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「エリアキャンパスもがみ研究年報２０１６」発刊にあたって 

 

エリアキャンパスもがみキャンパス長 玉手 英利 

 

 

「エリアキャンパスもがみ」は、山形大学と山形県最上地域の皆様が一体となって、

地域の未来を担う人材を育成する事業で、2005 年 3 月にスタートしました。その後、「エ

リアキャンパス未来遺産創造プロジェクト」（2006 年度文部科学省）、「大学間連携共同

教育推進事業」（2012 年度文部科学省）などの支援も受けて、地域での実践的教育を行

ってきました。その中核となる「フィールドワーク―共生の森もがみ」の授業を履修し

た学生は、累計で 2,726 名になり、多数の学生が最上地域の皆様から様々な教えをいた

だいてきました。さらに、2017 年度からは基盤教育において「フィールドワーク共生

の森」が必修化されることになり、本事業の一層の発展が期待されております。 

この研究年報は、2016 年度のエリアキャンパスもがみの活動を記録したもので、今

回が第 11 号となります。第 1 部は事業内容、第 2 部は「フィールドワーク―共生の森

もがみ」を受講した学生が作成した授業記録です。この授業では、2016 年度の前期に

15 プログラム、後期に 10 プログラムが実施され、新庄市、金山町、最上町、舟形町、

真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村で学生が様々な学習を行いました。授業記録では、

学生一人一人が地域の皆様とどのように関わり、どのようなことを体験し、それを通じ

て感じたことや考えたことが詳細に記述されています。学生がこの授業を通じて得た地

域に対する理解は、地域の生活者から見るとまだ十分ではないかもしれませんが、彼ら

の人生の貴重な糧となることを私は確信しています。 

「フィールドワーク―共生の森もがみ」以外でも、「エリアキャンパスもがみ」では、

タウンミーティング、学習支援ボランティア活動、小学生による大学見学旅行、高校生

による研究室訪問など、多様な関連事業が実施されています。このような山形大学と最

上地域での双方向的な交流が自然に広がることによって、地域の諸課題を解決していく

若者が育っていくことを期待しています。どうか、これからも関係各位から変わらぬご

支援を賜りますようにお願い申し上げます。 
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第１章 エリアキャンパスもがみ 
平成 28 年度事業の概要 

 

Ⅰ エリアキャンパスもがみの概要 

 

１ はじめに 

 山形大学は、過疎化の進む最上広域圏全体をキ

ャンパスに見立てて教育・研究・地域貢献を展開

する「エリアキャンパスもがみ」を平成 16 年度に

発足させた。 

エリアキャンパスもがみでは、「自然と人間の

共生」をキーワードに、大学と最上広域圏双方の

人材育成と活性化を図ることを目的に、自然や伝

統文化を活用した実践的活動について、その知識

や知恵、ノウハウを、最上広域圏全体で共有・活

用するだけでなく、地域の教育資源として教育活

動に活用している。 

特に教育活動については、本学の初年次教育の

展開に活用しており、本学の学生は、社会性や課

題探求能力を身につけるために、地域の講師と子

供から老人までの幅広い世代の住民を交えた現地

体験型授業や課外活動に参加している。 

 

２ これまでの経緯 

 県の北東部に位置する最上広域圏は、南西に最

上川が流れ、一部盆地を含む大部分が山岳・丘陵

地帯の自然豊かで市町村毎に独自の文化を有する

農山村地帯である。その一方で、8 市町村のうち 6

町村が「過疎地域自立促進特別措置法」に基づく

過疎地域に指定されている状況にある。 

また、最上広域圏は大学・短大が一つもない県

内唯一の広域圏であり、山形大学は、平成 16 年度

に最上広域圏の 8 市町村と包括協定を締結し、広

域圏全体をキャンパスとする「山形大学エリアキ

ャンパスもがみ（以下、ＹＡＭ）」を設立し、総

合大学として組織的な地域貢献の挑戦を開始した。 

 ＹＡＭは、地域の自然や伝統文化などを教育資

源として活用し、学生自らが現代社会の課題を発

見し、探求し、解決するためのフィールドとして

好適な場である。ＹＡＭの開設以降、最上広域圏

を活性化する様々な事業（以下、それらを総称し

て「もがみ活性化事業」と呼ぶ）を立ち上げ、多

くの学生が課外活動として参加し、学生と住民の

交流の中から、地域活性化の新たなシーズが生み

出されてきた。 

 平成 17 年、大学は、ＹＡＭのこれまでの活動を

振り返り、学生に社会性を持たせ、広い視野の下、

課題探求能力を伸ばしていくには、柔軟性に富ん

だ初年次の学生を対象とした基盤教育の授業を立

てることが必須である、と考えた。 

そこで、地域からの申し出もあり、地域の方を

講師として、学生と住民、特に子供たちが現地で

一緒に活動することができる初年次の全学生を対

象とした基盤教育授業『フィールドワーク－共生

の森もがみ』を平成 18 年度から開講することとし

た。 

この初年次の基盤教育授業を骨格として、それ

に学部の専門教育の授業と課外活動を連携するこ

とによって、地域に根ざした実践的な課題探求能

力を育成することになった。 

 なお、これらの取組については、「エリアキャ

ンパス未来遺産創造プロジェクト」として、平成

18 年度文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プ

ログラム（現代ＧＰ)」に採択された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「エリアキャンパス未来遺産創造プロジェクト概念図」 

 

３ 目標 

 エリアキャンパスもがみでは、次の 2 点を目標

に掲げ活動を行っている。 

（１）大学生に対する教育 

①過疎化、少子高齢化、環境などの現代社会が

直面する課題発見・探求・解決能力を向上する。

②社会性を向上する。③コミュニケーション能力

を向上する。④プレゼンテーション能力を向上す

る。⑤豊かな地域社会の建設に関わる人材を輩出
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する。 

（２）最上広域圏の人材育成と活性化 

①未来遺産の共有・活用・発展を図る。②地域

の自然や文化を子供たちに伝える。③子供たちの

地元に対する誇りを抱かせる。④情報発信力を向

上する。⑤豊かな地域社会の建設に関わる人材を

輩出する。 

 

４ 運営体制 

 ＹＡＭの運営体制は、小白川キャンパス長がエ

リアキャンパスもがみのキャンパス長を務めてお

り、ＹＡＭの運営の中核をなす「運営会議」は、

山形大学と最上広域圏から選出された委員で構成

されている。 

山形大学の運営委員は、キャンパス長、教員 8

名、事務職員 2 名、「もがみ協力隊」の学生代表

3 名で構成されており、最上広域圏の運営委員は、

各市町村の教育長 8 名、芸術や産業など各分野の

代表 5 名で構成されている。 

また、現地に最上広域圏の事務職員が常駐する

「最上事務局」を設置し、ＹＡＭを円滑に運営す

るための、橋渡し役を担っている。 

 本プロジェクトの関連経費は、各事業の内容に

応じて大学と各自治体で応分に負担している。山

形大学が主体的に行う事業については、大学予算

から安定的に供出される。また、地元講師の謝金

等は市町村が負担する寄付授業となっている。 

 

５ 教育改革への有効性 

（１）教育課程、教育方法等の創意工夫 

 「フィールドワーク－共生の森もがみ」は、正

規の授業を地域の人材育成活動と連結させている

点に特色があり、学生は、初年次の授業で地域に

出て、社会性と課題探求能力を身に付け、それを

大学の在籍期間を通して、専門教育と課外活動で

伸ばしていくことができる。そのために、本授業

では、次のような創意工夫を行っている。 

①授業そのものが地域のニーズに基づいたもの

で構成され、地域の活性化に直接結びついて

いる。 

②現地で行う体験型学習となっている。 

③現地にいるその道の達人が講師として直接指

導に当たる。 

④開講日を土・日曜日にすることによってたく

さんの住民が参画できる。 

⑤学生は子供の指導に関わることによって責任

感を持つ。 

⑥この授業は、「大学コンソーシアムやまがた」

の単位互換協定に基づき県内の大学・短大生

が履修できる。 

（２）期待できる成果等の教育改革への有効性 

 地域活動が活発になればなるほど、教育面での

受益者は増すという相乗効果が期待できる。授業

「共生の森もがみ」で、学生は世代の異なる住民

と交流することによって、社会性が増し、「過疎

化」「少子高齢化」「環境」などの現代的な問題

群と向き合うこととなる。多くの学生にとって、

このような日本が直面している現代的な問題に対

峙し、それを考えることは、これからの我が国の

発展のために大きな意義がある。 

 

 

Ⅱ 事業実施計画 

 

１ 基本的な年間スケジュール 

4 月 もがみ担当者会議 

前期授業「フィールドワーク－共生の森

もがみ」と「もがみ活性化事業」開始 

7 月 エリアキャンパスもがみ運営会議 

   前期フィールドワーク活動報告会 

9 月 もがみ担当者会議 

10 月 後期授業の開始 

 エリアキャンパスもがみ懇談会 

11 月 タウンミーティング 

2 月 エリアキャンパスもがみ運営会議 

   後期フィールドワーク活動報告会  

3 月 研究年報刊行 

 

２ 平成 28 年度実施事業 

（１）教育活動 

①初年次教育 

「フィールドワーク－共生の森もがみ」 

【前期】 

・「新庄まつりとオレ」～日本一の山車行列～ 

             （新庄市） 

・「作陶に挑戦！」新庄東山焼の世界   （新庄市） 

・地域の資源を活かし山屋の魅力を探る （新庄市） 

・マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげ

る出前図書館～            （新庄市） 

・山間地の宝物を見つけよう       （金山町） 

・探求！谷口銀山～その秘められた歴史～（金山町） 

・森と人との共存を考えるⅠ～山間地の歴史を探り

地域振興へ～                       （金山町） 

・森がもたらす地域の活力に触れよう！ （最上町） 

・舟形町の自然と文化にふれる～国宝「縄文の女神」 

 を活用した町おこし～        （舟形町） 
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・地域から元気と力を！八敷代伝承文化活性化プロ 

ジェクト             （真室川町） 

・子どもたちの自然体験支援講座１  （真室川町） 

・鮭川歌舞伎と里山環境学習      （鮭川村） 

・戸沢村の超元気印！幸齢者集団の生きざまに学ぶ 

                                     （戸沢村） 

・里山保全と山菜料理           （戸沢村） 

・夏秋野菜の栽培と郷土料理       （戸沢村） 

            以上、15 プログラム 

【後期】        

・七所明神伝説と地域活動のあり方を探る（新庄市） 

・新庄伝統の民俗文化を体験しよう～隠明寺凧と昔

語り～               （新庄市） 

・山間地の文化を掘り起こそう！     （金山町） 

・森と人との共存を考えるⅡ～山間地の文化を探り

地域振興へ～                        （金山町） 

・大場満郎さんの冒険の心に触れ、最上を体感しよ

う！                （最上町） 

・里地里山の再生             （舟形町） 

・子どもたちの自然体験支援講座２   （真室川町） 

・[大蔵村]自然・人・もの体験     （大蔵村） 

・里山保全とキノコ料理        （戸沢村） 

・創作太鼓と冬の里山ぐらし体験    （戸沢村） 

以上、10 プログラム 

 

②主なもがみ専門科目 

・人文学部「地域づくり特別演習」 

・地域教育文化学部「教育実践実習」新庄市 

・大学院教育実践研究科（教職大学院） 

「学社融合の実践と課題」戸沢村 

・理学部「野外実習Ⅱ」 

防災科研長岡雪氷研新庄支所見学 など 

 

（２）もがみ活性化事業 

 ※事業詳細は第 4 章を参照 

①山形大学見学旅行  

・金山町立金山小学校 

（4年生33名）6月10日（金） 

・新庄市立新庄小学校 

（4年生79名）6月17日（金）  

・新庄市立萩野学園 

（4年生41名）6月24日（金） 

  ・最上町立向町小学校 

   （4年生33名）9月  9日（金） 

②学習支援ボランティア活動 

 ・舟形町立舟形小学校 

   8 月 1 日(月)～3 日(水)4 名参加 

  3 月 21 日(火)～24 日(木)5 名参加 

・舟形町立舟形中学校 

8 月 1 日(月)～3 日(水)4 名参加 

・真室川町立真室川中学校 

8 月 1 日(月)～3 日(水) 

学生の都合が合わず本学からの派遣なし。 

・新庄市立新庄小学校   

  8 月 3 日(水)～4 日(木)3 名参加 

・新庄市立北辰小学校[チーム道草] 

  3 月、7 月、10 月、12 月に 15 名参加 

・戸沢村立戸沢小学校[チーム道草] 

8 月 3 日(水)～5 日(金)12 名参加 

・金山町立金山中学校[チーム道草] 

  8 月、12 月の 2～3 日に 20～30 名参加 

 

③タウンミーティング  

・開催日：11 月 12 日（土) 

 ・場所：最上広域交流センター「ゆめりあ」 

 ・参加者：約 40 名 

・内容：以下のとおり 

 【報告】“つばさ”プロジェクト実施報告 

・平成 28 年度「大地連携ワークショップ in 

韓国」について  

教育開発連携支援センター  

講師 呉屋 淳子 

・平成 28 年度「大地連携ワークショップ in  

真室川町」について 

真室川町教育委員会教育課  

課長補佐 庄司 利彦 氏 

【第 1 部】フィールドワーク活動報告 

・フィールドワーク実施市町村による報告 

① 舟形町「里地里山の再生」について 

舟形町役場地域整備課生活環境班 

班長 大山 邦博 氏 

② 真室川町「子どもたちの自然体験支援講

座」について 

山形県神室少年自然の家  

研修主査 柿崎 健 氏 

・フィールドワーク参加学生による活動報告 

① 前期フィールドワーク「山間地の宝物」 

（金山町）参加学生 8 名 

② 前期フィールドワーク「子どもたちの自然

体験支援講座１」(真室川町)参加学生 8 名 

③ 前期フィールドワーク「マルシェ“本活プ

ロジェクト”～本と人をつなげる出前図書

館～」（新庄市）参加学生 4 名 

  【第 2 部】グループ討論と発表 

・テーマ「現在のもがみの課題と未来のもがみ

について考える」 
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（３）学生支援事業 

 ①土田秀也奨学金（山形大学） 

   地域教育文化学部 1 年 秋野
あ き の

 沙羅
さ ら

 

②吉田奨励金（エリアキャンパスもがみ後援会）

農学部        2 年 新田
に っ た

 藍
あい

 

 

（４）もがみ関連事業 

本学研究室訪問 

 新庄北高等学校 2 年生 14 名 

① 山形大学研究室訪問(研究指導) 

7 月 27 日(水)～8 月 10 日(水) 

② 研究室訪問プロジェクト研究成果発表会・

模擬授業  10 月 16 日(金) 

・人文学部       池田 光則 

・人文学部       山本 匡毅 

・地域教育文化学部   佐藤 宏平 

・地域教育文化学部   佐川 馨 

・地域教育文化学部   渡邉 信晃 

・地域教育文化学部   池田 英治 

・大学院教育実践研究科 江間 史明 

・大学院教育実践研究科 森田 智幸 

・大学院教育実践研究科 出口 毅 

・理学部        奥間 智弘 

・理学部        廣田 忠雄 

・理学部        中森 健之 

・工学部        多田隈 理一郎 

                                                  

（５）広報事業 

・エリアキャンパスもがみキャンパス通信(3月) 

・エリアキャンパスもがみ研究年報（3月） 
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第２章 初年次教育 

 フィールドワーク－共生の森もがみ 
  
Ⅰ 『フィールドワーク－共生の森もがみ』

の意義 
 

 本授業は、山形大学の全学共通教育である基盤

教育の正規の授業として開講された。本授業の特

色は、①初年次教育、②全学共通教育、③現地体

験宿泊型学習、④少人数教育、⑤山形大学の理念

「自然と人間の共生」の具現化、⑥自然豊かな農

山村地の活用、⑦現地講師による指導、である。 

 初年次教育は、通常、アメリカで初年次の学生

の退学を防ぐことを目的として、大学への適応を

意図した教育プログラムを指す。初年次学生の退

学者が少ない日本ではおかれている情況がアメリ

カとは大きく異なっており、そこから必然的に初

年次教育はアメリカのそれと異なったプログラム

となる。 

 我々がこの授業を初年次教育として強く意識し

ているのは、本学の学生は一年目に基盤教育を受

講し、その後は各学部で専門課程を受講すること

から、専門に入る前に学問の専門性を超えた社会

に対する問題意識を持ってもらいたいということ

である。 

 混沌とした社会においては、これが問題ですよ

というように、はっきりとしたかたちでは現れて

はくれない。急激に変化する時代にあって、我々

の知恵と感受性で問題を主体的に拾い出していく

しかない。それが現代の市民に求められている。

社会に主体的に関わっていくためには、自分で問

題を発見していく能力を養っていかなければなら

ないのだ。この授業の教育目標は、社会の様々な

事象の中から学生自らが問題を発見することにあ

る。 

 山形大学は 6 学部からなる総合大学であるが、6

学部の学生が交流する機会はそれほど多くない。

学生は学生の交流の中から自らを発見していく。

本授業は全学共通教育の特性を活かして、学部を

越えた学生の交流を図っている。 

 現代の若者は体験が少なくなっている。大学教

育において意図的にこの体験を増やしていくしか

ない。リアルな体験を通して、学生の思考を深め、

社会性を涵養させ、行動的にしていくことが求め

られている。そこでこの体験を濃密にするために、

現地体験宿泊型学習を導入した。土・日曜日の宿

泊型にすることによって、平日の授業と競合する

ことがない。また、食事や宿泊を共にすることに

よって、人間関係が濃密になる。 

この授業は 10 名程度の少人数教育となってお

り、地域の講師の人々との交流が密になり、教育

効果もあがるように設計されている。 

山形大学の理念である「自然と人間の共生」を

教育に反映するために、この自然豊かな「エリア

キャンパスもがみ」を活用する。しかし、同時に、

そこは少子高齢化、過疎化の進む現代の課題の先

進地域でもある。こうして、学生が多くのことを

考える場になっている。 

この授業の大きな特色は、現地の達人を講師と

し、この達人を中心とした授業を地元の方と大学

で設計し、実施している点にある。大学という学

問に立脚した知の拠点が、学問的知を越境し、社

会的、日常的、実践的な知に踏み込む教育活動で

もある。このことは教育の主役を教員から学生に

重心移動したことの一つの表れでもある。つまり、

学生にいま必要なことは何なのかを問い詰めてい

けば、授業において様々な可能性を試していかな

ければならない時代に入ったということが考えら

れる。学生は現地講師を通して、コミュニティと

いうことを意識し、故郷や家庭、そして自己を再

考するきっかけとなっている。 

本授業のもう一つの重要な側面は、この授業を

学生教育だけでなく地域活性化のために活用する

という点にある。では、この大学の授業が地域活

性化にどのように貢献するのであろうか。 

一つには、大学がなく若者があまりいない地に

学生が入るだけで活性化される。学生が入ること

は授業でなくてもいいのだが、正規授業でもなけ

れば学生が観光地でもない遠隔地に集団で入るこ

とはまずない。 

二つ目は、授業の中に子どもを含めた地域住民

との交流が入っており、学生と地域住民との交流

が密になる。そこには、大学生による地域の子ど

もたちの指導なども組み込まれている。 

三つ目は、全国から集まった大学生の新鮮な眼

によって、地域が再発見されていく。そのことに

よって、地域の人々に地元の誇りが醸成される。 

四つ目は、学生によってまちおこしなどの具体

的な提言がなされる。 

この授業によって上記のような地域活性化が考

えられるが、実際にはことはそううまくは運ばな

い。授業に参加する学生は一年生であって、学問

的な専門性を身につけているわけではない。そこ

で、専門的な視点からの提案を求めることはほと

んど不可能である。また、現実には熱意のない学

生が参加することも十分に考えられる。 

この授業を大学と地域の双方に利益がある形に

高めていくためには、これからのたゆまぬ授業改

善が必要である。特に、上記の特性を踏まえた綿

密な授業設計が重要である。このことは最終章で

再考する。 

 

Ⅱ 平成２８年度シラバス 
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フィールドワーク－共生の森もがみＵ 

フィールドワーク－共生の森もがみＶ 

（地域学） 

 担当教員：教育開発連携支援センター教員 

【授業概要】 

・テーマ 

 自然豊かな最上広域圏でのフィールドワークを

通して、地域、文化、歴史、過疎化、少子高齢化

等の現代日本が直面する諸問題を地域の人たちと

一緒に考えます。この科目は、最上広域圏の８市

町村そのものをキャンパスとして活動を展開する

授業科目として創出されました。この地域を舞台

に、「達人講師」の指導の下、8 市町村選りすぐ

りのプログラムが展開されます。もがみを知るこ

とは、山形を知り、日本を知り、ひいては世界を

知ることに繋がっていきます。山形大学に来て良

かったと思える授業です。 

・目標 

「課題発見能力」、「課題探求能力」、「プレ

ゼンテーション能力」、「コミュニケーション能

力」、「行動力」、「社会性」の基礎的な力を身

につけることを目標とします。 

【授業計画】 

・授業の方法 

 この授業は、各自が以下のプログラムから 1 つ

を選択して受講します。各プログラムは、基本的

に 1泊 2日のフィールドワーク×2回を中心とし、

事前学習、中間学習、事後学習を行います。各回

のフィールドワーク終了後に「記録ノート（レポ

ート）」、2 回目のフィールドワーク終了後に最

終レポートを提出してもらいます。また、フィー

ルドワーク終了後には、学びの成果を示す「活動

報告会」を行います。 

 

〔前期プログラムリスト〕 

①「新庄まつりとオレ」～日本一の山車行列～ 

（新庄市） 

②「作陶に挑戦！」新庄東山焼の世界   （新庄市） 

③地域の資源を活かし山屋の魅力を探る  （新庄市） 

④マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる

出前図書館～             （新庄市） 

⑤山間地の宝物を見つけよう       （金山町） 

⑥探求！谷口銀山～その秘められた歴史～（金山町） 

⑦森と人との共存を考えるⅠ～山間地の歴史を探り 

地域振興へ～             （金山町） 

⑧森がもたらす地域の活力に触れよう！        （最上町） 

⑨舟形町の自然と文化にふれる～国宝「縄文の女神」 

を活用した町おこし～         （舟形町） 

⑩地域から元気と力を！八敷代伝承文化活性化プロジ 

ェクト               （真室川町） 

⑪子どもたちの自然体験支援講座１      （真室川町） 

⑫鮭川歌舞伎と里山環境学習        （鮭川村） 

⑬戸沢村の超元気印！幸齢者集団の生きざまに学ぶ  （戸沢村） 

⑭里山保全と山菜料理          （戸沢村） 

⑮夏秋野菜の栽培と郷土料理          （戸沢村） 

以上、15 プログラム 

 

〔後期プログラムリスト〕 

① 七所明神伝説と地域活動のあり方を探る（新庄市） 

② 新伝統の民俗文化を体験しよう～隠明寺凧と昔語り～

                     （新庄市） 

③ 山間地の文化を掘り起こそう！      （金山町） 

④ 森と人との共存を考えるⅡ～山間地の文化を探り

地域振興へ～                     （金山町） 

⑤ 大場満郎さんの冒険の心に触れ、最上を体感しよ

う！                （最上町） 

⑥  里地里山の再生           （舟形町） 

⑦  子どもたちの自然体験支援講座２  （真室川町） 

⑧ [大蔵村]自然・人・もの体験      （大蔵村） 

⑨ 里山保全とキノコ料理        （戸沢村） 

⑩  創作太鼓と冬の里山ぐらし体験    （戸沢村） 

            以上、10 プログラム 

 

・授業日程 

① プログラムの紹介・プログラム選択希望調査 

前期 4 月 14 日（木）16:30～ 222 教室 

後期 10 月 11 日（火）16:30～ 221 教室 

 

② オリエンテーション班編制・顔合わせ・フィ

ールドワークの心構えについて 

前期  5 月 9 日（月）16:30～ 221 教室 

後期 10 月 24 日（月）16:30～ 221 教室 

 

③ フィールドワークの実施 

前期  5 月 14 日～ 7 月 10 日 

後期 10 月 29 日～ 1 月 22 日 

 

④ 活動報告会  

前期  7 月 22 日（金）16:30～ 221 教室 

後期  2 月 23 日（金）16:30～ 221 教室 

 

【学習の方法】 

・受講のあり方 

1） 安全第一を心がけ、積極的に活動に参加して

ください。 

2） 専門分野の方法論や数値的なデータだけで

はなく、フィールドワーク（あるく・みる・

きく）で集めたデータをもとに考えるよう心

がけてください。「現場で考える」「体で考

える」（もちろん頭も使います）ことが合言

葉！そして、自分の想像力を大事にしてくだ

さい。 

・授業時間外学習へのアドバイス 

1） オリエンテーションで配布される「しおり」
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を熟読し、内容を理解して授業に臨んでくだ

さい。 

2） オリエンテーションでの詳細説明の基づき、

①事前学習、②記録ノート（1 回目）、③中間

学習、④記録ノート（2 回目）、⑤最終レポー

トに取り組んでください。 

3） フィールドワーク終了後、活動報告会に向け

て準備を進めてください。方法については説

明会を開催します。発表指導を 2 回以上行い

ます。 

 

【成績評価】 

・基準 

1） 地域での活動により課題を発見し、探求によ

り深め、活動報告会の発表により他者に伝え

る事ができたかどうかを評価の基準とします。 

2） 一連グループ学習の中でコミュニケーション

能力や主体的学習力、社会性などを発揮でき

る事を評価の基準とします。 

・方法 

 フィールドワーク活動への参加度 ３０％ 

活動報告会での発表の完成度 ２０％ 

現地講師による活動評価 ４０％ 

受講生による相互評価 １０％ 

 

【テキスト・参考書】 

 オリエンテーションで配布する「フィールドワ

ークの手引き」及び「しおり」を参照の他、活動

中に地域で配布される資料を活用してください。 

 

【学生へのメッセージ】 

 最上広域圏は、学生諸君を温かく迎え入れてく

れるでしょう。是非、もがみを見て、聞いて、感

じて（味わって）、「共生の森」のパワーを体全

体で吸収してきてください。大学から最上広域圏

までは借り上げバスを利用し、最上広域圏内の移

動は、各市町村で手配します。プログラムによっ

ては、宿泊や実技体験を伴いますので、参加費が

必要となります。（詳細は、「各プログラムの紹

介」の際に説明します。） 

 

【オフィスアワー】 

 オフィスアワーはありませんが、この授業の運

営に協力する小白川キャンパス事務部教務課の事

務職員が窓口にあたります。（学生センター内エ

リアキャンパスもがみ事務局・小白川キャンパス

事務部教務課：023-628-4707） 

 

 

 

 

 

Ⅲ 受講者数 

プログラム 
No.  

前 期 開 講 プログラム 受講者 

1 「新庄まつりとオレ」～日本一の山車行列～ 12 人  

2 「作陶に挑戦！」新庄東山焼の世界 11 人  

3 地 域 の資 源 を活 かし山 屋 の魅 力 を探 る 10 人  

4 マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前図書館～ 10 人  

5 山間地の宝物を見つけよう 10 人  

6 探求！谷口銀山～その秘められた歴史～ 10 人  

7 森と人の共存を考えるⅠ～山間地の歴史を探り地域振興へ～ 10 人  

8 森 がもたらす地 域 の活 力 に触 れよう！ 10 人  

9 舟形の自然と文化にふれる～国宝「縄文の女神」を活用した町おこし～  15 人  

10 地域から元気と力を！八敷代伝承文化活性化プロジェクト 10 人  

11 子 ども達 の自 然 体 験 活 動 支 援 講 座 １ 14 人  

12 鮭 川 歌 舞 伎 と里 山 環 境 学 習  10 人  

13 戸沢村の超元気印！幸齢者集団の生きざまに学ぶ 15 人  

14 里 山 保 全 と山 菜 料 理  12 人  

15 夏秋野菜の栽培と郷土料理 12 人  

 

 
プログラム 

No.  
後 期 開 講 プログラム 受講者 

1 七 所 明 神 伝 説 と地 域 活 動 のあり方 を探 る 7 人  

2 新庄伝統の民俗文化を体験しよう～隠明寺凧と昔語り～ 6 人  

3 山間地の文化を掘り起こそう！ 7 人  

4 森と人の共存を考えるⅡ～山間地の文化を探り地域振興へ～ 9 人  

5 森と人の共存を考えるⅡ～山間地の歴史を探り地域振興へ～ 5 人  

6 里 地 里 山 の再 生  7 人  

7 子 どもたちの自 然 体 験 支 援 講 座 ２ 12 人  

8 [大蔵村]自然・人・もの体験 13 人  

9 里山保全とキノコ料理 10 人  

10 創作太鼓と冬の里山ぐらし体験 4 人  
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Ⅳ 発表会 
 
１ フィールドワーク－共生の森もがみＵ発表会 

司会：教育開発連携支援センター講師 
 橋爪 孝夫 

日時：７月22日(金)16:30～  
場所：基盤教育2号館221教室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ フィールドワーク－共生の森もがみＶ発表会 

司会：教育開発連携支援センター講師 
呉屋 淳子 

日時：2月3日（金）16:30～ 
場所：基盤教育2号館221教室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅴ 授業改善アンケート結果について 
 

本年度に実施した授業改善アンケートにつ
いて、前期 161 人（回収率 94.15%）及び後期             
70 人（回収率 87.50%）から回答があった。 

 アンケート結果については、表のとおりで
あり、基盤教育科目全体の平均値と比較して
みると、総じて学生の満足度が高いことが読
みとれる。 
 
表 ：「フィールドワーク－共 生 の森 もがみ」の授 業 改 善 アンケー

ト結 果 と基 盤 教 育 科 目 全 体 の平 均 値 との比 較  

 

①前 期  

質 問 項 目  ＦＷ 全体平均 

この授 業 を意 欲 的 に受 講 しましたか 4.85 4.32 

内 容 を理 解 できましたか 4.81 4.23 

考 え方 、能 力 、知 識 、技 術 などの向 上 に得 るところが

ありましたか 

4.75 4.34 

シラバスに授 業 の目 標 や授 業 計 画 は具 体 的 に示 され

ていましたか 

4.36 4.40 

シラバスに成 績 評 価 基 準 と評 価 方 法 は具 体 的 に示 さ

れていましたか 

4.30 4.42 

教 員 に熱 意 は感 じられましたか 4.65 4.51 

考 え方 （教 授 法 ）はわかりやすかったですか 4.45 4.35 

教 員 の一 方 的 な授 業 ではなく、コミュニケーションはと

れていましたか 

4.60 4.31 

授 業 はよく準 備 されていましたか 4.53 4.49 

教 員 の話 し方 は聞 き取 りやすかったですか 4.60 4.43 

板 書 や配 布 物 、提 示 資 料 は読 みやすかったですか 4.53 4.39 

教 員 は教 室 内 の勉 学 の環 境 を良 好 に保 つよう、配 慮

していましたか 

4.43 4.46 

この授業を総合 的 に判断すると良 い 授業だと思

いますか  

4.74 4.47 

 

②後 期  

質 問 項 目  ＦＷ 全体平均 

この授 業 を意 欲 的 に受 講 しましたか 4.79 4.34 

内 容 を理 解 できましたか 4.83 4.28 

考 え方 、能 力 、知 識 、技 術 などの向 上 に得 るところが

ありましたか 
4.74 4.39 

シラバスに授 業 の目 標 や授 業 計 画 は具 体 的 に示 され

ていましたか 
4.66 4.46 

シラバスに成 績 評 価 基 準 と評 価 方 法 は具 体 的 に示 さ

れていましたか 
4.60 4.48 

教 員 に熱 意 は感 じられましたか 4.70 4.55 

考 え方 （教 授 法 ）はわかりやすかったですか 4.60 4.42 

教 員 の一 方 的 な授 業 ではなく、コミュニケーションはと

れていましたか 
4.76 4.39 

授 業 はよく準 備 されていましたか 4.79 4.54 

教 員 の話 し方 は聞 き取 りやすかったですか 4.70 4.51 

板 書 や配 布 物 、提 示 資 料 は読 みやすかったですか 4.73 4.47 

教 員 は教 室 内 の勉 学 の環 境 を良 好 に保 つよう、配 慮

していましたか 
4.59 4.47 

この授業を総合 的 に判断すると良 い 授業だと思

いますか  
4.77 4.53 
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「フィールドワーク－共生の森もがみ」コラム 

 

「持続可能な連携活動を目指して」 

教育開発連携支援センター 講師 橋爪孝夫 

 

山形大学の「エリアキャンパスもがみ」も 2005

（平成 17）年の設置から 12 年が経過し、そこで

実施されているフィールドワークの授業もすっか

り定着した感がある。入学生の中で「フィールド

ワークの授業があることを知っていてやりたくて

入学してきました」という理由で授業を履修する

学生がぼちぼち出て来ているし、筆者は仙山線で

仙台から帰って来る時に社内で話し込んでいた若

者が卒業生らしく、羽前千歳まで延々と最上地域

でのフィールドワークの話をしていたのを聞いて

いたこともある。 

 継続は力なりとの言葉もあるが、継続させてい

くには力が要る。継続してきたということは、継

続させてきただけの力を持っているというという

意味で間違いないだろう。自分が関わるようにな

って、この「力」の意味を実感することが多い。

エリアキャンパスから 10 年遅れて、大学と地域が

連携して行う教育活動の重要性は全国的に認知さ

れて来ている。筆者も今年度だけで 2 回、山口や

京都にフィールドワーク型授業の実施について大

学及び地域の方に対して話をする立場として呼ん

でいただいているが、少しでも参考になればと思

いエリアキャンパス設立の経緯を丁寧にお話しし

ても「とてもうちでは出来ない」という反応を得

ることが実に多い。 

 それは勿論、突然は出来ないと思う。しかし私

が山形にやってきた４～５年前と比べても、おそ

らく立ち上げの時期や黎明期には現在ほどの安定

感を持ってエリアキャンパスの運営が行われてい

たわけでもないのではないかと想像している。今

となっては初期の、当時の姿は知るべくもないが、

もしその頃の様子を知っていればこれから大学と

地域が連携した教育活動を立ち上げようとしてい

る皆さんに対し「最初は○○だけ気を付ければい

いんですよ」などと勇気づけることが出来るのか

もしれないが、憶測で物を言うのは一番問題があ

るわけで、呼ばれていった際には「現在の」間違

いなく私が説明出来るエリアキャンパスの姿をお

伝えするよう気を付けている。 

 そんな中でも、こういうことが大事なのではな

いかと新しく始める人たちに提案していることが

いくつかある。それは先ほどの継続は力なりと関

連していて、はっきり言えば継続させるために大

事だと感じている部分になる。多少の凸凹はあっ

ても、継続さえしていれば関係者にノウハウも蓄

積され、段々に良いものになっていくことは疑い

ない。問題は続いていくかどうかなのだ。その視

点で言っていることが以下の三つになる。 

一つ目は、地域のニーズに根差すこと。もとも

とのエリアキャンパスの設置理由が、地域側から

の呼びかけによるものであったことの意味は非常

に大きい。全国的に大学と地域が連携しての教育

活動が望まれているとしても、あまり連携を望ん

でいない地域に大学勝手に入っていってもおそら

く継続が難しい。「エリアキャンパスもがみ」で

は、大学との連携を望む地域側が主体的にプログ

ラム開発・運営や FD に代表される教育の質向上へ

の取り組みを行っている。ここまでのものは全国

でもそうは無いだろうが、どんな形でもあっても

地域の側に「大学と連携して教育活動に取り組み

たい」という、（出来れば強い）ニーズが無けれ

ば、地域には負担感のみが残るのではないだろう

か。 

負担感があると続かないということと関連して

二つ目に、大学側にとっても学生主体型の学びが

もたらす確かな成果と満足感が必要であると思う。

地域と連携した教育活動を行うことで、講義形式

の授業とは比較にならないような人的・物的・時

間的コストが生じる。これらのコストに見合う形

で、大学と地域が連携した教育活動でなければ成

し得ないような、学生の成長がもたらされている

ことが必要となるだろう。 

そして、この成長は課外活動による授業の成果

として想定していない人格的成長ではなく、大学

のディプロマ・ポリシーとも密接に結び付いたよ

うな、きちんと大学の使命である教養教育の中に

位置づけられる成長である必要がある。カリキュ

ラム外のプログラムではない。大学教育の中核的

部分を担う活動としてデザインされていて始めて、

全学を挙げて取り組む意義が際立つと言える。 

勿論、教育プログラムを実施している大学側の

思惑だけでなく、実際に参加している学生が地域

を教材に主体的な学びに取り組み、成長の実感を

得ていることも大切である。満足度が低い活動で

は学生が段々に離れて行き、やはり続かないもの

となるだろう。 

最後に、最近よく言われる表現でもあるが、 

sustainable ＝持続可能な活動を目指して実施さ

れることが望ましい。これは度々触れているが「継

続していれば力が付く」という観点で考えた時、
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長い目で見て持続可能であることが最も重要と言

い切って良いからである。続いてさえいれば、い

くらでも改善の芽はある。大学と地域が連携して

行う教育活動は、出来るだけ一過性のイベントに

終わらせず、大学も地域も「持続可能な」範囲で

取り組み、毎年新たな思いで実施し、教育活動の

継続の中で常に改善し続けて行くことが重要であ

ろう。 

誤解を恐れずに言うならば「今年ちょっと無理

すればこれだけ質の高い活動が出来る」というよ

うなケースと「今年無理なくやるとこれは出来な

いけれど、来年までに関係各所で相談していい形

でまとまれば何か出来るかも」というケースを比

べた時に「後者でも良い」という考え方が大切で

ある。大学でも地域社会でも、教育活動を担おう

とする人々が真面目で常により良いものを目指し

ている傾向は疑いないが、最善を期す余り関係者

が疲弊し、教育活動自体が継続できなくなること

はとても残念な結果と言えるだろう。持続可能性

というものはもっと重要に捉えられて良い。 

以上、三つの視点から提案を行っている。この

ような「継続は力なり」という考え方が理念とし

て関係者の間で共通に理解され共有されていれば、

様々な活動が心理的に楽になるのではないかと考

えている。 

大学と地域が連携して行う教育活動を今まさに

立ち上げようとしている人たちに必要なのはある

種の「勢い」であるが、その次の段階では必ずこ

のような視点が必要になるだろう。全国での様々

な連携活動の隆盛を願って止まない。 
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第３章 もがみ専門科目  

 

Ⅰ 地域教育文化学部 

“新庄市での教育実習（もがみ教育実習）” 

山形大学大学院教育実践研究科 江間史明 

   

１ 「もがみ教育実習」の 10 年の歩み 

 新庄市での教育実習プログラムは、学生が、実

習期間中（3 週間）、新庄市内に合宿して実習を

行うという現地滞在型の教育実習である。「小規

模から中規模までの学校を実習校に選べる」「地

域の人々を交えた懇談会の開催」など、学校での

授業実習に加えて、広く地域と関わって教育実習

を行えるという特徴を持つ。新庄市教育委員会の

全面的なバックアップによるものである。 

 この教育実習は、平成 18 年度にスタートし、次

の表１のように実習生が参加してきた。 

 

     表１ 新庄市の教育実習実施状況 

年 2 年基礎実習 

(1 週間) 

3 年実践実習 

(3 週間) 

栄養

実習 

合計 

(人) 

18      8           8 

19     18     10   28 

20     15     11   26 

21          14   14 

22      14   14 

23      12   12 

24  18(4 年含む)   18 

25      20  2  22 

26      25  4  29 

27    20 6  26 

  

平成 21 年度から、基礎実習(1 週間)は、附属学

校で実施することになり、なくなった。栄養教育

実習は、平成 25 年度より実施している。 

この教育実習で学んだ学生から、平成 21 年 4

月から 2 名、平成 22 年 4 月から１名、平成 24 年

4 月から 2 名、平成 27 年から１名が 上地域の市

町村で教師として第１歩を踏み出している。地域

と大学が連携し、地域を担う教師を育てるという

取組が、具体的成果を生みつつあると言える。 

以下、平成 28 度、11 回目をむかえた新庄市で

の教育実習について報告する。 

 

２ 新庄市教育委員会からの申し入れと実習生 

平成 27 年 11 月 18 日付で、新庄市教育委員会よ

りエリアキャンパスもがみのキャンパス長あてに

「山形大学地域教育文化学部教育実習の新庄市で

の実施について（要望）」（新学発第 5195 号）と

いう文書が、提出された。             

要望書は、「新庄市ならではの少人数指導、小

中一貫教育、地域と密着した教育活動」を活かし

て、平成 28 年度も引き続き新庄市での教育実習

を継続して実施できるよう要望していた。新庄市

教委は、平成 25 年度より教育実習の宿泊施設であ

る山屋セミナーハウスの使用料（一人あたり 1 人

600 円×20 泊）を予算化して、宿泊施設の環境改

善も行っている。「実習校においても、教育実習

生を受け入れることを大きな刺激として受け止め

る」としていた。 

平成 27 年 12 月の学生オリエンテーションでこ

の実習への参加者を募り、平成 28 年度の新庄市の

教育実習生は、 終的に次のようになった。 

3 年生 28 名（小学校 17 名、中学校 7 名、 

栄養教育実習 4 名） 

 

３ 教育実習への準備と指導体制 

 平成 28 年度の新庄市の教育実習は、次のように

行われた。 

○教育実践実習（3 年生、3 週間、20 名） 

 8 月 29 日（月）～9 月 16 日（金） 

 小学校 17 名、中学校 7 名 

○栄養教育実習（1 週間 2 名を 2 回、合計 4 名） 

 8／29～9／2、9／5～9／9 

 小学校実習校は、7 校（新庄小、沼田小、北辰

小、日新小、萩野学園、本合海小、升形小）、中

学校実習校は、4 校（新庄中、日新中、明倫中、

萩野学園）であった。栄養教育実習は、新庄小、

日新小で実施した。 

 この実習への準備として、8 月 5 日（金）に「山

形大学エリアキャンパスもがみ教育実習打合会」

を新庄市民プラザで行った。ここが、学生と実習

校との顔合わせの場所になる。全体打合せのあと、

学生は、実習校を訪問しての打合せ、宿泊場所の

見学を行い、実習への準備をすすめた。 

このプログラムは、現地滞在型（3 週間）の教

育実習であるため、その宿泊先を確保する必要が

ある。この点については、新庄市教育委員会の特

段のサポートにより、男子学生は、山屋セミナー

ハウス、女子学生は、新庄南高校同窓会館を利用

することができた。合宿形式の教育実習であるた

め、学生は、実習校から戻ると、自分たちで食事

の準備をしつつ、互いの授業準備を協力して行う。

新庄市教育委員会指導主事の学習指導案等の個別
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指導もあり、学生には充実した実習環境となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち合わせ会の様子 

 

教育実習期間中、3 年生の実践実習については、

地域教育文化学部の教員が研究授業を参観し、事

後研究会にも可能な限り参加した。山形市など村

山地域の実習校と同様の指導体制をとった。 

 

４ 「地域懇談会」の実施 

地域懇談会は、9 月 9 日（金）に実施された。

新庄市は、「小中一貫教育」を地区ごとに進めて

いる。懇談会には、新庄市教育委員会、各実習校

の校長およびＰＴＡ代表者が参加し、大学側から

は、出口毅地域教育文化学部長と江間が参加した。 

今年度の懇談会では、新庄市の教育実習を通し

て経験したおもしろさや難しさなどを教育実習生

が発表し、それをもとにグループごとの話し合い

が行われた。実習生からは、授業づくりの難しさ

などの発言があり、それに校長先生や PTA の方か

らの意見がよせられた。例えば、そのような壁に

出会うのは充実した実習になっていることの証で

あること、その壁を忘れずに学び続けてほしいな

どのやりとりがあった。 

懇談会のあと、玄柳館に場所をうつして、懇親

会を行い、懇親と議論を深めることができた。 

       地域懇談会の様子 

 

 

５ 今後の課題 

 資料 3 の実習生の今回のアンケートは、回収数

20（回収率 71％）であった。アンケートからは、

次の 3 点を指摘できる。 

 第１に、実習の前と後で、教職への意欲・関心

（設問１）が、「大幅に高まった」「少し高まっ

た」とする学生が 19 名（95％）いたことである。

実習生が、教職への強い意欲を示した点で、本実

習が、学生に高い教育効果をもつことを指摘でき

る。後の実習生からの報告（資料 1）にも、「何

より“小学校教員になりたい”という思いが強く

なりました」（坂野さん）という指摘がある。 

第 2 に、実習を体験して勉強になった点（設問

2）について、「⑥個々の児童生徒の理解と受容の

仕方」を回答者の全員が勉強になったとしている

点である。これは、学生が、個々の児童生徒へ向

き合い方を、それぞれの具体的な場面で悩み学ん

だことを示している。これ続いて、「①授業の進

め方」「児童生徒集団の理解の仕方」について学

生は学んでいる。 

 第 3 に、新庄市の実習は、合宿をしながらの実

習になる。自分たちで生活を整えたりしながらの

実習になる。共同生活での助け合いを「よかった」

とする学生がいる一方、一人一人のプライベート

スペースのないことを大変とする学生もいた。今

年度は、昨年度に引き続き、タクシーでの通勤を

学部後援会からの支援を導入した。通勤について

の学生からの指摘はなかった。 

実習校からのアンケート（資料 3）をみると、

おおむね、実習生の意欲を肯定的に受け止めてい

ただいている。例えば、「日々成長していく教育

実習生の姿は、全教師の指導のたまものであると

同時に、本校職員の刺激にもなりました」との指

摘があった。実習生が担当する学級の名簿と顔写

真を打ち合わせ会で渡していただき、実習生が、

実習開始前に児童の顔と名前を覚えるように支援

していただく場合もあった。 

大学教員の実習指導については、「実習生の授

業研究会を通して本校職員も学ぶ機会と良い刺激

を得ることができました」と受け止められている。

実習校にとっても、この教育実習が、メリットを

もつものにしたいと考えている。打ち合わせ会の

持ち方など、指摘された課題については、次年度

にむけて検討を続けていきたい。 
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資料１  

 新庄市での教育実習を振り返って 

       地域教育文化学部３年 坂野葉月 

 

私は、新庄市立萩野学園の２年生で教育実習を

させていただきました。県内唯一の義務教育学校

ということもあり、見るものすべてが新鮮でした。

振り返ってみるとあっという間の３週間でしたが、

とても濃く充実した日々を送ることができました。

親身に指導してくださった先生方はもちろん、子

どもたちからも多くのことを学ぶことができまし

た。萩野学園での教育実習を通して学んだことを

３つに分けて挙げます。 

１つ目は、教師が子どもたちの手本になること

についてです。今回の実習で、教師自身が子ども

たちに手本を示すということを学びました。私の

指導教員の I 先生は、何をするにしても子どもた

ちと同じことをしていました。例えば運動会です。

運動会は大きな声で応援をしたり、きれいに長い

時間整列したりするなど低学年の子どもたちにと

っては難しいことが多くありました。きちんと整

列できてないと私は注意してしまいがちでした。

しかし I 先生は注意をするのではなく、子どもた

ちに見本を示して真似させるという指導の方法を

とっていました。整列がなっていない子がいれば

横に行って一緒に座る、大きな声を出せていない

子がいれば目や口すべてを大きく開けてその子に

見せる。いつでも I 先生は、子どもたちの手本に

なる行動をとっていました。それも大げさに全力

でです。その姿を見ている子どもたちは、負けま

いと真似をします。学級の雰囲気も常に明るく、I

先生を心から慕っていることが見ているだけでも

伝わってきました。この経験から教師は何かを教

えるだけではないことに気づかされました。上か

ら目線で、ああしろこうしろと言うのではなく、

教師自身が手本となる行動を示していくことが大

事なのだということを学びました。 

２つ目は、授業づくり（教材研究）についてで

す。今回の教育実習では、計８時間の授業を持た

せていただきました。クラスの子たちは何が得意

で何が苦手なのかを観察し、子どもたちともたく

さん関わりました。それを生かし I 先生の教えの

もと教材研究を行いました。I 先生は特別支援の

免許も持っている先生だったため、いろいろと授

業中に教師がすべき配慮や教材を作る上でのアイ

ディアを教えていただけました。できる子にはち

ょっと難しそうに教材をアレンジして作ったり、

なかなかついてくることが難しい子には同じ教材

でも少しヒントを加えたり簡単にできるようなア

レンジをするということを教材研究の中で も注

意しながら行いました。また、授業中も分からな

くてついてこれらていない子や、飽きてぼーっと

している子には目を向けてあえて質問したり、前

に出て作業させたりなどできるだけ 1 人 1 人が同

じ質の学びができるように工夫しました。思うよ

うにうまくはできませんでしたが、どうしたらい

いのかという方法を実習中にたくさん学べました。 

３つ目は、生活面での指導についてです。教育

実習中、 も悩んだのが生活面での指導でした。

給食の時間、ある男の子はいつも盛り付けるのが

上手ではなく、それに対して他の子どもたちがき

つい口調で責めるという場面を何度か見ました。

しっかり盛り付けの指導もしなくてはいけないと

思う反面、それを責める子どもたちをどう指導す

るかという葛藤がありました。結局その時は何も

言えず、授業以外でする指導の難しさを実感しま

した。他にも、中間休みにみんなで遊んでいると

きに何人かが喧嘩をしてしまった時も悩みました。

大学の講義で対処法のマニュアル的なことを教わ

ってはいましたが、実際にその場に遭遇すると冷

静に対処することができませんでした。I 先生の

指導の仕方を見て学ぶこともたくさんありました

が、実際にその指導を自分がしようとしてもなか

なかうまくはいきません。子どもたちとの信頼関

係を築いて、もっと経験を積んでいくことが何よ

りも大事なのだということに気付きました。 

３週間の教育実習を経て、教師という職業の難

しさや楽しさを少しだけ実感することができまし

た。そして何より“小学校教員になりたい！”と

いう思いが強くなりました。自分の中の理想の教

師像も明確になり、本当に有意義な実習でした。

今後の大学生活で何をしなければいけないかもは

っきりしたので、勉学に励んでいきます。新庄市

教育委員会の方や、萩野学園の先生方は本当に親

身になって指導してくださいました。こんなに充

実した実習ができたのも新庄市のたくさんの人の

支えがあったからです。この場を借りて感謝申し

上げます。ありがとうございました。 
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資料２ 

 新庄市での教育実習を振り返って 

      地域教育文化学部３年 土屋友菜 

 
私は、新庄市立明倫中学校で３週間の教育実習

をさせていただきました。明倫中学校で素晴らし

い先生方と可愛い生徒たちと過ごした３週間は本

当にあっという間で、充実していました。そのな

かで経験した多くのことが現在の私の学習へのモ

チベーションにつながっています。教育実習のな

かで学んだことや感想を二つに分けて挙げます。 
 一つ目は生徒とのかかわりについてです。実習

中、生活の多くは所属クラスで過ごしていました

が、授業では学年全体を対象とするため多くの生

徒とかかわることが出来ました。実習開始から１

週間ほどは、生徒が私に関心を持ってくれている

のは感じられましたが、なんとなく生徒との間に

は壁が感じられました。私はどうすれば壁をなく

せるのか、壁を無くさなければいつまでも「お客

様」なのではないかと焦り、悩みました。そんな

私の姿をみた所属クラスの担任の先生は「友菜先

生が歩み寄らないと、生徒の心は開けないよ」と

いうアドバイスをしてくださいました。今まで生

きてきた２１年間のなかで、人と仲良くなりたか

ったら自分から行動しなければならないのは学ん

できたはずなのに、教育実習をさせていただいて

いるという緊張感、「先生」と呼ばれることへの

嬉しさと学生だけれども「先生」にならなければ

いけない責任と焦りなど、自分では気がつかない

様々な感情によって、視野や考え方が狭くなって

しまっていたことにこの時初めて気がつきました。

この担任の先生からのアドバイスを受け、私は「視

野と考え方は常に広く、生徒と関わるときは自分

から」という考え方を基本に実習に臨むようにし

ました。その結果、自分的に生徒との距離感を上

手くつかむことが出来ましたし、生徒も私に心を

開いてくれる場面も多くなりました。 
しかし、実習も中盤にさしかかった頃、ふと気

になったことがありました。それは生徒から見た

自分は教育実習生であっても「先生」という立場

であって、私の何気なく発した言葉によって生徒

は傷ついたり、良い意味でも悪い意味でも生徒の

心を変化させてしまったりするのではないかとい

うことです。今さらになって、教師という職業の

責任の重さに恐怖を感じました。このことを所属

クラスの担任の先生に相談したときには、アドバ

イスとして「友菜先生が生徒を想って言った言葉

なら、きっと生徒は素直に受け取ってくれるから、

友菜先生も生徒と正面から向き合ってください。」

という言葉をいただきました。自分がどれだけ生

徒と向き合えるか、生徒のために何ができるかが

教師側には必要になってくるのだなと思いました。

生徒とかかわるときは「真正面から積極的に」と

いうことを学ぶことが出来ました。 
 二つ目は授業づくりについてです。実習中は自

分の専門である歴史分野を担当させていただきま

した。ご指導してくださった先生の口癖が「授業

づくりは板書計画！」「授業の 後に板書を見て

今日の授業内容が一発で分かれば OK！」という

ものだったので、板書計画や授業の流れについて

は自分なりに精一杯努力して授業づくりを進めて

いました。しかし、実際授業を行ってみると自分

が思い描いていた授業の流れや生徒の反応はまっ

たく別物でした。生徒の実態把握と教材分析が足

りなかったことを痛感させられました。また、ど

のタイミングでどのような発問をすればよいのか、

資料はどのように提示すべきなのか、毎時間毎時

間試行錯誤の連続でした。授業が終わるごとにお

忙しいなか熱心にご指導してくださった先生のお

かげで授業はなんとか行うことが出来ましたが、

改善しなければならない点は多くありました。当

たって砕けろの精神で、 後は研究授業を行うこ

とが出来ましたが、指導してくださった先生がい

なければ 後までやり遂げることはできなかった

なと感じています。実習中に自分の弱いところ強

いところ、努力すればもっと良くなるところが分

かったため、これから改善すべき点は改善してい

きたいと思っています。 
 教育実習 終日にはお世話になった学年と所属

クラスからメッセージカードをもらい、部活動で

お世話になったバレーボール部からは色紙をプレ

ゼントしてもらいました。メッセージや色紙には

「友菜先生に出会えて良かったです。」「絶対良

い先生になれるよ！頑張って！」などとても嬉し

い言葉が書かれていて、３週間という短い期間の

なかで生徒に何か伝えられたものがあったのかな

と思いました。このメッセージカードや色紙を

時々見ることによって実習で学んだことを忘れず

に、今の学習を頑張ろうという気持ちを高めてさ

せています。 
 後になりますが、私たち実習生の体調や精神

面を気遣っていただいた杉沼先生をはじめ、新庄

市教育委員会の先生方には大変お世話になりまし

た。また、一緒に 上地区で教育実習を行った仲

間たち、ご指導いただいた学校の先生方、地域の

方々、そして学校の生徒たちには感謝の気持ちで
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いっぱいです。 上地区で実習させていただいて

幸せでした。いつか何らかのかたちで新庄市には

恩返しをしたいと思っています。本当にありがと

うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 実習校および実習生アンケート 

もがみ教育実習アンケート【実習校】 

山形大学附属学校教育実習委員会 

 

 

１ 実習生を指導してみて、実習前に特にどのよ

うな指導が必要と思われますか。   

 

・特になし。（現在のままでよい）   

・実習生としては早く顔と名前を覚えたいのかと

思い、実習前の打ち合わせの時に学級の名簿と顔

写真を渡しました。スムーズな実習前半となった

かと考えます。    

・社会人としてのあいさつや言葉づかい、礼儀に

関する指導を今後もお願いします。  

・社会人としての接遇について（挨拶等）  

・道徳の指導案の書き方   

・国・算・理・社の指導案の書き方   

・自分の PC を購入しておくこと   

・特別支援についての 新知識（合理的配慮、障

害者差別解消法）     

・生徒指導についての 新知識（いじめ防止対策

推進法）      

・授業をしたい教科を事前に決めておいて、８月

の打ち合わせで知らせてほしい。  

・担当学年の発達段階についての知識等を、事前

に理解しておくとスムーズに実習に入りやすい。

       

・社会人としてのあいさつや受け答えがよかった。

今後も事前指導として、山形大学から続けてほし

い。       

・大学から渡された教育実習の手引きをしっかり

読んで、自分がなすべきことを理解しておくよう

にしてほしいです。     

・事前打ち合わせ会の時から意欲が現れていて好

感を持ちました。     

・あいさつや立ち振る舞いもきちんとしていまし

た。 

・指導案の書き方などはきっちりと指導されてい

ると感じました。実際に現場でも学ぶと思われる

ので、これまでの指導で問題ないと思われます。 

・今年度とくに気になったところはありません。

必要なことは十分わかってきてました。あえて言

えば、教科以外（道徳、学活）も行う準備を！ 

・下記のような点ついて意識を高く持って実習に

臨めると、さらに有意義なものにしてもらえると

感じました。      

① 実習ではこんなことをやってみたいという具

体的な思いを持って臨むこと（学習では、児

童生徒の関わりでは、実務では、など）。 

  

② 気づく目を持ち、相談してチャレンジすると

いう主体的な活動をする心構え。   

③ 疑問に思うことを積極的に聞く姿勢。  

④ 子どもを指導する立場になるので、模範とな

るような言動を心がけること（今回の実習生

については、概ね良好でした）。   

 

 

２ 今年の学生の印象をお聞かせください。  

 

・まじめで大人しい。     

・児童への指導には、ある程度自信を持っている。 

・本校では女子３名が実習をしましたが、お互い

に協力、アドバイスしながら、よくがんばってい

ました。授業を重ねるごとに、実習生の授業に対

する自信を感じることができました。  

・３人とも明るく、子どもたちとのかかわりを大

切にしてくれる学生でした。    

・実習の終わりにどの実習生も受け持ったクラス

の子どもたち一人一人に思いのこもったメッセー

ジ（手紙）をくれました。とても労のいることと

思いますが、子どもたちにとってすばらしい思い

出となっています。 

・児童理解に努めようとしている（児童に寄り添

って、進んで一緒に遊んだり、話したりしていた）。 

・授業に関する自分の考えをしっかり発言するこ

とができる。      

・授業を積極的に求める姿があった。  
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・授業をするときの準備がきちんとされていた（学

習プリント、掲示物、板書計画）。   

・子どもとスキンシップより、より高みの授業を

目指す姿があった。     

・努力を惜しまず、前向きな姿に教師の将来性を

感じた。      

・真面目に実習に取り組んでいた。  

・社会人としてのあいさつや受け答えがよかった。 

・休み時間に児童と遊びたいへん好かれていた。 

・他の教員に、自分から質問する姿があまり見ら

れなかった。学校に勤務し担任を持つと、うまく

いかないことや分からないことがたくさん出てく

るため、自分から質問していく姿勢が求められる。 

・指導されたことをすなおに聞き入れて実践して

いました。      

・毎日忙しいので難しいとは思うのですが、指導

案を授業当日ではなく、前日に出せるように計画

的に進められたらもっと良いと思います。  

・実習が始まってからも真面目に取り組んでくれ

ました。ただ教科書内容を学ばせればいいという

考え方ではなく、より楽しく学ばせたい、学びを

深めさせたいという意欲が伝わってきました。道

徳の授業でも、自分の体験を生かしながら、生徒

にも考えを深めさせよう、大事なことを伝えたい

という思いが充分に伝わってくるものでした。こ

れからの成長がとても期待されるお二人だったと

感じています。     

・２名の学生さんが来られました。二人とも礼儀

正しく、授業も学級指導も積極的に行う熱心な学

生でした。さらに、連日部活動指導にも熱心に参

加してくれました。宿泊施設に帰った後も深夜ま

で教材研究をしている様子もありました。実際の

中学校教師と同じような生活を体験したと思いま

す。生徒たちとも進んでかかわろうとしてくれた

ので、生徒たちからもたいへん慕われていました。

ぜひ、将来教員になってほしいと思います。  

・礼儀正しく、元気もあり好感。   

・子ども一人一人の良いところを見つけようとす

る素晴らしい人柄で、授業づくりを熱心に行うな

ど、一生懸命な実習生だった。   

・子どもへの関わりが温かく、積極的だった。 

・教材研究をとても頑張っていた。   

・昨年実習の経験や大学で学んだことを生かして

いると感じた。     

・あいさつ等しっかりしており、疑問に思うこと

を積極的に聞く姿勢があった。   

・まとまって活動しがちのようだったので、遠慮

せずに自分を出してほしかった。   

・もっと自分から積極的に子どもたちに関わって

ほしい実習生もいた。控えめな印象を受けた。 

       

 

３ その他   

もがみ教育実習について、改善すべき点等があれ

ばご意見をお聞かせください。  

      

・例年、実習日誌が学校に戻ってくるのが遅れる

学生がいる。どの学生も、丁寧にお手紙を添えて

くださり非常にありがたいのだが、もしそれが大

変で遅れがちになるというのであれば、日誌のみ

郵送で構わない。日誌内の「総括的反省・感想」

にも同様の内容が見受けられるので。お手紙など

については、日を改めて送っていただいても…。 

 

・今年度は、集中講座等で８月の打ち合わせ会に

出席できない学生さんがいました。後日、来校し

てもらい個別に打ち合わせを行いましたが、実習

生全員が揃う打ち合わせ会の日程を検討していた

だきたいと思います。   

 

・お忙しい中、３名の山形大学の先生方から個々

に指導を受けることができました。実習生の授業

研究会を通して本校職員も学ぶ機会と良い刺激を

得ることができました。   

       

・学習支援のために、エリアキャンパスもがみの

取り組みの一環として、学生さんを定期的に学校

へ派遣していただくシステム等があると助かりま

す。  

   

・本校では、教育実習生４名、栄養教諭実習生２

名を受け入れている。教育実習については、他の

大学（本校卒業生）からも依頼があり、受け入れ

ている。本校職員体制等からみて対応面で負担が

かかる点が課題である。   

       

・日々成長していく教育実習生の姿は、全教師の

指導のたまものであると同時に、本校教職員の刺

激にもなりました。感謝することはあっても、課

題はありません。ありがとうございました。 

   

・８月の来校時に打ち合わせの時間をもっと長く

とってほしい。１１時頃には学校に到着できると、

３週間のくわしい計画や、授業をしたい教科につ

いての実質的な内容の話ができる。  

       



第一部 研究年報 第３章 もがみ専門科目 

21 

 

・休みの日に教材研究などをしていましたし、平

日も緊張しながら実習に励んでいるので、学校行

事で日曜日が出勤になった場合は、勤務校の職員

同様に振替休日があってもよいのではないでしょ

うか。      

       

・実習成績報告の様式をメールで送っていただけ

ると、打ち込めるのでありがたいです。 

   

・熱心な実習生を送っていただきありがとうござ

いました。     

      

・「特に」というわけではありませんが、ここ数

年同教科の学生（理科）が続いているので、慣れ

もありますが担当者の負担が続いているかなと…。 



教育実習に関するアンケート
（地域教育文化学部３年次・もがみ教育実習）結果

以下の質問について該当する選択肢に☑してください。
１．あなたはどこで教育実践実習(以下「実践実習」)を行いましたか。
　　□①小学校 ① 15
　　□②中学校 ② 5

計 20

２．教育実践実習（以下、「実践実習」）体験後の教職への意欲・関心の変化
 　 □ ①実習前より大幅に高まった。 ① 14
 　 □ ②実習前より少し高まった。 ② 5
　  □ ③実習前とあまり変わらない。 ③ 1
　  □ ④実習前より少し下がった。 ④ 0
　  □ ⑤実習前より大幅に下がった。 ⑤ 0

計 20

３． 問２で④または⑤を選択した方は，その理由を記入してください。(自由記述)

４．実践実習を体験してどんなところが勉強になりましたか。（複数選択可）
 　 □ ①教科・道徳の指導案の書き方 ① 11
 　 □ ②授業の進め方（板書・発問・展開・等々の仕方） ② 19
 　 □ ③教材研究の方法 ③ 13
　  □ ④学級経営の仕方（個性に合わせた指導の仕方・学級会やＨＲの進め方など） ④ 15
　　□ ⑤児童生徒集団の理解の仕方 ⑤ 17
　　□ ⑥個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ⑥ 20
　　□ ⑦教具・教育機器の活用の仕方 ⑦ 10
　　□ ⑧特別活動（児童会・生徒会活動・クラブ活動・学校行事）の指導の仕方 ⑧ 9
　　□ ⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑨ 0

計 114

５．実践実習体験後の大学の授業への意欲・関心の変化
 　 □ ①実習前より大幅に高まった。 ① 11
 　 □ ②実習前より少し高まった。 ② 9
　  □ ③実習前とあまり変わらない。 ③ 0
　  □ ④実習前より少し下がった。 ④ 0
　  □ ⑤実習前より大幅に下がった。 ⑤ 0

計 20

６． 問５で④または⑤を選択した方は，その理由を記入してください。(自由記述)

７．大学の授業の効果について
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小研・特研を行った教科と，役立ったと思う授業科目名を記入してください。
・国語、教育実践国語
・国語
・算数　教育実践Ⅰ(算数)　教育実践Ⅱ(算数)　課題研究Ａ
・授業研は理科を行い、役だったと思う教科も理科
・小研：社会科　／　役に立ったと思う授業科目：教育実践Ⅱ（社会）
・小研科目：社会科　／　教育経営学、教育実践Ⅰ（社会）、教育課程編成論、日本史概説Ａ
・算数

・小研：外国語活動　／　役立った授業科目：教育実践(外国語活動)
・図画工作、図画工作の基礎
・社会科、地理歴史科教育法、社会の教材分析
・教科：社会科、授業科目名：教育実践Ⅱ（社会科）
・教育実践(算数)Ⅰ、Ⅱ
・大学の授業で役立ったと思えるのは、教育実践(算数)です。算数の指導案づくりや授業の進め方など実際の授業づくりで生きることを多く学べたと思います。
・小研では、保健体育で行った。役に立った授業科目名は保健体育教育法A、B。

・算数
・国語
・算数、音楽、道徳
・3年前期で受講した、教育実践と算数。

８．その他実践実習で役立ったと思う授業科目名を記入してください。
・生徒指導、教育経営学、各種教育実践、教育課程編成論
・算数、道徳
・教育文化研究法、教職論、道徳教育実践指導論(小)、生徒指導・進路指導(小)
・道徳
・障害児教育総論

・教育課程編成論、道徳教育実践指導論、教育実践2(社会、算数)
・教育実践II（算数）、生徒指導・進路指導
・生徒指導、進路指導
・教育実践Ⅱ（算数科）
・障害児教育総論の授業の中で学習した発達障害児の理解とその支援の方法は、役に立ったと思いま
・教育文化研究法、教育課程編成論、教育方法・技術

・体育
・学活、道徳、算数
・国語、学活
・算数の基礎
・教育実践(国語)Ⅱ
・教育実践(社会)Ⅰ、Ⅱ

・小研は、中学校社会科での授業を行いました。歴史分野での授業でした。今回役立った授業科目は、社会の基礎、　教育実践１（社会）、日本文化概説、日本史概説A、日本史概説B、社会教
育法B、地理歴史科教育法です。

・英語科、道徳の小研を行った。役立ったと思う授業科目は、道徳教育実践指導論、英語科教育法A・B、英語科教材研究A・Bであり、　これらで学習した内容を主に頭において、授業を行うこと
ができた。

・教育原論、道徳教育実践指導論、教育実践Ⅱ（算数）、体育の基礎、社会の基礎、教育実践Ⅱ（国語）、教育文化研究法、学習評価論、学習心理学
・役立った授業科目は、主に専門科目の教職に関する科目などです。どれかということではなく、授業全体が関連していたので、どの授業も役に立ったと思います。

