない。たくさんの子どもが兎気に

筒っている。食料さえあればたくさんの子どもが育つ。

今日主、フィールドスケールのレポートになったがこの

休品貴から、まちづくりに何が必要か、火事か考えること

が出来た。 g本は飽食で、食べのこしなど多く、食料自

給率が約4割と翻く。バーチャルウォーターで日本は最

大の水輸入国であるといわれている。こうした宿題を解

決するために臼本の生活文化を題材にした環境学習が行
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写真6-1 子とFもたち

なわれる ωえきである。子どもたちの発達段階にある震か

な感性で埋解してもらえば、将来が明るくなるのではと

考える。

主主薬6-2 手伝いする子ども

主f:，¥ま、出自白教買誌ではじめに「住んでいるところは好き

ですか。」と必ず溜〈。そして嫌いと応えた子どもたち

にその理由を翻き、それをかえられる説服が出来るかど

うかにかかる。

懇くしているのは、誰ですか。まちを良ぐするのは識

ですか。人が生きていくために、自然の恵みを受けてい

ませんか。などのやり取りをする。そして、歴史的遺産、

悪くなる前の様子など子どもたちに説明する。大半の子

どもたちは、考えを変える。純緋である。自分自身も純

粋でなければならない。と常に思っている。片寄俊秀先

生は、著書の中で「彼は、決して指導者ぷらない。アホ

蕗のポーカ フェイスで、まさにすきだらけ。子どもた

ちは、彼のことをハッシーと呼び、完全に仲間と怒って

っきあっているo Jと給介してくれた。私は、子どもの

白線に合わせられるかどうか、それが命と思っている。

ある小学校4年生の子どもたちは、 1 0制金の近水)11に

ついて「世界一、きれいな!日、日本 きれいな)110I小さ

な子とd もでも遊べる111、大人と子どもが遊んでいるとこ

ろを毎白見れる1110J そして「台嵐なんかきて、木が倒

れたりしても、近木)11を絶対つぶさないで欲しい。」とそ

の思いを諮ってぐれた。いい)11とは「汚くてもいい、生き

物がいっぱいいて、楽しく遊べる)110Jいいまちとは「人

の心がおだやかなまち。事件がないから、生き物lこも優

しいから。」小学6年伎の子どもたちの言楽である。これ

がE穀宛学当iι答えではないかと応、う。

しかし、私がその目的で開設に関わった、貝塚市立自

然遊学館では、そのことを理解している人は少ない。専

門知識でもって「教湾」にこだわっているからだ。

環境学創立、地域に題材を求め、学校、地J，x.家庭の

連携で進めなければならない。「遊びから、体で学ぶ」こ

とも大事である。そして何よりも地域が大鰐きで、地

域をま日り尽くしたコーディネーターが必要である。地域

を知らないのに、知識で自分の考えを持し付ける環境学

欝i立、避けなければならない。そのために私は、地域の

f凶自由銃を共拘できる情報、選初皮について出来るだけ事

く提供できるよう心がけている。専門家は一歩下がって、

理解できる選択肢の提供者でなければならない。フォー

ラムの機催l立、その伊jである。そして何時も自分が責

任を持てるのは何年かを、考え活動する。，郷に入った

ら、郷に従え」地域に合った、地域で受け入れられる環

境学習でなければ慾球がな，'0アマゾンのインヂィオ「ヤ

ノマミ族」の長は、「文明人は。際線的に伎きる。だから

異文化を受け入れることが出来ない。ヤノマミ族は，潔0)

中に役きる。だから史文化を、受け入れることが出来る。J

と言語った。今寺 2)Jに}完縦した大阪湾市民ブ ラムにお

抱きしたは法市の姉妹郡djカルパーシティ r1iーなどで活動

するNPOの人たちは私たちのめ動は小さな活動ですと

応える。しかし彼らの動技力は l 庁人~ 51j人の規綾で

ある。私が参加したケリーアップなどでは、たくさんの

NPOが参加し、それぞれの分拐を決め、模樹、消婦な

どどこに参加しでも自由である。選択肢が多いそして，し

ばりがない。 NPO同:1:が逮携している。相手を期解し

ているからできることである。日本のNPOの活動川の

アドパイスはと間いたら、文化が違うので応えられな

い。」といわれた。 r自然と共存する都市」それは、土品域

の人たちが、 i也域を愛し、地域の自然、歴史的遺産など

の他徳観を共有し、地域の人たちが考えたまちづくりで

ないと真のまちづくりはない。

貝塚市の近木111の水震が、 二度ワーストワンになった。

しかし、 ド水道普及率が30数%なのに、 BOD2 1 mg/l 

から7.8mg/lになっている。

。アユ、シオマネキ発見

。詰警告市がシラスウナギをとる

いずれも近木)lli可口で

く参考文鰍〉

1 ) 片寄俊英 まちづくり道場へょうこそ，学芸出版，2005

2幻) ボルブド

F撚禁フイ一ル!ドごスク一ノルレテキスト
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I、

都心の住環境学審プログラムの実韓と有効性に罰する研究 主ま11'真耳君*'

鈴ノf:~雪村

一小学生と大学生による30年後の名古展都心計闘を過して

キーワード 都市総常"'l祝儀烈ノ14ヅ↓たさFソ土

1 はじめに

1 FYA NAGOYA 2005は、 l!t界の著名建築

家と若手建築家がtlI:界各都市へ2-3年ごとに集結し近

未来の都市について議論や交流するブオーラムとして、

2005斗 6月 1日一9日に愛知県で開催されたら若手

建築家を対象としたワぃクシヨツザの他、公開セミナー

や市民アォーラムが行われた。 IFYANAGOYA

2005ワ クンヨツプは、愛知燃の!j;'i'Vtを考慮した3

つの課題士告はが選定され、世界"'{ofj本各地から集まった

参加者l土、メインテーマ「アジアにおける循環型未来都

市を求めてj とサブテーマ「人と車の共存j に対して討

議し具体的な提案を作成した。

1 FYA NAGOYA 2005プレワ}ークショッブP

とは、 6月のメインプ口グラム以前に 2段培にわたって

関係された地花住氏や学伎のワ』クショップである。 選

定された3つの課題地の住民に参加してもらい、 IFY

A N AGOY A 2005終了後も成果が引き継がれる

ことを期待した。その地光住民主体のものをプレワーク

ショッ71とし、そこでの窓見を受けて愛知県内の建築

専攻学生が提案を制作する場をプレワークショップ2と

して実施された。

本稿は、プレワークショッブ 1と2を過して f名古屋

都心界隈地以j を拐、当した名古斥，Ii立火学と愛知工業専

3 プロゲラムの概要

3. 1 実施機婆

住環境学習プログラム f子どもが考える? 名1主岸都

心の 30年後の姿Jf土、 2005年2月に名方主主市東区内に

ある東桜小学校の6年生 51名と大学生 33名の参加で、

東傑小と!sOE量都市センターを会場に行われた(表 3-1)。

東桜小の6年生は、すでに総合学習の時間を使用して縦

続的iこまちづくり学習を行っており、このプp グラムは

まちづくり学脅の最終段階でもあったo

小学生が名古「屋都心の 30年後の快適な居住を主体的

に考え、大学生と協働で模烈制作を行う。大学生i土建築

やインテジアを学ぶ 1-4年生で、小学生の発想を尊重

しながら模型制作の指導補助をした。

ifi爾対象エリアは、久屋大通公濁や愛知県芸術文化セ

ンターなどfを含む来日野 700mX南北 400mで、これは地iま

の特性から決定した(区13-1)。模型のスケ}ノレは、いく

つか検討したところ 1/150が妥当であった。全体で4.7m 

X2.7mとかなり大きいものを作るととになる。

このプ口グラムの主な目的は、下記3点である。

1) 都心に住む小学生の絡を通して、都心居住の将来

像を考える

2) 小学生と大学生の協像作業による相互学習を実践

P'lマ殺の学4が uこ{t掘運営した、課題地に学校を持つ する

来事長小学堵主61j-ヨーと共に行った住環境学脅プログラムを

被う。

Z 目的と方法

あらかじめ決められた課題地とコンセブトに対し、雪集

者を含む学生がプログラムを考え改備し、当日は小学生

の11業を補助した。本研究は、小学4と太学生という異

世代が協働で都心じ住環境学習プrJグラムを実践して得

られた成果とアンケートをもとに、効擢;や課題について

考著書する。

*'名 i!i.経ifT波大学式学院・芸術[

γ晴究科教授博士 (_L"f':)

3) 衡に積み重なる療51:'と未来に思いを馳せる

表3-1 実施概要

タイトル

a程

会場

参加者

金猶運営

街導教負

"儀

内容

T子どもが考える! 名省展都心の3年後の獲J

'005年2月14司、 15昌、 17日

葉桜小学校名古盤都市センタ

名古居市立東桜小学綬8年生 51名

名古覇市立大学芸術工学都愛知工業専門学綬 学生 33名

名古康裕立大学鈴木質 愛知工業専門学綬野崎勉

名寄麗都市セン夕刊、 IFYAプレワーウショップ実行委員会

18~ 

28関

38~ 

ガイダンス、アイスブレイク‘マスタ プランづくり、計画

計調、横袈務作

複製鱗件発表認定式

ホ 3名古原市立大学大学院・5芸術工学期究科・惇

i 前期設韓建築剖~Iti領域

年に数聞のワ クν ヨツプを企画菜践しつ

つ、 fどもの暗境学習ゾログラムを建築という

分野から冊究してし、きたい。
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テレゼ塔の揮存

L__lグリ ンバンド

圃圃闘遊歩道

図3-1 計爾対象エワア

袋 3-2 プログラムの流れ

線翠制作

麓際

線 刻

表 4-1 対象エリアへの3つの提案

デジタル蝕迭の隠始で2011年に置邑を睦えるテレピ塔を名古屋
の費揮として揮存し続ける。

2 グりーンベルトの増設iff苦労3223222223雪景Zb2?スボイン

3 遊歩道司設揖
葉桜小学般に近接する18飯田街道の名睡である斜めの道路を融
えて保存し、車の入らないループ状の遊歩道とする。

i'j) 
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プログラム ú)流れは、}，~+となる f導入J r民問Jr ま

とめJ を捺展させた 5 ステソプt"~(構成した(表 3""2) 。

3.2 実施条件

このプ口グラムでは2つの考慮すべきことがあった。

1) 判業時間の少なさ ο

2) 参加]IJ，"-[:'-L(j)人数の事さο

l について、 :3111首jのうわ少ないけは2時間、多いけ

でポ;j6 fJ年間jが小'')':/1と大'}:!Llこ与えられたILimJだった。

li_bf ~~_)れ tc時間jの 't 1 で最大 IIj}úY$ しミと結呆1(t:Hすことは、
j1Wr;ける学生にとって;1，製版であった。

前述した遜り今凶はし、くつもの街区にわたる地尽のきf

j~fj i とお却i人数の多さ泊、らグループでの作業を予定した。

しかし、指針もなくグループが各々で検F恒歩行れば、ひ

とつの地相機視のはずがまとまりのないものになること

が谷弘にfJ~像できた。

これらに対し、模型脱作の事前準備を丹念に考えたり、

初日にマスタープランづくりを集中して行うなど、子ど

もたちの動機付けにもつながるよう工夫を凝らした。

4 プログラム内容と結果

4" 1 本識の前に

事前準様子どもたちが無線せず名古rf宇都心の 30年後を

計画できるように学生は当日の通営に集中したいと考え、

模型に関していくつかを事前に治;設した。広範践の計l罰

なので、にぎわいを表現できる f人j や rIP:Jや f木」

は大量の用;誌を必要とし、 土台模主主や名一出足テレピ域"

など主な是正tf建物を事前に制作した(写真 4-1)。結果、

3.2で前述した 2項呂についてある続皮の解決ができ、

子どもたちへ楽しそうな第 印象を年えることもできた0

4" 2 1日目

主旨説明 東桜小学4交で学生と小学生が初めて対面し、

あいさつののち、今回取り総む際に基本となる r3日間

の流れJr敷地の燦史的1Jl1JmiJ r朝日心とはつ」の3点を言語

した。

30年後の名札づくり グノレ}プ(10グノレープ、暴本構成

は小学生5:品、大学生3名)に分かれて自己紹介をした。

今回のテーマは 30年後の名古屋。そこで 30年後の自分

について紹介し、名宇しには未来の職業も記入した。この

とき小学生から、これから作る私たちの“未来の街の市

長"を 2名選出してもらった。

大学生から未来の都心へ提案 初日i土エリア全体のγ ス

タープランを作成するとととした。それを指針に側々の

計剥を点てるととで完成時のイメーシがひとつ共;有でき、

また呂襟とすることが可能である。そこで、まず大学生

側からエリア全体に関するノレーノレを提案した。これを対

象地区のコンセプトとしてスタートさせた(図 3寸、表

4-1)。これらは、敷地の特性を活かした未来の名古深都

心へのメッセージである。(写真 4""2)

-93--

都市の9つのキーワード マスタープランを件るにあた

り、あらかじめ都市の者ーワードとなる機能を丙葉と色

守分けた(表 4-2)" 1:lHこ白色(IHむj だけ 1人1枚、

他は 3枚づっ)のカラーンー/レセットをm怒し、これを

l1i IIJして小'子生もマスタープランを11'った。

都心iこ快適に住むとしたら? 今川のテ…マである「都

市に↑た適に11むゴことを主主初に巧えた。 30{I後の自分を

!J，\ý製し、どこに日みたいか、模湾紙大の地~とiへ rtHJ' J 

のシーノレをj出ることでだ ι五三rトしてもらったCH84枚)っ

結来、史的に新設宇るグリ ン八ノレトに、YiTして r1十むj

が多く、他オアシス 21¥ ~こ Ijj むJ が多数あった。これ

らンーノしの多く貼九れた場所lこは、 111，在した惰ドi汗まの二/

トパ!むj を lにmねて池l>dJIニキーワ…ド rH.UJ

を L;I~ 'ii:~した。 こごで;土久、ノ4小jト、ぺつ

2引lにi鋭号説lしJみ歩在を♂J有抱T也2計し、ていることが分かつた心

キ ワードを分布させよう 次に riHl'Jを拠点に残り

のキーワードについてもグループで初談しながら模造紙

大の地凶に分おさ t!た(各 2G2枚、計 2016牧人保々なン

ーノレが混保する中、 111雲iこキーワードの色をiBって多く貼

られた場所を見分け、再び梢円形のシ…ト f働く Jr乗るj

などを重ねた。はっきりとてEが分かれるわけではないの

で、 i並行係は小学生と対話しながら、ときに多数決をと

って都市のキ…ワードの配夜を決定したο C'J(( .1-3) 

30年後の都心マス世ープランニニ主での件業に上って

小学生人人の考えるq;!IJ対都心における日つのキ』

ワードがカラーシ ノレによって復党イじされ、話し合いを

総てそれぞれの配震が決定した。キーワードはある場所

ではいくつもが震なり合い、ある場所ではIキ¥..}.虫でお]定さ

れた。このようにして小学生のγ スタープランが光成し

た(写真4-4)。

エリアの分審! ここで対象エリアをあらかじめ決めてい

た 10の地況に分割し、グループプとに担叫するピースを

決定した。グノレ…ブごとに初、うするキーワ」ードぴ〉数も袴

類も災なるが、全体はマスタープランによって制御され

た形となっている。 l1H1 の最後l土、班ごとに模ft~づく

りの作戦会議を行った。

4" 3 2813 

按当敷地の計画 2日羽以降は都市センターで開催した。

2日目は早速子どもたちの前に対象地区への3つの提案

(表 4-1)が友現された楼裂の土台が現れ、用意した主な

既存建物の模彼が 1/150というスケ…ノレJ誌を伝えた。模

型サイスにして高さ 120センチのテレビ塔は子Eもたち

を沸かせた。

模型を独、可地区ごとに切り離し、それを伺って百十磁を

練った。 様に紙に絵を措いて築を出寸.liIや、小学生そ

れぞれに大r詐伎がfすき認し初予になりながら作業する斑

など、進め方は綴々。大学廿 l土小栄生の;意見を聞き出し

たり、ときには怠見をまとめる場山もあった。(写真4-5)
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認定証

級

"".~辺 I子ども時える 吋ぬ叩包"か
け押印刷、で多〈一…叩cグル
アu叩民 O';' .，，~!f-1II"'l\ 6，，~<j..ij.，"T'f

ーヒ円~;l~"，. ~~"， 7-一ー
しで-'~*'嘗

'1'''''''拐'?fl

鶏管轄長審

議長率?

ワークショップの企酒濠営.

込下1扇蕊謝総長級長率瓦長五ミ:玩

小学生の窓免を殺り入札ときに自分の意見を押
しつけないよう気持ちを抑えたり 上手なアドバ

理 lイスすること

総 L一 一一
形にするのが若手な小蛾生の作集を手伝うこと.

小学生とのコミュニク y ョン図

図7-1 大学生と小学生の問答比

質問a とても車しかった

置問 b とても抽強になった

質問c 苦労したり図ったりした

。 20 40 60 80 100 

量田大学生 小学生
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模型制作模型制作が進むにつれ特殊な素材を模型に使

附したし、(例えばウォータースライダーに使うためのホ

ース、金や銀の厚紙)など具体的な主要望や、人気の素材(例

えば透明な素材やカラ、ーモーノレ)は足りなくなってしま

うなどで、急いで畏い足した。カッタ ~rJ;使い方を知ら

ない小学生もいたので大学生はやや緊張感もあったが、

基本的に 1S混と違ってお互いに自信織が近く積極的なや

りとりが兇られた。(写真 4-6)

4.4 3813 

模型制作 2日自の終わりにはグループごとに制作して

いたピースとピースをつなぎ合わせたさを体の計爾案が話

し合われたので、 3，Hlは早い段階で模型を合体させて

作業した。 ffftlえば水を~IJのグループに位霞するオアシス

21 (計盟主で 30年後はTHENAGOY A 22という名

称に変吏)から引いてくる、道を連結させる等があった。

限られた時間の中、小学生も大学生もぎりぎりまで熱心

な制作を行い、最後はさながら大学での課題提出間際、の

ようであった。(写真 4-7)

発表の作戦会諸子どもたちに発表内容を考える時閣を

持たせてほしいとの小学校の先生からのアドバイスで、

各グループで発表に向けた話し合いを行った。(写真

4-8) 

発表と講評 部屋の中央に巨大な模携を設主主し、子ども

と学生はそれを屈んだ。発表には、父兄のf也、来賓とし

て松原武久名古屋市長、YJ!:語審安弘先生、浅野彰氏、二村

康成氏を迎えて開催したへはじめに 6未来の衝の市長"

二人から新しい都心の計画を紹介してもらい、それから

各グノレ」プの担当エリアを発表してもらった。小学生は

工夫したこと、未来の衡の好きなところについて思いを

諮り、ゲストの諸に立を傾けた。(写真 4-9、4-10)

認定式 参加した小学生にとって、今回の体験が心に残

って自信になったり、 f可かのきっかけとなればひとつの

成果である。そこで f多くの知恵を使い技術を習得し、

グループによる協働作業によって 30年後の名古屋都心

を見事にデ:ザインすることできましたj という「アーパ

ンデザイナーの卵j としての認、定証(図 4-1)を各グルー

プメンハーの顔写真入りで作成し、渡すことができた。

これはー絡に制作した学生にとっても大切なものになっ

た。

5 プログラムの特徴

改めてここでプログラムの特徴をまとめると、以 f"0)

5点、に表せる。

1) 対象地区が未来の都心

2) 対象地区内にある小学埼交へ通う子どもたち

の 都市の計爾

4) 小学伎を:E体とした大学生との協働作業

5) 長大な模型づくり

6 位獲墳に対する小学生の意識調査

調査はアンケートでプログラム終了後に小学生へ9問、

大学生へ 10間行ったοここでは小学生の住潔境に対する

意識について、 2つの質問と模裂から考察する。

6. 1 名古獲の良いところ，悪いところ

名子古屋に住む参加小学生が、名古屋についてどう思っ

ているかを以下の質問で問うた。

質問ア)名古屋の良いところ、悪いところを世界から集ま

る建築家に伝えるとしたらどんなことを伝えますかっ山

質問イ)30年後の名吉震都心が今よりも住みやすい衡に

なるためには、どうすると良いと思いますかっ

質問アの「名古屋の惑いところ」では、 45.0%の小学

生が f縁(自然)が少ないJと答えている。さらに質問イ

では 56.8%の小学生が f緑(自然)を増やすj と答えた。

{患に「名古、屋の悪いところjでは fゴミが多いj r空気が

惑いj rピノレが密集している」といった生活や自然環境に

詰与する内容が多かった。質問イでは俄に f重量境に優しい

街になるj r安全な街になるj r住みやすく使車!な衝にな

るj といった内容が多かった。

6.2 30年後の名古震都心の模盤

6.1の結果通り、子どもの作った米米の都心は、緑に

あふれた(写真 6-1)。緑を多くする案は小学生の発想だ

と、 7つのグループの大学生が答えたことも分かった。

また各グループの模型は、どこも必ず環境に配慮した考

えがあり、自然環境の長まかな広場や施設を作っていた(表

十 1)。小学生が行ってきた総合学習での継続的なまちづ

くり学習が沼一き、 6年生の最終段階として実践的なアウ

トプット型の住環境学習になった。

7 プログラムに関するアンケート調査

次は、学課プログラムの効果を小学生と大学生につい

てそれぞれ3つの質問から考察し、まとめる。アンケ日

トは程度を表寸4つの選択肢による凶答の他、王型痴を自

由吉己述してもらった。

質問 a) 3日照のワークショップは楽しかったですかっ

波間 b) 3日間のワークショップは勉強になりました

!J~? 

質問 c)苦労したり、図ったりしたことはありますかっ

7.1 小学生の罰答

表 7-1は、回答と主な浬由を凶答数が多い頗に示して

いる。質問aでは、多くの小学生が大常生との協働を述

べており、 i訪日寺iこ「大学生と仲良くなれたj r大学生が優

しく教えてくれたJとあった。質問bでは、模型制作の

大変さが最も述べられており、自分の作りたいものをい

ざ作る際に大変苦労したことがうかがえる。それは質問

cのf苦労した理由をみても明らかであった。だからこそ

質問 aでの「楽しかったJには、大学生と協力できたこ
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とへの喜びや感謝、憧れもうかがえた。

質問bの[みんなの思想の街が分かったことj という

のは、小学生同土ももちろん、大学生の考えを儲けたこ

とも含んでいた。患い描く未来の名古展都心が討の自白iこ

形として現れたことに対し、疑問やす奇主主ではなく納得し、

満足感がうかがえた。

1.2 大学生の回答

表 7.2I立、大学生のアンケート結果である。質的aで

は、概して小学生との活動tこ楽しさを見いだした内海で、

それ以外は少数であった。質部bも同様で、小学生との

活動の中で自らの動き方を存えたり、小学生の発惣をど

う活かすか思案寸る様子がうかがえた。また全体的な様

点として「ワークショップの{t溺運営j という位!答があ

った。

質問cでl士、日割近い大学生が苦労やb困難を認めてお

り、質問bぜ勉強になったという f小学吋ーとのコミュニ

ケーンヨンJI土、同特に持労した点でもあった。特lこ[i:iJ

答のひとつロでは、小学生どの意見のやりとりや指導補

助の最中でどこまで自分の考えを伝えたらよいのか、迷

ったり苦労をしていたことがわかる。

1.3 大学生と小学生の比較

次lこ、それぞれにおいて質問aの回答 fとても楽しか

ったJ、繁閑bの問答「とても勉強になった」、質問 cの

回答「苦労したり飼ったりしたことはあったJという選

択肢だけ取り上げ小学生と大学生を比較すると、関 7→ 1

のようになった。問答数(%)は、それぞれ表7-1、 7-2

に記載淡みである。

ここからは、大学生の住環境学習プログラムiこ対する

姿勢が読み取れる。「楽しかったjに関しては小学生とi司

等な回答数だが、「苦労や闘ったことjに関しては大学生

と小学生では大きな罪者きがある。 7.2で見たように、大

学生は「小学生とのコミュニケーションj が f楽しかっ

たj ことであり「マびj であり「困難」でもあった。も

ちろん小学生問機に協働の模型制作や非日常のプログラ

ム自体を楽しんだが、 r[lj難Jを「学びjに変え、それら

を包指して「楽しかったj と従える真撃な姿勢が全体と

してうかがえる。

ととろで、小学生の;苦労は大学生の頑張りによって減

ったとも読み取れる。しかし図 7-1のグラフだけでなく

表 7-1の小学生の回答を改めて見ると、小学生は質問a

に対し「難しいところや分からないところを大常生と協

力できたからj と環闘を述べている。小学生は、大学生

の助け仇買張り)によって闘難を減らすととができたと気

f寸いている。

1.4 アンケート結集のまとめ

以 tより、今回のような特に奥批代の協織には様々な

関係が内包され、それを受付止め前向きに取り組む過程

が相互を成長させ、学習プログラムとして有効と言える。

8 まとめと今後の展望

8. 1 プログラムの有効性

この住環境学潔プログラムの荷効性は、以 Fのように

まとめることができた。

1) 対象エリアの特性や魅力を士tIった

2) 模型づくりの楽しさや斜窓 I夫を高められた

3) 30年後の名古原都心を考え、 fEいの湾北1の衝を共

有した

4) 小学生と大学生が相互にやび合うことから協織に

対する窓識を高められた

5) 緩い読者間の中で集中して成果を出せた

8.2 今後の震建

今回は本稿を執筆し筆者なりに追求するべきことが得

られ、プログラムの考察としても実りがあった。最後に

それをまとめて性重量境学習プログラムの今後の展裂とし

たい。

アンケートの恒]答理肉では f楽しかったJという苦言

葉を多く見られた。学びのプ口グラムとして、それ

はどう効巣を持ち、または濁迷するのか。

非日常的なプログラムによって得られたものが、そ

の後や11こ掃き、約かされるのか。

ワークショップという手法が様々な領域で活発に

行われているが、特に住環境(建築)のプログラムで

特別な成果や効果があれば、イ'iJであるのか。

ぜひ今後も実践と研究を続けたいと忠弘

く浅>

， 1M (出際議築アカデミー)の中にひ"YA(若手建築家のための

出際フォーラム)とし寸活動母体がある。

誌名古麗都心界綾城夜、名古選滋ウォーターフロント地隊、中

部臨主主都市(中部間際空滋牒辺地R']の3つ。

山本稿以前の筆者の研究から導いたプログラムデザインの手m。
参考文献1を参照されたい。

W 東海地方でテレピ放送が開始される 1954年に作られた、日本

で初めての集約電波鉄第。塔日高 180血。

V 地階は街業臨設やイベントスペース、 H皆は市パスターミナ

ノレと芝生¢公菌、他iこ水の広場などを持つ複合藤設。 2002部オ

ーブン。

vi J艇に、名古康市長、 N同法人「まちの縁側青み隊j代表理事

(現愛知産業火学大学院教授)、名古撲中央大i晶連合発援会会長、

名宙屋都市センター調査諜長。

m これは、 2005年6月に世界から集まる 1FYA NAGOY 

A 2005の寧加者を意識して設定された質問である。

く参考文献〉

1)深津真理建築の学習創作プログラムの手法と効果に関す

る研究、 f住まい・まち学習j実践報告・論文集6、p.II3-l16、

住宅総合研究財閥、引)05.9
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まち育てとしての持続湾能な開発のための教育(蕊SD)
長雨素彦本 1

一こどもと地球の未来のための!学び合しリによるネットワーキングー

キーワード 1)持続可語ブよ詩再発のための教育(ESD)2)主ち育てお学び合い 4)ネソトワ寸/グ百)地域t厚生・共生

住民による自主的なまちづくりとし亡環境まちっく

りや福祉のまちっくりなど多様なテーマをもったまち

づくりがまちで?子わ%1しるようになった。

f環境」と「まちづくり j ということ在併にとれば，

自治体の都市計薗に依拠したような fまちっくり j の

中でも「環境」への配慮や「持続可能なまちづくり j

が言われるようになった。

方，住民による環境をテー?とした自主約なまちっ

くりや f環境まちづくり j I土地域や地球規模での環境

の悪化にともない靖えてし、るが，環境活動的十日い手の多

くi土地域の都市環境や住環境より自然環境や「環凌」

を中心にまちづくりを考えるものが多い。

このような「まらづくり」と「環境J的関係i土地続

での「まちづくり学習j と f環境学資j の擦係にも反

映されており rまちづくり学管」と「環境す習Jはそ

れぞれJsiJのものとして行われており?その多くは「まち

育て」より 3 まちっくりの「学習iや環境の「学育j に

Z重点が置かれている。

さて，一方?地球環境の悪化を背景に f持続可能な地

球社会っくり」が世界的課題となり，世界続殺での教育

ブ口グラムである「持続可能な開発のための教育 (ES 

D) Jが，ヨハネスブノレグザミットロ提起された。その

後， 2002年の民連総会でプログラムとしてと司i車「持

続可能な開発のための教育の 10年」が採択され， 20

05年よワ日本も含めて各阪で浪路されといる。

本稿では，地域でまちづくりや環境活動を「学び合い」

によるまら脊てを中心において取り露呈み，また， l;!il;車持

続可能な開発のための教育の 10年を後進してきた立

場から fまら脊てとしての持続可能な開発のための教

育(ESD)J について述べてみたい。

まず持続可能な開発のための教育の 10年iを概

観 L，その関内での展開について述べる。

次に，崎玉県内で f環涜」の問題在まちっくりとして

とらえる「環境まちづくり」のネットワークを撲関し

てきた環涜まちづくりフォーラム・士帝王左 「持続河能

な続発のための教育の 10年j の取り総みをどうつな

げてきたかについ亡ついて述べる。

そして?このような「環境まちっくり j をもとに「持

続可能な開発のための教脊j を「持続可能な地球社会

づくり」を地域で呉体的なテーマとして「地域得生・

共生」を掲げてまち育ての学びあいを行った試みにつ

いと述へたし、。

最後にこれらをふまえて，まち育亡としての「持続可

能な原発のための教育j をどう育てるかについて素摘

してみたい。

本稿ではこれらを「学び合しリという考え方で整課

していきたい。

「学び??いJとi土「教育」や「学資」という「教え

る 教λ われるi といつに関係ではなく r共に教えあ

う・共に学びあう」というね羽係を持つものである。

(ltl )ま，学び会v、」とは i知識や技術をやぶl

というのではなく?現実からびfTうことで実践的な

f知や伎を生み出す」ものである。そして， r学び合いj

l土単に教育や学習にとどまらず，地域や地球の隣題解決

を位指寸「まち育てjのひとつである。

最後に，ある穣の教育の「教える一教えられる」とい

うi制定的な約係はツソー構造の組織を作り出すのに対

して， r学び合い」の f共に教えあう・共に学びあう j

という関係の f学び合しリはネットワークを形成ずる。

fまち育てjが f市決・行政・企業の協働により，環境

(人工・自然・怒史・文化・産業・制度・情報など)

の震を持続的に夜み?それにかかわる入聞の怠識・行動

も脊まれていくプロセスを指す。 J (注 2)とすれば，

人郊の怠議 行動を育んでいくのは，もちろん，まち育

亡全体のプロセスであるが，その中で教育や学習のプロ

セスも蓮華客であると考えられる。

しかしJまち脊てjでは教育や学潔のプロセスの中で

f教えられる知識技術j だけでなく 1 住民が"共に教

えあう・共に学びあう"ことによる"知や校を生みttj

す" r学び合し'Jが特に重要になる。

本稿l土「まち育てとしての持続可能な開発のための

教育 (ESD)J とし寸ァ…?T'あるが rまちづくり学

習」と f療境学潔」をどのように速機させるかとか，

「持続可能な開発のための教育 (ESD)j というプロ

グラムに「まち育て」をどのように取り込むか，といっ

たものではなし、。

住民が取り組む地域での実践の中から生まれる f学

び合しリとしての「まち予言てJ で f持続可能な地球社

会づくり jのための「持続可能な開発のための教育(E

S D) Jをどう育てるかというものである。

1持続河綾な開発のための教育

測持続可能な開発のための教育の10年とは

持続可誌な開発のための教育とは r持続可能な地球

討会づくり j のための教育であり，従来の環境教育，婚

祉教育，人口，貧除'"健!主といった側発問題を扱う罪害発教

育，平和 3 人権，民主主義!多文化共生といった出産Eを扱

う平和教育・人権教育や諸教育を?持続可能な地球社

会づくり j のためにトータノレに従え直した教育で成人

教育のみならず 3 青少年教育，学校教育も合めたすべて

の教育「展開されるものである。(1il]1-1) 
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ジaンダ判事監襲撃 略奪器殺害署

人様獄事事

高語線機襲撃 (>~ 練習響

{密ト1)ESDのエッセンス(王SO-J)

持続可能な開発の概念は 198 7年にブソレントラン

ト委員会の報告書「我々の共通の未来Jのなかで，持続

可総な開発は J将来の世代が自らのニーズを充足1する

能力を棋なうことなく p現在の世代のニーズを満たすよ

うな発展J と定義されたことに発する。

その後， J 9 9 2年の函連環境問発会議(地球サミッ

ト)において，持続可能な開発の理念が公に合怠されて，

具体的な行動計画として fアジェンダ21Jが採択され

た。以降，持続可能な開発はE話連の会議，国際会言語にお

いて中心約なテー?となり，環境，人口， Jil}1主，策底，ジェ

ンダー，人権などの課題が地球域撲の問題であり?松互

に関連しており，その解決には巳]を超えた協力と参加担

市民社会が必要不可欠であること考えられた。

そして，冒頭に書いたようにヨハネスブノレグサミット

で持続可能な開発を実臆するにあたって日本のNGO

と政府が「持続可能な開発のための教育の 10年j と

して「持続可能な地球社会づくり Jのための教育を全

世界で行うことを提起して， 2005年度から J0年間

の盟連プログラムとして実施されるものであるG

圃持続可能な開発のための教育の10年の

日本での取り絶み

日本でも 2003年に持続可能な開発のための教育

の 10"1三推進会議 (ESD…J)が開発と環境保護を共存さ

せる持続可能な開発実現のためにすべての隙々や人々

が戦略，費任，情報などを共有する「グロ…パノレ・シェ

アリングj を目指 l，環境・開発・人権・平和・ジ

エンダ などにかかわる日本のKGO・NPO及び個人のネ

ットワーク組織として設立された。そして、市民と

NGO・NPCが政府，政府間結i織や民間・私企業などのパー

トナーシッブによって p この f持続可能な係発のための

教育の10年j を推進するとともに?異なる分野のKGO・

NPOが補完しあいながら?持続可能な社会づくりに取り

組むネットワークの構築を臼指している。

f持続可能な開発のための教育の 10年」の摂始の

年である 2005年の 3月6日 fE S Dキックオフミ

ーティングJを，，}Jめとして各地で展開を進めるととも

に，政府への政策提言の結果， 2006年からと喜連・持

続可能な開発のための教育の潟内実施計画が策定され

98-

る予定であるo

J!:tに?各地域のm設と NGOが「持続可能な開発のた

めの教育の10年」のESD地域ミーティングを後述す

る埼五を含めて多くの地域で実施中である。

「十年主』白1在日な開発のための教育の10年Jでは多様な

教l'i山 ;]'llifの緩や様々な分野の活動。コネットワ}クが

形成されないことなど郊題点は多い。

このために持続可能な開発のための教育の 10年推

進会議 (ESD"J)は持続可能な告書発のための教育(ES 

D) Jを浪速から関内まで 資した政策提言や行動計匝!

