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茨城県大子町と「地域と教育j 研究会の連携に向けた調査報告

大子町の基本状況

1 )地理と地勢

大子町は、茨城県の最北西端に位寵して、北

は八溝山系を境に福島県、西は栃木県、東は茨

城県常建太田市、南は茨城県常陸大宮市にそれ

ぞれ接している(図 1)。近隣都市との位置関係

は、水戸市の北約 55km、栃木県宇都宮市の北

東約 70km、福島県郡山市の南約 80kmの地点

にあり、水戸市と郡山市は国道 118号及び JR

水郡線で結ばれ、ほぼその中間点に位置し、宇

都宮市とは国道、主要地方道などで結ぼれてい

る。

東西 19km、南北 28kmでやや南北に長いほ

ぼひし形の形をしており、総面積は 325.78km2

と県全体の約 20分の lを占める広大な町であ

る。

面積の約 8割は、八溝山系と阿武摂山系から

なる山岳地で、八溝山をはじめ、高笹山、男体
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この山間から流れる中小の河川は数多く、こ

れらは源を槙島県に発して、町の中央部を流れ ており、慶長 7年に佐竹義宣が秋田へ移封され

る久慈JlIに注いで、いる、これらの河川に沿って てから、依上保は水戸の徳川氏の所有になった。

耕地が際け、集落が点在し、町のほぼ中心部に そして、明治元年に徳川昭武が水戸藩知事にな

市街地が形成されている。 り、明治4年 7月の廃藩置県のときに水戸県に

2)大子町の歴史

大子町は、もと陸実国白河郡に属し、「依上保

(よりかみのほ)Jと呼ばれていた。さらに永正

年間に至り、佐竹義宣が領有するところとなっ
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属し、同年 11月 13日に茨城県に属するように

なった。

その後、明治 22年 4月の市町村制実施によ

って、保内郷では、大子村、依上村、黒沢村、

宮川村、袋田村、生瀬村、上小川村、下小111村、

諸富野村が誕生し、さらに明治 23年 8月に依

上村が分村して佐原村が生まれ、翌 24年 8丹

に大子村が大子町として町制を施行した。以来、
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保内郷地症は l町9か村の地域として歩んで、き

た。

そして、昭和 28年 9月の町村合併促進法の

施行に伴い、諸富野村は昭和 30年 2月に那珂

郡山方町と久慈郡下小川村に分村して合併した。

一方、保内郷各市町村でも急速に合併気濯が進

み、昭和 30年 2月 24日に保内郷 l町8か村が

一斉に合併議決を行い、現在の「大子町j が誕

生した。

3)人口と世帯

昭和 30年の合併当時の人口は、 43，124人で

あったが、平成 17年の爵勢調査(速報値)で

は22，103人(男性 10，742人、女性 II，361人)

となり、 50年間で 21，021人も減少している。

国勢調査における減少率をみると、昭和 40年

から 45年の 10.4%をピークに、以f麦はf余々に

その割合も縮小しているが、人口減少に歯止め

のかからない状況が続いている。

また、世帯数は人口の大幅な減少にもかかわ

らず、昭和 30年の 7，779戸から平成 17年の

7，356戸と微減にとどまっており、 l世帯あた

りの人員数は年々減少している。平成 17年密

勢調査では、 l世帯あたり 3.01人の人員であ

り、近いうちに 2人台になると予想される。

4) r競饗のまちJ宣言

2007年、大子IDJでは「こども読醤のまちJ

を取り組んで、いる。これは平成 19年度の文部

科学省新規事業で、「読む・調べるJ習慣の確立

に向けた実践研究に基づき創設され、「町内の子

どもたちの読書習慣の擁立J、「家庭、地域の読

対する意識の高揚」、「地域社会の読書環境

の整備J、「読替を基盤とした豊かな人づくり、

IUJづくり J、そしてげ読護のまち』のよさの全

国への発信」をねらいとし、特に重点を置いて

いる。

学校の様々な取り組みや学校図書館、公民館、

そして地域ボランティアの活用によって、幼少

期に本の楽しさや面白さにふれ、本に親しむ習

慣や、読書‘は楽しいという意識を確立すること

に繋がる O また、「家読」や「戟読」などの取り
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組みによって、感受性や知識欲が育まれ、さら