・学習が遅れている生徒や不登校気味の生徒への対応をしたり、実習先でそのような生徒に対する先生方の様子を見るうえで、生徒指導・進路指導の授業が役立った。



・教育実践(音楽)
・音楽の基礎
・保育内容(表現)
・特別活動論
・教育文化研究法
・生徒指導、進路指導(小)
・教育課程編成論(幼・小)
・障害児教育総論
・教育経営学

９．それらの授業が役立ったところはどんな点ですか。（複数回答可）
　　□①教科の内容の理解 ① 14
　　□②教科・道徳の指導案の書き方 ② 13
　　□③学級経営案の書き方 ③ 3
　　□④児童生徒集団の理解の仕方 ④ 12
　　□⑤個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ⑤ 17
　　□⑥教材研究の仕方 ⑥ 14
　　□⑦授業の進め方（板書・発問・展開等々の仕方） ⑦ 14
　　□⑧その他（評価の方法　グルーピングの仕方、学校の教育課程の理解） ⑧ 2

計 89

１０．「もがみ教育実習」の内容で、よかったのはどんな点ですか。（複数選択可）
　　□ ①最上地域の学校で実習ができたこと ① 19
　　□ ②保護者や地域の人を交えた懇談会 ② 16
　　□ ③指導主事による学習指導案等への指導 ③ 11
　　□ ④その他（自然体験やクラブ活動などのを体験できた、共同生活による助け合い） ④ 2

計 48

１１．「基礎実習」（２年次）の効果について
　　（あなたは，「基礎実習」の経験が役立ったと思いますか。）
　　□①大いに役立った ① 8
　　□②少し役立った ② 11
　　□③あまり役立たなかった ③ 1

計 20
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１２．問１１で答えた理由・改善して欲しい点など（自由記述）
・2年次の反省を踏まえた実習ができた

・思い出した

・去年の基礎実習や授業での、失敗や反省点を活かし、実践実習に臨むことができたから。
・2年次の実習での反省を生かすことができた。
・1週間は短すぎて、クラスの実態や雰囲気などがつかみにくい。
・附属学校と公立学校とでは、児童の性質で多少違い感じるところがあった。

・反省を踏まえ、課題を設定して実習に臨み実践するこどできたから。

・基礎実習も応用実習も、1年生担当だったため、去年の反省や経験を今年の応用実習に生かすことがで

１３．　「基礎実習」の経験で役立ったところはどんな点ですか。（複数選択可）
　　□①教科・道徳の指導案の書き方 ① 15
　　□②学級経営案の書き方 ② 3
　　□③児童生徒集団の理解の仕方 ③ 10
　　□④個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ④ 11
　　□⑤教材研究の仕方 ⑤ 11
　　□⑥授業の進め方（板書・発問・展開・等々の仕方） ⑥ 12
　　□⑦その他（体調管理　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑦ 1

計 63

・附属小学校の時と子どもたちを比較しながらかつ異なる児童の実態に合わせて授業を考え、作る経験ができたから。

・たった1週間の実習だけど、去年の経験が自信になっていた。去年の経験があるから、授業だと焦ることも少なくなったのだと思う。また、子どもの反応や様子など、去年見てきたから予想でき
ることもあった。

・年と配当学年が同じであったため、児童とのコミュニケーションの取り方や、授業で扱う内容についてのイメージが浮かびやすく、実習前の準備や心構えをしっかりとすることができたから。ま
た、昨年度の実習では時間の使い方に苦労し、睡眠時間を削ってしまった結果、体調を崩してしまたので、今年はその反省を生かして体調管理に努め、3週間元気に実習を行うことができたか
ら。

・山大附属の生徒たちは、こちらの質問に対してしっかり答える、授業のやりやすい生徒たちだが、一般の学校では、自分の嫌いな教科をやりたくないなど思う生徒がいる。そのような子達にど
うやってやる気を出させるかを最上実習では考えることができたので、前回の基礎実習とはほとんど真逆の生徒を相手にしたと思うから。

・教育基礎実習での反省や成果を生かした授業を考えることができた。また、実習先の学校が違うために、それぞれの学校の特色を理解して授業を行うことの難しさを学ぶことができた。

・児童を相手に授業をした経験が一度でもあると、少し自信になったから。基礎実習の反省を生かそうと、実践実習に臨むことができた。

・基礎実習では、生徒に対して受け身の姿勢をとってしまい、生徒との関わりを多く持てませんでした。その反省を生かし、今回の実習では、自ら話しかけるように心がけて実習を行うｋとができ
ました。結果として、３週間の中ですべての生徒と関わり、少しではありますが信頼関係を築けたのではないかと思います。

・2年次の実習の時と同じ2年生担当ということで、なれた部分も大きかったから。しかし、できれば配当学年は前年度と被らないように配慮して欲しかった。もっと高学年や中学年の子どもたちと
の関わり方を学びたかった。
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１４．実践実習の前に，学習・準備しておくとよいと思ったことについて自由にご記入ください。

・教材研究

・授業するであろう範囲の教材研究（指示の仕方や板書計画も含む）
・児童理解
・専門教科に対して多くの知識を獲得しておくことです。

・子どもたちにどう育ってほしいかを明確にしておく。日本や世界の情勢について知っておく。
・実習中にやってみたいこと、挑戦してみたいことなどを考えておく。

・指導案の作り方、教材研究
・教材研究を行い、新出単語や文の構成などにも目を通しておくとよいと思った。
・担当学年の学習内容を把握しておく。
・担当学年の児童の興味関心がどんなことにあるのかを調べておくと良いと思った。

１５．もがみ教育実習について，改善すべき点等があればご意見をお聞かせください（自由に記入してください）。

・新庄南高校同窓会館での共同生活で、一人一人のプライベートスペースがなく大変であった。

・宿泊の場合、朝ごはんが菓子パンだと食べた気がしない。
・特にありません。とても快適な実習生活でした。

１６．以下は，来年度教育実習予定者のみ回答してください。

　　□ ①教える教科の内容をより深めること ① 9
　　□ ②教科・道徳の指導案の書き方 ② 6
　　□ ③学級経営案の書き方 ③ 6
　　□ ④児童生徒集団の理解の仕方 ④ 9
　　□ ⑤個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ⑤ 9
　　□ ⑥教材研究の仕方 ⑥ 8
　　□ ⑦授業の進め方（板書・発問・展開・等々の仕方） ⑦ 10
　　□ ⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑧ 0

計 57

・自分が授業したい教科や領域の教科書は必ず準備したほうがよい。自己紹介で何を言うか準備する。指導案の書き方で目標と評価を関連させるなどの、細かい最終確認的なことをしたほう
がよい。評価の仕方、どこで判断するかなど学習したほうがよいと感じた。

教育実習を終えて，来年度の教育実習までに重点的に取り組む必要があると感じたことはどんな点ですか。（複数選択可）"

・座席表を作っておくことや、どの授業をやるかを打ち合わせで決めてある程度教材研究をしておくこと。心を整えること。

・山屋セミナーハウスのWi-Fiが2階にある自分たちの宿泊部屋までは届かず、終始４Gであったため、インターネットを満足に使うことができず、授業の準備が大変であった。館内全域に行き届
くようにしてほしかった。

・新庄市のごみの分別の仕方を初日に知りたかった。特にプラスチックで、汚れているのは燃えるゴミか燃えないゴミかなど各自治体によって違い、分からなかったので。

・自分の担当クラスの子達の名前を実習が始まる前に覚えておけば、実習中に他のクラスや学年の子たちの名前を覚える余裕も出ると思う。

・実習前までに、各教科で自分がどの単元の授業を行うかはある程度予想することができるので、教科書にしっかりと目を通し、大体の展開を予想すること。また、板書の書き方をしっかりと練
習しておくこと。

・自分が授業するだろう科目や単元を、実習先では使わない教科書ではどのように扱っているのか調べておくと良いと思った。
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Ⅱ 大学院教育実践研究科 

“学社融合の実践と課題” 

山形大学大学院教育実践研究科   江間 史明   

樋渡 美千代 

                          

「学社融合の実践と課題」は、大学院教育実践

研究科（教職大学院）「学校力開発分野」の選択

科目の一つである。本授業は、学社融合の実践を

学び、学校と地域社会の学習活動をコーディネー

トする教師の役割と方法の基礎を身につけること

を目的とする。その実践事例として、山形県戸沢

村、日本各地の学校支援地域本部事業やコミュニ

ティ・スクールの実践を取り上げている。 

本授業の到達目標は、次の通りである。 

① 学社融合実践の事例から、学校と地域の連携

による教育効果を自分の言葉で説明できる。 

② 学校と地域の教育活動をコーディネートでき

る教師の役割を、授業で学んだことをもとに説

明できる。 

③ 学校と地域を結びつけるアクションプラン

（案）を提案できる。  

 平成 28 年度は、現職院生 3 名（阿部高典、武田

裕一、吉田貴広）が、本授業を受講した。本授業

で、戸沢村での実地調査実習を、実施した。 

戸沢村は、平成 25 年 4 月に小学校 4 校、中学校

2校をそれぞれ小学校 1校中学校 1校に統合した。

平成 28 年度は、統合 4 年目。戸沢村全体の学社融

合の実践が、どのように再編されたのか。当事者

は、どのような特質や課題をとらえているのか。

そうした点を調べることを、今回の調査の目的と

した。以下、その実地調査実習について報告する。 

 

１ 戸沢村実地調査実習の日程 

 戸沢村教育委員会の野口勝幸学社融合主事に調

整をお願いした。次のような日程で行った。 

 

12 月 23 日（金曜日、休日）      

 9：00      戸沢村名高公民館に到着 

  9：00～12：00  ミニ門松作り体験に参加 

12：00～12：30  地域連携の取組の聞き取り 

        （荒川精治氏に聞く） 

12：30～13：30  昼食（日韓ひろば） 

13：30～14：00  北の妙フィールド見学 

14：00～15：30  古口地区の取組の聞取り 

         （菊地清一氏、佐藤雄次氏、  

寺内恵一氏、門脇憲一氏） 

 15：40      戸沢村発 

 

２ 名高公民館での調査 

 12 月 23 日のミニ門松作りは、名高地区の子ど

も会行事と併せて、地区のお年寄りと子どもたち

が一緒に行うものであった。平成 18 年からなので、

10 年ほどの歴史がある。村の青少年育成推進員の

荒川精治さんが中心になっている。 

学校から給食に使った空き缶をもらって土台に

する。子どもたちが田植えをして収穫した田んぼ

の稲わらを使う。地区の人がその稲わらを編んで

コモ（むしろ）にする。竹は近隣の住民にもらい、

砂は川からとってくる。そうした材料を使って、

当日、ミニ門松を作成する。 

12 月 23 日は、名高地区の子どもたち 8 名が参

加した。お年寄りは 15 名である。 

会場の名高公民館に到着すると、すでに竹を切

断加工したり、コモを空き缶の土台につけたりす

る作業が始まっていた。 

 現職院生の阿部さんはその活動の様子を、次の

ように記録している。 

 

 6 年生のおおさか君とせいぶん君は、地域の 4

人のおじいさんと一緒に、空き缶（小学校の給食

で使用した果物缶）の 3 か所に縄を結びつける作

業を担当した。縄は１か所につき、3 周巻き付け、

縄が重ならないようにしなければいけない。しか

も、3 周したあとに、男結びをしないと、縄がゆ

るんでしまう。 

せいぶん君は、となりのおじいさんから教えて

もらいながらも、自分のやりたいように結び、か

た結びやリボン結びにしていた。少し離れたとこ

ろのおじいさんが、一か所結び終えたものをせい

ぶん君に差し出し、「そんでは、カントリー大学、

卒業さんね。かえんさすろ」と声をかける。そし

て、おじいさんは、それまでせいぶん君が結んで

いたものを手に取り、結び直していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、おおさか君は、「こうすると 4 周なっち

ゃうかな？」「こうなって、こうなると……」と

ひとり言をつぶやくように、重なりがないような

巻き付け方、男結びに挑戦していた。そんなおお

さか君のとなりのおじいさんは、おおさか君の手

元を見つめ、「そんでいいんだ。3 周だ」「いい

が、結ぶどぎはな」と必要なときだけ声をかけて

いた。男結びは大変難しく、おじいさんが、おお

さか君の手をとって教えながらも、「ん、んねな。

ちょっとまってろよ。」と体を向き直す場面が何

度も見られた。おおさか君は、7 回ほど男結びに

挑戦したが、一人で結ぶことはできなかった。（中
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略） 

確かに、せいぶん君とおおさか君のおじいさん

たちとのかかわり方を見ると、スムーズなかかわ

りの中で作業をしているわけではない。地域のお

じいさんたちも、会話が上手というわけではない。

作業への取り組み方も、もっと効率的なやり方や

教え方があるのではと思ってしまう。だが、作業

を見ていると、なんだか心が温かくなった。無理

のない自然体なかかわり方、子どもたちを包み込

むような空気感がある。子どもにも、地域のおじ

いさんたちにも無理のない適度な統制が、この活

動を持続させる秘訣であると感じた。 

 

男結びという本格的な作業が、子どもたちとお

年寄りの関わりを生み出していた。現職院生の武

田さんは、この場面をとりあげて、地域のお年寄

りから子どもたちに作り方を教えようとする意識

が感じられなかったという。にも関わらず、子ど

もたちが学んでいることとして、次のことをあげ

ている。「できない人にも最後まで丁寧に教える

年長者としての関わり方」「最後まで作業を丁寧

にやることの大切さ」「自分ができないことを簡

単にやってしまう先輩の技」。そして、これまで

の実践を省察して次のように言う。 

 

私たち教師は、「地域の先生の話をしっかり聞

いてやり方を覚えなさい。プロの技を真似しなさ

い」と地域の先生から知識・技能を習得させるの

に躍起になっていたように思われる。手で植える

田植えや釜で刈る稲刈りのやり方を覚えたり、技

能を身に付けたりしたところで、これからの生活

に役に立つ知識・技能になりえるとは考えにくい。

それよりも田植えや稲刈りを通して関わる中で地

域の先生方より学ぶことがたくさんありそうであ

る。地域の先生を単なる知識・技能の伝達者とし

て活用するのはもったいない話である。 

 

 こうした活動は、地域のお年寄りにとっても、

生きがいになっている。荒川さんによれば、この

活動を通して、お年寄りからは、「これからもず

っと続けてほしい。自分たちの居場所がほしい」

「子どもたちといると元気がでる。楽しい」とい

う声があると言う。 

 他方で、荒川さんは、活動の課題として、「育

成委員は、いつもお母さんたちが来る。だけど、

本当はお父さんに来てほしい。そうして、次の世

代につなげたい」と言う。世代間の交流を担う経

験を伝えていくことの課題と言える。 

 

３ 古口公民館での調査 

次の方の話を聞くことができた。 

・菊地清一氏（北の妙創郷大学 学長） 

・寺内恵一氏（戸沢村教委、元共育課長） 

・佐藤雄二氏（北ノ妙創郷大学 事務局長） 

・門脇憲一氏（乙夜塾 塾長） 

「北ノ妙創郷大学」「乙夜塾」は、古口地区の

地域教育活動団体である。古口地区は、戸沢村の

学社融合の活動である通学合宿に、村で最もはや

く取り組んだ。通学合宿は、子どもたちが公民館

に泊まり通学する 2 泊 3 日から 3 泊 4 日の取り組

みである。食事は婦人会の支援を受けて自分たち

でつくる。お風呂は、地域の家にもらい湯に行く。 

この通学合宿が、戸沢村学社融合の基盤をつくっ

ている。この聞き取りでは、「保育所から関わっ

てきた子は、中高生になってもつながりがある」

（門脇氏）、「生きる楽しみにしてほしい。子ど

もを媒体にして、地域の活動を組み立てていくこ

とで私たちも元気になる」（菊地氏）という指摘

があった。 

 こうした学社融合の世代間交流のなかでは、高

齢者の世代が、より若い世代に経験を伝えるとい

うことが課題となる。その点について、次のよう

なやりとりがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門脇：今の子どもたちは包丁の使い方もわからない。 

引かないでたてにまっすぐおろすことから教えなけ 

ればならない。 

野口：子どもたちも最初はどうかかわればいいかわか 

らない。名高の子どもたちは、地域の方と繰り返し 

かかわっているから慣れている。 

佐藤：我々もけがをさせるリスクはあるが、それは学 

校でも家庭でも同じである。そのような生活経験が 

足りない。本来は家庭で教えるべきことも地域で教 

えていることもある。 

菊地：地域を見ると結構な人材がいる。集まってみる 

と人より秀でたものを持っている人がたくさんいた。 

みんながそういうものを持ち出すと結構な活動がで 

きる。 

野口：何度も活動していると地域の方々との関わりに 

慣れてくる。 

 

 この点について、寺内氏は、次のように言う。 

 

若い人たちからすっと『あぶねえ、あぶねえ。』

ってやらせねえでいるけど、戸沢の子どもたちは

そういう体験したから、一生のうちいつか思い出

して『ああ、これはなあ。』って思い出すかもし

れないけどよ、その体験が無かったらば、一生刃
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物の使い方がわからないで終わるかもしれないん

だ。 

 

 高齢者からすると、刃物などの子どもの経験不

足が気になる。他方で、若い親の世代は、刃物は

危ないから、使わせたくないという意識がある。 

こうしたズレについても、取組のなかで相互に理

解していくことが求められる。生活の一つ一つの

局面を丁寧に体験していくことの意義が問われて

いると言える。地域行事をイベント的にやること

は、むしろたやすい。そのなかで世代間の考えの

違いが露わになる局面で、交流の在り方が問われ

ると言える。 

 他方で、地域と学校の連携のあり方については、

課題も指摘された。佐藤氏は言う。 

 

 平成 25 年に小学校が統合してから、学校が遠く

なった。先制たちと気軽に話しをする機会も減っ

た。前は、4 月に学校の先生たちとディスカッシ

ョンしたが、今はない。地域と学校が離れている。 

 

 戸沢村には、地域と学校が連携して総合的な学 

習の時間のカリキュラムを作ったという地域共育 

カリキュラムの経験もある。佐藤氏のいう 4 月の 

話し合いとは、それを指していると思われる。統 

合前の各々の小学校区で取り組まれていたことを 

統合後の小学校でどのように活かすかは、以前と 

して課題となっている。 

  

４ 学社融合の取組の意義 

戸沢村教委の学社融合主事である野口氏は、自

分の学校教員時代を振り返り、次のように語った。 

 

学校って学校中心主義で、すべて学校の中で完

結しようとして、ものすごい重荷を背負っていた

部分っていっぱいあるんだと思ったんですよね。

それが、こんなに良いじいちゃんたちが地域にい

んなんじゃあっていう、もっと預けたいべってい

う、なんかすごくそれを分かるようになったって

いうね。それを頼ってもいいし、もっと地域の人

たちに開放してもいいなっていう、そういう部分

は他の先生に伝えていきたいと思っている。 

 

 野口氏は、通学合宿に小学生だけではなく中学

生も参加する形を模索している。 

 学校の教師には、そうした世代間交流を視野に

いれたコーディネートの能力が求められてこよう。

だが、これは、学社融合にかかわる教員の労力や

負担が増加する面につながる可能性がある。学校

の教師の仕事を再定義する課題にもつながるもの

と言える。 
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第４章 もがみ活性化事業 
 

Ⅰ 大学見学旅行 

 

最上地域の子供たちに、もっと山形大学のこと

を身近に感じてもらうために「山形大学見学旅行」

を開催しております。 

 児童の皆さんには、身近なものを使った「化学

実験教室」として、楽しい実験を体験してもらう

ほか、校内散策や学食の利用等をとおして大学の

雰囲気を味わってもらいます。 

 平成 28 年度に見学に来られた学校は、次のとお

りです。 

(1) 金山町立金山小学校(4 年生 33 名) 6 月 10 日(金) 

(2) 新庄市立新庄小学校（4 年生 79 名） 6 月 17 日(金) 

(3) 新庄市立萩野学園(4 年生 41 名)  6 月 24 日(金) 

(4) 最上町立向町小学校(4 年生 33 名) 9 月 9 日(金) 

 

 大学見学の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金山町立金山小学校 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 新庄市立新庄小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庄市立萩野学園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上町立向町小学校 

 

 

Ⅱ もがみ協力隊 

 

もがみ協力隊は、エリアキャンパスもがみに関

連した活動へ参加する山形大学の学生組織です。 

 平成28年度は、主に下記の活動を実施しました。 

 

１ 学習支援ボランティア 

本活動は、大学生の学習支援により中学生の学

習意欲を喚起し、学力の向上及び進路意識の高揚

を図るために昨年度に引き続き行われたものです。 

 

① 舟形町立舟形小学校 

8月1日(月)～3日(水)に4名、3月21日(火)～23

日(木)5名の学生が、舟形町立舟形小学校の学習支

援ボランティアに参加しました。 

 舟形小学校4～6年生の希望児童を対象に、夏休

みの宿題について指導を行ったほか、児童からの

質問を解説する等の学習補助に関わりました。 

 

② 舟形町立舟形中学校 

 8月1日(月)～3日(水)に4名の学生が舟形町立舟

形中学校の学習支援ボランティアに参加しました。 

 舟形中学校3年生の希望生徒を対象に、個別指導

を中心とした質問形式の学習会を補助したほか、

進路講話として、進路選択に関する体験談や、学

校生活についてのアドバイスを行いました。参加

生徒の学習意欲に繋がる好機になったようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習会の様子 
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③ 新庄市立新庄小学校 

8月3日(水)～4日(木)に3名の学生が新庄市新庄

小学校の学習支援ボランティアに参加しました。

新庄小学校3～6年生の希望児童を対象に、夏休み

の宿題を中心とした学習を指導しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習会の様子 

 

④ チーム道草 

山形大学サークル「チーム道草」が、下記の小

中学校で行われた学習会に参加しました。 

・新庄市立北辰小学校 

3月、7月、10月、12月 15名参加 

・戸沢村立戸沢小学校 

 8月3日(水)～5日(金) 12名参加 

・金山町立金山中学校 

8月、12月 20～30名参加 

 

⑤ その他 

8月1日(月)～3日(水)に真室川町立真室川中学

校で行われた夏期学習会については、学生の都合

が合わず、本学からの派遣はありませんでした。 

 

 

３ フィールドワーク応用編 

その１：新庄まつり 

 毎年8月24日、25日の2日間にわたり開催される

新庄市の伝統行事「新庄まつり」に、前期プログ

ラム①「新庄まつりとオレ～日本一の山車行列～」

を受講した学生のうち6名がボランティアとして

参加しました。 

 参加した新庄市出身の秋野沙羅さん(地域教育

文化学部1年)は、「フィールドワークと、祭り当

日のボランティア活動をとおして、新庄祭りにつ

いて今まで以上に深く知れた気がします。一番嬉

しかったのは、山形県出身ではない他のメンバー

たちに、新庄祭りの魅力をたくさん知ってもらえ

たことです。私は、新庄祭りに大きな誇りを持っ

ています。誇らしい新庄祭りについて、より多く

の人に知ってもらい、発信してもらえば、このフ

ィールドワークの目標は達成されるのではないか

と思います。」と感想を述べ、これからもたくさ

んの人に新庄祭りを発信していきたいとコメント

してくれました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庄祭りで学生が旗を持つ様子 

 

その２：ピザ釜作り 

 前期プログラム⑬「戸沢村の超元気印！幸齢者

集団の生きざまに学ぶ」を受講した学生のうち6

名が、9月24日(土)～25日(日)に行われた「ピザ釜

作り」に参加しました。 

 参加した佐藤光さん(農学部1年)は、「設計図を

見ながら、ほぼ自分たちの力で作り上げたピザ釜

作りには、前年度同プログラムを受講した先輩方

も参加してくださり、みんなで料理をしながらと

ても楽しめました。今回の活動をとおして、地域

の方と触れ、もう一つの故郷というものを感じ

た。」と話しており、先輩や地域の方との交流を

更に深める機会になったようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成したピザ釜と一緒に記念撮影 

 

その３：その他 

 このほか、下記について学生が最上地域を再訪

しました。 

・金山町：前期プログラム⑤「山間地の宝物を見 

つけよう」受講生10名（2月） 

・戸沢村：後期プログラム⑩「創作太鼓と冬の里 

山ぐらし体験」受講生1名（2月19日） 

・金山町：後期プログラム④「森と人との共存を 

考えるⅡ～山間地の文化を探り地域振 

興へ～」受講生7名（3月4日） 
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Ⅲ タウンミーティング 
 
【概要】 
日 時：平成 28年 11 月 12 日（土） 

13：00～16：30 

場 所： 上広域交流センター ゆめりあ（新庄市） 
参加者：40 名 

内 容： 

■ 報告 平成 28 年度“つばさ”プロジェクト 

１．平成 28 年度「大地連携ワークショップ in 韓国」 

について 

     山形大学教育開発連携支援センター  
講師 呉屋 淳子 

２．平成28年度「大地連携ワークショップ in 真室川町」 

  について 

真室川町教育委員会教育課生涯学習・ｽﾎﾟｰﾂ担当 

課長補佐 庄司 利彦 氏 
 

■ 第１部 フィールドワーク活動報告 
フィールドワーク実施市町村による報告 
・「里地里山の再生」について 

   舟形町役場地域整備課生活環境班  
班長 大山 邦博 氏 

・「子どもたちの自然体験支援講座」について 
山形県神室少年自然の家  

研修主査 柿崎 健 氏 
 

フィールドワーク参加学生による活動報告 

・金山町 山間地の宝物 

人文学部 1年      佐久間 春奈 

   人文学部 1年      佐藤 雅士 

   人文学部１年      高橋 知奈 

   工学部１年       淵脇 愛里紗 

   工学部１年       長田 紗衣佳 

   工学部１年       馬場 巧朗 

   農学部１年       内山 慎也 

   農学部１年       千田 衣純 

 

・真室川町 子どもたちの自然体験支援講座１ 

地域教育文化学部 1年  高草木 詩夏  

地域教育文化学部 1年  箭内 香里 

理学部 1年       高橋 幸央 

理学部 1年       永井 仁哉 

医学部 1年       西口 茉優 

工学部 1年       柳田 優衣  

農学部 1年       佐藤 志帆 

農学部 1年       関口 達仁 

 

・新庄氏 マルシェ“本活プロジェクト” 

～本と人をつなげる出前図書館～ 

 

人文学部 1年      酒井 直子 

地域教育文化学部 1年  佐藤 祐香 

地域教育文化学部 1年  見波 侑 

農学部 1年       鈴木 駿 

 

■ 第２部 グループ討論と発表記録 
第２部座長 山形大学教育開発連携支援センター 

講師 橋爪 孝夫 

 

テーマ：現在のもがみの課題と未来のもがみに 

ついて考える 

 

 

■ 報告 
○司会：山形大学小白川キャンパス事務部 

教務課長 齋藤 秀昭 
 
○齋藤 

本日司会を務めさせていただきます、山形大学教

務課長の齋藤です。よろしくお願いいたします。 

それでははじめに、山形大学を代表いたしまして、 

教育開発連携支援センターの小田隆治教授から開会

のご挨拶を申し上げます。 

 

○小田 

 こんにちは。今年もエリアキャンパスもがみのタ

ウンミーティングの季節になりました。山形大学エ

リアキャンパスもがみは、平成 17 年に立ち上がりま

した。ここにいらっしゃる樋口先生をはじめとして、

いろいろな方々のご尽力によって立ち上がりました。 

 このタウンミーティングは、開設当初の平成 17 年

から毎年行っています。いつ頃行っているかと言っ

たら、クリスマスの頃なんですね。ですから今年は、

1ヶ月以上早いです。前ですね、例年クリスマス前頃

にやりますと、雪が降って積もって大変だったので、

1 回 11 月にやりました。そしたら、その時も雪に降

られました。積もって大変だったので、また 12 月に

戻しましたけれども、今年は会場の都合でこのよう

に早くなりました。 

 平成17年に1回やってから毎年やっているんです

が、その時が申年で、一周しまして今年が申年とな

りました。毎年この会場でやっていますが、今年中

庭を見ますと、中庭の石が苔
こけ

むしてて、12 年前はそ

んなことなかったんじゃないかと思って、12 年とい

う年の長さを感じました。そして、ここの草刈さん

の大きな絵が当時から飾ってありますが、昔よりも

年季が入った色合いをしていると思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形大学教育開発連携支援センター 小田隆治 教授 
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 このように、ずっと 12 年間すごく歴史のあるタウ

ンミーティングです。土曜日で皆さんお忙しいと思

いますが、こうして集まっていただいて、楽しい半

日を過ごせることと思います。いつもエリアキャン

パスもがみにご尽力の地元の方々には、大変感謝し

ます。また、学生さんについても、多分おそらく無

いであろうデートとか忙しい時にいらっしゃいまし

て、大変感謝しております。今日は是非とも、皆さ

んの力によって楽しい時間をやっていただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

○齋藤 

 先生、どうもありがとうございました。 

それでは、つばさプロジェクトの実施報告をさせ

ていただきたいと思います。 初に、海外版フィー

ルドワーク「大地連携ワークショップ in 韓国」につ

きまして、山形大学教育開発連携支援センターの呉

屋淳子先生の方からご報告をお願いしたいと思いま

す。 

 
○呉屋 

 こんにちは。山形大学の呉屋です。早速、私の方

から海外版大地連携ワークショップのご報告をさせ

ていただきます。 

今年は、平成 28 年度「大地連携ワークショップ in

韓国」といことで、「韓国から見る多文化共生の未来

～外国にルーツを持つ人々から学ぶ～」と題して、7

泊 8 日の日程で活動を行ってきました。開催期間は

2016 年 8 月 15 日～22 日までの 8 日間で、今年は山

形大学をはじめ、連携校の青森中央学院大学、青森

中央短期大学、東京造形大学、明海大学の 5 つの高

等教育機関から、10 名の学生さんが参加しました。

学生の専攻は、経済学、法学、看護、児童教育、保

育、デザインと、さまざまな学生が集まり、とても

有意義な活動になりました。 

次に連携機関ですが、今年は 2 箇所ありまして、

韓国の国立民俗博物館と、首爾から少し北の方に行

ったところにある南楊州市が運営する労働者福祉セ

ンターの 2 箇所に連携をお願いし、ご協力いただき

ました。南楊州市外国人勤労者福祉センターのセン

ター長のイ・ジョンホ神父さんと、チャン・ドンマ

ン先生、このお二方がメインの活動に講師としてご

許力いただきました。国立民俗博物館のキュレータ

ーのク・インギョン先生が、メインで私たちの活動

にご協力いただいたほか、2人のキュレータースタッ

フにもご協力いただきました。下にいるお兄さんた

ちは、南楊州市の福祉センターの社会福祉士の方で

す。そのほかに、学生サポーターとして韓国人の学

生 2人も一緒に引率しました。そのうちの一人のイ・

ゼオンさんは山形大学の医学部でお勉強している大

学院生です。そして、去年交換留学で来ていたキム・

テウくんです。彼は、「フィールドワーク－共生の森

もがみ」の七所明神にも去年参加した学生です。彼

ら 2 人がサポーターとして私たちの活動を支えてく

れました。 

次に、南楊州市外国人勤労者福祉センターの説明

をします。南楊州市というのは首爾より北の方に行

った街で、京畿道という場所に位置するベッドタウ

ンになります。現在、南楊州市の人口は約65万人で、

1990 年～2014 年までの間に 50 万人も増加している

所です。また、外国人の人口も増加傾向にあり、現

在約 6000 人の外国人の方が生活している街です。私

たちが活動・滞在したセンターはマソク地区という

所にありまして、もともと 1975 年にハンセン病患者

の隔離地域として出発した街なんです。この地域の

主な産業は、ハンセン病患者の方が運営する養鶏や

養豚でした。1990 年の初頭から、ハンセン病患者さ

んたちの高齢化に伴って、養鶏・養豚業から家具製

造業へと変化しました。家具工場で働く労働者とし

て、東南アジア系を中心とする外国人の方々と韓国

人の男性、婚姻を目的として移住してきた外国人の

お嫁さんたちが急増していくわけです。この人口の

急激な変化に対応するために、自治体としては、人

権保護運動にずっと関わってきた宗教団体である大

歓聖公会と共同して1992年に南楊州市外国人勤労者

福祉センターを設立したというのが経緯です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形大学教育開発連携支援センター 呉屋淳子 講師 

 

私たちは、韓国に入国した次の日から早速活動を

始めました。初日は、国立民俗博物館の方でワーク

ショップを行いました。まず、常設展示を見学しま

し、午後からは併設されています「子ども博物館」

で韓国の多文化社会について講義を受けました。 

今、韓国はフィリピン、ベトナム、モンゴル、中

国、インドネシア、カザフスタンからの結婚移住者

が増加しています。博物館では、このような多文化

社会に対応するために、文化学習キッドを用いた文

化教育を積極的に行なっています。すべての国や地

域について学ぶことはできませんので、私たちはイ

ンドネシアの学習教材をとおして、韓国に住むイン

ドネシアの人々の生活と、その前にそもそもインド

ネシアの文化とは何かということを学びました。イ

ンドネシア人のマーガレット先生は、韓国に婚姻で

きたわけではなく大学院生なのですが、博物館でこ

ういった講義をされている先生です。私たちはイン

ドネシアの人形劇で用いられるワヤンの人形を紙で

作り、実際にワヤンというものが何かを学びました。 

次に、ただ講義を受けるだけではなく、講義の後

に私たちは韓国の多文化社会について学生たちが集

まって討論し、 後にどのようなことを学んだのか
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をキュレーターの方々の前で発表しました。丁度私

たちが訪問した時期に、博物館では日本文化を紹介

する学習教材を制作中だったんです。なので、日本

の文化を教えてほしいということで博物館からも要

請があり、日本の遊びであるおはじきを学生が紹介

して結構盛り上がりました。 

その後、首爾から場所を移動して南楊州市に来ま

して、計 4泊 5日間の活動を開始しました。 

初日のイ神父さんの講義では、かつてハンセン病

患者の隔離地域だったマソク地区が、現在多くの外

国人労働者によって核弾地として発展してきたこと、

その一方で多くの外国人労働者の生活や教育、医療

の問題等があるということを学びました。学生たち

は韓国語で自己紹介をし、事前学習で調べてきたこ

とをイ神父さんに質問するなどして交流を深めまし

た。実際に、外国人労働者の方のお宅訪問としてバ

ングラデシュ人の方のお宅を訪問しました。23 年間

オーバーステイしているバングラデシュ人の方で、

彼が韓国に来て経験したことを、ほんの一部ですが

お話を伺いました。学生は質問したりなどして、1

時間程度過ごしました。もう一つ、私たちが訪問し

た時期に、原因不明の事故で亡くなられたタイ人の

労働者の方の祭壇がセンターの中に設置されていま

した。さまざまな事情でお葬式を執り行うことがで

きないということで、センターに祭壇を設置してい

るとのことでした。私たちもせっかくなので、手を

合わせてきました。 

次に、マソク地区の小学校に併設された学童で、

児童の夏休みキャンプの補助のお手伝いをしてきま

した。終日プールで泳いだり、バギーに乗ったり、

一緒に折り紙を折ったり、レクレーションを楽しむ

などして一日中子どもたちを遊びました。子どもた

ちは下が小学 1 年生から上は小学 6 年生ぐらいまで

で、約 30 人近くの子どもたちと交流しました。 後

に日本の学生が兜を新聞紙で折って、それをプレゼ

ントしました。 

 そのほか、南楊州市の中にある市場を活動の合間

に見学しに行きました。子どもの保育が二つありま

した。先ほどは、韓国人の共働きをしている家の子

どもたちの保育補助でしたが、これはオーバーステ

イの外国人夫婦の間に生まれた子どもたちです。両

親がオーバーステイしているので、子どもたちは、

韓国はもちろん、母国での出生申請もできません。

そのため無国籍のまま韓国で生活しているという状

況です。通常なら必要な教育を受けなければなりま

せんが、一般の保育園等には通えないので、南楊州

市のセンターの中に設けられた保育施設で教育を受

けています。保育士さんが何名かいらっしゃるんで

すが、ここに男性の保育士さんと女性の保育士さん

がいます。彼は韓国人ですが、実は彼女は日本人で、

韓国人の男性と結婚して南楊州市にいらっしゃる方

なんです。写真を見て分かるとおり、横断歩道を渡

る時に手を挙げて渡っています。これは日本でも見

られる光景だと思いますが、韓国で生まれた外国に

ルーツを持つ子どもたちというのは、言語は韓国語

で日本式の教育を受けています。これは非常に興味

深い状況でした。国籍もかなり多様で、フィリピン、

モンゴル、バングラデシュ、インドとさまざまです。

子どもたちは韓国語で保育士さんとコミュニケーシ

ョンしながら日本式の教育を受けているという大変

ユニークな感じでした。 

 いろいろな活動をしましたが、やはり韓国に来た

からには食も楽しまなければということで、韓国に

はとても大きなビッグピザがあるんですが、それを

注文してみんなで食べたり、日本ではなかなか生食

は食べられたいのでユッケビビンパを食べたり、い

ろんなものを味わって帰ってきました。 

 活動報告会ですが、イ神父さんが管理する教会で

行ないました。報告は、韓国語と日本語を用いてス

ライドを作成し、通訳を介して日本語で発表しまし

た。簡単な単語やフレーズの場合は、学生が自ら韓

国語で発表を行うという形でした。これがプレゼン

テーションのテーマです。学生がフィールドで何を

学んだのか、簡単に学生のレポートから引っ張って

きました。 

・韓国に居住する外国人と外国人労働者の状況につ

いて学んだ。 

・その中で、私たちが考えもしなかった医療制度や

教育制度の状況について学んだ。 

・それを受けて、メディアの情報というのは誰がど

のような立場でどのような目的で伝えているものな

のかを考えなければならないということに気づき、

情報を鵜呑みにせず、まずは調べるということを考

えた。 

・国籍や立場が異なっても自分と同じ生活者である

ということが分かった。 

・互いに違いを理解するための方法を我々は考えな

ければいけないことに気づいた。 

これらのことがレポートの中で出ました。補足です

が、私たちの活動が京畿道多文化ニュースという地

元の新聞に大きく取り上げられました。 

 今年度のワークショップは、言葉が思うように通

じないという不自由さもありましたが、学生のみな

さんは出会った人たちに対して韓国語で挨拶をした

り自己紹介をしたり、韓国人サポーターのサポート

を受けながら積極的に努力していました。 終日の

発表では、「不法外国人労働者」という言葉から私た

ちはネガティブな意識をついつい持ってしまいがち

だけれども、彼らも自分たちと同じ生活者であると

いうことを自覚しながら共生の一歩を踏み出してい

きたいと力強く語っていました。現在、事後学習を

進めているところですが、これから学びたいことや

目指したい職業を具体的にイメージしたり、それを

説明したりすることができるようになった学生もい

ます。外国にルーツを持つ人々の生活・活動は、経

済、社会、文化的に大きな役割を担いつつあります。

日本でも、多民族、多文化社会に向けて歩み出して

いますが、学生たちが外国人の暮らしについて同じ

目の高さから知ることの大切さを忘れずに、韓国で

の経験をさまざまな場で活かしてほしいと思います。

以上です。ありがとうございました。 
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○齋藤 
 呉屋先生、どうもありがとうございました。続き

まして、今年度真室川町で担当していただきました

「大地連携ワークショップ」につきまして、真室川

町教育委員会教育課課長補佐であられます庄司様の

方から、ご報告をお願いしたいと思います。 
 

○庄司 

 こんにちは。真室川町教育委員会の庄司でござい

ます。私から「大地連携ワークショップ in 真室川町」

ということでお話をさせていただこうと思います。 

 初に、町の概要を紹介したいと思います。山形

県の内陸 北部に位置し、人口は 8,200 人ほど、全

体の 86.2％が山林で、その山林もほとんどは枯朽
こきゅう

林
りん

というような町でございます。今回、新しくプログ

ラムを考えたんですが、テーマとしましては、「田舎

で間上げる～豊かな暮らしをつくる生き方働き方

～」。雪国の里山の自然と農業、生活文化を体験した

ことをもとに、若者の視点から里山の農業や定住に

ついて考察していただきたいということで、真室川

には 3 件の農家民宿がございます。そちらに宿泊を

していただきながら、さまざまな体験活動をしてい

ただきたいということで、ワークショップの内容と

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  真室川町教育委員会教育課課長補佐 庄司利彦 氏 

 

 活動内容については、1日目が開講式と座学、農業

体験。2日目がそれぞれの農家民宿さんでのプログラ

ム、料理体験や農業体験。3日目については、ひまわ

り農園さんというところでブロッコリーやミニトマ

トの収穫・作業体験を計画し、4日目は発表会と閉講

式というような内容です。 

 参加された学生は 8つの大学から 18 名、サポータ

ーが 2 名、引率指導者 14 名。 初応募人数は 15 名

だったんですが、希望者が多いということで 18 名を

受け入れることになりました。ですが、3つの農家民

宿については定員が5名ということで15名しか宿泊

できませんので、3名の方については引率指導者の方

と温泉梅里苑というところに宿泊となってしまいま

した。 

 1 日目です。開講式の後に真室川の地域おこし協力

隊の梶村勢至くんから「真室川を探せ！里山の自然

と農業」ということで座学をしていただきました。

ここで、真室川の農業について学んでいただいたと

ころです。真室川に着いてまもない、2時間くらいし

か経っていないんですが、学生さんからは質問が出

たり、終わってからも講師さんに声をかけて話を聞

いたりという方がおりまして、大変積極的な参加者

だと感じたところです。 

 お昼終わりまして、中央公民館から 2km ほどのと

ころに平岡地区というところで農業をやっている高

橋伸一さんの畑に移動して、里山の散策と農業体験

を 初にしました。高橋さんの畑では真室川に伝わ

る伝承野菜というのを扱っておりまして、右上では、

町で作った伝承野菜のパンフレットを見ながら説明

を受けました。左下については伝承野菜・勘次郎胡

瓜というもので、若干黄緑っぽく、普通の胡瓜より

も少し薄めの胡瓜です。これの収穫体験をしている

ところです。その後、髙橋さんの畑から少し山道を

登りますと、先ほど言いました真室川温泉梅里苑が

ありますので、そちらの方で、高橋さんから引き続

き湯けむり里山の説明をしながら、散策をしていた

だきました。この日も大変暑く、木陰の涼しさにほ

っとしながら、皆さんフーフー言いながら登って行

ったようです。 

 山道を上がりますと梅里苑、その向かいには、産

直まごころ工房というところがあります。そこにお

願いしまして、高橋さんのお宅で採れた伝承野菜の

試食の準備をしてくれました。早速試食をしたとこ

ろですけれども、伝承野菜の勘次郎胡瓜の漬物やピ

クルス、弥四郎ささぎというやつの煮物などいろい

ろ出して、皆さん美味しそうに食べていました。右

下が、勘次郎胡瓜のコンポートです。これは結構私

は美味しいなと感じたところです。同じく梅里苑に

は、昔使いました森林鉄道・トロッコ列車がござい

ました。これにも乗車していただきました。この森

林鉄道は昭和 13 年～37 年まで国有林から伐採した

ブナ林などを運んだ、運搬用として使われていたト

ロッコです。平成 20 年に経済産業省の認定の、近代

化遺産に登録されているものです。1 週が約 1km、1

回 100 円で乗ることができますので、興味のある方

は 1回乗ってみてはいかがでしょうか。 

 この後、学生さんたちは温泉体験ということで、

それぞれの農家民宿に移動したところです。農家民

宿に着きましたら、民宿の方とご挨拶しました。若

干、緊張されている感じですが、それが終わって食

事が終わったら、1 日の振り返りということで第 1

班の写真を載せさせていただきました。  

 2 日目に入ります。第 1 班、「はちみつ屋」さんで

す。はちみつ屋さんの方では、午前中、笹巻き作り

の料理体験ということになりました。皆さん結構苦

労されて笹巻きを作っておりました。笹巻きは 1 時

間ほど煮て完成します。お昼は、その作った笹巻き

と、宿の方で準備していただいたゲソ天蕎麦で昼食

といったところです。 

 養蜂業をはちみつ屋さんでしているものですから、

昼からは蜜蝋を使ってろうそく作りをしました。溶

けた蝋を型に入れて作るわけですが、蜜蝋について

は、蜂が蜜を作るときに出すワックスを精製したも

のです。柔らかい明かりで優しい香りがする、癒や
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しもなるということで、蜜蝋については良いお値段

で取り引きされているというお話でした。その後、

蜜蝋が固まる間、養蜂体験ということで、養蜂箱の

あるところに移動しまして、ネットのついた帽子を

かぶり、見学をしました。蜂の付いているところを

避けながら、木のスティックで蜂蜜を取ってみんな

で試食しました。大変おいしかったです。 

 これも 2 日目ですが、次は「果菜里庵」さんの方

です。まずは、畑に行ってジャガイモとミズの収穫

をしました。そのほかにも、キュウリとかナスとか

いろいろ収穫して帰ってきましたが、みんなでそれ

らの材料を使って昼食を作ったところです。ミズ汁

とか、ジャージャー麺を作って食べました。果菜里

庵さんでは農業加工品も出しているものですから、

農業加工体験ということで、ピクルス作りをしまし

た。勘次郎胡瓜など材料を刻みまして、袋詰め、完

成品が右下というところです。これについては、果

菜里庵さんのところで作った完成品の写真です。 

 同じく 2 日目の第 3 班です。「森の家」、佐藤春樹

さんのところでは、一子相伝の伝承野菜、甚五右ヱ

衛門芋という里芋を作っています。里芋の方を見学

しましたが、この里芋については 10 月以降の収穫な

ものですから、別の畑で収穫作業をしました。こち

らも、山菜、ミズを切っているところです。その後、

戻ってきまして料理体験をしました。ご近所の佐藤

さんからお手伝いいただきました。また、学生さん

たちがナスやキュウリを刻んで、ダシを作りました。

みんなで作った料理で、森の家の中で昼食をとりま

した。ミズ、ダシ、指導いただいた二人の佐藤さん

から持ってきていただいた煮物や漬け物が並びまし

た。ある学生さんが「美味しい、美味しい」と言っ

て気に入って食べていたのが、菊ナメコです。ナメ

コや山菜が入ってピリッと辛いやつなんですが、本

当にその学生さんは、 後の 後まで「美味しい！

菊ナメコ 高！」と言って帰って行きました。この

森の家は、築 150 年の公民館を改装しまして、佐藤

さん夫婦と子ども一人の三人で住んでいる家です。

すごく雰囲気があります。 

 昼食後、自由時間だったのですが、森の家のすぐ

側には川がありまして、川遊びしたり、敷地内にな

るブランコで自由に遊んだりして、田舎の夏を満喫

したような感じです。 

 森の家、お昼から藁細工をしました。講師は、初

日に伝承野菜や山菜の説明をしてくれた高橋さんで

す。いろんな所で、出前で藁細工教室を開催してい

る方ですけれども、橋爪先生も真剣に教わっている

ようでした。時間の関係上、昔の方が作っていた藁

細工のような感じではなく、つるして飾ったりでき

るものを作っていただきました。森の家、夕飯は外

でバーベキューをし、その後振り返りをしました。 

 3 日目になります。この日は、農事組合法人「ひま

わり農園」というところで、農業体験をしました。

この日も大変天気が良くて、とても暑かったです。 

挨拶の後、この農園や、今の真室川の農業について

高橋さんが話をしてくださいました。皆さん真剣に

聞いていました。 

午前中については、ブロッコリーの収穫体験をし

ていただきました。代表の高橋清和さんから収穫の

説明をしていただきました。「包丁はスパッと切れる

から危ねーからな」とお話しいただき、皆さん収穫

作業に散っていただいたところです。学生さんは「上

の葉っぱを切るんだよねー」なんて言いながら収穫

していたところですが、「できましたー！」と言って

とても良い写真を撮らせていただきました。農作業

をしてこんなに笑顔になってくれるなんて、なかな

か無いななんて思いながら、写真を撮らせていただ

きました。やっぱり農業は楽しくやらないとな、と

思ったところです。この、ひまわり農園で収穫した

ブロッコリーは提携しておりますヨークベニマルの

スーパーへ出荷・陳列することになっております。 

 昼食後は大型ビニールハウスの方に移動しまして、

ミニトマトの収穫をしました。収穫方法を聞いてか

ら作業しましたけれども、学生さんが真剣に取り組

んでくれたのが印象的でした。予定としては、午前、

午後とも約 1 時間半ずつ農業体験の時間をとる予定

でしたが、とても暑くてどちらも早く切り上げまし

た。通常、夏場の農作業と言えば朝仕事というのが

普通で、日中の暑いときは、やはりしませんね。涼

しい朝に作業するのがやはり普通かなと思いました。 

 これは、3日目の 2班の夕食風景です。だいぶ慣れ

まして、懇談しながら夕食をしていました。振り返

りをした後、次の日の発表練習をしました。 

 4 日目になります。 終日です。この日は発表会と

閉校式を残すのみとなりました。大判用紙を広げて

発表をしているところです。 

 初は、甚五右ヱ衛門の森の家に宿泊した第 3 班

の発表です。意見としては、「あがらっしゃれ！また

来たい町、真室川～この人がいるから、また会いに

来る～」ということで、真室川の魅力、人の温かさ、

自然の豊かさ、伝承野菜を外に伝えること。また、

旅行会社と連携して会社の旅行用に研修できてもら

うこと。そして、美味しい料理でおもてなしするこ

となど、様々な意見が出ました。 

 2 番目は、養蜂業のはちみつ屋さんに宿泊しただ 1

班の発表です。貧血や二日酔いに良いなど蜂蜜の効

能を紹介し、農薬の影響で蜂が減少していることに

触れながら話をしてくれました。蜂は農家を支えて

いることから、大学で農園を作って畑の体験もいい

んじゃないかと。それから、農産物の形の悪いもの

や傷んでいるものを人は嫌うことから、これを勿体

ないとして、見直そうと。また、大学の学祭で真室

川コーナーを設け、笹巻き作り体験をするなどの意

見が出されました。 

 後は、果菜里庵さんに宿泊した第 2班です。「食

と人でつなげ！真室川町」として、これで交流人口

を増やすこと、そして「真室川と、そこの人が好き。

民泊ツアーで町の魅力を発信！」として、人は自分

にないものに惹かれる、真室川の星がきれいである、

人口減はマイナスじゃない、田舎はビジネスチャン

スといった意見を様々出していただきました。 

三つの班とも、広報とか PR については、インター

ネットやSNSが も有効という話をしてくれました。
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この日は大変多くの方が参加してくださり、一般の

参加者と学生から、いろいろ質問を出していただき

ました。 

 後です。ワークショップの反省と今後というこ

とで書かせていただきました。 

 まず、反省点です。体験活動をメインに据えて、

雪国里山の自然と農業、生活や文化、交流をすると

いうことでプログラムに組み込んでみましたけれど

も、先ほども申し上げましたように、夏の一番暑い

時に開催ということで、農業体験としては大変酷な

体験活動になってしまったのではないかなと思いま

す。それから、発表会の方ですが、1番目の班より 2

番目の班、そして 3 番目の班と、後の方になればな

るほど多くの質問が出て、質疑応答の時間が長くな

ってしまいました。山大フィールドワークのように、

発表する班以外から質問を出していただければ、さ

らに活発な発表会になったのかなと反省をしている

ところです。もう一つは、 初に話もしましたが、

農家民宿の定員が 5名ということで、3人の学生さん

が農家民宿に宿泊できなかったという点が残念だっ

たなと考えております。 

 良かった点です。本当に参加された学生さん、真

剣に取り組んでくださり、夜遅くまで雪国里山・真

室川の農業、暮らし、地域の活性化など、多くの意

見を出していただいたことが本当によかったなと思

っております。それから、農家民宿さん 3 件ありま

すけれども、まだ始めて間もない民宿で、今回この

大地連携のワークショップで学生さんを迎えたこと

がとても良い経験になりましたし、大変刺激を受け

ていたようでした。「またやってみたいなー。」と言

っており、今後ということで、来年の山大フィール

ドワークでもこのプログラムで実施したいと考えて

いるところです。 

 後に、余談になりますが、その後の大地連携ワ

ークショップということで、今回参加いただいた日

本女子大学の木村華
はんな

という学生さんが、参加した当

初から番楽に大変興味があるとの話をしておりまし

た。うちの担当者からもいろいろと話を聞いて帰っ

たんですが、10 月にふるさと伝承館で番楽フィステ

ィバルが開催されることも伝えていたので、予め連

絡をいただきました。当日、本当に見に来てくれま

した。木村さんだけではなく、日本女子大の中西裕

二先生と女学生１名の、3名でわざわざ東京から来て

いただきまして、山形からはレンタカーで飛ばして

きてくれました。木村さんは来た甲斐もあってか、

真室川の番楽である釜
かま

渕
ぶち

番楽の獅子舞の時にお祓い

もしていただいて、帰ったようです。また、中西教

授については、民俗文化系のご専門のようで、町で

発刊している民俗文化系の書籍、あるものすべて 2

万円も買っていただきました。 

 今回、大地連携ワークショップでは、このような

いろんな繋がりを持たせていただきまして、私にと

っては、とてもやりがいのある事業となりました。

やってみて良かったいうふうに思います。以上です。

ご清聴ありがとうございました。 

 

○齋藤 

 庄司様、どうもありがとうございました。庄司様

は、所要のためこの後退席となります。お忙しい中、

お越しいただきありがとうございました。 

続きまして、第一部フィールドワーク報告会に移

らせていただきます。本日、たくさんの発表をさせ

ていただきますので、お一人の発表時間 10 分という

ことで、時間厳守でお願いいたします。なお、3分前、

1分前、終了時にはカードでお知らせしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 初に、フィールドワーク実施市町村による報告

を始めさせていただきます。舟形町のフィールドワ

ーク「里地里山の再生」のご報告でございます。発

表者の方は、舟形町役場地域整備課生活環境班 班長

の大山邦博様でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○大山 

 皆さん、こんにちは。只今ご紹介に預かりました、

舟形町役場に勤めます大山と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。それでは、舟形町で実施す

るフィールドワークの活動の紹介と、学生たちの様

子について発表させていただきます。 

 フィールドワーク舟形教室の目標を、まず紹介し

たいと思います。舟形町では、人口の減少、高齢化、

集落機能の低下、農業所得の減少による生き甲斐の

喪失、社会インフラの老朽化、廃校と遊休資源の増

加など、様々な課題があります。これらの課題解決

のために、若者の視点から考察いただき、アドバイ

スをいただきたいと思ってフィールドワークを開催

しております。舟形町が提供するフィールドワーク

は、町の課題解決を目的に、山形大学の求める学生

像の実現を目指し、実践活動をとおして農村の再生

策を提言としてまとめていただく内容となっており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 舟形町役場地域整備課生活環境班 班長 大山邦博 氏 

 

 まず初めに、実践活動をする前に、地域学講座を

行います。田んぼや農村の役割を理解していただき

まして、実践活動に入ります。田んぼや農村は、8

つの効果があります。野菜を生産することも含め、

災害を防ぐ機能や環境を守る機能、伝承文化を伝え

る機能、心を育む機能、生き物を育む機能、水を育

む機能、景観を守る機能、様々な機能がございます。
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それらを地域の方々が生業にして守り、育てていく

のが農村であることを理解していただいております。 

 舟形町の現状です。舟形町は、現在 5,630 人の人

口となっております。30 年代は 1 万 2,000 人いた町

です。それが、現在は半減しております。産業別に

見ますと、第 1次産業が 18％、第 2産業が 31％、第

3次産業が50％と、農業を主体とする町なんですが、

農業に専業で従事する方は 18％しかいません。それ

は、農業で暮らすことがだんだん大変な状況になり、

兼業農家が増えてきたためです。高齢化率も、現在

33.4％となっております。こちらのグラフは平成 28

年 3 月に策定した「新庄 上定住自立圏共生ビジョ

ン」の 上市町村の人口の推移です。1999 年には 10

万人を超えていた人口が、2040 年では、5 万人まで

減少する推計となっています。舟形町は、3,600 人ま

で減少します。うち、高齢化率が 45％を超えると推

計されています。高齢化が進み、農村が消滅する恐

れが、すぐそこまで来ています。私は、これを解決

するには、山形大学に期待するしかないと思ってお

ります。舟形町では、フィールドワークに期待して

いるところです。 

ここからは、実践活動を紹介したいと思います。

生物多様性の環境保全活動では、近年の社会経済の

変化に伴い、舟形町で暮らす若者の減少、少子高齢

化が進行し、農地や農業用施設を維持・管理するこ

とが困難になっております。そのことで、集落機能

が低下し、農村特有の変化に富んだ自然環境や豊か

な生物多様性の環境を維持・管理することが難しく

なっています。この状況を理解していただくため、

希少動植物が生息する湿地や里山の保全活動を提供

しています。 

 続きまして、森林資源の活用ということで、地域

の方々との連携により、人と森林資源の循環を図る

システムを作り、食の連携活動を進めるシステムを、

実践活動をとおして理解していただいているところ

です。 

食と農の体験活動です。食は、私たちの生きる力

の源であり、食を育むのは農村です。その農村が、

経済中心の成長の施策により、第一次産業は社会生

活の基盤であることが、便利さや合理化の陰に隠れ

て見えなくなっています。そこで、もう一度、都市

の生活を支えているのは何であるか。その基盤を見

つめ直す体験活動をしていただきます。これらの体

験を通して、学生の様子と山形大学に対する期待に

ついて報告したいと思います。 

 参加された学生の活動記録を読ませていただきま

すと、私たちが伝えたかった趣旨を理解して活動に

取組んでいることが見受けられます。 

 また、開催するごとに、農村の活性化に対する意

識が高くなっているように感じています。提出され

たレポートから、私たちの課題に対して、思考力を

高め、課題解決をしようとする姿勢が感じられまし

た。提供する体験活動を達成しようとする姿勢は、

個々が活動に対して興味を持ち、「なぜ、この活動が

必要なのか」、「農村環境を保全するために学生たち

は何ができるか」、「自分たちの力が農村環境保全に

役立つことができる」などの課題解決に意識を高く

持って、すべてのプログラムを貫徹に実施いただい

ているところです。そのことが、少しでも学生の中

で農村に対する意識改革につながればと思っており

ます。また、大学の方については、このフィールド

ワークをとおして、今後も舟形町の方では農村振興

の課題に取り組んでいきたいと思いますので、ぜひ

学科の方でも取り組んでいただきまして、大学と舟

形町との連携により、モデルケースになればと考え

ているところです。 

後に、「文化と命の源は、農村。農村が消滅すれ

ば、都会が消滅する。都会が消滅すれば、日本が消

滅する。今、農村を再生しなければ、日本がなくな

る。この課題を解決するのは、地方の大学、山形大

学である。」このことを伝えて、活動報告を終了した

いと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

○齋藤 

 大山様、どうもありがとうございました。続きま

して、真室川町のフィールドワーク「子供たちの自

然体験支援講座」のご報告でございます。報告者は、

神室少年自然の家 研修主査の柿崎健様でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

〇柿崎 

 よろしくお願いします。神室少年自然の研修主査 

柿崎です。 

神室少年自然について、フィールドワーク生を募

集する際のプレゼンの時にも出した画像ですが、こ

れはコスモスが咲いている時期の画像になります。

春は、施設内にこのような水芭蕉が咲きます。保育

園児は喜んで見て行きます。ツリーデッキも、利用

団体の小学生だけでなく、先日もあった一般開放事

業の神室フェスティバルとなると、大人も乗って楽

しめます。真室川の塩根川を活動エリアとし、3m の

高さからダイビングできるスポットもあります。天

候によって、活動できるできない様々ありますが、

一番魅力的な場所です。近所の田んぼには、夏にな

ると蓮の花が咲いたりもします。これは、先日、山

形福島少年少女交流事業というものがありまして、

キャンプファイヤーをしたときの様子です。後期の

フィールドワークでも行うスノーランタンなど、真

冬の活動も楽しくできるのが神室少年自然の家です。 

 基本的なテーマとしては、「自然と生活と科学」で、

「豊かな体験、高まる感性」をサブテーマにしなが

らやっています。「いのち（自然）・学び（科学）を

つなぎ、地域（生活）をつながる」、そして青少年の

育成を目指すのが、神室少年自然の家の特徴です。 

 今年のフィールドワークのスケジュールは「わん

ぱく探検隊」といいまして、小学 3～4年生 42 名を

募集して 6人×7班とし、そこにフィールドワーク生

が班付きスタッフとして付いていただくという活動

です。ここ 2年の定番として行っている活動になり

ます。ただ、昨年までは 4回シリーズのこの「わん

ぱく探検隊」だったのですが、今年は 2回シリーズ

を年 2回行う形となっています。 
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 いきなり会って 30 分も経っていないときから、野

外炊飯をさせられます。大変過酷だと思います。分

からない子ども達は何でも聞いてきます。その中で

ご飯を、学生の皆さんも炊いたことのないようなガ

スを使って炊きます。その中で、自然と親しみが生

まれると思っております。 

 学生の皆さんには、 初に活動に来ていただく際

に、アイスブレーキングゲームをすることを課題と

して与えてあります。 初はいろいろ考えてくるん

ですが、実際やったことはないので、上手くいかな

いだろうなとこっちは 初から思っていました。子

どもは盛り上がるけれども、教育効果を考えたとき

に、やはり上手くはない。ただ、数をこなす中で子

ども達は楽しんでいたようです。まず来たときに 1

回やって、その後反省をして夜はしっかりミーティ

ングをしてもらい、次の朝またできるかということ

で課題を与えます。今年度の前期のフィールドワー

ク生は、アイスブレークを上手くやることができま

した。子ども達も笑顔で行いました。失敗を繰り返

し、厳しいアドバイスを受け入れて克服することで、

成功体験に結びつけられたのかなと思います。成長

なども見られました。私は一応、3年間この前までフ

ィールドワークを担当したのですが、今年の 終に

やったアイスブレークは、3年間の中で一番良かった

と思っています。私めったに褒めないんですが、こ

のときだけは褒めてしまいました。 

 課題の 2つ目としては、子どもと一緒に活動する

ことです。先ほども言いましたが、一緒にご飯を作

り、寝るのも子ども達と一緒にテントです。実際、

私たちもやれと言われると、親子でもないのに一緒

に寝なきゃいけないのですが、学生の皆さん一生懸

命やってくれました。経験は無いわけですが、いき

なり先生になって一緒にやってもらうということで、

初は多分四苦八苦していると思います。また、野

外活動を一緒にしてもらいます。夜は、たき火を囲

んで振り返るということで、もしかすると、たき火

でご飯と炊いたりゴミを焼いたりといった習慣のな

い世代なので、火をつけているだけで多分楽しいの

かなと思います。 

 1 泊 2 日を 2回やるので、2回目ともなるとテント

の立て方も、学生さんも子ども達も頑張って自分た

ちでやろうとするし、子ども達自体にだんだん気が

回ってきます。ロングハイクのときも、声をかけな

がら登りました。 

 1 回目と 2回目のメインイベントとしてあるのが、

川遊びになります。夏ですが水は冷たいので、入る

とだいたい震えているんですが、男子学生は「せー

の」で後ろに飛び込むなど楽しんでおりました。真

ん中にいるのは、うちの研修主事の福澤という者で

すが、一番勢いよく飛んでいます。こんな形で、大

人も子ども達と一緒に楽しく遊びながら学ぶのが、

神室のフィールドワークかなと思っております。 

 1 泊 2 日×2回を終えての学生さんの感想ですが、

「活動が終わって本当に疲れたが、それ以上に充実

感を感じました。時間を守らなかったり、話を聞い

てくれなかったり、大変なこともありましたが、子

ども達に元気をもらい、自然の中で遊んでいた自分

を思い出したことは本当に良かったです。」といただ

きました。 初の日のミーティングの段階で私は言

うのですが、うちの他の職員にも結構厳しいねと言

われたんですけれども、一応我々、教育現場にはい

るんですが、お金をもらって楽しませて子ども達に

帰っていただくので、「せめて失敗というのはしない

ようにしましょうね。」と言っています。よく教育現

場では、失敗したって何とかなるからと言われるん

ですが、「お金に見合ったものは返して、きちんと子

ども達を帰さないと施設にもう来なくなるので、よ

ろしくお願いします。」と言うと、時間などの規範意

識を徹底してくれたおかげで、このような感想が出

たのかなと思います。 

 もう一つの感想です。「今回のフィールドワークで

は、子ども達はもちろん、自分も成長できたなと感

じました。子ども達のやる方法よりも良い方法が浮

かんでも、あえて言葉に出さず、子ども達に任せた

ことで、『こういう見方もあるんだな』と自分自身強

く思った。上手くいっても、ぐだぐだしても、子ど

も達でやらせるという経験は、今後の進路の上で大

事なことだと思いました。また、2時間もかけて考え

たアイスブレークを褒められ、自分の班はもちろん、

他の班の短所も見いだして出た案だったので、嬉し

かった。」とのことです。さっきも言いましたが、産

みの苦しみや、子ども達に任せながら黙って待つと

いうことも、たった 1泊 2日×2回ですが感じ取って

いただいたので、大変こちらとしても良い感想をい

ただいたなと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県神室少年自然の家 研修主査 柿崎健 氏 

 

 3 つ目ですが、「1日目の時点で、別れを惜しんで

泣いている子がいました。とても感動しました。特

別支援を要する子だったんですが、その子が 1回目

の 2日目のとき、離れたくないと言って泣いて、僕

も泣いてしまいました。たった 4日間だったのに、

別れを惜しんで泣いてしまうような関係になるとは

思っていませんでした。また、子ども達と一緒に川

で遊んだのが、とても楽しかったです。童心に返っ

た気がします。より教員になりたい、なるために頑

張ろうと思いました。」という大変嬉しい感想をいた

だきました。 

 もう一つ。「このフィールドワークをとおして、た

くさんの子ども達の笑顔を見て、挑戦する姿を見て、
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悩んで失敗する姿を見て、協力する姿を見て、本当

にたくさんのことを学びました。 初は、子ども達

の手助けをするということができなくて、戸惑った

けれど、だんだんその意味が分かって、できるよう

になってきて嬉しかったです。そうすることで、子

ども達にとって『できた』の喜びを体験させてあげ

ることができるということも分かりました。私は、

将来小学校教員を目指しているので、この気持ちや

気づきを活かしたいと思いました。参加して良かっ

たです。」というような、主催者側・企画者側として

は大変嬉しい感想をたくさんいただいたので、今後

に期待しているところです。 

 そして、「フィールドワークに参加したその後で」

ということで、この写真の学生さんは大学院生工学

部で 近来れなくはなっているんですが、昨年から

うちのボランティアに登録していただいています。

何かあったときは、来てストレス発散ということで

楽しんでいるようです。この左端の子も、去年の後

期のフィールドワークでやってきて、この間も来て

もらいました。今も、楽しみながら活動してもらっ

ています。神室には、大学生ボランティアとして来

てくれる大学生がいます。宣伝ですが、交通費など

は支給されますので、よろしくお願いします。今年

度まだ 1年生の皆さん登録ありませんので、よろし

くお願いしたいと思います。これからも、またよろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

 

○齋藤 

 柿崎様、ありがとうございました。ここからは、

フィールドワークに参加した学生さんたちからの活

動報告に移らせていただきたいと思います。本日、3

チームに報告していただく予定ですので、1チーム 5

分でお願いいたします。 

 初は、金山町の「山間地の宝物」に参加した学

生さんからの報告になります。前の方でお願いいた

します。 

  