の江工案や情報共有(普及幣発)などを行ってきた。

これと平行して，アォーラム f持続可能な開発のため

の教育 環境教育と潤発教育を超えるものj などの教

育分野をつなく模索を行い持続可誌な開発のための

教育の10年」に取り組b人々の地波で様々な活動を学

び合うことで不ットワークする丘 SD地域ミーテイン

クやお瓦いの活動を紹介しあい，学び合うこと P広主主ネ

ットワークを形成する ESDブロックミーテイングを

千子っている。

2. "*ち膏てとしてr潔境まちづくりフォーラム=埼玉jと

持続可能な続発のための教育の10年

.r環境まちづくりフォーラム・埼玉j

埼玉県内でも自治体や学校によって環境学務を進め

られることは多く，また， r環境j のIs'動に散り組む住

民やEll体でも活動と平行して学習も盛んに行われ亡し、

る。しかし，これらの多くは環境に関する知識の向 iや

普及啓発とあることが多く，地域の環境の向上のための

学びという性絡のものどった。このような状況の中で

f環境j の問題をまちづくりとしてとらえる県内の

f環境まちづくり」をネットワークずる「環境ま九っ

くりフォーラム・埼玉Jが 2002年に環境活動を行

う市民的手引11口市から始まった。

fこのフォーラムは!“消玉県内の環境まちっくりに

取り粉!t]，あるいは関心を持つ市民・事業者・行政が

堂に会して，おIjいの実践を交流し，学びあい，つながっ

て支えあいましょう"という目的で関係するもので

す。 J (r環境まちづくりブオーラム・埼玉J) 

2005年に東松山市の東松山市総合会館で関かれ

た第 4凶「環境まちづくりフォーラム・埼玉J (主催

第 4fiil環境まちっくりフォーラム・埼玉実行委員会

後援埼玉県?東松山市)を例にまち育てとしての f環境

まちづくりブォーラム・端末j の学び合いについて述

べたい。

このようなブオーラムでは最初に学習のための講織

があるのだが，ここではそれはなく下記のような各ラ←

マ別分科会で，身近な小)11の問題から地球温暖化防止た

守の討議が行われた。

カッパ分科会") 11と人!どんなかかわりを持ってきた"

メダカ分科会"小}11の魅力的な生き物をどう守る"

キツネ分科会"里山で引きw寸・伝える地域の力"

ミミズ分科会"ごみを減らしリサイクノレを1輩める暮ら

しは可吉旨か。"
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マナズ分科会"省エネと創エネの知恵"

ゲケノコ分科会"子どもの勝場所を考える"

その後?これらの分科会を受けて『生活と体験をつな

ぎ!持続可能な地域をつくるJというテーマで各分科会

の代表者がパネノレディスカションを行った。パネルデ

イスカションでは，実際に環境まちづくり，環境活動を

行っている立場から行われた各分科会の具体的な事例

発表・論議をもとに，分野を超えて県内の環境まちづく

りの進め方や f持続可能な隣発のための教育の 10年j

どの掲速について，会場と一緒に討議が行われた。

さて r環唆まちづくりフォーラム・埼玉」では環境

とまちづくりが結びついて「環境まちづくり j となっ

どおり，それが I学び合し、」によって成り立っている。

具体的にいえば Tカッパ分科会Jでは合併浄化構の

問題も取り上げられた。 )11の問題はいわゆる fまちづ

くり j の問題と f環境Jの問題に分けられないのだが，

普通の「環境フォーラムJ であれば合併浄化機の問題

は土木約な fまちづくり j の問題であり環境lでの

論議の対象にはならないことが多い。しかしg ここでは

[fiJじ分科会の魚の生息、の状況に関する論議と間じこと

として，県、の土木関係者も交えてこの論議を行った。

このような問題を「銀行預金援Jの教脊(治 3) で

は f生物教育J， f土木j の教育 i環境J教脊のよう

に分野別にとらえるが r学び合しリとしての「カッパ

分科会」では r)11を取りまく環境j と「魚 Jや「合

併浄化糟」を)11という呉体約な「場所，事(トポス)J 

のもとに学びあっている。(図2-1)

同|学び合い (E

r 1A~JlI トV問i
1 111を取りまく潔境

i教育(銀行預金裂の教育) ，'， 

/了¥
環境，土木

{図2-1)学び合いと f場所，事(トポス)J 

また r環境まちっくりフォーラム・埼玉」のプロセ

ス自体が学び合いとなっている。つまり 3毎年間催地の

住民が行政や企業と協働し，その地域の f環境(人工・

自然・歴史・文化・産業・制度・情報なと)Jを守り

育てている人やE主体や{患の地域の環境まちづくり関係

者を中心に実行委員会がつくられ，開催地と他の地域の

問題を f共に学び合い 1 お互いの実践を交流し，学びあ

い?つながって支えあってj いる。そしてこのプロセス

はある穣の教育のように f知識や技術を学ぶj とし、う

のではなく，ミミズ分科会のように現実から学び合うこ

とで実践的な f知や技を生み出す」ための「学び合いj

を生み出している。

「環境ま色づくりブオ】ラム・矯主j は rテーマ」

と「場所，事(トポス) Jのもと環境まちづくりの実践

-99-

的な「知や技を生み出しJ，{I邑の地域にいる人々と「共

lこ教えあう・共に学びあう j という関係、によりネット

ワークを形1&するとし、う「学び合いによるネットワー

キングj の旬、理で千iわれている。

言うまでもなく 1 各地でlfわれているまち育てのフォ

ーラムもこのような「学び合いによるネットワーキン

グ」の原理で行われていると考えられる。

量持続可能な線発のための教育の10年さいたま

地域ミーティング『持続可能な社会を協舗で築こう!J 
この f環境まちづくりフォーラム・埼玉」の活動と

地球規模の環療の問題や他の持続可能な社会のための

活動や教育をつなげる仕総みとして， 2004年 12月，

埼三玉県東松山市の市民文化センターで r持続可能な開

発のための教育の 10年さいたまミーティング F持続

可能な社会を協働で築こう!~ J (主催「第4沼環境

まちづくりフォーラム・埼去」実行委員会持続可能な

開発のための教育の 10 年推進ブ口ジ，~クト 共催

f持続可能な隣発のための教育の 10年j 推進会議

(ESD--J)を開催した。

まず，“「持続可能な開発のための教育の 10年j っ

てつ"というテ…γ で，解説や;<;{71)及びこれからの進め

方などのレクチャーがあった。

次に，さいたまでの取り組み報告として， r地域で持

続可能な社会を築こう」と題して， ) 11口市民環境会議よ

り「埼玉エコライフデーJの取り総みの報告と，東松山・

環境市民の会と東松山市より，協働で行う環境活動とし

て「環境から福祉 ホタんから平和ω¥ 足元からはじ

める丘 SDJの報告があった。

そして r若者と持続可能な社会を築こう j と題して

3 組の報告があった。東京鼠際大学下~~ゼミナーノレよ

り，フィリピンにおいて，韓関と現地の学生と地球市民

になるための「問題解決型」現場体験プログラムに参

加し，日本での産業廃棄物問題への取り組みの報告。彩

の医i学生ボランティアネットワークによる自主的な福

祉ボランチィアの活動と学生ネットワークについての

報告。そして対話プ口ジコグトと自由の森学隠高等学

校イラク対話プロジZ クト実行委員会の高校生より，バ

グダッドとテレビ電話で語り合い中目立混解を深めた事

例の報告があった。それぞれの報告に対して活発な質

疑があり， ES Dの論議が深められた。

開発教育協会コースのブアシリテートにより参加者

全員が 5つのグノレープに分かれ，ある地域の地図をもと

に f持続可能なまちj を作りあげるワークショッブを

1'Tった。

白地凶の上lこ参加者がローノレプレイにより，環境，機

社，まちづくり，間際理解，障害発教育，平和などの多様な

視点を折り込み「持続可能なまちjの検討を行い，その

後 I現実のまちJと比較して問題点，改静点を論議し

た。

ここでは自治体と市民の協働はもとより，若者，大学

生や高校生などの発表とワ w クショッフ。が若者の参画

で行われて!それを大人も学ぶという学びあいの f異世

代協働」による「学び合しリが行われた。

2006年{主総研「住まい・まち学習J実践報告I論文集 7



(写真2-1)r持続可能なまちJワーヲショッブ

そしと?この ESDさいた土地域ミーティング l持続

可能な社会を協働で築こう!Jは先述の f第4U"J環境

まちづくりフォーラム・埼玉Jと連携し f時五工コラ

イフディ・持続可能な開発のための教育の 10年推進J

のテーマを共有し，その推進の学び合いネットワークを

形成する機会なった。

3 持続可能な社会づくりの学びあいとしての

持続可能な路発のための教書

さで 3 ここでは「環境まちづくり i と!持統可能な開

発のための教育」を f地域再生・共生」というまち育

てにどうのようにつながげるかという試みについて，ま

た，それが「学び合いによるネットワーキングj とどの

ように関連するかということも含めて述べてみたい。

置さいたまグワーン・ヱコツーリズム協議会

f環境まちづくり j を発展させ持続可能な社会っくり

を目指すために環境まちづくりフォーラム・崎玉など

でグリーンツーワズム，エコツ}ワァJムが継絞約に検討

されていた。

2 0 0 5年4月にさいたまグリーン・工コツーリズ

ム協議会(現 埼玉ツーリズム協議会)が環境まちづ

くりフォーラム・埼まなどに参加している環境防体や

グリーンツーリズムを志向する市民毘体!まちづくり，

コミュニテイビジネス， SOHO，地域通貨， ESDなど

の臼体が参加し設立された。

f士令玉県でもグリーンツーリズム，エコツーザス、ムを

推進していくために，この度さいたまグリーン・江コツ

ーリズム協議会を立ち上げたいと思いますο

また，地球思暖化防止や今年から始まる「持続可誌な開

発のための教育の 10 {ド」のさいたまでの活動にも貢

献いたしたく，ここに，関係各位のご理解・ご支援をお

験し、する次第ぞあります。 J (rさいたまグリーン・

工コツーリズム協議会設立趣旨j ) 

グリーンツーリズムとは農業環境の保全・農業擬興

のために農村おける農村資源、を活用した観光要素も持

った「参加型の学習・実践と地域交流j のことで，工コ

ツーリズムとは 3 自然環境の保全・地域桜興のためにヲ

自然環境などを損なうことのない}自然を対象とする観

光要素も持った「参加型の学習・実践と地域交流j の

ことである。

ここでは rグリ}ンツーリスム.:::c.コツーリスムJ

というテーマで環境やまちづくり団体に加えてグリー

ンツーリズムを志向する市民団体?コミュニティピジネ

ス， SOHO，地域通貨などの閉体が協働し「学資と地

j或交流JIこより f学び合しワによるネットワーキング

を[liJっている。

しかし，ここにいくつか潤題がある。

まず環境まちづくり j と f持続可綾な開発のため

の教育」では「持続可能な社会j などの共通子…マで

の「学び合いによるネットワーキングj によっピつな

がることはできたが持続可能な地球社会づくり Jを

地域でまち育てとしていくには?今までの「まちづくり j

の文脈をどのように考慮して，どのように伝えてむけば

いいのだろうか。

もちろんヲ良治体の都市計 i艇に依拠したような「主ち

づくり」の中でも「環境」への配慮や「持絞可能なま

ちっくり j が言われるようになったのだが 0 ・

もう一度，ここで r社会開発j と「朝日市開発」に立

ち戻ることにした。

「社会開発j さは社会の近代化にともない f持者発j

が進み過開発 I(Overdevelopment)になり弊 t喜が多

く r持続可能な開発Jという調和の取れた地域づくり

を必要とされるようになった。

f都市開発j では蕎srliイヒにともない f都市開発;

(Urban development)が進みp 再開発 (Redevelopment

)を必要とされる状況にあったが，その「再開発」が問

題で，そして r都市再生j という誠和の取れた都市・

まちづくりを必要とされるということである。

この f都市再生j を都市に限定することなく地域

f再生j するというテーマは「持続可能な開発j とも

合致するので f地域再生・共生j ということをァ…γ

として始めることにした。

また，しかし，地主主でまち育てを11うのには共通の

「テ】マ」だけでは分かりにくく先述の具体的な共通

の f場所!事(トボス)Jが必要であるのだが・

軍人・森・地域いきい昔フォーラム

ω 飯能市小岩井・自由の森で考える

さいたまグリーン・エコツーリスム協議会(現 続

三leツーリズム協議会))は 2005年9月 18日?飯能

市の自由の決、学鴎で「人・森・地域いきいきフォーラ

ムj が燃催した。

このフォーラムは l飯能市小岩井・自由の森で考え

る」というザブタイトノレぞさいたまグリーン・エコツ

ーリズム協議会と自由の森学閣の共催(後援 飯能市

教育委員会)で聞かれ7広大な森林を抱える飯能市で森

に爵わる閏体と特色ある教育を行っている自由の森学

鴎とさいたまグリ…ン・エコツ}リズム協議会が f森

と地減再生・共生」を参加者とともに持続可能な地域

づくりを考えるものである。

オープニングでの挨拶に続き j セッション 1 r自然と

子どもたち 潔境教育の現場からjが行われた。コー

ディネータ…の自由の森学関高校鬼沢校長より自由の

森学腐の紹介， I母校の生徒による地球市民講座ドイツの

環境教育の報告，自闘の森学閣の林業譲R#.の報告，自由

の森学繍の菜の花プロジェクトの報告などがあった。

同校には自由選択講座という制度があり地球市民5草原
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や林業譲渡はそのひとつであり，生徒は自由選択議織の

林業講巡として森林保全活動や鉱毒により死の山とな

ったJl~!ß ずの横林への参尽などを行っている。また，菜

の花を生かしてi由岐戸すでの資源循環サイクノレを行う

「菜の花ブロジ ιクトJを自白の森学繍発地域連携で

計画しており実際に休耕中の畑を地フーむから借りる予定ー

との報告があった。

kッション 2 f水と殺の活用」ではコーディネータ

ーの長]協議会の山本正史氏lこより持続的な士官j或の環憶

保全・向上のためのコミュニティビジネスの佼霞つけ

が語られた。 J休業家で f木5装工主」の弁1:::1享治氏ょの議集

林の現状と活用として日本の林業や飯能一帯干の士車場設

材である f西)I!材iの現状や森の持つ環境約機能が話

され f素木(すき)の会」の吉野勲氏より絡環資材で

ある地場産材を見直して伝統的大工技術・木組みによ

る百年住宅をつくることで森や環境の保余を行いj 木の

文化を再興と生活に立脚した住まいっくりについて諮

れた。

セツンョン 3 f t由岐再生を考えるj では主催 NPO法

人本の家だし、すきの会の鈴木進代表によるコメントと

埼玉県全域での木の応用，森の再生とまちっくりに取り

組みを語った。

その後!悶協議会のファシリチートより参加者全員が

5つのグノレーブに分かれて「地域再生を考えるj ワー

クショッブも行われた。このワ クショッブでは高校

生と「住まい手J， fっくり手」の大人が 絡に「地域

再生を考える Jt!f案をつくり発表した。

(写真3-1) r地域再生を考える」ワーヲショップ

会場外では当主tと参加限付三で展示がれわれ?各セッシ

ヨンでも活発な質疑があり論議が深められた。

f人・森・地域いきいきブ庁ーラム」ぜは地峡でま

ち脊てを行う[テーマ」として f地域再生・共生j と

先述の「場所，事(トボス) Jとしての「議j で「飯能

市小岩井・白由の森で考える」を提示した。

ここでは r環境まちづくりブオーラム・埼玉j の

け11J f黒山 J にあたる f森J在キーとする「木」な

どでの Iヂび合いを行い 7 高校生や中学生などの発表を大

人も学ぶという「学びあいj とワークショッブが殺害ー

の参画iで行われることで地域と学校との f学中上融合」

による「学び合しリノ戸行われた。

さらに!この f人・森・地波いきいきフォーラムJI土

「埼玉{主主い・まちづくり交流浪j (ヨ催す共催 建築

学会関東支部埼玉支所3対「司法人いきいき崎玉)の「森

と都市の共生流域連携を模索寸るJ (主催 NPO法人木

の家だいすきの会 協力 jflj)111ぷ域森林組合 後援務ii

県)との連携をoった。

この f埼玉・住まい・まちづくり交流展」は f県内

の{主まい・まちづくりに関係しているNPO，大学3 専門家，

自治体がそれぞれの結び付きを深めるとともに，住まい-

まちっくりに関心を持つ市民iこ対して，時墳の活動事例

の裂示やセミナーさ事を問機」する園出Jで行われしている。

ここではまちづくり[l]休，県内大学， NPO，自治体の住ま

い-まちづくり報告や提案， NPOの汚動ノぐネノレ，機社・高

齢者住宅の改修などが行われている。

この f殺と都市の共生」を主催したNPO法人木の家だ

いすきの会は f{主主い手と 0J(木材産地)とのネット

ワークによる家づくり j 】 f住まい手とっくり手の藤が

見える家ザ〉くり」を目指すNPOで1以前から住まい手?

林業家3 建築家夕方詰工者が Ii，いに述燐，協力しながら家づ

くりと森づくりをすすめている。

f持絞可能な社会を協働で築こう 1. ¥が「第 4@]環

境まちづくりブオーラム・埼王j と連携していたよう

に r人・森， 1也j書記いきいきアォーラムj と f森と都市

の共生j が f地域再't・共生」という「テーマj の連

携ばかりでなく、 「森Jという具体的な「場所，事(ト

ポス) Iの中で fネ:Jや f家J， fまちj について f{主

まい・まちづくり j と fグリーンツーワズム・エコツー

リズムJ 環境まちづくり j の担い手と f住まい手J

「っくり手」との「学び合いによるネットワ…キング」

のきっかけが生まれ， ) 11や笠山から森を通りまちへ向か

う回路が開けた。

4 地域の実践の学び合いから

持続可能な梼発のための教普をどう膏てるか

「持続可能な開発ための教育の 10年j の推進にあ

たっては?と自連・ 1 ネスコぴ)1訟指害実施百十爾や関連大学の

J持続可能な槻発のための教育 (ES D)推進拠点

(RCE) j も制定されておりヲ政府の持続可能な関発

のための教育の包件H則前十爾築では「国民・家庭j か

ら「自治体Jまでの多様な kクターへの f燃待される

取り組みj が番かれている。

2006年 2月 4日時点の持続可能な開発のための

教育の 10年推進会議 (ESD-J) のESD地域コーディ

ネーターミーティング Cは f既存のNGOなどのネッ

トワーク J i地域のや問機関J， f大学・研究機関

f市民と自治体のパートすーシッブj などがそれぞれ

中心となって推進するという 4つの実施モデルが実伊!

と共に提案された。

これら国際機関，政府， I認内諸機関・企業，そして市民-

NGOが相互に補い合い，また， j霊祭し主主び合うことで

持続す[能な開発のための教育を生み出し，そして「持続

可能な地味社会づくり」が行われる。

またす言うまでもなく「まち育て」の試みは多様であ

り，ここで語りつくすことはできないc

最後にこれらをふまえて地域の実践の守ぴ合し、から

「持続可能な開予告のための教育 (ES D) j をどう育

てるか素描してd乍たい。
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「教育プログラムとしてのES DJ というものが存夜

する。これは， r j持続可能な開発ための教育の 10年j

などの関連・ユネスコのプログラム，政府の言十爾や各セ

クターでの持続可能な社会づくりのための教育などの

ことである。

これに対して「行動・活動としての ES DJ も存在

する。これは，まち育てや地域の実践的学び合いのよう

にあえて ESIlと呼lまない行動・活動であり，不可筏の

ESDというべきものである。

「教育プログラムとしての ES DJ としての「関連

持続可能な開発のための教育の 10年j でいう「教育j

とは現在の教育に新たに加えて行うものでも，こどもの

学力向上の教育や大人の教養教育ではなく，こどもや地

球に未来がなくなりつつある「持続不可能な社会Jを

現在行われている環境教育・福祉教育・平和教育・開

発教育・人権教育・多文化共生教脊・ジェンダー教育

など様々な教育(函1-1)と地域のまちづくりや多様な活

動がつながって地域で持続可能なまちをつくり，そこか

ら持続可能な地球社会をつくるための教育のことであ

る。

「行動・活動としてのES DJ は冒頭に述べたよう

に住民が多様な協織で行う環境まちづくりや福祉のま

ちづくりなどの多様なテーマをもったまちづくり活動

の中で，大上段に構えず地域の課題を共有化し解決に向

けて学び合い，人と人，地域と地域を結びつけるつなぎ

役となっていくまち育てのことである。

そして，この「行動， Ifli動としてのES DJ としての

「まち育てJ • r地域の実践の学び合し、j と「教育ブ

口グラムとして E S Dj としての「持続可能な隣発の

ための教育 (ES D)の 10年」とが地域での具体的な

活動，小地域活動やまちづくり塾，フォーラムやワーク

ショプなどの「どオトープとしての学び合いの場」

u主4) で，特には対立し，それを対話や実践によって

超えるプロセスを一緒にっくりあげる。そしてこの

「学び合いJによるネットワーキングが地域から地域

へ，そして世界へと広がっていくだろう。(図恥1)

Cli問ブ月グ?ytE3PJ!寸
|得手町 対立 i:::t:: r対話| 信環l

l岡高と~"(O) E S DJ :c_) 
(図4-1)ESDの「学び合い』由プロセス

このことをふまえて， rまち育てj とし亡の f持続可

能な開発のための教育 (ES D) Jを，これから「こど

もと地球の来来のためのまち育てであり。いろいろな世

代や分野のひとがつながり，書くのまちがさらに良くな

りつづけるための学び合いj としvて創っていきたい。

水"存続引帰化械が}立川城 fi'"，n斗た '¥1， 

さて、本稿を終わるにあたって rES Dさいたま地

域ミーティングj の参加者からの感想、を引用したい。

f学び合し、」のネットワークによる「こどもど地球

の米31そのためのまち育てj については、これらの言葉

がすべてでもあり，そして，これが始まりでもある。

「良かったです E いろいろな世代や分野がつながる

ことで，地域が良くなる可能性が広がるんですね。もっ

といろいろな分野の方とつながりたいです。 J (学生)

「高校生や大学生も獄ザ緩んでいることに強〈感心し

ました。民本の未来は明るいけ (社会人)

帥 'nkglobally act locally ESD 
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であるかのように貯めていく j といって批判し，互いの
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仕事の傍らさいたまで持続可能な開発のための教育の 10年の推進を行い、環境
活動に関わっている。持続…可能な開発のための教資の 10年挨進会議の会員でもあ
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してまち育てや地域通貨， NGOなど活動を行っている。
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住民の自主防災活動から始める緊急対応型防災まちづ

くりの実践報告

一密集市街地 i地区における住民ワークショッブ活動ー
ff]r宇貢.，

キーワード 1 )災害シュミレーシヨン 2)まち歩き 3)地域協働 4)妨災マップ

5)地域の学生参加

1 はじめに

密集住宅市街地の紡災性の低さについては、 i坂神・淡

路大震災によって言正明されている通りである。本報告は

平成 16年 12月カミら約半年間大阪圏のN市 1地fKにおい

て、住誌が主役となり取り組んだ「緊急対応型防災まち

づくり j活動の紹介である。

2 活動の概要

我が国のような地震多発留の木造密集市街地等におい

ては、道路の繋燐や主主替の耐震化等を進めるとともに、

こうした整備が進むまでの間は、地域コミュニティの形

成を関りながら、地域住民の自助・共助により、自らの

生命と財産を守うていくことも重要である。

本活動は、阪神・淡路大震災後 10年という節院を機

iこ、こうした地域住民の取組みが促進されるよう、木造

密集市街地を多く抱える大阪府内でそデ/レ事業を実施し

た。活動を通じて得た知識は皇室哩発表することにより、

これから自主紡災のまらづくりに取り組もうと考えてい

る多くの地域的活動に資することを目的としている。

当地!zでは自治会役員や防災活動に興味のある者約

35名が、学識経験者、府・市の密集担当課、第三セクタ

一、コンサノレタントの協力をえて、ワークショップ形式

で紡災まちづくり活動に取り組んだ。

3 自主防災まちづくり活動の包的

( 1 ) 防災まちっくりのあり方

① 地震で大切な命を落とさないために

阪神淡路大震災でも明らかになったとおり、震度 7以

上になると死者の数が格段に増えるので、第 に考える

べきは大規模な地震にあっても命を落とさなし、工夫であ

る。そのためには、自分でできる対策を自頃から実践す

る必要かあり、日々の対策の穣み主主ねが、いざという時

の防災につながっているといえる。

また、震災時は、助かった人がi百1m，!に最初の救韻J者に

なる。 行政による救助よりも、むしろ住民相互の救助が

重要となることから、日頃から地域の人々とのコミュコ

ケ--/ヨンを[怒りつつ、互いに[嘉力し合う日頃の防災ま

ちづくり活動が大切となっている。

② 被災しても被害を最小限に抑えるために

ア)身近な妨災対策を住民自身で実践する必要性

震災による被害を抑制するためにまず第 設機として

考えるべきことは、住民自身による初動期の対応が主主主主

である。そのため防災訓練など日常的な取り組みが重要

となり、自分密身でできる対策(逃げられる安全な空間

の確保、家燥の耐震性のチェック等)を蓑3廷に実践する

こととともに、地皇室に鍛えて避難場所の確認や防災言繰

等をしっかり行っておくことが必要である。

イ)補強や補修、建て替えによる建物の防災性能の維

J寺・向上

阪神・淡路大震災の被害を増大させた要じ自の っとし

て、建物の老朽化やメンテナンスの不備によって耐震性

が著しく低下していたことがあげられている。

それを最小限に抑えるにはまず居所の安全を確保する

ことが重婆となり、そのためには、特に老朽木造家践の

建て替えや補強が必要であり、それがひいてはまち全体

の安全性の確保につながっていくといえる。

また建て替えによらずとも、建物等の維持管濡や補修

をしっかり行うことが、耐震性を維持することができる

とともに、常日頃から地震に強いまちの形成に向けての

役を担うことが可能となる。

ウ)被害の拡大を長小限iこ抑えるための妨災まちつく

り

火災が発生したときに仮に初期、出火で防ぎきれず主E焼

が拡大した場合には、地域の住民が確実iこ避難できるこ

とと延焼を最小限に防ぐことが必要である。

そのためにはブ口ツク塀等の危険物の除去、狭除道路

の整備や消防水利の整繍など地15<:レベノレの防災まちづく

りにより安全なまちに改善していく必要警がある。

③ 地域の生活環境の震を高め+てし、くために

防災iこ対象を限定してまちづくりを考えるよりは、む

しろ日々の生活潔境の向上を円指した取り総み、すなわ

ち、「住みよさの向上の結果として防災まちづくりがi主

主けという発想、の方が、結果的に防災にもつながってし!

くとの認識が重重要となっている。

川(財)大阪府都市整備推進センタ一 読査役
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④ 地域の協般による防災まちづくりカ必忍

ア)地域の日頃からのコミュニティの醸成

震災に対しては、自分だけ照心していてもまちを守る

ことはできない。自分たちの住む地域の被害を少なくす

るためには、防災を地域全体の問題として共有化してい

くことが重要であるといえる。

このため、地域での日頃からのコミュニケーションを

重視するとともに、地域が協働して防災まちづくりを進

めるための拠点、の確呆や、まちづくりを支援するネット

ワークづくり等が必要となる。

イ)行政への遜度の依存に対する見直し

特にj波神・淡路大震災では、行政が対応しうる消紡能

力を超えて、火災が向時期に発生したり、ライフライン

が断絶して消防水利が活用不可能であったり、著しい渋

滞のために救助救援活動に大幅な遅れが生じるなどの事

態が見られた。

このため、震災特において、行政の対応には限界があ

ることを認識し、これに頼ることなく…人一人の住民自

身が自分たちの手で防災対策を実践することの必要性を

認識する必要がある。

( 2 ) 地震災害のメカニズムと紡災まちづくり

仮に阪神淡路大震災クラスの大規模地震が発生した場

合を、羽寺院職で考えたとき、被害の拡大に伴って、敷地

レベノレ~都市レベノレまで各レベルにおいて防災対策とし

て何が必要かを検討することが議要となる。

住民が主体となって取り組む防災まちづくりは主に地

区レベノレまでが対象となり、都市レベノレまで被害が拡大

してくると行政主導の防災対策のウエイトが高くなって

し、く。

(3 ) 防災まちづくり支援システムについて

防災まちづくり支援システムは、過去の地震災害から

の教訓から地区レベノレでの防災性能の向上を最終的な呂

襟としている。GIS(地理情報システム)上に地区の現況お

よびまちづくりの計画案を表示して、それぞれの防災性

能を評価することで、計画案を上七較評価して紡災まちづ

くりを支援することを治的としている。

GISを活用することにより、道路の拡幅やrfi道建物の

不燃イじなどの計画案と地区の防災性評価をピジュアノレに

表示することで、住民にもわかりやすい表示することが

可能となることや、言十磁祭を繰り返し検討することが容

易になることが特徴となっている。

防災性能の評{語では、第1に、木造密集市街地におい

て火災が発生した場合に火災が延焼・拡大してし、く延焼

危険性の評価と、第2に、大地震の擦に建物が倒壊す

ることにより道路の通行ができなくなることによって生

ずる、住民の避難および消火・救出・救護活動のffJ難性

の評価、という 2つが主な機能となっている。

4 ワーウショップの実践結果

(1)防災まちづくりとワークショップ全体の流れ

防災まちづくり支援システムの地域住民参画を基本と

して行政とー絡になってまらづくりを検手付一るツールと

して活用し、住主主と行政の協鰻jの下iこまちづくりを進め

る場としてワークショッブを罰催し、[gJlに示すような

流れで段階的に防災まちづくりを進めていった。

i伸明畑、三 II榊持軍事切符押さ

-v 自鎖性夕立主主広摘発経茸童客

機射す努智つはュいンョン

市静也茸撞総味揮枠JイミュレーンψL

よるYィ トツもノク

図 1 ワーウショップの流れ

(2)第 1段階 地震防災のまま礎知識を潔角草する(第 1

回ワークショップ)

防災まちづくりの第1段椅としてまず重要なのは、住

民の一人…人が災害のメカニズムと防災対策に関する知

識を正しく理解することである。まちっくり活動の初郊

の段階では、住民が自発的かっ主体的に防災まちづくり

へ取り組む機運を醸成するため、自分の住む家の宣言全性

や近隣の生活苦著者主など、住民自身が興味を持つような地

域の身近な問題から認識し、まちづくりに取り組む姿勢

が必要となる。

第 1関ワークショップにおいては、 fll1:i1K知識の理解J

「身近な防災環境の認識Jという第 ステップで実漉す

べき項目について数壊した。

① 地震災害の基礎知識と防災まらっくり知識の学習

身近なことから地震防災への取り組みの必婆性を潔解

することが重要となるので、以下のような手法を用いた0

.基調講演の開催

神戸大学日教授「地震災害をみつめなおす 阪神・淡

路大震災の教郡1-J 

府工高等'1教授「既存ストックを活用した災害特避難

自主防災 J 

-地震災害の実態を実感できる機会の提供

地震災害の怖さや実態を出来るだけどジュアノレにわかり

やすく理解する機会をもうけるために、阪神・淡路大震

災の符里見ビデオを上映した。

-防災クイズなと、楽しいツーノレの活用

災害時の行動を磯認するにあたり、参加者が楽しみな

がら防災を考えることができるよう、クイズ形式で実施

した。

② 自分たちの住む町の身近な生活空践を対象とした

防1災学習

・居住地減の防災施設の確認
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防災意識の儀成をはかるために、地区の白図をもとに、

居住地域の防災施設や各自の避難経路などの確認する作

業を行った。

・鰭易樹震診断

もうとも身近な取り組みの一例として、我が家がどの

程霊安全かを確認するため、籍易耐震診断の資料や、ソ

フトの品目介を行うた。

③ 防災調達資料の紹介

市発行の防災ガイド、家具の転倒防止パンフレットを

配布した。

④ 住民意識の把握

各t'):市皆において住廷の際心がどの程度あるかを把握す

るためアンケート調査を行い、住畏の防災まちづくりに

対する意識を把濯した。

(3 )第2段階まちの現況・課題を整甥「る(第 2@]

ワークンヨツブ)