に家族の会話不足やコミュニケーションが欠如

している今、家族の会話が増え、親子の緯が深

まることも期待される。

5)施設

大子町の代表的な社会教育施設としては、図

書館「プチ・ソフィアJ が挙げられる。図書館

「プチ・ソフィア」は、中央公民館の図書室が

移転して、平成 17年 4月にオープンした。蔵

書数は 30，000聞と多くないが、アットホーム

な図書館として多くの方に親しまれている。

また、大子町文化福祉会館「まいんJ は、地

域住民の交流を促進し、教育文化の振興、福祉

の増進及び観光の新興を留るための施設である。

そのほか、大子町立リフレッシュセンターや中

央公民館もある。

大子町の学校については、町立小学校8校、

町立中学校5校、県立高校 1校、県立養護学校

1校、私立通信制高校 1校、町立保育所4か所、

私立保育園 1圏、町立幼稚溜 l園がある。

(初子墨)

第 1因調査報告

2010年 4丹 28B "-'29日

4月28日(71<)
i町教育委員会

-教育長、学校教脊謀、生涯学習課を訪問

さはら小学校

・ヤマメ養殖、お茶栽培、野菜販売の紹介
黒沢中学校

-八満山清捕登山、小中合同運動会の紹介
宿泊施設(ファミリーロッジ七曲)