○学生 

 「山間地の宝物を見つけよう」活動報告を始めま

す。今は昔、イザベラ・バードという者ありけり。

野山に交じりて山菜を取りつつ、よろずのことに使

いけり。時代は、今から約 140 年前の 1878 年、イギ

リスの女流探検家イザベラ・バードは、洋人女性と

して初めて東北を旅行しました。彼女は、山形の内

陸盆地の風景を絶賛し、「東洋のアルカディア」と言

いました。私たちは、イザベラ・バードに自分たち

の姿を重ね、五感、そして第六感を研ぎ澄まし、様々

な宝物を探しに行きました。 

 今、ご覧になって散る映像は、笹巻づくりの様子

です。笹巻づくりでは、6枚の笹でもち米を包みまし

た。リースづくりでは、縄をなって長くし、1カ月乾

燥させて作りました。これは、実際に作ったリース

です。計 4 日間のフィールドワークでは、ラディッ

シュの栽培や山菜採り、地域の方との懇談など、様々

な活動をして濃密な時間を過ごしました。 

 金山町では、目を凝らすと、何色もの緑色が目に

映ります。耳をすませば、ハナツグミや蛙の声が聞

こえます。空気はきれいで、山菜などの野菜も新鮮

です。また、金山の方々は温かく、とても優しく私

たちを迎え入れてくださいました。私たちが金山で

一番不思議に感じられたことは、時間の進みがとて

も遅いということです。私たちは、普段、時間に縛

られ、分単位で生活しています。スマホやテレビな

どの仮想空間や、車などの騒音に囲まれて生活して

います。それらすべてから解放され、思う存分、自

然を満喫できる夢の空間が金山にはあります。 

 私たちは、主に 3つの課題を考えました。 

 金山では、年々、人口が減少しています。私たち

は、川でホトケドジョウという絶滅危惧種を探しま

したが、見つけることができませんでした。また、

現在、金山の子どもたちは、テレビなどの影響で、

方言を聞き取ることはできますが、話すことができ

なくなっているそうです。 

 私たちは、宝物を守るために、大学生の視点から

問題解決に向けて考えてみました。まずは、方言に

ついてです。子どもが楽しく覚えられ、人の目に触

れる機会が多いという 2点に重きを置いて、「方言カ

ルタ」、「方言日めくりカレンダー」というものを考

えてみました。一例を紹介します。まずは、カルタ

です。「め」。「目と目が合ったら『おばんです』」。「ひ」。

「ひじゃかぶを打つ」。次に、日めくりカレンダーで

す。「火の用心、マッチ一本火事だべや」。これらを

金山町のゆるキャラに PR してもらえば、方言に関心

を持つ子どもが増えると考えました。しかし、金山

町には、公式のゆるキャラがいませんでした。そこ

で、私たちは、公式ゆるキャラを誕生させることを

提案します。フィールドワークで私たちが発見した

金山の魅力や、金山の豊かな自然を紹介できるキャ

ラクターを、4体考えてみました。これらは、メンバ

ーがそれぞれデザインした案です。公式のゆるキャ

ラを誕生させ、広報誌に載せたり、お祭りでパフォ

ーマンスをしたりして、ゆるキャラの力を借りなが

ら町全体を盛り上げてはどうかと考えました。子ど

もたちの歓心も沸き、人気者になり、過疎化の解消

にも良い方法になると考えます。 

これらの手がかりを参考に、宝物を探しました。

ご清聴ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「山間地の宝物」活動報告の様子 
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○齋藤 

 ありがとうございました。次に、真室川町の「子

どもたちの自然体験支援講座１」に参加されました

学生さんたちの活動報告になります。 

 

 

○学生 

 これから、私たち「子どもたちの自然体験支援講

座」の報告を始めます。まず、私たちは、地域の課

題解決ではなく、今回の活動をとおして感じた、子

どもたちと私たちの成長について発表します。 

まず、活動内容です。1回目は、カレーなどの野外

炊飯、山登り、たき火、自分たちでテントを立てて

そこに泊まるテント泊をしました。2回目は、1回目

の活動に加えて、川で子どもたちと一緒に遊びまし

た。 

2 回のフィールドワークを行って、子どもたちの成

長に驚かされる場面がたくさんありました。 

まず、テントの設営と、片付けでした。1回の時は、

私たちの指示がないと動けなかった子どもたちが、2

回目の活動の時には、私たちの指示がなくても協力

しながら自分たちの力だけでテントを設営できるよ

うになりました。子どもたちの活動に積極性が見ら

れるようになりました。また、1回目の時には、テン

トをしまう袋を無くしてしまったのですが、前回の

失敗を活かして、袋の置き場所を決めて、前回の失

敗を繰り返さないように工夫をしました。 後に、

山登りの時です。 初は子どもたちが自分勝手な行

動をしていたのですが、2回目の活動の時には、ほか

の班員を励ましながら、みんなでゴールしようとい

う意識が芽生え、活動に協調性が見られるようにな

りました。以上、3つのこと初めとして、子どもたち

の成長をたくさん感じた 4日間になりました。 

 次に、私たちフィールドワーク生の成長について

お話しします。 

 今回のフィールドワークをとおして、 も養えた

能力は、目標から企画を立てる企画力や、行動に移

すことができる行動力だと感じています。 

具体例として、アイスブレークを挙げて説明しま

す。アイスブレークとはこのようなものです。1回目

から 3 回目までは、子どもたちが楽しめれば良いと

いう考えだけでゲームを考案していましたが、アイ

スブレークをやる意味は何なのかについても考える

必要があると思い、全員で次の活動に合った目的を

先に決め、それに沿ったゲームを考案しました。こ

こで実演します。 

 皆さん、こんにちは！元気がないなあ。こんにち

は！もっと声が出るぞ？こんにちは！ありがとうご

ざいます。今から、リズムゲームをします。喋らな

いで、私の真似をしてください。（手と膝を叩く）。

先に、大きな声で挨拶をさせ、一人の話に耳を傾け

させること、一体感を出して、もし場の雰囲気を壊

したがる子がいれば、その子自身に気づかせること

をねらいとして、このゲームをやりました。次に、

チームでリズムゲームをします。声を出してやりま

しょう。トン・タン・トン（トンで自分の手を叩き、

タンで両隣の人と手を叩く）。タン・タン・トン。こ

の、チームでのリズムゲームでのねらいは、次の活

動への切り替えを意識させるとともに、班で協力し、

一体感を感じさせることです。ほかにも、物を使う

ゲームでは、ふざけだす子が出てくると予想するな

ど、常に 低、 高の状況を予想し、アイスブレー

クをやりました。先程お言葉をいただきましたが、

施設の方から、ここ 3 年間で一番良いアイスブレー

クだったとお言葉をいただき、私たちも、達成感と

私たち自身の成長を感じることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもたちの自然体験支援講座１」活動報告の様子 

 

 まとめです。神室の自然の中で普段できない体験

をして、参加したみんなが成長できました。神室少

年自然の家の方々、子どもたちに感謝しています。

以上で、私たちの発表を終わります。ご清聴ありが

とうございました。 

 

○齋藤 

 ありがとうございました。次に、新庄氏の「マル

シェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前

図書館～」に参加されました学生さんたちの活動報

告になります。 

 

○学生 

 皆さん、こんにちは。これから、マルシェ“本活プ

ロジェクト”の活動報告を始めていきたいと思います。 

私たちは、5月 14日、15日と 6月 18日、19日のフィ

ールドワークで、主に 3つの活動を行いました。 

 一つ目は、移動図書館です。来場したお客さんに読

み聞かせを行いました。二つ目は、ワークショップで

す。ブックカバーやしおり作りを行い、2 回目の活動

では、塗り絵の作成もしました。三つ目は、kitokito 

books です。kitokito books とは、2冊本を持ってく

ると 1冊好きな本と交換できるというものです。ここ

では、お客さんの対応をしたり、しおりを作ってお客

さんに配布したりしました。 

ここで、4 日間の活動を動画にまとめたのでご覧く

ださい。まず、1回目の活動です。新庄市立図書館で、

読み聞かせのレクチャーを受けました。新庄市への思

いを聞きました。会場の設営の準備もしました。こち

らは、ブックカバーとしおり作りです。こちらは、ワ

ークショップの様子です。こちらは、kitokito books

です。フィールドワーク 2回目です。まず、企画会議
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です。読み聞かせの練習と、しおりもたくさん作りま

した。夜もたくさん練習しました。そして、当日です。

たくさんの人が来てくださいました。本をとおして、

たくさんの人とつながることができました。 

私たちは、3 つの活動をとおして、特に kitokito 

books に改善が必要だと考えました。課題としては、

他の2つの活動に比べて、中心的な活動になりにくい、

集客率が低いという2点が挙げられました。集客率が

低い理由として、kitokito books の場所が分かりにく

いことがあります。このように、kitokito books と移

動図書館には距離があるということで、分かりにくい

と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前 

図書館～」活動報告の様子 

 

次に、解決策として次の提案をします。1 つ目は、

足跡を作ることです。例えば、ディズニーランドでは、

アトラクションの誘導のために、足跡を利用していま

す。これを kitokito books で取り入れれば、場所が

より分かりやすくなると思います。次に、SNS の強化

です。スライドにあるようなチラシや広告を利用しま

す。図書館のSNSを活用し、情報を広めることによっ

て、より多くの人に知ってもらえると考えます。3 つ

めは、本を持ってきてくれた人と、その本を持って写

真を撮ることです。持ってきた人ともらう人をつなげ

ることができると思います。本活プロジェクトの目的

である、人と人をつなぐ活動ができると思います。 

 以上で、私たちの活動報告を終わります。ご静聴あ

りがとうございました。 

 

○齋藤 

 ありがとうございました。ここまで、企画してい

ただいた方と、参加した学生さんの発表になります。

皆さまのご協力によりまして、時間どおりに進んで

おります。それで、若干ここから休憩を挟みまして、

第 2 部を 14 時 40 分から始めさせていただきます。

14 時 40 分までには、指定の班へご着席いただければ

と思います。それでは、休憩に入ります。 

 

 

 

～休憩～ 

 
 

■ 第２部 グループ討論と発表記録 
第２部座長 山形大学教育開発連携支援センター 

橋爪孝夫 講師 

 
【要旨説明】 
〇小田 
 若い人は、「現在のもがみの課題と未来のもがみ
について考える」とありますけれども、もう課題は
考えずに、100 年後、200 年後にユネスコの世界遺
産になる祭りを考えましょう。 
祭りを考えるときにどうするか。今、もがみにあ

る祭りを拡大してもいいです。そうではなくて、例
えば札幌で行われ、日本国中に広まった、よさこい
ソーラン祭りのように、余所でやったものをやって
もいいだろうと思います。よさこいソーラン祭りは、
観光地にすごく人を呼んでいる。札幌ですと、雪祭
りとかよりも、それ以上人を呼んでいる祭りです。
これは、つい 近なんですね。高知で、よさこい祭
りがありました。それを見た北海道大学の学生が、
これをうちでもやりたいと言い出して、よさこいの
鳴子を持ったら後はどうでもいい状態で、よさこい
ソーラン祭りが始まったんです。それが今は、いか
にも本家のようになってますけれども。このように、
山形大学の学生さんがいて、それぞれの地元があっ
て、それぞれの祭りがある。それを、こちら側に移
したり、また、まるっきり移さなくても変形させた
り。よさこい祭りというのは、高知です。高知のも
のをソーランと一緒にして、滅茶苦茶な若者の文化
に受けるような形にして、爆発しています。日本国
中に広まるようになった。そういうものを起こして
もらって結構です。 
さらに、祭りではなくても、行事でもいいです。

何かのおしとやかな行事、しっとりしたものがあっ
て、それを何とか「もっとこれは人に見せてもいい
だろう。世界的に広まってもいいだろう。」という
ものをやってくださってもいいです。これから小学
生の年中行事になったりもするでしょう。何だっけ、
カボチャの祭り。あ、ハロウィンですね。ハロウィ
ンなんて僕らの時はありませんでしたからね。つい
近ですよ、あんなの。そういう形でですね、決し

て伝統文化というものが、今あるものが、大昔から
あったものではない。それを、考え出してもらって
も結構です。 
自分の故郷のお祭りを持ってきてもいいし、ハロ

ウィンみたいな面白い祭りを、こっちでもやろうじ
ゃないかというのでもいいです。少し変形を加えて
考えてみてください。例えば、今日出てきた番楽な
んかも面白い。世の中は、これを知らない。知って
ても神楽しか知らない。神楽も若者たちは知らない。
番楽という言葉を世界中に広めようじゃないかと
いうのでもよろしいです。 
もう一つは、別に毎年やる祭りじゃなくてもいい。

4年に 1回でもいいし、2年、3年に 1回でもいい、
たった 1回でもいいです。例えば、それはどういう
ことかと言いますと、豊臣秀吉。豊臣秀吉は、大茶
会をやった。北野天満宮で庶民、どんな乞食でもい
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いから集まってお茶を飲もうぜと言って。今でもみ
んな知っています。たった 1回の大茶会でしたが、
それでも我々の記憶に残っています。たった 1回だ
としても、自分の人生の中で「こういうものがあっ
た」と言えたら素晴らしいじゃないですか。それを
是非とも、地元の人と若い力で考えていただきたい
と思います。 
 そこに、やろうと思ったら、いろいろと課題が見
つかります。だから、一番始めに誰々が何かをやり
たいと言ったら、すぐそれを潰して次に行った方が
いいですからね。一つに固執したら発展性がなくな
ります。いろんな人が一つずつ考えて、「あなたの
面白いじゃないか」と言う形で乗って行って、具体
的にどうしたらよいかを考えるんです。面白いと思
わないものは、決して面白くないですからね。そう
いうつもりで、何か面白いものをやってみてくださ
い。若者たちから、何かとんでもないものが出るか
もしれないけれども、一拍をおいて考えてもらった
ら、本当は面白いかもしれない。そういうものを、
考えていっていただければと思います。 
 後に、各グループの発表ですが、各グループか
ら 3分の発表をしていただきます。誰か代表者を決
めておいてください。多分、若い大学生になるかと
思いますけれども、始めに決めておいていただけれ
ば、後は気楽になると思います。そして、2分間の
質問時間をとります。一番始め、A班の発表の時に、
もし質問が出ない場合は、E班が質問をしてくださ
い。ですから、1 つは質問が出ることになります。
次が、B班の発表になります。B班の時には、A班
から質問と、追いかける形で質問をしていきます。 
 是非とも楽しいものを考えてもらって、「今日の
話し合い、楽しかったな。実りがあったよな。」と、
帰って人に話せるような話題になってほしいと思
います。それが、もがみの活力になっていくんじゃ
ないかと思います。 
 
○橋爪 

 小田先生、ありがとうございました。時間ですが、
16時までを目途にしていただき、16時からはすぐ
に A班から発表を始められるようにご準備いただ
ければと思います。それでは、早速よろしくお願い
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループ討論の様子 
 

【発表会】 
〔A班〕 
○発表 
 これから、A 班による提案を発表します。私たち A

班は、「冬に花火はじめました」という企画を提案し

ます。企画の説明をします。 上にある8市町村から、

冬に雪の中で花火を上げるという企画です。お祭りの

対象は、地域の皆さんや、雪を見たいという海外の人

で、中と外から盛り上げるお祭りにしたと考えました。

また、冬に花火を上げることで、写真を撮って、それ

らをSNSに上げて、拡散するという企画も考えました。

また、会場で、山形名物である玉こんを配布したり、

おでんを配布したりすることで、暖まりながら花火を

見られるという企画にしました。 

 この企画を考える上で、世界遺産に新庄祭りが登録

されようとしているので、新庄市が引っ張っていくの

を他の市町村が支える形で、どの町でもできるお祭り

をしようという考えから、この企画を提案しました。  

冬に花火を上げるという企画を考える上で、冬の

上を盛り上げようという考えから始まり、戸沢村で紙

風船祭りという祭りが行われていることをヒントに

しました。以上です。 

 

○質疑 

E 班の佐藤です。花火は、8 市町村でとのことです

が、1日にその場所ごとで行うのか、「この日はここで」

というように日程ごとに行うのか、その辺はどのよう

にされますか？ 

 

○応答 

 私たちが考えた企画では、バスツアーのような形で、

各市町村で花火を上げる時間をずらして、巡ることが

できるようにと考えました。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A班による発表の様子 

 

 

〔B班〕 
○発表 
 これから、B 班による発表をはじめさせていただき

ます。B班が考えたのは、「神輿
み こ し

甲子園」という企画で

す。 上地区8市町村から、伝統的な神輿と創作的な

神輿を呼んで、祭りをしようじゃないかという考えが

出ました。また、 上地区8市町村だけでなく、他県

や海外からも創作的な神輿を作ってもらって行うと
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いう考えが出ました。 

 また、特産物のアピールとありますが、創作神輿の方

で 上の木を使った楽器などを作っていただいて、それ

を祭りに来ていただいた人に買っていただき、祭りに参

加してもらいます。その参加者の人に、お礼として特産

物を配布して、お土産として持ち帰ってもらうと言うこ

とを考えました。そうすることで、特産物のアピールに

つながると考えました。その理由としては、やはりお祭

りは見ているだけではつまらないので、参加型の方が大

生の人が楽しめる内容になるのではないかと考えたか

らです。これでB班の発表を終わらせていただきます。 

 

○質疑 

 A 班の氏家です。発表ありがとうございました。コ

ンセプトが「神輿甲子園」となっているのですが、甲

子園ということは、作ってきた神輿のクオリティーや

作品を競ったりするお祭りになるのでしょうか？ 

 

○応答 

 はい。統的な神輿と創作神輿の2つの部門があるの

ですが、それぞれに賞を作り、それを目指して努力し

ていただくことで、より多くの市町村が活発に活動す

ると思います。それが活性化につながるのではないか

と思います。 

 

○質疑 

 では、その部門ごとに「○○賞」というものを設け

て、それを目指して頑張ってもらうという感じでよい

でしょうか？ 

 

○応答 

 はい、そういうことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B班による発表の様子 

 

 

〔C班〕 
○発表 
 これから、C 班の発表をはじめます。私たちは、ま

ず、年に 1回の祭りとして1日だけ全国からお客さん

を集めるのではなく、1年間を通してお客さんで賑わっ

てもらいたいという思いがありました。そのため、1年

間に4回、春夏秋冬と季節ごとに祭りを開いて、年間を

通してお客さんを集めてはどうかと考えました。 

 新庄祭りは、50 万人のお客さんを呼んだそうですが、

目標は、100万人を年に4回集めることです。また、「四季
し き

彩
さい

祭り」とありますが、これは、年に4回祭りがあるか

ら「四季」が入っています。そして、「色彩」という言

葉があるじゃないですか？「色あざやか」という意味の

色彩ですが、自分が金山のフィールドワークを体験して、

豊かな自然を感じて、自分の心も磨かれていったので、

この「色あざやか」という文字を入れたくて、その思い

を込めました。そして、年に4回祭りを開くにあたって、

1年間を通して一貫性を持たせるために、「食」というキ

ーワードで4つの祭りをつなぎました。山形は、麺の消

費量が全国1位だそうなので、季節ごとの食材を活かし

たラーメンや蕎麦を作ったらどうかと考えました。春は

山菜祭り、夏は新庄祭り、秋は収穫祭、冬は雪祭りとい

う大きな祭りの中で、季節ごとに美味しい食材を提供し

ます。 

また、食だけでなく、季節ごとに催し物を開きます。

新庄は、漫画「HUNTER×HUNTER」の作者の出身地なので、

それを活かせば、日本全国だけでなく、海外からも人を

集めることができると思います。若者には絶大な人気が

ある漫画なので、100 万人動員できるのではないかと考

えました。冬は、先程の班でも出ましたが、花火を上げ

ることで、澄んだ美しい空気の中で、きれいな花火を上

げられるのではないかと考えました。しかし、季節風な

どで花火が風に流されてしまうことや、気候面で様々な

影響を受けることが考えられるため、その辺は考慮しな

ければならないと思います。また、納豆汁や漬け物は、

この地域でとても美味しいそうなので、ぜひ出した方が

よいと思いました。以上です。 

 

○質疑 

 春夏秋冬の食材としてアスパラやキュウリやトマ

トなどを挙げていますが、これをラーメンや蕎麦に入

れるということですか？ 

 

○応答 

 ご質問ありがとうございます。アスパラやキュウリ、

トマトは、 上地区で特に生産されているということ

なので、これはそのままお客さんに買ってもらったり、

お祭りで試食として提供したりすることにして、ラー

メンや蕎麦には山菜などを使用します。キュウリやト

マトなどは冷やし中華などにも合うと思うので、使用

する食材は料理ごとにアレンジを加えて提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C班による発表の様子 
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〔D班〕 
○発表 
 D 班の発表を始めます。タイトルは、「夏だ！食え、

舞え、祈れ！大学生による祭りバトル」としまして、

内容は、大きく 3つあります。まず、大学生による日

本一の祭りサークルコンテストを企画したいと思い

ます。それに合わせて、 上の有名な食べ物も売り、

ついでに肉に関連して全国の有名なお肉屋さんを呼

んで「肉フェス」も開催し、かつ、 上地域のパワー

スポットも紹介しながら、様々なスポットに行っても

らうということを考えました。今から、詳しく話して

いきたいと思います。 

 まず、祭りサークルコンテストについてです。全国

の大学の祭りサークルに来てもらって、踊ってもらっ

て競うということで、日本一の称号を得られるような

大会にすることが目的です。日本一の称号のためには、

必ず全国の大学生が集まりますし、舞台もだんだん凝

ってきて、工学部の人がグラフィックで舞台を盛り上

げたり、芸術学部の人が舞台で踊る背景も考えてくれ

たりして、全学部の人がその大会に向けて頑張ると思

います。そうなると、山大生も負けてられないとなっ

て、全国の大学かつ全ての学部の学生が、「 上の大

会ってすごいね。 上の大会ってどんなのだろう。

上ってどんなのだろう。」というふうに繋がり、大学

生という若い世代が 上に関心を持つようになって、

そこから 上の地域活性化に繋げていけるのではな

いかと考えました。 

 その経済的効果と将来性ですが、肉フェスをするこ

とで、利益が出ます。また、 上に来るだけでなく、

山形の他の地域に行くことにも繋がると思うので、そ

こでの経済効果も上がると思います。そして、日本一

の称号の得ようと、優勝を狙って毎回参加団体が来る

ので、毎年続けていけるイベントになると思います。

パワースポット巡りは 1日では回れないので、長期滞

在に繋がり、それも経済効果があると思います。 

 コンテストは A、B、Cに分かれて競うこと西田井と

思います。投票方法は、肉を食べるときの割り箸に色

をつけて使用すれば、投票に使うことでゴミが出ない

のではないかと思いました。以上です。 

 

○質疑 

 ダンスの称号は、本当に欲しいものなのでしょう

か？すごくないと人が来ないと思うのですが、どうで

しょう。 

 

○応答 

 ご質問ありがとうございます。全国一の称号という

のは、ひとまず「全国の団体を集めて競う」ことだけ

で競争が起こると思うんですよ。例えば、運動会でも、

勝手に赤と白に分けられるだけで、相手に勝とうとい

う感じになるじゃないですか。それと同じ感じで、「全

国でサークルを集めて競います」とすることによって、

「自分たちが競った」ということを参加団体が感じら

れますし、なおかつ勝ったとなると「全国一だ」とい

う考えになると思います。それを続けていくことによ

って、「全国一の称号」の価値が築き上げられていく

のではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D班による発表の様子 

 

〔E班〕 
○発表 
 E 班の発表を始めます。私たちが考えたのは、「モガ

コレ～平凡な日常からの解放～」というお祭りです。

これは、 上 8市町村で行う祭りで、8月に行おうと

思います。次が重要なのですが、対象は老若男女とい

うことで、全世代が楽しめるような祭りを企画しまし

た。 

 概要を説明します。まず、「モガコレ・サン」。これ

は、8 市町村ごとにテーマを決めて、変装してもらい

ます。例えば、金山町でしたら、さっき僕の班の発表

にもありましたが、イザベラ・バードという女流探検

家が有名なので、それにちなんで、中世の貴族をテー

マに変装をしてもらうような感じです。鮭川村でした

ら「トトロの木」が有名だそうなので、ジブリの何か

しらの変装を、舟形町は、「縄文の女神」が有名だそ

うなので、日本の歴史にちなんだ武将などの変装をし

てもらいます。どのように変装・仮装するかというと

ころですが、これは、企業等と連携して、衣装を貸し

てもらったりして変装・仮装をします。また、料理も

出したいので、屋台みたいなブースを、大学のサーク

ルなどにも依頼してもらって、そのブースで食べ物を

出すことで食も楽しんでもらおうと思います。 終日

は、市町村ごとに決まっているとおりにテーマ（部門）

ごとに人気投票して、そこで選ばれた人たちが 終日

に集まり、発表会「モガコレ」で披露してもらいます。 

 そして、「モガコレ・ムーン」。「モガコレ・サン」

と「モガコレ・ムーン」があります。昼間は子ども達

がメインなのですが、やっぱり大人も楽しみたいじゃ

ないですか。「モガコレ・ムーン」は、大人がメイン

でやってもらうものです。仮装している人は安く飲食

できたり、安くお酒を飲んだりできることで、大人に

も楽しんでもらいます。大人が楽しむために、子ども

には野外活動をしてもらおうということで、 上地区

の自然の家や学校を開放して、キャンプをしてもらい

ます。このように、大人は大人で、子どもは子どもで

楽しんでもらいたいと思います。以上です。 

 

○質疑 

 発表ありがとうございます。E班の氏家です。「モガ

コレ・サン」についてなのですが、仮装して終わりで
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すか？仮装して発表会という話がありましたが、例え

ば仮装して踊るだとか、仮装して町を練り歩くとか、

仮装して何をするのかという部分について考えがあ

ったら教えてください。 

 

○応答 

 まず仮装してもらって、町にブースとかが出てるの

で、仮装した状態で1日を過ごしてもらおうというこ

とでございます。それでもって、 後に発表会をしま

す。各市町村の代表者を選んで、パリコレみたいに歩

いたりして、投票してもらって、ということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E班による発表の様子 

 

 

○橋爪 

 ありがとうございました。おかげさまで、ほぼ予定

どおりに進めることができました。 後に、閉会の挨

拶ということで、小田先生からコメントをいただきた

いと思います。小田先生、よろしくお願いします。 

 

○小田 

 どうも、みなさんご苦労様でした。話を聞いていて、

大変面白かった。それぞれ、自分の班の思い入れが強

いので、自分の班が一番面白いなと思っていると思い

ます。私もそうですけれども。 

あえて余所の班を言うと、僕が面白かったのは、D

班がすごく面白かった。D 班の肉フェスは、たぶん個

人的な思いがある人がいると思うし、こじつけのとこ

ろがあるかもしれないけれど、大学生のサークルのフ

ェスティバルは実現も可能だろうし、インパクトもす

ごく大きい。すごく大きいです。現地で無いですよ、

そんなもの。スポーツ大会がいろいろとあったって。

また、山形大学にも花笠祭りの四面楚歌というサーク

ルがあります。無いような県でやってもどうしようも

ない。そして、この四面楚歌というものは、大体この

エリアキャンパスもがみと同じくらいの歴史です。エ

リアキャンパスもがみができた時に、その大学祭を

上でやったんですよ。平成 17 年の開所式で。その時

に四面楚歌さんにも出てもらったんですが、できたば

っかりで着るものも無い。ジャージで出てきました。

そういう時代です。その翌年から入学式でも踊っても

らった。このように、エリアキャンパスもがみと歩ん

できた道です。今は、山形大学の中でも巨大な勢力と

なりました。例えば、岩手大学にしても、さんさ踊り

のサークルがあります。北海道大学には、よさこいソ

ーランのサークルがあります。このように、それぞれ

の土地の祭りに関するサークルがあるだろうと思い

ます。それが出てきて、一同に山形県人が、僕がそれ

を見に行ったら、すごく面白いと思います。ここに来

て見られるし、大学生だから技術もかなり高い段階ま

で行っている。そして、元気もいい。しっとりした踊

りのサークルもあると思いますよ。そういうものを一

同に見られるということは、想像しただけで気持ちが

良いと思っています。それを 8市町村の話し合いで行

うなら、絶対に失敗します。どこかの市町村か抜け出

てやってくれればいいと私は思っています。当然、大

学生は来て泊まってくれるでしょう。肉フェスに出な

くたって。割と大学生は優しいなと、僕は思っていま

す。何とか地元を発展させてあげようと思っている。

だけど、それは自然に発展しますよ。大学生は、少な

くとも来る。他の柔道やら剣道を見ても、全国大会に

出るなら自分たちで金を持って来るんですよ。そして

泊まる。そういうところで、すごく華やいで良いこと

になるんだろうなというイメージを持ちました。 

ぜひとも、市町村の方々、どこかで開催すれば後か

ら「ああ、徳島県で行われたよ。俺たちアイデアがあ

ったのに」と言うのが、いつもの負け戦の話です。そ

んなの何の意味も無い。はっきり言って。「8市町村の

話し合いができなければできませんよ」と？話し合い

して上手くいくわけないじゃないですか。そんなの分

かりきった予定調和の話です。どこかの所がやって成

功したら、その所が権利を他の市町村に分担していけ

ばいいだけです。全国の大学の祭りサークルの大会を

する。優勝者が出る。 上8市町村の「○○町杯」が

出れば、それは全国の祭りサークルのレベルは上がっ

ていくと思います。マスコミも非常に大きく取り上げ

るでしょう。というふうに、D 班をすごく持ち上げて

ますけれども、他の班からもいろんなアイデアが出て

きました。それが実現できるかどうかにおいては、先

程も言ったように、平等とか何とか言ったってどうし

ようもなくて、どこかがやらないと。今じゃないかも

しれない。5年後、10年後かもしれない。でも、いつ

か花開くかもしれない。そして、そのような思考を温

めていたら、違うアイデアも生まれるかもしれない。

このように「考えること」が、我々の一番の財産だと

思います。どうも、皆さんご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会の挨拶の様子 

 



「エリアキャンパスもがみ」は平成17年３月22日に山形大学と最上地域における教育・研究・社会貢献、そして地域活性化に資す
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協力隊、タウンミーティングなどを通して地域活性化に向けた様々な取り組みを行ってきました。
そこで第１部では、フィールドワークを実施いただいた市町村の方々と、受講した学生達の体験の一端を紹介することで情報の
共有を図り、さらに充実した地域活性事業の構築に役立てることを目指します。
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「現在のもがみの課題と未来のもがみについて考える」「現在のもがみの課題と未来のもがみについて考える」

【報　告】“つばさ”プロジェクト実施報告

【第1部】フィールドワーク報告会

【第2部】グループ討論と発表

■場所　新庄駅前 玄柳館ホテル（予定）　■時間　16：45～18：30　　
■会費　4,000円 （当日、受付で承ります）

情報交換会

（１）平成28年度「大地連携ワークショップ in 韓国」について（１）平成28年度「大地連携ワークショップ in 韓国」について
山形大学教育開発連携支援センター 講師　呉屋　淳子山形大学教育開発連携支援センター 講師　呉屋　淳子

（２）平成28年度「大地連携ワークショップ in 真室川町」について（２）平成28年度「大地連携ワークショップ in 真室川町」について
真室川町教育委員会教育課生涯学習・スポーツ担当 課長補佐　庄司　利彦真室川町教育委員会教育課生涯学習・スポーツ担当 課長補佐　庄司　利彦

（１）フィールドワーク実施市町村による報告（１）フィールドワーク実施市町村による報告

（２）フィールドワーク参加学生による活動報告（２）フィールドワーク参加学生による活動報告

・「里地里山の再生」について・「里地里山の再生」について
舟形町役場地域整備課生活環境班 班長　大山　邦博舟形町役場地域整備課生活環境班 班長　大山　邦博

・「子どもたちの自然体験支援講座」について・「子どもたちの自然体験支援講座」について
山形県神室少年自然の家 研修主査　柿崎　　健山形県神室少年自然の家 研修主査　柿崎　　健

・「山間地の宝物を見つけよう」
・「子どもたちの自然体験支援講座１」
・「マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前図書館～」

・「山間地の宝物を見つけよう」
・「子どもたちの自然体験支援講座１」
・「マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前図書館～」

真室川町真室川町
金山町金山町

新庄市新庄市

山形大学エリアキャンパスもがみ（新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、山形大学）山形大学エリアキャンパスもがみ（新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、山形大学）
山形大学エリアキャンパスもがみ　最上事務局（担当／森・澤野）

0233（３2）1８９０　　　　qqkr3mpd@mkc.jp申込締切 11月４日（金） お申し込み先 TEL・FAX E-mail

主 催

土

新庄駅「ゆめりあ」 2階 会議室
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（情報交換会は会費制）
参加費無料
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第５章 今後の展望 

―授業「フィールドワーク共生の森もがみ」

の選択必修化を考える― 

教育開発連携支援センター 

小田 隆治 

 

Ⅰ はじめに 

全学共通の基盤教育の授業「フィールドワー

ク：共生の森もがみ」は「エリアキャンパスもが

み」が設立された平成 17 年の翌年から開講され、

「エリアキャンパス」の中核的事業となっている。

平成 18年度から平成 28年度までの 11年間の履修

生の総数は 2,726 人に上る。11 年間でこれだけた

くさんの学生が最上を訪れたのである。他の事業

でも学生たちは最上に行っているが、その人数は

この授業の人数よりも一桁は少ないであろうし、

その一桁少ない学生たちにしてもこの授業を履修

したことがきっかけで最上を知り、再訪すること

になった者たちがほとんどである。 

 この 11 年間に関係者は授業の改善だけでなく、

履修生の確保に最善を尽くしてきた。この授業は

選択科目であったので、開講しても学生が集まる

保証はどこにもなかった。学生が集まらなければ

授業は開けないのだ。 

 平成 29 年度からは基盤教育のカリキュラムの

改定が行われ、「フィールドワーク」は「基幹科

目」の中の「山形から考える」という領域に入る

ことになる。この「山形から考える」の領域は必

修科目となるので、これまでの選択科目とは履修

生の確保の点からいって大きく違った状況が生ま

れてくる。もう一つ大きな変更点は、「山形から

考える」の領域が 2 単位必修であり、2 単位が上

限だということだ。これまで上限は設けられてい

なかったので、学生たちの中には前期と後期に「フ

ィールドワーク」を履修して 4 単位を修得する者

もそれなりにいた。 

授業の必修化と上限 2 単位が「フィールドワー

ク」の授業にもたらす影響を考えてみることにし

よう。 

 

Ⅱ プログラム数や定員を増加することによる影響 

 平成 18 年度に開始した「フィールドワーク」の

現地体験宿泊型授業は、全国においても先駆的で

ありかつ成功例となっている。早ければ先駆的で

あることはともかく、成功例というのは、これま

で 11 年間という長期に亘り大規模（8 市町村とい

う規模とそこから出される年間 25 程度の教育プ

ログラム、そして毎年 200 名を超える受講生）で

継続できているという点にある。単年度や 2、3

年間ならともかく 10 年間を越える長期に亘って

連続的に開講できている地域の人たちと一緒に行

う授業は、日本の中でもそう多くはないはずであ

る（私が知る数少ない成功例としては、同志社大

学のＰＢＬを上げることができる）。 

大学あるいは地域の熱意を持った担当者がいな

くなったり、地域の人たちが負担に思うようにな

ったり、大学あるいは地域に財政あるいは人的な

過度の期待を抱くようになって軋轢が生じ、途中

で消滅するケースが多いのである。授業者が一人

で大学の教室で授業をするのとは訳が違い、常識

や利益や目的が異なった学外の人と一緒になって

授業を長期に亘って遂行していくことは、かなり

難儀なことなのである。 

 当初は学内で白い目で見られていた「エリアキ

ャンパス」の「フィールドワーク」も、学外から

高く評価されるようになって、学内でも山形大学

の一大特色に位置付けられるようになった。そこ

で外部の資金を獲得するために「エリアキャンパ

ス」は利用されるようになり、現地体験宿泊型授

業の「フィールドワーク」を拡充する提案が何度

も内々で私のところにもたらされるようになった。

私は一貫して「フィールドワーク」を拡充するこ

と、すなわち年間 25 程度実施しているプログラム

を倍増し受講生の数も 500 人くらいにするという

提案には強く反対してきた。なぜならば、現在の

プログラム数においてもやっとのことで数をそろ

えているのが実態だからだ。もし少しでも気を抜

くとすぐにプログラム数は減少していくであろう。

こうした大学と地域の良い意味での緊張関係が常

に存在してきたのだ。 

また、プログラム数を増やさないで各プログラ

ムの定員を増加することはできないか、という提

案もなされたことがある。だが、プログラムの定

員が増えるとすべての学生たちに目配せができず、

教育効果が低下してしまうおそれがある。実際、

過去に定員を増やしたプログラムが質を低下し、

学生たちから大きな不満が表出された。野外での

教育になれた教員であってもフィールドでたくさ

んの学生を扱うことはできない。ましてや教育経

験のない地域の人々にとっては人数の多さは制御

不可能に陥ってしまい、それが学生の不真面目さ

のせいに帰されたとしても不思議ではない。地域

の講師の研修を現在でも毎年行っているが、それ

も限度があり、研修会の回数や時間を増やすわけ

にはいかないのである。かようにプログラムの数

や定員を増やすことは地域の負担増と教育効果の

低下を招き、ひいては「フィールドワーク」全体

の破綻をもたらす、負のスパイラルになることを

恐れるのである。一回壊れたものを元に戻すこと

は、ほとんど不可能である。 

 

Ⅲ 必修化することによる体制への影響 

「エリアキャンパス」の「フィールドワーク」



第一部 研究年報 第５章 今後の展望 

49 

 

が全国で名をとどろかせると、山形大学の特色と

して「フィールドワーク」を必修化しようとする

動きが以前からあった。しかし必修化するために

は山形大学の 1 年生およそ 1,700 名が受講できる

プログラムを準備しなければならない。上記のよ

うにプログラムを増やすことや定員を増加するこ

とは決して容易なことではないし、ましてや現在

の 6 倍以上の学生を受け入れることはそれ相応の

段階（年数）を踏まなければ無理である。丁寧に

設計しなければ、地元も受け入れにパンクし、以

後中止になったとしても不思議ではない。 

また、地元の受け入れ態勢のみならず、大学の

教職員やサポーターとしての学生、そして経費も

単純に今よりも 6 倍の上乗せが必要であろう。経

費をバブルに膨れ上がらせることはできない。 

 

Ⅳ 2単位という制限がもたらす影響 

平成 29 年度のカリキュラム改定によってなさ

れるのは、「エリアキャンパス」の「フィールド

ワーク」が「山形から考える」の授業科目群の一

つに入ったということであり、この「山形から考

える」のたくさんある授業の中から 2 単位が必修

であるということである。つまり「フィールドワ

ーク」自体は選択必修になったということが、正

確な位置づけなのである。そうした意味では、「フ

ィールドワーク」のプログラム数と定員は従来と

変わらない。 

 だが、学生が「山形から考える」の授業を 2 単

位しか取ることはできないことは、後期の「フィ

ールドワーク」を受講する学生が激減することが

予測できる。これまでは履修単位数に制限がなか

ったので、前期に履修した学生のうち後期も受講

する学生がかなりいた。こうした学生は前期に「フ

ィールドワーク」を受講して、この授業を気に入

ったのだ。だが、これからはこうした学生たちは

後期に受講したくとももはや履修することはでき

ない。 

 予想しうる学生たちの動向は、入学すると前期

に必修単位を取ろうとするであろう。後期に延ば

して、後期で取れなかったらという不安があるか

らだ。計画的なバランスの良い履修という建前で、

後期に回す学生がそう多くいるとは思えない。こ

うして「フィールドワーク」の後期に 10 あるプロ

グラムを履修する学生は極端に減少することが予

想される。さらにこれまで後期の履修者の中には

前期に履修した学生が多かったことから、学生た

ちの意欲は高かった。これからはそうした学生が

いないので、地元の関係者はこれまでと様変わり

した学生たちの意欲のなさに落胆するかもしれな

い。すると翌年からは地域から出される後期のプ

ログラムは減少する恐れがある。履修生がいなく

なれば、それは致し方のないことである。大学と

しても後期の履修生の確保は難しいのである。 

 基盤教育の授業の厳選は、単位の実質化という

国の動きに単純に従ったものである。単位の実質

化とは、学生が一週間に履修できる授業を減らし

て、予習や復習をさせ、一つの授業の単位の重み

を増そうというものである。学生が時間割に週に

20 もの授業を埋めていては、授業外学習をする時

間はないので、単位が薄っぺらいものになるとい

うのである。学生たちの中には 150 単位を超す卒

業単位を取る学生がいるが、それでは一つの単位

の価値が低いというのである。こうした国の方針

に従って、基盤教育の授業数が減ったのである。

もちろん経営面から教員の人数をこれから削減す

るために手を打っているところも面もあり、そち

らの比重が大きいと思えるが、これも国の方針で

ある。 

卒業単位が 124 から 130 単位程度と限定された

ものならば、その限られた中で「フィールドワー

ク」の単位が 4 単位も占めるのか、と言えばその

必然性があるわけではない。2 単位が良いのか 4

単位がいいのか、それともそれ以上の単位が必要

なのか、それは卒業単位の中で相対的なものでし

かない。だがもっとも大事なことは、カリキュラ

ムが必修だけから構成され、学生の選択の余地が

なくなるのか、が最大の問題なのである。大学生

の主体性が最初に発露されるのは履修する授業を

選択することである。そして自分の興味関心に従

って、自分が伸ばしたいことや弱点を補いたいこ

とを重点的にできることである。そうした意味で、

個々の学生は自分に合ったカリキュラムを作成す

るのである。必修科目ばかりだとそれができない。

専門のカリキュラムが必修からだけ成り立ってい

ることは、専門性から納得できるが、教養教育が

必修科目からだけで成り立つことは、上記の意味

から言って、それは本末転倒である。それゆえ、

「フィールドワーク」は前期に履修した学生の中

で後期に履修したい学生がいてもそれを保証して

もいいのではないかと私は考える。 

 

Ⅴ 体験型授業の必修化と教育上の問題 

カリキュラム改定に伴って「フィールドワーク」

が選択必修化されたことがもたらす影響は、今と

変わらず授業を維持できるかという問題にあった。

これを心配しているのは、この授業には学外のス

テークホルダーが深くかかわっていることが大き

い。もし履修者が少なくなれば地域の人たちは落

胆して離れていくことが容易に想像できるからだ。 

こうした現場感覚の他に、「フィールドワーク」

が必修化されることに教育上の問題が大きく存在

することも指摘しておかなければならない。「フ

ィールドワーク」は基盤教育の中で開講される教

養教育であり、専門教育ではない注。教養教育は
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伝統的にリベラル・アーツから成り立っている。

しかし近年、教養教育というか全学共通教育に伝

統的なリベラルアーツ以外にジェネリックスキル

（汎用的技能）、コア・コンピテンシー、社会人

基礎力、人間力などという現代的な市民教育が入

り込んできた。 

「フィールドワーク」もコミュニケーションス

キル、社会性、課題発見・探求・解決能力などの

育成を教育目標としていることから、伝統的な学

問ベーストいうよりもジェネリックスキルの向上

を目指したものであることに間違いない。市民に

共通のスキルに位置付けられることから、「フィ

ールドワーク」を必修にするのは当然のことのよ

うに思われるかもしれない。 

我々の社会の中にはアスペルガー症候群の人た

ちがいる。かれらは他者とのコミュニケーション

が極度に苦手な人たちである。そうした人たちに

コミュニケーションを強要し、それに評価を下す

のは、少数者や弱者の排斥に繋がるだろう。我々

は社会にはコミュニケーションが苦手な人たちが

いることを学んできた。だが依然として、学校内

でもこうした人たちの十分な理解がなされていな

いし、教員たちはその教育方法も知らない。まし

てや地域の人々が講師ならばなおさらのことであ

る。 

幸い「フィールドワーク」の属する「山形から

考える」という科目群は、タイトルのように「考

える」ことを謳っているので、必ずしもグループ

活動や地域の人たちとの交流活動を必須としてい

るわけではないだろう。「考える」ことは一人で

もできる。究極的には一人で孤独に思考を深めて

いかなければならないのである。 

体験型学習と同じように昨今の「アクティブ・

ラーニング」におけるグループ学習についても同

様なことが言える。コミュニケーションが先天的

に苦手な学生は少なからずいる。それを強いるこ

とは暴力的であると言えるだろう。 

しかし、私は大学の授業から「アクティブ・ラ

ーニング」や「体験型授業」をなくせと言ってい

るのではない。その反対に、これらを推奨してい

る人間である。推奨しているからと言って、世界

を平準化したり、弱者を排斥するような、意識的・

無意識的な動きには抵抗する者である。どうして

私が「アクティブ・ラーニング」や「体験型授業」

を推進しているかというと、コミュニケーション

能力等はこれからの社会には必要な能力だと思っ

ているからだ。コミュニケーションが苦手な学生

の多くは体験不足による食わず嫌いが多いのでは

ないかと考えている。好き嫌いでコミュニケーシ

ョンをとらえていてはこの時代を乗り越えられな

いだろう。苦手なものでも克服できる。 

くどいようようだが、努力しても克服できない

人たちがいる。そうした人たちにそれを強いるこ

とはできない。一部のアスペルガー症候群の天才

だけでなく、コミュニケーションが極度に苦手な

すべての人たちも、充実した生をまっとうできる

ような寛容な社会であらねばならないと考える。 

 

Ⅵ おわりに 

「フィールドワーク」の価値を認めているがゆ

えに、これが縮小したり消滅したりして欲しくな

い。「フィールドワーク：共生の森もがみ」と「エ

リアキャンパスもがみ」がこれからも発展してい

くことを願う。 

 

注 小田隆治・呉屋淳子・橋爪孝夫、フィールド

ラーニングは教養教育の新しい教育方法であ

る、山形大学高等教育研究年報 8，38－43、

2016 
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「新庄まつりとオレ」～日本一の山車行列～ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：新庄市 

 

○講   師：新庄山車連盟会長 伊藤 洋一 氏、新庄山車連盟副会長 川崎 昭栄 氏、 

       新庄市山車連盟顧問 林 泰夫 氏、新庄山車連盟顧問 野川 北山 氏（山車人形師）、 

       新庄山車連盟相談役 羽賀 千尋 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 18 日(土)～19 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：五江渕 美咲（記録）、小林 あかり（記録）、秋野 沙羅(記録)、武田 莉沙（記録）、

奈良 凜花（発表）、栗原 綾乃（発表）、大城 悠太（班長）、朝妻 路英（発表）、 

風間 幹也（発表）、齋藤 拓郎（発表）、島田 遥奈（記録）、清水 駿(発表)、 

髙橋 里佳（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月１８日（土） 【１日目】７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

09:35 新庄駅着 

09:40 開講式 

    1）オリエンテーション 

    2）プログラム説明 

10:30 新庄まつりの人形に迫る 

12:00 昼食（各自） 

13:00 歴史センター見学 

14:30 アンケート調査の分析 

15:30 指導者との振り返り 

17:00 宿泊先着 

08:00 山形大学発 

09:35 新庄駅着 

09:40 タウンミーティングの準備 

12:00 昼食（各自） 

13:00 タウンミーティングの準備 

15:00 山車製作見学 

18:00 宿泊先着 

 

 

 

 

【２日目】６月１９日（日） 【２日目】７月１０日（日） 

09:00 アンケート分析の発表準備 

10:00 まつり囃子鑑賞 

    ※神室産業高校郷土芸能部演奏 

10:30 アンケート分析の発表 

11:00 ディスカッション 

    ※神室産業高校郷土芸能部参加 

12:00 昼食（各自） 

13:00 タウンミーティングの企画 

    ※企画から運営まで立案 

16:25 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

09:00 タウンミーティングの準備 

10:00 タウンミーティング 

「新庄まつりのＰＲを考える」 

12:30 昼食（各自） 

14:00 振り返り 活動総括 

16:25 新庄駅発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 五江渕 美咲 

 １回目の活動では新庄まつりについて学びました。私

を含めるメンバーのほとんどの人が新庄まつりについ

て何も知りませんでした。そのため、実際に現地でまつ

りについて触れることで驚きや感動が得られ貴重な体

験をすることが出来ました。 

 私が学んだ中で最も感銘を受けたことは、新庄まつり

の深い歴史と、まつりが成り立つ背景に地元の人の強い

思いと団結力があるということです。観光や人集めのた

めのまつりではなく、260年という長い歴史の中で今も

変わらず伝統が受け継がれています。特に新庄まつりの

目玉である山車は２０の町内がそれぞれ自分たちの手

で一から製作し、３ヶ月程かけて完成させます。山車を

作る専門の人がいるわけではなく、全て町内の人達で製

作するということに驚きました。それと同時に、全て自

分たちの手で行うからこそ団結力が生まれ、より良い作

品の創造に繋がるのだなと思いました。新庄まつりは地

元の人に愛され、大切にされており、地域性がとても強

いおまつりであることを学びました。 

１回目の活動で新庄まつりについて学んだため、２回

目の活動ではその良さをどのように生かせばユネスコ

無形文化遺産の登録に繋がるかを考えました。そこで出

た案を４班に分かれて、タウンミーティングという形で

地元の人と意見を交換し合いました。また、１回目の活

動で、新庄まつりは地域性が強いという長所がある事を

学びました。しかし、話を進めていくうちに、地域性が

強いが故に交流が消極的になっているという課題が見

つかりました。ユネスコ無形文化遺産登録のためにも、

新庄まつりのためにも、知名度の向上は大切になってき

ます。地域性という壁をどのように打破し、他にPRして

いくかということを念頭に置きながら話し合いをしま

した。 

山車連盟の方、市役所の商工観光課の方、新庄市の高

校生などと話し合い、地元の人だからこそ分かること、

逆に私たち他県の人の視点から分かる新庄市の現状な

ど話を展開させながら進めることが出来ました。普段、

年齢差のある人と１つの課題について意見を言い合っ

たりするような事はないので、視野が広がり物事の捉え

方を見直せる良い機会になりました。 

この活動を通して自分自身成長することが出来まし

た。お世話になった多くの方々に感謝したいです。貴重

な体験をさせていただきありがとうございました。 

 

地域教育文化学部 小林 あかり 

 私がなぜこのプログラムに参加したのかというと、祭

りなどのイベントに参加することが好きであるため、ま

た、私たちが企画、運営することで一つのものを作り上

げるために必要な強調性やコミュニケーション能力を

身につけたいと思ったからである。 

 １日目では、私のように新庄まつりについて知らな

いメンバーが多かったので、まつりについてのＤＶＤ

を見たり、歴史センターや人形師の野川さんの家にお

邪魔したりして、新庄まつりについて学んだ。私は、

新庄まつりは山車がメインだと思っていたが、実際は

露天商の数が東北最大級であることを知って驚いた。

また、野川さんの家を訪れた際には、最初人形の顔が

ずらりと並べてあって少し怖かったが、一体一体の人

形の表情の細かさを見たとき、その技術に圧倒された。 

その後、新庄まつりは今、ユネスコ無形文化遺産の候補

であるので、ユネスコに登録されるために、どのように

新庄まつりの魅力をアピールするかについて話し合っ

た。２日目は、神室産業高校郷土芸能部の方々と合同で

新庄まつりについて考えた。自分たちから積極的に話し

をかけようと試みたが、うまく打ち解けることができな

かったことや、全体的に時間を考えて取り組むことが出

来なかったのが反省点となった。 

 第２回目では、タウンミーティングの準備と開催を

した。タウンミーティングでは、第１回目に話しあっ

た意見の中から８つの項目に絞り、４つのグループに

分けてそれらの項目を分担して、私たちがこてんぐ隊

の高校生や山車連盟の方などに提案していく、という

ような内容だった。 

私のグループでは宣伝カーと宿泊施設についての提

案をした。最初、うまく話し合いをすすめることができ

るか不安だったが、みんなが積極的に話し合いに参加し

てくれて、意見がたくさん挙がったので、中身の濃い議

論をすることができた。話し合いで出た意見がさらに深

まって、実現可能になってくれたらうれしい。 

 今回のフィールドワークは言葉を使う活動が多かっ

たため、自分の意見を表現する力が身についたと思う。

また、自分たちの力でミーティングを開くという貴重な

経験ができたので良かった。 

 

地域教育文化学部 秋野 沙羅 

 今回のフィールドワークを通して、本当にさまざま

な貴重な体験をさせていただきました。例えば、山車

の要となる人形を制作している人形師の野川北山さん

のお宅を訪問させていただき、数百体もの人形を拝見

させていただきました。また、山車制作現場を二回に

分けて訪問し、山車を制作している過程を見学させて

いただきました。各町内の方のボランティアだという

この作業、そうとは思えないクオリティーに、地域の

方々の新庄まつりにかける思いがひしひしと伝わって

きました。忙しい合間を縫って、協力して一つの山車

を作り上げているということを知った今、今年の新庄

まつりでは新しい視点から山車パレードを見ることが

できるような気がします。 

タウンミーティングでは、私たちなりに考えた「新

庄まつりのユネスコ登録に向けた活動案」を、地域の

方々に提案しました。地域の方々から多くの賛同のお

声をいただいたのは、「SNSを利用して山車の画像コン

クールなどを行う」という意見や、「まつり関係者宅へ
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の民泊によって、宿泊施設問題を解決できないか」、「通

訳ボランティアを募って英語のアナウンスなどを行い、

海外の方にも楽しんでもらえるようにしてはどうか」

といった提案でした。若者の視点から見た意見も多く

提案させていただいたので、それが少しでも新庄まつ

りの発展に貢献できていたら、光栄です。 

 このプログラムを選択した一番の理由であった、「身

近に感じすぎて気が付かなかった新庄まつりの良さな

どに気づき、それを今後、新庄市のPRに生かしたい」

という目標は、達成できたと思います。 

 また、新庄まつりが「地域のおまつり」にとどまっ

てしまうのはとてももったいないことだと感じました。

地域の方々も、そのような考えは持っていらっしゃる

ようでしたので、是非、私たちが提案した案の中の、

全国や世界に発信することを目的とした案を検討して

いただきたいと思いました。 

私たちは提案するだけでこの活動を終了してしまう

ことになるので、その点をとても残念に思います。実現

に向けた今後の活動にも関わることができれば、さらな

る達成感が感じられるとともに、新庄まつりのことをも

っと深く知ることができるのではないかと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 武田 莉沙 

私はこのフィールドワークが開かれた新庄市出身で、

もっとたくさんの人に新庄祭りの魅力を伝えたいと思

ってこのプログラムに参加しました。参加してみて、地

元の祭りの魅力や伝統、またどれだけ多くの人がかかわ

って祭りが開催されているか、地元の人の祭りへの熱意

に改めて気が付くことができました。  

１回目のフィールドワークでは、１日目にまず今回の

プログラムのテーマになっている新庄祭りの歴史につ

いて学習しました。毎年賞に選ばれた山車が飾られるこ

とになっている「歴史センター」に行って、去年の山車

を見たり、各町内のはっぴなどを見たりしました。また、

山車に欠かせない人形づくりをしている野川さんのお

宅を訪問し、人形について教えていただきました。２日

目は２回目のフィールドワークで行うタウンミーティ

ングの準備をしました。話し合う内容は「ユネスコ登録

後にどうやって新庄まつりをアピールしていくか」とい

うことで、班分けをして取り組みました。 

２回目のフィールドワークではタウンミーティング

を主に行いました。前回班分けをしたので、班ごとの活

動が多かったです。私たちの班は「SNSの利用」と「県

内出身または県に関係のある芸能人を呼んだり、宣伝を

手伝ってもらう」という案を提案しました。実際に大人

の方や高校生とタウンミーティングで話し合ってみる

と、提案した考えの掘り下げが甘いことや、実行するた

めにかかる費用や責任など、気づくことがたくさんあり

ました。 

今回のフィールドワークで、地元のまつりの良さに改

めて気が付くことができました。また、このまつりを残

していくには私たち若者がしっかり考えて行かなけれ

ばならないと感じました。今回考えた事を提案したまま

で終わらせるのではなく、自分でも実行できそうなこと

があれば少しずつでも実行していき、もっと新庄まつり

を盛り上げていきたいです。 

 
地域教育文化学部 奈良 凜花 

初日はまず、私たちはほぼ全員が新庄まつりのことを

よく知らなかったので、人形師野川さんのお宅訪問、歴

史センター見学、山車制作見学、お祭りのＤＶＤ観賞な

どの活動を通し、新庄まつりについて学びました。実際

に山車を目の前にしたときその迫力に圧倒され、そして

このおまつりをもっと多くの人に知ってほしい、世界に

発信したいという思いが強く沸いてきました。その後、

新庄まつりの魅力について班を作り話し合いを行いま

した。県外出身の私はなかなか具体的な案を出せず時間

がかかってしまいましたが、新庄出身のメンバーと協力

することによって沢山の案を出し、まとめることができ

ました。二日目は神室産業高校の郷土芸能部の方を加え、

その案を具体的に肉付けしていきました。出会ったばか

りの高校生と話し合うと言うことは難しく、これからの

フィールドワークの改善点だなと感じました。 

初日は一回目で決めた案について班を作り、タウンミ

ーティングの準備を行いました。タウンミーティングに

は高校生や市役所の方、山車連盟の方が参加するので、

なるべく話しやすい環境にしようと工夫をしました。ま

た、山車制作現場も見学し、前回からの制作の進み具合

に驚きました。二日目はタウンミーティングと全体のま

とめを行いました。初日にタウンミーティングのタイム

テーブルや進め方を確認していたつもりでしたが、実際

に話し合いが始まってみると時間通りに進めることや

全員から話を上手く聞くことはとても難しかったです。

私たちの出した案に対してアドバイスをいただき、実際

に話を進められる案に絞ることができました。この案を

今回のフィールドワークのみで終わらせるのではなく、

来年にも引き継いでもらいたいと思いました。 

このフィールドワークを通して私は、短時間で意見を

出しまとめること、人前で話すということを学びました。

普段は大人の方と話し合いをするということはあまり

ないので、とても良い経験になりました。また、グルー

プのみんなと協力してご飯を作ったり、地域の方と交流
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したりすることでコミュニケーションスキルも身につ

けられたと思います。今回の活動だけで満足せず、これ

からの新庄まつりについてももっと考えていきたいと

思います。 

 

医学部 栗原 綾乃 

中学高校と和太鼓部に所属していた私は、当時地元

のお祭りに出演させていただく機会が多く、その度に

地域の方のお祭りにかける熱い思いに触れてきました。

そんな経験もあってぜひ山形のお祭りに貢献したいと

いう気持ちから今回のフィールドワークに参加させて

いただきました。 

 第一回目の活動ではまず新庄まつりとは何なのかを

知るところから始まりました。ビデオ鑑賞だけでなく

実際に山車をみたり、人形師さんのお宅を訪問したり。

これらの活動を通して、自分が気づいた新庄まつりの

いいところをお互いに挙げあい、新庄まつりが世界遺

産登録目前であることも視野に入れつつ「これからど

うやって新庄まつりをもっと盛り上げていくか」につ

いて話し合いました。私たちのグループでは新庄出身

と県外出身両方いたこともあってか、どんどん新しい

アイディアが出てとても刺激的でした。奇抜なアイデ

ィアを出すだけでなく、それをどのようにして現実的

な提案にするか話し合い、とても充実したミーティン

グになりました。しかし、二日目に体調を崩してしま

い、先生方、市の職員の方、そして共に参加した学生

たちに多大な迷惑をかけてしまいました。それでもこ

れも自分の中ではよい経験となりました。自分の体調

管理一つでこんなにも周りの方に迷惑をかけてしまう

こと、自分で大丈夫だと思っていても違和感があれば

先生や職員の方にいち早く伝えること、事前の報告と

事後の急な報告では対応できる範囲が全然違うこと。

多くの発見があり、次に生かしていきたいと思いまし

た。 

第二回目では二日目のタウンミーティングに向けた

活動が主となりました。どうすれば短い時間の中で市

の方々とより有意義な話し合いができるのか、ミーテ

ィングの主催は初めてで右も左もわからない状態でし

たが、自分たちなりに工夫を施して準備万端の状態で

した。しかし、実際に話し合いの場になるとなかなか

密度の濃い話し合いをするのは難しく、良かれと思っ

て作った質問用紙(話し合い前に意見などを記入して

いただく用紙)も短時間の話し合いの中では不必要だ

ったかなと感じたり、具体的な意見を出しやすいよう

にと焦点を絞った数個の質問を考えたりしたことも、

意見の幅を限定してしまったかと思いました。 

この２回のフィールドワークの中ではいろんな失敗

をしてしまいましたが、高校までの活動にはなかった現

実的なアイディアを考えたり、ミーティングを開催する

といった社会人として求められるような経験ができ、た

くさんのことを学ぶことができました。よいメンバーに

も恵まれ、お互い刺激し合いながら充実した４日間を過

ごせてよかったです。ありがとうございました。 

工学部 大城 悠太 
「フィールドワーク－共生の森もがみＵ」の「新庄ま

つりとオレ」プログラムに参加して、自分は大きく分け
て、三つのことを学び、これからの新庄祭りを自分なり
に構想しました。  
まず、新庄祭りについて歴史センターや実際の山車に

乗る人形を作る人形師や新庄市の新庄祭りのこのプロ
ジェクトを運営してくださっている方などから新庄祭
りとは実際にどんなものかなどや起源になった261年前
の新庄祭りの歴史から今の新庄祭りになっていった経
緯、今の新庄祭りまたは新庄市自体が抱えている問題、
ユネスコ登録に当たっての熱意などを聞かせていただ
き、実際に山車が作られる過程を製造所へ行き、分かり
易く説明し見せていただきました。特に、以上で挙げた
中でのユネスコ登録に当たって、新庄祭りのフィールド
ワークを運営されている方々や新庄市に住んでいらっ
しゃる方、新庄祭りの事業に参加する高校生の方などか
ら言葉以上に熱意という形で伝わってきて、今年の新庄
祭りは例年の新庄祭りよりさらに気合の入ったものに
したいという気持ちとユネスコ登録というものに大き
な期待をかけていることを感じました。今、新庄市、新
庄祭りが抱えている問題として、今の新庄に住んでいる
人口の緩やかな減少により新庄祭りに参加する人々も
徐々に減少していっているという問題に悩まされてい
るそうです 

以上、これらの点を踏まえて、これからの新庄市の新

庄祭りをタウンミーティングで出たアイディアを自分

なりに脚色して構想をしてみました。まずは、新庄市が

抱えている問題の人口の減少に伴って、新庄祭りの活気

に歯止めをかけてしまうという事態を解決するために、

他の県や他の市から移り住む人に向けた経済援助や社

会保障の向上などを行って、新庄市自体の人口を増やし

新庄祭り自体も参加人数が自然と増えて、祭り自体を大

きくするというプロセスの基盤固めをすることを提案

します。経済援助によりの市などから「住みやすい」と

感じさせる市を作るのがよりよい効果を新庄祭りに影

響させると思います。 

次に、ユネスコ登録という世界から無形文化財として

認められたことを宣伝すれば、知名度は上がることは確

実だと思います、なので、その事実を大きく活かすため

には影響力と伝達力が共に高い「インターネット」を使

うことが、ユネスコ登録をさらに大きく見せるチャンス

だと思います。 
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農学部 朝妻 路英 

 自分は、新庄祭りについて存在自体も知らない程無

知であった。このプログラムは、その新庄まつりの知

名度を上げ、盛り上げる為の企画を山大生で行うとい

うものだったが、何も知らない自分が企画できるのだ

ろうか、資料を見ただけで祭りの事を知り、祭り実行

委員会の方々に口出しできるのか、などと懸念するこ

とはあった。 

 まず、第一回は、新庄まつりを知る活動から始まっ

た。実際に山車を見て触れて、人形師の方のお宅を訪

問する、といったかなり貴重な体験をさせて頂きなが

ら新庄まつりの事を学ぶことができた。しかし、その

後に高校生とのディスカッションを行ったのだが、あ

まり打ち解けられず、若者の柔軟なアイディアを引き

出せずに終わってしまった。また、地域に関心がある

ようにはあまり感じられなかった。 

 祭り実行委員や山車連盟等の方々と「こてんぐ隊」

に所属している高校生を交えてタウンミーティングを

行った。中には実行員の方々に納得していただき検討

していただけるアイディアもあったが、やはり自分た

ちの意見、特に自分の班には問題点も多く、また毎年

同じ意見がでるとの事であまり手応えを感じなかった。 

 新庄まつりの目標は祭りに人をたくさん呼び込み、

新庄市の良さを知ってもらい、最終的には新庄市の人

口を増やす事とだとタウンミーティングの際に教わっ

た。その為には新庄市に住む、今の若者が重要な鍵を

握っていると自分は考える。しかし、第一回目の高校

生のようにあまり地域に関心の無いような若者が多く、

また、その重要な若者の意見をディスカッションで引

き出せなかったので、もう少し打ち解ける機会が来年

のこのフィールドワークに必要なのではないかと考え

た。タウンミーティングについても自分達の力不足も

あったが、毎年同じ意見が出るということなので、次

の年のタウンミーティングに繋がるように過去に出た

アイディアをまとめる必要があると感じた。 

 最後に、発表をしてこのフィールドワークは終わりで

はなく、新庄まつりに参加することが最後の課題だと思

っているので、是非参加し、楽しんで、この「新庄まつ

りとオレ」を終えたいと思う。 
 
農学部 風間 幹也 
私は、今回のフィールドワークではじめて、新庄まつ

りというものを知った。新庄まつりは２６０年以上の歴
史があり、華やかな山車（やたい）がその特徴である。
私たちは地域の方々と交流をしながら新庄まつりをど
のようにPRするか、また、実際の祭りでの問題点をどの
ように解決するかなどを話し合った。 
第一回目の初日の活動では、実際にまつりで使われた

山車を見に行ったり、山車の上に乗る人形を作っている
作業場にお邪魔したりした。山車が保管されているのは
二カ所あり、そのどちらにも行った。一カ所は駅であり、
もう一カ所は市の歴史センターというところにある。歴
史センターでは祭りの成り立ちや、新庄まつりに行われ
る他の行事についても説明が行われた。二日目は、地元
高校生の郷土芸能部が演奏するお囃子を聞き、その後そ

の高校生らと新庄まつりの問題点を挙げるディスカッ
ションをした。しかし、高校生たちはあまり活発に意見
を出さず、私たちが少々戸惑ってしまった面があった。
またこのような機会があれば高校生の緊張をほぐし、活
発に議論ができるようつとめたいと思った。 
第二回目の活動初日は、タウンミーティングの準備を

した。また、山車作りの現場を見た。もうすぐ一ヶ月前
であるのにあまり完成していなくて少し驚いた。翌日は、
実際にタウンミーティングをした。タウンミーティング
の参加者は私たち大学生、地元の高校生、山車連盟や保
存会など幅広い年齢層があるなかで開催された。議論は
活発に行われ、とても有意義な時間を過ごすことができ
た。私たちが勉強不足である点がまま見られたが、山車
連盟の方などが教えてくださり、より私たちの提案が実
現可能な方向に向かっていった。 