現状のまちの防災性能を正しく理解することが必要で

ある。自分たちの住むまちの状況を抱握し、紡災上の観

点からの市街織の危険性、防災性能を理解し、防災まち

づくりを進める上での課題の整理を行った。

① まちの危険性を知る

自分の{主む防庁の危険性を正しく知ることが重要です。

地震災害に対する市街地の紡災性能を客観的に犯握する

ため、防災まちづくり支援ンステムを活用し、現況rn街

地について防災シミュレーションを行い、まちの地主聖火

災に対する危検性、避難や干高妨活動;こ対する E層難性を'~~

識した。

② 自分たちのまちを点検する

妨災上の観点で点検すべきまちの要素、点検の視点を

あらかじめまとめておき、次に、現況市街地防災シミュ

レーションで明らかになったまちのウイークポイントに

ついて実際に現地のまち歩きにより確認し、必望書な対請を

索を検討する足がかりとした。

その際、自分の住む釘の近隣が防災上どのような危険

性を有しているかを纏認するなど、身近な生活環境の課

題を見つけ出すことで住民自身の問題としてとらえても

らうことが重要です。ここでは、その題材ーとして、第 1

回ワークショッブので確認していただいた自分の家から避

難地に笠るノレ】トがシミュレ一戸ヨン結果でどうなった

かが判断できる資料を配付し、まち歩きをfjし、ましたc

③ まちの繋備課題を数理する

ワ}クシヨソブを通仁て、出てきた市街地整備課題を

図2のように整理したA

事配布嘗醐端緒曽野備とまちづ〈開港開

現!ti若手商 鯨安調

医2 現況市街地の防災性評価とまちづくりの課題(例)

(4 )第3段階 まちの将来像を考える(第3凶ワ…ク

ンヨツ7)

現況市街地のシミュレ』ションやまち歩きなどで明ら

かになった市街地の防災性能の弘状を踏まえ、地域に必

要な対策案について検討を行った。検討は、グループワ

ークでの協議と、将来のまちの計商業でのシミュレーシ

ョンを用いて行った。

① グノレーフ。ワ』 ク

入と防災未来センターのS氏による基繍講演 f日常生

活や地域活動から防災・減災を考える 地域防災カを向

上させる持続的な取り組み _'J による、ソフトによる防

災対策の重聖書性の認識の上で、現況のまちに見られる課

題を改善し、住民の防災窓識を高め安全で安心できるま

ちにして行くために必要となる対策を、主にソフト函か

ら考えた。

-現況の諜題への対策

災害時の備えについて

災害時の行動について

集合場所、避難路について

なお、検討した内容を、紡災マップ、防災ノレーんとし

てとりまとめた。

② 将来のまちのシミュレーション

将来のまちの言十幽案として、ハード整備により紡災性

向上を!到ったまちのシミュレーションを見て、事業の防

災上の効果を確認した。

都市計画道路の整備計爾や地区整備計劉など市がIl'tlこ

作成している市街地整備計画等を踏まえ、戸別住宅の不

燃化更新が進んだ状態の延焼ンミュレーションや、生活

道路をお1、憾整備した時のアクテイピティシミュレーショ

ン在行った。
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図3 6時際後の延焼範密凶

ア)建物の倒壊紡止

昭和 56年以前の木造建物の耐震構強や建て替え(共詞化

含む)を促進することにより、死亡者やけが人の減少、

出火件数の減少を殴る。そのことにより避難や消火・数

日1・救護活動のための道路の閉塞を防止できるの

イ)延焼防止

延焼を遮街・遅延する広幅員道路を整備だけでは、延焼

の遅延効薬はあるが、延焼の完全な波新l主的難である。

併せて沿道建物の不燃化・中高層化 (3階以上)を行う

ことにより効果を高める。

ウ)消妨活動

消1汚水利として、適正な水手iJを配置、梼Z面(古J11)に

取水可能な場所の健保、耐震性貯水槽を設置、外間道路

から消防水利4、のアクセス道路の整備を図る。シミュレ

ーションを行って、消防水利へのきjlj濠幽難性が低くなる

道路幅員を求める。

エ)避難行動(一時避難場所)

--1時避難場所へ避難BS難な建物が広く分布する場合、そ

の解消のための道路を整。吉する。

シミュレーションを行って、 時避難場所への到達密集在

性が低くなる道路幅員を求める。

( 5 )今後の活動について

3a認のワークンヨツプを通じて、参加者が得た防災に

関する知識、，CA:存えなどを地区の住民全員に周知を図り、

今後もこのよう右、活動を継続していくためにはどのよう

なことが必要となるか、その方法について考えてもらっ

た。

まちには、隣近所にはお年寄りや儲害者がし、る。被災

時に…次避難所まで、倍々による避難ではこれらの方が

逃げ遅れる可能性がある。そのため 30戸程度の各班で、

予守家駐車L場などのさEき地を一次集合場所lこ決めて集合し、

安否確認の上、集BJで避難活動をしようという住民の共

5 結論

ワ…クショップ終了後も、Q)まちづくりコンサルタン

トを招いて{主廷参加のまちづくり検討会、Gl妨災意識の

啓発活動や治元高専校学生との交流による住廷防災意識

のアンケ〕ト識変実施、③ φc集合場所にその憶のアつラ

カードの設援、ぐD自治会役員が講部となって自主rí}j~の

勉強会など、と続いている。

このようなj防災まちづくり活動の結巣、住誌が地域的

住民参加のまちづく旬に目覚め、地級で高曲者者やハンデ

ーあるカーを支えながら、災害非常持の場部でも助け合う

という住E主的での共助の思想、が生まれたといえる。妨災

意識の啓発行動や、穣滋約な滋難訓練参加、水路など一

斉清掃での防災活動を実銭するとともに、平常時のまち

づくり活動の場習でも住民の積越的な発言や行動につな

がっている。また地域の学生が地域のまちづくち i活動に

参加することにより、専門家や行政と住弐のf昔?に格互の

コラボレ ションがi濁られるきっかけにつながった。住

民は対行政iこ注文するとしづ圧力回体的行為ではなく、

自らのできるところはできるだけ f自紡」 で、行政lこ依

存しなければ実現できないところは「公助j で、そして

その絡は出分たち相五の f共助j でという盟J患がしっか

り線付きつつあると思われる。

陸4 防災マップ

効意識ができた (BJ4)。 くまち歩き写真〉

く参考文献〉

自主紡災から始める緊急対応型防災まちづくり報告書 H17.3
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自ら続けられる(持続可能な)まちづくり活動目指して

一泊原町デザイン会議の果たす役割一

高橋 八州北こ郎"

キーワード 都市再生モヂ凡尋喋持続可能なまちづくり まちおこしワークショッブ
まちづくり 搬動的まちづくり

1 街涼隠了はどんな町つ

①位置と地域特彼

回原町界隈は、福井市中心市街地の北西部に位置し

ており、 10の自治会区からなる約 1，000世帯、 3，000

人のエリアである。

区域内iこは箇立法人福井大学y 県王立藤島問校などの

教育機関、果立博物館、市立図芸書館，フェニックスブ

ブザ(多目的文化ホーノレ)等の文化締役等が集中して

古地している。

また、全長約 600mの回線針了間庖衡が地区の南北を

抜けている。通称田原町通りに線状にrs舗が立地し、

近隣住民の日用品や食料品販売等のサービスを提供し

ている『近隣喧ーピス型』機能を有する商庖衝である。

田原町といえば、「サラダ記念日 j で 280万郊のベ

ストセラーになった歌集を書いた作家の f俵万智j を

，思い出す。実際、彼女は父親の校事の関係で福井県武

生市(里見、えちぜん市)で生活をしたことがある。以

前は f俵万智グツズ」を作ろうと検討したことがあっ

たとカミ。

この街底衡は昭和 39年iこ商底街擬興組合として発

足、当特別名いたが、平成6年には 55名に、平成 15

年には 39名と後時の約 2/3まで減少してしまった。

交通面から言うと、地区を東西に貫通する「えちぜ

ん鉄道Jがあ号、それにほぼ夜角に交わってくる「循

井鉄道j が『田涼隠丁重R~ で結節している。(相互乗り入

れはしていなし、。)吏に、市内 4方向に走っているコミ

ュニティパス(すまいる)の北回り線が田原町言語庖衝

を貫通している。 (30分lこ1本の割合で、ワンコイン

(100円)で乗車できる。高齢者や中高校生に人気)

更に、地区内を策西lこ亙って流れている『底喰)II~

(そこばみかわ)の河川i拡幅事業が、事業認可されて

おり、一部河川拡幅工事が実施されている。また、都

市計画道路の拡源問題も符)11拡緑事業ほどではないが、

地権者にとってはアタマの痛い問題である。

また、福井大学所有の土地に市街地内では貴重な都

市内緑地となる手がつけられていない屋敷林(約 0，3ha 

)があり、地域の子供たちのおき左となっている。

i記喰)11といい、残った屋敷林といい、貴重な自然資

源が点在しまちおこしの素材としては取し分のないも

のである。 W'Il-l)

間 1-_ 1地域資源、分布関

②住民汚動の状況

田原町界擦も地方都市の中心市街地に見られるよ

うに少子高齢化の進展、空吉凶織の増加等に加えマン

ション等の住宅立地もみられる。

更に、底喰)11 i可μi改修工事が下流の方から進められて

いる。そのため、移較や立ち退き等で富くからのコミ

ュニティが崩壊してしまうのではなし、かと危倶されて

いる。

この讃査活動を始める前l二、私たちは地域の住民

2400世帯に「あなたからおこすまちおこしアンケー

トJを行った。照原町界隈の 77自治会の全戸を対象と

* 1側熊谷級北陸支五百営業部開発 G 専門課長

(特)ふくい路面電車とまちづくりの会会員
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し、自治会を過して配布、郵送回収方法を取った。

配布総数 2400に対し、在主収J土89と回収率は 3.7%で

あった。

田原町のょいところはどこかの質問については、「学

校や文化施設が多しリが 86%、次いで「電車やパスなど

の公共交通が便利j との回答がされた。また、今回の目

玉である、『試み』の参加希望を見てみると、『暮らしと

健康講座間たわら緩ふれまなと緑でまちを彩る3への参

加希望が多くあった。

また、生活する上での不安や不満、問題はありますか

という設織に、約半数の方が「あるj と答え、自由意気

に書かれた内容をみると以下のとおりである。

-車の交通量が多く、子どもなど君、行者が危i演。

.底喰)11の拡幅で衡がダメになること。

-家の陪iりが駐車場ばかりでユ夜が怖いc

務い人が少なく i高齢者が多いので消費者が/少ない0

. i窃h'iか年々 少なくなっている。

ltと緑が足りないρ

Hl )J京町在拠点又は魁材にして活動している市決グ

ノレ…ブがいくつかあるが、前述した「間原町j 固有の

課題解決に向けてエネノレギーが注がれていない。それ

らの組織が横断的iこ繋がって五いの得意とする分野を

出しあって地域解決にベクトノレがあえば虫、なりの効果

が期待できるはずである。以下にそれらのグループの

特色を述べる。

圃福井まちと暮らしの研究会

1998年 4月発足。中心市街地における都心居住をめ

ざす市民を中心に，講演会や研究会等を関催している。

まちぐるみのコミュニティっくりからコーポラテイブ

ハウスづくりまで編ひろい視野ぜ汚動をしている。

田原町デザイン会議の運常母体ともなる市民グループ。

組たわら態

2∞4;F 6月活動開始。学生や間活街関係者，外部ア

ドバイザーからなる「全体委員会Jのもと，空き応線対

策として，商活街の空き家を拠点に，関い物客や住民を

対象に参加型イベントを行っている。福弁大学建設工

学科の研究生により運営されてし、る。

量雑木林を楽しむ会

2003年 9月発足。福井大学近傍にある放寵された屋

敷林 (0.3ha)が，燐接する底喰)11の拡幅工事に伴い駐

車場化するという話を開き、学生や教員約 15名が中心

となって、共有できる場としての整備を呂的に地域住

民，大学，行政に働きかける組織。協働型や体験型のイ

ベント中心にした活動を展開している。

量ふくい路臨電車とまちっくりの会 (ROBAの会)

2002年 2月に発足。会員約 60名。移動する権利を有

するもの全ての人々が安心して利用できる、路短電車

やパスなどの公共交通を活かしたまちづくりのために，

108 

8ら考え，楽しく行動することをそットーに，さまざま

の提案や取り組みを行っており，地域や全E監の市民団

体との幅広い交流活動を展掬している。

酒田原町デザイン会議

2005年5月発足。都市再生モヂノレ調査:事業の企画を

通じて、田原町界隈を対象に，住民自ら考え，行動する

住民有志が集まり結成。大学，学生，街活会，市災団体、

行政，企業?自治会などと連携しながら泊原町界需要の不

安や問題を解消し，夢を抜き，実現していく活動を丹指

す。身近な暮らしの取綴と河川改修等もふまえた)11の

学習会を戦に始動している。

この、地域の清動組織の中で「たわら滋」のヂ拘主l立

大きいものがある。この fたわら屋jの活動が地域と

大学、大学と商底街、そして地域と構成僚を結びつけ

る『潤滑油』としての働きをするようになり、 f田原羽~T

デザイン会議J発足の遠因となる。現況で述べたとお

り、消費者のライブスタイノレの変化やニーズの多様化、

モータリーゼーションの進撲による地域開競争の激化

により、街活街の機能の衰退等が大金な問題となって

きている。商E苦i主の高齢化や後継者問題も震なり、商

1吉街が単独で再生をI@ることが厳しい状況にある。凶

原町商j吉街においても、目玉1苫若者と福井大学が協働で委

員会を立ち上げて、商活街の現状と機能について話し

合いを模索、検討を掬始した。

ここで、商1;5街機能の再構築として言十留されたのが「た

わら康jです。

「たわら賎j は平成 15年 10月より f商庖街活性化委

員会j を街活苦言関係者9名、学生7名、外部アドバイ

ザー3名で発足。田原町商活僚の実態と求められる機

能について調王室、，;gき唐織の活用法などについて検討

がなされた。その結果、空き底告書を活用して平成 16

年 6月より fたわら屋j がオープンされた。

具体的には「交流J、f情報発f言」、「自己表現・発表J

の3つを汚動の柱とし、月から土曜罰、午前 10時より

今後 7符まで主に大学続生:が常駐してその対応にあた

った。具体的には以下の 3つの活動闘機としている。

1・田原町読書!吉街で、住民とiiIir苫と学生との新たな地

域交流ができる“場所"の提供

2・お茸寄りから若者までが集い、諮らうことができ

る“寄り合し吋、建'

3・商防衛での買い物の合間の休憩やインターネット

を利用した競べ物、作品発表の場など、情報や知

恵を交換し共有できるまちの“ホットスポット'
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II. 1':回都市再生モテツレ事業調査に採択

平成 16年度の全国都市手写生モデル事業調査うこ関係

機関の応援もあり、照原町界需要での fj主誌の方々・大

学・街活街 NPO等による都市再生の試みj が採択さ

れました。(図 2~ 1)

[翠 2-'1 都市再生モデル調査事業採択の報告

この調査を通して持続(自ら続けられる)可能なま

ちっくりをするために、めざすべきこととして「田原

町界隈のまちづくりの取り組む核となる地域住民の発

掘Jとした。具体的には、自f官会長や各縁毘体の長で

はなく、自ら感じ、ともに考え、行動できる住民 5人

を集めることJを問襟とした。

今聞の調査プロジェクトは、多種多様な組j織がそれ

ぞれの活動を活かしつつ、それぞれの視点、で田原町再

生への智恵を出し合うこととした。

① 調査の進め方

口上況のことを基本認識として、 n高井まちと暮らし

の研究会』、『田原町商応街J、『たわら屋』、『雑木

林を楽しむ会』が運営会言語を結成し、連携しながら

企画・立案を行う。

ロ企簡は大枠を決め、細部の細かなことや役割分担な

どは、地域住民を募りながら話し合いの場を設けて

進めていくこととした。

ロ運営スタップ(私も含む)は住民の主体的な意見、

動きを尊重し、参加者である地域住民の意識の高ま

りに応じて運営主体から支援スタッフにまわるよ

うJ心がけることとした。

~l09 

ロ識もが参加しやすい雰隠気づくり、場づくりを心が

け、目に見えるわかりやすい形でまちづくりを体感

できるよう工夫した。

以下に 3つの『試みJについて具体的にどう係わった

のかを詳説する。

雌試み 1の f暮らしと健康講j袋Jinたわら淫

「越井まちと暮らしの研究会(市民グノレープ)Jと「た

わら擦(高五百街、大学生、外部アドバイザー)Jとが企自主

立案し、住民に声をかけて講座を行った。健E語講E韮とし

て気功教室+井戸端会議の実施、食の講践として料亭のコ

ックさんから「食jの講座、ブティックの経営者から「洋

服のトレンドj についてそれぞれ実施されたυ また、伎

の講践として、けまし、の科目談j 等の勉強会を実施した。

腫試み 2&:3の花と緑で街を彩る、まちのなかのオアシ

スづくりでは f雑木林を来しむ会(大学生、教員、住民、

市災グノレ』プ)Jと fROBAの会(市民グループ)J ((私の

i3i>>議団体》とが協働して風景デザインワークショップゃ

ぎっぽくりん美術館、寄せ植え籍謄、リース (Xmas用)

っくり、シンボノレツリーづくりなどのワ日クショップを

行った。

私たちの活動と呼応して、公共事業である f)if喰J11 j 

の改修工事をする事業主体の福井県も将J11改修のための

ワークショップを開催し、地元民と共に学習会を開催で

きた。これらの学習会・説明会は、都市再生二i'"デル調査

事業を行う前では 2，3名しかなかったが、問調査をした

今回i士、かなり意識を持って参加し、河川改修に対して

自分たちの意見を述べるまでになっていた。その意味で

は、当地区にとっては都市再生モデル事業調査は、まち

づくりを f官Jの計阪から「民j からの計画iこブレイク

ダウンをさせるきっかけになったと確信する。また、こ

の中で特筆すべきは、活動を休止していた地域の「オレ

ンジ会j が都市再生モデル調査事業の活動をするなかで

再び活動を開始するまでになったことである。

広義の NPO団体は、田原町を活動拠点としているが

各々の活動がるため、凶原町の活性化につながらないの

でやはり横断的な有機約な組織は必要である。

図 2~2 ~試み』の案内
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② 調査活動をすすめるにあたって

それぞれの『試みJの活動をする上で、特に留意した

ことは、覆衣食住の身近な暮らしに務を向けた講様、であ

ること(図 2-3)、そして幽お誘いは近所の方が誘うよ

うにしたこと、踏必ず地域住廷の意見を取り入れてから

行うこと、を徹底してきた。このことにより学生やコン

サルタント、私たちみたいな市民グルー7'が独走させな

い仕組みを構築した。それというのもあくまで fまちづ

くりの取組の核となる地域住民の発掘j を閏擦としてい

るためである。

路 2-3 W試み』の察内パンフレット

盟 田原町発のまちおこしの胎動

①まちおこし集会の開催

全属都市昨生モデノレ事業調査の結論としての「まちお

こし集会」を企顕しており、これが自ら続けられるまち

づくり組織の田原町デザイン会議の原型となる。参加し

た市民はまちおこし集会の開催については特に異論はな

く、むしろこれらの活動を今後も継続していきたいとい

う意欲が芽生え、継続してしてための組織化は抵抗なく

受け入れられた。むしろ、待っていたと言わんばかりの

反応であった。(図 3-1)

やはり、まちづくりの話がそこに住んでいる方々、利

用している方々から沸き起こったからだと患う。それが

会員の規定にもしっかり掛もている。会員り 5の会員の規

定で4種類とし、①正会員 間)京町界隈lこ居住や関心を

寄せる人、③学生会員 田原町界隈の住民若しくは利用

者、③こども会員、④特別会員本会議の目的に賛同し、

財政面やノウハウ面で支援する法人個人となっている。

図3-1 凶原町デザイン会議の発足まで

全国都市再生モデノレ調査事業の終了の間近に『町おこし

集会Jを開催した。これには近隣住民約 40名近い参加が

あり、今後の田原町のあり方についていろいろな角度か

ら意見交換がなされた。その席上で、今後、この住民の

熱い町への工ネノレギ}を「田原町デザイン会議JIこ引き継

いでいくことが確認され、設立趣旨、会則、役員、大ま

かな:事業計画がされました。そして、行政拐当者を招い

て r)11とまちの学習j と題して今行政が怖をどうやろう

としているのかを真剣に討議する場を設けた。そして、

茶話会と称して、参加した 30余名がrftのはなチームJ、

「たんぽぽチ】ムj、fやまぼうしチーム」、 fさくらチ】

ムj、「つくしチームJの5つのグループに分かれて、田

原町のょいところ、改善したいところなどをそれぞれワ

ークショップ形式で意見をまとめて発表会をもった。

(81 3-2) 
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図 3-2ワークショップ

②阪原町デザイン会議の発足

田原町デザイン会議趣意書には Fわたしたちは、この

町に住む、または集う一人ひとりが気楽に参加する中で、

ご近所の底力をつけ、「住んでよかった、ずっと住み続け

たい、住んでみたい、ここで子育てしたいJとみんなが

思える出原町界わいをつくりだすことを目的とします。

まちの風景も行政等と連携し、みんなの思いを盛り込

んだものになるようめざします。

毎日の暮らしの中で図ったこと、不安なことはみんな

で解決の方法を探り、楽しいこともみんなで分かち合

います。Jとあります。

上記が、平成 17年 5丹8日のE日原町デザイン会議の発

足式で発表されたものです。(図 3-3)

建網積損It7~・4襲績.. 老若穆》 お

を 4単勝ぬ'1~雇通事
場調降 Yミ範:i'1'_，x?'"，号.，話。1.

図 3 3 発足式のパンブレット

悶1l;(Ilffデザイン会議は、朝日市再生モデノレ調査事

業を進める中で、人気のあったイベントを委員会

の形として残し、継続するため、以下の 4つの委

員会を設置した。

震霊童司寄せ値え議康やもみの木でまちを

飾るなど、田原町界わいを花と緑

でいっぱいにする委員会です。

区区芝自まもや雑木林を舞台に子どもも

活動に念的1・参加するなど、地域

で子どもを丸守り育む委長会で仁

監11~~ i'i 1 底喰)11の河)11改修の慾備のあり方

や維持管理、景観など、殺しまれ

る)11づくりにする委員会です。

-111 

区支謹~ 回線的界わいのことや会の活動や

民の1Jやa原町ファンの方々にP

Rする委員会です。

私l土、早速会員としてなり、年会費 1000内を払っ

て入会し liiiJ)11委員会j の所属となりました。

私l土、田原田]の住民ではないので、あまり積綴

的な発言は避けてきt:._oそれは、前年の都市再生

モデル調査事業の目標iこ、 rt也元のまちづくりの

核になる地域住民の発揚j を掲げたこともあり、

このデザイン会議も絡に付いたばかりなので極

力控えめの対応とした。さて、活動の 擦として

ある財団の補助金申誇を提案。申請機器喜も短かっ

たが皆、 一生懸命に資料作成、見事助成立す象団体

として認められ、これからの汚川委員会の活動が

古台まった。

IV. )11とまちへの援言

①河)11委員会の活動

河川委員会では、底喰)11の改修が公共事業と

して進められているので、これを題材とした勉

強会の僚僚と河川について楽しいイベントをす

ることを検討した。

河川|の勉強会は、ただ県の奴当者に文句やj愚

痴になってしまうので、我々のアイデアをまと

めようということになり、専門家を入れて独自

の学習も行った。これらへの費用は先の綴助金

の中に総み込まれているものでまかなえた。

また住民として、底喰)11を知ろうと子どもも

交えて散策をし、それを基に「お支マップ」を

皆で作成した。(凶 4..1) (ぽ14-2) (図 4-3)

1El4-1 位置lEl

図 4-2 )11歩き
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関 4-3 お'i:マップ作成

r) 11下り」そしようということから、河川の締徐

を計画、すると普段なかなか釘の行事に参加で

きないお父さん方がこぞって参加、絢まで入る

大きなゴム般を着て川さらいそとすると、なんと

出るわ出るわゴミの山。(図 4-4) (関 4-5)。

改めて)11をきれいにすることの重要性を肌で感

じた一こまでした。そして、福井大学のボート

部の応援を借りて、河川改修前の)11で子どもも、

大人も混じって約 80名が参加して r)11下りを経

験した。(関 4-6)普段見られないトンボも見る

ことができ、まさに都会の中の自然をかいま見

た感じだ。(~ 1-3) 

その尚も、花絞委員会も都市再生モデ、ノレ調査

事業での綴験を生かしでもみの木コンテストを

開催するなど、活発な活動をしている。

i羽4-4 )11に入つてのゴミさらい

~4-5 ゴミさらいで出た(一部)

-]]2 

~ 4-6 )11下りする子どもと川面にいたトンボ

また、勉強会をするなか、自分たちの思っている

底喰川の思いを地闘に落として、イメージを伝え、

専門家に f完成予想図J(醤 4-7)を描いてもらい、

併せて県、市へ提言していこうということになり、

まとめ作業にも取り掛かった。そして、平成 l8年

l月 29[3に河川委員会として公表会(図 4ーのな

開催し、住民の皆さんにも来ていただき、これま

での報告をしました。そして、果、及び市の担当

者に私たちの提言苦手を手渡すことができた。

まちづくりはこれで終わりではなく、これからがはま

りです。当初の殴襟通り、核となるメンバーも地から湧

き出てくるように増えてきました。ゅうに 5人は越えて

います。そうすることによって、持続つまり、自ら続け

られるまちづくりが可能になると信じています。提言書

では、川iに背を向けるのではなく、)11と面と向き合って

完成後の維持管環もこの田原町デザイン会議が行うこと

についても言及し、決して宮だけに押し付けることなく、

官民の協働でまちづくりをすることを改めて公言した。

関4-7 住民の惣いを入れた完成予想図

図1-2 公表会で私たちの河)11を説明する住民代表
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2.3 その他





次代のよき住まい手圃っくり手を育むために 平井なか

一俊才)住宅総合研究財団における住教育への取り総みー

1はじめに

(財)住宅総合研究財団では，次代のよき住まい手・っ

くり手を育むために， (主教育iこ取り組んでし、る多分野の

方々の交流と相互啓発の場を提供している。本稿では3

当財団の住教育への取り総みと j その活動からみえてき

た住教育の現状の一端を紹介したい。

当財団は， 1948年，戦後窮迫した住宅問題の解決のた

めに当時の清水建設社長 清水康雄が私財を投じて創設

した公益法人である。 住まいやまちづくりに粛する学術

研究の助成と特定テーマに取り総む研究の場を設けて

いる。毎年約 30件の研究助成の他に?研究論文の印刷・

出版助成も行っている。テ~.?~IJの研究・発表の場とし

て，江戸東京フォーラA，ハウスアダプテーションフォ

ーラム}世界のすまい方フォーラムと?今臨i紹介する{主

教育フォーラムがある。またg 住まいに関する約 17，000

冊の蔵書を有する専門図書室も併設している。

2住教育への取り絡み

当財団の住教育への隣わりは， 1978年に I住環境教育

研究会j (主査八木深J士サに研究助成をしたことに始

まる。この成果i土報告書 l小。中園高等学校における住

生汚・住宅および居住地環境教育に暗唱する基礎研究(そ

の1) (その 2)J (伎宅総合研究財団， 1980， 1982)と

してまとめられp この助成研究がもとになりれ主主政策

研究5 住教育一未来への架け機三(ドメス出版， 1982) 

が出坂され1 その後のf主教育の進展に重要な役割を果た

している。 その後，研究助成でl丈 1995年に 人工的

環境(住宅・主主築・都市)から学ぶ環境教育に関する研究」

(主査小津紀美子)文 1 1999年に「生涯学習日新ヤコ住

まい・まちづくり教育に関する研究j (主査 函烏芳子)

文2などの住教育関連の研究に助成を行っている。

積極的な関わりは， 1993年に住教育委員会加したこと

に始まる。いわゆるハードな住宅・建築を教えることで

はなく，住まいや町を主主しむ心をもっ人を育むことを重

要な子--?として活動を開始した。以来?成長段階に応

じた伎教育のあり方を，ヒト・モノ相互に触発し合う関

係の仕組みの開発・普及の検討・実践活動を通して明ら

かにし，次世代のよき住まい手・っくり手を育むことを

自的iこ活動を行っている。

3住教育委員会の活動

ft教育委員会では現在， 'i主教育ブォ w ラムjと「論文

公募・発表」の 2本柱で?活動している。

3. 1住教書フォーラム

委員会発足当初から行っている r{主教育フォーラムJ

は9 これまでに 18回開催し，築・教育・都市計i頭.，査幽・

美術など?教育に関わる研究者・実務者・学生や市民の

方などの参加を得て討議を重ねている。その記録は r住・

まちづくりフォーラムかわら版Jとして毎間発信してし、

る。 1~10 自までの成果はa まちはこどものワンダー

らんど これからの環境(まち)学習，J(風土社， 1998) 

として発刊した。

フォーラムのテーマi丸その時々の党耳目的な取り総み

や話題を取り上げてし、る(表 1)。第 3@]にはワ←ク

ショップを考えるJと越して，当時各地のまらづくり活

動的中で盛んに行われ始めたワークショップについて?

まちづくり学習における有効性と言う切り口から討議し

た。第 10回には，住教育の先進国とされるイギリスの住

環境学習の現状と展望を額き，陪ヌドの今後についての検

討も行った。 ll@]以降は3 学校教育における「総合約な

学習の持照j導入の動きをとらえ，学校と地域の協働に

よるまちづくり学習をテー?にすることが多くなってい

るロ

講師は建築・都市計画・教育学から精神医学まで様々

な分野の研究者や実務者，まちづくり活動に参加してい

る市民の方々など多岐にわたってし、る。

3.2 r住まいーまち学習j実践報告・論文公募

住教育委員会の活動のもう Iつの校である「住まい・

まち学習」実践報告・論文公募は， 1自9百年に開始し!現

従 7回慢の公募を行っている。

{主教育は多分野にまたがる学際的なものであり 3 その

実践・研究を分野や立場を超えて交換・蓄積する機会が

重要と考えられるが， 日本建築学会の大会パネノレディス

(財)住宅総合研究財臼 客員研究員

qJV 
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王監 1 住教事事フォーラムテーマ一覧

百散 l テーマ ( 講師コメンチータ一等 (所属は講演当時)
ー一一 ー I 山岳 畑山一一 一一一比一ん

第自福一!遊び場の住まいまちづ〈ザ学習 i天野秀熔石E亙忌IZ否ヲヲ子J子扇妄了/予扇蚕議(くさつ
什 995.E 幻iー冒険遊場フ V"~/，，-ーク ばユ公開主崖)

第9霞 英国こおナる住環境学穫の現状と爆禁 アイ)-ン・アダムス(英国サウスパンク大)
(:1995.9.26) i 

第10罰!コーポラティブ住宅と住環境学習の簡を読む 廷藤安弘(名城大学)/三浦史郎(象地域設計)
(1995.10.31)i 

第111E1.1，まちはこどものワンターらんど 延藤安弘(千紫大学)/小，畢紀美子(東京学芸大学1/及
什99B.6.27) i-これからの環境学習を考える !部克人(武織野美術大学)/畠中智子(高知市初月小学校

PTA) 
第12阻 まちが子どもを育てていく ;町田万E聖子(筑波大学術蕗小学校)/楼重善(谷津南小

(1999.11.27)¥ 総合学習導入に向けてー !学校学校環境を考える会)/漂剣勉(世間谷区児童館織
| |損)

第13図 総合的な学習の時熊のプロセスデザイン !奈須正裕(箆立教育研究所)/宮崎稔(習志野市教育セン
倒 00.10.14)1-学校と地域を結ぶカリキュラムー i タ~-)/板橋宏明(仙台市立茂庭台小学校)/繍笛洋子

一…一一一」一一一一ー 一 一一一 一一」盤整主王監江主主必'7二三血友L一一一一……一一一一…
第14回 総合的な「まち学習」の方法と意味を部う !木下勇(千葉大学1/寺本潔(空知教育大学)/吉JII仁(防

(20町 10，13 子町が変わる、大人も変わるわくわくフィーノレトヮーi災&都市づくり計額室)
しク

第15罰 あ父さんたちの子膏て・まち育て は汐毘稔拳(東京大学)/岸裕笥(秋津コミュニティ)

カッション等で試みられてし、たものの，継続的iこは持た

れておらず，その 助になればと企画したものであるU

毎年約 30編の報告・論文が寄せられ 6凶までの総計

は 169 編となっているじ毎回~" l' {:主まい・まち学背 l実践

報告・論文集Jとして発行するほか，その年に寄せられ

た報告・論文の中から 10編程度の論摘を選出l_.，発表会

を開イ呈している日

3.2.1 r住まいまち学習J実践報告・論文の概要

これまでに寄せられた 169編の実践報告・論文につい

て概要を紹介する。

く執筆者〉

執筆者住2 (図 1)は1 建築・都市計酪・造魁・教育

などの分野の大学所属の研究者・学生によるものが最も

多く 85編(印弘)と半数を点めてし、る。次いで3 行政や設

計事務所などの実務者 271届(16%)，NPOなど市民活動

-114- 2006年住総研住まいまち学習l実践報告論文集7
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グループメンバ-26編(15出)，合わせ7て53編 (31覧)と

なり j 地域で活動する燦々な立場の専門家による報告・

論文も多くなっている。また， ，1、・中・高等学校教員 26

編 (15出)と教育現場からのものもみられる。

これは1 住教育が多分聖子の犠々な立場の方によって取

り組まれていることの現れでもあると同時に，'!j財団の

公募が，学術論文だけでなく，実践報告も併せて受け入

れていることで，櫨1よい層の災後・研究の成果を収集す

ることができているとも言える。

く幸丸筆内容〉

実践報告・論文の内容は学校での取り組みJr地域の

学びづくりの取り組みまちづくりから学ぶ取り総みJ

に大別できる。「γ校での取り組みJI土?小・中・高校・

大学の授業およびクラブ活動など，学校のプログラムと

して実施されたもの。 f地域の学びづくりの取り組み」は，

行政干地域 NPO，まちづくり間体等が，参加者の学留を

意図して企画耳したもの。

fまちづくりから学ぶ取り総みJは，行政や地域医PO，

まちづくり団体等が，まちづくりなどの目的で実施した

取り組みが》参加者の住環境教育に結びついているもの

である。「学校での取り組みj は55繍 (38%)，1地域の

学びづくりの取り組みj i土57編 (34出)， rまちづくりか

ら学ぶ取り総みjは37編 (22%)となっており(表 2)、

伎教脊が学校で多く取り組まれていることがわかる。

文中に授業やまちづくりワークショップなどの実践の

具体的記述が合まれているものは学校での取り総みJ

65編中 53編地域の学びづくりの取り総みJ57編中

37編 rまちづくりから学ぶ取り組みJ37編中 24編とな

っており】いずれの分類においても，具体的な実践の記

述を含むものが多い。

ここから， i主教育では体験を過した学びが重視されて

おり 3 様々な実践に基づいた報告・研究が行われている

と言える。

3.2.2 r住まい，まち学溜j実践報告・論文発表にみる話

題の変遷

発表会では，報告・論文に記述されている内容だけで

なく》執筆後も進行している実践の状況も含めて生き生

きとした発表が行われている。これまでの発表(表3)