4}'329 Iヨ(木)
奥久慈茶の里公園、和紙人形美術館を見学

袋田の滝路辺散策

1 )鵠査内容

第 l回読査では、さはら小学校と黒沢中学校

を訪問し、特色のある取り組みを実際に見て、

これからの可能性を探ることを毘的としていた。

平成 8年に、三つの小学校を統合したところ

で、今のさはら小学校が誕生した。現在では、



54人の児童を持っていて、職員も 13人しかい

ない小規模校である。このように、小規模校の

特色を生かした学び合い、競い合う場の工夫改

善は学校経営の最重点であり、体験学習や僧と

のかかわりを通した内面の深化、充実も重視さ

れている i。さらに、個の能力、家庭の協力を

重視した運動の日常化と保健の充実も合わせ、

学校経営の重点として挙げられている。

これまでの取り組みのなかで、「夢道場」が特

色のある取り組みとして挙げられている。校内

にある「のび、つ子爵」で子どもたちが農作物を

生産し、さらに淑穫や販売まで子どもに体験さ

せることで、集団での遊びゃ体験活動を通して

協力し助け合う精神を育み、さらに地域の人と

支え合い、地域との繋がりを大切にし、地域へ

の愛着心を育てることも期待できる。また、「夢

道場」以外には、ヤマメ放流、田植えや親子餅

っき大会なども特色のある年間行事として挙げ

られている。

一方、木造校舎を特徴としている黒沢中学校

は、昭和 22年に創立した麗史のある学校であ

るO 生徒数は 43名であり、課内で 3番目に生

徒数が少ない中学校である。

特色のある取り組みとして、昭和 35年から始

めた「八溝山清掃登山」がある。これは現在に

至るまで 50年以上も続き、平成 21年度第 10

回環境美化教育優良校等表彰事業の散乱妨止部

門において最優秀賞「農林水産大豆賞」を受賞

し、高く評価されてきた。

2)課題

昭和30年の合併当時43，124人を有していた

大子町であったが、平成 22年では 20，041人と

なり、半分近くにまで減少している少子高

齢化は全国的な傾向であるが、さらなる人口の

減少に伴い、大子町は全国を大きく上回るスピ

ードで進行している o 平成元年には小学校に

2，103名、中学校にし134名いた子どもたちが、

平成 21年には、小学校に 843名、中学校に 509

名になっている

このように、児童・生徒数の減少により、学

校の統廃合に伴って、有数の子どもが同じ小学

校と中学校を通うこともよくある。このような

環境の下で、子どもの競争心が低下しがちであ

り、これからの高校進学などの競争に対し、適

応できなくなるおそれがあるであろうJ良い意

味の競争心は社会的・経済的・文化的活力の源

泉であるとともに、法やルールを守る精神とと

もに養われるものであり、それは何時に民主主

義の基盤を成すものでもあるJ しかし、少

子化の進行により、社会全体として様々な分野

において良い意味でhの競争が失われ、社会的・

経済的活力をそぐと同時に文化的想像力を襲退

させるおそれがある。さはら小学校の「喜多道場J

を通して、子どもたちが自慢の作物を販売し、

地域の人がその作物に番付をすることでJ良い

意味J の競争力を身につくことが期待されるで

あろう。その他、広々とした教室・校庭、そし

て少人数などの特色をもっと活かした取り総み

の可能性について、われわれの課題として考え

ていきたい

一方、黒沢中学校において、特徴のある木造

校舎から、歴史のある学校であることが分かる

よに、たとえば他の学校の生徒・児童・学生等

の来校者に、子どもたちがガイドになり、木造

校舎ツアーを開設することで、子どもたちによ

る調べ学習ができると考えており、地域との連

携や交流拠点としての役割も果たせるであろう。

このように、さはら小学校や黒沢中学校で

ている独自の活動は、少子化の進む山間地域と

いう地域特性を生かした活動として取り上げら

れると考えていいであろっ。しかし、大子町の

子どもに対して、実際はこれらの活動をどのよ

うに捉えているのか、そしてどのようにして、

これらの活動を郷土愛に繋がるのかをみていく

のが今後の課題となるであろう。

3 )おわりに

筆者にとって、大子町に来るのは初めてであ

ったが、自然に囲まれた場所で、とても静かで

のどかなところというイメージが強かった。一

方、住民をみると、若い世代がだんだん大きい

都市に行ってしまい、高齢者の都合が高いとい

う現状でもある。日本全体において少子化や過
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疎化の傾向が見えてくるなかで、大子町はそれ

以上のスピードで進んで・いる。このような状況

のなかで、町にとって、若い世代を定住させる

ことは重要な課題であろう。

また、大子町は自然豊かで、さらに温泉や食

べ物等の資源も豊富である。もっと外界に発信

し、大子町のいいところを伝えることで、町の

活性を取り戻すことができるのではないかと考

えている。

(初子墨)

第2問調査報告

2010年 7月 23自---26日

7}~23 日(金)
さはら小学校

-燦政物販売に向けたiV.l併1I
(ポスター・チラシ・値札作り、野菜袋詰め)

11fT教狩委員会

-教育委良長訪問

大子おやき学校見学

術i臼!JI!il没(ファミリーロッジ七Iltl)