私たちの班のフィールドワークは、議論が主となるも

のであったのだが、あまりにも時間が少なすぎるため、

あらかじめ議論してほしい内容などを提起してほしか

った。 
 
農学部 齋藤 拓郎 

 最初は、参加したほとんどのグループメンバーが「新

庄まつり」について全く無知であった。しかし、「新庄

まつり」の説明を市の人から受けるにつれて、「新庄ま

つり」の特徴である山車は物語部門・歌舞伎部門の２

部門に分かれていることなどを学習した。また、優秀

賞以外は次の日にはほとんどが廃棄されてしまう。私

は廃棄しないで何かに再利用できればいいのではない

かと考えた。二日目に新庄駅に常設している2015年度

優秀作品を見ながら、神室産業高校郷土芸能部による

囃子の演奏を聞いた時、私は「新庄まつり」はとても

迫力があり青森県のねぶた祭りと同等もしくはそれ以

上のものであるように感じた。次に、第二回目に行う

タウンミーティングのテーマについて話し合った。そ

の中で一日目に思ったことを取り入れた案である、廃

棄を利用した宣伝カーや山形産特産品パッケージにて

「新庄まつり」を宣伝するといった案を提案した。そ

の案が高さなどの問題でだめではないかという意見を

与えてもらい、二回目のタウンミーティングへの改善

点を模索しなければならないと思った。 

第一回目で出た改善点の解決策を Webclass の中間

報告で見つけることができ、一日目のタウンミーティ

ングの準備では予想以上に時間をあり余らせることが

できるほど早く終わることができた。準備の中で、誰

がどの担当をするといった役割配分を平等に決めたり、

第二回目前に集まり、課題について詳しく話し合った

りしたので、グループ内でより結束が深まったように

思えた。そして、新庄市の高校生や山車連盟、まつり

保存会等の人とタウンミーティングを行った。タウン

ミーティングでは、私たちが提案した案について、そ

れぞれの人に意見を頂戴し、その意見について深く話

しあっていった。提案した案は、やれば絶対成功とは

限らず、やることで価値が見出せる案である。そのた

め、欠点に対してどのような利益が得ることができる

かといったことについて話しあうことが焦点になって
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いった。話が進むにつれて、どの案も実行すれば費用

対効果は抜群ではあるが、それまでの期間が長いとい

った期間に苦しまれるのではないかという意見にまと

まった。 

このフィールドワークを通して、地元の人の「新庄ま

つり」に対しての熱意に触れることで伝統を伝承してい

く大切さを身近で感じることができたことに感謝した

い。 
 
農学部 島田 遥奈 

私は山形県出身ですが、一度も新庄まつりを見たこ

とがありませんでした。このフィールドワークを機会

に伝統的な新庄まつりについて学びたいと思い、この

プログラムを受講しました。 

１回目のフィールドワークでは、歴史センターなど

で実際に山車を見学しました。山車は想像以上の迫力

でした。山車は町内ですべて手作りされていると聞き、

地元の方は新庄まつりが好きだからこそ素晴らしい山

車を制作することができるのだと感じました。また、

野川さんのお宅にもお邪魔させていただき、様々な表

情をした人形を拝見させていただきました。人形は今

にも動き出しそうなほど精密に作られていて、人形が

新庄まつりの山車の迫力を引き立たせていると感じま

した。新庄まつりの歴史を知り、より多くの人に自分

の目で新庄まつりを見てもらいたいと考えるようにな

りました。 

 ２回目のフィールドワークでは、タウンミーティン

グに向け、新庄まつりをより活気のある祭りにするた

めの活動や新庄市が抱える問題の解決案などを話し合

いました。新庄市出身の学生から様々なことを教えて

もらい、多くの意見が出ました。準備の段階で私が学

んだことは、自分の考えをしっかりと伝えることです。

その考えから新たな意見が生まれるかもしれません。

自分の考えを積極的に発言していくべきだったと今感

じています。タウンミーティング本番では、山車連盟

の方や地元の高校生など多くの方から参加していただ

き、話し合いを行うことができました。短い時間の中

で効率よく、活発に話し合うことはとても難しく、時

間の使い方で話し合いの質が変わると学びました。 

 フィールドワークを通して、歴史のある新庄まつり

を多くの方に知ってもらいたいと強く考えるようにな

りました。新庄まつりはユネスコ無形文化遺産に登録

予定ということで、日本の方だけではなく、世界中の

方々に新庄まつりの迫力を伝え、発信していきたいと

思いました。私も新庄まつりを実際に見に行くなどし

て、さらに新庄まつりに触れ、学んでいきたいと思い

ました。また、フィールドワークを通して学んだこと

をこれからの大学生活に活かしていきたいです。 
 
農学部 清水 駿 

私が今回のプログラムを受講した理由は、様々な価

値観や年齢の人達と触れあうことで、自分のコミュニ

ケーション能力や対応力を養うため、また、今回のプ

ログラムは、父の出身地で幼い頃からゆかりのある新

庄市に対して貢献できるプログラムだったからである。 

 第一回目は、第二回目のタウンミーティングに向

けて新庄まつりを知ることから始まった。新庄まつり

の DVD 鑑賞、歴史センターや人形師さんの仕事場見学

を通じて新庄まつりのイメージをより鮮明にすること

が出来た。また、ユネスコ無形文化遺産の候補として

選ばれていることや、露天商の数が東北一である事な

どを知ってとても驚いた。新庄まつりについて知り、

次はアピールの仕方や課題点についての話し合いをし

た。話し合いでは、宣伝カーや Twitter の利用などの

新たな意見を出すことが出来たが、話し合いの脱線が

何度かあったことや、地元の高校生からうまく意見を

引き出すことが出来なかったことが今後の課題である

と感じた。 

 第二回目では前回の話し合いを踏まえてタウンミー

ティングの様式決定やタウンミーティング、意見のま

とめを行った。また、第一回目で見学した山車の制作

風景を再度見学した。約四週間ぶりに見る山車は以前

見たときよりも複雑になっていて、完成に近づいてい

るのだと感じた。二日目に行われたタウンミーティン

グでは新庄市の方やまつり保存会の方々と宿泊施設の

問題やより効率的な宣伝方法について話し合いをした。

私たちだけでは出てこなかった提案や、解決方法に対

しての意見交換などをして私たちの提案により一層現

実味を帯びさせることが出来た。話し合いで出した意

見が新庄市の方々に実際に採用されて新庄まつりに貢

献できたらと思う。また、今回も地元の高校生からあ

まり意見を引き出すことが出来なかったので、そこが

反省点であると感じた。 

今回の活動を通して、私たちは、コミュニケーション

能力や、大きな問題に対して様々なアプローチの仕方を

考える力を養うことが出来たと感じた。これらの経験を

これからの大学生活に活かしていきたいと思う。しかし、

今回の講義では意見を出す人と出さない人での講義の

理解度が全く違うと感じた。より積極的に意見を出せる

人たちを選ぶべき講義であると思う。 
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「作陶に挑戦！」新庄東山焼の世界 
活 動 状 況 

 

 

○実施市町村：新庄市 

 

○講   師：新庄東山焼弥瓶窯 涌井 正和 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 18 日(土)～19 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：井村 萌（発表）、野本 敦雅（発表）、遊佐 龍之介(発表)、木村 圭（発表）、 

鈴木 桃（発表）、戸屋 颯太（記録）、湯本 百香（発表）、戸松 若奈（発表）、 

上原 佳祐（発表）、大高 千怜（班長）、大橋 なほか（記録）、佐藤 奏絵（学生 

サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月１８日（土） 【１日目】７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

09:40 新庄東山焼着 

10:00 オリエンテーション 

10:30 講義Ⅰ 東山焼の概要 

    「歴史、特長、講師経歴、その他」 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 講義Ⅱ 焼き物作り工程 

14:45 実技 ①粘土採り、加工作業  

②様々な技法 

③自分の作品 

17:00 宿泊先 

 

 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄東山焼着 

10:00 講義Ⅰ 焼き物の化学① 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 実技 ①釉薬つくり 

 ②釉薬塗 

 ③釉薬塗 

16:40 宿泊先 

 

 

【２日目】６月１９日（日） 【２日目】７月１０日（日） 

09:00 講義Ⅲ 山形県内の焼き物 

10:45 実技 自分の作品仕上げ① 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 実技 自分の作品仕上げ② 

15:30 後片付け 

16:00 振り返り、活動記録 

16:20 新庄東山焼発 

18:00 山形大学着 

 

 

09:00 講義Ⅱ 焼き物の化学② 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 実技 窯焚き 

15:50 振り返り、活動記録 

16:30 新庄東山焼発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 井村 萌 

 私は今回、４日間のフィールドワークで新庄東山焼

の作陶体験をさせていただきました。フィールドワー

ク全体を通して感じたことは、見ているのと実際にや

ってみるのでは全く違うということです。涌井さんが

やっている時は簡単そうに見えたことが、実際にやっ

てみると全然できなくて驚きました。特に、１番単純

に見えた粘土をのばす作業が自分でやってみると、全

く粘土を綺麗にのばすことができず苦労しました。ろ

くろを体験した時も、器を形成する以前に基礎となる

土の塊の形を作ることができず、涌井さんの流暢な作

業は長年の経験によるものなのだとつくづく感じまし

た。 

また、私は新庄東山焼の中でも特に、釉薬である「な

まこ釉」に興味があったので、どのようにしてあの綺

麗な青色を生み出しているのかが分かってよかったで

す。何かの塗料によって色をつけると思っていたので、

灰に混ぜるものを変え、化学反応によって色を生み出

していたことを知り、驚きました。 

実際にやってみて気づけたことが多くあったので、

他の人にも体験してほしいです。現在は体験に来る人

の多くが山形や東北の方だと聞きましたが、全国の人

に来てほしいです。私が初めて新庄東山焼を写真で見

た時、釉薬の青がとても綺麗で心が惹かれました。そ

して、私も作ってみたいと強く思いました。そのため、

新庄東山焼の存在に気付いてもらえたら、全国の多く

の人が体験したいと思うはずです。そのためにはやは

り、SNS などの手段を利用して、新庄東山焼を知って

もらう必要があると思います。 

用意された粘土で焼き物の形を作るという体験はよ

くありますが、自分たちで粘土を採ってくるところから

実際に焼くまでの体験をすることはこれから一生でき

ないことだと思うので、本当に思い出に残る貴重な体験

をさせていただきました。また、涌井さんには焼き物の

ことだけでなく、料理や、生き方についても教えていた

だきました。最終日に涌井さんのおっしゃった「この体

験を通して学んだ試行錯誤することの大切さをこれか

らの人生すべてにおいて活かしてほしい」という言葉は、

とても心に残りました。このフィールドワークで学んだ

ことをこれからの人生に生かしていきたいです。 

 

人文学部 野本 敦雅 

わたしは、新庄東山焼きについてのプログラムを受

講してきました。このプログラムでは、実際に粘土採

りから窯焼きまでのほぼ全工程を四日間で体験するこ

とができました。普段なら体験できないような、粘土

の加工作業・釉薬つくりなども行え、とても良い経験

になりました。また現在、東山焼を作っている涌井さ

んが、東山焼の歴史や日本を代表する焼き物について

講義もして下さり、より陶芸についての興味が湧きま

した。この体験を通して私は、大きく二つのことを学

ぶことができました。 

一つ目に、挑戦することの重要性です。涌井さんの

話の中で、東山焼の歴代の人々がいかに挑戦や工夫を

して、東山焼を現在まで継承してきたかを理解するこ

とができました。それを通して今の自分が、何かに挑

戦しているのか、必死になって取り組んでいるのか考

えるきっかけにもなりました。 

二つ目に、作業全体を通して臨機応変に対応してい

く必要性です。陶芸は繊細な作業が求められることが

多くあります。例えば、窯焼きの作業も単純なものに

思えますが、火の強さが少し違うだけで作品に出る光

沢なども変わっていきます。このような場面で迅速に

対応できるかが作品にも直結してきます。これは陶芸

だけの話ではなく、大学生活や就職してからも求めら

れてきます。今後もこの力を養っていかなければなら

ないと思いました。 

最後に、私がプログラムを通して、より東山焼が新庄

市の観光スポットとして多く観光客呼び込めるかにつ

いて考えたことを述べたいと思います。東山焼には近隣

の地域から多くの観光客が訪れていますが、その他の地

域からの観光客数は多いとは言えません。そこで私は外

国人観光客に着目しました。近年、欧米やアジアで「盆

栽」がブームになってきています。2001年では、盆栽の

輸出額は6億4千万円でありましたが、2012年の輸出額は

81億円にまで急成長を遂げています。そのブーム乗じて、

実際に盆栽目当てで来た観光客に盆栽用の鉢づくりを

体験できればと思います。また彼らが体験内容をSNSで

広く発信していけば、より集客が望めると思いました。

そしてそれが新庄市全体の活性化にもつながると考え

ました。 

 

理学部 遊佐 龍之介 

私は、今回新庄市で 180 年前から行われている東山

焼の粘土採取から窯焼きまでの工程を体験してきまし

た。それだけではなく、実際に東山焼を作られている

涌井さんに焼き物の歴史や特徴、東山焼についての講

義も受けさせていただきました。その中で私が一番感

じたことは、ただ大学の中で話を聞くだけやインター

ネットで東山焼や焼き物について調べるだけに比べて

焼き物を長年作っている方から実際に話を聞き、実際

にその場で作る体験の方が何十倍も価値があるという

ことです。私は今まで焼き物を実際に作るという体験

はしたことがなかったので、作陶と言われても興味は

ありましたがあまりイメージすることができず、私が

思い浮かべることができたのはろくろで粘土を形作っ

ていく光景と窯で焼く光景だけでした。しかし、実際

に涌井さんにたくさんのことを教わりながら作陶に挑

戦した 4 日間は私がイメージしていた工程よりもはる

かに多く、大変で、そしてとても奥が深いものでした。

この経験は実際に東山焼を作っている新庄市に行かな

いとできません。私はこの経験を通してもっとたくさ
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んの人に実際に体験してほしいと思いました。 

 今でもたくさんの方が東山焼を体験しにいらっしゃ

っているようですが、さらに体験しに来てくれる方を

増やしつつ、結果的には新庄市の魅力の一つとして東

山焼があるという形にできればもっと地域の活性化を

促進できるのではないかなと思います。そして新庄市

が活性化されて訪れる人がもっと増えればさらに東山

焼を体験してくれる人が増えて好循環になるのではな

いかと私は考えました。そのためにどうすればよいか。

すでに行われているのかもしれませんが、私が考えた

のはまず新庄市の他の魅力とのコラボです。新庄市に

はほかにもたくさんの魅力があると思います。それら

とコラボして一つに魅力を凝縮したものを作り上げる

か、一つに凝縮したものを体験してもらえると新しい

魅力が新庄市に一つ加わるのではないかと思います。 

 もう一つ私が考えたたくさんの方に、特に若い人に

東山焼を体験してもらい、新庄市の魅力も知ってもら

うための案があります。それは若い人限定に全国どこ

にもないくらい安い費用で作陶を体験、さらに新庄市

を観光してもらうというものです。ただし、条件をつ

けて新庄市に来てもらいます。それは Facebook や

Twitter などの SNS を通じて頻繁に東山焼の作陶体験

や観光の様子を配信してもらうことです。今の時代は

この SNS の力がとても大きいです。この SNS を用いて

全国の人に東山焼や新庄市の魅力を伝えられればたく

さんの人が新庄市を訪れて東山焼をよりたくさんの人

に知ってもらい、体験してもらえるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 木村 圭 

東山焼の体験をするまで、焼き物について知ってい

ることといえば土を高温で焼くと固まるといったこと

くらいでした。今回のプログラムでは、土を掘り出し

てから焼くまでの全ての工程を実際に行うことができ、

焼き物に関する知識も深いものになったと感じられま

す。中でも一番興味を引かれたのは、釉薬に関する作

業です。薪からでる灰という誰もが目にしたことのあ

る材料を使い、鮮やかな色と光沢を出す釉薬を作ると

いうことを知ったときにはうまく理解できませんでし

た。自ら作ってみても納得ができない部分はあります

が、確かにできるという事実は確認することができま

した。ただ見聞きするだけでなく生の経験をすること

ができたので、これらの手順を忘れはしないと思いま

す。また、最も重要な工程である焼くという作業も驚

きにあふれていました。涌井さんが使っている窯はと

ても大きなもので、ガスや電気で温度管理ができるも

のでしたが、自分たちで作った小物類などはホームセ

ンターで簡単に買えるような七輪でもしっかり焼き上

げることができました。焼き物を作るにはもっと特殊

な設備が必要だと思い込んでいたことが勘違いだと気

づきました。七輪などで焼くと場所や大きさによって

火の通りにムラができてしまうようで、全て均一に焼

き上げるにはやはりそれなりの設備や技術が必要にな

るようですが、光沢や色がまちまちな物も手作りの良

さがあって悪くないと感じられました。 
焼き物に関することだけでなく、友人との協力や時

間などのマネジメントについても多くのことを学べま

した。焼き物の作業の人数配分や食事を作る際の時間

管理など、初日と比べてかなりの成長があったと思い

ます。ほとんど初対面の人と共同作業をする機会は今

後ますます増えてきそうなので、うまく活かしていき

たいです。 
焼き物だけでなく多くの貴重な体験をすることがで

き、このプログラムに参加して本当によかったと思って

います。今後も東山焼やフィールドワークに関わること

ができる機会があれば積極的に活動していきたいです。 

 
医学部 鈴木 桃 

私は、今回のフィールドワークを通して、焼物につ

いての様々な知識はもちろん、多くのことを学び、得

ることが出来ました。 
まずは、今更なことなのですが、時間に対する意識

の持ち方です。フィールドワーク１回目では、慣れな

い場所・作業であったことを考慮しても、大幅に予定

時間に遅れてしまいました。しかし、その日の夜の反

省会で、皆が時間を守るためどうしたら良いか、どう

すべきかについて意見を出し合い、次の日からはそれ

ぞれが時間を意識した行動がとれたと思います。普段

の生活でも、時間を意識し、時間が守れなかった場合、

どこにどういう影響が出るだろうか、ということを考

える機会が増えました。 
次に、新しいことに挑戦していく姿勢です。私は、

涌井さんの「どんな依頼でも、まずは断らずに挑戦す

る」という姿勢にとても感銘を受けました。１７０年

以上もの伝統をもつ東山焼は、それを受け継いできた

方々のこういった姿勢により支えられてきたのではな

いかと思います。歴史や伝統を守ることはもちろん大

事で、それらは簡単に壊してはいけないものですが、

保守的な行動だけでは更なる向上は望めない、という

ことを強く感じました。過去の事柄から得た知識を、

直面する問題に応用していくことが重要なのだと思い

ました。 
３つ目は、試行錯誤しながら諦めずに取り組む、と

いう姿勢です。私は最終日の窯焚きに何度か挑戦させ
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ていただいたのですが、最後まで綺麗に焼き上げるこ

とが出来ませんでした。しかし、この作業の中で、私

は悔しさだけでなく楽しさを感じることが出来ました。

「今回はこうやって駄目だったから、次回はここを変

えてみよう。」と考えながら行う作業はとても充実して

いて、飽きることがありませんでした。この感覚を忘

れずに、日常生活、主に日々の学習に活かしていける

ように意識していこうと思います。 
以上が、今回学んだもののうち、最も大きな３つです。

これらは、現在の生活だけでなく、将来社会に出て働く

にあたって必要なことだと思います。生涯学び続ける職

である医師を目指す身として、この学びを大切に、忘れ

ることのないようにこれからの生活を送っていきたい

です。 

 

医学部 戸屋 颯太 

私は、今回初めて新庄東山焼を体験させていただきま

した。その中で思ったことは，作るまでの作業自体はか

なり単純であるということです。しかし、単純だからこ

そ、良いものを作るにはとても高い技術が要求されるし

生半可な気持ちでは陶芸の道を極めることはできない

ということも分かりました。 
体験内容としては、講師の涌井さんによるいろいろな

焼き物についての説明や、新庄東山焼の歴史についての

講義。また実技では自分達で掘った粘土を使って実際に

色々な物をこねるだけでなく、簡易的なかまどを使って

自分達でこねたものを焼いたりもしました。また、それ

だけでなくろくろも体験させていただきました。涌井さ

んもおっしゃっていたように、これからの人生では二度

と体験できないようなとても貴重な体験をさせていた

だきました。 
また、自分がこの四日間を過ごして強い感銘を受けた

ように焼き物についてまったく知らない人でも新庄東

山焼体験はとても楽しめると思うし、大変貴重な経験に

なると思うのでぜひもっと多くの人に体験してほしい

と思いました。そこで、どうやったらもっとたくさんの

人に新庄東山焼を体験してもらえるか考えました。まず、

涌井さんから聞いた話によると今でも年にかなりの人

数の人が新庄東山焼を体験しているようですが、それは

山形の人がほとんどで県外からはあまりこないようで

す。また、体験にくる範囲についても、遠くても福島く

らいが最大のようです。これは、やはり瀬戸物などに比

べて新庄東山焼の全国的な知名度がまだまだ低いとい

うことです。今の時代、やはりネットを使うのが知名度

を上げるのには一番だと思います。実際に新庄東山焼で

も公式ホームページを作っていますがそれだけでは不

十分だと思います。まず、インターネットでは直接入力

して検索してもらわないと、ホームページに行くことが

出来ないので多くの人に知ってもらえる可能性は高く

ありません。そこで、私はもっと多くの人の目に触れさ

せることの出来るツイッターを利用するのがいいので

はないかと思います。ツイッターでは利用者全てが媒体

となりうるのでかなりの反響が見込めます。また、ツイ

ッターではあらゆる地域の人が利用しているので新庄

東山焼の知名度を全国に広めることにも一役かうので

はないかと思いました。ほかにもフェイスブックなどが

ありますが、情報の拡散力、社会にたいする影響力を考

えた時に自分はツイッターがベストなメディア媒体だ

と考えました。 
 

医学部 湯本 百香 

私は、４日間のフィールドワークで、新庄東山焼の

作陶体験をしてきました。このプログラムに参加しよ

うと思ったきっかけは、単に陶芸体験をしてみたい！

と思ったからでした。元々作陶に興味はあったのでこ

のプログラムを楽しみにしていましたが、４日間の活

動を終えて得られたのは期待していたものより何倍も

素晴らしい体験でした。 

現地に到着し、焼き物の歴史や種類についてひとと

おり学んだ後、まず行った作業は工房の近くでとれる

土から自分達で粘土を作ってみるというものでした。

普通焼き物体験といったら既に粘土が用意されている

もの、と少なくとも自分の中ではそういうイメージだ

ったので、自然の土を掘り起こすところからやらせて

もらえる事にとても驚きました。毎日何気なく使って

いる陶器が元々は土から出来ていることにハッと気付

かされた一瞬でした。その後は出来た粘土を形成し、

第２回の活動時には灰や長石などから作った釉薬を焼

き物に塗り、炭で高温にした小さな釜で自分達の手で

それらを焼いて、焼き物作りの一通りの工程を終えま

した。自分の感覚としてはこれだけでも沢山の工程を

踏まえたと思っていましたが、売り物になるような見

た目も機能も優れた焼き物を作り上げるためにはもっ

と多くの工程が必要だと聞いて、焼き物は意外とデリ

ケートなのだと感じました。このように、焼き物を作

り上げる工程が予想以上に沢山あったり、焼くときの

温度や時間が少し変わるだけで出来上がり具合が全く

変わってしまったり、ここまで踏み込んだ体験をさせ

てもらったおかげで焼き物の世界の奥深さを体感する

ことが出来ました。 

活動を終えた後、４日間ご指導していただいた新庄東

山焼きの６代目である湧井さんのおっしゃった「この活

動を通して学んだ試行錯誤することの大切さを今後の

人生全てにおいて活かして欲しい」という言葉は、目の

前のことしか見えていなかった自分に突き刺さるもの

でした。言われてみれば、大学に入学してから受け身的

な毎日を過ごしていて、自分であれこれ試行錯誤する大

変さや楽しさを味わったのは久しぶりな気がしました。

焼き物体験から充実した生き方のヒントまで得られる

ことが出来たのです。また、新庄東山焼の作陶体験は既

にたくさんの人に親しまれているものですが、その人達

の多くは山形や東北地方の人だということで欲を言う

ともっともっと広く知れ渡って欲しいと思いました。新

庄市の活性化へと繋げるためにも、新庄東山焼の知名度

をより上げるための方法を考える必要があると思いま

す。そして自分のように、その体験を通して作陶体験の
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楽しみと、それ以上の体験を沢山の人に得て貰えるとい

いなと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
医学部 戸松 若菜 

 今回このプログラムに参加することで、私は初めて

作陶を経験することができた。作陶については全く知

識がない中での体験だったが、楽しみながら新庄東山

焼きについて学ぶことができた。 
 事前学習で東山焼きについて調べた際は、東山焼き

がどんなものなのか、つかむことはできなかった。『百

聞は一見にしかず』。まさにその通りだった。講義を受

け、体験することでホームページだけでは知ることの

できないものを知ることができた。講義では、焼き物

の歴史について学び、さまざまな種類の焼き物に実際

に触れることができた。そして、東山焼きの歴史につ

いても学び、その詳しい作り方についても学ぶことが

できた。作陶体験では、全過程を経験することができ

た。粘土を掘り、それを捏ね、形を整える。そして釉

薬を作りそれを塗り、七輪で焼く。この過程は普通な

ら体験できないものであり、一生に一度の経験になっ

た。また、轆轤でお茶碗をつくり持ち帰ることもでき

た。物作りをしてみたいと思い、今回のプログラムに

参加し、実際に思っていた以上にたくさんの体験をさ

せていただいた。ものを一から作ることの大変さや楽

しさを四日間で学ぶことができた。 
 今回のプログラムでは、作陶の体験だけでなく昼食

調理も班員全員で行うことでメンバーとの交流もでき

た。作陶だけでは他の班員と交流する時間は少ないが、

昼食を作ることで会話の機会が増えた。作陶だけを経

験するのではなく、班員とのコミュニケーションをは

かることもでき、とてもよい経験に、また思い出にも

なった。 
 プログラム初日は時間に間に合わせることができず、

他の班に迷惑をかけてしまった。しかし、その日のミ

ーティングでそれぞれがそのことについて反省したこ

とで、翌日の活動ではその部分を改善して行動するこ

とができた。活動するだけでは意味がなく振り返りを

することで初めてその活動が意味をなすということが

よくわかった。このプログラムだけでなく、今後の学

習においても振り返りを重視して活動したい。 

 

工学部 上原 圭祐 

私は、このフィールドワークを通して一つのものを

作り上げることの難しさ、完成したときの達成感は計

り知れないということ、そして協力することの大切さ

を学びました。また、反省から学んだこともありまし

た。それは、時間を守るということです。大学生とい

うあと数年で社会に出る身であるのにも関わらず、気

が緩んでしまっていたため時間に遅れてしまう場面が

ありました。ですが、この反省点を活かして次の日の

活動に繋げることができました。 

初めての作陶体験であり、テレビで見たことがある

程度で自分も同じように作陶が出来るのかと心配でし

たが、涌井さんが親身になってご指導くださったおか

げで一つ一つの作業を円滑の行うことが出来たため、

良い作品を作ることが出来ました。自分たちで掘り起

こした粘土を精製し、それを形作り、焼くという一連

の工程は単純に思われたけれども難しく、完成したと

きの喜びもひとしおでした。また、ろくろを使った作

陶体験では、新庄東山焼六代目の涌井さんが手本とし

て実演してくださったのを見たときは非常に簡単そう

に見えましたが、実際にやってみると少し手がずれて

しまっただけで粘土の形が崩れてしまうため非常に扱

うことが難しく、困難を極めました。何十年も積み重

ねてきた技術は正に匠の技だなと感じました。 

また、作陶体験の一環として涌井さん曰く、もうこ

れから一生作ることはないであろうという釉薬を作る

という貴重な体験をさせていただきました。釉薬を作

る工程は、薬品を混ぜて作るものだと思っていた自分

のイメージとは全く違うもので、灰を使って作るとい

うもので意外に思いました。身近なものからできるな

んて思いもしなかったです。 

作陶体験以外でも昼食を自分たちで協力して作るこ

とを通して、楽しみながらも協力することがどれだけ

重要かということを学びました。 

たくさんの人が作陶体験をしに新庄東山焼を訪れて

いるが、山形県の人が中心となっているらしいのでも

っと全国の人に来ていただきたいと思いました。そこ

で、新庄市を活性化させるためには、近郊の人達だけ

でなく遠方の人達が新庄東山焼を知り、来ていただく

為にも多くの人々が利用している SNS で情報を発信す

ることが近道となるのではないかと考えました。 

涌井さんが｢人生をどう生きるか？｣と、おっしゃって

いたように自分の人生をどう生きるのかをこのフィー

ルドワークの活動を通して学んだことを元に考えてこ

れからの人生を生きていきたいです。 

 
農学部 大高 千怜 

私は今回のフィールドワークで、新庄東山焼につい

て様々なことを学びましたが、ただ作陶について学ぶ

だけではなく、人間的に成長する様々な機会を得るこ

とができたと思います。 

今回の作陶体験では、普段なら絶対にできないよう

なこともありました。実際に焼き物に使う粘土を掘り、

粘土を練り、釉薬を作り、焼く、という焼き物を作る
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全行程を体験することができました。実際には更に複

雑な工程を含みますが、ただ粘土で形作るだけではな

く、その一連の流れを見ることで、新庄東山焼につい

てより深く理解することができた。特に、ろくろ体験

や、釉薬づくりでは、体験の指導をしていただいた涌

井正和さんの３６年という時間をかけて習得された技

術や、古来より試行錯誤の末に生み出された焼き物の

美しさを引き立てる緻密で複雑な計算の上になされた

工程の数々を垣間見ることができ、大変驚きました。

これらのことから、私は長い間一つのことを一途に続

けることの重要性を学ぶことができました。 

また、今回のフィールドワークで私は、成り行きな

がら班長を務めさせていただきました。今まで私は、

積極的に場をまとめるといったことを余りしたことが

なかったので、初対面のメンバーばかりがそろったこ

のグループをまとめることは大変難しかったです。フ

ィールドワークの最初の方では、状況を見てグループ

のメンバーに指示を出すことがなかなかできず、集合

時間等に遅れるということもしばしばありました。し

かし、グループでこの失敗を振り返ったことで、一人

一人の意識が変わり、自分から積極的に動けるように

なりました。私も状況を見ることに慣れ、できるだけ

効率の良い指示を出せるようになりました。結果とし

て、グループで団結してスムーズな作業ができました。

最初は不安しかなかった班長としての仕事ですが、実

際にやってみて私自身の成長にもつながり、自分で考

えて動くことが日常的にできるようになり、良い経験

の一つになったので、班長をすることができてよかっ

たと思います。 

今回のフィールドワークでは、得たものがたくさん

ありましたが、それを実際の生活に生かしていくこと

が重要だと思います。今回の経験を踏まえ、よく考え

て生活していきたいです。また、新庄東山焼は、年に

数万もの人が訪れるそうですが、その多くが地元の人

だそうです。素晴らしい新庄東山焼を全国に広めてい

くことで、新庄市の発展にもつながると思います。涌

井さんはホームページを持っているとのことなので、

それを活用し、また訪れる人の SNS での情報拡散を有

効活用することで、さらに全国に新庄東山焼の名が広

まれば良いと思います。 

 
農学部 大橋 なほか 

私は、今回のフィールドワークで新庄市に行き、新

庄東山焼を、土を掘って粘土を作るところから、釉薬

をかけ、窯で焼くまでのすべての工程を体験した。今

回体験させてもらった作業は、普通の体験教室でも出

来ないような、この先、二度と体験することの出来な

いだろうという貴重なことばかりだった。私は高校の

時から始めた茶道でお茶碗や菓子器などの焼き物に触

れることが多くなり、そこから興味を持つようになっ

た。そして、作陶に憧れのようなものがあり、いつか

やってみたいとずっと考えていた。体験をする前は、

焼き物作りは、ろくろの上で粘土を形作って、窯で焼

く、という単純な漠然としたイメージだった。しかし、

実際に体験してみると、「粘土は素直だ」と涌井さんが

おっしゃっていたように、粘土は強引に形を作ろうと

すると、ゆがんで綺麗な形にならない。作陶というの

は、作り手の心理状態や気持ちが大きく関わるものな

のだと、身をもって感じた。自分が想像していた単純

なものではなく、たくさんの工程があって、そのひと

つひとつが繊細で、奥深かった。体験だけではなく、

涌井さんから焼き物の歴史・特徴、釉薬について、焼

き物を焼くための窯について、などのお話を聴かせて

もらった。そのお話のなかでも、私は釉薬に関するこ

とが最も興味深かった。釉薬とひとくくりに言っても、

配合するものによって、全く違う色であったり、風合

いが出たりと、焼き物は科学的な一面もあることを知

った。 

涌井さんのお話で、東山焼は、年間数万人の作陶体

験者がいること、また、そのほとんどが県内や近隣の

地域からの人であることを知った。正直、私はこのフ

ィールドワークに参加する前までは、知らなかった。

私は、東山焼は今よりももっと認知度を上げていけれ

ばいいと思う。そのために、作陶体験した人たちにSNS

やインターネットなどによって広めていき、最終的に

は、外国の方々にも手にとってもらいたい。 

今回のフィールドワークでは、新庄東山焼に関すること

をたくさん学ばせてもらった。最初の活動では、時間に

ルーズで、段取りも悪かったり、自分勝手であったりし

て、周りへたくさんの迷惑をかけてしまった。活動のな

かで、みんなで考えることで、今後どのような姿勢で学

ぶべきか、生活のなかで大切なことは何であるのか、考

える良い機会にもなった。また、指導してくださった涌

井さんから、丁寧にかつ、大胆に試行錯誤しながら、あ

らゆることに挑戦することの格好良さのようなものも

感じた。このフィールドワークで感じたことや、学んだ

ことを生かして、これからの大学生活では、たくさんの

ことに挑戦していきたいと思う。 
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地域の資源を活かし山屋の魅力を探る 
活 動 状 況 

 

 

○実施市町村：新庄市 

 

○講   師：山屋地区有志の会 会長 押切 明弘 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 4日(土)～5日(日)、6月 25 日(土)～26 日(日) 

 

○受 講 者：高野 園嘉（記録）、田村 爽（発表）、内田 啓人(班長)、井田 夏希（発表）、 

小幡 俊貴（発表）、清水 聡一郎（記録）、福田 美穂（発表）、櫻井 瑠那（記録）、 

日向 諒（発表）、山中 佑太（発表）、鈴木 那菜（学生サポーター） 

 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月４日（土） 【１日目】６月２５日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 山屋セミナーハウス着 

10:00  開講式 

10:30  杢蔵山登山 & 筍収穫 

12:00  食事（休憩） 

12:30  杢蔵山登山 & 筍収穫 

14:30  杢蔵山下山 

16:00  地域の方と収穫した筍を料理 

17:00  夕食(地域の方と交流会) 

18:00  山屋セミナーハウス祭り準備（筍ムキ） 

 

 

08:00 山形大学発 

09:30 山屋セミナーハウス着 

10:00  キャンプ場 整備作業 

12:00  昼食（地域婦人会調理） 

13:00  ふるさと歴史センター見学 

14:00  農業体験 

トマトハウス作業など 

15:00  振り返り 活動記録 

16:00  地域婦人会との夕食作り交流 

17:00  夕食（地域有志会と語りながら食事） 

 

【２日目】６月５日（日） 【２日目】６月２６日（日） 

08:00  朝食（地域の交流） 

09:00  山屋セミナーハウス祭り準備 

10:30  昼食（早めに食事） 

11:30  山屋セミナーハウス祭り参加 

15:30  振り返り (活動記録) 

16:30  山屋セミナーハウス発 

18:00 山形大学着 

09:00  朝食・準備 

10:00  地域の宝探し・薬師堂を探索 

「松厳寺住職による説法及び薬師堂歴史」 

11:00  地域の主な施設探索 

12:00  昼食（地域婦人会調理） 

13:00  振り返り及び提言発表 

16:30  山屋セミナーハウス発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 高野 園嘉 

 私は、山形の自然の中で、普段はできないような様々

な体験をしたいという理由から、このプログラムに参

加した。 

 山屋地区では、多くの体験を通して、魅力を発見で

きた。杢蔵山から見える景色や、そこでたくさん採れ

る筍、地域の拠点のひとつである薬師堂、地元で採れ

た食材を使ったおいしいご飯など、その地域ならでは

の良さを見つけることができた。これらがこの地域の

良さとして見える一番の理由が、山屋有志会の皆さん

をはじめ、山屋地区の住民の皆さんが一丸となって、

この地区を守っているからだと感じた。杢蔵山にあっ

た山荘は、きれいに掃除されており、エコトイレは地

元で開発されたワ－コム菌を使用している。薬師堂や、

山屋セミナーハウス、キャンプ場も地域の方々のよっ

て整備されていた。山形県の農業はネギのブランド化、

ニラの生産が日本で一番など、北海道・東北地区では、

伸び率はトップだそうだ。しかし、新庄市では、農業

に目を向ける人が少なく、山屋地区では、実際に後継

者はいないそうだ。また、山屋地区には、若い世代が

少ないという問題もあった。それは、第 1 回目のフィ

ールドワークで参加した「たけのこ祭り」で、来場者

を見ても気付いた。 

 山屋の魅力を肌で感じながらも、この 2 回のフィー

ルドワークで知ったことは、高齢化の進む地域の実際

の状況である。今まで「過疎化」、「高齢化」という言

葉は、授業でも習ってきた。その頃は「そんな地域も

あるのか」という風に軽く受け止めてしまっていた。

しかし、今回実際に農家の方から後継者がいないとい

う問題を実際に聞いて、危機感を持った。農家の方の、

いいものを提供したいという気持ちを知ったり、日々

研究しているのを実際に聞いたりして、この農業が受

け継がれないかもしれないというのを考えると非常に

残念な気持ちになった。また、4 日間地域の方々と交

流をして、「もっと魅力のある山屋にしたい」という地

域の方々の熱い思いを知って、何かできることはない

か考えた。 

私は、より多くの人にこの山屋に足を運んでほしい

と思った。イベントに人を呼ぶときは、ネットなどの

全国的な呼びかけよりは、市内からポスターやチラシ

などを使って直接的な呼びかける方が、効果がありそ

うだと思った。また、中学生に職場体験として、農業

を体験してもらうのも興味を持ってもらう一つの方法

だと思った。私も口コミとして情報源になり、山屋の

魅力を身近な人に伝えていきたい。 

 

地域教育文化学部 田村 爽 

私はこのフィールドワークを通して自分が行ったこ

とのない土地で人の温かさを感じた。今の時代、いろい

ろ物騒な事件が続いたり、さまざまな技術の進歩によっ

て便利になり、生活が豊かになったりと得たものもある

がそれと同時に失われてきたたこともある。その一つが

身近に人との、特に自分とは違う世代の人との交流が遠

ざかっていると思う。こうした中、山屋地区の多くの人

と関われたことは自分にとって、普段経験できないこと

だった。 

山屋地区のみなさんは、つながりがとても深く、お互

いに支え合って生活しているということが伝わってき

た。そこが山屋の魅力の一つでもあると思う。そして、

私たちをまるで前から一緒にいたかのようにすぅーっ

と溶けるようにして迎え入れてくれた。そんな山屋のみ

なさんの人間性のおかけで私たちも心地よく、さまざま

なことを学び、考えられたのだと思う。また、山屋地区

は豊かな自然に恵まれていて、農作物の栽培が盛んだっ

た。それだけではなく、水がきれいな場所でしか見るこ

とのできない蛍も生息している。これはどんな場所にも

あるわけではない、山屋のストロングポイントだと強く

感じた。 

山屋の魅力である、農業を地域の活性化やPRに用いる

ことができないかと考えた。山屋地区の方が、後継者が

いないことに頭を抱えていることを知り、メンバー全員

で「農業体験」の機会を、対象を新庄市の小学生と高校

生にターゲットを絞って作ってはどうかと提案した。な

ぜターゲットを絞ったかというと、身近な地区の良さを

知ってもらいたいというのと、小学生は小さい頃の記憶

が将来のその人に大きく影響すると考えたからで、高校

生は、進路選択に悩む時期であり、その選択肢にあまり

考えが行き着かない、農業を加えることが目的だ。その

ような活動に地区をあげて取り組んでいくことが活性

化への第一歩になるのではないかと考えた。 

私は山形県出身ではあるが、山屋地区をはじめ、新庄

市のことをあまり知らなかったと思う。このフィールド

ワークを通して、知らなかったことを知る喜びや新しい

土地で新しい人と関わり、魅力を感じたり考えたりした

ことで自分の成長に繋がった。ここで終わるのではなく、

同じグループの人たちや山屋地区の方々との縁を大切

にしてこれからも交流を続けていきたい。 
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理学部 内田 啓人 

私はこのフィールドワークを通して感じたことが 1

つある。それは、フィールドワークのあり方を変える

ことが必要かもしれないということだ。 

私たちは、フィールドワークの最後の話合いで、山

屋活性化の解決策として新庄市の若者を対象とした農

業体験を提案した。その目的として、何回も山屋地区

に足を運んでもらうことで山屋の魅力に気づいてもら

い、将来的に山屋に戻ってきてもらうということだ。

また、先日の発表会で他の班の解決策も聞いたが、自

分たちの解決策も含めあまりにも現実的ではないこと

に気がついた。地域の活性化が課題の班では、SNS を

使おうというのが多かったが、果たしてその発信者は

誰なのか？おじいちゃんに SNS をやれというのか？は

たまた SNS にアップしたとして私たちを始めとする一

般人は行こうと思うのか？などツッコミどころが満載

だったように感じる。 

 山屋地区の人たちは本当にこの町を活性化したいと

いう熱意があった。また、その活性化の一歩としてこ

のフィールドワークに参加協力していると思った。つ

まり、私たちはこの地域の方々に全力で向き合わなけ

れば失礼だと思う。フィールドワーク最後の話し合い

で、「7 月 26 日ごろにトマトが赤くなるから食べにお

いで」と言われた。ここで、私たちはこの7月26日に

山屋地区に行くことこそが、このフィールドワークに

参加した意義だと思う。逆に、ここで私たちが行かな

いとしたら、果たして私たちの解決策である農業体験

を行ったとして、その参加者たちは私たち同様に山屋

にまた訪れることがあるだろうか？私は無いと思った。

そこで、2週間前から「7月30日に山屋地区に行こう」

とグループのメンバーに声をかけたが誰 1 人として手

を挙げなかった。要は、1 回きりの繋がりなのだ。そ

う思ったとき、このようなフィールドワークを続けて

山屋地区は活性化することは難しいと思った。 

 そこで、私は次のようなフィールドワークを提案す

る。15の地域に2回行くのではなく、半期つまり前期

15回の授業を使って1つの地域に絞ってその地域の活

性化について考える、というものだ。回数を増やした

って授業が終わればその地域に足を運ぶ生徒が増える

わけでは無いことは分かっている。しかし、地域の方々

との関係性が深ければ深いほどその地域に愛着が湧く

ことは間違いない。そのため、足を運ぶようになる生

徒が増える確率は上がると思う。また、このフィール

ドワークの方法にはもう1つ狙いがある。15回の授業

を通してその地域に合った活性化方法を考える、この

ような授業なら山形の民放ぐらいならネタとして放送

してくれることが期待できる。また、授業内で解決策

として民放をしようすることも可能になると思う。も

し、今後もその地域活性化のために 4 年頑張る学生が

いたら、その子にスポットを当てる番組が出てくるか

もしれない。もし、その生徒のおかげで地域活性化が

成功したとするならば、全国区の番組に出ることだっ

て期待できる。私は、このようにもう少しだけフィー

ルドワーク後の地域との関わり合いにも目を向けられ

る授業であればいいのかなと思った。しかし、たった

２回のお泊りで遊ぶだけで単位がもらえると思って応

募したのも事実だ。 

 まあなんと言うか、どこまで関係を続けられるか分

からないが、来週に1人でも山屋地区に行こうと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 井田 夏希 

私は、このフィールドワークに参加する前は、プロ

グラムを楽しんで、班のメンバーや地域の方々と楽し

く交流ができればいいなと考えていた。そのまま一回

目のプログラムを終えて、反省の際に、初日に『山屋

の活性化について考えて欲しい』と言われていたこと

を先生に気づかされ、自分たちと地域の方々との意識

の差があったと感じた。思い返してみれば、一回目の

活動や、地域の方の話の中から、自分たちの山屋を盛

り上げたい、よくしていきたいという思いをひしひし

と感じられることがいくつもあった。二回目のプログ

ラムでは、誰もがその反省を活かそうと考えているの

がとても伝わってきて、良い緊張感を持って活動がで

きた。二回目の活動の始めには、『農家の後継者不足が

問題である』ということを聞いた。そこで地域の方か

ら頂いた二つの課題について考えた。 
まず、一つ目の山屋の活性化について。私はこの４

日間で山屋の魅力をたくさん知ることができたと思う。

山から一望できる景色、筍や山菜を自分の手で取って

食べること、地域の方々の暖かさ、ホタルも見られる

…。この魅力をもっと知ってもらいたいと思った。知

ってもらうことでたくさんの人にこの地域の良さを知

ってもらいたいと思う。 
また、二つ目の農業の後継者不足。私は、二回目の

活動の際に、農家の方々の話を聞いて、皆さん農業を

楽しんでいるように感じられたし、自分の作るものに

誇りを持っているように強く感じられたのがとても印

象的だった。また、農業の現状をデータや文字の上で

知るのではなく、その現場で実際の声を聞くことで現

実味があり、私にできることはないのかと感じた。直

接話を聞くことは大きな意味を持つと思った。 
ここから、私たちの班で二日目の最後に山屋地区の

拠点であるセミナーハウスで行うイベントについて提
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案をした。新庄市の小学生や高校生に山屋にきてもら

おうというイベントである。まずは、私たちの行った

ような活動をしてもらうことで、山屋の魅力を知って

もらいたい。また、農業体験をしてもらい、小学生に

は楽しんでもらうことが第一だが、高校生には、職業

としての農業の可能性を見出してもらったり、農業の

現状について少しでも知ってもらったりしたいと考え

る。 
この提案をそのまま実行するのは難しいと思うし、

私たちに考えが足りていない部分もあると思うが、少

しでも、大学生の目線での意見が地域の方々に有益な

ものになっていればと思う。四日間を通して、自分な

りに色々考えることができたと思う。楽しむだけのフ

ィールドワークにしなかったことで、とても良い経験

になったと思う。 
 
医学部 小幡 俊貴 

このフィールドワークでは、ニュースからでしか知

らなかった、若者の流出、高齢化、農業の後継者問題

などの諸課題を抱えている地域に直接関われた。そし

て地元の方々が地域の発展に懸命に取り組んでいる姿

に、自分に何ができるだろうかと真剣に考え、メンバ

ーと議論できた点でこのフィールドワークの意味を感

じることができた。 

山屋地区は、新庄市中心部からほど近くの山、小川、

田畑などの自然の多い地区であり、筍、山菜がたくさ

ん採れ、時期と条件が良ければ蛍をも見ることができ

る。住民は農家が多く、上記の課題も抱えているが、

地域を盛り上げようと協力し合ってセミナーハウスや

杢蔵山などを活用したイベントを企画している。しか

し、現状では筍祭りでは若い世代の参加が少なく、キ

ャンプ場は利用者も今はほとんどいないなど問題解決

には至っていない。 

 山屋地区や同じような問題を抱えた他地域の振興の

ために考えたことは、地域住民がこの地区がこれから

も持続する状況とその将来性を感じることが大切だと

いうことだ。そのために今いる若い世代が地域に残る

こと、さらには今の子供たちが将来地域に残る、もし

くは戻ってくることが必要である。 

 はじめに、若い世代が残るために、高校生に向けた

農業体験を提案する。進路に悩む時期に農家をその進

路の選択肢一つとして感じてもらうことが目的である。

植えるところから採取するところまで体験し農業の大

変さと楽しさを感じてもらい、農家という職業に現実

味を持たせる。しかし、経済的な理由から農家を敬遠

する人も多いため、経済的に自立できる方法を提示し、

学生と議論することも必要だと考える。 

 次に、子供たちには農業体験と筍・山菜採りを提案

する。子供たちには山屋の自然で楽しみ、地区に親し

みを持ってもらうことを目的とする。子供のころの楽

しい体験は大人になっても覚えているものであり、将

来自分の子供にも同じ経験をしてもらいたいと感じる

と考えたためである。 

 最後に、私は地域住民の方々を中心として企画を運

営すべきと思う。地域を盛り上げるという熱意がある

ため、必ず素晴らしいものになると思われるためであ

る。４日間の体験で多くの貴重な経験をすることがで

きた。地域住民の方々、新庄市教育委員会、メンバー

に心から感謝したいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 清水 聡一郎 

このフィールドワークでは、実際に若者の流出、高齢

化、農家の後継者不足を肌で感じることができる授業で

あった。ワークに参加する前は、楽しめれば良いという

考えでいたが、地元の人やメンバーと話をするうちに真

剣に山屋の現状を解決することに頭を使う毎日だった。 
山屋地区は新庄市中心部からとても近く、買い物をし

たりすることに関しては全く問題ない地域である。 

一見、なんの問題点も無さそうに思えるが実際、若者の

流出や高齢化など問題点は山積みである。地元の人達は

地域の活性化に力を入れているが現状打破には至って

いない。 
山屋地区には豊かな自然があることはかなり大きな

強みであると思う。現状若者の流出を止めるのは難し

い。将来、山屋地区に戻ってきてくれることにスポット

を当てたい。幼少期に自然豊かな土地でのびのびと育っ

た記憶というものは生涯とても大切であるはずである。

大人になった時いつか地元に帰りたいという気持ちに

なることが大切だ。地元の小学生、中学生、高校生など

を山屋地区に呼んで農業体験やホタル観察など、とても

楽しい体験をさせることはとても意味のあることであ

ると思う。 

４日間地元の人達、グループのメンバーとたくさんの

話をし、有意義な時間を過ごせた。これをきっかけに

日々考えることを習慣にして、自分を成長させたいと思

う４日間ありがとうございました。 

 

医学部 福田 美穂 

フィールドワークの４日間を通して、普段の学校生活

では経験することができないような貴重な体験 をする

ことができました。地域の現状を自分の目で確かめ、地

域の方々と交流したいという思いか らこのフィールド

ワークに参加しました。 



第二部 授業記録 前期プログラム３．地域の資源を活かし山屋の魅力を探る 

68 
 

第１回目のときは、フィールドワーク参加への楽しみ

と少しの不安がありましたが、はじめの挨拶のときに山

屋の人々のあたたかい対応に触れリラックスして 2 日

間過ごすことができました。筍狩りでは、山屋地区の

人々からアドバイスを頂きながらとても楽しい時間を

過ごすことができました。地域の人々は森に関する知識

が豊かで生きる知恵のように感じました。また山小屋の

微生物を使ったトイレが印象に残っています。山屋地区

の人々は山屋を活性化するために様々な工夫を凝らし

ており、その１つ１つに誇りをもっているんだなと思い

まし た。山屋セミナーハウス祭りでは訪れる人々の年

齢層が気になりました。やはり若年層の人々の来場が少

ないように感じました。フィールドワークの仲間との話

し合いでその改善案として地元の中高生を招待すると

いう結論に至りました。地域の活性化について真剣に考

える良い機会になりました。 

第２回目のときは、山屋地区の人々と再会し、故郷に

戻ったような気持ちになりました。初めてホタルを見る

ことができ感動しました。川のせせらぎやホタルの灯火、

稲の匂いなど五感で山屋地区の美しさを知ることがで

きました。農業体験では農家の方から農業についての生

の声を聞くことができました。農家の方々の農業にかけ

る熱い思いを聞くことができ、改めて農業の素晴らしさ

を 実感しました。しかし、問題点として後継者不足が

あり、それを改善するためにはどうすれば良いのか、疑

問に思うこともありました。その改善案として私たちが

挙げたイベントが、地域の子供達を対象にした農業体験

です。子供のうちに農業に触れることで農業の楽しさを

知り農業について考える機会を与えることが大切だと

考えました。そのようなイベントを行うことで地域の活

性化にもなります。フィールドワークを通して仲間たち

と何かを考え、発表するという機会が多くとても良い経

験になりました。普段は交流の少ない他学部の仲間と一

緒に学んだり一緒に考えたり有意義な時 間を過ごすこ

とができたと思います。また山屋地区の人々からはチー

ムワークの良さや地域の絆を感じ、それこそが山屋の魅

力の１つなのだなと思います。山屋の人々が一丸となっ

て山屋を活性化 しようと工夫を凝らしているのを間近

で感じることができました。私も人と人とのつながりを

大切 にして将来地域の人々のために役にたつことがで

きれば良いと思います。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 櫻井 瑠那 

 このプログラムでは、実際に筍の収穫を体験し、地

元の方のお話を聞いて山屋地区の魅力や改善点、これ

からどんな活動を行えば良いのかについて深く考える

ことができた。また、地元の方の温かさに触れること

ができて充実した4日間だった。 

 筍や山菜採りなどの農作業を体験して想像以上に大

変だということを知った。筍も山菜も山の急斜面で収

穫するからだ。畑で作物を育てる際にも少ない人数で

大きな畑を 1 年中管理するのは大変そうだと感じた。

地元の方の話の中で一番印象的なのは後継者不足、若

者がいない、ということだった。山屋ではほかの職業

と農業を両立する兼業農家の方が多く、農業だけで生

活するのが難しいというイメージを若い人が抱いてい

るのかもしれないと感じた。確かに、農業は自然災害

や天候から大きな影響を受ける仕事なので他の仕事を

選びがちになってしまうと思う。それを改善するには、

農業とはどんな仕事なのか、山屋ではどのような作物

ができてどれくらいの品質なのか、山屋では農家とし

て働く若い人材を必要としている、ということを多く

の人に知ってもらう必要があると考える。そこで、私

たちのグループでは新庄市の小学生と高校生に農業を

体験してもらうことを提案した。ターゲットを小学生

に設定したのは幼い頃の思い出として山屋の豊かな自

然や魅力を忘れずにいてほしいからだ。蛍やサンショ

ウウオがたくさん見られるほどのきれいな水や環境が

そろった場所は滅多に無い。そのことを実感して、大

人になっても山屋にいたいと思っていてほしい。高校

生には進路先として農家も視野に入れて、現在の山屋

が抱える問題を理解してほしい。若い人は山屋以外の

場所で就職する人が多いと聞いたので、山屋で働くこ

との魅力や可能性を高校生のうちに知ってもらうと良

いと考えた。私たちが体験した筍採りの他にも田んぼ

や畑から作物を収穫して楽しんだり、地元の良さを知

ったり、地元のためにできることは何か考えてほしい。 

 このフィールドワークでは貴重な体験ができた。地

元の方も優しく私たちを受け入れてくださって、山屋

を第二の故郷のように感じている。山屋の皆さんの団

結力、地元を活気づけたいという思いがあったからこ

そより深く問題について考えられた。これからも農業
や地域活性化に関心を持っていきたい。 

 
農学部 日向 諒 

私たちは今回、四日間新庄市の山屋地区でフィール

ドワークを行った。このプログラムの目的は、山屋地

域の人たちと交流し、プログラムを通して山屋の魅力

を探るとともに、地域活性化に取り組むお手伝いをす

ることだった。私はこのプログラムを通して、印象に

残ったことが二つある。 

 一つ目に、一回目に行った「筍祭り」である。この

筍祭りでは、私たちが前日採った筍と地域の人たちが

採った筍を使って筍汁を振る舞い、余興をしたり、お

みくじやバザーを開催したりしてとても盛り上がった。

私たちも余興を前々から準備して、ソーラン節を演舞
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した。そのときに舞台から全体を見渡して思ったこと

は、年齢層が偏っているということである。高齢者の

割合がとても高く、祭りも途中で帰ってしまう人が多

かった。 

 二つ目に、二回目の地域の人たちから伺った「後継

者不足」の言葉である。新庄市の農業は最近発達した

もので、まだ次世代に受け継いでいくことが難しいの

が現状である。その上、農業を専業として生活するこ

とは難しく、ほかの仕事に就く人が多いため、続ける

ことが難しいという。兼業という案も出たが、少ない

人数が兼業を行っても経営するのが困難になるだけで

ある。こういったことが原因で、後継者不足という問

題が起こっているのである。 

 私は、この四日間を通して、山屋の魅力にたくさん

触れることができた。筍狩りに山菜採り、祭りへの参

加、農園見学、そしてホタル観賞。ここまで内容の濃

い四日間を過ごし、たくさんの経験をしたのは初めて

で、とても楽しかった。また、地域の人との関わり、

交流でたくさんの話を伺うことができた。そして同時

に、山屋地区が抱える問題を知り、少しでも手助けで

きることはないかという風に思えた。そこで私は、地

域の皆さんに一つの提言を残したいと思う。 

それは、年齢層の高齢化や農業経営の後継者不足に対

する案として、私たちが4日間体験したことをもっとい

ろんな世代の人に体験してもらい、山屋の魅力を伝えて

ほしいということである。特に地元の子供たちを対象と

して行うことが良いと考える。小学生や中学生は絶対に

楽しめると思うし、高校生などに今の地元の現状を伝え

ることで、改めて自分たちの地元がどんな状況なのかを

再確認して、受け継いでいこうと思う人も出てくると考

えられるからである。もっと地域の人たちでこの問題に

向き合うことで、雰囲気も変わってくるだろう。 

 
農学部 山中 佑太 

私は、今回、新庄市の山屋地区で四日間のフィール

ドワークを行った。このプログラムでは、タケノコ収

穫や蛍観察などで山屋地区の自然に触れ、また地域の

方々のお話や共同作業を体験した。その中で私たちは、

山屋の魅力を発見し、また「山屋地区の活性化」「農業

の後継者不足」といった問題点について考えた。 

 一回目のフィールドワークでは、山屋セミナーハウ

ス祭のお手伝いをした。バザーやタケノコ料理の配布

などのサポート、その他には余興としてソーラン節の

披露をして、上手く盛り上げることが出来た。その中

で、イベントの来場者は高齢者がほとんどで、若い世

代の人が少ないということに気づいた。 

二度目のフィールドワークの時には、地域の農家の

方からこの地域には農業の後継者が一人もいないとい

う話を伺った。現在の山屋地域は、セミナーハウス祭

からも分かる通り高齢者が多い。それに加え新庄では

近くに職場があるため、専業農家はほとんどおらず、

兼業農家が大半である。そのため若者は、農家を継ぐ

よりも他の仕事に就いた方が良いと考えるだろう。 

そこで私たちは、これらの問題に対して、このフィ

ールドワークのような体験学習を小学生、高校生を対

象に実施するという提案をした。山道か歩く時に見た

ふもとの景色、絶滅危惧種のサンショウウオや沢山の

蛍、そして地域の方々とのタケノコ収穫など、この 4

日間で私たちは、この地域ならではの魅力的な体験を

いくつもすることができた。これを若い子供たちにも

同じように体験してもらい、それと同時に地域の抱え

る問題を知ってもらう機会を作ることで、若者を呼び

込み、農業の後継者不足改善に役立てられると考えた。 

私は、後継者不足や高齢化問題などの言葉をこれま

でに何度も聞いてきたが、あまり深く考えることはな

かった。しかし、山屋地区の方々が地域のためにボラ

ンティアで様々な活動を行っているということを聞い

たり、地域をなんとかして盛り上げようとする姿を見

たりして、それらの問題について実際に深く考えるこ

とが出来た。このフィールドワークでは、普段あまり

会うことの出来ない他学部の人たちとの仲を深められ

たのはもちろん、この先経験することのないような貴

重な体験をすることができた。今回学んだこと忘れず

に、これからの人生に役立てていきたいと思う。 
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マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前図書館～ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：新庄市 

 

○講   師：新庄市立図書館 館長 高橋 一枝 氏 

       図書館ボランティアサークル「かやのみ会」 代表 須藤 敏枝 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 5 月 14 日(土)～15 日(日)、6月 18 日(土)～19 日(日) 

 

○受 講 者：岡田 真子（記録）、酒井 直子（記録）、鈴木 駿（班長）、佐藤 祐香（記録）、 

見波 侑（発表）、阿部 彩乃（発表）、大沼 秀晶（発表）、福田 和起（発表）、 

近藤 拓海（記録）、阿久澤 里沙（発表）、近野 沙央梨（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月１４日（土） 【１日目】６月１８日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄駅着 

   開講式 オリエンテーション 

10:00 語り＆読み聞かせで育む豊かな心 

  （講話＆実技指導） 

12:00 昼食〔各自〕 

13:00 kitokito マルシェ 概要説明 

 “本活プロジェクト”など 

14:00 エコロジーガーデン移動視察見学 

    kitokito 前日準備など 

15:30 図書館移動 活動計画立案 

17:00 講師懇親会・食事会 

18:30 宿泊先へ 

 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄駅着 

09:40  図書館着 

   kitokito マルシェ本活プロジェクト準備 

   ■計画立案に基づく準備作業 

   ワークショップ・読み聞かせ練習など 

12:00 昼食〔各自〕 

13:00 ワークショップ準備 

   kitokito マルシェ本活プロジェクト準備 

   ■計画立案に基づく準備作業 

   ■ワークショップ・読み聞かせ練習 

   ■活動計画立案など 

15:30 各自準備 当日スケジュール調整 

17:00 宿泊先へ 

【２日目】５月１５日（日） 【２日目】６月１９日（日） 

08:30 kitokito マルシェ 

  kitokito マルシェ ブース準備 

  ■お話し会協力参加 

  ■ワークショップ協力参加 

  ■移動図書館見学協力参加 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

12:00 昼食〔各自〕 

  ■お話し会協力参加 

  ■ワークショップ協力参加 

  ■移動図書館見学協力参加 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

15:00 kitokito マルシェ終了片づけ 

15:30 図書館移動 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

08:30kitokito マルシェ   

  kitokito マルシェ ブース準備 

  本活プロジェクト 

  ■計画立案に基づく展開 

  ■移動図書館 協力参加（お話し会） 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

12:00 昼食〔各自〕 

  本活プロジェクト 

  ■計画立案に基づく展開 

  ■移動図書館 協力参加（お話し会） 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

15:00 kitokito マルシェ終了片づけ 

15:30 図書館移動 振り返り感想交流 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 岡田 真子 

 私は今回の活動を通しての二つのことの大切さを学

んだ。 
一つ目は、自分から積極的に行動することだ。一回

目の活動では、全体の流れが把握できずにただ指示を

待つことしか出来なかった。自分たちはサポートをす

る立場にあったため、つい受け身になりがちだった。

何かやることがないかを聞いたり、積極的にお客さん

に話しかけたりするべきだったと思った。二回目の活

動では、特に読み聞かせ場所の準備やフリースペース

の設営では仕事を探したりして自分から積極的に動け

たと思う。しかし、反省点もあった。その際、私たち

が指示を出さなかったため準備の時間に図書館の方に

「何をすればいいですか？」と聞かせてしまっていた。

自分たちが計画したことをしっかり図書館の方に指示

として伝えられていなかったというのが問題点だった。

二回目の活動では自分たちが主体で図書館の方にはサ

ポートをしてもらうとなっていたにもかかわらず、自

分の目の前のことにとらわれて、周りが見えなくなっ

ていた。自分から行動をし、周りを見て指示を出すと

いうことが必要だと感じた。 
 二つ目は、事前にしっかり準備をして臨機応変に対

応することだ。これをよく実感したのは、読み聞かせ

の活動であった。読み聞かせの準備はまず本を選ぶこ

とから大事であった。季節やイベント、子どもの年齢

に合わせた内容や長さの本を選ぶことなどだ。一回目

に聞いた読み聞かせのポイントを頭に入れながら、前

日に練習を重ねてしっかり準備をすることができた。

本番では子供たちの人数や、読んでほしい本のリクエ

ストに応じたりして臨機応変に読む本を選択した。読

み聞かせ中はこちらの一方的なパフォーマンスになら

ないように、子どもの顔色をうかがったり、掛け合い

の出来る本では、子どもたちに問いかけをしたり、反

応をひろったりした。小さい頃にしてもらっていた読

み聞かせはこんなに多くのことを気にしていたのだと

知って驚いた。読み聞かせでは、事前の準備と臨機応

変に対応することがとても大切だった。 
 今回本活マルシェの活動に参加させていただくこと

ができて本当に良かった。図書館の方の、小さな図書

館が大きく発信するというマルシェへの情熱を知るこ

とができ、それに少しでも貢献できていたらいいと思

った。この活動を通して、マルシェのイベントを作り

上げることの楽しさや大変さを実感でき、とても良い

経験となった。今回フィールドワークを通して学んだ

ことは、これからの大学生活や社会に出てからも大切

になってくることだと思う。これらのことをしっかり

と、これからの生活に生かしていきたいと思う。 

 

 

人文学部 酒井 直子 

私がこのフィールドワークを通して考えたことは、

主に２つある。 

１つ目は、読み聞かせの難しさである。読み聞かせ

は、ただ読んで聞かせるだけではなく奥が深いという

ことがわかった。実際に読み聞かせをしてみると、長

い本を読み過ぎて子どもたちが飽きてしまったという

ことがあった。また、掛け合いができるような本を読

むと、子どもたちが興味を示したり声を出したりして

いた。これらのことから、読み聞かせをするときは事

前の準備も重要であるが、子どもたちの状況に合わせ

て臨機応変に対応することも求められることがわかっ

た。また、自分が思っているよりもゆっくりはっきり

読まないと子どもたちに伝わらないし、自分が読んで

いて楽しまないと子どもたちに楽しんで貰えないとい

うことも感じた。その際、恥じらいを捨てることも重

要である。 

 ２つ目は、地域のことである。私はkitokitoマルシ

ェに参加している最中に、新庄市のことと地元である

長崎県壱岐市のことを考えていた。１回目のフィール

ドワークの際に、kitokitoマルシェを考案した方のお

話を聞き、新庄市を活性化したいという熱い思いを知

ることができた。kitokitoマルシェは５年前に初めて

開催されて以来、毎年来場者数を伸ばしており地域の

活性化に貢献しているといえる。また、この移動図書

館という取り組みによって、普段図書館に行かない人

でも気軽に立ち寄れ、本に触れることができる。子ど

もが読書をしなくなる傾向にある現代において、よい

取り組みであると感じた。私は、新庄市立図書館長の

「小さな図書館ではあるが、大きく発信したい」とい

う言葉に感銘を受けた。壱岐市には２つの図書館があ

るが、移動図書館というような活動は行っておらず図

書館を訪れているのはいつも決まった人である。壱岐

市でも図書館が地域に根ざした活動をすれば活性化に

繋がると考える。このように、新庄市には地域の活性

化が見込めるようなイベントや取り組みが多く存在す

る。壱岐市でもこのような活動を行ってみたいと考え

た。小さな壱岐市から、様々なことを大きく発信でき

るような活動がないか考えてみたい。 

私は、このプロジェクトを通して、色々な人と本を通

して繋がることができ、新庄市や壱岐市のことについて

考えることができた。今後も地域の活性化に繋がること

を考えていきたい。また、班のメンバーや図書館職員の

方々と協力して活動ができたことを心から嬉しく思っ

ている。 

 

地域教育文化学部 佐藤 祐香 

今回のフィールドワークの活動を通して、自分自身が

気づいたこと、感じたこと、学んだことについて書いて

いきたい。 

今回のフィールドワークを通して、私が一番に学んだ

ことは「本と人の繋がり」である。本と人を繋ぐサポー

トをする立場として、読み聞かせやワークショップ、     
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kito kito Booksで様々な形でその繋がりに関わること