は，学校教干草野易からの f総合的な学習の時間号jや家庭

科などでの実践報告，自治体の住教育プログラムや副読

本づくりの取り組み，地域での学校・自治体・地元まち

づくりグノレープによる協働したまちづくり学習の取り組

みなど多岐にわたってし、る。第5凶では， i主教育に関わ

っている企業の発表も行われ， m'oとは違う 3 企業とコ

ミュニティの関わり方も議論された。

様々なテー?の発表の後に行われる全体討論ではj 学

校，行政}建築等の専門家，地域住民など立場の違う参

;品等¥
171ii " 

し 一一一一一__ .I 
jg]1 執筆者の所属

表 2 執筆内容月IJ繍数 (詰寄

学校での敬り緩み 望号越含む
65 

識変・理論等j12 

地域の学びっくりの取り組み 実践吉む 57 

調査・理論等!20 

まちづくりから学ぶ取ザ緩み
実繍践査古・理む論等j|1243 

37 

'?-(/)抽 10 ゑ2隼
169 主主

加者同士が，分聖子を越えて共通の話題を討議し，棺Ii現

解が図られている。主た，第5図からは，発表lこ共通し

た「総合的な学習j 中間セクターの役害'1.1などのキーワ

ードを出して討議するといったこ[夫も行っている。これ

までの全体討論における主な話畿は以下となってし、る。

〈第 1I!!I (2∞0年)> 
・1主教脊の効果・評価の方法とその重要性

・3教師と主主築などの専門家，地域住民の連携の必要性と

その仕事への対価について

-学校間土(小中高の縦)の連携の難しさ

〈第2司 (2∞1年)> 
・「総合的な学官の時間j 導入への期待と課題

-まちにおける連携，関係、伎の修復(学校と専門家・地

域、行政内の縦割り、大人と子ども)

く第3殴 (2∞2年)> 
. I主教育の詳他方法(学iませたい内容で評錨)

・子どもの提案を現実化できなし、場合の工夫について(子

どもの J嘗織の変化や行動につなげる)

-教育現場の目的(子どもの学び)と地域側の釘的(ま

ちづくり活動そのもの)のズレについて

〈第41!!1(2∞3年)> 
. i主教育の継続殺の問題。教師や行政t担当者交代で途絶

えない工夫。成果展示等でイメージ継承。

・主体性を発療できるしかけづくり。子どもの発見・追

究に柔軟に対応できるブコ口グラム。

く第5自 (2∞4年)> 

に
υ1
 

1
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表3 r住まい・まち学習」実践報告・論文発表会 発表依頼?zイト)[，一覧 (所績

E，..".即四ー.同:g和胃Ii咽圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田園田園圃叫
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ー総合学習の評価基準(自分の成長を実感できることも

学びの成果)

。まちづくり学習 cまちづくり活動的転機・衝突に子

どもたちが直面した待の対応

・企業はコミュニティにどう隠われるか

大学生はもっと地域・まちを学びの場に

く第6図 (2∞5年)> 
ベPOと地域の務係(皆が平等に意見言L、合える援がで

きる。)地域通黛の可能性。

。子どもの感性を引き出す場づくりが重要

・子どもの活動をきっかけに大人が動き出ず

r i主教脊の効果・評術J については}毎聞のように話

題にあがっている。住教育をすすめていくためにも?実

践をどのように評綴し効果を計り 学校内3 行政内で

の浬解を得ていくことが重要であるt 学lませたい内容に

対して，その効果を評価すること Pあり，向日干に?子ど

もや実施主体自体の自己評価も重要であるといったこと

が諮られている。

学校・行政・建築等の専f"J家や地域住民の協働の必要

性についても多く話題にあがってし、る。特に， I総合的な

学習の時間 μ 導入に伴し'. {主教育が学校教脊で行われる

可能性の広がりとして捉えられ期待寸る意見が多く出さ

れている。その一方でp 学校教育isIJからは7 地域や専門

家と協働で伎教育を行うにあたって，子どもの学びを第

一0)呂約としている学校俄と 3 必ずしもそうではないま

ちづくり側の目的のずれや?子どもの主体性を発揮でき

るプログラムへの理解などといった心配する意見もみら

れる。

実践報告や論文など様々なタイプ。やテー?の発表があ

ることがこの会の特賞であり 3 特iこ3 学校教育に携わる

教師の方々からi丸 r教師だけの発表・討論の場とl;ti童い

刺激を受けることが多し、"，と好評であるの

4今後に向けて

以上見てきたように1 当員f団では住まいやまちづくりを

テー?とする公益法人としづ特性を生かし，研究助成を

はじめ， {主教育委員会での活動を主体に伎教育への篠々

な取り組みを行っている。学会などでは行し、にくかった

学際的な討議の場を縦続的に提供し亡きたことで，住教

育実践・研究の吋助となったと考えている。

2004年lこ fこども環境学会!が設立されるなど，多分

野の実務者・研究者による学際的な討議の場が開かれは

じめている。住教育ではp 消費者教育としての視点や住

情報提供のあり方など成人を対象とした課題もあり 1 今

後も当財団が住教育で果たせる役割は多いと考えてし、る。

これまで倍ってきた建築や都市計画系と教育現場のIj

のネットワークを生かしヲ今後も車臨続して多分野の方iこ

よる住教育についての自由な議論の場を提供!_"住教育

の実践研究の情報発信・蕎積を縦続していきたいと考

えている。

くj主>

11 住教育委員会 以下の各専門を生かした委員会を構成運

営している。

委員長愛知議業大学大学院教授，延藤安弘氏

委員 東京学芸大学教官学部教授小津紀美子氏

F葉大学問芸学部教綬 木下勇氏

元筑波大学術馬子学校教諭・関f閏万黒子氏

上智大学総合人部科学部教授。奈須工E硲氏

仙台市教育局太白夜中央市民セ./タ…主査兼社会

主事 e 場祐子氏

なお?これまでに 7 東海大学工学部教授・加藤仁実氏(199

:-3 ........1999年度)， NPO建築と子供たちネットワーク仙台織

田洋子氏 (2000~2004 年度)にも委員をお緩いした。

21 複数著者の場合l土!第一著者を対象とした。

く参考文献〉

11 ノj吋宰紀美子1他(1997)， I人工的環境(住宅・建築。都市)

から学ぶ環境教育に樹する研究J， J住宅総合研究員オ[jj研
究年報1，住宅総合研究財団， 23号， pp.187-196

21 酋fiiJ芳子す他 (20011 • I生涯学資時代の住まい まちづく

り教育に濁する研究J， r住宅総合研究財団研究年報Jj，住

宅総合研究財閏， 27号， pp.207---218

← 117- 2006年住総研住まいiまち学習J実践報告論文集7





3.住教育委員会からのコメント





3. 住教育委員会からのコメント

*各実践報告・論文について住教育委員会で討議したものをコメントとして掲載します。従って，コメントは各実践報告・論文そのも

のに対するもので，それぞれの活動に対するものではありません。

* ( )は本文掲載ページ。著者名は第I著者のみ。

ねむのきランドをつくろう 小学校生活科でのダンボ 都市遺産資産発見を過した、教育プログラム構築の実

)[，ハウスを使った授業協働係わり会いの空間として 銭小学生と大学院生のワ クショップ「ぼくらはまち

の思い出ハウスづくり

渋谷賢，台 (pp.3-8)

ダンボールという身近な素材で入れるくらい大きいハ

ウスをつくり、局場所を総出していく活動は、子どもの

創造力を刺激し、魅力的である。 1年間の思い出から出

発し、ハウスをつくりながら次々と新しい発想が生まれ、

活動を広げる子どもの姿が、ありのままに、ていねいに

記述されていることも高〈評制したい。また、異年齢と

の交流を設定することによって生活科の毘様である人と

のかかわりに関心をもたせ、ストレスも生じる反面、そ

れを乗り越えたあとの成長が期待できる学習である。

窃地に住む小学生による陵地の中の「思い出J調査

斎!南陽介 (pp.9-14)

子どものまちへの愛着を深めるために巧みに仕組まれ

た i)思い出」務査の手法はユニークで面白い。継続され

たワークショップの報告は「思い出J調査をする子ども

たちはもとよりそれに答える住民の心にもまちへの愛着

が育まれていくことを示唆して興味深い。 i思い出」の

内容の分析と、 5年生の体験からさらに 6年生へと繋がる

活動の発展や深まりについて論述されるとなおよかった。

食脊がはぐくむ住まい手っくり手

一学校栄養士との協同作業によるまちづくりの可能性一

藤本勇二(開。 15-20)

食と農についてさらに学習の方法論を発展させてい

る秀逸な論文である。特に学校栄養士との協同宇業、生

産者も含めたワークショップから単元をつくっている事

前の段階の蚤要性も示唆される。そして桜餅の「きゅう

きょく」から「きゅうしよ <Jへとレシピ集で、保護者、

地域の関わりを広げていく展開は、まさに食カ健全な子

育て・まち育て、地域づくりにつながる可能性を豊かに

示すものである。

の探検隊J一策京大学生産技術研究所×代守木上原小学

校一

伊藤潜 (押 21-26)

まち探検の実践は数多いが、本識は子どもと大学院生

の共湾ちを彊祝したプログラムや導入方法の産自白さ・ユ

ニークさにおいて秀逸である。 6つの基本概念に基づく

呉体的な手立てと成果が理路整然と論述されている点も

高〈評鎖したい。小学生と火学続生の慾識のズレがこの

ワークショッブの面白さであり両者の成長を食み出すも

のならば、そのやりとりのプロセスや大学院生が何をど

う学んだかの記述があるとなおよかった。

子どもを対象とした地域ブロジェヲトを介した多勝コミ

ュニティ関連携

菅原由依子 (pp.27-32)

学校・地域・社会の連携は今までも数多くの実践がな

され実践者側からの成果と課題は提案されてきている。

この研究の新しい毛見和、は、連携実践の過程にあるそれぞ

れのコミュニティの立場と繋がりを当事者ではない立場

で客観的に分析した点である。連携で生じるストレスが、

実は連携を阻む一番の要闘である。それがどうして生じ

てくるのか明確化することは、今後の各方面での連携を

推進する上でも有懲義な研究である。

「生きる力Jを育てる{主教育プログラム

一学校民間行政の協働でつくる“イ主"の綬業一

鷲尾真弓 (pp.33-38)

学校・民間・行政の協働という災践の中では、テー?

も身近でわかりやすく、プログラムもしっかりしている。

ワークシートや教材ツールなど具体的なものが盛り込ま

れているので、連携経験が浅い学校教員でも「やってみ

たい!Jという前向きな気持ちを起こさせる。ただモデ

ルt受業を持ち込むという点で、学校や教自前の専門性・公

共性・カリキュラム編成機といったものとどのように隠

わってくるのかという議論の余地はあるだろう。
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知識感覚行動をつなぐ室内熱環境の学習プログラム

とその評価に関する研究 ー「ベットボトル模型実験j

と「実寸大モデル制作」による涼しい住まいづくり親子

ワーウショッブの実践を通じてー

罰)11竜二(開。39-44)

得た知識をE常生活での実践につなげていけるよう

な体験学習プログラムの関発として有意義な論文である。

子どもが大人の殴界続へ潜入して(真似てみる)、実践ヘ

向かう態度脊成に向かうであろうことを「見えない」事

象である室内熱環境について、ベットボトルを使った模

裂実験や実物大モデル実験で行った総力的な燦関である。

ただ、知識や体験に差のある大人と子ともが共に活動す

る毅子参加ワークショッブにおいては、子どもの.t.体的

な発見を促す工夫がプログラムに必要であると思う。

循環型社会の実現をめざす山形県最上郡金山町のまちづ

くりにおける私立めばえ幼稚調の環境教資実践の意義に

ついて

浅野尚子 (pp.45-50)

環境認識というtJ1J去で、 BDFプロジェクトによる金山

町の幼稚閤パスを取り上げたことは著者の着総点、の素騰

らしさを感じる。特に幼稚園園長官氏のインタピュ一分

析と、幼児期からの感覚の鋭敏イむを培う大切さが循環型

社会への実現であるという考察は、仮説の検証としても

無理がない。ただ、アンケート調査やインタビュー誠査

からは発信する子供の姿は見えにくいので、子共の気づ

きや行動を具体的に取り土げて検討されるとよかった。

防災教育を遇して中学生に地震!と強い木造住宅の造り方

を教える

田中礼治 (pp.51-56)

防災教育を具体的に木造住宅の樹震診断を通じて行

うプログラムを開発して、成果をあげている様子が報告

されている興味深い論文である。ただし、理科などで学

ぶ原理が実際の建物にどのように応用されているのか、

教科書だけで学ぶのではない、模裂づくりや実験を通し

て、学習する意義や中学生の反応など、具体的に示され

ていると読者にとっても理解しやすくなったと思われる。

さらに、アンケート対象者数や笑際の耐震診断を行った

ときの反応の記録が欲しい。

人工環境学習と学力の凋係についての考察

-21世紀の学力へむけて

稲葉武司 (pp.57-62)

人工環境学習が持つ学力論上の意義と可能般につい

て， 方では最先端の学術的成果を，もう 方では我が

国も含めた学力をめ寸る世界的な動向を縦横に見渡しな

がら， 8)j噺に{立翠づけた労作である。人工玉県境学留の側

から守主力に迫るというモチーフが，一様の「逆転の構図」

を経て， i学習知能」と「設計知青むという，今後の学校

教育全般に求められるものを浮かび上がらせる効果を生

み出している点は，広〈教育界にも おを投じるものと

言えよう。

溺レンジャー~子ども地域大学 NPO 行政企

業

多t世代ネットワ クによる「新たな学びのカクチ」

山田清 i(pp.63-68)

雨が学びの題材になるという着怨がすごい。状況づけ

られた「プログラムのないプログラム」によって、線機

応変に対応していく教湾実践の方法論は成熟しつつあり

安定感がある。多少パターン化していることも首めない

が、実践それ自体と記述の両方がもっ説得力はいつもな

がらに高いものがある。発惣のみずみずしさからさらな

る発足造的継総性に赴くことを潮干守したい。

広域ネットワークによる人材育成

宮原好きネットにおける活動展開を事例として

井上芳恵 (pp.69-74)

市町村合併との関連でまちづくりを考えるテ マは今

日的できわめてE重要である。行政と絡みで展開してきて

いる人材脊成事業が合併を機に窃際ネットという民間活

動川移行している課程がわかりやすくまとめられている。

特に、全国的iこ広がっているネットワークをどのように

活性化させているかという部分に工夫がみられる。財政

難にあえぎながら地域づくりを諜せられている自治体に

は興味深い実践である。大学生のインターン教育の視点

からの議論の燦関も期待したい。

お盆のイベン卜「精霊霊送り」

・・・伝統行事の協働化と若者の参加について・..

1奪回洋子 (pp.75-80)

初設を迎える事覇者自身がその体験をもとに精霊送りの行

事の共同作業と子どもの役鋭について記したもので、ル

ポとして磁場感あふれる読み物となっている。その原稿

を地域の関係者に見せて訂疋を 10@]も繰り返すという

応答的な書き方も興味深い。最後のコントも地域の人が

考えたということで、ウイットに積んだ地域の知という

ものが伝わってくるようだ。
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「芸術 文化のまちづくり」への視点

-w第一回東京アートタウンサミット』の開催ー

問中f亘明 (pp.81~86)

芸術・文fむを視点とするまちづくり構想と、その実現

の第一歩として「東京アートタウン・サミット jを企i顔。

開催した実践報告?である。立場や風土の異なる様ヤなア

ートタウン関係者に出会いの場を提供し、協働して地域

をつくる方向性を見出せた成巣は大きい。ただ、害事者も

述べているように、アートタウンの面白さ・ユニークさ

はシンポジウム形式では伝わりにくいので、プログラム

開発が課題となるだろう。今後の発展・継続に鍛待した

し、。

ボルブドウ ル(インドネシア)フィ ルドスク ルに

学ぶ地域のことは、地域の手で

機本夏次 (pp.87~90)

エッセイ風の調査報告であるが、偶然得た機会を完全

に(やや強引に)自分の世界に引きつけて語る点、がユニ

ークである。しかし、これまでの実践地域での報告と違

い、 I回のフィールド調査を体験した報告であり、活動

地域ではないためか、切れ味の良さに欠ける。ボルブド

ウールのフィールドスクールから只塚につなげるあたり

が説明不足であるのが残念でもある。

都心の住環境学習プログラムの実践と有効性に際する研

究一小学生と大学生による 30年後の名古屋都心計障を

過して

深;幸真理 (pp.91~96)

小学生と学生が相当な数の人数で協同で模製づくり

などワークショッブを行う、その提書留味が感じられる。

ただし、評価は小学生にとっては大学生との触れ合いが

中心となり、肝心の都心の住環境学習という点ではとやう

なのかといった点、が気になる。また小学生のj主体的な参

画という簡で大学生が果たすべき役裁についての自省的

な考察を今後期待したい。

まち育てとしての持続可能な路発のための教育(ES D) 

こどもと地球の未来のための「学び合しリによるネッ

トワ キングー

長岡事長彦 (pp.97~102)

“まちづ〈り"という言葉がザ般的に使われる中で、

あえて反別化を図るために「まち育て」という表混にし

たところが興味深い。また「学び合い」という字見点で持

続可能な開発のための教育を捉えたことは、筆者も言う

とおり地域や地球といった広いエリアを意識した場合に
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は重姿である。多様な実践が紹介されているが、欲を言

えばそれぞれの具体的な災践内容から「学び合しりの主主

が読者にイメージできる論述構成が欲しかコた。

住民の自主防災活動から始める緊急対応裂防災まちづく

りの実践報告

密集市街地I地区における住民ワ クショッブ活動

邸中震 (pp.103~106) 

前半の邸主防災まちづくり活動のあり方は、妨災まち

づくりのポイントを鱗潔に述べたわかりやすいテキスト

となっている。実践を通して、防災まちづ〈りに不可欠

な知識内穿をしっかりと検証しているように思えるが、

後半のワークショッブとのつながりの説明が不足し、参

加者の反応、の具体的記述が少ないのが残念である。ワー

クショッブの応答を通して、プログラムやテキストの検

証と向精にそれらを逸脱していく新しい知の発兇にふれ

るとさらによい。

自ら続けられる(持続可能な)まちづくり活動毘指して

一回原町デザイン会議の果たす役割

斎橋八州太郎 (pp.l07~112)

持続可能なまちづくり活動のあり万という今日約主題を

め寸って，巴B京町デザイン会議の絞り総みがもっ意義と

iiJ能性をJ紫究したレポートである。地域主体の協働によ

る多様なまちづくり活動の展開が，それぞれの毘荷な色

合いを存分に感じさせながらカラフルに諮られており，

倍々の取り総みそれ自体は実に魅力的であるが，そのこ

とがかえって全体としての論述に散漫な印象をもたらし，

主題が見えにくくなっているようにも感じられた。
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4.発表 m 討論

一第7回「住まい，まち学習J実践報告寧論文発表会記録





4 発表 討論一第7図「住まい まち学習」実銭報告。論文発署員会記録

*発表内容は本文(本文掲載ベージ参照)と併せてご覧下さい。

第 7図「住まいーまち学習」実践報告 4言語文発表会

白書寺 2006年4月 22臼

会場建築会館会議室(港区芝)

1 趣旨説明 IJ、海紀美子(東京学芸大学)

2.発表

①ねむのきランドをつくろう 小学校生活科でのダンボールハウス在使った授業

協働係わり合いの空間としての思い出ハウスづくり

渋谷賢治(山形大学附灘小学校教諭)

②団地に住む小学生による箆i自の中の「忍い出」議資

音防揚介(千葉大学大学院)

〈主食育がはぐくむ住まい字。っくり手

学校栄養士との協凋作業によるまちづくりの可能性一

藤本勇二(徳島県市場小学校)

@滋1市遺産主ー資産主発見を通した、教育プログラム犠築の実践

小学生と大学院生のワ クショップr{まくらはまちの探検隊J : 

東京大学生産技術研究所×代々木上原小学校

伊藤潤ー(東京大学生産技術研究所)

⑤「生きるブ力コJを育てる住教育プログうム 一学校 畏潤 f行ラ政の協潤でつ〈る

鷲尾真弓(引(社)兵康県建築土会女性委員会) 宇棺自羽史そ子H宇神申戸子市有すまいの安心支援セン夕 ) i 
⑥子どもを対象とした地域ブ口ジヱクトを介した多層コミユ二テイ際違携

菅原康依子(東京工業大学大学続)

⑦広域ネットワ クによる人材育成 宮原好きネットにおける活動震隣を事例としてー

井上芳恵(奈良女子大学 a 

@雨レンジャー~子ども地域大学ぉ NPO 行政。企業 z 

多世代ネットワークによる「新たな学びのカ5>チ」ー

山EBi青 ((有)人イエまちネットワーウ)

@朗識感覚行動をつなぐ案内熱湯境の学習プログラムとその評価に関する研究 j 
「ベットボトル模髭実験」と「実寸大モデル制作」による涼しい住まいづくり綾子ワ ウ j 

ショッブの実践を通じてー

il"iJ 11竜二(秋田大学) 高橋遼(東海大学)

3 全体討論

司会木下勇(千葉大学助教授)，奈須正裕(上智大学教授)

ファシリテ ショングラフィック 町田万里子(小学校非常勤講飼わ

堤祐子(仙台市教育局太白区中央市民センタ 主査兼社会主事) i 

4 まとめ 延藤安弘(愛知産業大学大学院/NPOまちの縁側膏くみ隊代表理事)

(所篇織位は発表会当時)i 
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く趣旨説明〉

小選紀美子(東京学芸大学)

この住総研では、次世代のため

のより良き住まい手・っくり手を

育むために住教育を継続して取り

組んできました。そして、さまざ

まな分野の方が交流する中で新し

い枠組みをつくっていこうという

ことで模索してきております。

イ主総研の住教育委員会では 2つ取組みをしております。

住教育フォーラムと、今回行う住まいーまち論文の公募

とその発表です。この発表では、大体、毎年 30通そら

い応募があるのですが、そこの中から媛秀な論文という

より、議論をしていただくという形でトピック的に選ん

でおります。それは倍々ぱらぱらではなく、あるつなが

りを持って選んでおります。

今日も多彩な方にご参加していただいておりますが、

NPOで展開している人たちの参加も多くなってきてお

ります。もちろん、学校の先生たちも、地域の方fが子ど

もたちと学び合うという関係づくりが進んできておりま

すので、発表論文は学際的に多彩にアプローチされてい

るのではないかと思います。

今Eは7凶巨の「住まい・まち学習」の実践報告・論

文発表会になるのですが、大体、先に述べましたように

1@]につき 30編の応募があるのですから、これまでに

約200編ほどの論文が集まってきたということになりま

す。私など大学で住居学を担当して、教えている者とし

ては、本当によくこれだけ集まったなと感慨深いものも

あります。

今回は、特に大きなテー?としては「住まい・まち学

習」と「学ひ*の質」ということで考えていきたいと患っ

ております。なぜ学びの質なのかというのがありますが、

論文の詳しい内容はそれぞれご発表いただきますので私

← 124 

自身の俗人的な見解を少しお話したいと思います。

いま、子どもたちは非常に学校イじされているというの

でしょうか、学校の枠組みにはめ込まれようとしている

というのでしょうか、そういう子どもが多くなってきて

います。もちろん、これは大学生においてもそうなので

すが、社会的なニーズとしてもそれをどこかで打ち破る

必要があるのではないかと思います。一方で、厳しい三

い方になりますが、社会の大きな波がますます型にはま

った人づくりをしているのではないか臼ヤ感じておりま

す。そことどう戦うのかが問われている状況にもあるの

ではないかと怒います。教涛あるいは学留ということは

ある穏皮の全てをするのです。でも、実際に対応してい

くときには、クラスルームの中でも外の社会の場でも、

そのÍÈてを捻てる中でお狂いの学ぴが~E まれているので

はないかと患います。

では、それを打ち被るのは誰かというと、大人だけか

というと、それは大人だけではないのです。いぐら学校

化されているとはいえ、ミ子ども自身が打ち絞っていく起

爆剤にもなることもあり得ると臼ヤ思いをめぐらしてお

ります。そして、私自身もいろいろと校内研修に伺って

いますが、子どもお身は非常にしなやかな感性と学び取

るという意欲があるのですが、高学年になっていくと子

どもの自の線きがなぜかなくなっていくのです。そうい

ったものを何とか打ち破るためにはどうしていったらい

いのか、あるいは「学びの質」、そして内察論、方法論に

おいて、いま侭が照われているのか議論を重ねたいと考

え、本「イ主まい・まち学潟」きを践報告・論文発表会を関

儲するものです。

さらに子どもたちは大入社会と子どもを「つな寸」力に

なっているのではないかという、議論も期待したいと思

います。

今回の論文発表には多様な中見点があるとj思いま昔ので、

主主非活発な議論を深めていきたいと思います。
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「ねむのきランドをつくろう IJ、学校生活科でのダンボ

ールハウスを使った授業協働係わりあいの空織とし

ての思い出ハウスづくり J

渋谷賢治(山形大学附属小学校)(pp，3-8) 

園協力しながらダンボールハウスを作成

現在は2年生を担任しているのですが、この実践は、

その子たちが l年生のとき、昨年の 11月から 1月にか

けての実践です。

「ねむのきうンドをつくろう Jということなのですが、

私の字校では学年ごとに樹木の名前を付けております。

6月末寸らいに学校の校伎に綴樹をf外、ます。花言葉を

選んだり、きれいな花が咲く、きれいなr丈がなる、とい

うことで為'学年で樹木を選んでおります。その中で、い

まの草， 2 年生は「ねむのき J、 ftt~禁は「官Jì主力と喜びJ

ということで和主えてあります。

子どもたちにダンボールハウスを突然提示いたしまし

た。なぜ媛示したかというと、 1年生の子に、友達と協

力すること、絡手意識を持ちながら活動することを体験

させていきたいという段、いがあって、ダンボールハウス

に取り組んでいきました。これを兇ていただくと大きさ

がわかると思うのですが、タンボール4枚の板で家をつ

くっております。縦が 2m、サイドがJ.2mです。子ど

も1人では絶対につくれないような大きさです。 1人1

つダンボールハウスをつくコていきました。です古通ら、

そこで必ず友達と協力安る必然が生まれます。そこがね

らいだったのです。 4、5人のゲル プで協力しながら

ダンボールのハウスをつくっていきました。

ねらいのほうなのですが、「思い出ハウス」と限定をし

ました。それは、 1年生になってから 11月寸らいです

から、半年以上過ぎて、それまでの思い出を何かに表現

させたいという願いもあったので官。例えばキティちゃ

んハウスとか、ボケモンハウスみたいなところにいかな

いように、自分の思いや願いを表現させたいということ

で思い出に限定をしていったところで言。

鴎どんどん工夫をしていく

作っていくと、子どもたちはどんどん工夫をしていき

ます。思い出を絵で繕く子、形にして表現する子、いろ

いろ出てきました。例えば『ピタゴラスイッチ』という

NHKの教育番組があるのですが、秋でしたので、子ど

もたちは、ドングリとか、秋の物をたくさんとってきた

ので、そのドングワを使って、ピタゴラスイッチという

のですか、コロコロと転がして遊ぶゲームをつくりまし

た(殴 1)。あとは、テ ブルやカーテンなどもっくりた

い、完まなどもっくりたいというふうに思いや願いを高め

ていきました。

それで、さまざまな工夫をしていくわけなのですが、

だんだんポストやパソコン、携帯などもつ〈るようにな

りました。これは、議初は皆でつくって、あとは偶人作

業でつくっていきましたが、人との関わりが欲しいので

はないかというところでした。

圃ダンボールハウスをどこにしまうかつ

この場所はプレイルームといって、 1年生が自由に使

える活動スペースで、運動をしたり、遊んだりする場所

です。ほかのケラスも使いますので、プレイルームを全

部市拠するわけにいかないのです。だから、低学年活動

室が加にあって、普通の教室援の部長室なのですが、そこの

所にしまっておきました。

車庫学年を越えた支流

これは体育館へ持っていったところの映像なのですが、

その前に、一緒にお弁当も食べました。仲良しベアとい

うことで、 1年生と 2年生が年間ずっと同じベアをつく

っていろいろな活動をしてまいります。 繍に山に絞っ

たり、一緒に途足に行ったり、 緒に給食を食べたりし

ます。この臼はお弁当だったので、 1 fド主主のほうから 2

年生を誘ってこのハウスの中で皆でお弁当を食べたとこ

ろです (O2)。すごく際られた lrrfの中なのですが、楽

しそうに食べている様子が兇受けられると怒います。

2年生は、年閣を通して付き合っている中で、学校探

検から始まってずっと共にしてきた仲良しベアなのです

が、年を越えて、今年になって、もうすぐ 2年生だとい

うことで、 F付属小学校の隣に鮒属幼稚園があって、明f属

幼稚劉の子が学年の半分ぐらいを占めます。 l学年が

128名なのですが、その半分寸らい、 60数名が附猶幼稚

園から来ますので、附属幼稚障の子を紹介してみてはど

うかということで子どもたちに下ろしました。

大体、 4分の3そらいは賛成だったのですが、 4分の

1寸らいは、幼稚闘の子から絵が下手と言われるとか、

壊されるのではないかとか、すごく心配しておりました。

2年生の場合は、自分のlまうが年下なので下手でもしょ

うがないという思いがあるのですが、年下から言われる

とすごく嫌だなという気持が強い。ただ、多数派のほう

がその子たちの説得をして、結局は幼稚隠の子を呼ぶよ

うになりました。

子どもたちが 39名ですから、 64名を招待して、 1人

が2人寸らいの手を引いて、自分の思い出ハウスはこれ

で、こんな思い出があって、皆がF付属小学校に来るとこ

んないいことがあるんだよ、楽しいことがあるんだよ、

と紹介しながら凶って楽しんだところでした。

組ハウスに来た人の名前を全て書いてもらう

これはどタゴラスイッチのドングリを入れてコロコ

ロというものです。この子なのですが、この子がまた函
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Bい子で、ダンボールハウスに来てもらった人の名前が

全部書いてあるのです。例えば、先生がいたら先生から

サインをもらう、友達がいたら友達からサインをもらう。

やはり、人との関わりを求めているのだなと思いました。

聞大学の協力

屋根が付いているので、こういうダンボールだと暗い

のです。天窓を開けたいというと手が届かないので、山

形大学の佐藤先生にも協力していただいて、学生の皆さ

んにも来ていただいて、先生や学生の皆さんにお願いし

て、手伝ってくださいということで活動を進めてまいり

ました。先ほどの所は体育館だったのですが、子どもた

ちがつ〈ったものですから、そんなに強度がガチガチと

いうわけにはいかないので、体育館に移動するだけで壊

れてしまう泊もありますので、補強をしながらどんどん

つくっていったところです。

E活動の終了

このj自動の後に終鴬を迎えるわけなのですが、結局は

そのスペースの問題、震き場所の問題などもあって、リ

サイクルという名前でこの活動を終わらせました。子ど

もたちは、 2カ月稿、自分の思い出ハウスで遊んだので、

すご〈愛着が生まれて、「先生、どうしてそんなことする

の、おうちに持って帰る」と言っても、その大きさだか

ら持って帰れないのです。ワゴン事で来ても乗らないよ

うな大きさで、たぶん、家のドアも入らないそらいの大

きさなので、「リサイクルして再生紙になって皆の元に戻

って〈るんだよ」ということで、少し理主〈さいところが

あるのですが、そういうことで活動を終えました。

最後に自分とその思い出ハウスの思い出の写真を撮っ

て、切り抜ける所だけ切り取ってお家に持って帰ろうと

いうことで活動を終了したところです。

圃{中簡とともに楽しさを味わい、自分でできないことが

できるようになった

この学習とまちづくりが関連するのは、体育館に最初

に持っていったときに、どのように並べるかなと患って

子どもたちに任せておくと、コミュニティをつくりたく

て、警警察のまちをつくったり、といったまちづくりが行

われるのです。適当に班ごとに並べるのではなくて、自

分たちで仲間同士でまちづくりを始めて、隣!司士の子ど

もが懇の高さも合わせるのです。窓を開けて燐を覗吉見

合う。そういうふうなコミュニティが生まれるのだなと

いうところが私もすごく勉強になりました。

この活動を通して、子どもたちは自分たちで治動を創

り出していく、達成績とか満足感を味わって仲間ととも

に楽しさを味わったり、できないことができるようにな

った自分を感じたりすることができたと思います。今日

のテー?の「学びの質」というところでは、子どもたち

にとっては、そのできなかったことができるようになっ

た、自分をとらえることができたのがすごく良かったと

思っております。以上で発表を終わりたいと思います。

図 1 ダンボ ルハウス内につくったどタゴラスイッチ

1Z12 ダンポ ルハウスでお弁当

関3 記念写真
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「沼地に住む小学生!とよる団地の中のf思い出』謂畿 一

千葉市稲毛海浜ニュー9ウンにおけるまちづくりワ ク

ショップについての実践報告 J 

古河揚介(千葉大学大学院)(pp.9-14) 