7月24EI(:1こ)
さはら小学校

・販売準備(袋詰め)、花縫殺併ii作業

道の駅奥久慈だいご

・8基産物l板，充
ll'i泊施設

7丹25日(日)
大子lIIy散策

-八料出資iJ.I、神社参拝

7)司2GIヨ()守)
だいこゅ小学校

. Webサイト活用のための研修会

月待ちの滝激策

1 )調査内容と自的

第2問調査では、第 1図説査で訪問したさは

ら小学校における特色ある体験活動「夢道場」

に実際に参加することで、子どもや、地域や町、

そして私達学生にとって本活動がどのような役

割を持つのか、今後どのような可能性を持って

いるのかについて考察を深めることができた。

また、このような活動を広く地域に伝えていく

ための手段として、学校の Webページの活用

の仕方について検討した。町内の小中学校の教

職員を対象に行われた Webサイト活用のため

の研修会では、魅力ある Webページづくりの

一助としてもらえるよう、検討した Webペー

ジのレイアウト案を紹介し、大学生からの提言

としてまとめた。

2)報告

①さはら小学校「夢道場Jの取り組み

今回の調査では、「夢道場Jのメインイベント

である販売活動を行った。販売前日には、収穫

した、なす、ピーマン、じゃカ九ミも、かぼちゃ、

花等の農作物を袋詰めし、値段をつけ、看板や

ポスター作りなど販売のための準備をした。児

童は、「野菜作りは暑くて面倒だった。Jr明日は

レジをやるのが楽しみ。Jなどと言いながら少な

い人数のなか役割分担して看板を作成していた。

そして翠El r道の駅輿久慈だいご」の一画を借

りての販売活動。販売日は土曜日の午後で 40
0

C

を超える猛暑のなか。最初は控えめだ、った児童

も汗をぬぐいながら威勢よく声を出し売り込み、

お釣りの計算を間違えないように何度も確認し

ながらお客さんにお礼を言う姿を多くの保護者

が近くで、見守っていた。

②明ebページ活用のための検討会、教職員研修会への参加

各学校のページを統ーして管理できるように

大子町教委が玄関口としてポータルサイトを開

設するのにあたって、魅力的な Webページを

作るためにはなにが必要かを検討した。すでに

開設されている他校の Webページを比較しな

がら、まず開設の呂的と対象者について議論。

その後実際にトップページのレイアウトを構想

した。議論の内容を含め、それを町教委が開催

した教職員向け研修会で提案した。

Webページ鵠設の目的は学校によって、また

地域によっても異なるだろう。大子町において

は、まず保護者や地域の人に学校を身近な存在

に思わせることが重要だという意見が出た。学

区内に住み、子どもに会うこともあるが、学校

でイ可をしているのか、知ろうとしないあるいは

知るすべがないという地域住民も多い。そのよ

うな地域住民にはまず Webページの存在を知

ってもらうこと、そして継続的に関覧してもら

えるような内容や仕組みを考える必要があるこ
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とがあげられた。