が出来たと思う。読み聞かせに関しては、子どもたちに

どう読み聞かせをして、どう身振り手振りをして、どう

問いかけるかによって、子どもたちの関心や興味を引き

つけることができるか学ぶことが出来た。例えば、読み

聞かせ前の導入の手遊びだったり、絵本をクイズ形式に

して、子どもたちに答えてもらったりと、色々な角度か

ら仕掛けることにより、本のおもしろさを知ってもらえ

たかなと感じた。kito kito Booksについては、実際に

存在を知らない人が多かったが、初めて訪れた人のほと

んどが「雰囲気が良い」や「素敵」などの好印象を持っ

てくれた。kito kito Booksについて説明すると、多く

の人が興味を持ってくれて、笑顔で「今度、本持ってき

ますね!!!」と言ってくれる方もいてとても嬉しかった。

本と人が繋がるところを一番近くで感じることの出来

る場所だと感じた。 

 今回、移動図書館の『フリースペース』について提案

させていただいたが、前半は上手く活用できていなかっ

たと感じた。図書館の方々のサポートによって、配置を

換えていただき子どもたちが読みたい本を実際に手に

とって読めるようになったが、子どもたちにはわかりに

くかったみたいなので、1人ぐらいは、フリースペース

に待機する必要があると思った。また、読み聞かせで、

『おまえうまそうだな』のパペットを使ったり、手遊び

を導入に使ったりしたが、『ペープサート』なども使え

ば、読み聞かせにも、うたあそびにも臨機応変に使える

と考えた。ペープサートのキャラクターをアンパンマン

などの特定のキャラクターにせず、ウサギやネコにすれ

ば、子どもたちと一緒に物語を作ることも可能になると

考える。 

今回のフィールドワークを通して、本と人の繋がり

に関われたこと、子どもたちとたくさん関われたこと、

何より図書館の方々、グループのメンバーと企画して

活動できたことが何よりも良い経験になった。私は将

来、幼稚園教諭を目指しているので、子どもたちと絵

本の関わりを大切にして、たくさん絵本から吸収して

もらえるようサポートしていきたいと思う。本当に素

敵な経験ができて自分自身、成長できたと思う。今回

関わってくださった全ての人に感謝したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 見波 侑 

私は５月１４、１５日と６月１８、１９日に「マル

シェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前図

書館～」というフィールドワークに参加してきました。

フィールドワークの活動を通して感じたことは２つあ

ります。１つ目は、地元の魅力に気づく大切さ、２つ

目は、図書館の役割の重要さです。以下はこの２つの

点から自分の考えをまとめてみました。 

 新庄市を訪れた初日の５月１４日、kitokitoマルシ

ェのチラシや新庄市の観光ガイドブックのデザインな

どの仕事をしていらっしゃる吉野さんのお話を聞きま

した。吉野さんは東京へ出てデザイナーの仕事をする

一方で、新庄市にある実家でご両親が育てた野菜を売

ることもしていました。最初のうちはなかなか売れず、

苦労していたそうです。しかし、お客さんに商品の良

さを知ってほしいと思い、ご両親の仕事や新庄市のこ

となどを話していくうちに、少しずつ商品は売れるよ

うになったとおっしゃっていました。これは地元のこ

とを知っていることと伝えたいという思いがなければ

できません。加えて、「地元の人は『地元には何もない、

魅力がない』と思っているが、東京へ出た人が地元に

戻ってくると多くの魅力が見つかる」というお話もし

てくださいました。実際、私も「地元の新潟県上越市

には何もない（強いて言うなら田んぼはたくさんあ

る）」と思っていました。吉野さんのお話を聞いて、私

の地元は日本三大夜桜が有名であったり、スキー伝来

の地であったりすることを思い出しました。地元にい

る時は身近すぎて気づかなかったことも、少し離れる

と多くの良さに気づくということを実感しました。 

 今、新庄市は若者の人口流出や地域の活力不足とい

った問題を抱えています。吉野さんのように都会へ出

ていった人が地元に戻ってきた時に魅力に気づき、地

元の PR 等の活動に関わっていけたらよいのではない

かと感じました。 

今回、ワークショップ、読み聞かせ、kitokito books

という活動に参加させてもらいました。ワークショッ

プと読み聞かせは子どもたちを相手とするので、説明

の仕方や声掛け、教えていただいた読み聞かせのテク

ニックに気を付けて活動するよう心がけました。普段

あまり関わることがない子どもたちと「図書館」を通

じて関わることができたと思います。kitokito books

は自分の本を２冊持ってくるとkitokito booksのコー

ナーの本を１冊持っていくことができるというもので

す。会ったことがない人とも「本」を通じてつながり

を持つことができます。今回の活動を通して、図書館

はただ単に静かに本を読んだり勉強したりする場所で

はなく、本を通じて様々な年代の人とつながることが

できる場所であると感じました。 

 ４日間の活動を通して、普段の生活だけでは学べない

多くのことを学ぶことができました。私は将来、子ども

と関わることができる仕事に就きたいと考えています。

子どもたちと本を読む場面もあると思います。その時は

今回の活動を生かし、子どもたちに、「本って楽しい、
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読書って楽しい」と思ってもらえるようにしたいと思い

ます。図書館の方や新庄市の方、班のメンバー、ありが

とうございました。 

 

地域教育文化学部 阿部 彩乃 

私がこのプロジェクトを選んだ第一の理由は、図書

館という場所の雰囲気が好きだったからです。私にと

って図書館という場所は、静かでどこか緊張感があり、

落ち着ける場所でした。しかし、今回は“出前図書館”

ということで、どんな風になるのか分からず不安があ

りました。また、子どもたちへの読み聞かせがあると

聞いたとき、子どもが苦手な私にそんなことができる

のかとも思いました。以下には、本活プロジェクトで

行った３つの活動の問題点、改善方法、自分たち自身

の良かった点、悪かった点とその改善法についてなど

を書いていきたいと思います。 

 まずは、移動図書館についてです。ここでは主に子

どもたちへの読み聞かせの活動をしました。１回目の

活動で、本が読みたい子どもが読む場所がないために

そのまま帰ってしまうという問題点を発見しました。

その問題点を解決するため、２回目の活動では“フリ

ースペース”と名付けた本を読むための場を用意しま

した。たくさんの子どもたちに利用してもらうことが

でき、とても嬉しく思いました。また、ここで私たち

と子どもの一対一で読み聞かせをさせてもらうことも

できました。１回目はただ一方的にこちらが本を読ん

でいる印象がありましたが、２回目は子どもの反応を

見ながら、コミュニケーションをとって読み聞かせを

行うことができました。心から楽しいと思えた体験に

なりました。フリースペースは、これからのマルシェ

でも活用していただきたいと思いました。 

 つぎに、ワークショップです。ここでは主に、本を

借りた人にブックカバーやしおりを作る体験のサポー

ト活動をしました。１回目の活動で、ワークショップ

の場所が狭いこととやっていくうちに物が散乱してし

まい、どこに何があるか分からず効率が悪いことを発

見しました。その問題点を解決するため、２回目の活

動ではスペースの拡張と何をする場所なのかを伝える

小さな看板を設置しました。物の場所が分かっている

のでスムーズに動くことができ、子どもたちを飽きさ

せることもなく動けていたと思います。さらに、塗り

絵も準備しました。この塗り絵もたくさんの子どもた

ちに利用してもらうことができ、図書館のアピールに

もつながったのではないかと思います。１回目の活動

の後、自分たちなりに考えて、ワークショップの内容

は基本的には変えずに、プラスのものを用意しようと

いう結論になりました。しかし、図書館の方々に、ワ

ークショップの内容自体を変えてほしかったといわれ

てしまいました。自分たちと図書館の方々の認識の違

いを生んでしまったのは、こちらの連絡不足と、質問

の量の少なさが原因だったのではないかと思いました。

どんなに細かいことでも確認することの大切さを知る

ことができました。 

 最後に、kitokito booksについてです。ここでは、

２冊借りて１冊もらえるというシステムの内容の活動

をしました。１回目の活動で、この活動やこの場所を

知っている人が少ないことや宣伝をもっと増やした方

が良いことがあがりました。この問題点を解決するた

め、チラシをつくり、本の配置を変え、看板を一目見

ただけで分かるような内容に書きかえました。１回目

よりもお客さんが増えて賑やかな雰囲気で活動するこ

とができました。さらにお客さんを呼び込むために、

地面に足跡をつけることによって、興味を引くように

すると、お客さんの流れもでき、活性化するのではな

いかと思いました。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図１ 

 

 今回の体験を通して、事前の準備の大切さや連絡の

大切さに気付くことができました。また、図書館の方々

と班のみんなと仲良く活動できてとても嬉しかったで

す。現在、紙の本を読む人は少なくなっているといわ

れています。しかし、そんな中でも、今回のマルシェ

ではたくさんの子供や大人の方が本を手にとってくだ

さいました。「本を通してみんなとつながる。子供も。

大人も。」この言葉は、図書館長さんの言葉です。これ

からもこの言葉を胸に本を読んでたくさんの人とつな

がっていきたいと思います。たった４日間とは思えな

いような貴重な体験をさせてくださった方々に感謝し

たいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 大沼 秀晶 

今回のフィールドワークでは、班員で力を合わせて

一つのことを成し遂げるという、非常に貴重な経験が

できてためになったと思う。私たちは、主に、(1)移動

図書館、（2）ワークショップ、（3）kitokito booksの
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3 つの持ち場に分かれて活動した。以下にそれぞれの

活動で私たちが気づいたこと、工夫したこと、反省点

などについて具体的に述べる。 

(1)移動図書館 

1 回目の読み聞かせ時には、本を読むことに集中し

すぎて子供たちの様子に注意を払うことがあまりでき

ていなかったが、2 回目は読み聞かせの事前練習を十

分に行い心に余裕をもって臨めたので、子供たちの行

動にも目を配ることができた。また、1 回目のフィー

ルドワークを通して、子供たちが自由に好きな本を読

める空間を作ることが重要だと気づき、2 回目のフィ

ールドワークでは読書できるフリースペースを自主的

に作った。 

(2)ワークショップ 

ワークショップでは、子供たちと一緒に、しおりや

ブックカバーを作った。1 回目のフィールドワークで

は、大勢の子供たちに、班員3～4人で対応するのが困

難であった。2 回目のフィールドワークでは、これを

改善するために、ワークショップに来る子供たちが順

番に、しおりを作ってブックカバーを作って、塗り絵

をして、と回れるように、空間をいくつかに分け、こ

こはしおりをつくるスペース、ブックカバーを作るス

ペース、のように区切った。これによって、少ない班

員で効率よく大勢の子供を相手にすることができた。 

さらに、オリジナルの塗り絵等を自主的に用意するな

どの工夫をした。 

(3)kitokito books 

kitokito booksは、おすすめの本を2冊持っていて

くれた方に、1 冊の本をプレゼントする、という活動

を通して、良い本を次の方へ繋いでいく活動をしてい

る。しかし一般の方の認知度は低く、あまり本をもっ

てきてくれる方がおらず、会場にきても kitokito 

books が何をする場所なのか分からず、という状態だ

った。そこで私たちは大きな看板や広告を作って

kitokito Booksの宣伝を行った。しかし、それでも客

は少なかった。今後の改善案としては、kitokito books

の会場とワークショップの会場を一体化させることで

活性化を図ることと、入り口から会場までに、遊園地

にある足跡のようなものをつけ、客の興味をひくこと、

また、会場が暑すぎたので扇風機を導入することなど

が挙がった。 

最後に、今回のフィールドワークでは班員同士の仲が

非常によく、皆とても協力的な人達だったので成功でき

たと思う。班員をはじめ、図書館や山形大学のスタッフ

には、多大なる協力をして頂いたので、非常に感謝して

いる。 

 

医学部 福田 和起 

フィールドワークを通じて多くを学んだ。その中か

ら一部を選びまとめていこうと思う。新庄市の魅力は

少子高齢化など人口減少に関わる問題に直面しながら

も地域を活性化しようと積極的に活動しており実際に

成果を出しているところだと思う。毎月のイベントの

盛況ぶりを見れば、よく分かる。 
まず、図書館と活動について。初めてのフィールド

ワークの日に読み聞かせ活動に対する熱意が大きいこ

とに驚いた記憶がある。実際に読み聞かせのコツを教

えてもらうと、「ここにまで気を遣うのか」と驚きの連

続だった。新庄市の図書館が外部に積極的に活動して

いることが新庄市活性化に一役買っているとも思えた。 
次に、実際に自分が参加した活動について。私たち

のグループはかなり仲がよかったためとてもスムーズ

に行動できたと思っていた。しかし、初回の活動後の

反省では読み聞かせ、マルシェ、ワークショップの３

分野において不手際があったことがわかった。この点

についてほかの班員が一生懸命に議論、改善点を見い

だしてくれた。また一回目と二回目の活動の間の期間

に昼休み集まって話し合いをしたことで新しい案がい

くつか出てきたのでとてもよかったと思っている。反

省と改善点を持って挑んだ二回目の活動は有意義なも

のだった。読み聞かせは前日までの練習が功を奏し、

ワークショップでは臨機応変に対応でき大勢の子ども

たちを楽しませることができたと思う。達成感を得る

ことのできた日だった。 
最後に、班長の駿をはじめとする班員の皆さんには

多くの立案、準備を率先してやってもらい助けてもら

うことが多かった。この場を借りて皆さんに感謝の気

持ちを表したいと思う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
工学部 近藤 拓海 

一回目では、主に本番での仕事内容、現場や新床市

の特色と豆知識。絵本の読み聞かせのノウハウを教わ

り、実際にkitokito、ワークショップ、移動図書館に

て現地のスタッフのアシスタントとして活動したりし

ました。やらせていただいた仕事のどれもが初めてや

るようなものばかりで戸惑いましたが、現地の方の丁

寧なご指導で大きい失敗らしきものは無かったのでほ

っとしました。ただ、代々の山大のこの企画でやって

きたもの。というのをもっと詳しくお話ししていただ

けていたら二回目をやるときの参考にする事や本番の

明確なヴィジョンが描きやすくなり、二回目までの準

備でもっと具体的な話し合いが出来たと思います。あ

とこれは思いつきですが、冨樫義博さんに依頼して、
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かむてんの漫画を描いて貰うのはどうでしょうか。有

名な漫画家さんですし、マスコットの漫画なんてあん

まり聞かないので話題になる可能性は高いと思います。 

 二回目では、一回目とは毛色ががらりと変わり、自

分たちが主体になって活動しました。事前に打ち合わ

せをしていたとはいえ準備でも何をすれば良いか戸惑

うことが多く、本番でも上手く現地の方々に指示を出

すことが出来ませんでした。一回目と二回目を通して

感じたことですが、移動図書のワークショップにて子

供達はブックカバーや栞などの形に残る物ではなく、

塗り絵やスタンプの方に興味を示しているように感じ

ました。次からは塗り絵とスタンプに力を入れるのも

良いかもしれません。あと、蟻がひどかったのでその

対策。箒もあると便利です。kitokitoは少し会場が蒸

し暑かったので、空気の流れを作って換気をする為に

扇風機が二、三台あると良いと思います。そして、移

動図書と場所が少し離れていたので、移動図書を

kitokitoの近くに展開すれば子供達は移動図書、保護

者はkitokito。という風に出来るかもしれません。 

 この企画を通して、仲間と協力する事。何より打ち合

わせをして周りとの意見の擦り合わせをする事の大切

さを再確認することが出来ました。更に絵本の読み聞か

せなど。昔は何気なく流していた事の裏の苦労を知り、

簡単に出来そうなことも実は努力の上に成り立ってい

ると知り、自らの見識が広がったように感じました。 

 
農学部 阿久澤 里沙 

自分たちが企画した計画は、行き当たりばったりの

ところもあったが、上手くいったと思った。二回目の

kitokitoマルシェで、ワークショップをしていた子供

たちに読み聞かせあるから聞いていってみてねという

声がけをしたところ、嫌だと言われてしまった。本と

ふれあって、本の面白さや魅力を伝えることが十分に

できなかったのだと感じた。特に小学生は、本よりも

他の遊びがしたいと思うのか、本にあまり興味を示し

てくれなかった。小学生にもっと本の面白さを伝えた

いと強く感じた。絵本はどんな年代の人にでも気軽に

楽しめるものだと感じているので、もっと小学生の興

味を引けるようなものを選んで楽しんでもらえるよう

にすべきであると思った。また、読み聞かせをやると

いうことを知らない人が多い印象があったので、kito 

kito マルシェ全体のチラシにその広告を載せるなど、

どんな人にもやっているということがわかるような宣

伝をする必要があると考える。他に、人の呼び込み方

もまだまだ工夫が必要だと感じた。少し大きめの看板

を持って会場を歩き回ったり、チラシを配りながら声

がけをしたりすべきだと思った。読み聞かせは、時間

を指定してその時間になったら集まってもらえるよう

に、時間をチラシや広告などに明記したり、始まる時

間の少し前に周りを歩いて宣伝したりすることも効果

的ではないかと考える。また、会場内歩いて宣伝する

ときには、絵本を持って行ってみたりパペットを持っ

て行ったりと、子供でもぱっと見るだけで何をするの

かがわかるような工夫をするのも一つの手ではあると

思った。読み聞かせを通して本の魅力に気づいてもら

い、本を読むことにつながれば良いなと感じた。 

子供と接するときは、子供の視線にたって、何がし

たいか、どうやって手助けすればいいかを考えること

が大事だと思った。また、読み聞かせでは、恥じらい

を捨て、子供がどうやったら楽しんでくれるかを考え

てすることが大事だと思った。また、ワークショップ

では、ただ教えるだけの一方的なやり方ではなく、声

をかけたり、様子（表情）を見ながら話や説明をした

りすることが大事なのだと気づいた。時間ができたら、

周りの様子を見て、今やるべきことがあるかを自分で

見つけることが大事だと思った。また、やるべきこと

がない場合は、これまでの行動を振り返って改善点を

見つけ、それをすぐに活かせるように意識することが

大事だと学んだ。 

今回、この活動をし、活動自体の良かった点・改善点

をあげていく中で、自分自身の課題点・反省点について

改めて考えられたのではないかと思う。これを起点とし

て、本活プロジェクトとともに自分自身もより成長して

いけると感じた。 

 
農学部 鈴木 駿 

私はこの『マルシェ“本活プロジェクト”～本と人

をつなげる出前図書館～』というプロジェクトに参加

させていただきました。 

 まず始めに、移動図書館についてです。このブース

では主に子供たちへ読み聞かせをするという企画でし

た。一回目には、読み聞かせをするという活動のみで

したが、二回目には「フリースペース」という子供た

ちが自由に絵本を読んでもらったり、自分たちが個別

に読み聞かせをしたりするスペースを作りました。こ

のスペースを作ったおかげで、一回目の時に本が返せ

ないような距離に住んでいるような人にも気軽に読ん

でもらえたのではないかと思います。是非、今後のマ

ルシェでも活用していただければなと思います。 

 次に、ワークショップについてです。このブースで

は子供たちに栞やブックカバーの作り方を教えながら

一緒に作るという企画でした。一回目では子供たちが

一度にたくさん来てしまったため、ものが散乱してし

まい子供たちに教えてあげられないという状況が度々

ありました。そこで、二回目にはワークショップを一

回り広くし、場所を分かりやすいように区分けするこ

とで回転率を向上させることができたと思います。ま

た、二回目の際に塗り絵をブックカバーにするという

企画を準備できてとても繁盛していたので良かったな

と思います。 

最後に、kitokito booksについてです。このブース

では、本を二冊持ってくると一冊持って帰れるという

システムを元にみんなと本で繋がろう！という企画で

した。しかし、このシステムが分かりにくく来ていた

だいたのに何も参加せずに帰られてしまう人が多かっ

た、というのが一回目の印象でした。二回目の際には

事前にチラシをつくって SNS に上げたり、当日チラシ
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を配り回ったりしたことで参加していただく人が増え

たと思いました。 

最後に、今回の経験で、子供と触れ合う楽しさ、物

事を分かりやすく教えながら一緒に物を作る大変さ、

子供たちの雰囲気やテンションを読み取りながら読み

聞かせをする難しさ、などといったいつも通りの生活

を送っていては学べなかったようなことを体験するこ

とができたのではないかと思います。このようなプロ

ジェクトに参加させていただいたことに感謝したいな

と思います。四日間のみの活動でしたが班のみんなと

協力して成功させることができたと思います。この経

験を糧にしてこれからの大学生活を頑張りたいと思い

ます。 
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山間地の宝物を見つけよう 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：金山町 

 

○講   師：道草ぶんこう運営員会 

 

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 11 日(土)～11 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：佐久間 春奈（記録）、佐藤 雅士（記録）、高橋 知奈（班長）、日根 岳（記録）、 

淵脇 愛里紗（発表）、長田 紗衣佳（発表）、馬場 巧朗（発表）、内山 慎也（発表）、 

熊木 一馬（記録）、千田 衣純（発表）、氏家 由希子（学生サポーター）、五十嵐  

絵梨香（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月１１日（土） 【１日目】７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄駅着 

10:00 道草ぶんこう到着 

10:20 講義「山里の昔と今」 

10:50 講義「金山町森と町と人のミュージアム」 

11:20 昼食準備 

12:00 昼食 

13:00 畑の体験（植えつけ） 

15:00 あぜ道・川の生き物調査 

17:00 入浴（カムロ温泉） 

18:00 ホームステイ先へ 

20:00 山間地の星空観察 

 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄駅着 

10:00 道草ぶんこう到着 

10:00 開講式 

10:30 蕎麦打ち体験 

12:00 昼食 

13:00 木工クラフト・リース作り 

16:00 後片付け 

17:00 入浴（カムロ温泉） 

18:00 ホームステイ先へ 

 

 

【２日目】６月１２日（日） 【２日目】７月１０日（日） 

06:00 ホームステイ先の朝仕事体験 

09:00 道草ぶんこう集合 

09:30 山菜採りに挑戦 

12:00 昼食（山菜料理） 

13:00 造形遊び（リース作り①「縄をなう」） 

15:00 里の先生との懇談会 

16:00 道草ぶんこう出発 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

06:00 ホームステイ先の朝仕事体験 

09:30 道草ぶんこう集合 

10:00 畑の体験 

12:00 昼食 

13:00 世代間交流・スポーツレクレーション大会 

15:00 里の先生との懇談会 

    提言「山間地の地域づくり」 

16:00 道草ぶんこう出発 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 佐久間 春奈 

 私は金山町で濃密な 4 日間を過ごした。金山町での

時の流れは非常にゆっくりだった。大自然に囲まれ時

間にとらわれず活動することは非現実的でありながら

も、私に安らぎとなつかしさを感じさせてくれた。日々

時間に追われる生活の中で、見逃している大切なこと

は多い。普段学校に通うだけでは経験できないこと、

発見できないことをこのプログラムで教わった。 

 一番印象的な体験だったのが、ホームステイだ。私

がこのプログラムを選んだ理由が、ホームステイがで

きるからである。それくらい楽しみであった。一回目、

2回目の活動でそれぞれ違うホームステイ先だったが、

どちらも本当にあたたかく迎えてくれて嬉しかった。

現地の食材をふんだんに使った料理を振る舞ってもら

い、歓迎されていることを感じた。自然と緊張感がな

かったのは、初めて会ったにもかかわらず、まるで家

族の一員のように接していただいたおかげであろう。

ステイ先の家族と一緒に過ごすことで、家族が心の支

えになっていることを再確認した。一人暮らしをする

今、家族のありがたみに気付き、ただ同じ空間にいる

だけで得られる安心感は唯一無二であると分かった。

実家に帰省した際には、家族と過ごす時間を大切にし、

「いつもありがとう」という気持ちを伝えたい。 

 この活動を通して、人と人との出会いの素晴らしさ

を学んだ。プログラムの運営委員会、サポーターの方々、

ホームステイした家族の方々とは世代が違い、方言を

聞き取れないことも多かったが、皆さんのあたたかさ

が伝わってきて安心して活動に取り組めた。メンバー

のみんなとは初めて会ったときには想像できないほど

仲が深まった。互いに協力し合い、金山町でともに時

を過ごしたことはかけがえのない財産になった。この

プログラムに携わった人々に出会え、絆が深まったこ

とで、このような素敵な体験ができたのだと私は考え

る。そして人との出会いが自身の成長につながるのだ

と、改めて感じた。これからも、世代や価値観の違い

を問わず様々な人との交流を積極的に行っていきたい。

そしてまたこのメンバーで金山町へ行き、地域の人々

との絆をもっと深めていきたい。 

 

人文学部 佐藤 雅士 

私は「人間とは何か、生きるとは何か」という事を

このプログラムで一番考えた。最初は、豊かな食材や

生き物を探す活動がメインのプログラムだと勘違いを

していた。しかしそれだけではなく、活動の中で金山

の方の優しさや熱心さに触れ、刺激を頂き、力強く生

きていこうと思った。金山の方と金山の自然との繋が

り、私達と金山の方との繋がり、私達と金山の自然と

の繋がりといった「繋がり」を意識する場面が多かっ

た。私は７人家族で家が窮屈に感じる時があり、１人

暮らしに憧れていた。しかし、いざ一人暮らしを始め

ると家での会話は無く、自分で作ったものを一人で食

べるという毎日である。ホームステイや、活動中の食

事は、準備、片付けも皆で協力し、目を合わせて笑い

ながら食べ、とても有意義な時間となった。人と同じ

時間を生きる一瞬の大切さ、そして当たり前に感じて

しまう日常のかけがえのなさを思い出すことができた。

金山の方々は初めて会った私達を息子のように迎え入

れ、接してくれた。私も横にいるだけで誰かの心の支

えになれたり、物事に一生懸命に取り組む姿勢を見せ

ることで、自分も頑張ろうという刺激を周りの人に与

えられたりできるような温かい人間でありたいと感じ

た。 
様々な生き物も発見できた。夜に聴いた鳴き声の、

鳥の正体を突き止め、中間学習で調べた事を地域の方

と共有できた事は良かったと考えた。その正体である

トラツグミという鳥は絶滅危惧種であったという事に

は驚いた。他にもカジカという絶滅危惧種や普段は見

られないホタルを発見し、貴重な生き物を私達が守り

続けなくてはいけないと感じた。先人の知恵に感心さ

せられる場面も多かったと考える。リース作りでは藁

をない、１本だった藁が１つの作品になる感動を味わ

った。笹まき作りでは笹と藁を用いて餅米を巻いた。

昔から人間は自然の恩恵を受けていたという事を感じ

ると共に、技術を後世に残していかなければいけない

と考えた。私はこのプログラムで班長として人間的に

も成長させて頂いたと考える。地域の方と班員と積極

的に交流し、協力して濃密な活動ができた。 
１回目の活動後に「周りを視る目が足りない」とい

う助言をサポーターから頂いた。２回目では目配りと

気配りを意識し、班員に指示を出したり、発言を振っ

たりすることができた。それぞれの個性を引き出し、

生かしつつ協力して活動できたと考える。素晴らしい

活動ができ、地域の方と班員には感謝の気持ちでいっ

ぱいである。４日間の活動で５感と第６感を研ぎ澄ま

し、世界の見方が変化したと感じる。普段の生活に戻

るが、元の鈍った心に戻らぬように金山で感じた感動

を心に結んでおきたい。渇いた心を潤してくれる清ら

かな水が金山にはあった。それは豊かな自然で濾過さ

れ、金山の方によって保たれていたと感じた。今後も

私たちにできることを考えながら、金山町に携わって

いきたい。 

 

人文学部 高橋 知奈 

まさにこのプログラムは名前の通りである。では、

宝物は何かと聞かれると、それは各々が感じ取ったも

のであるから特定のものは存在しない。それぞれがそ

れぞれの宝物を見つけている。ちなみに私が見つけた

宝物は何かというと、人と人との結びつき・おいしい

食べ物・それをもたらす豊かな自然・その中で人間と

共存する生き物たち…など、挙げようと思えばいくら

でも出てきそうな勢いである。したがって、たくさん

あるうちの一つに関して今回書いていきたいと思う。 
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 それは、一番先頭に書いた「人と人との結びつき」

である。山間地の宝物だというのにわざわざそれであ

る必要はないのではないかという考えも浮かんだが、

宝物はやはりそれぞれの感性によって異なるものであ

るから私がなにに一番感銘を受けたかは正直に書こう

と思う。まず挙げる人と人との結びつきは、「家族の結

びつき」である。ホームステイをさせていただいたこ

とで、家族の日常を垣間見ることができた。普段自分

がともに過ごしている家族はまるで空気のようで、家

族とは…というように深く考えることがなかった。今

回は一家に泊まらせていただけたことで第三者的な見

方で家族について深く考えることができた。まず、子

供というのは親に依存しているものだと感じた。ホー

ムステイ先の二歳と四歳のお子さんは生活全般におい

て親に依存していると言える。また、もう一方のおう

ちでは中学三年生の女の子がいたが、食事を出しても

らったり部活動に付き添ってもらったりと必要なサポ

ートを受けていた。これは私も経験したことであり、

まだ体感していることでもある。親への依存は悪いこ

とではなく、必要なことだ。しかし、いずれは依存す

ることができなくなる。だから、今あるこの家族との

生活を大切にしていきたい。親の気持ちは親にならな

い限りわからないのだろうが、ホームステイ先の親御

さんたちからは理屈のない子供たちへの愛情が感じら

れた。家族とはお互いを信頼しあってバランスをとっ

ているのだろう。 
次に、「近所の方との結びつき」について。これは最

近になって欠けてきている結びつきである。しかしな

がら、金山町ではそれが普通であるようだった。お互

いを認識し合ったら挨拶をするのはもちろんのこと、

楽しそうに雑談までしている。私はその光景を見て、

ああ素敵な町だなと感じた。町の誰かしらが誰かしら

を知っている。自分の存在を知ってくれていること、

そして話をすることができることは相当な幸せである。

どんなに自然が豊かできれいだとしても、それを共有

する人がいなければ空しく感じるだろう。「人と人との

結びつき」はまさしく宝物である。 

 

医学部 日根 岳 

私はこのフィールドワークを通して、人の温かさを、

身をもって感じることができた。様々な科学技術が発

達しその恩恵を受けてきた私たちがどんどん失ってい

ること、それは生身の人間の交流である。SNS などが

発達してきた今人との交流は容易にできるようになっ

たが、それは果たして本当の交流といえるのだろうか。

その大半がそうは言えないものであると考える。そう

いった考えを持ちながらこのプログラムに参加したの

だが、金山町の皆さんはとても近い距離で自分たちと

かかわってくださり、人と人のつながりをとても強く

感じることができた。異なる世代の人との交流が遠ざ

かっている中、今回のプログラムはとても貴重なもの

であった。将来、臨床医として働くときに、様々な世

代の人と会話をすることが目に見えているが、今回は

そのためのトレーニングにもなったと考える。 

 金山町について感じたことは、人と人のつながりが

とても深く、お互いに支え合って生活しているという

ことだ。そして、金山町の人々はとても暖かく人情味

にあふれているということだ。山村の魅力である豊か

な自然は人の心をとても落ち着かせてくれるとも感じ

た。金山の方々があんなにも穏やかで暖かいのはこの

自然に囲まれているからなのではないかとも考えた。

人のつながりからはずれたことを考えると、なんとい

ってもその豊かな自然だ。道路の両脇には田畑が広が

り自然と人との共生をありありと感じることができた。

食事に出てくる漬物の山菜はその地区でとれたものと

きき、そこでも共生を感じることができた。その土地

のものを食べられるというのはどれだけ幸せなことか、

自分が都市で生活していた分ありがたみが大きかった。 

最後に、私はこのフィールドワークを通して、知らなか

ったことを知る喜びを感じたり新しい土地で新しい人

と関わり、魅力を感じたり考えたりすることで人として

とても成長することができた。幸いなことに金山の方々

が事前に連絡してくれればいつでもきていいと言って

くださったので町の方々、班員と今回限りのつながりで

はなくずっと続くような関係となれるようこれからも

つながり合いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 淵脇 亜里紗 

私がこのフィールドワークを通じて最も感じたこと

は、「五感を研ぎ澄ますことの大切さ」である。視覚で

は、目の前に広がる緑の大自然。聴覚では、耳を澄ま

せば聞こえてくる鳥の鳴き声や川のせせらぎ。目を閉

じて深呼吸をすれば、嗅覚により澄んだ空気が感じら

れた。そして、手を使い縄をなう触覚、味覚では、金

山町で採れた山菜を使った郷土料理を味わった。これ

らは、普段の忙しい生活ではなかなか感じることがで

きず、私たちが忘れかけていた感覚であった。金山町

では時間の流れがゆっくり感じるので、一瞬一瞬を自

分の心に刻み込むことができる。また、地域の人との

交流も大切にした。金山町の方々は子供から年配の方

までのすべての人が私たちを温かく迎え入れてくれた。

一人暮らしの私は、一人で食べる食事もみんなで机を
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囲んで会話をしながら食べるため、久しぶりに家族の

温かみを感じた。町の人々と共に協力してプログラム

を進めていくため、たくさんの地域の方々と交流を深

めることができ、金山町の方々との繋がりの強く感じ

た。 

このプログラムでは、私が初めて体験することばか

りであった。縄ないや笹巻き作りでは先人の方々の知

恵の素晴らしさが感じられて、それらに驚かされる場

面が多かった。畑作業は、普段はなかなか体験するこ

とがなく、実際に種をまき、収穫して実食するところ

までを体験することができた。作物を作る過程を自ら

体験することで作物への感謝を改めて感じた。金山町

には、普段見ることのできない蛍やトラツグミという

鳥が生息しており、見つけられたときの興奮は童心に

返ったようであった。このプログラムでは、金山町と

いう素晴らしい町、暖かく迎え入れてくれた地域の

人々、協力し助けてくれる仲間である班員との出会い

に恵まれ自然と笑顔になれる4日間であった。私は福

井県から山形県に来たため、私がフィールドワークを

通じて体験した、実際に来てみないと感じることので

きない金山町の魅力を、地元の家族や友人に伝えてい

きたいと思った。当たり前であっても、普段は忘れか

けている本当な大切な物を思い出させてくれたのがこ

のフィールドワークであった。この体験で学んだ、人

と人との密接な繋がりを私はこれからも大切にして生

きていこうと思う。 

 

工学部 長田 紗衣佳 

私はこのフィールドワークで、「いかに共生」という

ことを考えさせられた。私たちが言った金山町は自然

豊かで周りに店はほとんどなく、携帯電話の電波はほ

とんど圏外だった。これを私は、はじめは不便だなと

思ってしまった。しかし、金山の人は違った。畑仕事

や山菜採り、ホタルの観察などの体験を通じて、不便

だとは感じていてもそれ以上に本当に金山町に誇りを

持っているのだと感じた。こういった環境を不便だと

は思わず、この環境をいかに生かすかを考えているの

ではないだろうか。私は実際にこの４日間を金山町で

生活したが、決して不便な思いはしなかった。常に新

たな発見があり大変充実していた。 

 ラディッシュの種まき・収穫では、自分たちで食べ

るものを作ることが難しいことを学んだ。私たちは種

をまいて、ただ収穫しただけだが、私たちが関わって

いない 1 ヶ月の間、金山の方が雑草を刈るなど手を加

えてくださった。それくらい手を掛けないと美味しい

食べ物は食べることができないのだと感じた。また、

リース作りのために藁をなって紐を作った。簡単に縄

をなう先生方のやり方を真似してみたがなかなか上手

にできなかった。長年積み重ねた経験が違かった。話

を聞くと昔は縄をなうことも仕事だったそうだ。さら

に笹巻き作りも体験した。母方の祖母が昔よく作って

くれたが、今は亡くなってしまったので10年近く食べ

ていなかった。お土産で持って帰った笹巻きを母も懐

かしと言って食べていた。家でも笹巻きを作りたいと

思ったが、よく考えてみると、笹の葉はどこにでもあ

るわけではない。笹が生える環境が笹巻きを作る条件

だと気付かされた。 

  以上のことを踏まえると、金山の方は自然と共生し

ているように思う。それに比べて私たちは情報や便利

なものと共生をしていると思う。環境問題が世の中で

唱えられる中、自然との共生といった考えは大切にな

ると思う。しかし、今の生活から離れたくないという

思いもある。それゆえ私たちはこの生活から離れるこ

とはできないと思う。そこで私たちができることは、

金山のような自然と共生している環境をより多くの人

に知ってもらうことだと思う。私はこのフィールドワ

ークで金山の魅力を知り、「守っていきたい・多くの人

にこの良さを知ってもらいたい」と思った。私たちが

これを発信すれば、金山に行った人が私たちと同じ気

持ちになり、伝えていくようになると思う。そうする

ことによって、多くの人が「人・自然・利便さの共生」

について考えるようになると思う。一人一人の意識が

変化し、それが大きなものに繋がっていけばいいと思

う。 

フィールドワークの4日間は大変充実していた。今回

の季節は夏だったが、町の人によると冬の金山も魅力溢

れるという話を聞き、また金山を訪れたいと思った。今

回得たことを踏まえて、次回訪問するときは、一歩成長

した自分で居られるように日々務めていきたい。このフ

ィールドワークに参加できて本当によかったと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 馬場 巧朗 

私は、このフィールドワークを通して、金山の自然

の豊かさと人々の心の温かさを感じることができた。 
今まで愛知県で暮らしてきた私にとって自然という

ものはあまり身近に感じることのできるものではなか

った。山の中に入って山菜を採ったり、畑仕事をした

りなんてことはもちろん経験したことはなかった。そ

んな中での今回のフィールドワーク、体験することど

れもが初めてのことばかりでとても新鮮だった。初め

てだったからこそ積極的に取り組もうという気持ちに

なり、気づいたら我を忘れてしまうほど夢中になって
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活動していた時もあった。普段の生活では味わうこと

のできない自然の豊かさというものを金山では感じる

ことができた。 
 「山間地の宝物をみつけよう」というこのプログラ

ム名からして、自然と触れあうことがこのプログラム

の醍醐味のように思えるかもしれない。確かに、今回

の活動で自然から得たものは果てしなく大きくとても

貴重な経験となった。しかし、感じたものは自然の豊

かさだけではない。私が自然以外に感じたことは人々

の温かさだ。金山の人たちは皆アットホームな感じで、

初めは少し緊張気味だった私たち学生も、ぶんこうに

着いて間もなくその場の雰囲気に慣れることができ、

世代を超えたコミュニケーションを、フィールドワー

クを通してとることが出来た。この“世代を超えたコ

ミュニケーション”というものは、現在の学生はあま

りとることが出来ていないことだと私は思う。実際に、

私は中学、高校と学年が上がるにつれて勉強や部活な

どで忙しくなり、祖父や祖母と会って話をする機会は

小学生の頃などと比べて大幅に減少した。まして、大

学生となった今では年に１、２回会えるかどうかわか

らないという感じである。そんな私のような学生は他

にもたくさんいることだろう。このプログラムは、そ

んな欠如した世代を超えたコミュニケーションの大切

さを金山の人たちとの会話を通して私たちに教えてく

れた。 
金山の人たちと金山の大自然を通して関わり教えて

もらったこと、体験させてもらったことは、私の人生

にとって決して忘れることのない大きな思い出となっ

た。この経験を自分の中だけの思い出にするのではな

く、家族や友人などにも伝えていきたいと思っている。

そして、またいつか金山に行き、たわいもない会話を

しながらゆっくりと流れるのどかな時間を過ごせたら

いいなと思う。 
 

農学部 内山 慎也 

私は、自然に興味があったため、｢山間地の宝物を見

つけよう｣というプログラム名や内容を見て、このプロ

グラムに参加したいと思った。実際に金山町に行くと、

山が近くにあり、きれいな川が流れていて、自然が豊

かだと感じた。運営委員会の方や地域の方も温かく、

とても良いところだと思った。 
 山菜採りや川の生き物調査では、店でしか見たこと

のない山菜や、魚などの多くの種類の生き物を見つけ

ることで自然を身近に感じることができた。他にも、

トラツグミという鳥の鳴き声が聞こえたり、夜に蛍を

観察したりして自然の豊かさを感じることができた。

トラツグミが絶滅危惧種だということを後で知り、と

ても驚いた。そして、こうした自然を壊してはいけな

いと強く思った。また、縄ないや笹巻き作りという伝

統的な技術も体験することができた。初めてすること

だったためなかなか上手くできなかったが、講師の方

に何回かお手本を見せていただくことで徐々にできる

ようになった。普段の生活ではすることのないもので

あるため、貴重な体験になった。機会があれば自分一

人でもやってみたいと思った。 
このプログラムでは、運営委員会の方や地域の方な

どとの交流も多く、人と人とのつながりということも

学ぶことができた。講義や普段の会話でのためになる

話や、体験中に教えていただく際に、とても温かさを

感じた。また、初めてのホームステイはどのような方

が受け入れてくださるか分からず、行く前は少し不安

に感じていた。しかし、受け入れてくださったのはと

ても優しく、私の出身についてなど話しやすい話題を

振ってくれたり、おいしいご飯を出してくれたりして

本当に良い方だった。 
 私はこのプログラムに参加して、大きく分けて２つの

ことを学んだ。１つ目は自然の大切さである。様々な体

験や食事を通して、５感や第６感で豊かな自然を感じる

ことができた。そして、食べ物や道具など、人はそうし

た自然の恩恵を受けて生活しているということがよく

分かった。２年次以降のコース決めの参考になった。２

つ目は人との絆である。とても優しく親しみやすい方々

と交流し、人同士のつながりというものを強く意識した。

私は少し人見知りなところがあったが、これからは自分

からつながりを作っていこうと思った。メンバーにも恵

まれ、様々な方と多くの体験をし、楽しく学ぶことがで

き、このプログラムに参加して本当に良かった。金山町

にまた行きたいと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
農学部 熊木 一馬 

私は北海道出身で、山形県の、さらには東北、本州の

農村地帯へはいったことすらありませんでした。そのた

め、今回のフィールドワークを受講するにあたって、事

前のイメージはまったくできなかったので、最初の活動

前には期待より未知への不安が大きくあったのを覚え

ています。実際に行ってみると、田んぼがずらりと並ん

でいて、その四方を山が囲んでいる風景にすごく感動し

ました。もちろん、北海道にも田んぼはありますが、平

地が多いこと、また、私の地元札幌の郊外にはたんぼよ

りジャガイモやトウモロコシの畑が多くあり、金山町の

ような光景は、それこそテレビなどのメディアを通して

しか見たことがなかったためです。田舎の人はよそから
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の人々に冷たい、排他的な人々だというイメージをもっ

ていましたが、その逆で、まるで家族のように暖かく迎

え入れてくれて、私はひどく安心しました。農作業や郷

土料理作りをしていきながら、金山の方言に囲まれなが

ら過ごしたこの4日間は、私をすっかり金山出身に変え、

帰るときにはとても寂しい思いをしました。こんな実り

のある、たくさんの学習、新たなことの発見、そして農

村のすばらしさに気付かせてくれる実習は、これからさ

きの私の農学に対する学習意欲を飛躍的に高めるもの

で、来年以降の鶴岡での学習に非常に有意義なものにな

ることを確信しています。そのひとつとして、みんなで

種をまき、収穫したラディッシュがあります。私たちが

いない1か月の間、地元の人が雑草を刈ってくれていた

り、たくさんお世話をしてもらったりしていたようで、

収穫量もすさまじいものになりました。収穫していると

きのみんなの笑顔は、収穫作業の一番の面白さであると

思い知らされました。このフィールドワークで私は、た

くさんのことを学んだし、素晴らしい仲間たちに出会え

ました。来年以降、学生サポーターとしてまた一年生た

ちにも同じ経験をしてもらえれば、この上ない幸せだと

思いますし、そうすべきだと思います。後期にもありま

すフィールドワークに、また多くの参加者が集まれるよ

うに、このもがみでの活動を少しでも多くの人と共有す

るために、いまから友達みんなに宣伝して、また参加し

たいと心から思いました。 

 
農学部 千田 衣純 

一泊二日のフィールドワークを体験して、まず私が

一番感じたことは、「里山」の生活が「癒し」だという

ことである。近代にはいるまでの日本では、人間の手

が入りつつも生態系が息づく「里山」という地帯が多

くあった。里山では樹木もまばらで見通しがよく、動

物たちも人間を恐れ里山に近づいてこなかった。いわ

ゆる「里山」が緩衝地帯だった。しかし近年工業化が

進み、農村が過疎化して人間が利用しなくなり、この

緩衝地帯の機能が失われている。このことが最近の痛

ましい獣害の原因にもなっている。「里山」には多くの

課題も残されているが、「里山」を見直し、町全体で取

り組む必要があると思う。 

昔よりも今の若者の方が都会志向が薄く、田舎暮ら

しにコンプレックスが少ないような気がする。昔のよ

うに、世間から切り離された形で田舎に潜るのではな

い。インターネットなどであちこちとつながった人が、

つながったまま入ってくれれば、地元の人たちとも面

白い取り組みができるのではないか。高齢化した里山

の町では、私たち世代が協力して SNS やインターネッ

トで里山保全や農業について情報発信するお手伝いも

できると思う。多少の失敗も一人で力尽きず、長続き

する活動ができるのではないかと考える。 

外から来た私が感じた「癒し」は何物にも代えがた

い、ほかにはない感情で多くの人たちの心にも届くと

信じている。私が生まれ育った北海道の釧路は漁業が

盛んで、海に出てそこにある資源（魚）をとる。また

少し前までは、石炭事業が盛んだった時代もあり、こ

れもまたそこにある資源（石炭）をとってくる。人が

手を加えて、田畑を耕し、資源を作り出すという手法

とは少し違う環境が身近にあったせいか、この山形に

来てフィールドワークで見聞きし体験したことは、私

にはとても新鮮で特別なことでもあった。歴史の浅い

北海道は、文化を守るというよりは、開拓する、古い

ものにとらわれず合理的に物事を進めるという独特の

精神が息づいており、また「里山」という言葉も教科

書の中の言葉として、あまり気にとめなかったように

思う。事情があり、７月のフィールドワークには残念

ながら参加できなかったが、最上の北海道とは違う、

自然の風景、空気のにおい、さまざまな小動物の鳴き

声や感触など、経験したことのない日常にとても興奮

し魅力を感じた。人々が守ってきた文化を伝承しつつ、

新しい取り組みに私も力になれればいいなと思ってい

る。 
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探求！谷口銀山～その秘められた歴史～ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：金山町 

 

○講   師：谷口銀山史跡保存会 会長 近岡 榮一 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 5 月 21 日(土)～22 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：香取 晃平（記録）、佐々木 和城（班長）、松本 杏花（発表）、伊藤 咲楽（記録）、 

高橋 優将朗（発表）、堀江 淳也（発表）、伊藤 大智（記録）、鈴木 琴子（発表）、 

今田 慶亮（発表）、鈴木 悠斗（発表）、加藤 結（学生サポーター）、杉原 邑実 

（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２１日（土） 【１日目】７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 谷口公民館着（ミーティング） 

10:30 講義「谷口銀山の歴史」 

講師：近岡 榮一氏 

12:00 昼食（町内） 

13:00 街並み散策（金山町内） 

14:00 銀山探索 

    坑道内探索、周辺探索 

16:30 入浴（ホットハウスカムロ） 

18:00 夕食（がっこそば） 

22:00 就寝（がっこそば） 

 

08:00 山形大学発 

10:00 谷口公民館着（ミーティング） 

10:30 吉次山 登山（登山道草刈り） 

12:30 昼食（がっこそば） 

14:00 銀山周辺 環境整備（草刈り等） 

16:30 入浴（ホットハウスカムロ） 

18:00 夕食（がっこそば）＆懇親会 

22:00 就寝（がっこそば） 

【２日目】５月２２日（日） 【２日目】７月１０日（日） 

8:50 谷口公民館集合（ミーティング） 

9:00 銀山整備活動 

坑道清掃  

周辺通路整備（草刈り等） 

12:00 昼食（がっこそば） 

13:00 引き続き 環境整備作業 

15:00 ミーティング 

16:00 金山出発 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

 

 

8:50 谷口公民館集合（ミーティング） 

9:00  発表内容 まとめ 

12:00 昼食（弁当） 

13:30 フィールドワーク活動成果 発表会 

14:30 最終ミーティング 

15:30 金山出発 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 香取 晃平 

 私がフィールドワークでの活動を通して感じたこと

は、谷口銀山や金山町のこれからについて考え、守っ

ていこうとしている方々がいることの大切さである。

坑道整備をしていく中で、谷口銀山には歴史的魅力や

街の遺産として守られる意義があると感じた。しかし

同時に、銀山保存会の方々の高齢化や人数不足などに

よりそれらを十分に生かし切れていない、また現在の

保存活動を未来につなげていくことができなくなって

しまうのではないかと感じた。そこでまず、谷口銀山

に魅力や歴史的価値を感じ、守っていきたいと思う人

を増やすためにはどうすればよいかを考えた。｢谷口銀

山や金山町のことを、SNS を使って広めていく。魅力

だけでなく、現状や課題も広める。｣｢谷口銀山そのも

ののCMを制作し、話題性を高める。それによって他と

の差別化を図っていく｣｢銀山の各施設や資料の、国・

県・町等の指定文化財登録を進める。それによって歴

史的重要性を訴えるだけでなく、各制度を利用した資

金確保を図っていく。｣｢街並みの整備や、自然環境の

保護を進め、訪れた人が住みたいと思えるような街に

していく。｣など、町の外部に向けたものだ。 

 ４日目の発表会は、保存会と町の人々の間の温度差

を問題として提起し、それを解消するために観光に力

を入れようという内容だったが、発表を聞いた地元の

方から、｢観光ではなく、町のために保存することが目

的｣、｢温度があることを前提にして考えるべき｣という

ご指摘を受け、自分たちとの意見の違いに戸惑う場面

もあった。しかし同時にその違いが町のこれからにつ

いて考えるきっかけとなり、新たな動きを生み出して

いく原動力になるのだとも思い、このフィールドワー

クの意義を改めて実感したような気がした。 

 発表会でのご指摘を受けて、金山町の外部ではなく

内部に向けてはどうすればよいか考え直した。｢谷口銀

山の整備や講習会を行うイベントを開く。それによっ

て街の人が銀山に着いて知る・考えるきっかけを作り、

関心を持ってもらう。また、保存会に入らなくても整

備に関われる機会とする。｣｢校外学習など、小中学生

や高校生が銀山に触れる機会を作る。｣｢町の人の中か

ら銀山のガイドを募る。上記の講習会に参加した人か

ら認定するなど。中学生や高校生も受け入れていく。｣

｢銀山の保存計画を作成する。その際、街の人たちにも

参加してもらい、金山町全体として何を目指していく

のかを織り交ぜていく。｣など、外部の人ではなく町の

人が主体となって動いていくものが挙げられた。 

私たちは最初、町や銀山を有名にして観光に力を入

れることばかり考えていて、｢町の問題を解決していく

ためには、まず町の中から変えなければならない｣とい

う当たり前のことに気付いていなかったように思う。

しかし、町の人々にも外部の人と共に話し合わなけれ

ば気付かないことがあるかもしれない。今回のフィー

ルドワークが保存会や地域の方々にどのような気付き

をもたらしたかはわからないが、町の内部の人々と外

部の人が意見の違いと気付きを繰り返していくことが

最も大事なのだと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文学部 佐々木 和成 

私は、今まで史跡などが好きで様々な場所の史跡な

どに行ったのですが、そのような史跡がどのように保

存され、どのような人々が保存してきたのかというこ

とを知りませんでした。そのようなことから私は地域

では史跡をどのように保存しているのかということを

知るために今回のフィールドワークに参加しました。

しかし、実際に活動すると坑道に行くまでの道に落ち

葉がたまっている、坑道内もあまり清掃されていない

というように保存状況があまり行き届いていないこと

がわかりました。このようになる原因を考えた際に一

番の原因は谷口銀山保存会の人員の減少や高齢化が見

られました。史跡が多くありその保存が活発な地域で

ある多賀城市ではどのような問題があるのか調べた際

にも保存をする人員の減少や高齢化などの問題が上が

りました。 
 私たちは、どのようにすれば谷口銀山を保存してい

くことができるのかをワークショップによって考えて

いきました。私たちが考えた方法は、観光客を増やす

ことで谷口銀山を守って行こうと思う人を増やしてい

こうという方法です。フィールドワーク最終日の発表

では、そうしたことを提案しました。しかし、その発

表に対する保存会の方々からは「観光につなげたいわ

けでなく守って行きたいだけだ」「もし観光にするなら

他の観光地と差別化しなければならない」などの厳し

い意見が返ってきました。私たちはこのフィールドワ

ークを始める前まではどんな地域の人たちも観光をも

っと発展させていきたいというものなのだと考えてい

ました。しかし、実際の活動を通し、保存会の方々と

接することで私たちが考えていたような考えを必ずし

も持っているわけではないのだと言うことがわかりま

した。 
こうした経験を通して私たちは、地域内と地域外の

人たちの考え方は異なる場合があり、それは長年住ん
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できた人たちとたった数日間滞在した人たちとの視点

が違うのは当たり前だということを学びました。そし

て、そうした異なる考え方で異なる視点を持っている

人たちが地域のことについて真剣に考え、意見を交換

することで互いに考えを深めることができるのだとい

うことがわかりました。様々な人の考え方、地方の史

跡の保存状況、自由で柔軟に考える方法、発表方法、

リーダーとしてグループをまとめる方法。私はこの活

動を通して多くのことを学ぶことができました。こう

した経験は今後社会に出て行く際に生かしていきたい

と思います。 
 

 

人文学部 松本 杏花 

私がこのプログラムに参加した理由は、ただ楽しそ

うだったからという単純な理由だった。しかし金山町

に触れていき、班員の人たち・地域の人たちと意見を

交わすにつれて本当に参加してよかったと感じた。は

じめは、「人が沢山訪れたくなるインパクトあるものを

作ればいい」なんて何とも抽象的な、そして自分勝手

な意見を考えていた。地域の人たちは観光という商業

的な言葉は好んでいなかったし、何より自然を魅力と

する金山にとって人工物をどんどん作ることはマイナ

スでしかなかった。 
今回、私が注目したことは、この「観光」という言

葉である。この言葉は私だけではなく、班のメンバー

にとっても鍵となる言葉であった。私たちが４日間金

山で感じたことを最終日に地域の人たちに聞いてもら

う機会があったのだが、そのときに私たちは金山をよ

りよくしていくために「観光」をキーワードとして発

表した。しかしこの発表を聞いた地域の人たちからは

批判的な意見が多く挙げられた。私たちは、人を呼び

寄せる力が谷口銀山はもっていると確信したから「観

光」というプラスのイメージで使用したのだが、地域

の人たちは銀山を見世物とするために整備してきたわ

けではないという捉え方を示したのだ。金山全体でも

「景観１００年運動」という活動を行っており、これ

は観光のためではなく、１００年後にも今の美しい町

を残していたいという思いで行っていた。このように

金山の人々は金山を観光地とするのには否定的であっ

たが、このおかげで金山を観光地にするだけが金山の

発展に繋がるのではないと気付けた。当初私が考えて

いた新しいものを作るなんてことはしなくても金山に

は人を惹き付ける力がある。魅力がある。今を引き継

いでいくだけで町の力になる。ただ、この時に金山を

引き継いでいく保存会の人たちの高齢化が問題だ。他

にも若手不足や人口減少などの問題が多く挙げられる。

この多くの課題点について私たちは様々な角度から考

え、案を出し合った。何が正解なのかは分からないが、

このフィールドワークを通して少しでも金山の力にな

れたなら嬉しいし、何より自分が成長できたことが今

回の大きな収穫だった。 

 

地域教育文化学部 伊藤 咲楽 

廃坑っていいな。楽しそうだな。と、冒険心をくす

ぐられ選んだこのフィールドワーク。正直とてもハー

ドなものだったが、その分得るものも大きかった。第

一回目の活動で初めて谷口銀山を訪れた際、その雰囲

気と迫力に圧倒された。コウモリの飛び交う中、腰を

曲げながら、懐中電灯のわずかな明かりを頼りに行っ

た坑道内の清掃活動は、大学生の私たちにとってもか

なりの重労働で、保存会の方々の高齢化問題の深刻さ

を実感した。第二回目の活動では前回の活動を元に谷

口銀山のこれからについて話し合い、自分たちなりの

結論を出して、地域の方々に向けて発表した。私たち

は、現在の谷口銀山の問題点として保存会の高齢化、

人手不足などの原因の一つと考えられる、保存会と地

域住民との谷口銀山保存に対する温度差であると考え

た。その解決方法として、比較的難しくなくできる取

り組み（例えば SNS の利用や看板の設置など）によっ

て谷口銀山を外部の人に知ってもらい、観光客が増え

ることによって、地域間の温度差も解消できるのでは

ないかというものである。しかし、地域の方々からは

「観光につなげたいわけではなく、守っていきたい」

「温度差があるのを前提とした活動が必要」「人を呼ぶ

ためには他の銀山との差別化が必要」などの厳しい意

見をいただいた。自分たちと地域の方々との考え方の

違いに驚いたとともに、物事を多方面から見ることの

重要さを知った。 

今回のフィールドワークでは、地域問題について深

く考え、それをまとめ発表するといった一連の流れを

実際に体験することによって、これから必要となって

くる、思考力、プレゼンテーション能力、そしてコミ

ュニケーション能力を養うことができた。また、仲間

と意見交換をすることで、自分一人では考えつかない

ような発想を取り込むことができ、考えの幅が広がっ

たように感じる。フィールドワークを通じて、自分を

成長させる上でとても良い体験ができた。神秘的な谷

口銀山や、夜にみんなで見たホタルの群れは、かけが

えのないの思い出となるだろう。 
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理学部 高橋 優将朗 

私は、今回のフィールドワークを通して「地域おこ

し」について考えた。そもそも、この谷口銀山のプロ

グラムは本来地域の史跡である谷口銀山をどうやって

後世に伝えていくかを考えていくプログラムである。

それを考えた時にまず課題となったのは、保存会の方

の高齢化である。保存する人たちが高齢者であるとい

うのは根本的な問題であり、これが意味するところは

将来的に保存していく人がいなくなってしまうという

ことだ。また行政からの予算が少なく、資金不足であ

ることも問題だと考えた。 
私たちは、当初、この課題を解決するためには地域

の外から人を呼び込んで、すなわち観光として谷口銀

山に人を呼びこむことを考えた。それは観光を活性化

して谷口銀山を広く知ってもらう事によって、谷口銀

山への関心を高めると同時に、資金を集めることによ

ってそれらを谷口銀山の保存に使えるのではないかと

考えたからだ。しかしながら、これを地域の方々に発

表した際に否定的な意見が出された。それは、「谷口銀

山を観光目的には使いたくない」というものであった。

私たちは、外から人を呼んで活性化することこそが谷

口銀山のためになる、すなわち谷口の「地域おこし」

であると考えていた。しかし、地域の方から出た意見

はそれとは異なり、観光としては使いたくないとの意

見だった。これは、私達にとって衝撃的だった。とい

うのも、一回目のフィールドワークの時に地域おこし

協力隊の方からそういう意見の人も金山にはいるとい

った趣旨のことは聞いていたが、実際にそういった意

見の方から直接聞いてみるまでは正しい意味で、わか

っていなかった。これを受けて私は、本当の「地域お

こし」とはなにか、ただ都市のように様々な物を増や

して、人を呼び、定住化させて活気づかせることだけ

が地域おこしなのかと思った。少なくとも、私は地域

おこしに関して今までそう考えていたわけで地域の外

から人を呼ばないことは考えていなかった。これを受

けて私は、「心の地域おこし」というものを考えた。こ

れは今ある地域の現状はそのままで地域の人の人々の

交流を図り豊かさを生み出していくことによってでも

地域おこしができるのではないのかという考え方だ。

この考え方に基づいて、私は「谷口銀山の保存の行事

化」というものを考えた。これは、地域の外から人を

呼んでどうにかするという考えではなく、地域全体で

谷口銀山に向き合っていくというものである。保存会

の方々だけでは無理なことも、地域全体で協力してい

くことによって解決することができるのではないかと

考えた。また、この活動で地域の人の間での交流も深

まると考えた。 
最後に、今回のフィールドワークは地域の人から直接

聴かないとわからない本音を聴く事ができ、それを元に

して自分たちの案を更に練ることができ、非常に充実し

たものになったと感じた。 

 

 

理学部 堀江 淳也 

私は、友達から今回のフィールドワークに誘われて、

「単位も楽に取れそうで、ほとんど遊びみたいなもの

だ。」という軽い気持ちで参加を決定しました。しかし、

金山町の魅力に触れるにつれて、この活動に対する好

奇心が沸き上がりました。今では活動に物足りなさを

感じます。 

 金山町での活動では、木でできた建物の統一感、自

然の豊かさに心を奪われました。夜には蛍まで見るこ

とが出来て、儚げできれいでした。谷口銀山の坑道内

はヒンヤリとして心地よく、しかし大量のコウモリと

格闘しながら歩きました。このような貴重な体験をさ

せてもらい満足したのと同時に、「もっと金山町は有名

になってもよいのではないか？もっと外の人に知って

ほしい。」という思いに駆られました。おそらく班全員

そのように思ったとおもいます。 

 最後の締めである活動報告会では、観光を用いて地

域内の銀山に対する温度差を埋めようとする提案をし

ました。発表後、地域の方々からお褒めの言葉ととも

に、厳しい意見もたくさんいただきました。ありがと

うございました。 

 今回の活動を通して、私は班での話し合いやまとめ

といったものに悩みました。私は班全体が肯定的すぎ

て、発表内容が小さくまとまってしまっているという

印象を持ちました。しかし、「自分の否定的な発言は班

全体の意欲を削いでしまうのではないか。」と思い、意

見は言わずじまいでした。限られた時間で、班での落

とし所を探し、且つ個性を消さないことの難しさを実

感しました。 

 上記のことを通して自分は成長できたと安易に言え

るかもしれませんが、今後同じような活動をすること

になったら、正直どうしていいかわかりません。自分

の意見を殺せばいいのか、強調すればいいのか。この

ようなジレンマを、身をもって体験することが出来た

という点で考えれば、今回の班での活動の意義はあっ

たと断言できます。 

最後に、私は自分たちが地域に大きく貢献できたと

は思えません。活動期間が短く、地域内の沢山の意見

を拾うことが出来なかったからです。しかし、私たち

の活動を来年のフィールドワーク班などが受け継ぎ、

地域の方と更に深い議論をする、というように巡って

いければ、私たちの活動は社会的に意味を持つように

なると思います。 

ここまで消極的なことばかり書いてきましたが、活

動自体はとても楽しいものでした。メンバーと一緒に

過ごし、考え、楽しんだことは、かけがいのない思い

出です。本当によい体験が出来ました。 

 
理学部 伊藤 大智 

一回目のフィールドワークでは、主に坑道内・坑道

周辺で実際に活動をし、二回目のフィールドワークで

は、主に谷口銀山の改善点や地域の皆様との懇談・意

見交換を行った。坑道内・坑道周辺で活動し感じたこ

とは、谷口地域の豊かな自然の素晴らしさと坑道内で
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の活動の名状しがたい楽しさである。訪れる前は谷口

銀山の坑道内部のことばかり考えていた。だが、実際

にフィールドワークに行って気付いたことがある。そ

れは坑道内も素晴らしいが、坑道周辺の自然の豊かさ

や金山町の文化（街並み・特産品・人々の温かさ）も

同じくらいの人を引き付ける魅力を持っているという

ことである。我々はそれらに気付き、それらが谷口銀

山に人を引き付けるための材料になるのではないかと

考えた。 

保存会の方々と我々で谷口銀山の今後について話し

た時に気付いたことは、我々と地域の皆様の考える谷口

銀山の未来の方向性の違いがあるということである。

我々は「いかに谷口銀山に観光で訪れる人々を寄せ付け

るか」という観点で話し合いを行った。だが、我々の考

えた「いかに谷口銀山に観光で訪れる人々を寄せ付ける

か」についての発表を保存会の方々に向けて行ったとこ

ろ、保存会の方々から反論があった。それは、保存会の

結成の理由はそもそも谷口銀山に観光で訪れていただ

くために整備するのではなく、「保存」そのものであり、

「保存」というのは谷口銀山を整備して外の人々に目に

ひけらかすのではなく、銀山の歴史や形、その存在を末

永く保つためであるというような意味のお言葉を頂い

た。その保存会の方々の意見を聞き、自分は我々の考え

ていた谷口銀山の方向性と保存会の方向性にも共通点

があると考えた。それは町内の人であれ、町外の人であ

れ「谷口銀山を見てもらう」ということである。保存会

の方々の考える内向きな「保存」でも、町内の方々に見

てもらい、歴史やすばらしさを伝えて谷口銀山を次世代

に残してもらう必要があるからだ。我々の考える谷口銀

山の方向性との違いはあるものの「谷口銀山見てもら

う」大きな共通点がある。今回で両側の意見が合致する

ことはなかった。だが、次回からのフィールドワークで

両側の意見が混じり合った谷口銀山をより良くするた

めの結論を出すための足掛かりは十分に残せたはずで

ある。 

 
医学部 鈴木 琴子 

4 日間のフィールドワークを終えた今、わたしはな

ぜ大学 1 年生という何の知識もない私たちが呼ばれ、

何が求められていたのか考えた。 

 まず、坑道内の清掃は私たちにも体力的に非常に厳

しかった。お年寄りには難しいということを感じ取っ

た。今までは高齢化している地域で、資源を保つこと

がどれ程大変なのかを考えることもなかったが、百聞

は一見にしかず、体験することで感じることができた。 

 また、栗田さんをはじめとする行政の方々と共に活

動できたことは、活動を円滑に進めるうえで必須だっ

たと思った。地域の方々とは違った立場である栗田さ

んたちは、私たちが考えや思いを引き出せるように導

いてくださった。一日目の夜の話し合い、三日目のワ

ークショップがいい例である。班員だけではまとまら

なかったであろう内容も、栗田さんと菅谷さんがうま

く引き出してくださり、結果最終的なまとめに取り入

れるまでになった。 

 私は、このフィールドワークに私たちが参加できた

理由は、一つは、若者に地域の現状を肌で感じてもら

うこと、そしてもう一つは、何の手も加わらず他の因

子も関わらない「外部からの意見」がほしかったから

ではないかと考える。そして、その際に、外部の人間

が「地域おこし」という内部で強くつながった部分に

ついて考えるとき、中立的な立場の第三者の存在が非

常に重要であるとも感じた。最初に挙げた二つの立場

が極端であるため、偏った意見になるか意見がまとま

らないかのいずれかになる可能性があるからだ。 

この活動を通じて、普段はできないような形で地域

の方々と交流を深めることができ、なかなか伺えない

ようなお話も聞けた。最終日に地域の方々に頂いた厳

しいご意見について、私は聞いた当初は自分の考えは

間違っていたのかというショックで素直に受け入れら

れなかった。しかし、時間が経ち、言ってしまえばた

だの一大学生の私たちに踏み込んだ意見をしてくださ

った優しさと誠実さを感じ、これは私たちの思いを伝

えられたからこそいただけたものだという考えに至っ

た。こうして互いに本気で話し合って良いものが生ま

れていくのだと思う。 

 このフィールドワークに参加して、学部を超えた仲

間たちに出会え、協力し合うことで初めて成せるもの

を知った。又、フィールドワークを通して、コミュニ

ケーション力・考える力の向上を成せ、自分自身人間

的に成長できたと思う。今回の経験は今後必ず私たち

の力になってくれると思う。最後に、私たちを快く受

け入れてくださった金山町の方々をはじめ、フィール

ドワークに関わったすべての方々に感謝の気持ちを伝

えてまとめとする。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工学部 今田 慶亮 

この最終レポートにおいて、私は『地域おこし』そ

のもののあり方や意義について考えたことよりも、そ

れに対する活動の過程で考えたことに重点を置き、少

し異なった視点から今回のフィールドワーク活動を振

り返りたいと思う。 

 私たちのプログラム名は『探求！谷口銀山～その秘
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められた歴史～』である。高校の頃、山岳部に所属し