千葉市の稲毛海浜ニュータウンという所で、その中の

一つの小学校でワークショッブをやる機会が得られまし

たので、その実践報告です。

今日は、できるだけ論文に載っていないような写真を

お見せして、できればワークショップの雰額気みたいな

ものを皆さんにお伝えできればと思っています。最初に

ワークショップの背景から説明していきます。

灘団地の魅力をijju11:;してまちを活性化する

このワークショップは、 'NPOちば地域湾生リサー

チ」という、千葉大学の教員と学生と地域の人と 緒に

つくったNPOの活動の環として行いました。そのN

POの大きな目的は団地の再生なのですが、舞台となる

稲毛海浜ニュータウンは、全国のニュータウンの図地と

同じように人口の減少、高齢化によってまち自体の活力

が急」車に低下しているという状況にあります。そういっ

た中で、態住者の転出を止どめ、さらに新たな居住者を

呼び込むための魅力を持つ団地への湾生計画が求められ

ています。

i湿地に魅力を創り出すということなのですが、二通り

の方法があると思うのです。一つは、全〈新しいインパ

ケトのある魅力を外から持ってきて、それを起燥弗jにし

て人を集めてぐる。もう一つは、いまそこに住んでいる

人がいるわけですから、その中の人々が感じている魅力

というものをもっと増強して、顕在化していって、それ

でまちを活性化していくということです。今回のワーク

シヨヅブは後者の方法でやっています。

崎小学生を調査員とした「怒い出調査」

何をやったかといいますと、まちにまつわる「思い出

調査」です。思い出というのは、過去に起こった出来事

の中で今でも心の中に残っている出来事で、住んでいる

場所とか、その場所を共有している集団に対して、何か

愛着を持っきっかけになるような出来事だと思うのです。

そういう思い出を見つけてくることによって、団地にも

ともとある魅力を再発見することにつながるだろうとい

うことを考えていました。そして、この識査は小学校で

やったワークショップで、小学生に調査員として協力し

てもらうことで、この識査を通して、小学生にとってこ

の調査がまちに対する愛着を育てるきっかけになればと

いうことも賂待していました。

富田 '9カススキデスカつ J'9カストロウ」

企i直jとしては二つに分けら

れます。一つ自にやったのが

「タカススキデスカ ?Jとい

う会爾、二つ呂が「タカスト

ロウ!Jという企爾です。

「小学5年生、 8年生Jと

書いてありますが、年次が進

んでいますので、 i弓じ集凶に対してワークショップのニ

つの企画を行ったと潔解してください。具体的に伺をや

ったかといいますと、団地に住んでいる住民の思い出を

子どもたちの手で摘出してもらって表部化してもらいま

した。

実際にできたものがこれです。1000分の 1の街区模裂

にハートがたくさん刺さっています。このハートの刺さ

っている場所が、子どもたちが調査をして見つけてきた

思い出の場所です。そして、これは針金の先にハートが

付いているのですが、針金の長さは思い出の古さを表わ

すようにしました。ですから、思い出がおければ古いほ

と明ハートが高い位置にくるということなのです。これを

見れば、留地の中のどういった場所にどれ寸らいの占[さ

の思い出がどれそらいの都合で散らばっているかという

ことがわかるようになっています。

次が「タカストロウ!Jでナ。最初jの「タカススキデ

スカ ?Jという企画を反挟して、議事VJIま使民の忠、い出を

調べたのですが、今度は自分の身の回りに起こっている

出来事の中から、将来、思い出になりそうな出来事を抽

出するということをやってもらいました。写真を使って、

いま混夜の場所をパシヤヅと撮ってもらいました。

自陣思い出の特質、多様性を実感する

まず、「タカススキデスカ ?Jの最初の{t:習のほうから

説明させていただきます。

住民の思い出を子どもたちの手で抽出し表間化する

ことで、このプロセスを通して忠、い出の特質とか多様性

みたいなものを子どもたちに実感してもらえればなとい

うことを考えてみました。

どのように思い出議査をしたかといいますと、まちで

出会った人に「目立い出を教えてください」といきなり開

いても難しすぎて答えにくいと段、うので、簡単に「はしリ

「いいえ」で答えられる「タカススキヂスカワ」という

質問を投げかけるようにしました。その質問に対して、

大体の入が「はい」と答えてくれるのですが、「はい」と

答えてくれたところでコミュニケーションをとれるよう

にして、恕い出を教えてという質問に移っていきました。

そうやって調べていった思い出の調査、これが識査用

紙です。「いつJ'どこでJ'誰とJ'どうした」という 4

つの空概がありまして、これを 1つずつ埋めていけば思

い出を鰭単に記述できるようにつくってあります。そう
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することで、最終的にこの模型をつくるので「いつ、ど

こで」というE重要な情報が抜け落ちないようになってい

ます。

調置まちの人の思い出調査

日目は、練曾として、友達同士で思い出調査を、先

ほどの「タカススキデスカ ?Jから始まるような問いか

けを練留してもらいました。

二日目はまち歩きに出ています。これはまち歩きで廻

るルートを子どもたちに決めてもらっているのですが、

まち歩きの目的は、実際にまちに出て行ってもらって、

まちの人たちに思い出を匡書き取るというのが つの目的

なのですが、もう一つ、実際に、自分ではない、ほかの

人の思い出の場所に立ってみて、そこで見えるものが何

かということを体験してもらうということも目的として

考えていましたので、ここは、友達同士で額き合った思

い出とか、家族に対しても宿題としてやってきてもらっ

たので家族の思い出とか、そういった中から自分の行き

たい湯所をピックアップしてもらいました。

これは、これから行く場所はどういう思い出があるか、

どういうルートで巡るか、ということを皆の前で発表し

ているところです。 6グループに分けてやったのですが、

これがそのグループそれぞれの廻るルートです。そして、

まち歩きに出かけていきました。平日の昼間ということ

もあって、子ども連れの突さんとか、そういう人に対す

る誠査がたくさんできました。また仕事の休みのお父さ

んもいました。あと、掃除をしている人に調資をすると

いうこともやっていたみたいです。

そして、三日目、霞終Bですが、最初の白い綾型が真

っ白なままだと少し気持惑いので、子どもたちに色を添

ってもらっているところです。最初は少しずつ諮ってい

ったのですが、完成したものはこれそらいの賑やかな色

合いになります。この模型をまちの中の商j吉街に展示し

たのです。

睡将来思い出になりそうな出来事を織る

次は「タカストロウ!Jです。身の回りで起きている

出来事の中から、将来、思い出になりそうな出来事を抽

出することで、自分自身のまちへの震着みたいなものを

再認することができればと思っていました。一日目です

が、写真を撮ってもらうということでカメラを子どもた

ちに手渡しました。

一つのグループに一合¢吏い捨てカメラを手渡して、

それをパトンにしてカメラ撮影リレーみたいな形で、ち

ょうど冬休みをはさんでいましたので冬休み期間中に子

どもたち陪士でカメラを屈してということをやってもら

いました。一つずつのカメうは、うちの学生たちがそれ

ぞれ巽なるデザインでパッケージしてくれまして、子ど

もたちにもそのカメラに模様を描いたり、名前を書いた

一128

り、メッセージを書いたりして、自分自身のカメうだと

いうマーキングをしてもらいました。

二日目はカメラを集めて混像に出しました。27枚撮り

のカメラだったので、 1人につき 4枚か 5枚そらい写真

が綴れているのです。今凶はその中の 1枚だけを選んで

作品にすることにしました。写真だけをパッと兇せても

面白くないかなと怠ったので、こういう額縁のようなも

のを用意しました。写真がここに乗って、タイトルを書

きました。それから、先ほどと同じような「いつJ'どこ

でJ'殺とJ'どうした」という思い出を説溺する橋があ

ります。それから、別意しておいてよかコたなと患った

のは「未来へのメッセージ」という織で、窓、いI-Ijを撮っ

たときの気持とか、その写真によって伝えたかったこと

を具体的な誰かに向けたメッセージとして作文にしても

らいました。

1三日l3です。'炎F票に作品をつくって展/日寸る。 作品の

製作は体育館で行いました。こうやってゴロゴロしなが

ら皆に書いてもらって、体育館の壁にそのまま結っても

らう。そして、皆で集まって、 l人ずつ思い出の内容を

説明するという機会を設けました。

際思い出のB常牲に子どもたちが気づいた

思い出の特殊性や事様性を子どもたちに実感しても

らうとか、悶分がまちのどういうところに愛殺を感じて

いるのかということを再認してもらうとなど、想、主主して

いた民的は大体達成できたと思います。特に、ここに書

いてありますが、思い出の臼常撚みたいなことを子ども

たちは気づいたのではないかと思いました。

底、い出というと、すごく大きなイベントとか、そうい

うものにまつわりがちだと怠、うのですが、「タカススキデ

スカワ Jの最初の企画を過して、公隠iで遊んだとか、仕

事の帰りに公園に毎日来ていたとか、そういう日常的な

出来事も怠い出になるのだということを子どもたちが気

づいたのではないかと思いました。
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「食脊がはぐくむ住まい手っくり手学校栄養士との

協伺作業によるまちづくりの可能性一」

藤本第二(徳島県立場小学校)(pp.15-20) 

翻まちづくりのつなぎ手となる栄養士

食の学びとまちづくりについてこれまで実践してきま

した。ここで食というのは栄幾や生産物、労働や家庭生

活、生産者との関係も含めたものを指しています。食や

農の暮らしの知恵、を通して、子どもたちが住まい手ゃっ

くり手としての自党をはそくむことについてはすでに報

告してきました。また、総合的な学努の日寺凋と教科とを

紹互に関連させた学際的なアプローチを通して食育がま

ちづくりにつながる可能性についても見出だすことがで

きました。今回は学校栄養土、略して栄養士とG'I'びます

が、栄養士がまちづくりのつなぎ手としてどのような役

鋭を果たすことができるのだろうかということに焦点を

当てて実践を報告したいと忠、います。

学級担任と栄養士が協同で授業をつくっていぐことに

より、より深い学びが可能となります。「学校栄養士を生

きJjのモデルにするJ'子どもの理解や関心に合わせる」

「授業設計から協問で作業する」。以との 3点について、

4年生の総合的な学習の時間、「きゅうきょぐの桜もちJ

の実践を基に説明したいと恕います。

置きゅうきょくの桜もちをつくる

実践では、このように教材開発や単冗のデザインを栄

養士とともにつくってきました。栄養生のアドバイスを

基に桜もちを子どもたちに提言駐することにして、 4年生

の進級祝いということで桜もちをつくりました。葉つば

をどうするか椴談し、校内の八重桜を塩漬けしました。

薄皮を染めるために使った食紅は子どもたちの関心事に

なり、食紅は体に悪い、お母さんが食べたらいけないと

言っていた、という訴を子どもたちがしてきました。子

どもたちは、身近な食品にたくさんの着色料が使われて

いることを誠べるようになり、ますます心配になり、栄

養士に「食紅って安全なの」と関〈ことにしました。栄

養士からは、着色料の学習ということで、おやつの食べ

方について授業をしてもらいました。

学校栄養士からは、「私は給食では、安令について心配

があるようなものは皆さんの給食には出したくない」と

いう話を聞きました。食に対する強い信念に出会った子

どもたちは、自分たちで羽然の素材から着色料を探すこ

とを始めます。それまでは食紅を使ってもいいと思って

いた子どもたちも、さまざまなものから天然の着色料を

取り出しました。しかしながら、こういった天然の着色

料は数日すると色があせてしまいます。また、使えなく

なります。

129 

子どもたちは、自分たちが思

うスッキワしたピンクの色を見

つけることができません。ここ

で再ぴ食紅の兇i直しが起こりま

す。非常に安い依段できれいな

色が安定して出せる食品Lに対す

る評側が高まってきます。一万

で、それでも心配だ、使いたく

ないということで、訴し合いが3カ月ずっと続いたので

すが、それでは授業が終わりませんので、決着をつけな

いといけないということで、栄養士の知り合いの和楽子

織人の方をご紹介していただきました。食べ物に使って

いる方ですから、この万に決めてもらおう、ということ

で子どもたちは決務をつけました。そして、巌終的につ

くった桜もちはむらさき学で染めた桜もち、また、アズ

キやササゲ、赤米で染めた縦もちをつくりました(凶 1)。

子どもたちに「君たちが求めたきれいなどンクの桜も

ちじゃないよね」と話しました。でも、これでいい、こ

れが私たちの綴もちです、長主将]から最後まで府分たちで

こだわって、最初から最後まで自分たちでつくって考え

た桜もちだからこれでいい、ということが子どもたちの

結論でした。

翻おttt話になった方におもてなしを

J子どもたちは、初め、縦もちを自分たちが食べるつも

りで始めたのですが、学級のボートフォリオを見るうち

に、たくさんの方にお役話になっていたことに気がつき

始めます。自分たちが食べるために始めた桜もちですが、

おtl!話になった方をおもてなししたいという気持ちが自

然に生まれてきました。栄養士が和室を使って和食のマ

ナーやおもてなしの心を学ばせるために続けていた和釜

給食の場を使わせてもらって、おもてなしの心を学んで、

おもてなしの桜もちをつくることにしました。最終的に

は、お役訴になった方をおもてなしして縦もちパーティ

を開くことにしました。

瞳きゅうきょくの桜もちから音ゅうしょくの桜もち

この学習が終わりかけたころに、栄養士から「桜もち

のレシピを残しておきたい、桜もちを給食にも出してみ

たい、ほかの学校でも使えるものにしてもらえませんか」

という提案がありました。子どもたちは喜んで「先生、

『きゅうきょくのよ躍もち』から Fきゅうしょくの本長もち』

だね」ということで、自分たちのつくったレシピを給食

センターへブレゼンをして、実際に給食の献立に設場し

ました。

灘栄養士と協同で授業をつくることが有効である

以上の事伊Jから、授業設計から協同で栄養士とともに
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授業をつくることが非常に有効であるということに気づ

きました。そこで、昨年度、ワークショッブによる単元

づくりに取り組んできました。これから紹介する事例は、

学校栄養士だけでな〈農家の方も入ったワークショッブ

や、他校の校内研修の土器で藤本が給介したワークショッ

ブの事例が入っています。

ワークンヨツプではそれぞれのグループにサツマイモ

やダイコン、カボチャのような実物司食材を真ん中に置

いています。このグループの場合は徳島県¢特産品であ

るユズ、スダチを遣いております。また、グループはm
f壬の教師、学校栄養士、農家の方が入るようにしました。

まず、教師から、食べ物にかかわって好き嫌いが多い、

残すことが多いという子どもたちの課題を出します。次

に、それぞれの参加者が、その教材の可能性や教材にま

つわる思いを書いていきます。

これからはー般的に行われているワークショッブと全

く同じです。 f守護紙を綴造紙に貼り付けていきながら、

グルーピングを過して話合いが進みます。グルーピング

では、農家の方や栄養士から活動のアイヂィアや栽培に

かける思いが出されます。また、教師からは素朴な質問

や疑問が出され それに対して専門的な立場からのアド

バイスがあり、互いの思いや殿いを交流する場とするこ

とができました。

中には、反論し合う場関もありました。栄養士からは、

無農薬に近い食材が欲しいという誌がありますが、農家

の方からは農薬の安全性に理解を示す必嬰がある、農薬

イコール危険ということは教えないでほしいということ

で、生産する立場の苦労と治費する立場の願いが少し歩

み寄れたような雰関気となりました。

また、この方はブロッコワーの栽培農家の方なのです

が、農家の方は物を持って話していただくと大変しゃべ

りやすいというか、熱く語っていただけるということが

このワークショッブで得たことです。

あとは、タイトルを付けながら整理してできた単元が

「なると金時」の単元です。「なると金時を未来へ発信」

と。こちらが「だいずの探検隊」の単元です。教部だけ

ではできない豊かな教材開発、教材研究ができて、食の

専門性の反映された単元ができました。これらのつくら

れた単元は本年度実践をする予定でいます。また、校内

研修等でも、教師だけではなくて農家の方、栄養士とと

もに単元をつくることに積極的に取り組んでいきたいと

思っております。

調栄養士がまちづくりのつなぎ手となる

栄養士がまちづくりのつなぎ予の可能性として、学び

の継続や地域"つながる手立てを得たということもあり

ます。実践後に、担任には「きゅうきょくの縦もちのレ

シピが欲しい」という問い合わせがありました。栄養士

には「普段、子どもたちが食べている鷹揚げは特別なっ

くり万があるのですかI伝統食のなすぴ寿司はどのよう

につくるのですか」という問い合わせがよくあるそうで

す。また、栄養士は給食を通して伝統食を残していきた

いと、そば米汁などに積械的に取り組んでいきました。

そこで、給食献立から家庭に勧めたいレシピを取り上げ

てレシピ集をまとめました。これが『あったかうンチ~

彩りの町の学校給食レシピ集~~です。これを余校に配

り、希望者も合めて 200部ほど配付しました。

つなぎ手の可能性として、食について考える機会の設

定により保護者の参画が増えました。そのー伊jが思い出

の給食の翻き取りの学務です。なつかしの給食の取材を

きっかけに、保護者とさまざまな話をして、昭和 40年

代の給食を再現することができました。栄養太はこれま

で伝統食を給食に取り入れたり、地域とのネットワーク

や地域に根ざした食の実践を積み重ねてきたりしてきた

実績があります。その財産と、子ども理解の専門家であ

る教部との協間作業をとおすことによって、より深い学

びができると考えます。

桜もちの実践の単元の初めに子どもたちが書いたウ

エツピングマップです。単元の終わりには、子どもたち

は学畿を通してこのようなマップを妻くことができまし

た。子どもたちがさまままなものをつなげていったこと

がわかります。

翻古まざまな人のf湯舟作業から、良い学び、まちづくり

につながる

食はさまざまな人を役代を越えて巻き込みやすい教材

です。子どもにとっても関心を持ちやすく、学澄に参画

してくれる大人の存在も非常に多い教材です。栄養士が

食の安全性をレシピや栄養の綴点から異体的に話し、扱

f壬は子どもの興味や腐心、学級の状況や学習経験、教事苦

課程での位翠付けを説明します。この協同作業によって

より良い学びができ、これがまちづくりにつなげていけ

るのではないかということを考えています。食を通した

まちづくりについてはまだまだ実践を始めたばかりです

ので、今後、この点について指導、研究を進めながら取

り組んでいきたいと思います。

a?Jl アズキササゲー赤米で染めた桜もち
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「都市遺産資産発売を透した、教育プログラム構築の

実銭小学生と大学院生のワ クショップ『ぼくらはま

ちの探検珠山

伊藤濡ー(東京大学生康技術研究所)(pp.21-26) 

劃小学生と大学院生がチームでまち歩き

2004年の 12月から 2005年の6月そらいまでかけて、

東京大学の生産妓術研究所と、ほど近くにある区立代々

木上原小学校でワークショップを行いました。

私は現在、村松助教授の研究室に所属しています。研

究室から大学院生8人が出まして、上原小学校の当特の

5年生 42入が、 l人の大学院生に 5人寸らいの小学生

がチームになって、まち歩きをしていくというコンセブ

トです。探検隊ということで、先ほどの村松先生が、一

応ヘ「むらまつ博士」ということで大隊長という役になり、

最初に 8つの探検隊チームにそれぞれ指令書を提おする

のです。そして、それぞれ、大学院生の隊長を含めた隊

員の子どもたちに指令書が手渡されて、そのテー?につ

いてまちを歩くというストーリーになっています。子ど

もたちが歩ける範囲はなかなか限られていますので、地

区を 8つに分寄jしまして、 A経はここ、 B斑はここ、と

いう形でやっています。

隠さまざまなプログラム

都会の中のまちですので、普段、まちの閉凸というも

のをなかなか感じないだろうということで、土地の!'1l凸

模裂を子どもたちがっくりました。 8つのチームがあり

ますので、それぞれ、部分的につくって最後に合体させ

て、学校の屋上に上がって、見比べてみて、まちにはこ

んなに山坂があるのだなということを発見していきます。

単にフィールドワークだけをやっていてもなかなか飽き

てしまいますので、こうした手作業も潤にはさむように

工夫してやっています。

次に、古い地図の党方についても子どもたちと学び

ました。そして、 1つのチームにデジタルカメラを 2っ

と画板みたいなものと古い地図を渡して、いよいよまち

に出ていきます。

また、 IRの方に入っていただいて、都市計画につい

て子どもたちに講義をしてもらいました。

デジタルカメうを持って歩いているので、子どもた

ちにテー?に沿って写真を撮ってもらったり、インタビ

ューをしたり、チームによって違いますが、それぞれの

テー?について、異なったアブローチをしながら、大学

院生と子供達が一緒に考えていくということが最も重要

なことであると考えていました。

街については、子供達の方が断然詳しいわけです。

そこで暮らし、遊んでいるのですから。大学説生は、子

供達からこの街について教えられ 大学院生は、子供達

ヘ都市や街の見方や、考え

15を伝えるわけです。それ

は、お貰いにとって大きな

態味を持っています。

ここがこのワークショッ

ブの最も大切なととろだと

私は思っています。

さて、発表会に向けて、

模梨をつくる斑と、コンピユーターを使ってパワーポイ

ントで表現する班と、いろいろあります。まちの歴史的

な建物を識さによって表現しようということで、古くて

いい建物を高く積み上げましようということ考え出した

り。 8つのチームがあるので、報告集を見ていただくと

テーマがそれぞれ書いてあります。どのような初賂テー

?で、それを最終的にはどういう形に落とすのかという

ようなことを書いています。

一{慨を串しますと、私のチームはまちにある「へそJ

を探せというテー?になっています。子どもたちと一緒

に「へそ」って侭だろうというところから始まって、そ

れを例えば、まちの中心になる所と。おへそというのは

お母さんとつながってすごく蚤婆な場所だったはずだか

ら、まちの中でも「へそ」にあたるような、まちの中心

を傑しにいこうということに置き換えてまちに出て行き

ました。それで、先ほど僕型みたいなものがありました

が、最終的にはそのまちの中心になる所で、その場所を

楽しむようなところを新たな空間を自分たちで提築しま

しようということです。テーマは、監銭的な表現ではな

く、テーマ自身について考えないといけなくなっていま

す。

田総合学習の崎潤在使って

小学校の総合学習の時間を使ってこのプログラムを行

っていますが。このときは第 1朗自でして、 45@]のプロ

グラムを全部決めてからスタートというよりは、途中で

随時変更しながらという感じでした。やるときもあれば、

半日寸らいのときもあります。コミュニケーションをと

るために、子どもたちと…絡に給食を食べるということ

もよくやりました。最終的には、東京大学生産技術研究

所で、子どもたちを呼んで、父母の方々も呼んで発表会

をするということをやりました。基本的には、子どもた

ちが余部プレゼンテーションをするというw-をとりまし

た。総合学習の時隠を利用するにしても、 3臼路ぐらい

で完結できるプログラムにするのが、いいように思いま

す。

制キーワードは里街

今回、この文章を書かせていただくにあたって、基本的
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にはそのプログラムをどう構築していくかと。要するに、

大学校生と子どもたちが【緒に侍かやるときにどういっ

たルール付けで運んでいけばいいのか、ということを私

たちは構築したいと思っています。それで、私は大学で

は、建築の保存や再生といった皇室史が専門でして、アジ

アのことをやっています。アジアのいろいろな都市に行

ってフィールドワ クをするのですが、まちをこうした

ほうがいい、ああしたほうがいいという話はするのです

が、実際、自分のいる大学の周りで何ができているのか

というと何もできていないのです。外に狩っていろいろ

なことは言っているけれども、爽は、自分の大学の周り

では何もしていないという現実がある。

そういうことではな〈て、自分が住んでいる場所、働

いたり学んだりしている場所について、我々は「果街」

というキーワードで話をしているのですが、音は'l'lJlIと

か皇山という概念があって、ふる黒の中にある山とか)11

という概念があったのですが、まちの中に往んでいる自

分たちの皇街というものを発見しましようということを

目指してやっています。

都市で生活する子供達が、この町を田舎の自然と同様

に、古里として愛することができるのであれば、街や都

市は変化するのではないかいうことを期待していますし、

その誘引をこうした活動を通して少しでも行うことがで

きればと考えていま言。

第 1包臼を去年やって、来週から第 2[ii]日が始まりま

す。ほかの小学校もいろいろ手を挙げてくださる所があ

って、イ田島にある小学校、書事毘にある小学校、来月には

トルコのイスタンブールの小学校、インドにある小学校

も参加してくれるという話もあります。今年は全部で5

っそらいの小学校が何時に動いていまして、最後はその

子どもたちを東京に呼んでキヅズコンテストというもの

をやって、いろいろな関でやっている ilまくらはまちの

探検隊」を皆で発表しましようという場を 11月につく

ることになっています。
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m主主きる力』を育てる{主教育プログラムJ

鷲尾真弓((杖)兵庫県建築士会女性委員会)

紹羽史子(神戸市すまいの安心支援セン合 ) 

(pp.33-38) 

置神戸市すまいの安心支援セン合一(すまいるネット)

阪神淡路大震災を教訓iに、神戸の市民が自ら安心な住

まいを選択できる環境づくりを臼指して、平成 12年 10

汚に「神戸市すまいの安心支媛センター(すまいるネッ

ト)Jという機関を立ち上げました。この機関は住宅の総

談や住まいの物仲などさまざまな情報提供、セミナーな

どの普及啓発を行う住まいの総合拠点として機能してお

り、関設から 5年半ほど綬過しております。大体単年寸

らい紹談の実績がたまってきて、相談に来る人rJ;傾向と

いうのがちょっと見えてくるようになりました。

.，.主教育の必婆性

それは、自ら住まいのことを深〈調べたり、考えたり

する機会をつくろうという市民が予怨以仁に多かったと

いうことです。 方で、「住まいのことは専門家に任せる

もの」という先入鋭が非常に強くて、業者が言うことを

鵜呑みにしてしまったり、いとも繍単に契約してしまう

といったケースが非常に多いということです。また、も

う少し考えれば、情報があれば妨げたというトラブルが

非常に多く、残念なケースがあるということです。

多くの市民は住まい、つまり住祭闘というものは自ら

が主体的につくるものという意識が備わっていないので

はないか。自ら行動し、情報を獲得しようという姿勢、

自分に必要な情報というものを取捨選択する能力が身に

付いていないのではないかといったところが、我々とし

ては非常に気になりました。

そこで、我々が注沼したのが i{主教脊」です。住教育

については、建築設計などの建築教育というのではなく、

消費者教育としての住に関する基礎的な能力を付けるこ

とを目的とするもので、できれば児童・青年販の学校教

育を中心に、適切な判断力や価値観、主体性を身に付け、

成人したときに、主体的に自らの住まいを形成宮ること

ができるようなものが有効ではないかと考えました。い

ま義務教育の中で小学校5、6年生、中学校の家庭科を

中心に、住の分野の綬業が実際に行われております。し

かし、現実には本来性教育が求める、こういった意味の

部分が実際の教育現場ではなかなか実施されにくい状況

にあるのではないか。それが後々大人になって、どうし

ても受身で消極的なことにつながっているのではないか

と考えました。

掴先生、専門家、行政のネットワ クで

我I:zが取り総み始めたのが「住教育ワ キンググルー

-133 

プ」です。まず教育現場ということで学校、これは実際

に家庭科を主に教えている先生方に来ていただいており

ます。教湾委員会からは家臣室料の指導主事、導門家とし

て、住宅や教育に関する有識者、地域の建築士の部分を

実務者、巌後l立行政で、事務踏としてのすまいるネット

及び住宅関連部局の神戸市、この3者が連携し、それぞ

れの役部を果たしながら、皆で住教育の質を高めていこ

うということでできました。

主体的に住まいにアプローチできる生汚者の育成を凶

るため、平成 14年2月に設立され、 3年半ほど活動を

続けております。具体的な内若手は大きく 2つに分かれて

おり、 1つ誌が住教育に関する研究・情報炎換です。住

教育の現状や問題点、それらに対する議論や新たな取総

みなどの情報共有化やtJf:案などを行い、そのような機会

がメンバ一級友の理解にもつながっていたり、場として

の機能があります。 2つ日はモデル事業の実施です。学

校の教員に取総みを理解してもらうには、実際にやって

見せることが非常に有効だと思います。そのために、住

教育に取り組む教員の依頼に基づき、テー?や内容など、

依頼に沿ったものをiE画し、講師の派遣という形で実施

しております。このようなネットワークがあるからこそ

できるという高いレベルの内森を実際に作り上げ、提供

し、ご理解をいただくという仕組みです。

聞小学校5年生への実践

これまで私たちは小学校で 8閥、中学校で2回の授業

を実践してきました。本院は、その中から 2つの挙伊jを

総介したいと思います。

1つ日は小学校5年生を対象に実施した綬業で、「快適

な暮らし方を考える~夏パージョン-Jというタイトル

です。夏場の生活の中で快適さとは向か、その要凶とは

何かということを考える中で換気、通風の役害jを認識し、

臼常生活の中で快速な住まい方ができるといった能力を

身に付けることを尽的に、授業の展開を考えました。

子どもたちは快適な場所を求めて、学校の中をグルー

プ別に探検に行きます。その際、混度計を持って、快適

だと忠われる所の潟度を誤IJってみたり、快適だと感じる

要因を考えたりと探検します。

探検から戻ってきたら、発見した場所や王里出をグJLー

ブごとに発表し、それをゲストティーチヤーがまとめて

いく過程で、快適さとは温度が低いだけではなく、風通

しとか臼当たり、木陰、伐による臼除けの効巣といった

他の姿因も関係してくるのだということに気づきます。
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学校の探検にH1たときから、子どもたちがいた教案は

窓を閉め切った状態で不快な環境をつ〈っておくのです

が、帰ってきてからも;容を開けずに、子どもたちはずっ

と暑い中で発表したり、活動をします。ここで初めて閉

め切っていた教窓の窓を徐守に掬放していきます。片側l

から 1つずつ願書写に鋳放していくのですが、両倒jの怨を

全部関けると、 気に風が入ってきまして、子どもたち

はその風を受けて涼しさを実感し、歓声をあげます。

同時に、案内環境は窓を調けるごとに測定しており、

C02の濃度が、窓を賭けたことによって濃度が急激に

下がるのを見て、換気によって教室内の忽気がきれいに

なったことも理解します。

簾や風鈴といったものを使った背ながらの工夫も紹介

し、快適な住まい方が自らできるような動機づけをする

ことで授業の最後を締めくくっております。

この授業では建築士のアイディアと、室内環境を測定

してもらうのに保健所の協力を得ているのですが、この

ような協力があってより震の高い授業ができたと考えて

おります。

量躍中学校2年生への実践

2つ自の授業例は、中学校2年生を対象に実践した「災

害に備えた住み方~地震対策編~J というものです。こ

れは学校で行われている耐震補強工事を教材にして実施

したものです。 2週にわたり 50分の授業を 2コマ開催

するという構成です。 1つ巨のプログラム lは、教員が

単独で行う授業になっております。まず重量災遺児の写真

や教諭の休験談から、震災による被害の大きさや怖さを

子どもたちにわからせます。その後、ちょっと見えにく

いのですが、牛乳パックを輪切りにしたものを建物に見

立て、どのように工夫し、補強すれば揺れに強い構造に

なるかということを、工作によって子どもたちに考えて

もらいます。

第2)車自は、プログラム 2を教員とゲストティーチャ

ーが共間で行います。 J受業の流れとしては、前週の授業

で考えた自分たちの作品がどのような補強タイプか。面

で補強しているのか、斜め材で補強しているのか、角を

補強したものか、この3つに当てはまらないその他に属

するのかといったところを確認することで、前週の授業

内容を振り返ります。次に、牛乳パックを連絡させ、学

校の鱗易な模型を作ります。その模裂に片側は生徒の作

品を使って部分的に補強を加え、もう片方は補強なしの

ままで向時に揺らしてみます。そうすると、部分的に補

強したものとは明らかに擦れ万が違うので、補強をする

ことによって揺れに強い構造になることが白で見てわか

ります。

また、学校で耐震補強工事が行われているが、どのよ

うな工事をやっているのか、図[却やヱ事の写真を用いて
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説明します。説明の擦には、子どもたちが考えた工夫を

うまく結びつけながら説明し、自分たちが考えた工夫が

実際の工事でも使われているのだということをわかって

もらえるような内容にしています。

最後ですが、学校や家といった建物の補強は、中学生

のレベルではなかなかできませんので、例えば非常持出

袋を用意するなどといった身近なところから、臼ごろの

備えを学ぶことで、最終的には日常生活に実践できる力

を付けるという内容にしております。

この企画に当たっては、阪神淡路大食災の記憶がいま

の中学生ではほとんどありませんので、いかに地震災害

を身近に感じて、日常生活の中で備えができるかという

ことをE重視しました。学校は彼らにとって日常然活その

ものですので、教材として良いものだったと思っており

ます。現在、神戸では学校の耐箆補強工事が台、ピッチで

進んでおりますので、本綾業lま今年度より対象校で用賢次

実施していく予主主です。

瞳お互いを高めあうネットワーウ

最後になりますが、今後の展閣と可能性(図 1)につ

いて、 f主教育とは子どもたちが将来の住まい手として必

要な能力を付けるという滋味ももちろんありますが、学

校や専門家、行政といった所が連携し合って、それぞれ

の得意分野を活かし、また、異なる分野の影響を受けて、

お互いに高め合うことでもたらせられる効果も大きいと

考えています。そういった住教湾を進めていくためには

必要な 3つのポイントがあります。 1つは{主教育におけ

る教員サポート。 2つ自はすまいるネットという受発倦

をする場、ネヅトワークの核となる存在が必要望だという

こと。 3つ図l立、先ほど級介した伎教育ワーキングなど

のように、異分野の交流が切れるような場を設けるとい

うこと。この3つが備わって、はじめて住教育推進とい

うことが進めていけるとこれまでの活動を過して気づき

ました。今後も子どもたちが自立した消費者として、本

当の主主味で「生きるカ」を身に付けられるように、より

一腐の取組みを進めていきたいと考えております。
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「子どもを対象とした地域プロジェクトを介した多層コ

ミュニティ悶連携」

管原lIl依子(東京工業大学大学銭)(pp.27-32) 