3)本誠査についての考察と今後の課題

①自己消費と商品として販売することの差異

「夢道場Jの取り組みは、野菜や花など農作物

を栽培し収穫する生産活動と、収穫した農作物

を袋に詰め、値段をつけ、商品として売って対

価を受け取る販売活動に分けられる。生産活動

については全密各地の学校でよくみられる活動

だが、収穫した野菜などの農作物は児童らが調

理したり、給食で、使ってもらったりして自分た

ちで諮費することが多い。生産することの大変

さや収穫することの喜び、生産者への感謝の気

持ちをはぐくむためには有意義な活動であるだ

ろう。しかし自分たちで、作ったものを「商品」

として販売するためにはさらなる苦労と工夫と

努力が必要になる。袋詰め等のパッケージ化の

作業はもちろんだが、その擦にも形や見た自が

重要になることに気がつくだろうし、商品の対

価として金銭を受け取る以上、自分たちの作っ

たものに責任を持たなければならないο 現在の

大子町では、ほとんどが兼業農家であり、少子

化と過疎化が進む町として将来子どもたちに戻

ってきてほしいという願いをかなえるためには、

農家としての素養を身につけさせておくことも

大切なことではないだろうか。生産者かつ販売

者として、栽培した農作物を商品として売るこ

とでお客さんに消費してもらうことの喜びを感

じることはもちろん、同時にそれで収入を得て

いくことの大変さを感じることも大切ではない

だろうか。今後生徒告身が少しでもそれを意識

して活動していけるように目を向けさせること

を期待する。

②地域とのつながりから社会とのつながりへ

社会とのつながりという観点では、販売活動

から社会の経済や流通の学習に縞を広げていく

こともできるだろう。例えば、販売前に教科の

授業で市場での野菜の流通の仕方を学んだり、

スーパーで、売られている野菜の値段がどのよう

に決められているかを学習するだけでも自分た

ちの活動につなげて考えることができる。販売

の際、数量をチェックさせたり、購入者がどこ

から来た人かアンケートをとったりしてもよい。

事後には集計を児議らにさせて、より多くお金

を得るための改善点やより多くの人に買っても

らうための工夫など課題を設定して考えさせる

ことで経済や流通の学習にもつながり、自分た

ちだけの活動として完結させるのではなく社会

の中の活動としてとらえられるようになるので

はないだろうか。

また、今回の販売活動では、購入者は児童が

販売することを事前に知っていた保護者の方や

地域の方が多かったが、道の釈という特性もあ

り、それ以外の観光客など地域外の方もいたは

ずである。地域外の方とつながるいい機会にも

なる。そこで学校の Webページがうまく活用

できるといいだろう o

③魅力的な学校 Webページでつながりづくり

文科省の調査によると、平成 22年 3月現在

で Webページを開設している小学校は、イン

ターネット環境が整っている学校の中の

84.5%。うち、選 1回以上更新している学校は

20%に満たなしh50 更新[EII数が少なければもち

ろん関覧数も少ないし、いくらかでも関心を持

って閲覧している人も定期的に関覧することを

やめてしまう O そのためにまず努力すべきは更

新回数を増やすことだが、それは麗接教員の負

担の増加につながることが少なくない。そこで、

今後克童自身が自分の声を発信する場として、

児童主体の Webページにしていくことが必要

ではないだろうか。もちろんプライパシーの保

護や肖像権等の知的所有権の尊重には綿心の注

意を払う必要があるので、教員の手が一切かか

らないわけではない。しかし受け手としては知

っている児童の声が入っていたほうが興味や関

心も持ちやす"~o 児童は発信するためには自分

の活動をもう一度振り返って文章にしなければ

ならないが、それに返事が来ることもあるだろ

う。そこで地域と子ども、地域と学校の新たな

つながりが作られればより魅力的な Webペー

ジになるのではないだろうか。
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4)おわりに

大子町への訪問は 2回呂であったが、実際に

子どもや地域の方と触れ合うのは今回が初めて

であった。豊かな自然環境を持ちながら、広域

な町内に多いとはいえない人口、住民はあまり

多くの人と触れ合う機会がなく閉鎖的なのでは

ないかというイメージを持っていた。しかし実

際に活動してみると子どもは子どもらしく元気

もよく、保護者の方もまとまっていてうまく統

率がとれていた。では、この地域に足りないも

のはなにか。それは外部からの刺激ではないか

と思う G そこで有効な手段になるのが学校の

Webページではないだろうか。まずは身近な学

区内や町内に住んでいる人々に関心を持っても

らうこと、そして徐々にでもより広い範聞の人

に自分たちの存在を知ってもらうことで、外部

とのつながりができる。自分たちの活動や成果

を自分たちだけで完結させず、外部に発信する

ことでもう一度自分たちの活動や成果を振り返

ってそれが社会の中でどのように位置づくのか

認識することができるようになるだろう。

(柳津美奈)

第3問調査報告

2010 年 11 月 6 日 ~7 日

11 )=J6日(土)
さはら小学校

-親子ふれあいの集い (J訳機祭)に参加し支援

i町内のりんご樹、寺社散策

IIIJ内自主研修①

術泊施設(ファミリーロッジ七州)

11 月7日(日)

奥久慈茶の盟公園

-佐原地区産業文化祭を見学し支謹

月待の施

Cafe'遊森歩~ユーモア--(ログノ、ウス)