ていた私は、洞窟や坑道など冒険心をくすぐるものに

とても興味があり、今回のフィールドワークを通して、

山形の魅力を感じながらその歴史を少しでも学びたい

と思い、このプログラムに参加した。1回目、2回目と

もに、町に着いた私たちを迎えてくださったのは「金

山町地域おこし協力隊」の方々だった。1 回目の活動

を通して私たちは、金山町が抱える問題として、主に

「保存会の方々と町の方々との温度差」や「保存会の

方々の減少と高齢化」、「活動のための資金不足」など

に着目し、それらへの解決策を考えることを 2 回目の

目的とした。自明ではあるが、初めに述べておかなけ

ればならない重要な事実は、『地域おこし』という言葉

から容易に連想される「観光」を通して、私たちは金

山町を外部に向けて発信していく立場で活動を始めた

ということである。この前提が当然のことと思われる

あまり、「金山町地域おこし協力隊」や「谷口銀山保存

会」でない町の方々から異なった立場の意見をいただ

いた際、他の班員のレポートにもあるように、私たち

はそれらの意見に対して必要以上に衝撃を受けてしま

ったのである。例えば、さらに十分な時間があったな

ら、町民に地域おこしに関するアンケートを取り、そ

もそもどれくらいの町民が地域おこしに関心を持って

いるかとなどといった根本的なことを考慮したうえで、

活動方針を考えることもできたかもしれない。しかし、

大学の活動の一環として行うフィールドワークでは、

時間が限られているのも事実である。それを踏まえれ

ば、異なる前提に立つ者同士で地域の方々と意見交換

を行うことにより、私たちは大学のフィールドワーク

という枠を超えて、町民の視点で金山町の地域おこし

を行うにはどうしたら良いのかを真剣に考えることが

できたと考える。 

私は今回のフィールドワークを通して、親切な町の

方々にお会いし、金山町の歴史や魅力、地域おこしに

ついて知れたことはとても有意義だったと思うが、そ

れと同様に様々な意見を持つ班員との活動を通して、

課題解決の方法を学べたことも大きな成果だったと考

える。 

 

工学部 鈴木 悠斗 

今回のフィールドワークで最も驚いたことは、やは

り、町の景観を守る目的が観光等に使うためでなく、

守ること自体が目的と化している、ということである。

そこでまず、町の活性化に観光を使おう、観光客がも

っと来るようにしよう、という自分の考えを改める必

要があった。そういった考えを踏まえて町、銀山を見

てみると、そういう考えが繁栄されていることがよく

分かった。 
そういったことを踏まえて、最上で考えたことは、

景観を守った上で、景観を守る人、資金をいかに集め

るか、ということである。金山の銀山保存会は高齢化

がすすみ、若い会員を必要としていて、また、資金も

足りず、現状維持が手一杯だ、と聞きました。しかし、

町に若い人がいないわけではない、であるなら、まず、

そういう人たちに関心を持ってもらうことが必要だと

感じた。班員の意見にも、まずは町の人たちにこうい

う活動を知ってもらおう、内部から知ってもらおう、

という意見があった。確かに、銀山がどんなものか知

らない人もいるだろうし、知ることで興味を持ち､活動

にも参加するかもしれない。そうすれば、保存も現状

維持以上のことも出来るだろうし、若い人が知ること

で、外部に発信することも期待される。しかし、現実

はそうはいかない。仕事だってあるだろうし、興味を

持ったからといって、保存会に参加するかは分からな

い。だからといって、何もしないわけにはいかない。

どうしようか考えていると、班員が、行事として行う

のはどうか、という意見が出た。確かに、行事なら参

加しよう、という人も多いだろうし、楽しんで行うこ

とも出来ると思う。それに、大人数なら、一人だとた

めらいがある人も参加するかもしれない。そういう場

を利用して、町全体で保存を行うことで、町民全員で

保存している、という意識も生まれ、気持ちの差も無

くなってくると考えた。そんな他には無い、自然を観

光目的に手を加えて守るのでは無く､自然と共存しな

がら守っていく町だからこそ、守るだけで無く、その

先として、それを外部に発信するだけでもすれば、外

部の人が知ってくれて、知名度が上がり、人が自然と

集まってきて、また保存に力を入れられる。こういう

特殊なコンセプトを持った町をもっと外部の人にも知

ってもらいたい、それが一番考えたことです。 
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森と人との共存を考えるⅠ～山間地の歴史を探り地域振興へ～ 
活 動 状 況 

 

 

○実施市町村：金山町 

 

○講   師：遊学の森案内人会 会長 笹原 忠昭 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 5 月 14 日(土)～15 日(日)、6月 11 日(土)～12 日(日) 

 

○受 講 者：遠藤 李（記録）、林 礼菜（班長）、深瀬 理子（発表）、丹野 杏香（記録）、 

山口 媛花（発表）、田中 冴実（発表）、野田 嵩史（記録）、渡邉 聡紀（発表）、 

升本 和成（発表）、萩原 悠生（発表）、髙橋 幹佳（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月１４日（土） 【１日目】６月１１日（土） 

09:30 遊学の森着 

09:40 オリエンテーリング 

10:30 春の息吹を楽しもう（山菜イベント） 

12:00 昼食 

13:00 笹巻きづくり 

15:30 夕食準備（採取した山菜で） 

17:30 夕食、片付け  

18:30 入浴 

19:30 柳原番楽 見学 

20:00 地域交流会 

21:30 ミーティング、就寝 

 

 

10:00 遊学の森着 

10:30 うどんづくり 

12:00 昼食 

13:00 水辺フォーラム（ビオトープ観察会） 

14:30 終了  

15:00 夕食準備  

18:00 有屋少年番楽 見学 

18:30 地域児童交流会 

21:00 ミーティング 

22:00 就寝 

【２日目】５月１５日（日） 【２日目】６月１２日（日） 

06:30 起床、朝食準備、部屋の片付け 

07:30 朝食、片付け 

09:00 スポーツ GOMI 拾い 

12:30 昼食 

14:00 プログラムづくりついて 

   （チラシづくりや周知方法など） 

16:00 解散  

 

 

06:30 起床、朝食準備、部屋片付け 

07:00 朝食、片付け 

08:30 地域交流（下向地区まつり） 

昼食（各自） 

14:00  遊学の森へ移動 

15:00 プログラム発表会 

16:00 解散    

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 遠藤 李 

私は、『森と人との共存を考える』というプログラム

のもと金山町へ行ってきました。そこでまず、金山町

へ行った４日間で知ったこと、思ったことをまとめて

いきたいと思います。 

 最初に、１日目で知ったことは、施設や設備が整っ

ておりまた、人を呼ぶために様々な企画を行っている

ということです。このことから、町全体として、町が

良くなっていくために、発展していくために努力して

いるのだと感じました。しかし、せっかくいいものが

あるにも関わらず、自分たちのつくったものに自信が

持てないという実情があるようです。そのため、施設

や企画はちゃんとあるのに、金山町の良さをうまく世

の中に伝えられていないのだと感じました。 

 次に、２日目では、金山町の方々が自信を持つため

には、金山町での生活を幸せだと感じる必要があると

学びました。また、金山町の生活に幸せを感じること

で、金山町の深刻な問題のひとつである、移住民の増

加を止めることができるのではないかと考えました。

そして、当たり前のようにある、金山町の自然、食べ

物、人と人との親密なつながりを今まで壊すことなく

当たり前の日常としてきたことがどれだけ素晴らしい

ことか知ることで、幸せを感じていただけるのではな

いかと感じました。 

 ３日目には、ビオトープ見学を通して、きれいな自

然の風景を維持するためには、多くの時間やお金が使

われているということを知り、その現実の厳しさを感

じました。そして、自然と人間の共存を考えたとき、

自然を壊すことなく、共に生きていくためには責任も

って手をかけ続けなければいけないのだと知りました。 

 最後に、４日目は、お祭りに参加させていただいた

中で、今まで想像していた以上にコミュニティのつな

がりが親密であると感じました。お祭りに参加した人

たちがみな顔見知りだということに驚きましたし、ま

た、年齢の異なる子どもたちの交流が盛んでした。こ

れらのことは、規模の小さいコミュニティだからこそ

成し得ることであるし、強みであると感じました。 

 私はこの４日間を通して、金山町のみなさんが自然

や食べ物、人との親密なつながりを壊すことなく守っ

てきたこと、さらに施設や企画を整え、外の人の受け

入れを積極的に行ってきたことなどを知りました。そ

して、それらのことから、昔ながらの姿を守りつつ、

新たな姿へと変わっていこうと努力していることが金

山町の良さであると感じました。この体験から感じた

ことを忘れず、私も変化していきたいと思いました。 

 

人文学部 林 礼菜 

夜空には北斗七星と流れ星。田んぼには蛍が飛び交

い、カエルの鳴き声が響いていた。金山町で過ごした

４日間は、いつも自然が近くにあり、それを支える地

域の人々の姿があった。私は山形県民だが、金山町に

訪れるのは初めてのことで、豊かな自然環境に驚かさ

れることが多かった。 
金山町で体験したことのうち、印象に残ったのは下

向地区祭りである。私たちは祭りの手伝いとして、カ

ラオケの司会を務めたり、焼きそばや焼き鳥、アイス

などを振る舞ったりした。ただ食べ物を用意するにも、

お客さんのために衛生面に気をつけ、手際よく料理し

なければならなかったので、自分たちの食事を作るよ

りも少し緊張した。また、祭りの中で地域の方々の本

音を伺うことができた。祭りで会ったおばあさんの話

によれば、町の中心街から離れれば離れるほど、民家

と民家との距離が遠くなり、人との会話も少なく、も

の寂しいと感じることが多いらしい。病院に入院した

ときや手芸会などの集まりで、友達をつくって会話す

るのがとても楽しいそうだ。確かにこのような祭りで

も行われなければ、地域の人々が顔を合わせて話す機

会も失われてしまうかもしれない。 
そこで私は、中心街でないところでもイベントがあ

ればいいと考えた。金山町のよさを再認識することで、

人口流出を抑え、観光客を呼び込むことが目的である。

あまり規模が大きければ、運営にお金がかかってしま

い、人々の負担が大きくなってしまう恐れがあるので、

無理なく長いスパンで続けられるイベントが望ましい。

ただし、壊れたトイレの修繕・清掃や古くなった橋の

補修という初歩的な準備は、お金がかかるだろうが欠

かせないと思う。イベントの内容としては、金山町の

自然の豊かさを再認識してもらうために、山菜料理を

振る舞ったり、四季折々の写真を撮ったり、風景画を

描いてもらったりするのもいいと思う。イベントに参

加することで地域の人同士で交流を深めることができ、

さらに金山町を初めて訪れた観光客に、金山町の自然

のすばらしさをアピールできるのではないだろうか。 
大学の講義とは一味違った、短期間にしては内容の

濃いフィールドワークであった。山菜採りの山で、私

は川に落ちてずぶ濡れになり、さらにはタケノコを全

然見つけられず落ちこむことがあったが、地域の方々

の優しいフォローのおかげで、気にしないで前向きに

頑張ろうと思えた。お世話になった方々のためにも、

山形大学の学生としてできることを探すとともに、友

人や家族に金山町のことを紹介してみようと思う。 
 

人文学部 深瀬 理子 

山形県山形市出身。しかし、私は一度も最上地方へ

行ったことはなかった。金山町に着いて目に付いたの

は、緑に囲まれた自然だった。自然の中で過ごす充実

した２回のフィールドワークを通して、私が学んだこ

とは３つある。 

1つめは、「体験すること」である。私は普段山に行

くことも、山菜を食べることもなく、はじめは不安が

あった。しかし、実際に山へ行って自分で採った山菜

は、新鮮で、独特の味がして、山菜に対する食わず嫌
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いは一瞬でなくなるほどだった。２回目のフィールド

ワークでは、うどん作りを体験し、こねたり、足で踏

んだり、最初から最後まで自分で作るものは格別であ

った。 

２つめは、金山町の伝統についてである。２回目の

フィールドワークでは、有屋少年番楽を見ることがで

きた。歌や踊りを含んだ番楽は想像以上に迫力があり、

体力的にもハードなものであると思った。小学校の生

徒のほとんどが有屋少年番楽をしていると聞き、小さ

い頃から地元の伝統に触れ、保存されてきたものだと

知り、これからも継承されるべきだと感じた。 

３つめは、地域の人々との関わりである。１回目の

プログラムでのスポーツゴミ拾いや、２回目のプログ

ラムでの下向地区祭りを通して地域の人々と関わって

感じたことは、ほとんどの人が地域を大事にしている

とゆうことです。都会に比べて、ショッピングモール

などはないし、不便な面もあると思うけれど、それで

も地域に住み続けていることはすてきなことであり、

子供達はのびのびとしているように感じた。もちろん、

観光面での発展も必要だと思うが、これから自然が豊

かな美しい町であってほしいと思った。 

私は、２回のフィールドワークを通して、少しばか

りだけれど金山町を知り、金山町を考えることができ

たと思う。流れ星を見たり、蛍を見たり、馬を触った

りすることは、普段の生活ではできないことであり、

貴重な体験であった。また、２回目のプログラムでは、

それぞれが考えたお祭りについてのアイディアを発表

し、自分では考えられなかった面白いアイディアを共

有することができた。初めて金山町を訪れたけれど、

金山町が大好きになり、もっともっと知りたいと思え

た。一度足をもう一度行きたくなるような金山町に行

く人がもっと増えるように、力不足ではあるが、何か

の形で協力したいと思えました。 

最後に、このプログラムに参加し、このメンバーで

金山町を訪れたことが何よりも思い出です！ 

 

地域教育文化学部 丹野 杏香 

私はこのフィールドワークを通して、多くの人と関

わり、金山町が抱える問題について深く考えることが

できた。 
金山町が抱える問題の一つは、若年層の都市への人

口流出である。金山町が様々な行事を行って様々な取

り組みをしても、金山町の人口は増えないということ

に地域の方々は頭を悩ませている。このままでは受け

継がれてきた歴史や伝統を伝える人がいなくなり文化

自体が廃れてしまうのではないかという現状を目の当

たりにした。 
だが、私はフィールドワークを通して金山町の魅力

をたくさん発見した。自然豊かで多くの生物にとって

住みやすい環境であること、おいしい山菜が採れる恵

みある山があること、星が無数に広がる夜空を見られ

ること、地域の人の温かさなど、町のあらゆる所に私

は魅了された。しかし、このような魅力がたくさんあ

るにもかかわらず、この金山町の良さというものは、

あまり多くの人に知られていない。まず、金山町の良

さをより多くの人に知ってもらうことが、課題であり、

問題を解決に導くものとなる。 
その取り組みの一つとして、私たちは金山町の有屋

少年番楽を見学させてもらった。私は小学生の活気あ

ふれるかけ声と力強い踊りに圧倒された。そして子ど

もたちが番楽をやっているときの真剣なまなざしがと

ても印象的だった。これまでも数々のイベントに出て、

多くの人を魅了してきたのだと思う。このように、人

を金山町に呼ぶ以外にも、有屋少年番楽のように自ら

他の地に足を運ぶことでも金山町を知ってもらうきっ

かけになることがわかった。そして、有屋少年番楽は

いろんな人に広めるだけでなく、親から子のように後

世に伝えていく役目も果たせる。実際に、親が有屋少

年番楽をやっていたという小学生が何人かいた。この

ように地域の人の金山町に対する思いは今後も受け継

がれていくと感じた。 
このフィールドワークで多くの体験をした私は、今

後も金山町のたくさんの良さを発信したいと思う。そ

して実際に、多くの人が金山町を訪れて、町の良さを

知ってもらいたいと感じた。少しずつではあるが小さ

な取り組みの連鎖が、地域復興につながると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 山口 媛花 

緑豊かな自然、美味しい自然の恵み、伝統文化の歴

史の重み、地域の方々のあたたかさ。金山町での４日

間のフィールドワークを通してこれらを特に強く感じ、

貴重な体験をすることができた。 
まず、緑豊かな自然。１回目も２回目も、夜私たち

は星座を見に行った。夜の静けさの中にカエルの声だ

けが響き渡る中で、空に光る星は今まで見たことのな

いくらい美しく光っていた。２回目の夜には、蛍もき

れいな光を放って飛び、空には流れ星が何度か流れた。

流れ星を見ることも、蛍を見ることも初めてだった私

にとって、あのときの感動は忘れられない。 
次に、美味しい自然の恵み。山菜採りでは、森の案

内人の方々の指導のもと、種類や特徴を学びながら多

くの山菜を収穫した。足場が悪かったり、急斜面にな

っているところが多く、転んでしまったり、滑ったり
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と大変なこともあったが、それ以上に自分で山菜を採

り、それを調理してさまざまな山菜料理を味わうこと

ができた達成感や満足感のほうが大きかった。また、

わさびの和え物作りや、うどん作りも普段スーパーな

どで買って食べているものを、最初から自分たちで作

り、味わうことでより美味しく感じることができ、食

のありがたみを改めて感じることができた。 
伝統文化の歴史の重みを感じたのは、有屋少年番楽

を鑑賞させてもらったことが大きかった。有屋地域に

長く伝わっているものだとは聞いていたが、想像以上

に素晴らしいものだった。とても長いセリフや歌をス

ラスラと話し、難しそうでとてもハードな踊りや舞を

披露する有屋地域の小学生の子どもたちを見て、感動

を覚えた。スポ少のような形で練習し、活動しており、

家族代々で引き継がれている家庭も多くあった。私の

住む地域には古くから伝わる踊りというものはあまり

ないので、有屋地域の伝統文化の歴史の深さがすごく

感じられた。 
地域の人々のあたたかさは、４日間すべてにおいて

感じることができた。最初から最後までさまざまなこ

とを指導してくれた遊学の森の方々のあたたかさ。ス

ポーツごみ拾いや下向祭りに参加した際も、地域の

方々の協力があったからこそ私たちはスムーズに活動

することができた。 
このように、今回のフィールドワークで私は、金山

町の魅力をすごく感じることができた。それと同時に、

もっと金山町のよさを多くの人に知ってもらい、定住

したり訪れたりする人が増えてほしいと強く考えるよ

うになった。現在、金山町は人口減少が進み、都市に

移住する人が多くなっていることをお聞きした。その

ような現状がある中で、金山町での生き方を受け止め、

自然の中で暮らす魅力を知ってもらうためにも、まず

は私たちが体験したことを多くの人に体験し、良さを

感じてもらう必要があると考える。今回私たちが考え

た有屋祭もアイディアに加え、伝統文化をより発信し

たり、体験できるツアーやイベントを広めたりするこ

とができたらもっと金山町の活性化につながるのでは

ないかとこのプログラムを通して考えた。 
そして、フィールドワークを通して、普段の授業では

できないようなことをたくさん体験し、自分の成長や考

えの幅の広がりにつながる学びをたくさんすることが

でき、参加してよかったと感じた。 

 

地域教育文化学部 田中 冴実 

私は山形県民であるが、金山町については全く知ら

なかった。フィールドワークを通して金山町に行って

みると、「百聞は一見に如かず」、と思うばかりであっ

た。金山町は空気が澄んでいて、緑がいっぱいだ。言

葉ではこう言うが、実際に行ってみることで得られる

感慨は言葉では伝えきれない。山菜採りにしても、祭

りにしても、ただ歩くだけでも、五感を使い、発見が

たくさんあった。 

そして、その発見のほとんどは地元の人がリードし

てくれたものだ。このフィールドワークでは、子供か

らお年寄りまで、幅広い年齢層の人たちと交流するこ

とができた。一人一人個性があって、違っているが、

共通していることは、皆、金山町が好きで、大事にし

ているということだ。地域の人と話せば話すほど、そ

の重みを感じた。金山町の良さを、これからもずっと

残していきたい。良さを多くの人に知ってもらうには

どうすればよいのか。「自然が豊か、なんて所はここ以

外にもたくさんある。みんな、そっちに流れてしまう。」

という、森の案内人の言葉が印象的だ。私は、とりあ

えず金山町に来てもらえれば、良さが分かってもらえ

ると確信する。スポーツGOMI拾いで、ゴミ拾いをしな

がら金山町の景観を楽しんだ。メインはゴミ拾いだが、

「副次的に」金山町の良さを知り、一石二鳥であった。

これをヒントに、金山町に合った大会やコンテストを

開催したりするのがいいのではないかと考えた。参加

者は、賞金や賞品目当てに来るかもしれないが、自然

と、金山町を知ってくれることだろう。町おこしを全

面に出すと、逆に人が来ないという懸念を払拭する。 

もう一つ、印象に残っている言葉がある。ビオトープ

観察会で、森の案内人が水辺フォーラムを一通り回っ

て、「水辺フォーラムって、なんだこんなもんか、って

思ったでしょ。」と、言ったことだ。水辺フォーラムで

は、水色のトンボ、カナヘビ、ゲンゴロウ、コウホネ、

今まで見たことも触ったこともないような生物や植物

を観察した。それでもう十分良かったのだが、言われ

てみると、池の橋などが整備されていないことに気づ

いた。自然にどこまで人が手を加えるか、バランスは

とても難しいし、それを維持するのも難しいそうだ。

森と人との共存について、改めて考えさせられた。 

４日間のフィールドワークで、普段の生活では得ら

れない貴重な体験ができた。この体験を直接多くの人

に伝え、少しでも金山町の地域振興に繋げたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
医学部 野田 嵩史 

金山に着いてすぐ、私たちは山菜を採るために山に

入った。山菜採りはお年寄りがやるもの、きっと楽だ

ろう、などと甘い考えを私は持っていた。しかし、人

がほとんど手を加えていない山の中を分け入り、鬱蒼

と生い茂る植物の中から食べられる山菜を見つけるこ
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とは至難の業である。下山するころには精も根も尽き

果てていた。だが大変である分、山菜をうまく採れた

ときの喜びや食べたときの美味しさもひとしおであっ

た。地元の方曰く、「これを楽しいと思う人とつらいと

思う人がいる。楽しいと思えない人が出て行く」「金山

で生まれ育った人でも地元を愛せない人がいる。そう

いった人は都会に行ってしまう」そうだ。この言葉を

裏付けるような出来事がその後の活動中にあった。「ス

ポーツGOMI拾い」というゴミ拾いのイベントに参加し

たときのことである。私と一緒の班になった地元の子

供たちはゴミそっちのけで道ばたに生えているワラビ

を採っていた。簡単には手に入らないワラビがその辺

に普通に生えている、ということに私は大きな衝撃を

受けた。しかし子供たちは極当たり前のことのように

振る舞っていた。子供たちは自分がどれほど素晴らし

い自然の中で生活しているのか理解していないのでは

ないか？金山の魅力に気づいていないのではないか？ 

このような現状を変える為にも金山に人を呼び込む

ことは急務である。外部の人間の視点から金山の魅力

を発見出来れば、地元の人もそれに気づく。ではその

ために私が出来ることは何か？金山に人を呼ぶ企画を

考える、金山のイベントに参加する、ということもも

ちろん大事である。だが、最も重要なのは実際に金山

を体験した私の口からこの土地の魅力をほかの人に伝

えることである。信頼できる人からの口コミは広告に

勝る。話すだけでは大して効果がない、人は金山に来

ようとは思わないと言われるかもしれない。しかし、

そんなことはない。熱意を持った言葉は必ず人に届く。

何を隠そう私も熱意に影響を受けた一人である。私が

金山に行って一番驚いたのは、私たちを迎え入れてく

れた地元の人たちの熱意だった。地元を愛せない人が

いるという現状、人が流出するという問題に真正面か

ら向き合い、生まれ故郷への誇りや愛情を持って私た

ちに接するその姿に私は大きく心を動かされ、知らず

知らずのうちに金山を好きになっていた。熱意を持っ

て本気でぶつかっていくことで少しずつ現状を変えて

いけるということが、私が金山で学んだことの一つで

ある。 

金山から帰ってきてから、私は家族や友人に片端から

自分の体験を話している。いつかまた金山に行き地元の

人にも話し、この土地の楽しさ、魅力を分かち合いたい

と思う。 

 
工学部 渡邉 聡紀 

４日間のフィールドワークを終えた今、私ははじめ

に、この場をお借りして、体調不良のためプログラム

の２回目に参加をすることができなかったことを謝罪

したい。関係者の皆さんにはご迷惑をおかけしました。

申し訳ございません。 

 私は、山形大学に入学するまでは山形には観光でし

か来ることが無かったので、”金山町”と聞いて地図

を見てようやく山形県の北部にあるということを知っ

た。事前学習で、杉が有名ということはわかったが、

それ以外は漠然としたイメージだけであった。実際、

金山町に行ってみると、まわりが山に囲まれた豊かな

自然と農村地帯が広がる場所であった。そこで採れた

山菜はとてもおいしかった。私の地元は栃木県の田舎

の方であるが、そこでは見ないような種類の山菜も多

く、とても面白かった。その後も、周辺の様々な自然

の素晴らしさを感じることができた。特に個人的に気

に入ったのは星空である。山形市内からは星がほとん

ど見られないが、金山町では満天の星空を見ることが

できて、久しぶりに星をじっくりと観察した。写真を

撮ることが趣味なので、じっくり写真を撮りたかった

が、機材の都合や自分の腕もあり、あまり綺麗に撮影

できなかったので、腕をあげたいと思う。 

私が滞在している間に考えていたのは、地域の持つ

独自性とは何があるのだろうということだった。語弊

を恐れずに言えば、金山町のような風景は全国を探せ

ばいろいろなところにあり、自分自身でも何ヵ所か思

い浮かぶところがある。しかし、その地域にいる人は

全然違うし、暮らしも全く違う。その中でも、方言が

違う、伝統が違う。そういったことを生かしていくの

が地方創生のカギなのではないかと思う。単純に都会

と対比して地方には自然があるということを押し出し

ても、地方の景色なんてほとんど変わらないから、単

純に「地方」とか「田舎」とひとくくりにされてしま

うのである。でも、「山形県」には山形県特有の人と暮

らしがあって、「最上地域」には最上地域特有の人と暮

らしがあって、「金山町」には金山町特有の人と暮らし

がある。だから、国をあげて地方創生に取り組んでい

る今、ただ、「自然」とか「風景」だけ焦点を合わせる

のではなく、「人」や「暮らし」にも注目して地方創生

に取り組む必要があると感じた。なので、次回行く機

会があれば、ぜひ地域のみなさんと交流を深めたい。

また、地域の暮らしについてもまだまだ知らないとこ

ろがたくさんあるので、もっと暮らしについても知り

たいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
工学部 升本 和成 

私は金山町の遊学の森を中心にフィールドワークを

行い、それを通して学んだことは３つある。 

１つ目は、金山町は自然がとても豊かだということ
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である。山ではあいこやみずなど多くの山菜がとれ、

道で狸やトカゲ、トンボといった様々な生物とで出会

い、夜になればとても綺麗な星空が広がる。このよう

な事は都会ではほとんど無い、都会に無い金山町の魅

力である。 

２つ目は、地域の人の交流があるということである。

下向まつりにいた地元の方は、「ここら辺の人はみんな

顔見知りだよ」と言っていた。まつりには子供から高

齢者まで幅広い年齢層の人がいたが、世代を越えて仲

が良く、地域の交流があることを感じた。最近、人間

関係の希薄化が問題視されるが金山町にはしっかりと

した人間関係があった。 

３つ目は、交通の不便さである。金山町の近くに駅

は無く、ホットハウスカムロにあった路線バス時刻表

から、平日は１日７本、休日は１日３本しかバスがな

いことを知った。今回のプログラムでは車移動動が多

かったが、歩いて移動した時は予想より大変であった。

金山町には魅力だけではなく、問題点もあることが分

かった。 

このような事を学び、大学生である私に何ができる

か考えた。都会にはない金山町の良さや地域の交流が

あるといった魅力の発信はできる。具体的な活動とし

て、身近な人に話すこともできるし、SNS で様々な人

に伝えることもできる。問題点の根本的解決は私には

まだできることではないが、もう一度、金山町に行き

まつりなどの行事のお手伝いや、地域の人たちと交流

することを通して、地域を活性化し問題の解決に少し

でも近づけるように努力することはできる。このよう

に私１人でもできることは色々ある、つまり、友達や

身近な人と協力すればより多くのことができるという

ことである。お祭りを開催することや、他の町で金山

町の良さを伝える活動をすることもできるだろう。１

人で頑張るだけではなく、周りの人も巻き込んでより

大きな集団で活動、協力していけばより早く多くの人

に金山町の魅力が伝わり、問題の解決も見えてくると

考える。 

今回の活動で終わるのではなく、大学生の私に色々

な経験をさせてくれた遊学の森のみなさんや金山町の

みなさんに恩返しするつもりで、これからもフィール

ドワークの応用編として活動していきたいと思う。 

 

農学部 萩原 悠生 

私は出身が田舎だったので、今回のフィールドワー

クに行くまで田舎なんてどこでも同じだろうと思って

いた。しかし、金山町の有屋地域では人々の流出が思

ったよりも激しく、町興しをしようとする熱意も想像

以上に凄かった。私は出身が田舎だったので、今回の

フィールドワークに行くまで田舎なんてどこでも同じ

だろうと思っていた。しかし、金山町の有屋地域では

人々の流出が思ったよりも激しく、町興しをしようと

する熱意も想像以上に凄かった。 
１回目の最初に行われた山菜取りでまず私は認識を

改め直させられた。地元で何度か山菜取りをしたこと

があるので平気だろうと思っていた。しかし足場が想

像以上に酷く、若者である私たちが苦戦する中、若い

人でも４０は超えており、お年を召されている方では

８０近いのではないかという森の案内人の方々は山の

悪路をものともしていなかった。その夜地元の方々と

食べたときに話に聞いて印象的だったのが、「山に山菜

を取りに行くにせよ、地元で農業をするにせよ生きる

ためには当たり前だった。それ以外に選択肢がなかっ

た。」という言葉だ。今では選択肢も増えお金や便利さ

を求め都会に出ていく人が多いという。 
１回目のフィールドワークが終わった後に２回目ま

での課題として四季の有屋祭りを考えることを課され

た。私は１日目の夜地元の方がおっしゃっていた「地

元を愛して地元に生きてほしい」「祭りは自分たちのた

めにやるが、外部の人に認めてもらわないとやる気が

保てない」という２つの言葉を参考にして考えた。発

表の時はトラブルもあったがおおむね満足のいく出来

だった。 
２回目のフィールドワークでは有屋少年番楽の見学

や地元の下向地区まつりに参加させて頂き「受け継が

れる伝統」を強く感じた。去年は今の２回生の方が祭

りを手伝っており、２年続けて山大生が手伝うという

新たな伝統が生まれたように思える。 
最後に、今回のフィールドワークを通して、地元の

人々の熱意と受け継がれる伝統を感じて、一口に同じ

田舎と言っても、そこに住む人々ごとに異なる文化が

あり、それらを大切にし、内外に発信していくことが

地域問題を解決する「鍵」となるように感じた。 
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森がもたらす地域の活力に触れよう！ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：最上町 

 

○講   師：東法田白川みつわ会、花はな倶楽部、東法田田植え舞保存会など東法田地区の方々 

 

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 11 日(土)～12 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：高橋 あずさ（発表）、朝倉 七星（発表）、片桐 弘晴（発表）、橋本 海斗（発表）、 

佐藤 真由（記録）、湯浅 春香（発表）、大竹 かおり（記録）、八木 玲子（記録）、 

大塚 唯（発表）、熊谷 南望（班長）、三浦 拓真（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月１１日（土） 【１日目】７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 最上町着 オリエンテーション 

    自己紹介（1人 2分程度） 

10:30 中央公民館出発（昼食購入） 

11:00 東法田白川渓流等散策 

12:00 白川公園で昼食 

13:00 東法田公民館着 花はな倶楽部 

    大あかまつ散策（リース材料拾い） 

14:00 花植え 

16:00 リースの材料準備作業 

17:00 東法田公民館発 

17:30 宿舎着 

 

08:00 山形大学発 

10:00 最上町着  

前回の感想・今回の想い・質疑応答など 

11:00 中央公民館出発 

12:00 昼食 

14:00 東法田公民館着 花はな倶楽部 

    リース作り体験（1回目の材料も使用して） 

16:00 東法田公民館発 

16:30 宿舎着 

【２日目】６月１２日（日） 【２日目】７月１０日（日） 

07:30 朝食 

10:00 宿舎出発 

10:30 東法田白川みつわ会にてそば打ち体験 

12:00 自分たちで打ったそばで昼食 

    道具や食器の後片付け 

13:30 みつわ会の活動について 

15:00 みつわ会出発 

15:30 役場出発 

16:00 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

 

 

07:30 朝食 

10:00 宿舎出発 

10:30 東法田白川みつわ会にて 

郷土料理づくり体験（じゃがいも汁・笹巻） 

12:00 自分たちで作った料理で昼食 

    道具や食器の後片付け 

    みつわ会との交流 

15:00 みつわ会出発 

16:00 役場出発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 高橋 あずさ 

私は今回、 上町東法田地区で花はな倶楽部･みつわ

会の皆さんとリース作りやそば打ち体験をしたり、他に

も多くの方々と交流を深めたりしたりして大変楽しい

思い出をつくることができた。しかし、その交流の中で

上町の方々が皆口にしたのは、『人が少ない・若い人

が出て行ってしまう』という悩み。私は、こんなに楽し

いことを知らないなんてとてももったいないと思うし、

もっと多くの人に 上町の魅力を伝えたいと強く感じ

た。そのため、まずは『来てもらった観光客に存分に

上町を楽しんでもらう、強く印象に残させる、また訪れ

たいと思ってもらう』ことが大事だと考えた。 
それを可能にするのが、『東法田地区に空き家を利用

した博物館 兼 案内所をつくる』という案である。現在、

上町では町全体を博物館に見立て、観光客に直接現地

に足を運んでもらって鑑賞・体験してもらう“田園空間

博物館”という取り組みを行っている。その拠点である

総合案内所が前森高原にあるのだが、前森高原はそのエ

リアだけで完全に“観光地化”してしまっていて、観光

客向けの施設をほとんど前森高原に設置することは観

光客の一極集中につながる懸念もある。また、役場の方

によると、そもそもその総合案内所も外に開かれている

雰囲気ではなく、気軽に利用できる状態にないそうだ。

そこで、東法田地区に観光客向けの総合案内所を兼ねた

博物館をつくることで、 上町に関する情報が一カ所に

集まり、観光客にとって“観光しやすい町”になるので

はないだろうか。例えば、 上町の歴史に関する展示や、

花はな倶楽部・みつわ会などの地域の団体の活動紹介を

見てそれらに興味をもった観光客を、実際にその現地に

案内する といった一連の流れができれば、観光客もス

ムーズに観光できるようになるし、特に東法田地区の活

性化にもつながると考える。案内役も、可能であれば、

長年 上町で暮らしてきた年配の方でもいいし、地元の

高校生などの若い世代でもよい。もしかしたら、県外か

らもその役を願い出る人が現れるかもしれない。これは、

上町の様々な世代の雇用を確保し、若者流出の手立て

ともなる。また、建物も新しく建てるのではなく、既存

する空き家を活かすことで、 上町の自然あふれる景観

を大きく壊さずに済むのではないだろうか。しかし、こ

ういった作業は、年配の方が多い 上町にとってどうし

ても人手が足らなくなると思われるため、町が大学生向

けに『もがみに博物館 兼 案内所をつくろう！』という

ようなプロジェクトを立ち上げて、大学生も設置のお手

伝いをさせていただくということも可能であると考え

る。 上町の活性化は、こういった提案が達成されるこ

とにある。 
 

地域教育文化学部 朝倉 七星 

フィールドワーク一回目と二回目ともに、 上町の

自然の豊かさと美味しい料理とあたたかい人達とのふ

れあいと、たくさん堪能した。ダムと新緑の組み合わ

せが美しい白川渓流や 500 年の生命力を感じられる日

本一の大アカマツは自然から離れて暮らしている私達

にとってどれも新鮮だった。花はな倶楽部さんやみつ

わ会さんをはじめとした 上町の方々は本当に皆さん

明るく優しくて、四日間とも楽しく交流することがで

きた。 

 しかし、その反面課題もある。地元の方が 上町の

課題として口をそろえて言っていたのが『人口減少、

若者・後継者不足』だった。農業が一代二代と続いて

も三代目の今の若者達が都市部へ出て行ってしまうと

いう話を伺った。そこで私は反対に都会にいる農業や

田舎に興味のある人を 上町に呼び込めば良いと考え

た。まず一つ目の方法は田舎での生活に関心がある人

向けに空き家などを宿泊施設として格安で提供すると

いうものだ。そして格安で提供する代わりに、地域の

方が人手を必要としている簡単な仕事を手伝ってもら

ったり、一緒にご飯を食べたりしてより 上を身近に

感じてもらうのである。突然知らない土地に移り住む

というのはハードルの高いことだが、これならお試し

感覚でリアルな 上を感じることができ、農業や田舎

暮らしに興味がある人のいい参考になるのではないか

と考えた。二つ目は都会の学生に田舎暮らしを体験し

てもらうフィールドワークを夏休みなどの長期休みに

積極的に企画するというものだ。こういう企画に興味

のある学生は大勢いるはずである。実際このフィール

ドワーク共生の森もがみ U には募集枠を超える多くの

希望者がいたという。したがって田舎暮らしに興味が

あり尚且つ時間にも余裕のある大学生などの学生に向

けて企画をすれば集客を見込めるのではないだろうか。

普段とは違う生活を体験できるということで学生にと

ってプラスとなるだけでなく、地域にとっても都会へ

の 上町のPRや特産物販売の促進、そして長期的に考

えると若者の移住にも繋がるかもしれない。 

私は、このフィールドワークを通して、 上町は自

然の魅力と人の魅力の両方がある素敵な所だと肌で感

じることができた。けれども、 上町がいくらいい所

でも実際に足を運んでその目で 上の雄大な自然を見、

地域の方々とふれあうまではその魅力は伝わらない。

とりあえず、まずは一度 上に来てもらうことが一番

大事であり、一度来てしまえば 上の魅力の虜となり

地域が抱える人口減少問題などの解決の糸口になるは

ずだ。私も今度は家族を連れてまた 上町へ訪れたい。 
 

地域教育文化学部 片桐 弘晴 

私は今回の 上町でのフィールドワークでの体験を

通していろんな体験をすることができました。その感

想とそこから感じたことを書きたいと思います。 

一つ目に、白川公園・ダムでの散策と大アカマツで

す。ここでは壮大な森と綺麗な川があり時間がゆっく

りしている感じがして、都会に住んでいたなかでは体

験することができないようなことで鳥肌が立ちました。
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また、大アカマツは樹齢500～600年ぐらいということ

を聞いて、自然のすごさを再び実感しました。二つ目

に、東法田みつわ会さんとのそば打ち体験と、郷土料

理作りです。そば打ち体験は人生で何回もできること

ではないし、小学生のころにやったきりで大人になっ

てからはもうしないと思っていたので今回体験できて

よかったです。ここから私は、白川公園でのレジャー

施設、具体的には家族で昼食を作るための調理施設を

整備するのが良いと思いました。何故かというと、大

アカマツや夏には蛍が見える場所なのでゴミ箱や屋根

付きのテーブルを作ると、料理をして家族で楽しむこ

とができて自然の壮大さも感じることができると思っ

たからです。また、大アカマツの看板も大アカマツの

ある駐車場の目の前にしかないので、大きな通りから

分かれる道に看板を立てると観光客も気づきやすいと

感じました。 

次に、前森高原を開拓した人たちの話を聞かせてい

ただきました。戦後入植して一代目・二代目で田んぼ

の開拓や減反政策による代替作物を作る等、問題や課

題を解決してきましたが後継者に続かないということ

で、農業就労者の高齢化と、人手不足が 上町に共通

している課題であると思いました。そこで私は、就労

者をすぐ増やすことは現実的ではないにしろ農業には

繁栄期と忙しくない時期があるので流動的な人材があ

ればよいと思いました。あまり忙しくない日に数人募

集をかけて実際に教えると忙しい時期にも教える側も

自分の仕事に取り組められます。また、アルバイトと

して雇い空き家を使ってもらうことで、空き家の持続

にもつながり学生も働いてくれて将来的に農業従事者

も増えると思いました。 

 

地域教育文化学部 橋本 海斗 

１回目、２回目の 上町でのフィールドワークを通

じて、思ったこと、考えたことを記述する。 
 まず、率直に思ったのが自然は申し分ない美しさと

迫力で言葉を失うことが多々あった。また、町の雰囲

気や、住民の方々の優しさは非常に心地よかった。自

然だけが 上の魅力かなと思っていたけど住民の方々

の明るさや笑顔も魅力の一つだなと感じた。そして料

理は、「みず」という山菜や、くじらの肉など初めて食

べるものも多かったが、とてもおいしかった。このよ

うに 上町を体験したのが４日間だったが、非常に充

実していてまた来たいなと思えるくらい魅力的な町で

あった。 
 しかし、地元の方々が口をそろえて言うのは、働き

手の減少や高齢化。確かに、 上町を散策していて出

会ったり、見かけたりするほとんどが高齢者だった。

これは、将来への大きな不安要素なので、何とかなら

ないのかと考え、自分なりに考えた対策を記述する。 
 問題となるのは人口減少。それを食い止めるにはい

くつか方法はあるが、僕は外部からの転入の人数増や

す対策を考えた。結論から言うと、魅力のある仕事を

上町で起業してもらい、外部からくる働き手を増や

そうというものだ。今のところ、 上町では起業家に

対する支援をいくつかは、すでに行っている。しかし、

その内容はほかの地方とあまり変わりなく、目立って

いないというのが問題なのである。目立つためにする

ことは、その内容に加え具体的に、ある起業ではさら

に援助をするということである。その具体的な起業と

はずばり、複業企業である。複業とは、一人の働き手

が本業を複数持つというものであり、複数企業とは業

種の壁を越えて、連携というよりはむしろ一体化して

しまうことである。この企業の利点は複数の業種を容

易に扱えるので、地域ブランドの作成や、イベントを

行いやすいという点がある。また、一人の働き手がい

ろいろな職種の仕事ができるのは、飽きないし、やり

がいを感じるし、非常に魅力的である。 上町は持っ

ている観光資源はとても充実しているので、まずは若

者を増やして地域の行動力を高めることが大切である

と思う。とはいえ、大きな変革をするのはそれなりの

リスクと時間が必要なので、言葉では簡単に言えても、

とても難しいことであるのは言うまでもない。このフ

ィールドワークで私はとても大きな無力感と悔しさを

感じた。そして自分にとってそれが一番大きな収穫で

あった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 佐藤 真由 

私はこのフィールドワークで感じたこと・考えたこ

とを述べたいと思う。 
 まずは、 上町の魅力についてである。 上町を語

るうえで外せないのは雄大な自然である。白川渓流を

はじめ、リース作りにも欠かせない美しい花々、そし

て日本一のオオアカマツ。心が洗われるような壮大な

自然に会うことができた。また、 上町に住む人々が

上町の魅力であるように感じた。いつも笑顔でこち

らに元気をくれるようなパワーあふれる花はな倶楽部

の皆さん。私達に一から丁寧に教えてくださり、 上

町の伝統を守り続けるみつわ会の皆さん。 上町に来

て、皆さんにあって、 上町が心温まる場所だという

ことを知ることができた。 
 しかし、同時に 上町には解決しなければならい問

題が存在することも知った。 上町の一番大きな問題

は、人口減少に伴う少子高齢化である。 上町では、
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若い世代が 上町から出て行ってしまうことが問題に

なっている。人口流出を防ぐためにどうしたらよいか

がこれからの課題である。またそれに伴い、農家をは

じめとした働き手の不足が問題となっている。二代目

以降に続くことができず、やむ終えず農家をやめてし

まうところもあるそうである。 
 今回、班員全員が 上町に来たことがなかった私た

ちは、実際に 上町に来てみてほかの人に 上町の魅

力を伝えることができるようになるまでになった。そ

のため、私は実際に 上町を訪れる取り組みを強化し

たほうが良いと考える。一つ目の提案として、 上フ

ィールドワークのような活動の強化である。一泊二日

などでの取り組みを増やすことにより、若い世代へ

上町の魅力を伝えることが可能になると考える。二つ

目の提案は大学生と連携した継続的な農業に特化した

プログラムを行うことである。実際に農業体験するこ

とによって若い世代に農業の楽しさ身をもって実感し

てもらおうという取り組みである。また、これに関連

して大学生と 上町の地元の子供たちとが一緒に農業

を体験するプログラムも提案する。実際に実家が農家

で農家を継がないと決めた友人になぜ継がないのかを

聞くと、「子供の頃手伝って大変だったから」と言われ

ることが多い。そのため、このような企画を行うこと

によって小さいころに大学生と楽しく農業を行った記

憶が残り、地元の子供たちの将来的な考えが変わるの

ではないかと考えた。また、この企画を行う際は大学

生が子供たちに農業の魅力をきちんと教えられるよう

に準備をしておく。そうすることで、教えてもらった

子供たちはもちろん、教えようとした大学生も農業の

魅力を知ることになる。よって、若い世代に農業の魅

力を知ってもらうことにつながると考える。 
上町には、このレポートにまとめきれないくらいた

くさんの魅力がある。これは実際に 上町に訪れた人に

しかわからない。私はできるだけ多くの人に 上町のこ

とを知ってもらいたいと強く思う。私はこのフィールド

ワークを通して山形県の魅力を再発見することができ

た。これから山形県民として県外にも魅力を発信してい

ける人になりたいと思う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 湯浅 春香 

私がこのフィールドワークで学んだこと、考えたこ

とは2つある。 

1 つ目は、 上町についてである。山形県のことを

何も知らずにこのフィールドワークに参加した私は、

何もかもが初めての連続で、とても刺激的だった。郷

土料理を実際に作ることで山形の文化に触れることが

できてよかった。前森開拓のお話を聞いて 上町の歴

史についても知ることができ、大場満郎さんにお会い

して、 上町にこんなすごい人がいるのか！と驚いた。

このフィールドワークで山形をほんの少しだけだか知

ることができてとても嬉しい。今後ももっと山形につ

いて学んでいきたいと思う。 

2 つ目は、人とのコミュニケーションである。 上

町の人々は皆温かく、私たちを笑顔で迎えてくれた。

何もできない私たちに嫌な顔せず親切にものを教えて

くれたみつわ会と花はな倶楽部のお母さんたちの笑っ

た顔が今でも忘れられない。事前説明会でも 上町の

お母さん方の活力について説明されていたが、想像以

上に皆さんが元気でとても驚かされた。一緒にいる時

間はとても短かったが、 上町のお母さんたちとの交

流はとても忘れられないものになった。また、班員と

の関係もこのフィールドワークを通して変わった。約

2 ヶ月間このメンバーで活動してきた。 初は仲良く

なって楽しくフィールドワークができればいいと思っ

ていた。しかし、活動していく度に、 上町の課題っ

てなんだろう、どうしたら 上町をもっと盛り上げる

ことができるのか、などを皆で考えるようになり、た

だの仲良し以上の関係になることができた気がする。 

このフィールドワークで、 上町の自然や文化、人々

の活力に触れ、色んなことを考えるうちに、少し大人に

なることができた気がする。このフィールドワークに参

加して本当に良かったと感じている。今度は 上町へ家

族や友達と遊びに行き、このフィールドワークでは見る

ことができなかった 上町を発見して行きたい。 
 

医学部 大竹 かおり 

このフィールドワークで感じたこと、考えたことに

ついて書いていく。 

 今回 上町を訪れて、今まで体験したことの無いよ

うなものにたくさん触れることができた。どこを見渡

しても広がる山村の風景、町で取れた食材を使った郷

土料理体験やそば打ち体験、そして私たちを温かく迎

えてくれた地域の方々との交流。私にとってはどれも

新鮮だった。特に、ブドウ畑で取れるぶどうのツルを

使ってはけごと呼ばれるかごを作り実際に使っていた

り、山の間伐材をチップにしたバイオマスエネルギー

に力を入れていたりするなど豊かな自然を生かして日

常生活から新たな産業までが行われていることが印象

に残った。ブドウのツルのはけごは、昔から年長の人

が町の若い人のために作っていたというが、今では数

万円もする高級品になっている。また、そば打ち体験

で使ったそば粉は、 上町の特産品の 上早生という

品種である。現在は消費社会と言われているが、こう
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やって地域にある資源を無駄なく使っていることは、

上町にとって大きな強みになるのではないかと考え

た。 

 しかし、現在、その担い手不足が大きな問題となっ

ている。過疎化が進み、人口減少が進んでいるのであ

る。とは言ってもいきなり 上町に住む人を増やすこ

とはできない。今新たに農業を始める人の話がテレビ

では取り上げられるが、 初の世代は意欲的であって

も、2代目、3代目となっていくうちに農家をやめる人

が多いというのが現実だと町の人が話していた。これ

は、戦後引き揚げてきた人々が 上町で食糧不足の解

消のためにと始められた開拓での話である。つまり昔

から、親から子供へと世代が変わる際の離農は解決が

難しい問題であったことがうかがえる。無理やり自分

の子供に農業を引き継がせることはできない。それな

らば、外から農業に興味のある人を呼び込んだり、町

や農業の魅力について知ってもらったりすることが大

切なのではないだろうか。そのきっかけとして、 上

町の観光を活性化する必要があると私は考える。 

上町にはそばや前森高原など観光できる要素は十

分にある。しかし、遠くからは何かフィールドワークの

ようなきっかけがないとなかなか来ることがないと思

う。またどんなに自然豊かで居心地の良い場所であって

も、いろいろ体験できる所や名所が独立しているために

来たことのない人にとっては来づらいように感じる。そ

こで、今回のように既に行程が決まっているツアーのよ

うなものを一般向けに増やしていけばいいのではない

か。ツアーといっても募集方法をSNSなどで行えば気軽

に若い世代や親子連れにも来てもらうことができる。そ

ば作り、リース体験、牧場での乗馬体験など親子連れに

はもってこいの場所である。小さいころから自然豊かな

地方の良さを知ることは、農業に興味を持ってもらう大

きなきっかけになる。 上町の良さを実際に見て心から

好きになってもらうことが、町の活力へとつながってい

くのではないだろうか。 

 
医学部 八木 玲子 

上町を訪れて 初の感じたことは、とても自然が

豊かだということだ。一回目のフィールドワークでは、

白川渓流や大アカマツを見に行った。白川渓流の川辺

はきれいに草刈りがされており、キャンプやバーベキ

ューができる施設もあった。大アカマツは森の中にあ

って、大アカマツまで続く道が整備されていた。これ

を見て、 上町の美しい自然が町の人々の手によって

守られ、自然から様々な恩恵を受けているのだと感じ

た。私たちが体験したリース作りや山菜の「みず」を

使った郷土料理などは、 上の森からもたらされた恩

恵である。 
このように豊かな自然にあふれている 上町だが、

交流を持った 上町の人々からは、町が深刻な少子高

齢化問題に直面しているという話を聞いた。閉校した

小学校もあり、学校から遠い地区に住んでいる子ども

たちはスクールバスで通っているそうだ。わたしは

上町における少子高齢化問題の解決策として、山村留

学を提案したい。 
山村留学とは、都会に住んでいて大自然に触れるこ

とができない子どもたちが、山村にやってきてその地

の小学校に通い、同級生や地域の人々といっしょにさ

まざまな体験をする取り組みである。 
例えば、実際に山村留学生を受け入れている学校で

は、一年を通して米作りや野菜作りをする、ホタルの

観察を行う、地域に伝わる伝統行事に参加する、川遊

びや登山をするなど、都会ではできない体験を行って

いる。 
上町では、前述したように白川渓流や大アカマツ

の森など豊かな自然があり、そば打ち体験や郷土料理

づくり体験、リース作り体験などを行うことができ、

山村留学を進められる環境が整っている。 
私はこの山村留学制度によって、 上町の少子高齢

化問題が少しずつ解決に向かうのではないかと考えて

いる。もし地域から学校がひとつも無くなってしまう

と子どもたちはふるさとを出てよその学校に通わなけ

ればならず、それが人材の流出につながってしまう。 
上町の小学校は現在児童数が十数名ということで、

学校の存続が心配されるが、都会から児童を集めるこ

とによって一時的にであっても児童数は増える。山村

留学に参加した子どもとその家族が将来的に 上町に

移住する可能性もある。学校は地域の将来に直接むす

びつく場所であるからして、学校を守っていくために

山村留学というとりくみはひとつの解決策になるので

は無いだろうか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
工学部 大塚 唯 

私はこのフィールドワークで、「森」で繋がっている

上町の様々な面（一部に過ぎないかもしれませんが）

を体感させて貰った。 上町の食材と昔からの調理法

で出来たお料理をご馳走してもらったり、自分たちで

も作って食べてみたり、緑あふれる山や川を散策した

り、花植えのお手伝いやリース作りなど、何もかもが

自分にとって新鮮なことばかりで本当に楽しかった。

中でも一番深く印象に残っているのは大場満郎さんの

冒険学校だ。満郎さんと一緒に旅をした可愛いグリー

ンランドハスキー犬がいたり、実際に使われた道具を
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見ながらの地球縦割り一周の旅のお話は、とても本当

にあったこととは思えないようなものばかりで大変興

味深かった。 

 フィールドワークではたくさんの方々のお話を聞か

せてもらいましたが、その中でも二回ともお邪魔させ

ていた花はな倶楽部さん東法田白川みつわ会さんはと

ても元気で明るいおばあちゃんばかりで少し圧倒され

てしまった。東法田地区内を車や徒歩で移動するとき

に周りを見てみると花はな倶楽部さんの看板がついた

きれいな花壇がいくつもあり、自分たちのできるこ

と・好きなことで町をよりよくしているのはすごいこ

とだと思った。みつわ会さんは廃園になった幼稚園の

再利用のための食品加工場から始まり現在ではそば打

ち体験や予約制のレストラン、そば畑のオーナー制な

どを行っているという話を聞いて、新しいことに挑み

続けていてこちらもすごいと思った。 

 しかし、どちらの団体も高齢化が進み後継者がいな

くて困っていた。 上町全体をみても一番深刻な課題

は、人口減少に伴う少子高齢化であった。そこで私た

ちに出された課題は「 上町、東法田地区をよりよく

するためにはどうすればよいのか」というものだった。

この課題をだされたとき私は、まず、ここでいう「町」

とはどういうものかということを考えてみた。そこで

私が思ったのは町の大切な要素は場所ではなくそこに

住んでいる人や、先人達が残してくれた伝統であると

いうことである。なので、何か全く新しいことを始め

て町をかえてしまうのではなく、今 上町にあるもの

を広げたりしていくような形で、出来るだけ町の人た

ちが活躍できるものがよいと思った。そうして私が考

えた対策が、みつわ会さんで行っているそば畑のオー

ナー制を町の様々なところでも行うというものである。

町にあるたくさんの団体、施設、農家が自分たちの活

動に対して観光客や転出者などから出資を募り、それ

ぞれの活動に見合ったお返しをするという、ふるさと

納税を縮小したような、より人と人とのつながりを大

切にするものを目指し、観光に来た人がその場で手軽

に契約でき 上町の人々とのつながりを継続させるも

のがよい思う。 

フィールドワークは楽しいことだけではなく、町の

問題を真剣に考えるというのは初めてのことで難しか

ったし自分の無知さや無力さを思い知らされることも

あったけど 上町での貴重な経験を忘れずにこれから

の大学生活を過ごしていきたい。 

 

農学部 熊谷 南望 

私は、今回のフィールドワークで多くのことを学び、

深く考えることが出来た。さらに 上町の魅力にふれ

られたことも大きな意味があったと思う。 

 まず、今回学べたことで大きかったことは、実際足

を運んでみることの大切さである。1 回目も 2 回目も

事前学習として班員がそれぞれ 上町の食や文化など

について調べてから望んだ。しかし、冒険家の大場さ

んをはじめ、インターネットでは調べ出せなかった町

いいところや偉人との出会いがあった。来てみてはじ

めて知ることがあるのだということを、身をもって体

験した。さらにこのことから、農村地域の情報発信が

まだまだ行われていないことも痛感した。以前から言

われていることではあったが現在も解決されていない

となると、この問題はそう簡単には解決できないもの

であるのだと言われているようにも感じた。 上町は

本当にいいところで、人が温かくて明るくて元気だし、

自然は本当に綺麗で豊かだし、食べ物も豊富でおいし

いし、発信できうる魅力がたくさんあった。本当にた

くさんあった。私だけでなく、ほかの班員もこの 上

町の溢れる魅力をどうにかして広めたいという気持ち

がとても大きくなり、そのための対策や提案を真剣に

考えていたと感じた。 

 次に、農業についていろいろなことが学べた。 上

町の方々と懇談会をした際に、私はこの町での有機栽

培はできないだろうかという提案をした。有機栽培は

お金も労力も多くかかるとされているためそう上手く

いくものではないとわかっていての提案だったが、予

想通り不可能であるという返事が返ってきた。一番の

理由としてはやはりお金がかかる、ということだった。

また、昔は科学肥料などなかったから有機栽培だった

が、いろいろ苦労したという話もきかせていただいた。

たしかにその通りなのだが、昔と比べると今は生物学

や化学など様々な面の研究が進んだことにより、著し

い技術の発展がみられる。そのため、その技術を使え

ば同じ有機栽培でも昔ほどの苦労を感じることはない

のではないだろうかと思った。また、そのような労力

とお金のかからない有機栽培について、もっと研究が

必要であると思った。実際農学部のなかでも農業に関

心のある学生は少ない。多くの学生が植物学や食品関

係に興味を持っている。しかし、そのような学生をい

かに農業につなげていくかが今後必要とされると思う

と同時に農村に役立つ研究をしたいと強く感じた。 

 



第二部 授業記録 前期プログラム９．舟形町の自然と文化にふれる～国宝「縄文の女神」を活用した町おこし～ 

101 

 

舟形町の自然と文化にふれる～国宝「縄文の女神」を活用した町おこし～ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：舟形町 

 

○講   師：ブナの実21 大山 邦博 氏 

       舟形町歴史民俗資料館 沼澤 正 氏 

  

○訪 問 日：平成 28 年 5 月 14 日(土)～15 日(日)、5月 28 日(土)～29 日(日) 

 

○受 講 者：打川 翔大（発表）、柳原 和樹（記録）、永井 幸織（記録）、沢田 篤希（発表）、 

梅村 優宇（発表）、嘉陽 安尚（発表）、中村 吉秀（発表）、堀川 夏美（発表）、 

山口 淳史（班長）、結城 翔太（発表）、木谷 美思（発表）、熊倉 宏樹（発表）、 

会沢 哲也（発表）、鈴木 花恋（発表）、髙宮 愛（発表）、関 栞里(学生サポーター) 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月１４日（土） 【１日目】５月２８日（土） 

8:00 山形大学発 

9:15 舟形町役場着 

 9:30  開講式（舟形町中央公民館） 

10:00 講義「舟形町＆縄文の女神について」 

11:00  縄文の女神関連施設等視察 

12:00 昼食 

13:00 巨大縄文の女神土偶の製作Ⅰ 

18:00 夕食 

 

 

 

08:00 山形大学発 

9:15 舟形町役場着 

 9:30  巨大縄文の女神土偶の製作Ⅱ 

12:00 昼食 

13:00 縄文の女神活用グループワーク 

18:00 夕食 

 

【２日目】５月１５日（日） 【２日目】５月２９日（日） 

7:30 朝食 

9:00 手倉森・堂ヶ沢地区へ移動 

     きのこ植菌活動、湿原の木道修繕 

12:00 昼食 

13:00  手倉森・堂ヶ沢地区へ移動 

     きのこ植菌活動、湿原の木道修繕 

16:30 農村環境センター発 

18:00 山形大学着 

 

 

 

 

7:30 朝食 

9:00 手倉森・堂ヶ沢地区へ移動 

     きのこ植菌活動、湿原の木道修繕 

12:00 昼食 

13:00  手倉森・堂ヶ沢地区へ移動 

     きのこ植菌活動、湿原の木道修繕 

16:30 農村環境センター発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 打川 翔大 

私は、今回の舟形町での活動を通して人口減少の著

しい市町村がどのような対策を模索しているかを学ぶ

ことができた。 
 舟形町での活動は主に、「縄文の女神」のレプリカの

制作と、手倉森の再生活動の２つに分かれていて、そ

れぞれの活動中や現地の人からの話を伺うことで舟形

町の現状が伝わってきた。 
 まず、「縄文の女神」のレプリカ作成で感じたことは、

「縄文の女神」を使った町おこしに全力で取り組んで

いるということである。事前学習で舟形町について調

べたときから「縄文の女神」をよく取り上げていると

感じていたが、実際に舟形町に行ってみると町役場や

公民館、体育館や実習館など私達が訪れたほぼ全ての

公共施設で実物大のものや巨体化されたもの、塗装も

本物と同じように細かく仕上げているもの、黄色やピ

ンクで塗装されたものなど多種多様なレプリカが置か

れていて驚いた。後から現地の担当員に話を伺ったと

ころ、「縄文の女神」のレプリカ制作は年齢、町内外を

問わず今まで多くの団体で行われており、それを各公

共施設に飾っていることがわかった。このことから舟

形町に訪れた人や舟形町に住んでいる人には「縄文の

女神」がよく伝わるが、町外の人には伝える機会が少

ないため、もっと町外へのアピールが大切ではないか

と考えた。 
 次に、手倉森の再生活動で感じたことは、今後も豊

かな自然を守っていくためには人手が足りないのでは

ないかということである。手倉森には椎茸を栽培して

いる場所や良い景色が見られる場所、様々な動植物が

繁殖している場所など素晴らしい場所がたくさんある

が、これらはいずれも人が手入れをすることで保たれ

ているものであり、手入れする人がいなくなれば今の

ような景観は失われてしまうのである。現段階では現

地に手倉森を守る団体が積極的に活動しており、また

学生等のボランティア活動も盛んであるため手倉森は

再生しつつあるが、このまま舟形町の少子高齢化が進

行し続けると森を守っていく人が誰もいなくなってし

まうと、今まで手倉森を守るために行ってきた努力が

無駄になってしまうのではないか、と考えた。 
最後に、私は今回のフィールドワークで舟形町の良い

ところを多々見つけることができたが、事前学習をする

前は舟形町がどういったところか一切把握していなか

った。舟形町には他の市町村に負けない名産品がたくさ

んあるので、それをもっと外部にアピールしてもいいの

ではないかと考えた。 

 

人文学部 柳原 和樹 

今回、計４日間、舟形町に訪問して行った活動は、縄

文の女神の製作と湿地の木道修繕作業の主に二つ。そ

して、活動を通して舟形の魅力と、抱える課題が浮き

彫りになった。 

 第一に、縄文の女神製作について。製作の前に縄文

の女神に絡んだ縄文時代を題材にした DVD を観た。そ

こでは私たちがこれまで学校の授業で受けてきたもの

とは違い充実した内容で、国宝縄文の女神としての偉

大さがイメージしやすく観光資源にも積極的に活用さ

れているのにも納得がいった。実際に移動中様々な施

設に立ち寄ることがあり、そこにも縄文の女神の土偶

が展示されてあり印象に残った。 

 第二に、湿地の木道修繕作業について。炎天下の中

重い木材を運び、慣れない工具を使用しながらの作業

だった。周りは美しい山や森に囲まれその地域特有の

生物なども見られ、舟形の生態系の豊かさを感じるこ

とができた。 

 しかし一方で、舟形の象徴的な縄文の女神、そして

舟形が長い時間を掛けて作り保ってきた美しい自然に

は課題もあると考える。 

 まず、縄文の女神に関しては「知名度」である。私

がこの四日間で仲間との楽しい思い出を除いて一番印

象に残ったことと言えばやはり縄文の女神である。し

かし、舟形のＨＰでも押しているのにもかかわらず一

歩外に出れば知名度が無に近い。対策として、現代の

情報発信・拡散においてメディア、そして若者を利用

しない手はない。そのため、これらを刺激するような

「ネタ要素」や「サブカル要素」を上手く織り交ぜて

いく必要がある。お年寄りや歴史好きしか呼び込めず

にいて観光客増加というのは厳しい話だろう。 

 次に、自然に関してである。舟形の食、広がる緑は

どれも素晴らしかったが、ここでもやはり同様に「知

られていない」という課題が浮かび上がる。これらも

やはりそれぞれの魅力を上手く組み合わせたツアー計

画など、「人を呼び込む」措置をとるしかないと思う。 

 自然に関しては「保全」という課題もある。あれだ

け体力の要する作業を高齢者が続けられるのか。これ

も若い人を定住させる案などを練らなければならない。 

すべての課題に共通する「知名度」「人を呼び込む」

というキーワード。これは「観光」から「定住」とい

うプロセスにも欠かせない要素である。私はなにか大

きなことはできないかもしれないが、若者らしく柔軟

な発想の提供や SNS などを利用した情報拡散の面で力

になれるはずだ。舟形の魅力を舟形の中で完結させて

しまうのではなく、もっと多くの人に知ってもらえる

ように小さなことをこつこつと続けていきたいと思う。 

 

地域教育文化学部 永井 幸織 

私が 4 日間舟形町で活動して感じたことは、すでに

過疎化している地域の再生は自分が思っている以上に

解決が難しい問題であったということです。『舟形町と

いえば縄文の女神』といっても過言でないほど舟形町

の人々は国宝でもある縄文の女神を大切にしており、

そして、それをPRするための活動を行っていることを

制作活動や町の散策を通して知ることができました。2



第二部 授業記録 前期プログラム９．舟形町の自然と文化にふれよう～国宝「縄文の女神」を活用した町おこし～ 

103 
 

メートル近くある縄文の女神のレプリカを作ったり、

町で見かけたりするうちに実際に親近感がわきました。

しかし、この活動に参加する前に博物館で自分たちが

作ったものと同じ大きさのレプリカを見た時、興味は

わきましたが、舟形という町を知るには至らなかった

気がします。事実、こういう人も多いのではないかと

思います。それほど、歴史的なもので町をPRし、活性

化するということは大事なことではありますが、あり

ふれた内容では難しいところがあると感じます。だか

ら、逆に舟形町の自然や特産品、子育ての環境の良さ

に興味をもってもらった上で舟形町に来てもらい、町

を歩く中で縄文の女神を知ってもらうというのもいい

のかなと思いました。私は、舟形町の自然とその自然

環境を利用して生活する舟形の人々の暮らしがとても

好きです。普段の生活の中でホトトギスやカエルの声

が聞こえたり、水遊びをして魚にふれたりすることが

特別に感じる自分が少し寂しいなとも思えました。ま

た、夜に見た星空はずっと見ていられるほど美しかっ

たです。町の活性化の一つとして商業施設を増やすよ

うな方法もありますが、やはり自然を生かす方法を模

索したいと思いました。湿原に関しては、かつて田ん

ぼであったという場所に生息する希少生物や植物の保

護、里山としての機能の保全再生のための木道の修繕

ではありましたが、現時点であれだけ木が腐敗してい

る状態のままであったということを考えると人手の不

足が自然と考えられます。人口の緑が多い分、管理し

なければ保つことのできない問題と過疎化の問題は切

り離せないものだと痛感しました。 

様々な面から舟形町を見ても、結局は人の少なさと

繋がってしまうのが現状だと気づきます。町の人々の

温かさ、自然の豊かさ、料理のおいしさ、色々なこと

を学ばせてくれた舟形町のために学生である自分たち

ができることは何があるか。2 回目の活動の中で出た

考えや、これから話し合う中で出る意見が実現できれ

ばと思います。今、SNS が発達した時代に、若い人は

ネットワーク上の情報にとても敏感です。それをうま

く生かして、今すぐにできることを行っていきたいと

思います。 

 