闘コミュニティ闘の連携を分析する

まずこの問題の背景として、近年の総合学習という科

目設E室、小中学校のfj由選択制や統廃合などが起き、子

どもにとって地域と学校の範留に縞たりが生じていると

感じました。 “ヌヲで、地域の!日来の組織、 PTAや町会

の子ども会などが形骸{IJしていることから、外部からの

人材、手法の投入がまち学醤に対して有効であると誇わ

れるようになりました。そこでコミュニティが接点を持

つのですが、そこに仰かしら必婆な条件があるのではな

いか、それを見るためにコミユニ子イ闘で行われた連携

を分析するのが論文の包的でした。符さんが発表された

事例に対し、その舞台裏のような大人間企の演係を見て

いこうというのが民的です。

圃多様多援のプロジェクトを対象にした

対象としたプロジェクトについてですが、墨泊区の寺

中地区では、週五日市IJを受け、土縫Bをf子どもたちが椴

を持て余しているので、地域で侭か体験をさせてくださ

いと、育成委員会から小学校に援助金が配分されること

になりました。そこで第三寺烏小学校(三寺小)という

所で出した提案に関しては、企業からも援助金が出るこ

とになったのです。それでは学校と企業とで補助金が重

なってしまうので、新しく委員会をつくり、活動を学校

外で行うことになったわけです。

墨田区向島では下町気質がまだ残っていることや、近

くで活動を行っている地域NPO向島学会が存在してい

ることから、多穏多援のものが関わるということで、こ

の論文に対してその動きが非常に適していると判断し、

このブロジヱクトを選定しました。

プロジェクトの内容は、大きく分けて 2種類のワーク

ショヅブを経て、最終的に壁画を撒くというものでした。

照聞は半年織で、中心となって企闘を作ったのは学校教

師で昔が、アーテイストが関わったものもあります。

呉体的には田Jを歩いたり、ネコの格好をしてネコの視

点、で田町を兇たり、あるいは自分の好きな路地に対して、

このようなものがあったらこの路地はもっと魅力的にな

るかもしれないということで、路地に物を置いてみるこ

とをfiいました(悶 1)。

鵬プロジェクトに関わった人の分類

実際にプロジェケトに関わった人は、実行委員会の症

に5名、 PTA会長、実行委員長、教師、アーテイスト、

NPOの会員の方が中心となっています。この方ヤがど

ういった極体に属しているか、 4つに分けることができ

ます。実行委員会には震接関わらなかった町会、教育行

政、企業メセナというのは、プロジェクトを許司したり、

金銭的に支援することでしか関わっていないので、1=.に

中心となった 5つについて兇ていきたいと思います。

もともと地域の人と触れ合いがあって、信頼を得てい

るものを「既存コミュニチイムもう一方は新しく隠わる

ことになった「新線コミュニテイ」と名付けました。

.NPO向島学会の幅広い協力があった

プロジェケトの援案者が、どのように動いていくかを

怒定していたのかを、論文では模式関{図 2)で表しま

した。学校とアーテイストの織は縫案者が中継となるだ

ろうと。保護者は子どもにとって非常に影響があって、

保護者を巻き込んでいくことが火事だろうと。 NPO向

島学会というのは、アーテイストを紹介してくれるだけ

で、それほど鴎わらないだろうということを提案者は想

定していましたが、実際には、アーテイストやスタッフ

が子どもにとって影響が大きく、保護者よりも影響が大

きい。保護者は向島学会や子どもというよりも、アーテ

イストやアーテイストスタッフと年齢が近いので、むし

ろそちらのほうに興味を持っていた(図3)0NPO向島

学会は紹介程度に弱まるのではなく、ワークショッブに

関する情報やスキルの提供、データの蓄積があったこと

が大変重姿でした。

圃個人の遼携パ合一ンの量産異は役割分担の成功を示す

次に、特系列にそれぞれが委員会に関わった 12名を

選ぴ、その 12名がどのように行動したかを矢印で簡単

に示しました。例えば提案者でもある実行委員長は、イ

ベントの前後に活動が集中していることがわかります。

逆に、学校の教富市は、前後の滋儀よりも、イベントが行

われている最中に保護者へ対応したり、校長への説明に

追われていることがわかります。このように俄人によっ

て活動の時販が違うということは、委員同士がそれぞれ

バランスを取って活動していたとも言えます。

新規コミュニティは、官<:に連携が行われているので、

比較的スムーズに連絡が行われる 方で、成準コミュニ

ティの つ、学校責任者の校長、教頭などには、あまり

積極的な逮療が生まれませんでした。プロジェクトが始

まると、保護者から新しいNPOの方に質問する機会が

少なくて、態見交換に偏りが生じ始めたことがぶされて

います。また後半になってから実行委員長や実行委員会

では予測していなかった動きが、派生してきています。

以上のことをまとめると、俄人によって連携パターン

に差が見られることは役部分扮が成功しているというこ

とでもあり、委員会内で特定の人へ広作業過多を紡そこ

とにつながると言えま官。新規コミュニテイにおいて連

携がスムーズに、短期限に行われているということは、
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連携体制があらかじめ整っており、実行力につながると

言えます。新しいイベントで連携体制jがっくり出しにく

い銃存コミュニティの問題点であったり、 PTAなどに

連携が派生していくところで、キーパーソンを発招する

機会が生まれていることがわかりました。

量ヰ~]互の行動把援が主童委

先ほどの 12名の委員の方にヒアリング誠査を行い、

患見をいろいろと述べてもらったのですが、その中で特

に傾向として兇られたものを整卑し並べました。 tに耳元

存コミュニティと新規コミュニティで分けたときに、説

得コミュニ子イでは、保護者闘の連携がうまくいかなか

った。特にさえることは、地域に既にある行事と、新し

い行事が柔なってしまうと、 PTA潤では非常に混乱し

てしまう。地域に是正にある行事がどのように行われてい

るかによって、それを事前に把握しておくことが必要で

あることがわかります。また、学校やPTAなどに進行

報告を直接していなかったのですが、周留の不信感を拭

うためには、今後それを工夫していかなければならない

ことがわかりました。

副効果的な連携がプロジェクト成功への鍵

いまのプロジェクトは事前の連機に告書してでしたが、

活動中ではどのような組畿が生じたのかを見ると、既存

コミュニティでは、ゲストティーチャーであるアーテイ

ストが関わることが理解できなかったのですが、それは

学校側の新しい取組みだったので、学校側から紹介する

必要があったわけです。住民や塁走存コミュニティ侭jへの

説得に対しては特にNPOや委員会、新主党コミュニテイ

からではなかなか難しいので、うまく分却すべきだった

ということ。また、新規コミュニティでは、隠接的な参

加を認める手法を取りました。それは例えばワークショ

ップにおいて、保護者、学生に、当日でもいいので参加

してくださいという形を取ったので、逆に、ボランテイ

アをするのだという自立意識を高めた結果につながりま

した。

以上のことは、連携行動をある稼度予測し、これから

計画的に行えるようになれば、ワークショッブを行うに

際しても、その収入源を多様化させることができ、そう

すれば安定した予算で十分な材料を揃え、まち学習を行

うことができます。また、連携がうまくいくことがあら

かじめわかっているならば、スタッフを人員としてボラ

ンテイアのようにたくさん確保することができるので、

まち歩きなどを含んだまち学習を行う際は、スタッアの

多さは子どもの安全性を稼保することになり、子どもた

ちとスタップが触れ合う時慨をさらに増やすことができ

ます。また、委員会でも作業の偏りを分散させることが

できるし、新しい自立意識を持った地域住民の中から人
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材を発掘するということも見込めます。このように、新

し〈告書わるのであれば連燐を苦言、識して、効楽的に使って

いくと、さらに安定した学澄が行えるのではないかとい

うことがわかりました。
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「広域ネットワークによる人材青成-2吉原好きネットに

おける活動展開を事例として-J

井上芳恵(奈良女子大学)(pp.69-74) 

醸宮原町のまちづくり

熊本市から南に:30km殺のところにあふ面積は 33

7、人口は l万 3，000人将度、 i日宮原町と!臼竜北町の2

符が合併し、 2005年 10!ヨに氷川町として誕生していま

す。今回取り上げた吉原町と震いますのは、{密療が 10

? (3kmx 4km)程度、人口は 5，200人そらいの小さ

な官庁でした。こちらでは 10年寸らい前かちまちづくり

の活動が盛んに起こっており、役場の向かいにある「ま

ちづくり情報銀行」や「まちっくり漂屋」を拠点、にして、

住民総参加の総合振興計阪づくりを行ったり、殺銃形成

やE即刻呆全に関する計画づくり、 Ut也利用調殺のまちづ

くり条例、中心市街地活性fじなど、各機事業を総合振興

計画の流れに沿いながら、住民の意見を吸い仁げ、各計

画の実現、実行が進められています。

それに併せて、昔から人材育成に演する取総みも軍事ん

で、間fでは人材育成事業として、小中学生を沖縄や北海

道へ派遣したり、 20014二からは盟主交通省の「地域づく

りインターン事業」という、都市踏の大学生を地域に派

遣し、田舎暮らしを体験したり、地元の方との交流を深

めていくといった活動ですが、そちらにも参加していま

す。その{弘環境に関わる活動である「ギロッチョくら

ぶ」や黒山クラブ「どんごろす」は子どもたちゃ親子を

中心とした会で、高校生や大学生を中心とした集まりで

ある「ミッドフィルダークラブムそして 2004年3月に

は「京原好きネット」という総織を設立し、行政だけで

はなく民間からも各種人材育成に関する活動を行ってい

るところです。

翻都市圏の大学生とのかかわりがきっかけとなり「窓

原好きネット」を設立

先ほど述べた地域づくりインターン事業等で、大学生

が小さな田Tに毎夏 2週間ほど訪れるのですが、それ以外

にもまちづくりの始動期から大学生がたくさん入り込ん

でいますので、宮原町に関わった大学生は全国にたくさ

んいることになります。そのような大学生と地元の中高

生とを、その場限りの出会いに寵いておくのはもったい

ないということで、宮原好きネットは全国各地に広がる

メンバーの緩やかなネットワーケをつないで、主主原町の

活性化や情報発信、または資原町だけではなくさを留の地

域の活性化につなげられればということで組織しており

ま言。現在の会員は 107名ほどで、全国 22都道府県に

おります。学生や大学の先生、自治体職員、専門家など

幅広く総織しております。活動内容としては、普段はイ

ンターネット上で情報交換、掲示板による情報交換、メ

ールのやり取りが中心です

が、宮原町のイベント等へ

の参加、その他人材湾成事

業、インターン事業、ゼミ

合宿等の受入れなども行っ

ております。

調「主主原好きネット」の活動

2004偲3月に発足した燦

には、全怪から 30入ほど宮原町に緩まってくれました。

宮原町の立神妓は竹が笠宮な所ですので竹を使ったワー

クショッブをと討して、今後この会でどんなことがしたい

かということについて、そ子どもから大人まで意見交険し

ました。このような場所では、中寝ヨーが料f型を11'ったり、

受付といった手伝いをしながら、全国から来てくれた人

たちをもてなして〈れます。

2004年6尽には「宮原好きネットフォーラム」という

ことで、この会には何名か火学の先生にも入ってもらっ

ていますので、「子どもとまちづくりJに関して専門家の

立場からお話をいただき、その後、小中高校生がパネう

ーとなったパネルディスカッションを行いました。こち

らでの発言も論文の中に紹介してありますが、宮原町で

いろいろな民間活動、まちづくりの活動に関わった子ど

もたちが、どんな経験をし、と明んな足、いで関わってきた

かを振り返ることができる災い機会となりました。この

ときにまちづ〈りに演するキャッチコピーを募集し、中

学生たちが寸劇で披露してくれました。

2001年から毎年行っている地域づくりインターン事

業では、全冨から 10人程度の大学生が宮原町を訪れ、

2週間ほど滞在し、主に民間図体の「ギロッチョくらぶ」

と一一緒に地元の主主まつりに参加したり、「夏休みの街題お

助け塾」ということで、火学生が地元の子どもの宿題を

Fもてあげたりということを行っています。その他、地元

の尚庖僚の方と交流を持ったり、 2004年 8Flには「宮原

好きネット学校」ということで、中学生がすべて企隠し、

大学生に 1泊2日で中学校の行事を体験をしてもらうと

いうことを行いました。

「タウンシャトル・わらしべ長者便」も行っています。

これはトラックを宮原町から長野県の小布施町まで走ら

せ、 8カ所寸らいの盟Tを巡りながらJ基本的には各地の物

産を物々交換しながら人と物との交流を行うものです。

実際に現地で人との交流が主主まれますし、物々交換した

街品を各地で販売するといった活動を行っています。

主主原まちづくり大学というのはこれから本絡的にや

っていきたいと怠っている事業で、昨年実験的に行いま

した。このネットワークには、先ほど紹介したように、

いろいろな専門家がたくさんいますので、その方ヤに来

ていただき、まちづくり大学を憐校したいと思っていま
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す。昨年は、 r~富山一街の溺れたお宝を捜斎せよ」、とタイ

トルも工夫し、子どもたちは大学生とー絡に商16衝に捜

査活動に行吉、ポスターでまとめたり、プレゼンテーシ

ヨンやヂィベートをする訓練を 1泊2日でやりました。

そのit位、 一昨年、昨年度は宮原雪まつりというイベン

トを行いました。北海道と人材育成の関係で交流があり

ますので、そちらから流氷をもらってきて、き雪は阿蘇か

らトラックで運び、アイスキャンドルを作って演出する、

というものです。このような活動も、士事7Gの大学生と子

どもたちが協力することで成り立っています。

寵「宮原好きネット」会員の評価

この活動について、地元の子どもたちゃ呆護者、好き

ネヅト会員はどのように考えているかについて、簡単に

アンケートを行いました。

地元の子どもたち、中学生や高校生、また、宮原町出

身の火学生たちへのアンケートでは、好きネットに入っ

た理由として、 I番に楽しそうだったということがあり

ます。どのイベントでも陀じですが、あまり難しいこと

を言ってもなかなか身近に感じてもらえないので、ひと

まず楽しそうだったということが取っかかりとしてある

のかなと思います。地元の子どもたちにとっては、主主!叡

という本当に小さな田Tですが、全自の人に知ってもらえ

るということも大きな要因のようです。今後やりたいこ

ととしては、他地域の人や大学生との交流、会員がいる

地域に行くということでした。先ほど、人材育成事業が

あると言いましたが、宮原町の体制も合併後いろいろと

変化してきていますから、人材育成事業にもお金をかけ

にくくなってきています。そこで、宮原町で行っていた

荷の事業を民間活動で担っていくことはできないかとい

うことも考えております。

一方、会図の好きネット会員の反応ですが、入会のき

っかけとしては、やはりネットワークの魅力のようです。

全国にいろいろな経験を持った人がたくさんいるので、

ネットワークによってまた知 D合いが広がり、仕事や交

流につながっていくということがあります。イベントと

して印象に残っているものは、特に学生の凶答が多かっ

たことから、インターン事業やゼミ合宿、実際に現地に

行き、 2週間ほど滞在した経験が非常に印象に残ってい

るようです。

組さまざまな交j庇ツール

最後に、いろいろな活動をいくつかに分類してみたの

ですが、 7つほど交流の手段があるのかなと思っていま

す。 1つ自は絡介した営際町でのイベントです。総会や

フォーうム、インターン事業で、年2、3凶程度行って

います。 2つ闘は、 lllJの場所でのイベントに参加するこ

とです。 3つ固に途方でも参加可能なイベント。ネット
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上の掲示板で会議をしたりといったことも行っています。

4つ日は、会員の近線地域でのイベント。 官僚自Tでのイ

ベントだけではなくて、伊iえt:f詰高官官とか関東など、会員

のネットワークのある場所で、近鱗の人たちが集まり地

元のイベントに参加するといったことも行われています。

5つ尽に、近隣の会員時土の交流があります。 6つ目、

情報発信としては、ホームページやメールでニュースを

発信しています。長後に 7つ臼は、通常行っているネッ

トのコミュニケーシヨンで、最近は中高生もインターネ

ットをする子が多いですから、掲示板やメールでのやり

淑りが日常的に行われています。

分布を見ると、それぞれに特徴があり、非日常型、日

常裂で、大勢の入が参加できるものから、少数限定型ま

でいろいろあり、それぞれに効果と課題が考えられます。

今後についてですが、2004年から震原町の立神峡が里

地s:¥山保全再生モデル事業に認定されていますので、立

神地区を中心としてフィールド調査をしたりといったこ

とがこれから行われます。ここを拠点として、会員のネ

ットワークを活かしてフィールドワークをしたり、調査

をしたりする。実際には侭かの作物を作り、例えばオー

ナー制にして、誰ヤさんのミカンの;r:というのを作り、

地先や子どもやインターン生などで手入れし、オーナー

となった大学生に返していくといったビジネスができな

いかと、だいぶ夢は大きいですが、栗山の保全管壊をし

ながら、ビジネスができないかということを考えており

ます。

事業展r，告については(図 1)、大学生や行政、専門家、

他の地域のまちづくり総織、 I也E互の方などを連携させて

いろいろな事業を行っていきたいと思いますが、!日宮原

町を中心とした遠心力もどんとぬん広がっていますので、

それに停っていろいろな人が入ってくるといった求心力

も高まっているという事例ではないかと考えております。

O1 事業線開のフ口…
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「時レンジャー~子ども 地域 e 大学 NPO 行政

企業一多世代ネットワ ウによる『新たな学びのカタチ』

-J 

山血清(有限会社人イヱまちネットワーク)(pp，63-68) 

翻J買中央線沿線の6市をつなぐ活動 「雨の学校」

東京に小金井市という月号がありまして、この活動はそ

こをフィールドにして多世代ネットワーケというものを

緩やかに作り上げながら、新しい学びの形ができないか

とトライしたものです。

小金井をJR中央線が通っておりまして、三鷹~立J11 

潤の潟策化事業が進んでいます。その事業に呼応するよ

うにグワーンネ、ソケレスという NPOができました。こ

の沿線に 6つの市があります。その市民が横につながろ

うよと、また行政も逮携してもらい、沿線でつながった

者向士がつながりましようという提案活動をしておりま

す。その中でも力を入れているのが雨水の活用です。そ

れを我ヤは勝手に「地域互助水Jと名前を付けています。

昨年から!認の学校ということで、沿線の大学を巡舷}開催

する形で展開しています。主iに社会人や学生を対象とし

たものだったのですが、その中にキッズ編をつくり、そ

れが前半に報告する内容です。

NPOの提案があって、それに公民館講座という形で

行政が応えてくれました。また、日本建築家協会という

専門織能集聞が「子ども夢基金」からの助成金を獲得し

たこともあって、それを何とか小金井のフィールドにし

て逮携できないだろうかと考えました。これが後半にお

話しする内容です。

量子ども、大学生、地域など多様な参加

まず公民館講座で隅レンジャーというものを生み出

し、基金の活用として、雨レンジャーになった子どもた

ちが大学の学E霊祭に乗り込んで、大学生のお兄さん、お

姉さんと 緒になって、雨水を活用した装置を作ろうと

いった仕掛けにつなげていったわけです。学生に対して

はエコハウスという子一?を与え、学内で設計コンべを

し、そこから浮かび上がってきたアイディアで子どもた

ちと一緒に作るというのが全体の流れで言。

ここには子どもと大人だけではなし学生や子どもた

ちの線、近所の方守も加わってぐださり、事様な年齢層

の参加が実現しました。これを、ゲリーンスクールとい

う招想上の学校が、緩やかにつなげていったというのが

大まかな構造です。主な日擦はHJえの関心を集め、それ

を他のr/Ii動につなげていくということです。合同を実現

するプロセスとしては子どもだけではなく、協力者、学

生、さまざまな方ヤも楽しめるようにしていこうという

ことを念鎖に起きました。
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副議終的jこは皆が良かったといえるように

ただ、このような企画をしていくためには、テーマ、

方向性、実線どのような連中がやっているのかといった

ことも明ちかにしていく必繋がありま苦し、さまざまな

人材が必要だと思います。もう 1つは、どのようにして

スポンサーを兇つけていくかというごとがあります。こ

のようなことを考えながらやっていたわけですが、最終

的にはお互いに何らかの利益、

この利益というのは決してお

金だけではなく、皆がよかっ

たね、よかったねと言えるよ

うな財産を分かち合えるよう

なものであればいいと思って

おりました。

屋総合的な遼鎖を意識したグリーンスク )~ 

般的に、まちづ〈りは今どうなっているかを私流に

ひもといてみると、どうも行政からの縦方向の流れのよ

うな兵器じです。世の中にはさまざまな専門家がいるわけ

ですが、この人たちは結構ブライドが高かったり、社交

性が低かったりするようです。 方、行政と専門家の関

係については、行政は都合のいいときにだけ利用して、

専門家が提案しようとすると、行政の都合に合わないも

のはあっさりと突っぱねる、このようなことは混実の

昔日だろうと患います。これは負の連鎖のようなものです

が、それを理想的なものにしていくためには、総合的な

逮鎖をつくってい〈必要があるだろうと考えています。

行政というものは決してよにあるものではなく、我ヤの

白常の暮らしのためにいろいろなことをやっていく、あ

る態味では実行委員会として捉えれば、お上と考えなく

てもいいだろうと思うわけです。

皆さんはいろいろな活動をしながら十分に感じ取って

いることだろうと忠、いますが、住民がいたり、 NPOが

いたり、そこにもっとプライドを低くして、もっともっ

と社交性を高くするような専門性がうまく形づくられて

いくと、負の連鎖から総合的な連鎖にいくのではないか

と窓、います。そのような中で、グリーンスクールがどの

ようなことを狙っているかというと、まず子どもがいて、

そこに親がいて、さまざまな関係がある。そこにNPO

や専門家などが加わった、何かしらに関して、例えば学

生のように勉強したい若者とか、場合によっては除け者

にされているかもしれない高齢の、好J害者をたぐさん持っ

ている方ヤに加わってもらったりと、さまざまな新しい

参入者が加わっていき、これがまちづくりにつながって

いく、そのようなことをねらいとしてグリーンスクール

を立ち上げたわけです。

このような活動をするのに、ボランチィアだけではで

きませんので、いかに資金調達するかということも大変
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重要です。占、 1)ーンスクールの知名度が上がったら、主主

を付けていただいて、そこからお金を引き出していくな

どというようなことも企んでおります。将来的には、和J

か偉そうな人が先生になるのではなく、地域の人たちが

教師となって、また同時に生徒になっていけるような、

そんなプログラムであることが大事だろうと想、います。

先ほど申し上げましたが、基本は楽しく学ぶということ

です。さまざまな所との連携はもちろん必要なことだと

考えております。

圃グリーンスウ ルの活動①一雨レンジャー

どんなことをやったかというのをかし、橋んでお話しま

すと、大きく 2つあります。 1つは子ども体験教室です。

'J世球防衛軍環境戦隊・雨レンジャー」というのがあっ

て、大体暑い日続出に行いました。当初は、子どもたちと

フィールドワークをしながら子どもたちの気づきをその

まま大事にしょうねというところで留めるつもりだった

のですが、しまいには、雨レンジャーショーをやろうと

いうことになりました。小金井には 30年以仁続いてい

るわんぱく夏まつりというのがありますが、そこで発表

をしました。 'J也球を救え 雨レンジャーJというタイト

ルで、このストーリーや配役はすべて子どもたちが考え

ました。巌初、水質競べやフィールドワークをしながら

マップに落とし込み、そういった体験を雨レンジャーシ

ョーでみんなに伝えようというものです。

聞グリーンスクールの活動②ーエコハウスづくり

続いてエコハウスづくりをやりました。これは、子ど

も夢基金と院本建築家協会の協力により取り総んだもの

です。小金井に法政大学のヱ学部があります。そこのキ

ャンパスで秋に行われる学園祭があるのですが、これに

向けてプログラムを紹みました。先ほどもお話したよう

に、全体のものはグリーンスクールが担いました。

まずアイデアコンペを実施しました。 9つの築が出て

きて、どの案も捨てがたいというような状況になりまし

た。本当はグランプリのようなものを選んで、それをつ

くろうという予定だったのですが、大きく 2つに分けて、

いろいろなものを総み合わせたものにしようということ

になりました。課題はエコです。たまたま時期的に日本

建築家協会でやっている大きなイベントがありまして、

そこに展示問のハニカムボードというものが使われます

が、それは毎年捨てられていました。それをもらうこと

ができたので、エコであるということとそのハニカムボ

ードを活用するという 2つの条件でアイディアを募りま

した。

2つに絞られたものの lつは、ハニカムボードをある

サイズに切断し、ボードの厚さの切りこみを入れ現場で

組み立てていくと、多様な形の空間が出来るという仕掛

けです。学生がこれに「パーツレゴ」という名前を付け

ました。おそらくこれは、商品化したらー儲けできるか

なとも思います。もう 1つはエコということで、先1絡的

にベットボトルの活用をしたらいいのではないかと学生

は考え付きました。その蓄し懇しはともかくとしてそれ

を制作してみようということで、子どもたちと…緒にワ

ークショッブをしながら、背労の来最終的には何とか出

来上がりました。

子どもの参加者集めに隠しては、地域の学校関連の総

織の協力を得て募集をしました。それ以外にねコミを総

み合わせました。結巣として、新閣に発表されることに

なりました。参加した学生、子どもたちは、ゃったこと

をほかからも評悩されたということでとても喜んでいま

した。また、これは全く予定していなかったことですが、

こういった活動を 11尽に澱僕された魁際シンポジウム

にも燦示しようということになったり、昨年で 3回目を

迎えた全出大学生環境活動コンテストにも念、濠参加する

ことにつながりました。

闘継続的な:iEj]!jjづくり

企阪がなければふれあうことがなかったような子ども

たち、学生、そのお父さんお母さんたち、地域Jの人々が

ー堂に会することができたのです(図 1)。この後をどう

するかということですが、もちろんやりつ放しではいけ

ないわけです。昨年は「雨」をチー?にしたから、今年

は「嵐」しようと、去年が昨jで今年が風なら熱も出すだ

ろということで、来年は「熱」をテー?にやろうと考え

ているところです。

図1 みんなで集合写真
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「知識ー感覚一行動をつなぐ室内熱環境の学~プログラ

ムとその評価に関する研究J

罰川竜二(秋田大学)、高橋達(東海大学)(pp.39-50) 

個涼しいイ主まいづくりをテ マiこ

私と西)Ii先生は、建築環境や建築設備を専門に研究し

ています。いわゆるエコハウスや環境共生住宅の冷媛

房・照明といった要素技術とそれを使いこなすための住

まい方を研究しています。最i丘、そういう環境配慮型の

建築が少しずつ増えているのですが、なかなかうまく使

ってもらえていない。今回は涼しさ、涼しい住まいづく

りをテー?にしたわけですが、エアコンを使わない空間

で篠かに涼しい空間になる、あるいはそういう空潤の涼

しさは机でどのように感じられるものかは、言葉で説明

するのには限界があるのです。このようなことから、

速の学習プログラムを隣発して、それを!よく専門家、あ

るいは専門家以外の万々にも協力してもらって、環境自己

濃型の往主主の推進に活用してもらいたいな、と考えまし

た。

暑いからエアコンをつけますが、いわゆる冷房病とい

った自律神経系の際議も出てきてしまうのです。こうい

うことがないような日本古来の涼しい住まいづくり一一

これを私どものグループでは“涼房"と呼んでいます

ーがあります。冷房は部屡を冷やすことですが、冷たい

部屡は要らないのであって、涼しい部屋をつくる必婆が

あるのです。

そこで、この涼房を皆さんにわかってもらうような体

験を重視した一連のプログラムを作ろうということです。

これは、積極的に涼しい住まいをつくってみょうかとい

う実践につなげてもらうことを目的にしています。その

ために体を使う要素がだんだん増えるようなプログラム

を作ろうと 2人で考えました。

置環境共生の体験学習ブ口グラムの概聖書

「身体性」と呼んだのですが、それが段階的に増すと

いうのはどういうことかと言うと、まず最初に、涼しい

住まいづくりには4つの原剣があります。その原則を 1

1量1悩説明する、知識を与える。これは、学校で静遂に

やっていることです。 2番eH立、その知識だけでなく、

綴笠によってその知識に完全に合致するような実験をし

てもらうのです。それで体験と先ほど得た知識を照らし

合わせて、ああ、確かにそうなっているのだなと認識を

深めます。 3~番目 l立、様型は中に入ることができないの

で涼しいと実感することができない。言者寸大のモデルを

用意して、自分で小療を、与えられた素材で涼しくしま

す。そういうワークショップをやったのです。

1番目はスライドです。パワーポイントを使ってスラ

イドを 30分間、 i京房のために必婆な手法を 1偶 11盟、

小学生でもわかる表現で説明するということをやりま

した。

2'1昏Bはベットボトルを消いた模裂の実験です。ベッ

トボトルを建物に見立てて、これの外側に、ある 1面を

除いて、残りに紙を鮎ります。紙が貼っていない部分を

窓扱いにします。真ん中に置いた白熱電球は太隊の代わ

りなのですが、窓から日射が入ってくるような形にしま

す。窓部分に何か日除けを付けるとその中の気溢が上が

らないで済むかどうか。あるいは、壊の周りに断熱材の

ようなもの、ホームセンターで翼えるようなものが手軽

でいいだろうということでカーベヅトをニ祭に貼ったり

して、断熱を良くしてやると熱が逃げにくい。そういう

ことを模裂の実験でわかってもらうということをやった

のです。

3番毘は、鉄パイプの骨組に透明のビニールシートを

姑り付けた電話ボックス君主の小療を熔意します。これが

もともとの基本型の実司大モデルです。これに与えられ

た材料で、この2つの活動で前もって学滋したことを使

って内部の気織ができるだけ上がらないように涼しい笠

腐をつくりましようと。時閣は全部で 160分です。護主主誌

が最も{氏くできたグループが優勝という形をとったので

す。

私は昨年の3月まで繕鈎工業大学に勤めていましたの

で、会場はこの大学でした。お子さんが小中学焦の3家

族、 7人に参加してもらいました。払と間)11先伎が学務

の支媛者、それから私の研究室のゼミ生、当時は3年伎

でしたが、 15人の学生スタップに手伝ってもらって行い

ました。

匪§の古寺で体感する模型実験

模型実験l立、ある 1頭を除くと、残りの 3il自にケント

紙が貼り付けてあります。これが伺も工夫のない状態の

建物です。これのキャッブの部分にプてをあけて棒状の温

度計を突っ込んでおく。窓の部分は透明だから白熱篭球

からの可視光線が入ってきて、要するに日除けのない状

態で臼射が入って〈るような慾物のモデルになっている。

例えば断熱の効果を見たいという場合は、この外側にカ

ーペットを二二重に鮎る。この外側によしずのような8除

けを垂らす。実際にはメッシユ地の布をちょっと鴎隠を

あけて垂ちしてやる。あるいは、室内側にブラインドが

あるのがB本の建物のいまの特徴ですが、この上の説部

141- 2006年性総研「住まい。まち学習j実践報告論究集 7



分を一切一切って、室内側にメッシユ布を垂ちして案内日

徐けがあるような模型。あるいは、通嵐と蒸発冷却の模

型はこの窓部分と背面の部分に 3Cm四万の穴をあけて

やる。そうすると、自然に部屋の空気が返るから通嵐し

ているのに近い状態になる。模型実験をしている部屋は、

冷房をしていたので、ある程度冷された空気が自然に入

ってきて、ボトルの中の気温が上がりにくくなる。

打ち水の効果は、この全部をスプレーで散水してずっ

と濡らし続ける。こういうものをやって、単に知識だけ

でなく、実際に日の前でこの混度計の混度が上がりにく

いのか、あるいは上がりやすくなっているのかを参加者

に自分で手を使ってどんどん実験してもらう、そういう

ことをしました。

先ほどは手に取って持てるベットボトルでしたが、今

度はもっと大きい、人が何人か入れるような実寸大のモ

デルで実験をしようと。与えられた材料で電話ボックス

状の小屋の家潟を巌も低くした家族が優勝する、そうい

うゲームでした。

園生活実践につながる学習プログラム

今凶の全体テーマは「学ひ"の質」ですが、私の所で考

えている学びの質は(冒頭の小津先生の趣旨説明に比べ

ると)かなり狭義な、狭いものです。しかし、自分たち

がやった実践については、学びの質を高めるために実践

後にその学留の内容、方法を振り返り、それについての

見直し・改善を図るということをしようということを考

えています。

我守は研究者ということもありますので、学関プログ

ラムの隠発、実践、それについての検誌を一体として進

めていきたいと考えております。今回我々が実践した学

習プログラムでは、特にワークショッブの活動がこの先

の生活実践につながってい〈ようにと考え、身体性が段

階的に増すような学習プログラムの構成を考えました。

あとは夏に涼しい住環境をつくるという住み方の知識と、

それの体感・体験ということがこのワークショッブの取

組みの中で参加者の皆さんに体験してもらえるように、

しかも面白くということなのですが、それができるよう

に内容を工夫したというところがあります。

組どデオ分析で学望号プログラムの知識と体感の照会

そこで、我々が考えた学潔プログラムが実際にどのよ

うに学習者の学びを支援したか、軽量能したかということ

をきちんと検証をしたいということを考え、今回、実践

報告でも柱としたところです。

特に学習プログラムの核としているのは、実寸大のモ

デルを使った知識と体感・体験の照合です。それがあっ

たかということについては、アンケート調査や模型など

の学爾の成果物からはなかなか読み取れないだろうとい
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うことを考えて、いわゆる童話望書法ですが、ビデオ分析を

導入しました。学醤の成築物ではなく学醤の過程を餓察

することで、それの線認をlZlるということをやってみま

した。

ピデオ分析は、発達心現学、教育学、行動学、社会学

などで行われている参加観察法という研究手法にどヂオ

を使ったものです。スタッフが話しかけながらどデオで

撮影するという形をとりました。あとで行動、発謡、視

線、情動、場拐などを議き起こし、それについてエピソ

ードの解釈や考察をしていくというものです。

こちらがどデオ分析の所です。 T家の恵子さんの知識

と体J訟の照合がされたと私たちが考えているある 場面

です。状況としては、このお宅のハウスで関口部、 i亜llii

の健保と、あとは態綴や脱や臼除けをほぼっくり終わっ

たところ。お母さんが「涼しい ?Jと問いかけています。

それに対して慮、子さんは、笑顔で「涼ししりと答えてい

ます。 '320Cになった、すごい、すごい」と親子で幾ん

でいるところです。

ここの場iliiは倒か。ほんの 10秒そらいのことですが、

爽は在、も高機も、ワークショッブ中はこの場簡を見てい

ないのです。あと、立ち会っていたとしても、たぶんこ

の部分にそんなに浅隠して記憶に残していたりはしなか

ったと思うのです。しかし、あとからビデオで繰り迭し

繰り返し党ていたところ、やはりこれは気づきの場部な

んだなと考えたところです。

自らの感覚と知覚と認知で総合的に判断して、いまこ

の場での:J20Cという環境がi京しいんだということをし

っかり妃擬して、それで涼しいんだと価値付けして笑っ

ているということです。こういったことがビデオ分析で

纏認されたと考えているところです。

終わりに、私たちは、 般の住まい手に向けて涼房す

べきということを体験的に学べるような学管プログラム

を考案して、試行し、その効架を健かめたいということ

で、今問、ピヂオ分析という方法を用いました。その結

果、アンケートや麟き淑りといった学醤の成架物だけで

は判断できないような学留の過穏を詳里持することによっ

て、涼房の知識と体感との照合の場組が観察できたと考

えております。

ぷ引い主主に正叫に <:-01議M ご感想惑のゴおに
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く全体討論〉