l町内自主研修②

1 .翻査内容

私たち「地域と教育」研究会は、 11月 6日

から 7日にかけて、 3題自の大子町現地調査を

実施した。今回の現地調査で、行った活動を大き

く3つに分けると、①さはら小学校の児童とそ

の御父兄の方々、そして教職員の方々と、餅つ

きの体験や食事を共にすることで地域と学校の

結びつきの深さを認識した「親子ふれあいの集

しりの支援、②克童が校内菜園等で栽培、収穫

した野菜等を児童自らの手で販売するのをはじ

めとして、地域の方々が、自らの収穫した作物

や自らが保持する商品を持ち寄り、販売するこ

と等を通じて、地域の人々の繋がりの深さを認

識した「佐原地区産業文化祭」の支援、そして

③学生の研修である。今回の調査を実施する上

では、事前に行われた計2回の現地調査を踏ま

え、次の 4つのねらいが柱として立てられた。

以下は、今回の現地調査の概要を、ねらいと結

びつける形で著したものである。

第一に挙げられるのは、「各事業の学生の支

援」である。これは、現地調査 1日呂にさはら

小学校で執り行われた「親子ふれあいの集いJ

や、 2日目に奥久慈茶の里公園で執り行われた

「佐原地区産業文化祭」での各活動において、

私たち学生がその支援を行う、というものであ

る。第 3回現地調査においては、「親子ふれあい

の集い」における児童、御父兄の方々による餅

っき体験の支援、そしてあくる日に執り行われ

た「佐原地毘産業文化祭J で販売する、校内菜

園で栽培された野菜等の準備支援をさせて頂い

た。また産業文化祭では、その準備した野菜等

の販売を支援させて頂いた。

第二に挙げられるのは、「各事業での児童との

交流J である。これは、上に記した各活動にお

ける、学生と児童との交流である。第3回現地

調査においては、各活動の支援を行うにあたっ

て、会話や共同作業を通じて、児童との多くの

深い交流が生まれた。それは、各活動の支援の

みならず、空き待問を利用した遊びゃ、一緒に

ついた餅を使った料理を食べる行為においても

同様であり、交流の促進に繋がったと考えてい

る。また、この活動支援が、児童とだけではな

く、その場にいらっしゃった御父兄の方々や先

生方、そして地域に住む方々との交流も深まり

を生んだ事は言うまでもない。

第三に挙げられるのは、「事業後の交流の継

続Jである。これは web等を活用し、事後にポ

ータルサイト上において、児童と学生、大子町
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~2 さはら小学校に掲示した壁新聞

(筆者撮影)

と学生の交流を促進することや、事業後に「学

生J という視点から見た、来年度以降の町全体

の事業への施行策を提示するものである。特に

後者においては、現地調査から学生が感じ取っ

た感想や課題、そしてそれらを踏まえた提言等

をまとめたパワーポイントや壁新聞を、それぞ

れ大子町、さはら小学校に提示している(図 2)。

最後に挙げられるのは、「学生の研修」で、ある。

これは、上に記してきた各活動への支援のみな

らず、学生が「大子町J という町はどのような

町なのか、そしてその町に住む方々はどのよう

な人々なのかというような事を学生が感じ取る

ために、大子町のあらゆる場所を散策した事で

ある。具体的に記すと、溢れる自然の恵みを肌

で感じることができた月待の滝散策や、寺社の

散策、自然の恵みに加えて人々の温かさを知る

ことができたりんご闘の散策、懇親会、そして

自然と人間の共存が表れているように感じたロ

グハウス散策である。

私たちは、以上のようなねらいを掲げてこの

現地調査を実施した。調査を実施した上で見え

てきたいくつかの課題と、それに対する提言は、

2)現地調査から見えた課題と提言において後

述するが、全体的に見れば、温かくて親切で、あ

り、そして活力が溢れる人々が住み、また溢れ

る自然の恵みを有効活用し、人間の営みとそれ

をうまく共存させている大子町の良さを堪能で、

きた現地調査であったと言えよう。また、「親子

ふれあいの集いJや「佐原地区産業文化祭」で

の活動支援を通じて、地域住民の深い連帯感と、

いわばよそ者である私たち学生を受け入れて下

さった温かさを再認識した現地調査でもあった。

計3回を数えた大子町の現地調査であるが、学

生と児童、そして地域の方々との繋がりも一段

と深いものになったと感じており、今後の大子

町の現地調査にも繋がる有意義な活動であった。

最後に、終日私たちを案内して下さり、現地

での生活や活動を支援して下さった大子町教育

委員会の清水先生には、深く感謝を申し上げる

次第である。
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題3 佐原地区産業文化祭における子どもたちのソーラン節の様子

(筆者搬影)