理学部 沢田 篤希 

私は、今回の舟形町でのフィールドワークを通して、

地域復興のためにはどんなことが必要か、何をするべ

きかを考えることができた。 

 舟形町での活動は、国宝「縄文の女神」についての

学習と展示用のレプリカの作成、きのこの栽培場の整

備、貴重な動植物が生息する湿地の保全活動、舟形町

の名所・魅力巡りなどが主なものだった。私はこれら

の活動を通して次のように舟形町を盛り上げていける

のではないかと考えた。 

 まず、「縄文の女神」のレプリカ作成を通して感じた

ことは、舟形町の施設の多くに「縄文の女神」のレプ

リカが置かれていることについてだ。舟形町に訪れた

人は「舟形町といえば縄文の女神」というように、イ

ンパクトのあるレプリカは大変印象に残りやすく、舟

形町をよりよく知ってもらうためにはとても良い。そ

こで私はこのレプリカを舟形町の外に設置して、舟形

町のPRができないかと考えた。候補としては縄文時代

の土器や土偶が出土する全国の遺跡やその資料館など

がある。それに関連して、他の国宝が出土した地域と

連携した何らかのイベントを行ってはどうかと考えた。

今回私達が作成したレプリカの 1 体は山形大学に展示

してくださるそうなので、これを機により多くの人々

が舟形町に関心を持ってくれることを期待している。 

 次に、きのこの栽培場の整備・湿地の保全活動を通

して感じたことは、これからの舟形町の豊かな自然を

守るのに若い世代が不足しているということだ。この

状況を変えるためには何らかのアピールを若者に向け

てしなければならない。そこで私が提案するのは、山

形大学生協と舟形町がコラボした新メニューを、大学

食堂で売り出してみてはどうかということだ。大学の

食堂で売り出せば多くの若者に舟形町の食の魅力をア

ピールできる。 

 最後に、舟形町には他の市町村に負けない魅力がた

くさんある。これからの課題はそれらの魅力をいかに

して外部に発信できるかということだと私は考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 梅村 優宇 

私が舟形町を訪れてまず始めに感じたこと、それは人

がいないということである。訪れたのは２回とも休日で

あったが、グラウンドの野球大会での関係者を除けば、

道端を歩く人影をほとんどみつけることができなかっ

た。 
今、舟形町は町おこしに取り組んでいる最中である。

その中心となっているのが、舟形町で出土した縄文の女

神だ。舟形町のいたるところに、この縄文の女神の様々

な大きさのレプリカが置かれていた。今回のフィールド

ワークでは、その縄文の女神の４倍にあたるレプリカの

製作にあたったわけだが、製作中に分かったのは、この

土偶の希少性だ。局所に現れるなだらかで優しい曲線

美、力強く伸びる長い脚、そして今でも解き明かされて

いない謎の数々。舟形町が、この土偶を町おこしの看板

にしている理由を垣間見ることができた。しかし、本物
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の女神は舟形町にはないのが問題であると考えた。舟形

町が縄文の女神を宣伝すると、観光客は本物のある博物

館の方へと足を運ぶだろう。縄文の女神は確かに素晴ら

しい。しかしながら、今のままの広報の仕方では舟形町

に利が訪れることは難しく感じた。舟形町の魅力として

もうひとつ挙げられるのは、自然の豊かさである。自分

が体験したきのこ植菌や湿原では、その美しさが顕著で

あった。自らの足で森の奥へと入って作業する過程で、

視覚、聴覚、触覚、嗅覚をとおして、体全身で感じるこ

とができた。その中でも今回体験した湿原には驚いた。

湿原の木道は業者を呼ぶもとなく自分たちで作り、修理

していたのだ。わたしたちはその一部に参加した。そこ

でわかったんだが、財政的な面もあってか、思ってた以

上に湿原の道がととのえられていなかったことである。

湿原までが駐車位置からみて遠いことも踏まえると、こ

の湿原に観光客がたくさん来る見込みは望み薄にじて

いる。そこで財源がないのであれば、地域の方々の力を

もっと積極的に借りてもいいのかもしれない。こうする

ことで地域の方々の相互交流にもなるため一石二鳥と

なる。町おこしには、人が多くいることが重要である。

舟形町は、まず人を増やさなくてはいけない、そしてそ

のためには資金が必要である。企業の誘致や観光業の拡

大、やれることはさまざまだが、まずは今ある舟形町を

メディアを通じて広く世間に知ってもらう必要がある

と感じた。 
 

医学部 嘉陽 安尚 

今回フィールドワークを通して、高齢化が進む舟形

町の現状と町おこしの取り組みを知ることができた。 

 初めに、舟形町の過疎化について職員の方から講義

を受けた。その中でも特に印象に残ったのが「町内で

の教育機関の不足」である。すなわち舟形町には中学

校までしかなく、高校以上の教育を受けようとすると

町を出なければならず、それが若者の流出を悪化させ

ているという現状である。 

 また、上記の過疎化に対する町おこしとして「縄文

の女神」をはじめ舟形町の魅力を活かしたイベントの

積極的な活用がなされている。その思いは私たちの授

業プログラムである土偶製作と湿地の木道修繕活動に

反映されており、あるがままの舟形町を利用して町お

こしをしようという真摯な姿勢に感銘を受けた。 

 一方で、これらの取り組みにおいて課題があるとも

考えられた。特に私が思ったことは、各イベントのア

ピールポイントがぼやけていたりすることや、せっか

くのイベントを広報し、認知度を高める活動の不十分

さが挙げられると思った。そこで私は、舟形町での魅

力的なイベントを広報するために SNS を活用し、また

各イベントについて来訪すると予想される客層(例：家

族連れ、中高年、若者･･･etc)を絞り、その客層を考慮

した上でイベントを開催することでイベント毎の満足

度を上げ、他の市町村との差別化を図るという事であ

る。 

 終わりに、風光明媚で歴史にも厚みのある舟形町を

今回のプログラムを通して知り、また、その町が衰退

の一路をたどっている現実を学んだことは山形大学の

授業の中でも得難い収穫のように思う。この経験を単

なる自己満足に終わらせず、次の発表会でも発表して

これからの山形県、ひいては過疎化に直面する村落の

改善に役立てていきたい。 

 
医学部 中村 吉秀 

私が今回このプログラムに参加した最たる理由は、

単位の取得のためでした。もちろん縄文の女神に対す

る関心はありましたし、友人も多く参加するため楽し

みにしていた気持ちも大きかったのですが、「単位がと

れればいいや。」という気持ちが少なからず私にはあり

ました。 

 プログラム初回、縄文の女神レプリカ作成を通じて

班の皆とも打ち解けることができ、また一連の作業を

通じて協力、工夫し合って班のまとまりも非常にいい

状態になったと感じました。この一体感をもとに私は、

舟形町の地域復興のために日々尽力している方々の話

を聞き真剣に考える班員の皆を見て、自分もこの舟形

町のために何かできたらなという気持ちが少しずつ沸

き上がってきました。しかしその日の夜の全体ミーテ

ィングでは私だけでなく、まだ皆そういった気持ちが

生まれ始めたばかりのところだったので特筆するほど

の生産的な議論はなされませんでした。 

 二日目の作業では、きのこの収穫や木道修繕など、

普段の生活から離れた場所で作業をすることで、これ

までにはない達成感を得るいい機会になったのではな

いかと思います。 

 二週間後のプログラム二回目、この日も縄文の女神

レプリカの作成に勤しみ、改めて班全体の一体感を作

り直しましたが、この日私の印象に最も色濃く残った

思い出は、舟形町の子供たちとの触れ合いでした。私

たちが出会った数人の子供たちは川で魚を取って遊ん

だり、用水路で水遊びをしたりしながら楽しんでおり、

それは私が地元の神奈川では見たことのない光景で、

地元の子供たちとの明らかな違いからか、今後将来

徐々に薄れていくであろう目の前の光景に胸が痛くな

りました。 

 そして二回目の夜の全体ミーティングで行われた議

論について、前回とは全く異なり、企業の誘致、マス

コットキャラクターについてなど、みんなそれぞれ具

体的な考えを持ち寄って話し合いに臨んだため、自分

自身含め、まさに舟形町のためを思っての話し合う時

間が持てたのではないかと思っています。 

 最後に、このフィールドワーク全体を通じて私が感じ、

考えたもので最も大きなものは、チームの一体感やまと

まりがいかに大切で重要なものかということです。私は

この班の連携を活かして発表会を無事成功させるとと

もに、お世話になった舟形町の皆さんのためにいい発案

ができたらいいなと考えています。 

 
医学部 堀川 夏美 

みんなで土偶を作りました。粘土をこねて土偶をつ



第二部 授業記録 前期プログラム９．舟形町の自然と文化にふれよう～国宝「縄文の女神」を活用した町おこし～ 

105 
 

くると思っていたら、縄文の女神を輪切りにしたもの

をスポンジのような板をくりぬいて作り、それを積み

重ねて、全員で力を合わせて 2 体の大きな縄文の女神

のレプリカを作りました。作業が進むにつれて、みん

なの連携がうまく 1 体目よりも 2 体目の部品のほうが

はやくつくり終えることができました。作業を通して、

みんなでひとつのものをつくるという経験をすること

で全員が団結し、一体感が高まりました。 

  みんなでしいたけを収穫し、その後原木をひっくり

返して立てかけたり、立て木の修理をしたりしました。

得られたしいたけの量と質に対しての、原木をひっく

り返したり立て木を修理したりする重労働が思いの外

大きく、食料を採取することの難しさを改めて実感し

ました。今後は、食べ物のありがたみを感じながら美

味しく残さず食べようと思います。 

  また、みんなで湿原の木道の修理のための木材を運

びました。湿原では木々の緑がとてもきれいで、この

ような自然を守りたいと思いました。全員で協力して

バケツリレー方式で木材を運び、スムーズに作業を進

めることができました。  前回輪切りの状態にした縄

文の女神のレプリカを組み合わせたものに、やすりを

かけペンキで色を塗る作業をしました。全員で協力し

て作業を進め、効率よくレプリカに色を塗りおえるこ

とができました。 

  また、水田の水が流れ出る水路で遊ぶ子どもたちと

触れ合ったり、舟形町をドライブして美しい水田の風

景や、鮎がいるきれいな川を眺めたりしました。前回

の作業やこの日見たものを通じて感じたことや、どう

すれば舟形町をよりよくすることが出来るかをミーテ

ィングで話し合い、みんなで真剣に考えて意見を出す

ことができました。 

  湿原の木道の修繕をしました。前回運んだ木材や工

具を使いみんなで力を合わせて木道を作りました。天

気がとてもよく、自然を満喫しながら作業することが

できました。また、畑のキュウリの網をはる作業をし

ました。みんなで協力して紐を結び、素早く仕事をす

ることができました。4 日間のフィールドワークを通

して、ほかのひとと協力して作業をすることやコミュ

ニュケーションのとり方など、たくさんのことを学べ

ました。舟形町は自然が美しくとても素敵な町である

ということもこのフィールドワークで知ることができ

本当によかったと思いました。 

 
医学部 山口 淳史 

私は、国宝「縄文の女神」に興味を持ってこのフィ

ールドワークに参加しました。 
実際に縄文の女神のレプリカを作ると聞いて、粘土

をこねて成型し、焼き固めることで製作すると考えて

いました。しかし、実際には縄文の女神の断面図を発

泡スチロールに写し取り、それをのこぎりで切断した

ものボンドで固めながら積み上げました。参加者がみ

な熱心であったために予想よりも早く作業が終わり、

もう１体作ることができました。夜に参加者のみんな

で山道に入り、星を見ました。街頭や家の明かりが全

くないため、私の出身地である京都とはくらべられな

い程の数の星が見えました。このことを舟形町のアピ

ールにつなげられないか考えたいと思いました。 
参加者のみんなで山道に入り、食べることのできる

大きさになったシイタケを収穫しました。そのシイタ

ケ畑は、私たちの先輩方が原木にシイタケの菌を植え

付けたもので作られていると聞き、シイタケの成長に

は多くの時間がかかることを実感しました。また、原

木の中の水分の偏りを少なくして効率よくシイタケを

育てるために原木を上下にひっくり返す作業をしまし

た。これは非常に手間のかかる作業で、たくさんの人

手が必要になります。シイタケ栽培者の後継者を育て

ることが急務であると思いました。 
１日目に途中まで作成した縄文の女神のレプリカを

まず金属たわしで大きく削り、さらになめらかな表面

になるように紙ヤスリをかけました。そのあとはんだ

ごてを使って本物同様に溝をつくり、塗料をぬりまし

た。休憩時間に地元の小学生たちが水田の用水路で魚

を手づかみしたりしている様子をみました。夜に舟形

町をよりよくするために私たちに何ができるかミーテ

ィングをして話し合いました。湿原の木道を修繕する

ために、２日目に運んだ木材を工具で古いものと交換

して、新しい木道をつくりました。この木道は、より

多くのひとに利用してもらうために年に２回以上修繕

するべきだとおもいました。そのあとキュウリ畑にい

ってあみをはる作業をしました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 結城 翔太 

私は舟形町の隣の新庄市出身であり、小さい頃父と

一緒に若あゆ温泉に行ったのをうっすらと覚えている。

今回のフィールドワークで舟形を訪れたのは十数年ぶ

りである。幼い頃は考えもしなかった人口減少や少子

高齢化、町おこしなど多くのことを深く考えさせられ

た貴重な4日間であった。 

 舟形町は人口6000人という小さな町であるが、緑が

溢れ、澄んだ川では子供たちが遊び、夜には綺麗な星

空が一面に広がる、のどかで素敵な町である。そんな

舟形町で発掘され、現在は国宝に指定されている縄文
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の女神。舟形町のシンボルとして至る所に飾られてい

た。だが、地元の人たちの努力はあるものの、町おこ

しには十分に活かされていないのが現状だ。舟形町を

より良くするには、縄文の女神だけでなく、自然の豊

かさやおいしい食べ物など他の面の PR も欠かせない

と思う。町が活気づくためには、人と財源が必要であ

る。それらを集めるには、まず船形町のよさを多くの

人に知ってもらわないといけない。実際、舟形町は様々

なイベントを企画しホームページで参加者を募集して

いるが、ホームページを見るのは舟形町とその周囲の

市町村の人がほとんどだと思う。全国から人を集める

にはテレビや SNS を使うという方法がある。特に若者

たちの間ではTwitterや Facebookが人気であり、情報

の拡散には大いに役立つはずだ。舟形町には展望台や

手倉森の湿地、巨大マッシュルームなど見所や訪れる

べきスポットは多数あるが、それぞれが離れた所にあ

り移動が大変である。そこで、私はバスを出してツア

ー形式で舟形町を巡れるようにするのがいいのではな

いかと考えた。今回、私たちは巨大縄文の女神を発泡

スチロールで作ったが、そのような活動もツアーの中

に組み入れるといい。全員が分担して作業ができるた

め、ツアー参加者どうしで親睦を深められる。また、

発泡スチロールに限らず、粘土で自分の手作り土偶を

作ってみようという企画があっても面白いと思う。ツ

アーの中に農業体験があれば、田舎の生活を満喫した

い都市部の人たちや外国人が益々訪ねて来ると考えら

れる。 

 抜群のチームワークを発揮したために４日間の日程

がスムーズに進み、あっという間に終わってしまった。

このフィールドワークを通して学んだことは今後自分

の人生の中で必ず役立つと思う。今自分にできること

は少ないが、地元民として舟形町のみならず、他の県

内の市町村にも目を向けてみて山形大学の人たちやこ

れから出会う人たちに伝えていければと考えている。 

最後に、今回のフィールドワークに携わってくださっ

た舟形町民の方々、地域起こし協力隊の方々、サポー

ター含め15人の皆さん、本当にありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 木谷 美思 

今回のフィールドワークでは大きく分けて、巨大縄

文の女神のレプリカ作り、きのこの収穫と原木の手入

れ、手倉森湿原の木道修繕、農作業の４つを体験した。

これらの体験を元に、私は「舟形町をよりよくしてい

くためにはどうしたらよいか、自分にできることは何

か」を考えてみた。 
町ではすでに地域活性のために様々な取り組みをし

ているが、それでもまだ満足する成果が得られていな

いのが現状である。私は、多くの人に舟形町の魅力や

取り組みを知ってもらい、足を運んでもらうことが、

舟形をよりよくしていくための第一歩になるのではな

いかと思う。 
私はこのフィールドワークを通して、舟形町の魅力

を知ると同時に多くの学びを得た。縄文の女神のレプ

リカ作りは、縄文時代の人々の生活を学ぶよいきっか

けになった。また、作業の合間に出かけた散歩では川

で魚を捕って遊ぶ子どもたちの姿も見た。きのこの収

穫と原木の手入れでは、普段スーパーで買って口にし

ている食材がどのようにして育てられているのかを実

際に目にすることができた。湿原の木道修繕作業では、

手倉森の木々と山の空気に囲まれて自然の素晴らしさ、

雄大さを感じることができた。ビルが建ち並び、人も

多い都会ではなかなかできない体験である。農作業体

験は、ネットを取り付けるための紐を結ぶという単純

な作業だったが、力のいる作業だった。フィールドワ

ーク中に頂いた舟形の食材はどれも大変おいしかった。

このおいしさの裏に農家の方の苦労があったことに気

付き、残してしまったことを申し訳なく思った。 
このように私は舟形町でさまざまな体験をし、楽し

く学ぶことができた。こうした経験ができることもま

た舟形町の魅力だと思う。先ほど、「多くの人に舟形町

の魅力や取り組みを知ってもらい、足を運んでもらう

ことが、舟形町をよりよくしていくための第一歩にな

るのでは」と述べたが、それを踏まえて自分にできる

ことは、人々が舟形町に足を運ぶためのきっかけ作り

だと思う。具体的には、友達や家族など周りの人にフ

ィールドワークでの体験と魅力に感じた点を伝えると

いうことである。学生である自分にできることは限ら

れているが、こうした情報の発信は舟形町に対する

人々の興味を引き出し、人を引き寄せるために重要な

ことだと考える。 
舟形に直接足を運んでその魅力を体感してもらうべく、

そのきっかけ作りすなわち、情報の発信を積極的に行

っていけたらと思う。 
 

工学部 熊倉 宏樹 

舟形町での四日間は初めての経験がたくさんあった。

自然の豊かさがなす素晴らしい田園風景や澄んだ星空

にはとても心が動かされたし、山菜を使った料理や地

元のお店の弁当にはとても満足した。そしてその分、

町の抱える問題や解決しなければならない課題が明確

に捉えられた。 
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このプログラムのテーマにもなっている「縄文の女

神」は、舟形町の見どころの中心を担うような存在と

して、町の要所にレプリカが設置されていたり、駅に

併設されている観光物産センターでは「縄文の女神」

にちなんだグッズが多数販売されていたりと、「縄文の

女神を活用した町おこし」は十分にできていると感じ

た。しかし、町を見ると、このことが舟形町の活性化

になってはいない。原因は、縄文の女神が有名になっ

た時の効果にあると考える。縄文の女神が有名になっ

ても、本物は舟形町には無く、興味を持っても所蔵さ

れている山形県立博物館へ足を運ぶだけで、舟形町へ

の観光客は増えない。まちおこしが盛んになっても、

舟形町への利益が得られないのである。この点が舟形

町の問題点だと感じた。 

他の活動では、空いた時間を活用して職員の方々が

舟形町内を運転して、主な施設や要所を車で案内して

くださった。この時に感じたことが、舟形町が推して

いる名所や地域の要所がとても離れている。Googleマ

ップによると、舟形町の要所である舟形駅と宿泊施設

のあるあゆっこ村まではおよそ 5 ㎞もの道のりとなる。

これでは観光には車での移動が必須となり、電車で来

るのは難しく、来る人が限られてしまう。 

これらの問題を解消する策として、町側が舟形町を巡

ることができるツアーを提供するのがよいと考えた。

今回のフィールドワークで体験したような、レプリカ

の制作体験や農業体験、町が推している鮎の釣りなど

をプランの中に組み込むのである。また、フィールド

ワークとしての活動以外でも、ご飯のおいしさや星空

のきれいさなども楽しめるプランにすると、よりツア

ーに来た観光客により多くの舟形町の魅力を知っても

らえると思う。舟形町の中で活動してもらうことによ

って、「縄文の女神」はもちろん舟形町の様々な魅力を

知ってもらいつつ観光収入は舟形町に入る。さらに、

ツアーなので移動手段は町側が手配することで、多く

の場所を回ってもらえる。このようにして、舟形町を

「知ってもらう」というだけではなく「来てもらう」

というようなまちおこしが、舟形町を経済的によりよ

くする第一歩になると私は考える。 

 

工学部 会沢 哲也 

4 日間舟形町で生活して最も感じたことは、畑しか

ないはずなのにどこにいても美しいことだった。普段

見慣れない景色なのでそのように感じるのかもしれな

いが、安心するような気分になれた。また、地元で育

った子供たちは野性的でとても元気だった。私の地元

の小学生くらいの子供は、友達と家でゲームをしたり、

公園や学校の校庭などに遊びに行っても外でゲームを

したりなどしている。それに比べ、舟形の子供たちは

畑の横の水路に飛び込みアユを手づかみで取ったり、

小魚を捕まえて手でさばいたりと生き生きとしていた。

大人の都合としては、職や利便性を考えると都会に住

みたくなるが、子供にとっては断然自然と過ごすほう

がのびのびと過ごせるだろう。 

 私は、小さいころ普段からこんなに自然と触れ合う

体験はあまりできなかった。なので、自分の子供には

自然とともに育ってほしい。しかし今の舟形には職の

分野において定住する魅力が少なく理想的な町になっ

てしまっている。自然を残しつつ工業・産業化が必要

ではないか。私は、将来、ロボットエンジニアになり

たいと思っている。しかし、舟形に住むとなるとその

夢はあきらめざるを得ない。このように、やはり農家

だけではどうしても人は増えないだろう。工業・産業

化の案としては、3 日目の夜みんなで話し合ったこと

を踏まえれば、空き校舎や空き家を活用する企業の誘

致がある。舟形には国道13号線も通っており輸送の利

便性は良い。最上地区と山形市をつなぐ町となれるだ

ろう。また、私の夢としては、高齢化の進む農家で負

担軽減を考えたアーマースーツなども作りたい。農家

のたくさんある舟形では、都会で研究室に籠っていて

はわからないことがたくさんわかるだろう。当事者の

方々の声を聴きながら体験してもらうことにより、よ

りフィットするものができるだろう。他には、地元の

商店がコンビニに負けて潰れたという話を聞いたが、

せっかくおいしいものがたくさんあるので道の駅のよ

うな商店を作り、地産地消により低価格で販売をすれ

ばコンビニにも負けない商店ができるのではないか。

その際、ほかの市や町の方にも愛用してもらうために

国道沿いに作るべきであろう。 

 そして、私たちにできる活動としてはＳＮＳを利用

して舟形の魅力を伝えることである。いかにインパク

トのある発信をできるか。ネット社会をうまく利用し

て、メディアに取り上げてもらうことが舟形に人（観

光客も含め）を集めるおおきな一歩になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農学部 鈴木 花恋 

今回のフィールドワークを通して、舟形町の様々な

良いところ、課題点を実際に見ることで学んだ。活動

を振り返りつつ、その中で考えたことを書いていきた

い。 

 1日目、舟形町についての講義と土偶制作があった。

町内には至る所に縄文の女神像があり、舟形町の方々

がいかに誇りに思っているかがよくわかった。また、

西ノ前遺跡の公園化という計画も進められており、多
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くの観光客を呼び込むことができそうだと感じた。途

中舟形町を散策する時間あったが、公園にあまり子供

がおらず、少子化の現状を改めて思い知った。2日目、

キノコ植菌活動や湿地の現状確認を行った。植菌活動

というよりは、木の移動や補修活動が主だった。重労

働であったため、若者が中心となってやっていくべき

活動だと感じた。また湿地では、木道が所々壊れてい

たり倒木していたりと、かなり危険な様子だった。2

回目の 1 日目、土偶作成の続きと舟形町を散策した。

土偶制作は大変に思われたが、協力して 1 つのものに

取り組む楽しさを学んだ。土偶制作をもっと幅広い人

に楽しんでもらえたら、縄文の女神をもっと身近に感

じてもらえるのではないかと考えられる。また舟形町

を散策して、自然の空気や風を感じた。他にも、子供

たちは公園よりも川や田で遊んでいることがわかった。

しかし家が点在しているところでは、子供同士で遊べ

ず家で一人になることがあるそうだ。新居をできるだ

け他の家の近くに建てることが最善策だと考えられる。

最終日、湿原の木道修繕や農作業の手伝いを行った。

木道の修繕はかなりの重労働で、毎年雪の重みで壊れ

るため、毎年の調査、修繕を心がけた方が良いと考え

られる。農作業では、実際の農家の声を聞くことがで

きた。広大な農地を少数の高齢者が手入れしているた

め、これ以上高齢化や人口減少が進めば、農作業も厳

しくなると予想できる。 

 フィールドワークやグループワークを通じて、舟形

町に必要なことは人口増加、そしてそのための町おこ

しであると考えられる。縄文の女神だけでなく、特産

品である鮎やマッシュルームをもっと活用する。良さ

を知ってもらうためツアーを主催する。廃校を利用し

て企業を呼び込み、舟形町に住んでもらう。舟形町で

行われている政策や行事を大々的に宣伝する。もっと

様々な活動が挙げられると考えられる。しかし、舟形

町の人が他へ流出しないようにすることも必要である

と考えられる。舟形町の良いところをもう一度見つめ

直し、課題点を一緒に解決することで人口減少の抑制

につながるのではないだろうか。 

 

農学部 髙宮 愛 

今回 4 日間を舟形町で過ごし、縄文の女神のレプリ

カ製作、木道の補修などに取り組んだ。みんなで一緒

に作業をしたり、食事をしたりしてとても中身の濃い

4日間だった。 

 4 日間の中で印象に残っているもののなかに「何も

ないがある町」という言葉がある。街の明かりがない

からこそ澄んで見える星空、展望台から見渡した景色、

田園の中の無人駅。どれも都会では見ることができな

いものだろう。都会のまねをするのではなく、舟形ら

しいものがアピールポイントであり、財産になると考

えた。また、何度も食事の中で目にしたわらびやぜん

まい、みずといった山菜。私たちは、生えていてもそ

れが食べられるということ、調理の仕方、おいしさを

知らずに過ごしてきた。苦手な人もいるとは思うが、

多くの若者が出会ったことのない味だ。今後食べるき

っかけができれば、その美味しさに気づく人も出てく

るのではないだろうか。縄文の女神のレプリカ製作の

合間に田んぼへ行ったとき、子供たちが魚とりをして

いた。小さいころに仲間と自然の中で遊ぶ経験は貴重

で、その体験をしていない人からするととてもうらや

ましいと感じる。都会の子供たちにもそういった機会

を舟形町から提供できればと思った。 

 そして、舟形町と言ったら「縄文の女神」だろう。

今はそう思えるのだが、このプログラムに参加するま

では知らなかった。しかし、舟形町に一歩入れば、い

たるところで縄文の女神を見ることができる。だから、

町外へ向けたアピールが大切になってくる。ミーティ

ングでテレビなどメディアへの露出、SNS の活用とい

った意見が出た。さらに、ふるさと納税でできたつな

がりを活用していきたいという話を聞いた。縄文の女

神は見た目が美しく、インパクトがある。実際に作っ

てみると愛着がわくので多くの人に知ってもらいたい。 

 手倉森湿原での作業やきゅうり栽培の準備を手伝い、

地元の先生方に教えてもらいながら取り組んだ。地域

の方々が熱心に活動していることがわかった。そして、

湿原や地元を大切に思っていることが感じられた。た

だ、雪の重みできしんだ木道からも、湿原を保全し残

していくには、継続的な活動が必要なのだとわかった。 

 舟形にはいろんないいものがある。何もないがある

ということができる豊かな自然、おいしい食べ物、縄

文の女神、あたたかい人たち…。これらを知ってもら

い舟形町の知名度が上がっていけば、定住者増加にも

つながるのではないだろうか。そして、今回出会った

縄文の女神が見守る舟形町にグラウンドに響く子供た

ちの声、川で遊ぶ子供たちの姿があり続け、増えてい

くといいなと思った。 
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地域から元気と力を！八敷代伝承文化活性化プロジェクト 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：真室川町 

 

○講   師：八敷代番楽保存会 会長 佐藤 隆一 氏  ほか 

  

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 11 日(土)～12 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：遠田 梨乃（記録）、川名 阿礼（記録）、伊藤 智美（発表）、河西 佑介（記録）、 

佐藤 有華（発表）、須田 千咲美（発表）、清野 真実（発表）、長南 知里（発表）、 

佐藤 知弥（班長）、八木 亮介（発表）、加藤 結（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】 ６月１１日（土） 【１日目】 ７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄駅着 

10:30 森の感謝祭 参加 

12:30 八敷代公民館着 

12:40 開講式 

13:00 昼食・休憩 

14:00 地域の｢伝承文化｣を体験 

    ※八敷代番楽を体験 

17:30 夕食交流会 

    ※地域の方々と交流 

19:00 １日目終了 

20:00 入浴 

 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄駅着 

10:00 八敷代公民館着 

10:30 地域の｢伝承文化｣を体験 

    ※八敷代番楽を体験 

12:00 昼食・休憩 

13:00 地域を歩いて散策 

15:30 地域の｢食文化｣を体験（夕食作り） 

    ※郷土食作りを体験 

17:30 夕食交流会 

    ※地域の方々と交流 

19:00 １日目終了 

20:00 入浴 

【２日目】 ６月１２日（日） 【２日目】 ７月１０日（日） 

07:30 朝食 

08:30 参加者集合 

09:00 地域レクリエーション行事への参加 

    ※地域の方々と交流 

12:00 昼食・休憩 

13:00 地域行事への参加（引き続き） 

15:45 八敷代公民館発 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

 

07:30 朝食 

08:30 八敷代公民館着 

09:00 提言発表準備 

12:00 昼食・休憩 

13:00 ｢八敷代番楽｣練習 

14:00 ｢八敷代番楽｣披露 

14:30 提言発表会 

15:15 閉講式 

15:45 八敷代公民館発 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 遠田 梨乃 

４日間のフィールドワークを通して私が学んだこと

は大きく分けて２つである。 

１つは、地域の皆さんが番楽のみならず、人の手に

よって古くから受け継がれてきたものを非常に大切に

しているということである。２回目のフィールドワー

クの最初に地域散策で、村に住んでいた人々の手によ

って作られたという隧道を見せていただいた。この隧

道は、普段は用水路として使用され、災害時にも役立

つと聞いた。放置していると砂などが溜まり、使えな

くなるため、１年に１度掃除をしているという。この

隧道を紹介してくださった方は、機械もない昔に隧道

が作られたおかげで現在水が使用できるため、先人に

感謝しなければならないと話されていた。また、現在

の番楽保存会は、過去に一度途絶えてしまった八敷代

番楽を再び継承していくために作られたという。これ

らのことから、八敷代の人々は脈々と受け継がれてき

た物事を後世に伝えていこうとする気持ちが強いとい

うことが分かった。それを続けていく上でも、八敷代

の最重要課題は人口減少だと私は考える。現在番楽保

存会の会員は１３名、その中に２０～３０代の若年者

は一人もいない。このままでは、少なくとも数十年後

には後継者不足により、再び番楽が途絶え、先人への

感謝の気持ちも失われてしまう恐れがある。地域の方

の話によれば、人口減少の一番の原因は町内に仕事が

少ないことだという。これを解消するためには、農業

が主流となっている町内に新たな職種を増やし、町内

出身者のみならず、多くの人々を引きつけることが得

策だと考えた。 

２つ目は、地域の方々同士のつながりが非常に強い

ということ、そして、この団結力を生み出しているの

が番楽の存在であるということだ。地域の方の話によ

ると、番楽の魅力は世代を問わず、皆共通して踊るこ

とができることだという。普段の生活の中で、老若男

女を問わずに共有できる物事は少ないように思う。情

報化も進展し、以前ほど密接な人同士のつながりが感

じられなくなった現代だからこそ、八敷代番楽は人と

人を結びつける媒体として伝えられ続けていくべきも

のだと思った。しかし、自分たちが主体となって番楽

を八敷代から外部に広めることではなく、少しでも多

くの人に番楽の存在を知ってもらい、八敷代を訪れ、

番楽を体験してもらいたいというのが地域の方々の希

望である。そのため、全体の提言としてパンフレット

の作成を行った。これを真室川町役場に置いていただ

いたり、HP への掲載をしていただいたりすることで、

八敷代番楽を知ってもらうことから始めるというもの

である。このパンフレットを通し、八敷代を知り、番

楽を体験する人が増えればと考えている。 

この４日間で得たものを、今後の大学生活にも生かし

ていきたいと思う。 

 

人文学部 川名 阿礼 

今回のようなフィールドワークは初めての体験だっ

たが、私にとってとても有益で、充実したものであっ

た。本レポートでは、私が今回の活動を通して感じた

こと、考えたことを報告していく。 
 ２日間の活動を通してまず感じたのは、八敷代地区

の人々はとても輝いており、生き生きしているという

ことだ。当該地区には独自の稲作や伝統的な番楽があ

るが、現在いずれも大きな苦難に直面している。私も

人口減少の中で伝統を継承していくことの難しさを実

感した。そんな状況の中、彼らは諦めようとはせず、

老若男女関わらずに人と人とのつながりを大切にし、

伝統を絶やすまいと邁進していた。そして、そのつな

がりの中で彼らは笑っていた。私はその笑顔を見て、

この地区はまだ死んでいない、このつながりが途絶え

ることはないと確信した。 
 さて、具体的な方策を考えることにする。今回は「地

区に人を呼んで、八敷代の魅力を知ってもらう」方法

を考えた。番楽などの伝統文化に関しては、民泊とい

う手法が有効であると考える。地域の人の家に泊めて

いただくことで、地区の人々とつながりを感じたり、

伝統料理を知る機会ができ、加えてより自然な気持ち

で番楽に触れることができる。 
 独特の栽培方法で作られる米については、ふるさと

納税を利用できるのではないかと考えている。最近注

目を浴びている制度で、真室川町でも実施している。

八敷代のひとめぼれは、現時点ではお世辞にも知名度

があるとはいえない。そこで、真室川ふるさと納税の

お礼の品に、八敷代で栽培したひとめぼれを独立して

加えてもらうことで、わずかではあるが知名度の向上

につながる可能性が見込める。加えて、仕事を求めて

地区を出て行ってしまった若者も、間接的な形での援

助が可能になる。インターネットを介するので、遠く

にいても八敷代の米について知ることができる、とい

うのがこの方法の強みであると私は考えている。 
 前述した２つの手段をより実現可能なものとする

ために、我々は八敷代地区を紹介するパンフレットを

作成する。同じ町内でも八敷代地区についてよく知ら

ない人もいる、という状況なので、知ってもらうため

の身近なデバイスが必要だと考えたのだ。パンフレッ

トには八敷代番楽の紹介や主な催し事の日程、交通ア

クセスなどを掲載する。完成したパンフレットは、真

室川町役場や、山形大学のインフォメーションセンタ

ーにおいていただく予定である。 

 

地域教育文化学部 伊藤 智美 

番楽の体験や、伝統料理づくり体験、里山散策など

様々な体験をすることができた。しかし、それ以上に

八敷代で私たちが得ることができたのは、地域の人の

温かさやつながり、想いを感じることができたことで

ある。 
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番楽は後継者が減り、厳しい現状にある。子どもた

ちも少ない地域であり、大人になれば仕事を求め、町

を出てしまうことがひとつの原因だという。たくさん

の種類がある番楽の中でも、私たちはそれぞれ 4 つの

番楽を体験した。実際の衣装も着させていただき、見

るのも自分が舞うのもとても楽しかった。保存会は13

人であるが、中学生が小学生に教えるなどして歴史を

守り続けている。番楽を練習したり発表したりすると

きに地域の人たちは集まるのだという。番楽が地域の

人のつながりを強める役割を果たしている。もっと発

表する場を増やしたいと考えている人もいた。もっと

ほかの地域の人にも知ってもらいたいと思っている人

もいた。担い手が減っていながらもしっかりと伝えら

れているのは古くから続くものをこれからも残してい

きたい、途絶えさせてはならないという思いのもと、

地域の人が仲良く気持ちを一つにしているからだろう。

とても温かく私たちを迎え入れ、おいしい料理でもて

なしてくださったように、皆さんが優しい気持ちを持

っていることも大きいと感じた。また、山神社の見学

やダムの見学でも聞いたように、昔の人への感謝の気

持ちを忘れずに、未来へ残してくれた様々な恵みを引

き継ぐことも行っていた。町の人が自分の住む場所に

誇りを持っているのだということも強く感じた。 

このような現状や想いを聞き、地域の人の一番の願

いは多くの人に八敷代のことを知ってもらいたい、訪

れてほしい、番楽を体験してほしいということである

と考えた。そのために、パンフレットを作り、番楽に

ついての紹介、お祭りの情報や八敷代へのアクセス、

民泊について紹介していきたいと考える。真室川の役

場に掲示し、ホームページにも載せていただけること

が決まっている。それを見た人が少しでも八敷代に興

味を持ち、私たちも魅力を伝える一員となれたらいい

なと思う。  

地域の人のつながりや温かさをあらためて感じるこ

とができた 4 日間であった。なんでもインターネット

があれば情報を得られる時代となった今でも、実際に

行ってみなければ、体験してみなければわからないこ

とがたくさんある。自分で確かめる、体験するという

ことを大切にしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 河西 佑介 

私は、今回のフィールドワークを通して八敷代の番

楽や農業などの目に見えるものから、八敷代の方々の

コミュニケーションや優しさなど目に見えないものま

で多くのことを学ぶことができた。しかしその陰には

軽視できない問題点が存在する。それらの問題点を補

い八敷代を活性化させるために私は以下の３つのこと

を考えた。 
① パンフレットによる広告活動 
八敷代の自然や番楽などの魅力やお祭りの情報など

をパンフレットとしてまとめて公共の場に掲示するこ

とにより、多くの人に八敷代を知ってもらうことで八

敷代の活性化を図る。八敷代は真室川町内や周辺の地

域でも知られていないことがあるため、まず真室川の

方々に知ってもらうため真室川町の役場とホームペー

ジにパンフレットを掲示していただけることになって

いる。 
② ふるさと納税を活用した広告活動 
ふるさと納税には主となる税金（寄附）の仕組みの他

に、寄附した自治体からお礼の品が送られるという仕組

みもあり真室川町もこの活動を行っている。そのため、

お礼の品の項目に八敷代という生産地を明記して入れ

ていただくことで特産品の広告活動および消費者の増

加を狙う。特に八敷代のお米は統一した栽培方法による

有機栽培を消費者のニーズに合わせて行っており、また

自然の状態のきれいな水を農業用水として使用してい

るためとても良質なものに仕上がっている。これらの情

報もふるさと納税のところに記載することでより多く

の人に関心を持っていただけるのではないかと考えて

いる。 
③ 民泊による八敷代の魅力を伝える活動 
この考えは八敷代の方々に前向きに検討していただ

いている。定住というのは外の人には難しく観光では八

敷代の魅力を最大限に感じることができない。そのよう

に感じた私は民泊ならばハードルが下がり、かつ八敷代

の魅力を最大限に感じることができるのではないかと

考えた。 
これらの考えがすべて実行でき直接的に八敷代の活

性につながるとは考えられない。しかし今回の活動を

通して生まれたこれらの考えは、少しは八敷代の力に

なれたのではないかと思う。そしてこの活動から得た

力でお互いより良い方向に進めるのではないかと感じ

た。 
 

地域教育文化学部 佐藤 有華 

私が舟形町を訪れてまず始めに感じたこと、それは人

がいないということである。訪れたのは２回とも休日で

あったが、グラウンドの野球大会での関係者を除けば、

道端を歩く人影をほとんどみつけることができなかっ

た。 
今、舟形町は町おこしに取り組んでいる最中である。

その中心となっているのが、舟形町で出土した縄文の女

神だ。舟形町のいたるところに、この縄文の女神の様々
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な大きさのレプリカが置かれていた。今回のフィールド

ワークでは、その縄文の女神の４倍にあたるレプリカの

製作にあたったわけだが、製作中に分かったのは、この

土偶の希少性だ。局所に現れるなだらかで優しい曲線

美、力強く伸びる長い脚、そして今でも解き明かされて

いない謎の数々。舟形町が、この土偶を町おこしの看板

にしている理由を垣間見ることができた。しかし、本物

の女神は舟形町にはないのが問題であると考えた。舟形

町が縄文の女神を宣伝すると、観光客は本物のある博物

館の方へと足を運ぶだろう。縄文の女神は確かに素晴ら

しい。しかしながら、今のままの広報の仕方では舟形町

に利が訪れることは難しく感じた。舟形町の魅力として

もうひとつ挙げられるのは、自然の豊かさである。自分

が体験したきのこ植菌や湿原では、その美しさが顕著で

あった。自らの足で森の奥へと入って作業する過程で、

視覚、聴覚、触覚、嗅覚をとおして、体全身で感じるこ

とができた。その中でも今回体験した湿原には驚いた。

湿原の木道は業者を呼ぶもとなく自分たちで作り、修理

していたのだ。わたしたちはその一部に参加した。そこ

でわかったんだが、財政的な面もあってか、思ってた以

上に湿原の道がととのえられていなかったことである。

湿原までが駐車位置からみて遠いことも踏まえると、こ

の湿原に観光客がたくさん来る見込みは望み薄にじて

いる。そこで財源がないのであれば、地域の方々の力を

もっと積極的に借りてもいいのかもしれない。こうする

ことで地域の方々の相互交流にもなるため一石二鳥と

なる。町おこしには、人が多くいることが重要である。

舟形町は、まず人を増やさなくてはいけない、そしてそ

のためには資金が必要である。企業の誘致や観光業の拡

大、やれることはさまざまだが、まずは今ある舟形町を

メディアを通じて広く世間に知ってもらう必要がある

と感じた。 
 

地域教育文化学部 須田 千咲美 

私は、今回の 4 日間のフィールドワークで八敷代番

楽や八敷代の農業などについて学ぶことができただけ

でなく、地域の方々の温かさを感じることができた。

その学びや温かさをよりたくさんの人に知って訪れて

もらい、八敷代がより活気づいた地域になるように私

は以下の2点を考えた。  

１． 八敷代についての紹介パンフレットを作成する 

八敷代番楽の紹介や、番楽が披露されるお祭りの情

報、民泊の紹介、ふるさと納税、八敷代へのアクセスを

項目として取り上げる。番楽を知らない人に番楽の紹介

によって番楽について知ってもらい、実際にお祭りに足

を運んでもらう。さらに民泊という形で地域の方の家に

宿泊することで、八敷代の食文化を直に感じ、番楽につ

いても見るだけでなく、実際に宿泊の際などに教えてい

ただくことができる。また、地域の方々とより近い距離

で接することができるため、地域の温かさを感じると共

に地域の現状も発見してもらえるはずだ。地域の方々と

お話させていただいたときには、ぜひ民泊をしてほし

い、との声がたくさん聞こえたため、民泊については大

きくアピールしたい。さらに、真室川の役場の方と相談

させていただいたところ、作成したパンフレットは役場

にて掲示、配布を行わせていただき、役場のホームペー

ジからも閲覧できるようにさせていただくことになっ

た。山形市の方々に八敷代のことを知ってもらいたい気

持ちももちろんあるが、まずは八敷代周辺の方々に知っ

てもらいたいと思ったため、掲示、配布場所に真室川役

場を選んだ。 

２． ふるさと納税を活用して特産品の広告活動する 

 ふるさと納税はお金を寄附することでその自治体か

らお礼の品が贈られる、という 2008 年に始まった仕組

みだ。真室川町でもこのような仕組みを活用し、真室川

の米やお酒、山菜などをお礼の品としている。しかし、

ふるさと納税の HP では真室川町産という記述しかな

く、詳しい場所の紹介がされていない。そのため、八敷

代の特産品のようにより詳しい産地を記述していただ

くことにより、八敷代の特産品を知り、実際に味わって

もらうこともできる。さらに、1，で述べたパンフレッ

トに八敷代（真室川）のふるさと納税についても記述す

ることによって、ふるさと納税について見てもらう機会

を増やすことができる。 

以上が、私がもがみで考えたことだ。私一人の力は

大変微力で、大きな活性化にはつながらないかもしれ

ないが、今回お世話になった八敷代の方々に恩返しが

したい、という思いを形にして、自分の考えをさらに

深めながら新たな提言を考えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域教育文化学部 清野 真実 

このプログラムを経験して第一に思ったことは八敷

代地区の人の温もりである。最初は緊張していた私た

ちを温かく迎えてくださった。１日目の昼食時、初め

て地域の方々との交流であったが、自分たちばかりで

話をしてとても交流とは言えなかった。しかし午後か

らの八敷代番楽の体験や二日目の地域レクリエーショ

ンへ参加を通してたくさんの人との会話を楽しみ、昔

の真室川町についてや八敷代番楽についてをお聞きす

ることができた。最終日には涙を流してくださる方も

いらっしゃり、本当に別れを惜しみながら笑顔で温か

く見送っていただいた。あまり元気もなくこのような
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様子で４日間やっていけるのかと思ったが、私は今で

は真室川町八敷代地域を第二の故郷のようなとても過

ごしやすい場所として認識している。 
続いて、八敷代番楽についてである。私はこのプロ

グラムの選択理由は、踊ることができそれを披露する

ことができるという理由からだった。私は新体操、器

械体操、チアダンス、ダンスと体を動かすことを経験

してきたが、番楽のような舞をするのは初めてで幅広

い分野にも挑戦できる良い機会だと思っていた。ビデ

オ見学で初めて八敷代番楽を見てみて、繰り返しが多

く簡単そうに見えた。しかしいざ自分がやってみると、

繰り返しをする中でも後半が違ったり、右からか左か

らかが部分で違ったりと覚えることがたくさんだった。

さらには音楽もほぼ一定で変調がなく、歌詞を覚えて

それに合わせて覚えるとよいとは言われたものの、何

を言っているのかが私には聞き取る能力がなく、厳し

かった。本番も結局は間違えてしまい最高の舞を地域

の人にお見せできることができなかったが、私なりの

経験を活かし表現することができたと思う。今では繰

り返しや微妙な表現の違い、音楽のちょっとした変化

など、実際に体験したからこそ分かる楽しみ方ができ

るため、とても嬉しい。４日間だけではもの足りず、

機会があればどこかで披露したいとも思うほどでい

る｡ 
私は山形県出身なので、ある程度の方言は通じ、郷土料

理もいくつか知っているものはあった。ただ知らなかっ

たのは八敷代地区の中つながりである。人口減少や若者

の都会流れが問題となっているが、番楽ができることに

よって顔合わせの機会が増え、子どもからおじいちゃん

おばあちゃんまでみんな仲が良いのである。八敷代番楽

を世に広めたいことはもちろん、地域の中のつながりと

して伝承していきたいものであると私は読み取ること

ができた。 

 

医学部 長南 知里 

私がこのプログラムを通して一番強く感じたのは、

地域の人と人との繋がりの強さ、その温かさだ。フィ

ールドワークという授業の一環としてたった実際には

四日間しか一緒に過ごしていないのだが、そんなこと

は微塵も感じないほどこの数日間は本当に濃密な時間

であった。 
このプログラムのメインの活動は地域に伝わる番楽

の体験であった。私はその中でも、もちつきという番

楽を習った。この番楽には名前の通り袋に一つ一つ詰

めた餅を配るイベント付きで子供も大人も楽しめるも

のだった。これらの番楽は活動の最終日に保存会の会

長さんの家で披露させていただいたのだがその時も私

たちの発表を見にたくさんの方が見に来てくださり応

援してくださったことが私の中で印象深く残っている。

私はこの番楽という伝統文化により結ばれる世代を超

えた繋がり、特に私たちのように完全な大人でもなく

子供でもないなんとなくふわふわした時期、モラトリ

アムな期間を生きる若者と人生経験が豊富な方々との

こうした交流はなかなかあるものではないとおもう。

インターネットでなんでも情報が簡単に手に入れられ

るようになった時代の背景にはやはり人と人との出会

いや対話といったものが少なくなってきていると感じ

る。私自身わからないことの多くをネットの情報に頼

ってしまっている状況であり、それが悪いことだとい

うつもりはないが、ネット上の誰もが見ることができ

る情報を得て、例えば番楽について理解した、という

のは間違っているとおもう。実際に現地に行くこと、

そして番楽を体験し自分なりの意見、感想を持ち周り

にそれらを発信していってこそ意味のある深い理解に

繋がるのではないだろうか。 
今回このプログラムに参加したメンバー、サポータ

ーの方、ともにこの機会がなければ同じ大学内でも関

わりを持つようなことは無かったかもしれない。学部

の域を超えて、一緒に活動できたこと、真室川町八敷

代地区の方々と出会えたこと、本当に貴重な経験だっ

た。私はこれらの活動を振り返り最も重要なことは人

との出会いだということを学んだ。普段の生活では決

して味わうことのできなかった番楽の楽しさ、地域の

方との交流など様々な出会いの中で人は考え成長して

いく。このことを心に刻みたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農学部 佐藤 知弥 

 この活動を通して八敷代の人々は「人とのつながり」

をとても大事にしていることがわかった。八敷代地区

は過疎化が進行している。その要因としては、農業だ

けでは家計を支えなくなってきており都会の方に仕事

を求めて地域を離れて行ってしまうからである。その

問題を解決するためにはいっぱい人を八敷代地区に呼

び込めばいいと私は思っていた。しかし、人を多く呼

び込んだからといって、その人たちが実際に八敷代地

区に移住するわけではない。ならどうすれば過疎化を

食い止めることができるのだろう。そもそも、八敷代

の人々はこの過疎化についてどう思っているのだろう。

そこで実際に八敷代の人に、この八敷代にもっと人が

来て欲しいか聞いてみた。すると「来て欲しい。そし

て、実際にこの八敷代番楽に触れて欲しい。」と答えて

くれた。そこで私は、改めて考えた。今までは、ただ

人を呼び込み、番楽を見ていってくれればいいと思っ
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ていたが。しかし、番楽を実際に体験してもらい地域

の人と交流することも大切であると、地域の人から聞

き感じた。 
  八敷代番楽は神様に奉納することが大きな目的だが、

地域の人々が集まれる機会としても大きな役割を持つ。

私たちは普段、都会で過ごしてきてあまり地域の集ま

りというものになじみがない。というのも、都会に住

んでいると他人の力を借りずとも一人で物事を解決で

きる。しかし、農村地域では他者との助け合いがなけ

ればならない。その理由は、農業は人と助け合いなが

ら行ってきたからだ。故に、八敷代の人々は「人との

つながり」をとても大事にする。 
 八敷代地域では農作物の栽培方法を統一し、負荷価値

をつけ消費者のニーズに合わせた取り組みを行ってい

る。そういったところからも八敷代の人々の固い繋が

りを感じる。 
 八敷代をもっと活性化させていくためには、他の地

域からひとを呼び込み八敷代の人々に触れてもらい

「また来たい」「また会いたい」と思ってもらうことが

大切であると私は考えた。八敷代の人々の暖かさ・優

しさこそが、この地域の強みではないかと私は思う。 
 
農学部 八木 亮介 

僕は今回のフィールドワークで日常生活では知るこ

とができないことを多く学びました。その中でも特に

心に残ったものが二つあります。 

 まず 1 つめは、番楽です。番楽とは秋田県と山形県

の一部に伝わる神楽の一種であり、約３５０年前に伝

えられたと言われています。最初番楽と聞いた時はよ

くある伝統芸能の一つで、そこまで難しものではない

と、正直少し軽くみていました。しかし実際にやって

みると、思っていた以上に体に負担がかかるものであ

り、しかも動きも中々難しいものだと気付かされまし

た。僕は獅子舞という演目の獅子をかぶる方を担当し

たのですが、獅子舞のなかはとても暑く、滝のように

汗がでました。また、獅子舞の仲では、常に腕を伸ば

して、上にあげた状態をキープしなければいけなかっ

たので、腕がパンパンになりました。このように最初

はきついとしか感じなかった獅子舞ですが、やってい

くうちに、その面白さがわかっていきました。でもこ

れは実際に体験したからこそ気付くことができた楽し

さであり、ただ見ている人達に伝わりにくいものだと

感じました。このことが八敷代番楽の知名度の低さと

後継者不足につながっていると僕は思います。だから

僕は、今回のように番楽を実際に体験できる機会をも

っと増やすべきだとおもいます。例えば近隣の地区の

公民館などに訪問し、小さい子供を対象として、番楽

に触れる機会を設ければいいと考えます。子供は自分

の周りのものに興味や関心を持ちやすいので、きっと

番楽についてもっと学びたいという子が出てくると思

います。 

 ２つ目は、八敷代の農業です。フィールドワークの

最終日の午前中には提言発表のための資料作りをしま

した。その時に地域の方々にたくさん話しを聞いたの

ですが、僕は農学部なので、その地域の農業について

の話が印象に残りました。八敷代では低農薬で行う手

法で統一されているそうです。そうすることによって

消費者が農作物に抱く「安心・安全」というニーズに

応えることができ、さらに八敷代の豊かな自然環境を

保つことができるというメリットがあります。ただメ

リットばかりではなく、収穫量が下がってしまうとい

うデメリットも存在するので、まだ改善の余地があり、

ぜひアイデアが欲しいとおっしゃっていました。そこ

で大学や農林水産省などと協力し、情報を提供しても

らえばいいと思いました。進歩した科学技術は食料問

題を解決できると思います。 
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子どもたちの自然体験支援講座１ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：真室川町 

 

○講   師：山形県神室少年自然の家 職員 

  

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 11 日(土)～12 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：柿崎 愛瀬（記録）、佐藤 知憲（発表）、高草木 詩夏（発表）、高橋 大地（記録）、 

松川 昂（発表）、箭内 香里（発表）、高橋 幸央（発表）、永井 仁哉（班長）、 

中谷 亜月（発表）、西口 茉優（発表）、佐藤 綾汰（記録）、柳田 優衣（記録）、 

佐藤 志帆（発表）、関口 達仁（発表）、荻野 智央（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】 ６月１１日（土） 【１日目】 ７月１１日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 神室少年自然の家着・打合せ 

10:10  子どもたちの受付 

10:30 出会いのつどい・ 

   活動① 

12:00 昼食 

13:00 活動② 

17:30 夕食 

19:00 活動③ 

21:00 就寝（テント泊） 

 

 

 

08:00 山形大学発 

10:00 神室少年自然の家着・打合せ 

10:10  子どもたちの受付 

10:30 出会いのつどい・ 

   活動① 

12:00 昼食 

13:00 活動② 

17:30 夕食 

19:00 活動③ 

21:00 就寝（テント泊） 

【２日目】 ６月１２日（日） 【２日目】 ７月１２日（日） 

6:00 起床 

7:30 朝食 

 8:30 活動④ 

12:00 昼食（館内食） 

12:45 別れのつどい 

13:15 ふりかえり(子ども達は解散） 

16:00 神室少年自然の家発 

18:00 山形大学着 

6:00 起床 

7:30 朝食 

 8:30 活動④ 

12:00 昼食（館内食） 

12:45 別れのつどい 

13:15 ふりかえり(子ども達は解散） 

16:00 神室少年自然の家発  

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 柿崎 愛瀬 

2 回にわたるフィールドワークでの私たち大学生の

成長したところについて述べたいと思う。具体的に私

自身が成長できたと思うところは、先の目的を定めて

から行動に移すことができるようになったことである。 

 計 4 回アイスブレイクを考案することが大学生に事

前に出されていた課題だった。1 回目から 3 回目まで

はとにかく子供たちが楽しんでくれればいいという考

えを重視したゲームを考えた。しかし、 終日前夜の

ミーティングでアイスブレイクをやる意味、それによ

って子供たちにどんな行動をとってほしいのかいうこ

とを14人全員で１から話し合った。そこでまず、各班

の問題点や改善点を出し合い、「子供たちにアイスブレ

イクをやったことによって～～～になってほしい!」と

いう目的、目標を先に決めた。私たちの班では、感情

を表にだせない子にも積極的に声を出してもらう行為

を含めたゲームにしたいと提案した。これまで比較的

短時間でゲームを考案してきたが、４回目のゲーム考

案に費やした時間は 2 時間半であった。私はその時間

はとても濃いものであり、確実に意味のある時間であ

ったと感じている。いくつかゲームは提案されたが、

物を使うゲームだとふざける子が出てきてしまう、ク

イズ等の解答方式であると積極的な子ばかり楽しんで

全員参加が難しい、など後々の子供たちの行動を予測

し練りに練ったアイスブレイクが、段階をふんだリズ

ムゲームであった。結果として、子供たちにも好評で、

施設の方からも「過去三年間で１番のアイスブレイク

であった」とのお褒めの言葉も頂き、達成感を味わう

ことができた。これは私たち大学生がともに活動して

きた子供たちと真剣に向き合い、１人１人の性格や行

動を熟知していなければ完成しなかったアイスブレイ

クだと思う。目的を達成することを先に考え、常に

低 高の状況を予測して行動に移すことの大切さを実

際に体験して学ぶことができた。 

その学んだことは後の活動にも生かされ、テントを

入れる袋を無くさないように見える場所にぶら下げて

おくなど先々を予測できるようになった。そこでもた

だ自分が予測したことをすぐ行動に移すのではなく、

子供たちにも同じことを気づかせて行動させる、子供

たちの主体性を考えた伝え方や促し方にも自分自身の

成長として感じている。 

計4日間という短い期間で参加した子供たち、大学生

ともに成長を感じることができたことにとても達成感

を感じている。子供の主体性を引き出すことを一番に考

え、失敗から学び、一つの目標に向かって14人全員で真

剣に取り組むことができた日々であった。大学生内でも

意見を共有することで信頼関係も生まれ、良いフィール

ドワークを作り上げられたと思う。このフィールドワー

クに参加できたことを誇りに思う。 

地域教育文化学部 佐藤 知憲 

１９４７年度の合計特出生率は４．５４と高かった

のに対して、２０１２年度は１．４１となっているよ

うに、子どもの数が減少していることは多くの人が知

っている。まして２０１１年度の東京都は１．０６で

ある。以上のようなデータから、一人っ子が増え、一

人で遊べるテレビゲームが生活の中心になり、体力の

低下が進んでいると考えられる。外遊びの機会が減っ

ていることは、子どもにとって大きな問題である。 
 以上のような社会背景から、神室少年自然の家が行

う事業は貴重なものだと考える。また今回行った｢わん

ぱく探検隊｣のような事業を山形県内の子どもたちだ

けでなく、首都圏の子どもにまで対象を広げることを

提案したい。少年自然の家は、子どもの｢体力｣を大幅

に伸ばすための、きっかけ作りに適している場所だと、

今回のフィールドワークで感じた。 
 そのように考える根拠として、｢わんぱく探検隊｣の

プログラムのなかには、山を散策しながらゲームをす

る企画や、川遊びが含まれていたからである。これら

のプログラムは、子どもに 上の自然を体験させ、自

然のありがたさを知ってもらうという内容であるとと

もに、体力の重要性を気づかせる内容を含んでいたよ

うに思う。トレッキングの効果の説明として、“山登

り・トレッキングでは膝の使い方が重要で登るときは

膝の屈伸パワーを 大限に利用して上へと伸びあがり

ます。下りでは着地時に膝を曲げてクッションの役割

をさせて衝撃を逃がすようにします。膝の屈曲や伸び

あがり動作で主に駆使されるのは大腿四頭筋、ハムス

トリングス、さらに下腿三頭筋などの下半身の筋肉で

トレッキングを習慣的におこなうことでこれらの筋肉

を鍛えることができます。また川遊びの効果の説明と

しては、“全身をくまなく使う運動ですが特に普段あま

り使わない上半身の運動ができます。トレッキングや

川遊びをすることを通して、子どもが疲労を感じるこ

とができれば、日常的に運動をすることは大事だと考

えるのではないだろうか。 
上には、豊富な自然がある。 上の特性を存分に

活かすためにも少年自然の家に予算を配分し、環境整

備や都心の子どもを呼ぶなどの新たな事業構想を進め

るべきだ。そうすることにより、体力の重要性を自覚

する子どもが増えて、体力の向上につながると考える。

体力の重要性を具体的経験によって、自覚できる場所

は貴重な存在だと私は考える。 

 

地域教育文化学部 高草木 詩夏 

私は、このフィールドワークを通して子供たちと一

緒に行動する楽しさと難しさを改めて学んだ。 
私のチームの子供達は初め、協力性がなく活動にあ

まり積極的に参加しなかった。男の子達はクワガタを

いじるのに夢中で、女の子達は少し控えめで、自分か

ら積極的に動くというよりは指示されたらやるという

感じだった。私は、子供達がもっと積極的に行動し、

協力して活動に参加して欲しいと思った。また、大学
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生が指示しすぎると子供の主体性が損なわれてしまう

と思い、なるべく少ない指示で子供達に動いてもらえ

ないかと考えていた。野外炊飯の片付けの際、私は食

器の片付け方が書いてあるものを見つけ、女の子達に

それに沿って片付けをして欲しいとだけ指示した。す

ると、それを読んで考えながら片付けをしてくれ、私

は理解しづらいところを教える程度で、指示をあまり

しなかった。ほぼ自分たちだけでできたのは、子供に

とって達成感のあることだったと思う。達成感を感じ、

楽しいと思ってくれれば、活動にも積極的に参加して

くれるのではないかと思った。 
活動に慣れ、要領が分かってくると指示の数も減っ

ていき、子供達は 初に比べ積極的に活動に参加して

いた。また、一緒に行動するにつれ、子供達にチーム

意識が芽生え、同じチームの他の子の様子も気にする

ようになった。特に初めクワガタで遊ぶのに夢中だっ

た男の子は、二回目のフィールドワークでも虫を持っ

ていたが、活動に意欲的に取り組み、自分の仕事が終

わっても他にできることがないのか訪ねるほど、活動

に集中していた。野外炊飯で、水をとってくる必要が

あったときも、私が指示する前に自ら取りに行くなど、

積極的な子供達の行動がみられた。 
このように、初めはチームとしてのまとまりがなく、 
活動に積極的に参加していなかった子供達も一緒にい 
るにつれ、協力して活動に参加し、積極的に行動する 
ようになった。このような子供の成長を間近で感じら 
れたのはうれしく、貴重な経験だったと思う。また、 
私自身も子供達といろんな体験ができて楽しかったと 
感じた。初めはうまく子供達と協力して活動ができな 
かったとしても、時間をかけることでいいチームワー 
クができるようになるのだなと思った。子供との関わ 
りで時間をかけることの大切さを学んだ。 

 

地域教育文化学部 高橋 大地 

私は、今回フィールドワーク「エリアキャンパスも

がみ」での活動を経て二つのことについて考えました。 
 一つ目は、子供たちとのコミュニケーションの取り

方です。活動前、私は自分の意見を押し付けたり叱っ

たりせず行動をほめていれば子どもたちは楽しくてき

ぱき活動できるという考えを持っていました。しかし、

活動をしていくうちにほめるだけでは子どもの能力は

成長しないということに気づきました。この考えに至

るきっかけとなった活動が初日の野外炊飯とテント設

営でした。野外炊飯では 初に中華丼を作りました。

その時に「いただきます」をしないで食べる、洗い物

をしに行ったのに虫の標本に夢中になって作業しない

といった子どもたちの自分勝手な行動が見られました。

テント設営の時にも子どもたちが説明を聞かないで遊

んでいる場面が多々見られました。子どもたちに自分

勝手な行動をさせないように注意や指示を出して行っ

たカレー作りでは班員で協力して美味しいカレーを作

ることができました。このことから子どもたちをほめ

るだけではなく、悪いことを注意してあげることも必

要だということを学びました。また、今回はテント設

営やカレー作りを一回目と二回目の活動で行って、二

回目の時に私は指示を出しませんでした。すると、子

どもたちは協力し合いながらテントを設置しました。

同じ活動でも子どもたちに対する指示やかかわり方を

変えていくことで子どもたちの学びをさらに深めるこ

とができると思いました。 
 二つ目に、活動の目的について考えました。今回の

活動にはアイスブレイクがあり、私たちはゲームの内

容を考えました。一回目の時は新聞紙の上に班員全員

で乗るゲームとじゃんけんリレーを行ったのですが、

その活動から子供たちに何を学んでもらうかというこ

とを考えておらずただ楽しんだだけの活動になってし

まいました。この反省を生かし二回目の時に、私たち

は楽しむだけではなく緊張をほぐしみんなで協力する

ことの大切さを教えられるようなゲームを企画しよう

と考えました。その結果、リズムゲームをやることに

しました。アイスブレイクを実践してみると子どもた

ちの行動に今まで見られなかった協調性がみられるよ

うになりました。 
以上の経験から、子どもたちとのコミュニケーショ

ンの取り方を工夫することと、活動を企画する際に企

画に明確な目的を持たせることが子どもの成長に必要

だと考えました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 松川 昴 

私は子どもたちと、二回のフィールドワーク、四日

間を共に過ごし多くのものを得ることができました。 
 まず、子どもたちの成長を身近に感じることができ

ました。例えば、テント設営の時です。一回目のフィ

ールドワークで子どもたちは大学生が「○○して」な

どと指示をしなければあまり動かず、好き勝手に遊ん

でばかりでした。しかし、二回目のフィールドワーク

では自ら率先してテントを組み立てる子がいたり、仲

間同士で指示を出し合ったりしている子もいました。

そこに私は子どもに自主性、積極性が身についたと感

じるとともに、子どもたちのグループに団体意識が芽

生えたことを実感することができました。これ以外に

もまだまだ子どもの成長を感じることができる場面は
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たくさんありました。そんな子どもたちを見てすごい

な、と感心し、子どもの成長が嬉しいと感じる自分が

いました。 
 また、私たちも子どもたちの成長、自然の家の職員

の方々のお言葉から、様々のことを学び、活動に活か

し、成長することができました。特に、二回目の野外

炊飯でカレーを作るときのことです。一回目は子ども

に指示を出していました。そのため、子どもたちの自

主性をうまく伸ばすことができませんでした。しかし

二回目は子どもたちを見守り、指示を待っているよう

な子には「次は何をするんだっけ？」といったような

アプローチをしていきました。以上のように、自主性

や積極性を伸ばすには、待つということ、あまり子ど

もたちの活動に手を加えないといったことが大切であ

るといったことを学び、活動に活かしました。 
そしてなにより、子どもたちと触れ合うのが難しい

こともある反面、とても楽しかったです。一回目、二

回目の山登り。子どもたちを支えながら、班員みんな

でゴールすることができました。また、川遊び。とて

も寒かったですが、子どもたちと無邪気に遊んだあの

時は忘れることのできない、とても楽しい思い出とな

りました。 
今回の活動によって教師になりたいという想いをよ

り強くなりました。共にフィールドワークをした仲間、

少年自然の家の方々、ボランティアで来てくださった先

輩、そして子どもたちには感謝の言葉しかありません。

本当にありがとうございました。 

 

地域教育文化学部 箭内 香里 

私は、将来小学校教員になりたいと考えているため、

子供との関わり方や、子供たちがどのようなことを考

えているかなどを学ぶためにこのフィールドワークに

参加しました。実際に活動を始めてみると、「子供との

関わり方」といっても一人ひとりに合った関わり方が

あるし、「どんなことを考えているか」も 10 人いれば

10通りの考え方や感じ方があって、こう関われば正解、

こう考えているからこう対処すれば良い、といったこ

とは一概には言えず本当に難しいと思いました。 

 このフィールドワークでは、「子供たちの学びを支え

る・促す」という考え方のもとで活動をすすめていき

ました。しかし、これは容易なことではなく、初めの

ほうの活動では、つい口を出してしまったり、やって

あげてしまったりと子供たちの自主性を考えることが

できませんでした。活動を進めるうちに、だんだんと

「手助けをする」ことができるようになってきて、活

動をするのはあくまでも子供たち自身であり、私たち

はそのサポートをするということが実感できました。

やってあげることは簡単なことだけど、それでは子供

たちの成長にならないので、“待つ”ことも大切なのだ

と気づきました。 

 次に課題となったのは個人と全体とのバランスのと

り方です。子供たちには個人差があり、1 回言ってで

きる子や10回言ってもできない子、とそれぞれスピー

ドが違うため、個人に目が行き過ぎて、全体を俯瞰で

見ると、全く統率が取れていないことが多くあり、と

ても難しかったです。今回のフィールドワークでは、

班に二人の大学生がついていたので、二人で協力しな

がらどちらかは必ず全体を見るようにすることで、

終的には班として行動ができるようになっていきまし

た。 

 活動の後半に課題となったのは、子どもたちとの距

離感でした。初めの方は出会って間もないということ

もあり、私たちの指示を聞いてくれていたのですが、

時間が経つにつれ“慣れ”が出てきてしまい、私たち

の話を聞いてくれなくなってしまったり、私たちを頼

った行動が多くなってしまったりしました。そこで私

たちは「切り替え」や「話を聞く」といったことを目

的としてアイスブレイクを考えたり、子どもたち自身

に時間を意識させたりと、色々な工夫をしました。子

どもたちと仲良くなりたいがゆえに距離をつめすぎて

しまうのも良くないことなのだなと思いました。 

フィードワークの活動を通じて、たくさん失敗した

こともあったし、思う通りにいかないこともあったけ

ど、その度にたくさん考えて本当に成長できた４日間

でした。たくさんの子どもに出会えば出会った分だけ

学べることがたくさんあるので、これからも多くの子

どもたちと出会ってたくさん考えて、色々なことを吸

収していきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
理学部 高橋 幸央 

自分が活動の中で特に感じた二つのことについて述

べたいと思います。  
 一つ目は、子どもたちの自主性についてです。一回

目の活動では、自分が指示を出して子どもたちに聞か

せないといけないという思いと、時間が押していたた

めに早く終わらせないといけないという思いが強く、

テント設営や野外炊飯のときに子どもたちに、「○○や

って」などの指示を細かく出しました。その結果、自

分たちが指示を出さないと動かない子がでてきました。

そのため、二回目ではあえて自分たちからは指示を出

さず、子どもたちの自主性に任せることにしました。

初は仕事をやろうとしなかった子が、班のみんなの
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声掛けによって自分からやるようになり、子どもたち