。木下(千葉大学) 全体討論に向けての方向性をご説

明しま言。いま学力低下論や総合学留などへの批判があ

る中、今臼の討議は、「学びの察」をテー?に話そうとい

うものです。それで稲葉先生の論文が最後の発表という

ことになりました。

我ヤの興味はどちらかというと方法論のほうにいくの

で、何を学んだかとか、効果などを言うのは苦手だった

りします。その辺、欧米の人たちはきちんと言います。

ただ、そこをしっかりやらないと、学力低下諭などの批

判の中で戦っていけない。その辺のディスカッションを

したいと思います。稲葉先生の論文がそのきっかけにな

るかと思っていたので、奈須委員よりそれを読み取りな

がら、そこから触発された意見を言っていただきます。

O奈須(上智大学) 稲葉先生の論文から私が考えさせ

られたことを、学校教育侭jからお話しようと思います。

醤穏葉氏の論文の要約

1990年代、アン・テーラーの r建築と子供たち』とい

う雷照的な本がありました。子どもたちが建築や都市計

爾に関わる活動やデザインをしながら、いろいろなこと

を学び取っていく。その中には知識や技能、さらに考え

る力や学びのプロセスのようなものもありました。

稲葉先生は建築学会のカも借りて、その本のアイデア

を院本に導入し、さまざまな活動を展開してこられまし

た。今自の論文では、そこでの学びが、設計・ヂザイン

という問題解決プロセスの中で行われる点に特に注呂し、

そういった学びの質が在来の呂本の教育とは違うのでは

ないかと指摘されています。

2003年日本学術会議 18販の「新しい学術の体系」で、

教育以前の問題として、学問自体が変わらなければいけ

ないという議論があって、その中で認識科学と設計科学

を両輪とするあり万が今日求められているのだと。設計

科学とは、ものを作る、デザインする中で真穫を探求し

ていく科学のあり方で、理そのものをダイレクトに求め

ていく認識科学とは大き〈異なります。そして、設計科

学の典型が人工環境づくり、つまり都市や建築といった

分野なんですね。そこでは当然、知識や学術のありょう

も違ってきます。そのことを学校教育になぞらえると、

日本ではどちらかといえば認識科学が重観され、設計科

学が軽視されてきた。認識科学に対応する国語、算数、

理科社会のような教科、そこで形成される学力は学習

知能と呼ぶべきものだというんですね。そしてそれは人

間の学ぼうという務院から生まれてくるんだと。

ところがもう 1つ、設計科学が培うはずであった学

力・知能があって、それを設計知能と悶!とんでいいのでは
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ないかと。それは、学習結果を利用しようという入閣の

習性から生まれてくると、稲葉先生は主張されています。

この学習知能と設計知能という、''T力の 2側頭のバラ

ンスをとることが本来的には重要だったのではないか。

ところが、日本の学術や学校教脊は学醤知能に儒り過ぎ

ていた。今後は設計知能を重視する方向に学校教宵を持

っていし必要があるだろう。その辺からアン・テーラー

の f建築と子供たちふあと、 iCASEJというイギワ

スのアプローチが紛介されています。私としては、学校

教育の動きでいうと、総合的な学習署の時間を生み出した

動向がこれと呼応しているのかなと。私なりに読み取っ

たのは、以上のようなことです。

最後に、これは稲葉先生の綴いだと窓、いますが、 W21

tlJ:紀は、後世の人たちによって「学力が個人や閣の競争

手f主であることから解放された時代」、そう呼ばれるよう

にしたいものである。20世紀は他人や凶の競争手段とし

て学力が佼霞付いていたのではないか』と。実に鋭い 20

世紀批判だと思いますし、私個人としても、この稲葉先

生の願いに連帯したいと強く恕います。

まさに 100年前、 20t世紀のスタート地点において、

エレン・ケイという教育学者は、 19世紀は混乱と戦いの

世紀だったと総括し、 20世紀は児童量の世紀にしたいと高

らかに宣言しました。しかし、 20t世紀もまた紛争と貧困

の1世紀でした。21俊紀こそそうはしたくないという改め

ての廠い、 20世紀初頭にエレン・ケイが児童の役紀を構

想したのとi司じ願いが、ここに現れているのかなと思い

ます。

闘震剤体系の変化に伴う学校教育の意味を見直す

稲葉先生の論考に触発されてさらに考えるのは、なぜ

学校では設計知能的な使うための知識ではなく、学醤知

能的な知識を中心に教えられ、子どもたちも学力をそう

いうものと底、い込んできたのか。そして、それがいまな

ぜ変わらなければならない転換期に遂し掛かつてきてい

るのかということです。

近代学校が成立したのは明治 5年ですが、そこでは国

家が望ましい濁民像を主主め、その実現を近代学校で目指

させた。江戸時代の寺子屋は国家のために子どもを湾て

たわけではありません。ところが、最初は就学率がよが

らなかった。なぜなら、学校に行っても別にいいことが

ないからです。

小学校の就学盗事が95%を越えるのは、明治 30年代の

半ば以降のことです。そしてそれは経済や雇用と関係し

ています。終身藤用側、年功序列賃金という日本的な雇

用体系が徐々に確立されてくるのですが、そこでは勉強

ができること、これは認識知能的な滋味でですが、それ

が集涯賃金を決定する。そのため使うために学ぶのでは

なく、テストでいい成総を取るために、学歴を積み上Ij'
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るために子どもは学習してきた。つまり学習が形式的に

投資効果を持って、何を学ぶか、それが自分にとってど

んな意味があるかといったことは一切お構いなしに学ぶ

ということをやってきたのです。

ところが近年、雇用環境が激変し、終身藤用市1]，年功

序列賃金はではなくなってきました。つまり、学校涯と

焦滋賃金との照に結ばれていた、暗黙の契約関係が反飲

になった。投資としての学ぴの意味が喪失し、かつては

つぶしの利〈学力と忠、われてきた受験学力、ここで言う

認識知能的な学力の羽目僚が社会的に低下してきたんです

ね。かくして、学校教育の意味がいま変化しつつある、

変化せざるを待な〈なっているのです。

臨認識科学と設計科学の満輸で学びを推し進める

形式的な学びの態日未が喪失した、つまり受験でいい点

を取ったからいいことがあるということが減ってきてい

る。当然の帰結として、認識知能的な意味での学力や学

習意欲の低下を引き起こすでしょう。これに対し競争を

激しくすべきだという議論がありますが、我々はそうは

考えない。そうではなく、実質的な学びの復権を凶るd ミ

きではないか。認識知能的な学力についても、もっと意

味の実感できる、役に立つ方向へと教科のあり方を転換

し、再生させることが重要です。実はいま、学習指導要

領の審議中ですが、教科内容をそういう方向に、という

議論が出ているようです。

今ひとつの問題は、学歴と雇用の対応がわるくなって

きたことで、子どもや若者が将来への不安を強めている。

フリーターやニートの問題も，これと関係があります。

それに対して生き方の摸索を支えるような学び、社会参

一一一
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闘の能力を育成する学び、さらに市民教宵のE重要性も認

識されるようになってきました。総合的な学習の狩潤の

発足もこれと呼応、しています。このように考える持、総

合的な学習を批判しドリルや知識の詰め込みに隈執する、

いわゆる「学力低下論」者のアナケロさは明白でしょう。

その意味でこれからは、認識知能を育てる学科・教科

諜程と、設計知能を育てるはずの生活課程、総合的な学

習を中心に、道徳や特別活動も少し改心してこちらに入

るといいなと思うのですが、この 2つの謀殺がそれぞれ

に充実するとともに、調和的に燦闘するような、質・最

共にパうンスのとれたカリキュラムが求められるという

ことになってきます。実際、学校教務のここ 10数作の

改革は、この方向を日告に目指してきました。十分に理解

されてきませんでしたけどね。まさに稲葉先生が提案さ

れている認識科学と設計科学を両輪とし、あるいはもう

1つ、デザイン・プロセスという15法によって学びを推

し進めていくというやり方だったのです。

そういう意味で、先生が提案されていることは、 3創立

学校教育の改革の動向や、伎界的な動向とも軌を にし

ています。また、設計科学や設計知能を脊てる場合の典

型的にして好ましい対象が都市や建築といった人工環境

の創造なんじゃないかという指婚も魅力的です。今日の

ご発表の中にも、そのことを確証するような事例がたく

さんあったと思います。世界史的に兇ても、ちょうどそ

ういう段階ヘと、教背の置かれている状況がきているの

ではないか。この住総研の議論も、そういった文脈の中

で期せずして出てきているのではないかと窓、います。
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だきました。その枠にかかわらず、 Fどもたちは 体仰

を学んでいるのか、または、仕詩トけている側は侭を学ば

せようとしているのかという怠閣があるかと思います。

この学びの質について、こんな点が諜題ではないかなど

を討論したいと思います。

[全体討論「住まい まち学習と学びの質J)

0木下 全体を整E型する自白に、倒

別の質問です。八木さんから西)11、

高橋先生に、「教育プログラムを実

践、評価された後の普及はされな

いのですか。先ほどの知識・感覚・

行動ということで学びの質はどう

かJと、提起をされていますが、

普及にどう展開しているか、お願いいたします。

Oi.高橋(策i語大学) 普及に演してですが、ワークショ

ップに参加していただいたご家族へ 1カ月寸らい後にイ

ンタピューをし、ご家庭での実践状況を確認しました。

正確な数字は失念しましたが、ほとんどのご家庭で窓の

外側に簾を付けるようになった。また、お子さんが、外

気温がそれほど高くないときには積極的に窓を開けて通

風するなど、住まい方の変化を確認できました。

広い普及については、あれは試験的にやった試みで、

例えば鉄パイプで骨組を作るのは、頑張りすぎで、もっ

と軽い素材を使うと普及しやすいと思います。あれ以除、

僕らは継続的にはワークショッブを行っていません。

開発が先行し、その後、草の根的に静及させるという

ことはまだやっていないです。自分がかかわれる、伊jえ

ばある小学校にゲストティーチャーで呼ばれたときに、

こういうことを実践する機会はありましたが、現段階で

はその寸らいのレベルでとどまっています。

。木下八木さん、よろしいですか。

。八木 はい。ありがとうございます。

瞳プロジェクトの普及展開の難しさ

0木下全体にかかわることで、驚尾さんから、患味の

ある取組みが多くの場所。人守に実践してもらうために

は、ということが提起されています。普及・展開してい

くためにどのようなことをしたらいいかということです

が、いかがでしょうか。

。伊藤(東京大学生産技術研究所) まさに同じ問題に

直面しています。 1@]自は意外と勢いでいけますが、そ

れを継続的につな寸のは非常に難しいです。 1閲図をし

っかり分析して、まずかった点、を洗い出す。その中で、

次のステッブを継続的に進めていかなければならないの

で、それをやっている巌中で、{業らはプログラムのテキ

ストをイ乍りました。

自分たちだけでやるのではなくて、そのテキストをど

なたかに渡せば、それを使ってやっていただける。昨日

そのテキストを持って説明会に行きました。あのテキス

トと先ほどのDVDを、勝手にやってくださいという感

じで、静岡にある大学の方にお渡ししました。

自発的に進めていただき、何度かお会いして経過報告

をしながら、去年はこういうふうにやってうまくいかな

かったとか、僕たちは新しく付け加えましたというよう

にして、お互いの情報交換をしているのが実情です。

。木下鷲隠さん、よろしいでしょうか。

。鷲尾(兵庫県建築士会女性委員会) はい。ありがと

うございます。

0木下 いまのに関連しますが、鈴木さんから、「長期的

で大がかりなプロジェケトは羨ましいです。学校磁場の

方に日常的に活用していただく支援についてどう考えら

れますか」、という質問があります。

。鈴木(兵庫察建築士会助成委員会) 開発したものを

どう使っていただけるか、自分たちだけでは広がらず、

それを使っていただくための手法が婆るということを私

たちもずっと考えておりました。

DVDやテキストというお誌があり、予算があればそ

うしたほうがいいと忠、いました。今後、どのような形で

それを共有化したらいいのかを考えているものですから、

その辺りのお知恵をいただけたら、と恕います。

O木下 すまいるには、そういう予算はないのですか。

O棺)jjJ(神戸市すまいの安心支援センター) 予算がない

から図っていますが、予算がないなりに私どもがやって

いる腹開として、まず学校の允'iに、こちらが提案する

授業を受けていただいています。あとは、モヂル綬業と

して、使ったJ受業プログラムを紹介しております。やる

気のある先生には受け入れられますが、先生方も 5々 の

業務の忙しさに追われておりますので、なかなか取り綴

んでいただけないところがあります。

だから、予算があればというものではなく、人と人が

つながっていることも大切で、 1人に伝えて、その人が

10人に伝えることもあると思うのです。

組入と人のかかわり合いで広めていく

。木下 テキストやメディア以外の情報として、人と人

とのつながりというネットワークも、そちらの仕総みの

ヰコで提起されました。官僚閏7が、遠心力と求心力の関係

でネットワークを組んでいるというのは面白い仕掛けで

すね。媒体として、学生のネットワークや ITを使った

ということで、官原町の井とさんからコメントをいただ

ければと思います。

。井上(奈良女子大学) 教育や子どもに関しては、自

分の研究の専門とはちょっと離れており、主ムi立、学習プ

ログラムの構築のためにというよりは、熊本に行き寝原
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田1と偶然出会って、こういう活動をやらせていただいて

います。

インターネット上での情報発信や、今回は本を出させ

ていただく機会、こういう場所で発表させていただく機

会を通じて、情報発信力や、出会った方ヤとのコミュニ

ケーションの大事さを感じております。

参加した学生や地元の子どもたちが、その綬験をほか

の人に話してくれることで、本当に倍々の形でどんどん

広がっていきますので、宮原町から発信するだけではな

くて、宮原町にかかわった子どもたちゃ学生たちが、そ

れぞれの地域で宮原町Iでの綬験をしゃべったり、そこの

地域の万と共同で尚じような活動をしてくれることで、

宮原町の活性化のためだけではな〈、各地の活性化なり

につながっていけばいいと感じております。

屋大学生の参加をどう扱うか

0木下 大学生の参加ということで、住総研のフォーラ

ムなどにも度々大学生がかかわっている事例も増えてき

ています。伎教育に大学生の教育も絡んで、むしろ大学

の教室で講義を受けるより、現場で子どもたちとやって

いるほうが生き生きとしている。子どもらに教え、また

学んでいるという感じがあるかと忠、うのです。

そういう菌で、岸さんから大学生の参加についての質

問です。1.大学生の参加は授業にカウントされていま

すか。 2.大学生の参加はボランテイアですか、または

そのほかですか。宮原町の場合には、地域づくりインタ

ーンもかかわっていますが、大学によって地域づくりイ

ンターンに行くと単位になっている所もあります。千葉

大は単位にしていますが、伊藤さんの円rrはどうですか。

O伊藤授業の単位にしようとしています。これは i{ま

くらはまちの探検隊」ではないのですが、教養学部の駒

場校舎で都市再発見というのを今年立ち上げて、大学生

がやっています。建築には告書係のない学生も参加し、駒

場校舎の中、もしくは周聞にある選康を発見し、それを

教育プログラムとして構築しようというものです。今年

単位にしようとして村絵が動きましたが、残念ながら大

学からはじかれたという現状があります。来年度はなん

とかしようと動いているというのが 1つ自の答えです。

O木下 もう 1つの質問は、ボランチイアかどうかとい

うことです。大学生の学びの質ということではどうです

か。

0伊藤逆に、我ヤが子どもたちに教えてもらっている

ほうが多いと思っています。子どもたちに何かを教えて

いる、という感覚は全くありません。以前にも私は「東

大生は小学生に学べJ という文章を書かせてもらいまし

た。小学生が先生で、大学院生・大学生が生徒というの

が最終的な僕の感想です。

0木下 吉岡さんはどうですか。

-146 

0宙開(千葉大学大学競) 授業の単位にはせず、完

全なボランティアとしてやってもらっています。{業l立、

あえて単位化しなくてもいいのではないかという意見で

す。j単位がつくからという気持ちで集まった学生ですと、

どうしても活動そのものに対する姿勢が消極的になって

しまうような気がします。少数でもみんなが積極的に参

加してくれている、とういうのが、こういったワークシ

ヨヅブのいちばんいい形ではないかなと怒います。

。木下 山田さんの同庁、法政大学の学生はどうですか。

O山国(人イエまちネットワ ク) 参加した学生が、

1年生、 3年生、大学院生で、 2年生、 4年匁がいませ

ん。 1年生は設計整図の授業の 環ということで総み入

れてもらいました。ワークショッフ。をやった場所が製l'iil

室だったものですから、そのような佼鐙づけにしてもら

ったほうが堂守と使えるということがありました。ボラ

ンチイアについては、大学をフィールドにする前の公民

館講燥のときからスタップとして手伝ってくれた火学院

生には、わずかですけれどもギャラを払っています。

。木下 秋津コミュニティで、お父さんや続父たちのま

ちづくりの展涜をしている岸さんは、こういう質問をす

る何か主主凶があると思うのでお話いただけますか。

。岸(秋津コミュニティ) 皆さんの素晴らしい発表を

聞かせていただきありがとうございます。そういう質潤

をしたのは、伊iえば、子どもの厨場所づくりや、子ども

を取り巻〈さまざまなことに大学焦を然僕で使う風潮が

あるように感じるからです。

いまは、学生に絞らず大人も含めて、大きく 2つの重

要なポイントがあるように思います。白書事感情の育成と

コミュニケーション能力の育成です。そのためには、さ

まざまなかかわり合いが社会的にとても必聖書だと思うの

です。そういう上で学校、特に大学教脊の中にボラン子

ィアではなくて、授業のカウントに入れていくことも新

しい流れなのではないでしょうか。「学社融合」と呼んで

いますが、学校教育と社会教育を相互にメリットのある

システムとして導入するごとの祝点、でれ

例えば大学生が小学生にかかわる際、小学生の授業で

もあり、かっ大学生の筏業でもあるというように、双方

にメリットがあるWin&Winの関f系にするとよいと思い

ます。ア松下さんも訳されたロジャー・ハートさんの F子
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どもの参画』の本の中に「私たちの究極の目的は、学校

教育カリキュラムにまちづくりを入れることであるJと

いう言葉があります。こう考えたときに、必ずしも日本

だけの問題ではなくて、実は欧米を含めた先進国が、学

校教育と社会教育としてのまちづくりを 体にしていく

過渡期にあるのではないか。その中で、大学という大き

な学びの組織のあり方を変えていく必姿性が、特に大学

の先生自身がカリキュラムにまちづくりを入れていくよ

うに考えれば、とても大きいのではないかと忠、います。

O奈須 まちづくりに限らず、こういう活動を大学の単

佼にしようとするとすごい低抗があります。以前勤めた

大学では、そういった交渉をする中で、教室でやっても

らわないと単位にならないと言われて、びっくりしたこ

とがあります。

稲葉先生のことでいうと、設計知能的な学力や、デザ

イン・プロセスをベースするような学習というのは、大

学で学力と認められていないのではないでしょうか。岸

さんが言われたように、それが大学という、学びをめそ

る社会構造の中でいちばん権力的な佼震で認められてい

かないと、下級学校にも下りていかないということがあ

って、その葱味では大学の単位イじというのは重要だと思

うのです。ただ、吉岡先生が言われたように、そうする

と逆に単位欲しさにいい加減な学生が来るではないかと

いう問題もあります。

単佼欲しさに単位を取りやすい授業に来るということ、

それを解消する方法は、僕らがその授業の震や、そうい

う学びの場の紫を変えてい〈しかなくて、そこでそれを

排徐してしまうとまずいと思うのです。その辺l立大学だ

けではなくて、小学校も全部そうなのですけれども、厳

しい状測にあるのかなと思います。

子どもたちは、総合的な学習の時鶴や生活科が好きだ

といいます。それはそこで充実した学びがあるからとい

うこともありますが、算数や盟諸よりは遊んでいられる

から好きという子どももいて、それで僕らは総合をよし

としてはいけない。だからといって、そういった子ども

を排除するわけにもいかない。すごく悩ましい問題です。

良いご提案をいただいたと思います。

醐高校生が地域っくりに隠われる環境が整っていない

0木下 大学生から、その前の言語校生の問題についての

提起だと思うのですが、大道さんから、「小学生の感性に

着呂した実践が多く見られ興味深いが、小学生から大学

生に至る閣に空白の3年間がある。子どものときの感覚

はいつのまにか喪失している。発表者も圧倒的に小学校

教師と小学生を学習対象とした取総みが多いことが物諮

っているのではないか」と、高校生ということについて

はどうでしょうか。

0吉J11 (防災&都市づくり計額) 防災まちづくり学醤

の支援協議会をやっている省)11です。高校生対象の事例

で気になっていることでお話ししたいと恕います。

いま、東京都では「東京未来事長Jという、読者日大学東

京推薦入学がつく塾をやっております。都内の高校から

選抜された 50入くらいが、 i議2凶ずつ放課後に集まっ

て授業を受けています。

都立大の中林さんを責任者に、僕ちまちづくりの専門

家が加わって地域調査という、都内のまちづくりの学留

を行います。地域ヘ行って実際にまち歩きをしたり、地

域の方守かちまちづくりの諮を強いたり、議後は自分た

ちでこういう総策づくりをするという活動をしています。

4@]か5窃のプログラムで、非常に充実した講義で、

生徒迭も現場ヘ行ってまちづくりのいろいろなことを見

て、楽しいという感想がとても多い。ただし休憩時間に

雑談をしている中で、『ここへ来ると、事長でやっている真

言語図な話や講義を同じような主義牲を持った{中濁たちで話

会いができるので関白い。ところが、災際学校へもどっ

て地域づくりとか、環境、お年寄りのことを話そうとす

ると、友人からは、ダサイ、業面図だ、 E音い、そういう

ことばかり言っている先生もある意味でウザイという反

応がでる。だから学校ではそういう話はしない』。そうい

う傾向があるとすれば高校での地域との潔係づくりは期

待できない。

これは、高校の先生方のせいなのか、いま奈須先生が

おっしゃったような教育課程の儲慾なのか。これまで 2

年院ほどやっており、それを総括したり評慨する立場で

はまだないのですが、…人一人の高校生はいいものを持

っている。我々rが、それをどうやって言語白いぞと出せる

か、そこのところが非常に大きな課題である気がします。

O木下 似たようなことを、ミニさくらの若者が言って

いましたJ子どもの参院!と言っている大人ほどウザいん

だよな』と。こういうことを感じる生手ごろなのです。そ

ういうところへのアブローチを含めながら、本題の学び

の質に向けていきたいと思います。

醐結果だけが学びではない。プロセスこそが学び

llJEBさんから、「学びは成果ではなく、プロセスと考え

る。重要なことは、そのプロセスを保障害する社会的なシ

ステムではないだろうか。経済が政治を凌駕するといっ

た経済分野の人々の発言や動きをストップさせるために

も、新たな学び

のカタチが大切

というように、

本日のテー?の

本質的な部分を

t是起しているカミ

と思います。ま
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さにデザインのプロセスで、本自の発表にもそれぞれ感

じるところがあり、プロセスが学びである」と。

それから、引用文献はいっぱいあるのに稲葉先生が 1

つ言書いてあるのは、ジョン・ヂューイの本でした。やは

り、ジョン・デューイにつながるところがあるかと思う

のです。その辺の学びの質、プロセスがある。追加して

山田さんから何かありませんか。

0山罰 法政大学でのワークショッブのときに、薬大学

の先生と、菜中学校の先生が絡に参加してくださいま

した。終わってからこういう質問を受けました。子ども

と大学生が一緒になってエコハウスをつくろうというプ

ログラムになっているが、もしエコハウスが出来なかっ

たら子どもたちはがっかりすると思う。その点、フォロ

ーするような計額はちゃんとしているのですか、と。ま

た本日の 2ff寺闘のワーケシヨヅプの成果は…イ本何ですか

という質問も受けました

そのときのワークショッブは、雨についてどのような

ことを考え、感じているか。例えば、 F障の名前にはどの

ようなものがあるのだろうか、というのを子どもと大学

生と親が一緒に考えようとしたものです。

どんな成果が得られたかというよりも、仰の仕掛けも

なかったら、大学の製図主主に、子どもも殺も入ることは

なかったでしょうし、学生とそれらの人たちがふれあう

ことはなかったはずです。その機会をつくって、そこに

多くの人たちが空間と時砲を共有したことがいちばん得

られたものだと思うのです。

最初に考えたとおりのものが仮に出来ないにしても、

それは参加したことで「あっ、やり損なったJとか、「で

も、ここはうまくいったぞ」というのは、一人ひとり感

じ取れるものが必ずあると思うのです。質問に対して返

事ができなかっただけでなく、こういう人が教育の現場

にいるのかな、と忠、うとちょっと悲しくなりました。

0木下 いまrJJ屈さんが提起した問題は、本日の議論の

侵案の つである、学びの質はまさにプロセスであると

いうことです。ほかの方で、学びの質についてご提案、

ご意見がありましたらお緩いいたします。

Oill83 休憩時間中に面白いと思って、わらしベ長者使」

の方と話をしました。 何が面白いかというと、物々交換

ですから、自分が持っていて梧手に渡そうとする物の価

値も、相手が持っていて欲しいという物の価総も、全部

自分の責任で決めるわけです。

それに対して、たとえ 3部・ 4郡引きであろうが、交

渉してもっと安〈なろうが、 役億段が付いて、その値

段の高い、安いは5l1jにして、その値段というものは傍人

の価値観とは全く別の尺度になっているわけです。そし

て、我ヤが日常暮らしている中で、多〈の価値観を国際

通貨の1'1に援き換えた場合、それが高いのか低いのかと

いうところになってしまっていると思うのです。

学びというか教育も、そうなりがちになっているとこ

ろがあって、それを軌道修正していくこともとても大事

だと忠、うのです。そういった点で、「わらしベ長者使」は

なかなかよくて、そういうことを、我守がいかに失わな

いで、あるいはもっと広げていけるかという提起なので

はないかと思います。

臨地域ごとの体制の裕ままを解消することも諜題

。木下 そろそろ延藤先生に渡さなければいけないので

すが、質問のカードが3枚寄せられています。代表して

赤松さんから 言お騒いできま空か。

。赤絵(まちづくり神田工房) 市民、大学、子どもた

ちというトライアングルがうまく機能するとことが非常

に君主聖書だというのは過程の話と並んで、非常に大きなテ

ーマだと思います。

神田の学校に通うお子さん、たしか電車道学の方だっ

たとおもいますが、その子の保護者がおっしゃいました。

『神E!lはいいですね、非常に地域の方が熱心でやってい

らっしゃるから、ここに来れば、うちの地元では得られ

ない教育潔壊が得られる』と。間じようなことを、学校

選択制を入れている品川区でも震われます。『同じ区内で

も、どこどこの学校はいいですね』と。

そのような状況が何年か積み重なっていったときに、

あそこは良い地区ですね、でもこっちは大学の協力も、

地域の協力もあまりなさそうだからよくないですね、と

なってしまわないかということを非常に危僕しているの

で、その辺はいかがでしょうか。

。木下僕がいまかかわっているもので、地域の人たち

と「わくわく探検隊Jというのをやちますが、今年で 8

年自になります。燐の学区の子どもやお母さんたちも参

加したい、と地域の人たちに言ったら、「それならスタッ

プとしても少しかかわってもらわないと、単にお客さん

で来るだけじゃ駄目だ」という感じになりました。やは

り、それぞれのやる気と、それなりの体制が必姿、とい

うのが地域の人の言言い分でした。

そういう格差が地域によってできてくる。その辺で、

要望があれば大学などのかかわりもいろいろ展開してい

く。これも普及の展開だと忠、いますし、中間支援組織、

神戸の例ように中関支援問体が棺談を受けて、それで関

係ができていく。地域伊jでもct:体的にやる人闘がいない

と押しつけになるし、そのi2lがポイントかなということ

です。私のケースの場合には、そういう声はまだお客さ

んでいる段階だから地域としてはねつけたということで

す。そのようなところが、普及の展潟、静及の仕方、ま

たそういう聞での中間支援組織の役割が大事になってく

るかと思います。

そろそろ延藤先生にお渡ししたいと忠、います。本防の

学ひ"の質のほうの議論は深められませんでしたが、延藤
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先生がキーワードなりで言ってくれるものと思います。

。延藤触発される忠、いをたくさ

んいただきましてありがとうござ

いました。学びの質をめ寸って 10

点の発表及び震後の討論の中に、

学びの質に喜号する発表内容を 8っ
すくい仁げて今後lこ備えてみたい

と思います。

置思い出iご残る体験

第 1点は、学びの震の意味することとして、「思い出に

残る体験」ということです。冒頭の 3つのキーワードは、

なぜか思い出がつながっておりました。思い出という、

人・物・事のかかわりの呉体的経験から抽象的思考ヘ。

思い出の意味することは、呉体的経験から抽象的思考ヘ

という、学びの方法が示唆されていたように思います。

竃もやもやした未来への想い出づくり

2番目に大事なことは、「もやもやした未来への思いお

づくり」です。思い出は過去のものだけではなくて、未

来ヘの思い出をつくろう、というのが響き渡って心に止

まりました。「もやもやした未来への忠い出づくり」とい

うのは、まさに状況を変える、ビジョンをえがく、ある

いはあるべきものを探求する。単なる状況認識だけでは

なくて、ありたい方向J惑をイメージできるという希望す

る心、志、す心、未来ヘの応、い出というのは学びの質にお

いて深〈意味しているのではないか。

困層手足を動かし、自ら触れてたくらむ

3番目に、「手足を動かし、自ら触れてたくらむ」とい

う主体的かかわりです。あるいは問題解決への姿勢につ

いても、各発表の中に生きる力を育む住教育をはじめ、

主体的かかわり。冒頭に渋谷さんl立、「学ぶとはたくらむ

ことである」というキーワードを鑓起されましたが、ま

さに自ら触れてたくらむ。

掴なんといっても出会いとつながり

4番白は、「なんといっても多様な出会いとつながり。」

「なんといっても多機な出会いとつながり」というのが

学びの質を評価して、大事なことで、冒頭のダンボール

ハウスで、子どもがやってくる人のサインをみんな貰っ

ていたみたいな、ああいう多様なつながり感覚を子ども

たちは学びの中で獲得しているというのは大変示唆約で

した。「なんといっても多様な出会いとつながり」は、墨

田、向島の多面的連携とか、多間的関係、づくり。多面的

関係づくりのコミュニケーション力は現代を生きる、未

来を生きるまちを湾んでいく上に非常に大事な力ではな

いかと怒、います。「多様な連係、多面的関係づくりへ」と

L、うこと。

闘身体的文化的かかわり

5番呂は、「身体的・文化的かかわり」ということです。

「身体的かかわり Jは、発表の実践の中にもありました

い従来の建築設備・環境の住教育ヘの新しい進展の中

で、涼やかな住まいのあり様を体感し体験する。その体

験と体兵器を照合させるという、あの身体的かかわりのス

タイル。「文化的かかわり」 は、先ほど山田さんが言って

いた、わらしベ長者みたいなお本の浅草書のiゃに含まれて

いる文化の悩僚を学びの中に入れることによって、自ら

大事なことに気づしあるいは「きゅーきょくの桜もち」

を作るのに、紫色で部の色合いを染めてしまうみたいな、

日本の生活文化の中に、実は未来を生きるまち、議らし

を農かにするピントがあるという、この身体的・文化的

かかわりというスタイル。

聞子どもも住民も当事者参加によって対象を好きになり、

自分も好きになる

6漆日l立、「子どもも住民も当事者参加によって対象を

好きになり、自分も好きになる」ということです。子ど

もも住民もE当事者参加、山由主んがサブタイトルに「当

事者参加」というキーワードを入れておられましたけれ

ども、子どもも住民も当事者参加によって対象を好きに

なるとともに、自分がまfきになる。

先ほど、岸さんは self"respect.という自尊感情、自分

を虫干きになるんやということ、これが、まちを柏手に交

流しながら活動していく大事な視点であると言われまし

たが、まさに子どもも住民も当事者参加によって対象が

好きになるだけではなくて、自分も喜子きになる。

「宮原好きネットJというのは、まさに対象も、自分

も、そして透か彼方の途方の人も好きになるといった視

点がありました。「タカススキデスJという、さらに凶地

再生にあたって、自ら絞れていく団地に対して、好きと

いうポジティブな感情を喚起することによって、対象に

対しての気づきと、自己を好きになっていく、闘弓を深

めていくという学びの視点が提起されていたと思います。

圃炎流しつつ考え合うプロセス

H害問は、「交流しつつ考え合うプロセス」です。これ

は先ほども触れられましたように、まさに成果としての

知識よりも、過穏としての忠、考ということ。成梨として

の知識を求めがちな現代教育を超えて、むしろ過程とし

ての怠、考という学びのスタイル・万法を私たちは伎まい、

まちづくりを通して志凋しているのではないか、という

ことが語られていたように思います。
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B老幼つながりのt世代沼知恵の分かち合い

8番目l立、「老・幼つながりの世代路知恵の分かち合いJ

です。考・幼つながりの世代総知恵、の分かち合いという

のは、まさに文化の批判的、創造的継承ということです。

学ぶことは、包己の地域の、あるいは住まう所の文化の

よき面を継承し、さらに創造的展開につながることでは

ないか。文化の批判的、創造(j(J1:云承という視点が、創造

的な住まい、まち学習の質を高めていくのではないかと

いうことが諮られていたように思います。

車庫おもてなしのこころ

ちなみに、この 8つのキーワードの議文字を平仮名に

しますと、思い出の「お」、もやもやの「も」、手足の「て」、

なんといってもの「な」、身体的の「し」、子ども・住民

の「こ」、交流しつつの「こ」、老・幼の「ろ」を縦につ

ないで読んでみますと、「おもてなしこころ」という、も

う1つの重愛なキーワードに至るわけです。

まさに現代は利便性、あるいは人・物が分離されてい

る社会でありますが、むしろ自己が他者に対して「おも

てなしのこころ」をもって迎える。学ぶとは、まさに他

者に対する心を開き、自己とf患者との潤に関係を無限に

紡ぎ出すプロセスではないか。自己が笠かになり、他者

が豊かになる、それがまさに「おもてなしのこころ」、ホ

スピタリティの?インドを学びの中に創造的に帰入して

いく視点が全体として諮られていたように思います。

先ほど、奈須さんが論文の引用で諮られましたように、

学ぶことが億人や国家の競争に使われるのではなくて、

むしろ私と他者との路、人留と入潟、人間と自然、人間

とまちの簡を豊かに、お互いに歓待し合う、相互に歓待

し合う関係づくりが、次の時代の学びの質、そして社会

の到来すべき万向性が見えてくるのではなかろうかと思

いました。

.lITERACY ?発信と受信の正確さと明書聖吉

持闘がなくなりましたので読み上げるだけにしておき

ま廿が、 l番目の思い出に残る体験を英諮でいいますと

'L時間ingby悶 pCrlenCBJで、 2番目の未来へのJ君、い

H::づくり、あるべきものの探求は rlmaging and 

VisioningJ、3番号日の触れてたくらむは fTouchingand 

planningJ、4番臼の出会ってつながるは fEncount.er

and eonnection J、 5番目のかかわりの多様性は

fRelationship J、6番震の好きになり愛着心と汚動j思考

を言語めるは rAttachment. and action orientedJ、7番目

の交流しながら考え合うプロセス、過穏としての思考は

r Collaborative thinkingム 8番日の考・幼つながりの

中での文化の分かち合いは 'Young& Old，SharingJと

いうことです。

この頭火字を縦につなぎますと 'LITERACYJとなり

ます。妹謄さんが新しい本をお作りになりましたが、リ

テラシーというのは、まさに稲葉さんの論文の中にもご

ざいますように、単なる情報処織の量をいうのではなく

て、むしろ発信と受倍の正確さと、明悪告さをもってつテ

ラシーという。お互いにわかり合う、分かち合う。この

わかり合う関係づくりというところにリテラシーの重要

な深い意味があるのではないか。わかるということは、

共にわかり合うという、総長:に照らし合う。ここにおい

てもホスピタリティという、絡I主に触発し合い、紹ILに

敬愛し合い、相自主主にもてなし合うという秘IL歓待社会を

私たちは目指すためのリテラシーという学びの創造的方

向にさらに近づいていきたい。そういう万向兵器が分かち

合えたように思います。

皆さん方からいただきました、たくさんのアイデイア

や方向感に対レて感謝を出し tげてまとめに代えたいと

思います。ありがとうございました。

延員長先生のよ'tf)
止 l虫剤ヰW主代前か1]骨7'1ゐJ.tJ開ふみ

ほ tds端機Mhb 』 憐嚇E緩和弘 r 
夏休開恥椛約問へ や開札ごとdr:ーととね

いるヤもや以来れ向払ふ作j と 4 持者今釦141領坊対象車蝉同体

(ZZ22・2二-切サVis;納勺{守主義角川口駅員
て3.昔足を争D官、LI1らふれ1抗 〈らむ(

')， ffI -，;.虻J.ti...."""'" 