2)現地調査から見えた課題と提言

それでは、第3回現地調査から、学生が感じ

取った課題と、それを踏まえた提言をいくつか

挙げていきたいと思う。

まず挙げられるのは、この「親子ふれあいの

集いJ というさはら小の実践を支えてきた要因

(地域の歴史/特性/条件…)の解明である。

これは、大学が調査に関わる意義として、私た

ち学生の課題でもある。これが課題にとされる

理由には、この「親子ふれあいの集し勺という

行事が、さはら小学校が合併して誕生する以前

から取り組まれてきた催しであったということ、

そして現在において佐原地区という場所が「産

業文化祭J を開催できる状況にあるという事実

がある。このような地域と学校が連携して行わ

れる催しが長続きするには、大子町には地域の

歴史や特性等、何か特別な要因があるのではと

考えるべきである。そして、これを解明する事

は、さはら小学校の実践をモデルとして他の地

域に広める際に、大いに参考になるはずである。

次に挙げられるのは、大子町ならではの徹底

した“地産地消園自給自足"活動の模索である。

「親子ふれあいの集いの実施計画・ねらい」に

は、「稲の収穫を感謝し、親子で餅つきや会食等

を体験することにより、親子のきずなを深め、

勤労の意識や尊さ、協力することの大切さなど

を自覚させる」といった文面が掲げられており、

また大子町学校教育課ホームページにも、「大子

町では当たり前であるこのような体験活動(た

とえば、田植え、稲刈り、餅つきなど)ですが、

他の地域と比較すれば、とても特色のある教育

活動であるということができますJ といった事

が掲げられている。しかし、実際に行われてい

る体験活動を見る限り、児童にとってみれば、

たった「数回の餅っき」で体験が終了してしま

っているのである。これで大子町の特性を十分

に生かせていると言えるのだろうか。大子町な

らではの特性を生かすためには、より徹底した

“地産地消"自給自足"活動の模索が必要とされ

ているのではないか、と思うのである。

最後の課題として挙げられるのは、“考えるこ

と"を伴う体験活動への転換である。これは、「佐

原地区産業文化祭J(密 3)において感じられた

課題であるo 前述の通り、この催しでは児童が

校内菜園で栽培し収穫した野菜等を自らの手で

販売する、という実践が行われたが、その中で

は児童が野菜の販売数を知る事や、売り上げの

計算を行うという過程が見られなかったのであ

る。これでは、販売の教育目的が一体何なのか、

その呂的が薄れてしまう。体験活動というのは、

体を動かす事だけとイコールを結ぶ訳で、はない

はずであり、自らが考えるという行為も体験活

A
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動に含められるべきだと思う。

以上に挙げた課題、特に二つ目、三つ自の内

容を諮まえ、これから記す提言をまとめると、

「児童を本気にさせる仕組みの必要性」となる

であろう。

第一に、学年を超えた共同作業の必要性であ

る。「親子ふれあいの集い」の現状では、学年ご

との役割分担が明確になされ、低・中・高学年

がそれぞれ5JUれて餅つきを行っていた。これに

対し、学年を混在させた斑で餅つきをすること

で、その班の中での上級生、下級生の役割とい

うものを児童自らが考えるような体験活動が生

まれるのではないだろうか。ただし、この案は

危機管理等の問題が存在するので、実践するた

めには、それを踏まえたより一層の議論が必要

であるというのも事実ではある。

第二に、関係構築手段としての野菜販売であ

る。「佐原地区産業文化祭Jで児童によって販売

される野菜には、一つひとつに児童からの手紙

が添えられている。これは非常に画期的な案だ

と思うのだが、その手紙はすべて内容が一緒で

あり、コピーされたもの、というのが現状であ

る。これに対し、児童からの手紙を手書きにし

て、さらに感想や返事を求める形式にする事で、

野菜を購入した地域の方々との交流が深まるだ

けでなく、自分たちの作った野菜のその後を知

る事ができる可能性が広がるのではないだろう

カ'0

最後に挙げるのは、農作物の品評会への挑戦

である。「佐原地区産業文化祭Jでは、農作物の

販売と同時に、地域住民による自らの農作物の

品評会が行われている。より良質な農作物を栽

培し、収模すれば、表彰というその対価が受け

取れるというシステムである。現状としては、

児童の農作物は品評会には出品されずJさはら

小学校の児童が作ったj というアピールで完売

という結果になっているが、これを品評会に出

品することで、農家と同様に講評してもらう機

会を設けるのはどうだろうか。これを行うこと

で、児童は自らが一人前の「農家Jと認識され、

自らの本気を導く事ができるかもしれないので

ある。

以上の提言を踏まえ、大子町がますますの発

展を見せ、全底的に稀有な取り組みの良さを引

き出せていけたら、と考える次第である。

(郡可直幸)

注

I r大子町教育ポータルサイトJ2011年3月31日最

終閲覧。 (http://www.daigo.ed.jp/)

zr大子町ホームページ、J2011年3月31日鍛終閲覧。

(http://www.town.daigo.ibaraki.jp/) 

3 大子町教育委員会「小中学校の給食費の無料化にあ

たってJと題する文響。 2009年 10月 1日付。

4 中央教育審議会「少子化と教育についてJ2000年

4月。

5 文部科学省「平成 21年度学校における教育の情報

化の実態等に関する調査J 0 
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