ま← 一部J4
ヨ・園面画圃圃・園陸虚空'防白企 、J

端麗~fw:山tu-吋
J;~，'Y '7~JlI引)w由担埼i'剛

99Jl員約出偽4宇'Jヘ
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当日のファシリテーショングラフィックより
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5.第7回「住まい・まち学習J実務報告・論文公募要領とその扱い

5.1公募趣旨

各分野・学会に分散している住まい・まち学務の関係者が分野を越えて集い，成巣・情報を交換・

蓄積していくことを密約とする。これからの住まい・まち学轡の方法を見つけるために，論理的であ

りながら実践的要素があるもの，また， {閲別的・実践的でありながら普通的・体系的要素のある論文，

調資・実践報告を募集する。

テーマ'住まい・まち学習一次代のよき伎まい手・っくり手を育む

5.2公募要領

公募揚陪。 2005 年 10 月 ~2006 年 2 Jl 9 S 

公募方法:日本建築学会，都市住宅学会，日本家政学会，岡本都市計附学会，日本塁量境教育学会など，

各学会誌紙，および，建築や教育関連の雑誌・新聞など。

際 線 A4'i'U4または6ページ (10，000字または 14，000学程度，図・淡・写真含む)

5.3投稿原稿の扱い

論文集の発行令応募原稿をまとめ，論文集として発行する。とりまとめるにあたっては，住教育委

員会のコメントを付す。

発 表 会 i 応募D草稿の中から，公募趣旨iこ沿って特に後れた数点を住教育委員会で選定するO

発表論文の選定。発表論文の選考にあたっては，①テー?と対象の重要望丸②視点・仮説・方法の新

機樹立，③務査・検証のユニークさ，④実陵r1i::当時者性，⑤分析・論述の合至理性

の 5つの視点で発表者を選定する。

{主教育委員会。委員長 延藤安弘(愛知産業大学大学院/NPOまちの縁側資くみ隊)

委 員 小津紀美子(東京学芸大学)

木下 勇(千葉大学)

町田万援子(小学校非常勤講附)

堤祐子 ( {山台市教育潟太自区中央市民センター)

奈須正総(上智大学)

*所属は募集当時

応募先 ι(財)住宅総合研究財団性教育係

〒156-0055 東京都世f柱谷夜船橋 4-29-8

1毒言古 03-3484守5381 FAX 03-3484-5794 

E-mail jusoken也知xj.mesh.ne.jp

URL htゅI!www.jusoken.or.jp/
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在庫については住総研ホームベージ (http://www.jusok叩 or.jp/) または TEL(03-3484-5381)でお問い合わせ下さい3



『住まい・まち学習j論文集 (2000年同発行)

。学校教脅での取り総みから

*海に生まれた新しし、まちのコミュニティについての一考察 学校と埠淘t並びに地域校会

がつくるコミュニティのあち万一

-西尾城下町へOご愛着を深める 噌T;!p~'" みどり l探検隊'学留の実践

・生活科fまち探検カメラウォッチングl サボータぃ寸土大学生

。子供参加による学側面設整備に関する築総包研究

*'景観lをとりし、れた住尉克教脊高等学校家庭事初綬業実践から

。プログラム・システムとして

*詩子づくり教育判官をベースにした総合的学習 南カリフオルニアと仙台近郊の事例を中

t心Ic

-住環境激育における者校地域 a専門家の迷携に演する研究

*親子の地域学習プログラムの開発に晶a-，る報告学習型環境デザインワークショッブの

実践と課題

・子どもを対象にした翁践的な防災まちづくり教育のプログラム界再発について

。「住まいまち学習Jにおける候文化のアフjロv チ 高知県の蝉詑環境と住宅を学習号する教

材の課題

@自治体での取り組みかも

・まちづくり学習の展瀕の時総性に隣するーザ考察石)11県・まちづくり大佐き人部養成作戦 陣内議次(宇都詰大手)

事業を例に…

・北悔草における住教育への取り組み住まし、づくり体験熱から体験学習プログラムづくり 長谷川総告は縄基湯船出宝古都市研湾吊

へー

*美術の中正住環境教青 横浜美辞預富の試み、市民のアトリエ・中学宇i揮車

⑤市民教育剛乞凝学習として

・住まし、づくりに関する中立e'J学習活動の可能!主にてして 住情報とし、う視制も

.模型製作から学ぶ伎まし、

・私の住まし、まち学留歴書対1!ji予備箪σ:つぶやき

・大学生の自然との親しみ方と住環境周辺の自然状況との関連性 自然との f共生!に向け

てー

*花と緑のまちづくり活動参力担促進のための市民教育における公共空間緑化活動実習の効

果兵庫県立淡路景観園芸学校、における生指学習の取り組み

。まちづくり・住まいづくりの視点から

・建築学割学生のまちづくり参加動寅習の実際…広島大学「探境:~1爾殺演習J での磁条浩蔵
地区のまちづくり参加を通じて

がまち育てJの視点Jもの干潟環境の援案裂演習による実践と考察大学，市民j 専門家に

よる「主主意j学習jの試みからー

*みつはま生絹開防館における子どもと大人のノかトナーンツフ潤まちづくり学留

*まちに学ぶ、まちを活かす島田市.)1"蓋し街道を舞台に市民主役のまちづくり私書吾¥…

圃北九州市丸山・大谷地区のまちづくりと住環境学習…やまさかのまちで共に学ぶ

*杉並まちづくり研究会fェポスiにおける"まちづくり学官活動…契機とプロセス、その成

果と今後の方向

・まち学習三軒茶屋での実践等と「模濯で見る1tt呂話。;鉄道展Jへの協力…まちづくりに

おける信頼関係と担い手育成のきっかけづくりとして

-まちづくりのためのデザインガイドライン英国ヒューム地区デザインガイドライン

・斜面地を利用した街づくりから考える 分裁縫合主宅における街づくりを過して

・国産の無垢材と漆喰を活かした家づくりーどう富民の健康を附寺し健全なE富士を再生す

るか

-サスティナブノレハウスの提案縦新主宅態設業者の体質改善策

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文ノ

〈本体 1，500内+税、 IS剖4-88331-031-0>

ハペ
υro 

今井美枝子(千葉市立打婚時枝)

宇野真聖子(愛知教育大学)

福岡実和(聖カタリナ女子高校)

野崎議(者i~1語文科大手)

妹尾環子(東京学芸大学)

佐藤旗也株主北文化物欄大学)

北原啓司(型前大学〉

鈴木賢一(名古屋市立+片手)

志村俊子

三三浦要 (高知立子大学)

三上紀子(レジオンヂサイン)

江上徹(九州産業大学)

繕庶出番噺潟膏綾女子短期大学)

増山乃和j子(群馬大学)

石井晶子(東海犬学)

不問富士男(淡路景観園芸学校〉

sf:高雄志(広島大羊)

田中宏実(千捻片学)

曲田徹生(愛1護大学)

海道j剤言(名城大学)

志賀勉(九州大学)

前野淳一郎(杉並まちづくり研究会)

長閣時1((財〉世間谷区都市整備公社)

事事腺号L(ヨ←ク大学)

滝溜塗(東急設計コンザルタント)

矢閤秀次郎(ATT流域研宛官)

戸谷英世(NPO住宅生産性研究会)
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f住まい摘まち学習j実践報告・鎗文集 2 (2001年6.Fl発行)

@学校での取り組内から

*自然環境と暮らしの長日程にカ功冶わりI出或と虐IJる学習 循環する学びが住まし、手・っくり

手を育む

*コンピュ←タネットワークを利用した交流学習でのlバリアフリーのまちづく1JJ 仙

台市における実践報告その1

・総合的学潔としての fみちj を核とした町学漢の展開

・人に優しい環境を志向する生徒の育成…環境釘仰能力をj高めるまち学習を過して

*近代化産業U遺産を生かしたまち学習

'http://w川口i.i.hamaminami -h. kss. ed. jpヲめかがねの里・閉j千島i山iこようこそ

パ演習活用法d によるポケットパークの計画と開簡

-パース作図から学ふ住まし、

*歴史的港町鞠における大学研究室による自発的取り組み まちづくりへ向けたすま

い@まち学習

@地域の学びづくりの取り絡みから

*全飛ぶお台場プロジェクト 始まったばかりです。お台場から苦針言する，1¥ょたち“21世

紀の共育"への願い

-地織の教育力を乞う為した子どもたちのまち探検 樹域おこしと総命li'Jな学留の時間にむ

けての体験活動の計調…

*'子ども PJJからfわれP_!へー善福寺)lllcおけるまちづく 9の取り組み

・子どもたちが提案する新美術館構恕村立美持議官を通して村を見つめなおす

・町並みt剥員r郷土学習の実践…高知県安芸郡奈半利町立奈半利小守校における総合芋驚

の試みー

・まちのっくり手インキュベータとしての fコミュニティオフィスJと「タウン情報web
サイトj イJフォーマルなスペースからの?まち育て

-母親の昌秀たへの鳥島L伎と子どもの自然体験の関連につして 都内捌鏑に子どもを通わ

せる母親を対象として

• PTA 活動から矧言するえ蛾ネットワークづくりへの鵠わり 世田谷区立以小学校時姓

120名へのアンケート調査を通して…

・コミュニティづくりは“鳥の居"をもって I子育てしヰ'Tし、街って，どんなまちの行

政と市民向連携JO:研究から

@地域性を生かした住教育

-都市祭干しZ苦情にみる住まい・まち学習のf見転福井県の三園祭，小浜放生会争勝山左義

長祭を対象として

パぶちょうjの住まい・まち学習に総する提案地域性に配虚した住教育教材の関発

・ヒューマンネットワークによる授業づくり 全腕島注を生かした住教育「の手引き書

「総合的な学習制嫡」と連携した高等学校家庭剤住居領域の展開当教とH腕の連携

による住まいまちづくり学習へのアプローチー

・地域ー学校・行政の連携の取り絡み

*全国 汚し引い近木111の汚名返上その活動から子どもが考えるまちづくり

*自治体におけるまちづくり学習プログラムの開発iこっし、て ) 1臓まちづくり副誌本法

ちは友どち h の作成を通じて

*端克駐車境学習裂崇観ワーク、ンョツブの展開について仙台市の景観行政の実践から

*f住環境学習フォ ラム 20∞jの取組み給食戸習時代のす習カリキュラムづくりに向け

て地域から考える住まい環境学習一

*災害図上司線 IDIG_! がつなぐ埼減の「紡~むと I 人脊て一学校地域。行政が連携した iDIG ，i
ワークショップの実識を通して

判主主の株の地域協働による管理システムの援業とそれを通じた新たなコミュニティー

形成の可能性高齢化什会を買源えた緑を通じた住み良いまちづくりの考察一

@その他

・建築め蔦本用語に島守する考察 子ども建築用苓集の提案

・新しし唱i市づくりの潮流とデヘロッパの役割農カなコミュニテイづくり

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*同]は発表論文〉

く本体 1，200内+税、 ISBN4-88331-035-3> 

藤本勇二(上勝/J学校)

団代久美(宮城大学)

鈴木富美子(愛知教育大学)

加藤俊樹(名吉屋市立:新郊中学校)

由自持者維(愛媛大学)

熊野稔(徳山工業高等専門学校7

震事居出番(新潟I書程変立子短大j

団中大餅(東京大学)

棚橋制E(港[主主E港E裏付伴粉

沼郡泰樹(松戸市立d金;j、I芋佼)

山阪j青(人イエまちネットワーク)

問中麻県(群馬大主主)

三三}甫要一(高知女子大学〉

秋元馨(横浜隠)L声明

石井晶子(葬潟大学)

森本八月害事(アトリエノ、ッピーオいガスト)

奥防路子(JPA日本支部)

碓部智子(福井大学)

市村美幸(高知大学)

久併品目津代(大分大学)

制 11久子(山梨大学)

機本:!f次(良塚市貯め

宮附申哉り!崎市役所7

間本一部(仙台市役pJi)

松本千秩(江戸川区役所)

佐々木費千(北機道教育犬学)

'1i'尾昌子(淡路景観調芸学協

山口邦子

戸谷英l!t(NPO住宅生産性研究会)
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住まい・まち学習』実践報告・議文集3 (21∞2年7Fl発行)

⑤学校での取り絡みから

* ~夢をかなえよう長松小改造計函j 総合的な学習の取り総み

*子どもと地域が手を結び実現する夢総合的な学習

地域のネットワークを生かして学びのネットワークをつくる

*総合学習・交流学習で進める「パソアフリーのまちづくり」

ー仙台市における実践報告その 2-

*来来のまちづくりを態林lこした総合的な半替の可能性

一東長町小学校における副都心プロジェクト…

・地向車iこ根ざし、学ぶ喜びが生まれる学校づくり

共育ちふるさと総合学習・追究の軌跡から

・金沢市における子どもを対象にしたまちづくり学習の現状と諜穏

*住まい-まち学習Z総合約な学習での実惨淳世告

。地域の学びづくりの取り組みから

* rわれP! 2年自の進化東京都杉並区松ノ木小学校の取り総み

*地域で育てる学校ピオトープ 0・自生と管理活用

，地域素材としてため池を活用した環境学習の評儲

明石市立江井ケ島小学校のため池畿察会のケーススタディー

。子どものための環境カルタ まち学習におけるカノレタの有効性

・子どもを対象にしたまち学習ワークンヨツプを通じた地元商法街との関係性の構築

横浜市金沢区における実践報告

・歴史都市、諸島に残る古井戸を活用した子どもと高齢者の交流を促すまちづくり

園町づくり協議会 I高知市上町そだての会」の実践報告

・植木生産業と住宅の共生を目指した花と緑のまちづくりワークショップにおける人
と活断噴出

・近木)11流域自然大学 子どもの文化題， 1) I 1の分校」

-青葉通における景観形成アクションプログラムの取り組み

景観ワークンヨツプの活用を通じて

@私から始まる学びづくり

*子供からみた住まいとまち 私の居住控室一

*絵本の活用のための慕礎的議査住教育プログラムの綾立に隠する研究

・その他

・マンションの管理組合制度から見たまちづくり 制度設計との視点よりの考察

.住まいと健康 t健康的な窓内空気、の数り組みに対する海外動向

海外諸国の取り組みと発展途上国における室内空気汚染

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉
〈本体1，200円+税、 ISBN4-88331-037-X> 

同城寺文雄(佐賀県唐津市立長未公:/)、学校)

野村ゆかり(高知市立第閤小学校)

朗代久美(宮城大学)

急車奇英治(似台市立東長Ilff小学校)

荻野重喜美(接部町立大雨;可小学校)

馬場先恵子(金沢学院大学)

長谷川雅t告はり鋭墓重堅持札住宅都市研究開

山田1青((有)人イエまちネットワーク)

林まゆみ(兵車県立姫路工業大学/淡

路景観閤芸学校)

大塚毅彦(箇立明石工業高等専門学校)

青山美緒(共立女子大学)

藤岡泰寛(横浜国立大学)

山口友{圭(愛知教育大学)

様開通子(高知市上町そだて0:会)

長谷川利恵子(はせがわ計爾室)

橋本]i[次(良塚市役所)

岡本部(仙台市役所)

Jt行泰稽(私立武蔵高校)

久内純子(フリーライター)

渡港修(法政大学)

東賢 (生活環境化学j研究家)
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f住まい・まち学習j実践報告・論文集4 (2003年8月発行)

@学校での取り組みから

*発見したことを表現する f住ましリ正学習 高橋ちあき(上佐世保市立広田;)今司必

家庭科学習に探る「次代の{主まい平づくり」の可能性

*総合的な学習正持関の可能性をさぐる f荷4壁史たんけん2002・地下鉄東西線フ。口ジ 昔原弘一(仙台市立潟小泉小学校)

ヱクト 歴史や伝統のよさを生かしたまちをデザインしよう!Jの実践を通して

*地域の中の学校から、地域八発信 Iあったらし、し、なこんな校挺め会jプロジェクトー 富田利幸 (j止fIl1'i区立守山小守椴)

総釘約な学鷲を通して、子ども・保護者・老跡事・主事・地域往民・行政撤当者・専内家

と進める校庭づくり

・却減の特産、下山千織白菜に挑鞍!↑ 高誰緒の長日恵・経験・技術を生かして 本自冨佐子(散防谷限立烏WJ~ヒノj、学校)

・ノi、さな森町隊約 「中延の殺と図工室の言改ま 楚良冷(世拐谷区北桜小学紛

・市民的資質の育成をめざすまちづく 0学習の取型車旺み 長谷)1行言(千葉大学教育学部F付属小学校)

一朝日港横戸釘総事務開発にともなう公園づくりを通して

・家信科における住環境研究の発表 関根回欣子(神奈)11県立相模対聖子高紛

・小・中学校での住まい・まち学習の現状と学校教育支援の状況 大塚毅彦符耳石工業高等専門学校)

兵庫県東播地方のケーススタディ

-大学生吋〉まちづくり教育龍谷大学密際文化学部での実践 懇締かすみ(封勝太学)

。地域の学びづくりの取り組みから

吋酬における連続的なまち学習のしくみづくりに島守する実践的研究

「堤町まちかど博物館・堤焼伎大ギャラリーj を事例として

出代久美縫擦と子併とちネットワーク私自)

*大学・公民館・行政の連携による自然との共生の生き方をさぐる体験固実験教窓の 隊問智子(メ官臣教脊大:学)

取り組み F大学子ども開放プラン2剖0・2∞1.1の実践から

*子どもの主体性を育む参闘の場lこ関する研究

千紫県佐倉市における「ミニさくらj の活識を事例としてー

*つなぎrJ:デザイン/1傭人rJ:体験」を「社会の経験J に

東京事初、金井市における女性セミナーでの事例からー

・子供達と一緒iこ住まい、そして22世紀へ糊怨械を調級一建築士の試み

・近代化産業遺産から学ぶ「モノづくり産業学習j の一考察

“ノリタケd塚手"を量喜本すとしてー

・消費者教育としてσ:住教育一生活協同組合における学習活動

.住環境事脊における体験学習の位置づけと効果

。まちづくりの取り組みから学ぶ

中村桃子割問佐倉こどもステーション)

山田清((有)人・イエ・まちネットワーク)

岩井宴二(藤津士建工業(株)) 

村上未来(愛知教軍事大学)

妹尾王聖子(東京学芸大学)

後藤さゆり(車京学芸大学連合大矧紛

*高校生と大学生の協働1'Fj轟による長屋再生提案 'H去尚(名古燥大学〉

提案型古学習ワークンヨツプσ効果と課題一

*神戸被災地「街織地区j における『よそ者(若者)jが支援するまちづくり 田中賞鶴市基盤整備仏明)

神戸市長田IK街臓通5・6・7丁目地院を事例として

*台湾921大地猿緩興地域における「点るさと再生i(T;試み 丹柱部Zくみ恵機京重芸術大学)

「埼里の積クラブ」参加の経験から

寸断或が支える ')1同分校」 橋本重次(ili:木)1統域自然jて学噺究会)

・和田町路上いきし、きギャラリー牛幸いックを串服した関手者空間あ昌実験一 秋元事事(績浜E自立大学)

. I癒し系Jワ←クショップを超えて 宇高雄志似;鳥大学)

--y村でのワー夕、ンョッブを巡る為鳴を通じて

• 1有利貸し花壇方式によるj市民雪画型公雷管理の可能性の検証 安尾昌子(兵庫県立淡路景観凋芸学校〉

4守重から育てる県民交流花壊コンテスド'を1てのそヂノレとして…

・アンインテン、ンョナノバ主教育の可能性を秘境における公共編宣へ町爺勧れら探る 薬袋奈美子(福井大学)

… 1)思い出集」ハ投稿された作文からの考察

・遊びゃ多文化学習から始める、初めての地域まちっくり 干墨付1麻衣子(横浜市役所)

サンフラン、ンスコ・横浜市持療)11慌の事例より

-半公j坊号空間における参両と協働についての研究←松本地広まちづくり協議会の夜組i整 漆E西洋子(奈良女子大学)

理事業・真野地区まちづくり推進会ぴ〉復賄言動事例調査より

。その他

• Healing Gardensのユニパーサルデザイン英笛・オラン夕、・日本の事例一 橋本公克(橋本建築研究所)

・現代田本でガーデン、ンティ腐詣を実践する意味 資産形成のできξ都市経営… 戸谷英世(N刊住毛生日正性研究会)

く著者は第 I著者のみ。所属は応募当時。*印は発表論文〉
く本体 1.2∞同十税、 ISBN4-88331-039-6> 

156- 2似)6年住総研伎まい。まち学習J実践報告論文集 7



『住まい・まち学習j実践報告 a論文集 5 (2004年9月発行)

φ学校での取り組みから

*主体的に「まちづくり jに参幽しようとする中学生の育成

*全日織の f人やもの・ことj と照わり，自分を見つめる学習醐

クロスカリキュラム I自分を見つめて !J:学留の実際から

*ノj、寺司交の部教材としての住教育絵本及び締昆書。;乍戚

・3貴の学びが育む住まい手・っくり手

子どもと学校から始まるまちづくり

町子どもを育てる樹戒の力に支えられた総合約な学習σ万寺間
松戸市/J，:，主における場或司自動とノi牛校の総合的な学習の時間

。H臓の文明日町七 !日見付学校Jをテーマどした制t1Gi量産学習

。次代の担い手を育成するまちづくり学穏に関する研究
…まちづくり学穏における学校への支援体制の可能性につし、て

ー室内勲環境に陸JTる住教育

住居主要型教材を照し、たワークショッブによる一考察

ー今ヰ立生活における住環境教育
…光環境と昼光照明をテーマlこした体験学習の試み…

-微生物を利用した生ごJp錦町七装翠の環境教育へ伝活用

。地域の学びづくりの取り絡みから

判目減の多様な人たちと関わった提案型まちづくり学習への挑戦

午校とまちづく 9センターとの連燐による公園計歯トの道程

*子どもd伝統空間体験とまちづくりの可能性

M司法人庚申庵倶楽部の取り組み

和子どもと大学生の実践まち育て

ふちのべ銑河まつりのごみう湖防収ボランティアを通しか京境学習

・先輩から後輩に受け継ぐ、参加型まちづくち「思しリと「技j

東大都市工学科「まちづくりJ輪講の制E

。大学生の参加により1;舌性化さjしる丸山或まちづくり活動

神奈川区縦約さカ吐隊の{説動と東海道シンポジウム神奈川宿大会への展望…

。子どもたちと一緒に「まちlを考えるた陀の試み

ーこどもまち深検隊ブロンェクトをとおして

-高活衝をフイいルドとした子どもの建築・地域学習活動の実践

名d'屋市千種区覚芝山目筆活衝での活動事例

イ農』ときえる日本/水平な社会を自指したはじtI)(J) 歩

千潟県市原市小草畑におけるさE民家活用の実践と展望

.子どものた杭乃環境学溜についてσJ研究

(仮称)) 11越市森林公間計画地を事列として…

'子供を対象とした fまちっくり学習Jの展開の可能性に関する研究

横浜市の事例を過して

。まちづくりの散り組みから学ぶ

議罰健司(名古屋市立大曽按中学校〉

高橋ちあき(佐世保市立広田小学校)

薬袋奈美子(福井大学)

藤本勇二(市場町立市場小学校)

醤郡泰樹t(松戸市立ノj金小学校)

本擦俊介(愛知教育大学)

中川和郎(武蔵野市役所)

苦藤綾(東京学芸大宇)

j!j)11竜二(秋田大学)

平石年弘(明石工業高等専門学校)

大和田j荷量((員治浜松まちづくり公干上)

相担可島宏美(松山東主主短期大学)

村山史世(麻布大学)

杉崎和久(東京大学)

餅 tJ麻衣子(機浜市役所)

河合銅生(ヰチ中学校)

'J"止尚(名古屋大学)

唱え原愛子(筑波大学)

国谷聖子(知羊大学)

安藤真理(文京氏役所)

*震災を体験した住民が取り組んだ、まちづくりσ:一つの方法 戸間真腐葉(まち・コミュニケーショ/)

「御菅カルタ」づくりの実践報告

*住民主体の小さな文化遺産の保存活動 服部くみ恵凍京畿術大学)
ー台湾 f二結」から日本のまちづくりへのメッセ}シ

*入居後の暮らしのサポートを通じた分譲環境共生型マンシヨンの珠境創造 篠原靖弘(株式会干土チームネット)

~1画・販売・管理が体となったマン、ンョン計額の試み

*外留籍住民が集f主する公苦言住宅の生活上。:魅力と問題に関する研究 土井澄香(日本アイ・ビー・工ム)

一一神芸部11県営上飯田いちょう白地を対象としてー

， )11に生かされた日々 俳句ぜ勺むぐ子どもとまち… 機本支次(民主主市立自然迫持館〉

・地方鉄道を剤費させたパワーでまちの活出出動を展開 宮摘八州太郎術劇ι会)

えちぜん鉄道の存続とその後のまちづくりへの対応

-世田谷線1日型車両デハ85脱平存議申決路陪 長尾関(元「玉電保存会J)

まち学習業物資料保存i軍動失敗記

-まちづくりセンターの事業と今後の展望 中薗昭彦(名古屋市役所)

(財)名古屋都市センターの活動を通じて

-まちづくりに果たすNPOσJ役割 井上清香(共立女子大プ宇)

一NPO都市住宅とまちづくり時間会をケw スに…

・大正時代のまちづくり 武摩郡須潜町役場と大字西代村区の行政財政システムと小学 j事rR洋子

校の役割頚城村所蔵資料考察より

く著者は第 1著者のみ。所属は応募当時。*同1は発表論文〉
〈本体 1，2目。内+税、 ISBNψ8833ト041-8> -157- 2006年住総研住まいiまち学習j実践報告論文集7



f住まい・まち学習j実践報告幽論文集6 (2005年9月発行)

4・学校教育での取り組みから

*総合学習「蝉或lこ残る筏文化から名古屋のまちの発展を支えてきた詩型11(1:学習へj

*学びを地域で具現化する総合的な学習の取り組み 立町再発見 1来来の西公器デザイ

ンめざせ?立町環境レスキュ…隊~立町環境i向上ブロジヱクト 2004~Jの実践を通して

*総合的学習の時澗を活用した安全安心まちづくり学習の取り組みについて札幌市

立新琴似小学校守の実J銭

*小学校におけるキッズベンチャー活動を通じた地域学習地域で働く人々と濁わりな

がら学ぶ実践活動

*まちづくりのツールとしてのパスマップの可能性とその活用事例 ノミスマップは総合

学習、社会教育の題材・教材となりうるか

-生活の質を高めあう家庭科学習のあり方 現議主}と f本欄釦か悩まし労を見ず点す

・生活科における環境教育の可能性をさくる 「どきどき交わくわく 1年生~し、しものみ~っ

け!--Jの実践を通して

-図工教育・総合学瞥の取組みを過した小学校における環境デザイン教育の展開

・子どもの!暮らしと環境子どもが作り上げる住環境

・小中学校における fまち学習」の取り籾みの実態と課題福井市内の小中学校へのアンケ
}ト誠査より

・世代継続する地震壁に3郎、まちづくり「著者と大人丹錆絞渦掴'loM商事裁蜘制土防る

・工学部学生のハリアフリー認知度と高齢者イメージまちあるき学脅プログラムを制効のに一

。地域の学びづくりの取り組みから

*総合学習とまちづくり 総合学習から池誠へそしてまちづくりへ…

*こどもをきっかけとするまちづくりへの視点異世代での協働、交流が育んだもの

* ~農』の記憶をカタチlこする… f生き生き術革ふるさとっくり j 暗諮震動コ謁設と鴎

・小学生を対象とした夏季の住まい方調査と住探境教育ワ戸クショップ

・つくってみよう?夢の家~子どものためCT;住まい設計ワークンヨツブ~ 子どもの活

場所と穿族、そして住まvい

-住まいづくりに演する中立的学習活動の可能性について その2

・住まい手の啓蒙と作り手の研綾をめざしたそヂル住宅建設・展示事業の実践報告一 fふ

くし、(21)スマイノレ大作戦 モデル住宅事業」

-地域における子どものなじみ形成を目指した自立的まち学習フ。ログラムづくりの散

り組み償浜市保土ヶ谷区におけるこれまでの実践を通して

・建築の学習・創作プログラムの手法と効果iこ関する研究…高校生と大学生による住宅模型

づくりワ)グショップの実践を通して

まち学習の素材としての大学キャンパスの活用可飴空名古屋大学東山キャンパスでの2つ
の活動を通して

・まち育てにおける「継続宝」と「成果J 大学生時鞠苦動やまちづくりσ淵加に摘して

@まちづくりの取り組みから学ぶ

*上尾ピレッンカフェ f地i域通貨で問題解決」 まち育てのひとつとしてぴ消滅菌露ピオトーブ

*まちの“財産"を受け継き明日につなげるイベントの意義と課題神楽坂・路上イヘント

「坂にお樹苗きjの実践報告

*風土の体感を通して、まちづくりを思う」私たちのこ楽歯十景

*現f切買「結しリ泊三紡ぐ参加者の思し、とその有難さー緩災 10年、被災地沖戸の古民家務築集

会?斤づくりを事例とした参1胤まちづくり

-積雪喝さ冷地におけるコミュニティづくりへの試み相事選留萌市におけるコミュニティ除雪

子士会実験の実践から

・地元建設業者が参加する紺或まちづくりの実験制11制ず耐並区における行謀長j崎議総の取

り組み

t直井喜八郎偽由盤台立東軍員i!l'J寺粉

堤祐子仙台市立立町小学校7

田村f圭愛時以磁剖U荒華徐給時核軍司

碓関智子げて阪教脊大学)

焔みゆき(ふくL路震警主とまちうく切羽

井中干明美(UJ口大講繍ucvJ苧扮

石井~校似治市主幹j、東!Jザ初

他罰考(総環涯テ二ザマバ滞在時

鈴木邦明(横浜市立青木小学校)

薬袋奈美子(福井大学)

[l]中礼治(東北工業大学)

吉永真理(国土舘大学)

橋本亙次(貝塚市立由時司古学館)

問中恒明(地域情報研究所)

山間清(婦人イエまちネットワーク)

岩松俊哉(武蔵工業大学)

関口佐代子(神奈川県建築士会)

正日徹(九州産業大学)

品川二三男(信事協葬凝集・信吉センタサ

藤縄泰寛(横浜国立大学)

深津真理(名古屋市立大学)

!J、松尚(名官屋大学)

村山史世(麻布大学)

長岡素彦(さしずこまき蹴毅フォ←ラA)

日長霊長子Ih'F町1申よまヤ巧晴樹3

秦官、広(北九州市立大学)

宮定章(まちつミュニク」凶吟

岩井宏文((株) ド)コン)

栗橋健太(千葉大芋)

-自然再生に取り組むNPOメンパーを井良量としたまちづくりワクショッブ…市川市rn徳 桑野文悟(千葉大学)

地区三番瀬における出み

・一個人の体験に基づく子育てからまちづくりまでの道総点Jも線¥そして立体化す 竹中倍子

る人間関係のなかで

く著者は第1著者のみ。所属は応募当待。*印は発表論文ノ
〈本体1，200内十税、 ISBN4-88331-044-2> --158- 2006年柱総研f住まいまち学習J実践報告論文集7
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