だけで役割分担を決めることもできるようになってい

ました。自分は二回目の活動で、子どもたちの応援を

頑張ったとしか言えないくらいなにもしなかったので、

四日間の活動の中で、子どもたちが自主的に行動して

いく姿をよりはっきりと感じることができました。 
 二つ目は、班意識についてです。一回目の自由行動

のとき、班で動くようにということを言われていまし

たが、自分たちの班の一人がいなくなり、次の活動を

遅らせ、他の班にも迷惑をかけてしまいました。自分

の注意力が足りなかったこともありますが、子どもた

ちに班行動をもっと意識させないといけないなと気づ

きました。そこで、班のみんなに班行動だということ

を強く意識させるために、何度も班行動だよと呼びか

けました。だんだん班の子たちから班行動だからとい

うような声があがるようになり、遅れている子に対し

て励ます姿も見られるようになりました。自分が同じ

ような年の時は自分が良ければいいと思って行動して

いたので、子どもたちが班意識をもって行動している

姿はすごいなと感じました。 
 以上から、子どもたち個人の成長、班の成長を感じる

ことができた四日間となりました。また、子どもとふれ

あって、コミュニケーション能力を高めたいと思って臨

みましたが、失敗・反省を通して子どもたちにどうなっ

てほしいのかを考え、行動に移すことができるようにな

るなど、自分も成長したと思える四日間でした。これか

らは様々な場面に対して自分で考え、行動しないといけ

ないときが増えるので、今回の体験を活かしていきたい

と思います。 

 

理学部 永井 仁哉 

私は今回の活動を子どもたちと過ごし、多くのこと

を考え、学んだ。 

まず、一回目の活動で自分の班の子どもたちと初対

面し子どもたちが明るく僕と話してくれる中、一人だ

け質問しても返してくれない子が居て自分にこの子の

心を開くことができるのか心配だったが一緒にご飯を

作り、川遊びや登山などを通して徐々に班の子どもた

ちや僕たちと打ち解け 終的に笑って接してくれるよ

うになり、自然の中で普段は出来ないような活動を共

にするのは人と人との間にある壁を壊す力があると考

え、自然の中で一緒に同じことを体験する大切さを感

じた。また、一回目の活動の時は自分たちが指示を出

さないと動かない子や動きもしないマイペースな子も

居て結局自分が代わりに作業をする場面があったので、

子どもたちにチームで協力することの重要性を分から

せることと周りを見て考えて行動する力を身につける

必要があるのを伝えなくてはならないと考え、少しヒ

ントを与え気付かせるようにしたところ、二回目の活

動の時には自分たちがほとんど何も言わなくても子ど

もたち同士で話し合い役割分担をしっかり決め各々の

仕事を全うし、早く終わった子は他の子の手伝いに回

っていたのには、子どもたちの成長の早さに驚くと共

に子どもたちには失敗や反省から学び修正していく力

があると感じた。 

 また、各活動日の朝にFW生が考えたアイスブレイク

を行い三回分のアイスブレイクは特に何も考えず子ど

もたちが楽しめればいいという考えでゲームを考案し

ていたが、現地の方にただアイスブレイクをしている

と指摘され 後のアイスブレイクの前にフィールドワ

ーク生全員で目的がある・次の活動に活かせるゲーム

を考案して成功に繋がったことから、目標から企画す

ることや様々な場面を想定してそうならないように企

画を練ることを学んだ。 

 さらに、 初はお互い初対面で行きのバスでも会話

がなかった自分たちフィールドワーク生同士も神室の

自然の中でしかできない体験を通じ、班の子どもたち

の話を交わし合うことですぐ打ち解け合うことができ、

今ではかけがえのない大切な仲間になれたので何歳に

なっても今回のような活動を経験し続けていくことが

大切だと感じた。 

フィールドワークを通して子どもたちも自分たちも

一回りも二回りも成長することができた。今回培った

ことをこれからの人生に活かしていきたいと思う。本

当に参加してよかった。 

 
医学部 中谷 亜月 

 私は今回、子供たちの自然体験支援講座１に参加し

た。私がこのプログラムを選んだ理由は、私自身子供

が好きだったことと、 上の自然に触れることができ

ると思ったからだ。事前に配布された資料を見て、「子

供たちと川遊びをしたりテントで泊まったりできて楽

しそう」と思い、比較的軽い気持ちでこの活動に臨ん

だ。全ての活動が終わった今、改めて振り返ると活動

前の自分の考えが甘かったと反省すると同時に、たっ

た４日間のフィールドワークで自分が今まで見えなか

ったものが見えるようになったと思う。 
 具体的に説明すると、私は子供たちと出会った初日、

子供たちと仲良くなろう、好かれたいという気持ちを

優先させてしまった。そのせいで子供たちに時間を気

にするように促すこともできず、予定時刻を大幅にこ

える事態になってしまった。自分や同世代の人なら５

分で終わることが、子供たちがやるとその３倍の時間

がかかるということ、そして私たちが注意して声をか

けることでその時間を短縮することができるというこ

とも知った。神室少年自然の家の方の「子供はあなた

の鏡です」という言葉の意味を、身をもって理解した。 
 また野外炊飯の時に料理を積極的にやろうとする子

ばかりが調理したり、後片付けなどはだれもやりたが

らず、いつも同じ子に任せてしまうことが多かった。

それを解決するために「次は○○が野菜切って！」や

「○○はお皿を洗ってきてくれる？」などと名指しで

声をかけるようにしたところ、仕事の分担ができるよ

うになった。しかし私たちが言わなくても動けるよう

にすることが課題として残った。２回目の活動の時に

子供たちと再会すると子供たち同士が仲良くなってい
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たこともあり、私たちが何も言わなくても自分たちで

だれが何をやるかを決めていて、子供たちの成長を感

じることができ、今までにない嬉しさがあった。 
 子供たちが成長しただけでなく、私たちＦＷ生も指

導者として成長できたと思う。私たちが担当したアイ

スブレイクという時間があり、子供たちの心と体を解

きほぐすようなゲームを考えなければならなかった。

１回目の活動や２回目の前半のアイスブレイクは、子

供たちが楽しめればよい、盛り上がればよいと思って

考えていたが、自然の家の柿崎さんから「目的を先に

設定して、それに合ったゲームを考えるとよい」とい

うアドバイスを頂いてアイスブレイクの意義に気づか

された。ＦＷ生全員で「子供たちが話を聞く、声を出

す、協力する」という目的を定めて、これを子供たち

が意識できるようなゲームを２時間かけて話し合い、

考えた。その結果、挨拶と２段階のリズムゲームを行

って手ごたえを得ることができた。話し合いをする中

で「道具を使うとそれに夢中になってしまうだろう」

「こう挨拶するとこう返ってくるだろう」と子供たち

の反応がわかるようになって成功の状態だけでなく、

失敗の状態も想像できるようになった。 
 以上のように、子供を指導することは体力も必要で

頭も使うが、自分が子供たちに力を注いだ分、子供た

ちにもちゃんと伝わっていて反応が返ってくるという

ことを学んだ。神室の豊かな自然に触れながら子供た

ちへの接し方を考え、実践し、結果を得ることができ

た４日間だった。 

 
医学部 西口 茉優 

私が中学生になってからは、自分が習ってきたこと

に対しての積み重ねが学習で、それを学ぶこととして

きました。しかし今回の活動を通して学んだことは全

く知識も技量もない、初めての経験尽くしで、本当に

参加してよかったと思っています。今回学んだことは

大きく三つあります。 

 まず一つは、子供たちと活動するとき、何も考えずに

時間だけを考え物事をすすめることは、子供たちが何

も学べていないということです。フィールドワーク 1

回目の 1 日目、中華丼づくりやカレー作りがありまし

た。私は料理が得意なので、子供たちに次はこうした

らよいよ、というアドバイスをしていました。しかし、

それでは子供たちは何も覚えられていないのだと気づ

きました。そこから私は、何をするにもヒントを与え

ることにし、自分たちで考えさせることで子供たちの

頭に残るようなサポートをするよう務めました。 

  二つ目は、一つ目と似ていますが、ゲーム一つをす

るにしても、計画をねる必要があるということです。

特に感じたのはアイスブレイクについてのミーティン

グの時です。初めは盛り上がれば良い、ただ考えさせ

れば良い、と単純に一つのことを考え、それだけをク

リアしたゲームを考案して実行していました。しかし、

やる時間帯や 1 ヵ月会っていない子たちと再会した直

後、という状況を考慮した活動の前置きが必要でした。

そこで 2 回目 2 日目の朝のアイスブレイクのために、

皆でしっかりと目標をまず出し合いました。私はこの

議論で司会進行を務めましたが、各班によって子供た

ちの対応や性質が異なると考え、班ごとにどうして欲

しいかを発表してもらい、それをまとめました。失敗

を予想し、何度も案を没にしたり修正したりしました。

結果、朝なので声を出すことから初め、集中させるた

めにまずは視覚を使わせ、次に班意識も持ってもらう

ために、班で聴覚を使わせる 2 段階のゲームを考案し

ました。こうすることで、きちんと目標通り子供たち

が動いてくれることで、自分たちの手で子供たちを成

長させることが出来ているんだなぁと強く感じました。 

  三つ目として、子供たちの明るさと純粋さの成し得

るものを学びました。子供たちは一つ一つ、等身大で

素直に物事を行い、学んでいきます。だからこそ、1

ヶ月たったあと、テントの立て方なども覚えていたり、

深く喜んだり悲しんだりすることが出来るのだと思い

ました。私もこのフィールドワークの間に、たまには

子供たち目線で純粋に楽しむことで、 近はなかなか

感じ得なかった自然の大きさ、楽しさ、怖さや、仲間

の大切さ、協力することの喜びを感じることが出来ま

した。視点を変えて子供みたくなったり、時に俯瞰的

になったりすることで学べることが沢山ありました。 

このフィールドワークでは、まず体験してみるとい

うことが多かったと思います。私は将来、医者になろ

うと考えており、小学校の先生になりたいと思ってい

るフィールドワーク参加者の子ほどは、今回と同じこ

とを大人になって仕事でする事は無いかもしれません。

しかし、まずは体験することが大事なのだと私は思い

ます。体験することで初めて、次のイメージが出来る

と考えます。これからの人生、医者となって、子供た

ちと接するとき、何も体験しないのとしたことあるの

とでは大きな差があると思います。今回このフィール

ドワークに参加できた事は、自分の将来の糧になると

同時に、自分の行動のあり方を見つめ直す良い機会と

なりました。 
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工学部 佐藤 綾汰 

私はこのフィールドワークを通して、自分自身が大

きく成長できたと感じています。そもそも私たちのプ

ログラムは地域の課題解決型のプログラムでは無かっ

たため、より自分自身の成長を子どもたちの成長と共

に実感することができました。 
 まず、 も成長できたと思うことは子どもたちへの

接し方です。私は 初、子どもたちに振り回され、遊

んでいる子がいても、あまり注意できずにいて、活動

が進まないことがありました。そこで神室少年自然の

家の職員の方のように、メリハリをつけさせるために

強く注意し、かつ子どもの意見を聞くこと、そして遊

ぶときは命いっぱい遊ぶということを意識していきま

した。そうすると、遊んでいた子もグループで活動を

する際は協力して行うようになり、またグループの中

で声を掛け合い、注意し合うなど今までにない行動が

見られました。 後には子どもたち自身で気づいて 
行動するようになってきました。私は子どもの成長の

早さを感じました。また、小学３，４年生くらいの子

は子ども扱いされたくない微妙な年代ということで、

子どもと同じ目線にたち、子どもの意見を尊重しつつ、

上手く声かけ、コミュニケーションを取っていくこと

が重要だと感じました。また何かを教える際に私たち

が全てやってあげるのでは無く、私たちが一度、手本

を見せてから子どもたちにやらせるなど教え方にも工

夫を施すことが大切だと気づかされました。 
 次は、アイスブレイクの重要性を知れたことです。

私たちはアイスブレイクを考える際、楽しめれば良い

と思い、あまり深く考えずに単発のゲームを行ってい

ました。行っていくと、手をつなぐなどのボディタッ

チを嫌がる子がいました。またアイスブレイクをやる

意味は何なのかについて考える必要があると思い、大

学生全員で次の活動に活かせる目的を先に決めそれに

沿ったゲームを考えました。 終日のアイスブレイク

を考える際、前日の夜に２時間ほど話し合い、子ども

たちに、次の活動に移る際のメリハリを意識させるこ

と、チーム意識を強くすることを目的としてリズムゲ

ームを行いました。そのアイスブレイクを行ったこと

で子どもたちは次の活動から、切り替えが早くなり、

グループでの声かけも活発になる等、アイスブレイク

の重要性を感じました。私たちは考えていく中で 高

低の状況を想定しながら考えたことがアイスブレイ

クの成功に繋げることができたので、私たちも成長す

ることができました。 
 計４日間のフィールドワークをでは、普段の授業で

は学べないことを学べたことに感謝しています。そし

てこの経験をこれからに繋げていきたいと思っていま

す。 
 
工学部 柳田 優衣 

たった 4 日間だけの活動だったが、子どもたちも私

たちも大いに成長することができ、私がこの活動から

学んだことは多くあった。 

 活動が始まってすぐの頃は、子どもたちは私たちが

指示を出さないと行動せず、また私たちが子供たちの

ペースに合わせ過ぎてスケジュールに遅れてしまうな

ど、子どもたちが自主的に時間を意識しながら班行動

するよう指示を出すのが難しく、思うようにできなか

った。そんなときに、施設の方から数分間ふりかえり

の時間を設けていただいた。そこで“何が悪かったの

か”“これからはどうすべきなのか”ということを話合

い、私たちはその話合いの後で変わることができた。

具体的には、指示を出す際に全てを言ってあげるので

はなく、子どもたちが自分で気づけるような助言をし、

メリハリをつけた態度で接し注意などをした。このよ

うなことを続けていくうちに、子どもたちに“自主性”

や“協調性”が見られるようになった。何事もすぐに

できるようになるわけではない。少しやってみてから

ふりかえる(成功しても失敗しても、その原因を1回1

回考える)。この繰り返しを少しずつやっていくことが

少しの進歩に繋がるのだということをこの出来事から

学ぶことができた。 

 さらに、アイスブレイクで子どもたちにやってもら

うゲームを私たちが考える際にも学んだことがあった。

計 4 回行ったアイスブレイクのうち 3 回は“このゲー

ムで子どもたちは楽しんでくれるはずだ”とゲームが

上手くいく成功パターンしか私たちは考えておらず、

このゲームを通して子どもたちに“どうなってほしい

か”という目的意識もなかった。結果として子どもた

ちが思うようにゲームをしてくれず、内容の薄いゲー

ムになってしまった。この失敗から、目的を明確にし、

その目的に向け行動すること、人や物を動かす際に、

成功パターンだけではなく失敗パターンも予測するこ

との大切さを学んだ。そして、4 回目のアイスブレイ

クでは学んだことを活かしたゲームを作ることができ、

施設の方からもお褒めの言葉をいただいた。 

 また、今回の活動では普段やらないテント泊・たき

火・川遊び・トレッキングなどを体験し、自然に触れ

ることができた。自然に触れることには、気持ちをリ

フレッシュさせ、落ち着きをもたらす効果があると感

じた。 

 後に、今回活動に参加する機会を得ることができ 

て本当に良かった。子どもたちとの触れ合いを通して 

学んだ数々は、普段の生活にも重要であると思った。 

今後の生活に活かしていきたいと思う。 
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農学部 佐藤 志帆 

私はこのフィールドワークを通して、2 つのことを

学んだ。 

1 つ目は、振り返りの大切さである。一日目は子ど

もたちとの距離感に戸惑ったり、私自身初めてのこと

でどうしたらよいのか分からなくなっていたりしてい

た。そんな中で、軽くそれまでの振り返りをする時間

をいただけた。これからどんなことに気をつけるのか、

どんなところがいけなかったかを確認することができ、

その後の活動の中で少しずつ修正をしていくことがで

きた。振り返りは活動のあとにやるイメージが強かっ

たため、今まで何かに取り組む際には必ず 後に振り

返りをしていた。しかし今回の活動で、振り返りは活

動の途中でもいつでも積極的にすることで、その後の

活動をよりよくできると感じた。 

2 つ目は、自分で目標・目的を設定し、そこに向け

て企画を考え、実行することの大変さである。今まで

の生活の中で、与えられた目的に向けて何かに取り組

むか、目標は自分で決めてそれを達成するためのやり

方は先生や親などに教えられるかのどちらかであった。

そのため今回アイスブレイクを考えてほしいとのこと

で 4 回行ったが、実際に明確な目的意識をもってでき

たのは指摘を受け、改めてアイスブレイクについてみ

んなで考えた 後の 1 回のみだった。この 後のアイ

スブレイクを考える際に得られたものがフィールドワ

ーク全体を通して大きかった。まず、班の子たちにど

んなことをできるようにしたいかをそれぞれで話し合

い、みんなで共有し全体でどのようなことをできよう

にしたいか目的を決めた。その後、どのようなアイス

ブレイクがよいか子どもたちの反応を予想しながら試

行錯誤を繰り返した。この部分が一番苦労した。一方

で実際にやってみて、子どもたちの反応がよく、また

褒めていただいたので達成感と充実感を感じることが

できた。 

さらに、私はこのフィールドワークを通して積極性

と場に応じて臨機応変に行動する力を養いたいと思い

参加した。大勢の中にいると積極的な発言ができない

でいたが、夜のミーティングで発言したり、子どもた

ちとの活動では思いもよらないことが多くあったがそ

れに対応したりと、いろんな場面でステップアップす

ることができたと感じた。 

今回のフィールドワークを受講したからこそ、今まで

気づいていなかったことに気づくことができたと思う。

これからの生活で、何のためにどんなことをしなけれ

ばいけないのか、何かをしてもらうために自分はどう

すればよいかなど、自ら考えて行動しなければならな

い場面が増えてくると思うのでこの気づきと経験を大

切にしていきたい。 

 
農学部 関口 達仁 

今回、子供たちと一緒に４日間キャンプをして、私

は多くのことを学び、成長することができたと実感し

ています。私は自分のこれまでの経験を活かして子ど

もたちの成長をサポートし、自分自身も子どもと触れ

合い、自然を感じる中で学びたいと思い今回の活動に

参加しました。参加する前まで子どもたちと接し、指

導することはそれほど難しくないと考えていました。

しかし、一回目の活動ではほとんど子どもたちのペー

スに流されてしまいました。野外炊飯やテント設営で

は指示を出し過ぎてしまい、子どもたちに自分で考え

させるよう促すことができず、勝手に行動してしまう

子に対しても、つまらないと思ってほしくないという

思いからきちんと注意することができませんでした。

そんな私を変えたのは FW 生と指導員の方とで行った

反省会です。皆で子どもたちと接するうえでの課題や

その解決方法について話し合い、指導員の方からも子

どもとの距離感に気を付けるといったアドバイスを頂

いたことで、その後の活動では子どもたちと遊ぶとき

は思いっきり遊び、作業中は時間と次何をしたらいい

のかということを意識させるように指導し、勝手な行

動をする子にも、どうしてダメなのか教え、注意する

ことができました。 

２回目の活動では、各所で子どもたちの成長を見る

ことができました。テント設営では前回の活動を覚え

ている子が他の子に教え、野外炊飯でも一回目では指

示を出さないと動けなかった子が自分から何をやると

積極的に動いていました。また今回は前回よりも心に

余裕があったので川遊びやトレッキング時に神室の豊

かな自然にも目を向けることができました。２回目の

活動で特に印象が残っているのは 後のアイスブレイ

クです。それまでのただ子どもたちが楽しめればいい

という考えだけでなく、指導員の方からのアイスブレ

イクで何を学ばせたいか、成功と失敗どちらの状況も

考えるという指摘を踏まえ FW 生全員で考えたリズム

ゲームは 後まで子どもたちを集中させ、活動と活動

の切り替えを意識させることができました。 

４日間活動を通して私は子どもの面倒を見る難しさ

知ることができました。今回参加した子たちと同じよ

うにわんぱくだった私をここまで育て、支え時には叱

ってくれた親や先生、そして心を育んでくれた故郷の

自然に改めて感謝したいと思います。この活動で得た

経験をこれからの生活や子どもと触れ合う機会に活か

していきたいです。本当に短い４日間でしたが多くの

ことを学ばせてくれた子どもたち、指導員の方々、神

室の自然に感謝しています。 
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鮭川歌舞伎と里山環境学習 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：鮭川村 

 

○講   師：鮭川歌舞伎保存会 会長 佐藤 成一 氏 

       鮭川歌舞伎保存会 座長 高橋 眞一 氏 

       鮭川村自然保護委員会 会長 高橋 満 氏    

       鮭川村自然保護委員会 事務局長 矢口 末吉 氏 

  

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 11 日(土)～12 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：工藤 汐梨（発表）、須藤 諒（班長）、山崎 香恋（発表）、古村 崇晃（発表）、 

堺本 瑞穂（記録）、西ケ谷 奈美（発表）、安田 佐梨（記録）、柴田 敏高（発表）、 

風間 咲穂（記録）、蓑島 実季（発表）、渡部 美沙（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月１１日（土） 【１日目】７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 鮭川村中央公民館 到着 

10:15 開校式（オリエンテーション・日程説明） 

10:30 歌舞伎舞台設営・会場準備作業 

12:00 昼食（中央公民館） 

13:30 小道具・控え室準備・管内清掃 

16:30 作業終了・次の日の説明 

17:00 宿泊・羽根沢温泉 

 

 

08:00 山形大学発 

10:00 鮭川村中央公民館 到着 

10:15 米公民館 

（オリエンテーション・日程説明） 

11:00 米地区散策（矢口末吉先生） 

12:00 昼食（中央公民館） 

13:30 米湿原環境保全体験（木道づくり） 

16:30 作業終了・次の日の説明 

17:00 宿泊・羽根沢温泉 

 

【２日目】６月１２日（日） 【２日目】７月１０日（日） 

08:00 起床・朝食（羽根沢温泉） 

09:30 宿泊先チェックアウト 

10:00 鮭川村中央公民館着 

    歌舞伎化粧・着付け見学 

11:00 受付作業・駐車場整備 

12:00 鮭川歌舞伎定期公演 見学 

   （昼食・歌舞伎弁当） 

16:00 鮭川村役場 出発 

18:00 山形大学着 

 

※感想発表は 7月の最後にまとめて行います。 

08:00 起床・朝食（羽根沢温泉） 

09:30 宿泊先チェックアウト 

10:00 米地区公民館着 

10:30 環境保全講話 

米地区・散策学習 

12:00 昼食（米公民館） 

13:00 米湿原・米展望台 

    川の生物調査 

14:30 感想発表会 

16:00 鮭川村中央公民館 出発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 工藤 汐梨 

今回の 2 回のフィールドワークは私自身にとって、

地域について改めて考えさせられる良いきっかけとな

りました。 

 まず、１回目の鮭川歌舞伎のフィールドワークでは、

鮭川村のパワーに圧倒させられました。実際に少しで

はありますが、鮭川歌舞伎に携わらせていただき、鮭

川歌舞伎が村民の方々の手によって一つ一つ作り上げ

られていることを実感しました。世代から世代へと途

切れることなく続けてきた歌舞伎が、地域の根強い文

化となり地域に活力を与えているのがわかりました。

また、地域間の交流が深く、東京の東村山市との交流

がみられました。人と人とのつながり合いには様々な

形があるのだと感じたとともに、こうした地域間交流

を大事にすることでPRにもつながると思いました。そ

れから、村民の方々のパワーがとにかくすごかったで

す。歌舞伎の会場では、村のいろいろな店が地元の食

材を使った弁当やお菓子などを販売していました。こ

のようにして村の伝統行事を村全体が盛り上げていた

のが印象的でした。しかしながらその一方で、主に歌

舞伎を観に来ていた方は高齢の方や、子ずれの方がほ

とんどで、若者があまり来ていないのが現状でした。

もちろん村にはご高齢の方が多いというのも大きいで

すが、今後自分からも歌舞伎や日本文化に興味のある

同年代の人にせんでんしていこうと思いました。 

 ２回目の里山環境学習では、環境保全が結果的に村

の活性化につながっていることに驚きました。米地区

は草木が生い茂っていたところから、もとは環境保全

のために整備され、しかし結果的には観光地化して植

物に興味がある方などのリピーターがいるそうです。

春夏とたくさんの草花が咲き誇り、中には絶滅危惧種

もあります。秋にはすべてを刈り取り、絶えず成長を

促すそうです。それから、米湿原環境保全体験として、

地元のボランティアの方々とともに木道作りをしまし

た。その活動はかなりの重労働で、若々しいとはいえ

ども高齢の方々にその負担がかかってしまうのには辛

いものがあると感じました。そこで、今もボランティ

アの募集はかけているということですが、長期休みや

休日に学生のボランティアを募ることで、地域の方の

負担の軽減、若者の村への関心が高まる、地域の方々

が活気づくのではないかと思いました。昼食の際に地

元のお母さん方がカレーライスを作ってくださり、い

ろいろなお話を聞くことが出来ました。そのなかで、

観光客の方と話をしたり、交流したりすることで若返

るんだとおっしゃっていました。このように環境保全

が村の活性化につながっていました。 

また機会があればぜひ鮭川村に出向き、ボランティア

活動に参加しようと思います。 

 

地域教育文化学部 須藤 諒 

鮭川村について何も知らなかったため、事前学習で

観光協会のホームページなどを見て歌舞伎や伝承につ

いて調べた。特に子供歌舞伎について興味があったた

め、実際に見学するのが楽しみだった。 

 １回目のフィールドワークでは、会場設営、鮭川村

見学、会場スタッフ、歌舞伎見学を行った。自分は鮭

川歌舞伎上演当日に受付を行った。以前他の講義で鮭

川村の若者の減少率が山形県内で２位ということを聞

いていたため、歌舞伎を見に来る若い人も少ないので

はないかと考えていた。しかし、実際は 2、30 代の人

たち、そしてたくさんの子供たちが見に来ていたので

かなり驚いた。歌舞伎に来た人たちは「ずっと前から

きている」「昔から好きで見に来ている」と話す人も多

く、改めて鮭川歌舞伎の歴史の重さを感じた。 

 ２回目のフィールドワークでは、環境保全体験、米

地区散策、環境保全講和を行った。２日間講和をして

くださった矢口末吉先生によると、米湿原は絶滅危惧

種の宝庫らしい。実際にあたりを見渡してみると見た

こともない植物、動物がたくさん生息していることに

気付いた。中でも印象的だったのが、木から垂れ下が

ったモリアオガエルの卵だ。カエルは木に登って卵を

産み、孵化するころには下の水辺に落ちるらしい。カ

エルの卵は水中にあるものだとばかり考えていた自分

からすれば衝撃的だった。また、環境保全体験として

自分たちは山道つくりを体験した。木材はとても重く、

これを地域の人たちが９年に１回何１００メートルも

運ぶのは重労働だと思った。 

今回のフィールドワークでは今までの人生で経験し

たことないものばかりだった。鮭川歌舞伎の保存をは

じめ米地区の動植物の保存、お昼にご馳走になった手

作りのカレー、優しい地域の方々から愛情を感じた。

特に鮭川歌舞伎の子供歌舞伎について考えることが多

かった。小学生がかなり長いセリフを話していること

や見得を切っていることに心から感激した。会場の雰

囲気も子供歌舞伎によって一段と盛り上がったように

感じた。このように地域の伝統芸能を子供たちが演じ

ることでかなり長い間受け継がれていくことができる

と考えた。学校で伝統芸能を子供たちに教えることも

良いだろう。その際地域の人たちが教えることでふれ

あいの場ができ、地域に根差した教育ができる。自分

は小学校の教師を目指しているため、このような取り

組みを参考にさせていただきたいと思った 

 

地域教育文化学部 山崎 香恋 

私は、今回のフィールドワークで、鮭川村に行って

きました。 

一回目は、伝統芸能である鮭川歌舞伎について学び

ました。まず、一日目は、歌舞伎の舞台を作る手伝い

をしました。みんなで役割分担をして作業を行ったの

ですが、私は祝電を並べる作業をしました。その時、

祝電を並べる順番や位置について教えていただき、よ

い経験になりました。一日目は、予定より早く手伝い
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が終わったので、庭月観音と、トトロの木を見に行き

ました。庭月観音には、「おかげさまです」と言って入

る鳥居がありました。感謝の気持ちを込めて通る鳥居

があるなんて素敵だなと思いました。また、私はトト

ロの木が鮭川村にあることを知らなかったので、実際

に見たとき、本当にトトロにそっくりな形をしていた

ので感動しました。二日目は、実際に鮭川歌舞伎公演

を見学しました。公演や、配られたパンフレットから、

親から子の世代へ、子から孫世代へと歌舞伎が受け継

がれていることを実感しました。村の人々が一丸とな

って歌舞伎を守り続けていることがよくわかりました。 

 二回目は、里山環境学習をしてきました。一日目の

午前中は、地域の方から、米湿原の歴史に関する話を

お聞きしました。話の中で、米湿原はもともと誰も知

らない場所で、今の状態にするために、毎年秋に植物

を刈り取ったり、貴重な植物を人々が踏まないように

木道を作ったりと、様々な工夫をしていることがわか

りました。昼食では、地域の方が作ってくださったカ

レーライスを食べました。その時に、鮭川村で育てら

れた食材でカレーライスを作っていると聞いて、自給

自足の生活ができているのだなと感心しました。午後

からは、実際に木道づくりの手伝いとして、木を運ぶ

作業をしました。木がとても重くて、他の班の人に助

けてもらうことが多々ありました。自然と声がけもし

ていて、みんなで助け合っている、という実感があっ

てよかったです。二日目は、米湿原に生息する生き物

の話をお聞きしました。鮭川村では、ギフチョウとヒ

メギフチョウの両方を見ることができると聞いて、そ

れだけ鮭川村は環境が良いのだなと思いました。その

後、米地区を散策し、最後に展望台に行きました。展

望台からは鮭川村を見渡すことができて、感動しまし

た。 

このように、鮭川村には多くの魅力があることがよ

くわかりました。私は、そのような鮭川村をより多く

の人々に知ってもらいたいです。そのために、お土産

を買うことができるお店を増やすとよいと思います。

鮭川村を訪れる観光客がお土産を買って帰ると、その

周囲の人々も鮭川村に興味を持つと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 古村 崇晃 

山形出身ではなかったため、鮭川村という名前を今

回のフィールドワークに参加するにあたって初めて知

った。事前学習ではトトロの木、灯篭流し、鮭川、歌

舞伎など魅力的な自然やイベントが多くていくのが楽

しみになった。 

 １回目のフィールドワークでは、まず開校式で関係

者の方々と対面して自己紹介やフィールドワークの概

要を伺った。朝は歌舞伎舞台設営・会場準備作業のお

手伝いから始まり、昼を挟んで引き続き同じ作業を進

めて最後に館内清掃をして１日目の作業が終わった。

２日目は、化粧・着付け見学をした後に、歌舞伎の観

劇にいらっしゃった方に案内などの作業をした。２日

間を通して鮭川村の実際の自然の美しさは素晴らしい

ということを痛感した。そして、みんなで作業をする

楽しさと労働の喜びを学んだ。歌舞伎を楽しんでもら

うという共通の目的の下で協力して作業に取り組むこ

とはすごくやりがいがあり楽しかった。そして実際に

鮭川歌舞伎を見ての感想だが、正直古語を使っていた

ので聞き取れる部分はさほど多くなかったが、子供歌

舞伎なども含めて演者の真剣さ、そして役になりきっ

ている感じはすごかった。２００年を超える歴史があ

る鮭川歌舞伎をいろんな人に見てほしいと思った。 

 ２回目の活動では、まず米湿原を実際に巡って希少

な草花の解説をしていただいた。その後、湿地を歩く

ための簀子を作るために木材を運ぶ作業に従事した。

２日目は米湿原に関する講話を聴いて午後は前日と似

たようなことをした。１回目とは打って変わって重労

働であり、汗水たらして作業した。長野の湿地帯を歩

いたことがあるが、簀子がきれいに架かっていて、な

にも疑問に思わず簀子を踏んづけていたが、今思えば

誰かが湿原を守ろうとして架けたものなのだと理解で

きる。米湿原にはギフチョウのような絶滅危惧種に指

定されている動物や野草が数多く存在していて、実際

に見ることができて本当に貴重なのだと思うと同時に、

こうした場所を守っていくことの大切さを、重労働を

通して身に染みて理解したので、今後なんらかの形で

かかわっていきたいと思っている。 

２回の活動を通して多くのことを学べたと思う。将

来医師になる身として、今のうちに様々な経験をして、

いろんな人に触れ、多様性を許容できる人間性をつけ

たいと思っていたが、いい機会であった。この活動を

今後の自分の成長に生かしていきたいと思う。 

 

医学部 堺本 瑞穂 

私は県外出身者で、大学を受験するまで山形を訪れ

たことがありませんでした。山形に住み始めましたが、

普通に大学生活を送っているだけでは山形について十

分に学ぶことはできないと考え、フィールドワークを

受講することにしました。鮭川歌舞伎と里山環境学習

を選んだ理由は、伝統文化と自然環境という二つの側

面から学ぶことができると思ったからです。 

 第一回目のフィールドワークでは、鮭川歌舞伎の定



第二部 授業記録 前期プログラム１２．鮭川歌舞伎と里山環境学習 

126 
 

期公演を準備段階から見学・手伝いをさせていただき

ました。私は歌舞伎というものを見たことがなく、役

者の方々の演技に圧倒されました。舞台の大道具や衣

装など目に見えるものだけではなく、お化粧の技術な

ど目には見えないけれども確かに受け継がれている伝

統を肌で感じることができました。また会場は地元の

方々や観光客で賑わい、いかにこの鮭川歌舞伎が村に

とって大事なものかがひしひしと伝わってきました。 

 第二回目のフィールドワークでは、米湿原で環境保

全学習をしました。絶滅危惧種になっている植物や今

まで見たことがなかった生き物もたくさんおり、この

湿原を守ることの必要性を感じました。 

 二回のフィールドワークを通して、文化や自然を「守

る」ということについて考えました。「守る」というと

「失われたり壊れたりしないように大切に扱う」とい

うイメージを持ちますが、それだけではありません。

今回の歌舞伎は特に「生きた」伝統文化であるので、

大切に慎重に守るというよりも、生きた伝統を体感し

て自ら演じ、楽しみ、後生にも伝えたいという思いが

自然に生まれてくるという流れが重要なのだと思いま

す。この観点から見ると、こども歌舞伎の取り組みは

素晴らしいものでした。子供たちが感じた達成感はき

っと成長してからも心に残って、鮭川歌舞伎をさらに

継承していく原動力となるはずです。 

 また、村の方々が鮭川村の良いところを見いだし、

村の良さを知ってもらおうと努力されているなと感じ

ました。少子高齢化の影響を受け、人口も減少してい

るという現状があり、以前より広い範囲にPRしていく

必要がある中、同じような状況の地区が多くあり、PR

方法の難しさも痛感しました。ポスターやチラシを作

っても、それを見て「鮭川に行こう」とまで思わせる

のはなかなか難しいことです。またインターネットを

使うのも現代では有効な手段ですが、情報があふれて

いるなかで鮭川に関する情報を届けるには工夫が必要

です。 

自然豊かであたたかな雰囲気の鮭川村を是非多くの

人に知って、来てほしいので、これからも鮭川に関して

の学習を進め、考えていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 西ヶ谷 奈美 

今回このプログラムに参加させていただいて一番に

感じたのは、鮭川村の村民の方たちの温かさと自然の

素晴らしさです。伝統文化と自然環境の両方に触れる

ことができるということでこのプログラムを選んだの

ですが、村の方々の協力のおかげでそれ以上にたくさ

んの経験をさせていただきました。 

まず１回目の活動では、鮭川歌舞伎の準備のお手伝

いと本番当日には着付けやお化粧をしている場を実際

に見学させていただき、おいしい歌舞伎弁当を食べな

がら歌舞伎を鑑賞しました。みなさんお仕事などをさ

れながら伝統ある鮭川歌舞伎を守るために日々練習に

励まれているということで、一つ一つの所作に細かい

ところまで気持ちがこもっていてこんなに素晴らしい

ものが山形の小さな村で行われているということにす

ごく驚いたし、この感動をもっと多くの人に味わって

ほしいなと思いました。また、印象的だったのが襲名

披露で、先代から名前を受け継ぐことで芸だけでなく

先代が背負ってきた使命感や気持ちも受け継がれてい

くのだなということを感じました。 

２回目の活動では、米湿原で木道作りのお手伝いを

させていただいたり、米湿原を散策したり、米地区に

ついての講話を聞かせていただきました。米地区には

たくさんの貴重な動植物が生息していて、散策してい

る最中もこれも絶滅危惧種だよ、と説明していただく

場面が何度もあり、地域の方々の力で豊かな自然が守

られていることに感動しました。木道作りもその一環

で、貴重な植物が踏まれて生育が悪くなることを防ぐ

ために道を作るというものです。道になるものなので

運ぶ木はずっしりと重たく、途中で音を上げてしまい

そうになりましたが、自分よりはるかに年配の方たち

が慣れた手つきで木を運んでいる姿を見てさすがだな

と思ったし、少しでもその力になれたということで作

業が終わったあとは心地よい疲労感と大きな達成感を

得ることができました。これらメインの活動で知った

こと以外にも鮭川村にはたくさんの魅力があります。

たとえば、１回目の活動で連れて行ってもらった庭月

観音は最上三十三観音打ち止めの寺であり、８月には

目の前を流れる鮭川で般若心経が奉納される中灯籠流

しが行われます。トトロの大杉の名で有名な小杉の大

杉は樹齢千年以上の大木で、本当にトトロのように見

えて驚きました。みんなでジャンプをして記念撮影を

したのはいい思い出です。他にもきのこやおいしいお

米、美人の湯を堪能できる羽根沢温泉、鮭祭り、鮭川

村エコパークなど、鮭川村はたくさんの魅力で溢れて

います。今回の活動を通して鮭川村が大好きになった

し、純粋にこの感動を少しでも多くの人たちに知って

もらいたいと感じました。これまで受け継がれてきた

伝統と豊かな自然環境を守っていくこと、地域の活性

化の両立を図りながら村の魅力を伝える方法を引き続

き考えていきたいと思います。温かく迎え入れてくだ

さりたくさんの貴重な経験をさせてくださった村のみ

なさんに本当に感謝しています。 
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医学部 安田 佐梨 

私は、フィールドワークに参加するまで鮭川村の存在

を知らなかった。２回のフィールドワークを通して鮭川

村の魅力に触れることができたし、フィールドワークな

らではの貴重な経験や新たな発見もできたので、フィー

ルドワークに参加できて本当に良かった。 

鮭川村の魅力の１点目として、鮭川歌舞伎が挙げられ

る。１回目のフィールドワークの初日、役者さんたちが

舞台上で練習しているところを見る機会があった。役者

さんが台詞を喋り始めた瞬間に、時の流れが止まったか

のように感じ、視線が釘付けになった。生まれて初めて

見る歌舞伎にとても感動した。また、公演当日である翌

日には歌舞伎化粧の様子を間近で見学させていただき、

緊張と高揚が入り混じったような舞台裏独特の雰囲気

を肌で感じることができた。その後は受付作業の手伝い

をしてから、公演を拝見させていただいた。照明で照ら

された舞台で行われている歌舞伎は、練習とは違う感動

を与えてくれた。舞台裏で仕事をする立場と客という立

場の両方を経験したからこそ、様々な感動や気付きがあ

った。昔の人たちが鮭川歌舞伎という村の伝統を次の世

代へと引き継ぐために精一杯努力をしたおかげで今の

私たちは感動を味わえたわけだから、今度は自分たちが

その伝統を次の世代に伝えていかなければ今までの歴

史は意味がなくなってしまう。伝統というものの価値や

重み、ありがたみを改めて感じることができた。 

次に２点目として、米湿原が挙げられる。２回目のフ

ィールドワークでは米湿原についての講話を聞いたり、

米湿原の中を歩くための木道づくりのお手伝いや、米地

区の散策を行なった。講話では米地区が今のように整備

されるまでの歴史について知ることができた。木道づく

りの手伝いでは、今ある木道の老朽化に伴う修繕に必要

な木材を運んだ。一輪車を使って木材を運ぶのは想像以

上に骨が折れる作業だったが、私たちの他に作業をなさ

っていたのが私の祖父母と同じような年代の方々だっ

たので負けてはいられないと自分を奮い立たせた。米地

区散策ではカエルやイトトンボなどを捕まえて童心に

帰って楽しんだ。小さい子だったらもっとはしゃいで遊

ぶだろうが、米地区には子供がごくわずかしかいないと

聞いてもったいないなと思った。また、若者が少ないと

いうことは米湿原を守っていく世代が少ないというこ

とでもある。絶滅危惧種の宝庫であり、人々の努力によ

り見事な復活を遂げた米湿原がいつまでも美しい姿を

保っていけるように、若者の力を借りて活動を続けるた

めの工夫が必要だと感じた。 

４日間のフィールドワークはとても楽しくて実りも

多かったが、私がまだ知らない魅力が鮭川村にはまだ残

されていると思うので、これからも自主的にフィールド

ワークをしていきたいと思った。また、座学だけでは学

べない貴重なことを経験する場として、鮭川村について

周りの友人や家族に広めていきたいと思う。 

 

工学部 柴田 敏高 

鮭川村には鮭川歌舞伎があります。鮭川歌舞伎保存

会が年一回の定期公演をしています。 

｢鮭川歌舞伎は、昭和４６年、石名坂・京塚・上大渕・

川口の四地区の地芝居が合併して鮭川歌舞伎の名称で

復活したものです。 起源は古く安永二年頃、江戸歌舞

伎役者により伝承されたものが引き継がれてきまし

た。｣ 

（―鮭川村観光協会公式ホームページより 

http://sakegawa-kanko.com/joy/tradition.html） 

定期公演当日、僕は二つの仕事をしました。 

一つ目は、入口で靴入れ用のビニール袋を配る仕事

です。村の人々が次々と押し寄せる様子を見て、僕は

とても驚きました。地域の出し物を地域の人々が毎回

見に行く。これほどまでに明確な地域の繋がりが他に

あるのでしょうか。 

二つ目の仕事は、僕自身が猪の被り物をし、舞台に

あがることでした。結果、被り物が外れかけてしまう

というミスを犯してしまいました。しかし、関係者の

皆さんはよくやったと言ってくれました。人間の心に

大切な、許容の心を感じました。里山環境学習では鮭

川村の戸沢村との境目にある米湿原の見学をしました。

米湿原は、たくさんの動植物に囲まれていました。そ

れは、今まで生きてきた中で一度もみたことのない程

の規模で、これぞ大自然！というように感じました。

虫の音がやむことが無く、草木は風にあおられ葉音を

奏でていて、それでいて静かで心が休まるような感覚

を覚えました。それもそのはず、その生い茂っている

植物たちは米地区の鮭川村自然保護委員会や地区住民

によって保全活動がなされていました。昔、米地区に

は膨大な種類の植物があったそうです。しかし、背丈

の高い葦で辺りが覆い尽くされてしまい、他の種類の

草木が生えなくなってしまっていたのです。しかし、

自然保護委員会の人数は少なく人手が足りない状態で

した。このまま作業するととんでもなく地道で長い作

業が始まります。それでも、鮭川村の職員達は諦める

ことをしませんでした。彼らは奮闘してTOTOから補助

金を得ることに成功し、数年間の草刈り作業などを得

てついに、昔の生物たちが蘇らせることが出来たので

す。鮭川歌舞伎と米湿原保全に共通することは、どの

人も真剣に物事と向き合い必死に考え、出来ることを

試し続けていることでした。 

やはり、何をするのにも生真面目さは重要であると

考えます。僕もこのような人々のように大切に物事と

向き合いたいです。 

 

農学部 風間 咲穂 

私が今回のフィールドワークが始まり、鮭川に到着

したときに率直に感じたのは、想像以上にのどかなで、

今まで過ごしていた場所と空気が全く違うということ

でした。バスの中から見えた景色や、バスを降りた瞬

間にこの空気に触れ、本当にこんなところがあるのだ

と感動し、夢のような感覚でした。 

 一回目の 1 日目は、鮭川歌舞伎の活動のおいたちや

歴史についてのお話を聞き、次の日の定期公演に向け
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ての準備をしました。お話の中で、鮭川歌舞伎は約250

年間も続く歴史があり、また、他の地域方たちのステ

ージを用意したり、鮭川の人たちが他の地域へ行って

歌舞伎を披露したりなど、多くの地域と交流を深めて

いるということを知りました。2 日目の当日は、開演

時間になると次々とお客さんたちが入ってきて、鮭川

役場の方たちも私たちも忙しかったです。私は受付係

として公演のお手伝いさせてもらいましたが、その場

から、鮭川村の人たちのこの公演に対する思いや、村

の人たちのつながりの深さを感じることができ、また、

子供たちが生き生きとしている様子を見て、この村は

温かく素晴らしい村だと思いました。そんな鮭川村の

歌舞伎がこれからもずっと続き、多くの人に見てもら

いたいと感じました。 

 2 回目は外での活動が多く雨が降っていたものの、

活動場所がたくさんの木々に囲まれた森林の中だった

ためか、木によって雨が防がれているように感じまし

た。米湿原の環境保全ということで木道作りの一部を

体験させてもらい、こんな重労働な作業をボランティ

アで行っていると聞き驚きました。また、最後のお話

しで、米湿原は観光地化しているが、それを売り込ん

でツアー観光客のような人たちが一度きりでどっと押

し寄せるようなところではなく、本当に湿原の植物に

興味があり観察や研究のためにリピートして訪れるよ

うな人たちのための湿原にしたいと言っていたのが印

象的でした。やはり、米湿原のような絶滅危惧種の豊

富な場所をこれから先も守っていくには、それを多く

の人に知ってもらいたいという気持ちもありますが、

その貴重さを十分に理解し関心のある人たちが少しず

つ少しずつ口コミで増えていきリピーターが増えてい

くような場所であり続けることが大切なのだと感じま

した。 

この 2 回の活動を通して、一人ではなく仲間と一緒

に同じ体験し、鮭川村について考えることができたこ

とがとても貴重な思い出になりました。さらに、人口

減少という現状に直面している村の人々が、何とか村

を活気づけようと様々な活動を意欲的に行っていると

いう状況に触れたことで、今は山形市に住んでいます

が、自分のふるさとについて考える良いきっかけにな

ったと思います。 

また、私は農学部で環境保全の活動に興味思っていま

したが、今までそのような活動はしたことがなかった

ので今回このフィールドワークで米湿原の木道作りと

いう形で取り組みを経験することができ、さらに環境

保全について学びたいという気持ちが強くなりました。 

 

農学部 簑島 実季 

このフィールドワークに参加するまで、鮭川村の存

在を知りませんでした。実際に行ってみて思ったこと

は自然がとても豊かだということです。 

一回目の時には快晴だったので田んぼがとてもきら

きらして見えました。伝統芸能である歌舞伎は親から

子への繋がりを感じることができました。普段では見

ることのできない化粧や着付けの見学をさせてもらえ

て貴重な経験をしました。実際に舞台を見て、迫力が

想像以上で圧倒されました。一番盛り上がったのはや

はり子供歌舞伎だったと思います。一つ一つの動作に

歓声が上がっていました。プログラムの中には含まれ

ていなかったのですが時間があったので庭月観音とト

トロの木に連れて行ってもらいました。庭月観音は最

上三十三観音打ち止めの寺として知られているお寺で

した。副住職の方に歴史などのお話を聞くことができ

てよかったです。トトロの木は正式名称が小杉の大杉

という名前で三本の杉が重なってトトロの形 に見え

るのですが駐車場にこの場所からならきれいに見える、

などの看板があってよかったのですが、そこに行くま

での道が複雑で地元の人じゃないと行きにくいと思っ

たので観光地化するのであればもっと改善できる部分

があると考えました。 

 二回目は、主に米湿原を中心に活動しました。最初

に湿原に行き植物の説明を受けたのですが、絶 滅危惧

種が雑草のように多く生えていてとても驚きました。

木道作りは重労働でしたが、終わった後の感動と達成

感はこのフィールドワークに参加していなければ味わ

うことのできないものだった と思います。自分たちが

運んだ木材が米湿原の木道になって、その木道を観光

客が踏んで行ってくれることに喜びを感じました。二

日目に米公民館の周りを散策して、また珍しい植物や

虫をたくさん見ました。糸トンボの青い色がとてもき

れいだったことが印象に残っています。保全池にも案

内 してもらったのですが、思っていたよりも大きくて

驚きました。 

この四日間を通して、地域の伝統を全力で守ってい

く村民の方々の力強さを感じることができました。鮭

川歌舞伎の素晴らしさや米湿原には普段では目にする

ことのできない絶滅危惧種の数々など、行ったからこ

そわかる鮭川村の魅力を自分なりに周りに伝えること

ができるように努力していきたいと思います。 
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戸沢村の超元気印！幸齢者集団の生きざまに学ぶ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：戸沢村 

 

○講   師：北の妙創郷大学 学長 菊地 清一 氏 

       古口自治会 会長 寺内 恵一 氏 

       乙夜塾 塾長 門脇 憲一 氏 

   

○訪 問 日：平成 28 年 5 月 28 日(土)～29 日(日)、6月 25 日(土)～26 日(日) 

 

○受 講 者：菅原 百恵（記録）、雫石 夏未（発表）、杉内 菜々美（発表）、真柄 翔子（発表）、 

栗田 将人（記録）、柳町 直輝（記録）、村越 勇希（発表）、大坂 一平（発表）、 

大沼 慧（発表）、澤田 京介（発表）、林 佑弥（発表）、沖田 圭太（発表）、阿部  

宏樹（発表）、佐々木 真子（発表）、佐藤 光（班長）、吉田 章人（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２８日（土） 【１日目】６月２５日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 古口公民館着 

10:15 開校式 

11:00 笹まきづくり or 座学 

   （笹の生育状況により２回目に変更有） 

12:00 昼  食 

13:30 北の妙メダカ池木道整備等 

17:00 入浴（ぽんぽ館） 

18:30 夕食交流会（地域の方と） 

22:00 就寝 

08:00 山形大学発 

10:00 古口公民館着 

10:00 開会式 

10:20 ほたる祭り準備、練習 

12:00 昼  食 

13:00 ほたる祭り準備、練習 

16:00 ほたる祭り リハーサル 

17:00 夕食 

18:30 ほたる祭り開演 

20:00 もらい湯（一般家庭のお風呂をに入ります） 

 

 

【２日目】５月２９日（日） 【２日目】６月２６日（日） 

06:00 起床、朝食 

09:00 めだか保護池整備（泥上げ、木道づくり） 

12:00 昼  食 

13:00 ほたる祭り企画会議 

15:00 公民館清掃 

15:30 閉会式 

16:00 古口公民館発 

18:00 山形大学着 

 

06:00 起床、朝食 

09:00 ツリーハウス修繕作業等 

12:00 昼  食 

13:00 わら細工 

14:30 公民館清掃 

15:00 閉校式 

16:00 古口公民館発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 菅原 百恵 

今回のフィールドワークの活動を通して、私は地域

のひとの暖かさ、そして企画運営の大変さを知った。 
 一回目のフィールドワークでは、主に木道整備を手

伝った。腐った木道を取り外し、杭を打ち、新しい木

道を打ち付ける。最初は時間がかかっていたが、地域

の方々が釘の簡単な打ち方から、一連の流れ作業まで

丁寧に教えてくれた。後半になるにつれて効率が良く

なった。しかし、一つ一つ手で作業しているのかと考

えると、協力が必要な作業だと思った。 
 二日目にほたる祭りの内容を決めた。そこから二回

目のフィールドワークまでの間、各班で集まって計画

することになっていたが、私たちの班はなかなか集ま

れず、二回目のフィールドワークに集まってしまった。

当日の企画の準備時間が多くあったおかげで、なんと

か発表できたが、事前にもっとやりとりや、画用紙な

どの必要なものの準備をするべきだったと実感した。 
 ほたる祭りは戸沢村の子どもたち、高齢者の方々に

とても楽しんでもらえたと思う。私たちの発表だけで

なく、よさこいソーラン節も一緒に踊った。私は小学

生の時地域のお祭りにはあまり行かなかったので、と

ても新鮮だった。小学生は学校での成果を、高齢者に

発表する、普段の生活とは違った交流ができる。地域

をあげて子どもを見守る教育、同時に地域の外から人

を呼ぶことで新たな視点を生み出す教育、その双方を

おこなっているのだとわかった。 
 二回目のフィールドワークの最後には、戸沢村の自

然を体験させてもらった。幻想の森に連れて行ってい

ただいた時は、ここにしかない土壌、高い湿度、気温

によって生まれた独特な形だと教わった。メダカ池の

ように、話し合ってみたら実は、ほかにはない貴重な

環境だったと言うような発見は、大切にしなければな

らないし地域の人しかわからない。山菜レシピやピザ

釜で作ったピザも同じだ。地域にあるものを料理して

食べる。様々な工夫、自分で作ったものを食べるおい

しさを改めて感じた。 
二回のフィールドワークの活動を通して、やはり地域

の方々の言っていた「来る者拒まず」を実感した。それ

が誰からも何かを得よう、学ぼうという姿勢になってい

ると思った。私もその広い学びの姿勢をこれから生かし

ていきたい。 

 

地域教育文化学部 雫石 夏未 

私が、このフィールドワークを通して学んだことは

主に３つあります。 

１つ目は、伝統を受け継ぐ大切さです。戸沢村に行

く前の事前学習では、戸沢村は自然が豊かで伝統がた

くさんあることを知りました。実際に行ってみると思

っていた以上の大自然でした。きれいな水があるとこ

ろでしか生息できないホタルや絶滅危惧種のメダカが

たくさんいて驚き、感動しました。私は、現代ではあ

まり見ることができなくなった生物を守っていくこと

の大切さがわかりました。まだホタルやメダカを見た

ことがない人はたくさんいると思うのでこの感動を知

ってほしいです。また、わら細工を体験させていただ

きましたがとても難しかったです。地元の方々の手助

けがあったので完成させることができましたが、ひと

りではできそうにありませんでした。地元の方々の手

つきはとても器用でした。この素晴らしい技術も伝統

として受け継いでいきたいと思いました。戸沢村には

ほかにもたくさんの素晴らしいものがあるので行事や

イベントを通して次の世代に受け継ぎたいと思いまし

た。 

２つ目は、コミュニケーションをとることの楽しさ

です。フィールドワークでは学生も含めてほとんどが

知らない人でした。初対面の人と話すことは得意では

なかったので最初はなかなか自分から話しかけられま

せんでした。しかし、初日の夜に地元の方からコミュ

ニケーションは大切だと言われて意識が変わりました。

それから勇気を出して話かけてみたら戸沢村のお話や

山形のお話をたくさん聞くことができました。戸沢村

に来たからこそ知ることができた内容もあったのでと

ても勉強になりました。そして何より初対面の方と話

すことが楽しく思えました。これから大学でも社会に

出てからも初対面の方と話す機会が増えるので、今回

の経験を生かしたいです。 

３つ目は、大勢でひとつのものを完成させる難しさ

です。今回のフィールドワークのメインであるホタル

祭りは１５人で１時間の企画を一から考えるものでし

た。１か月間話し合いや準備をしましたが思ったより

も時間がなく、本番も不安を持ちながら臨みました。

結果は観客も楽しんでくれて成功しました。しかし、

準備が不十分だったところや改善できた部分もありま

した。15人もいると全員集まること、意見を合致させ

ることが難しいです。その結果、今回が初めてだった

こともあり準備が不十分なところが出てきたのだと思

います。また同じような機会があったら今回の改善点

を生かしたいと思いました。 

今回のフィールドワークでは本当にたくさんのこと

を学べたと思います。これから地域興しイベントに積極

的に参加しようと思えました。 

 

地域教育文化学部 杉内 菜々美 

今回フィールドワークを通して、普通に生活してい

ては味わえないたくさんの貴重な体験ができた。特に

ほたる祭りの企画・運営では、あそこまでゼロからの

行事の運営は初めてで、おそらくほかのフィールドワ

ークよりもずっと大きな達成感と、仲間・地域の方と

の絆を得られたと思う。 
一回目のメイン、木道整備では、非常に暑い中での

力仕事だった。そこでやることすべてが慣れない仕事

で、最初は戸惑い、地元の人に教えてもらいながらや
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っていた。しかしだんだんとスムーズにできるように

なり、仕事に没頭しすぎて、時間が経つのを忘れてい

た。休憩のときに頂いた麦茶やアイスはとてもおいし

かったし、頑張ってよかったと思えた。渡り初めをし

たときは、自分たちでこんな木道を作り上げることが

できたのかと驚いたと同時に、努力や苦労が報われた

感じがしてとてもうれしかった。ほたる祭りの企画会

議を終え、学校に戻ったあとの準備の一か月はそれぞ

れの班が大変だったと思う。私はクイズ班だったけど、

予定が合わずになかなか集まることができなかったこ

ともあり、結構ぎりぎりになってから準備を本格的に

始めた。 
そして、二回目のフィールドワークを迎えた。子供

が予想よりはるかに少ないというハプニングもあった

けれど、地域の方、子供たちも楽しそうに見えたし、

何より私たちもとても楽しめた。ほたる祭りを企画・

運営する中で、前もって準備することの大切さを改め

て感じたし、たったの１時間を作るのに１か月という

時間をかけるという大変さを感じた。しかし、自分た

ちが創ったお祭りを楽しんでいる子供たち・地域の方

の顔や笑い声で、やってきてよかったと思えた。 
戸沢村は見渡す限り自然であふれていて、地域の絆

も強く、素晴らしい村だと思った。また、地域の方が

「来る者拒まず」と言っていたように、わたしたちを

本当に歓迎してくれて、居心地がとてもよかった。今

回のフィールドワークでわたしは、実際に行ってみな

いとわからないような戸沢村の魅力にたくさん触れる

ことができた。もっといろんな人に知ってほしいと思

った。この貴重な体験で得たものをこれからに生かし、

自分の住んでいる地域について、もっと意識してみよ

うと思う。 

 

地域教育文化学部 真柄 翔子 

今回このフィールドワークを通して行った活動は、

自然と直接触れ合い、地域の方々と交流し、また十五

人のメンバーと一緒に自分たちでイベントの企画・運

営を行うなど、今まで自分が経験したことのないこと

ばかりであった。 
一回目の活動では主に木道整備を行った。暑い中、

地域の方々と協力し合いながら完成させた木道の上を

歩いたとき、すごい達成感を味わうことができた。協

力し合うことの大切さ、また地域の方々の自分たちの

力で村を守っていこうという強い気持ちを感じた。自

分の育った地域では、地域内での繋がりがあまり見ら

れなかったため、戸沢村の地域の人々の繋がりの強さ

に感動し、それと同時にとても重要なことであると思

った。 
二回目の活動では自分たちで企画・運営した、ほた

る祭りを行った。ほたる祭りを通して、十五人という

大人数で意見をまとめる難しさ、前もって準備をして

おくことの大切さなど、学ぶことがたくさんあった。

結果、お客さんも自分たちも楽しむことができ良かっ

た。いつかまた自分で何かを企画する機会があれば、

ここで経験したことを使っていきたい。この日の夜、

ホタルを見に連れて行ってもらった。人生で初めて見

たホタルはすごく綺麗だった。美しい自然と触れ合う

ことができる時間は貴重なものであると感じ、この自

然をいつまでも守り続けていきたいと思った。また、

地域の方々と大人数で食べる、食事の時間はとても温

かかった。まるでみんなが家族のような感じで、ここ

にも地域の人々の間にある繋がりの強さを感じた。 
他にも色々な活動を行ったが、どれも自分にとって

強く心に残っているものばかりである。このフィール

ドワークを通して私は以前より地域との関わりについ

て意識するようになった。地域との関わりを強くして

いくために自分が何をできるのか、今回自分が得たも

の生かして考えていきたいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

医学部 栗田 将人 

私は２回分の活動を通して、コミュニケーションの

大切さを学びました。 
１回目の活動では、主に木道整備をしました。そこ

で私は皆と共同作業をする中で、うまく意思疎通がで

きなかったために失敗したり、逆にうまく意思疎通が

とれたために新しいアイデアが生まれたりということ

を経験しました。また、ほたる祭りの企画会議やその

後の大学での活動では、１５人という大人数で１時間

の企画を一から組み立てていくことの難しさに直面し

ました。私は劇のうちのひとつを企画する班になった

のですが、なかなか全員で集まれる日がなく、結局あ

まり話し合いが進まない状態で本番に臨むという形に

なってしまいました。 
２回目の活動ではこのフィールドワークの本命であ

るほたる祭りが開催されました。そこでは地域の子供

たちや住民の方々と積極的に関わることができ、さら

に祭り自体もとても盛り上がり、自分の中では大成功

でした。ただ自分たちの班は、直前の追い込みでほと

んどを組み立てた感じがあり、成功したから良かった

ものの、一歩間違えたら失敗していたかもしれない状

態でした。そのような状態にならないためにも、もっ

と積極的に話し合いをし、メンバーとコミュニケーシ

ョンをとっていくべきだったと思います。また、幻想
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の森で奇形の巨木をたくさん見たときには、その謎に

満ちた生態に興味がわくとともに、戸沢村に対しても

より強い興味を抱くきっかけになりました。そのほか

にも、もらい湯では地域住民の方々の温かさに直接触

れることができました。そこではお風呂に入れていた

だくだけでなく、軽食を食べたりその家の方と世間話

をしたりと、まるで家族のように接することができて、

とてもいい思い出を作ることができました。 
以上の活動を通して私は、戸沢村に対してより興味が

わくとともに、コミュニケーションの大切さを学びまし

た。これから私は将来医師になることを目指す者とし

て、この活動で学んだことを活かして、医師にとって最

も必要とされる能力であるコミュニケーション能力を

身につけていきたいと思います。 

 

医学部 柳原 直輝 

私はこの４日間の活動を通して、企画・運営するこ

との大変さを学びました。 

 私の選択したフィールドワークでのメインイベント

は地元のお祭りである「ほたる祭り」の企画でした。

１時間という短い祭りですが、地元の方が大勢参加す

るこの祭りをプログラムから司会・進行、自分たちの

出し物に至るまで、すべてを白紙の状態から決めなく

てはいけませんでした。しかも１５人という大人数。

当然なかなか意見もまとまらず苦戦しました。 

 私は、１回目のフィールドワークでどのようなこと

をしたのかを寸劇で披露する担当になりました。与え

られた１ヶ月という短い期間の中、みんなの予定も合

わず、集まれたのは１，２回でした。このままでは間

に合わないと正直思いました。しかし、班長を中心に

みんなが一致団結して、なんとか本番前までに無事完

成させることができました。 

 迎えた本番では、地域の子供たちも来てくれ、大盛

り上がり、私が担当した寸劇も成功に終わり、最後に

行ったほたるに関するクイズでは、この祭り一番の盛

り上がりを見せました。もちろん”幸”齢者の方々に

も楽しんでいただき、祭りは大成功に終わりました。 

 このフィールドワークでは学校に帰った後にもたく

さんのやるべきことがありました。そのほかのフィー

ルドワークの中でも一番大変だったのではないかと思

います。（実際戸沢村の担当者の人も言ってたし・・・）

ですがその分、得られたものはとても大きいと思いま

す。お世話になった戸沢村の方々に感謝しつつ、この

フィールドワークで学んだことを今後も生かしていき

たいです。 

 

工学部 村越 勇希 

私はこのプログラムに参加し、自然の尊さや人の温

かみとともに、過疎地域がどれだけ深刻なものである

のかを強く感じさせられた。 
 一回目の活動では、ホタル池の整備や木道づくりを

行った。私は人見知りをする方であったが、戸沢村の

方々は出会ったそのときからまるで家族のように親し

みを持って接してくださったため、見知らぬ人や土地

に不思議と自然になじむことができた。地域の子供た

ちと一緒になって活動し、泥まみれ・汗まみれになっ

たものの、普段の生活では感じることのできない大自

然に囲まれる感覚が心地よく、清々しささえ感じられ

た。 
 二回目の活動では、このプログラムの主役ともいえ

るホタル祭りを学生のみで企画した。地域の方々を相

手に祭りを成功することができた達成感や、祭り本番

までの約一ヶ月の間、大学で班員と何度も集まり計

画・準備・練習を重ね一つのものを作り上げた経験は

確実に自分を成長させてくれたと思う。また人生で初

めてもらい湯という体験をした。とにかく失礼のない

ようにと気張っていたところ「くつろいでって。」と優

しく声をかけてくれて料理などで歓迎していただき、

いろいろと話をして、家を出るときにはなぜかこの活

動で一番泣きそうになった。 
私はこのプログラムは第三希望であり、事前学習で日

本一貧しい村という情報を得て戸沢村に暗いイメージ

を持っていたため活動が始まるまでは正直のり気では

なかった。しかしこのような人の温かみに触れ、人と人

とのつながりの強さを感じ、何より地域の人々が常に笑

顔で暮らしており、はじめはダジャレかよと馬鹿にして

いた“幸齢者”という言葉が今では全くその通りだと感

じられる。一方、過疎地域であるという面で子供たちの

数が驚くほど少ないことが活動を通して感じられた。こ

の数年で四つあった小学校が一つに合わさったと聞い

たときは本当に村の存続が危うい状況であると再認識

し、この村をこのままの姿で活性化させるために今自分

たちに何ができるのかもっと真剣に考える必要がある

と思った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

工学部 大坂 一平 

私にとって、この四日間の戸沢村でのフィールドワ

ークは、私がフィールドワークを行う前に考えていた

以上に新しいものづくしでやりがいがあり、自分にと

って刺激のあるものとなりました。今までの自分は、

周りに流されるがまま行動していました。そんな自分

を成長させたいと思いほたる祭りというイベントの運
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営に携われるこのフィールドワークのプログラムに参

加を希望しました。ほたる祭りの運営の側に立つとい

うことは、ほたる祭りを成功させるという責任と自分

から内容を考え行動するという今までにない経験がで

きると考えました。私は、今まで面識のない15人が集

まりほたる祭りを運営することは難しいのではないか

と考えていました。しかし、戸沢村の方が用意してく

ださった第一回目の活動を行っているうちに、自然と

皆名前で呼び合うようになり、夜みんなで集まり楽し

く話せるくらい仲良くなりました。 

第一回は主に、木道整備に汗を流しました。戸沢村

の子供達が授業で使うメダカ池へ向かう道を整備した

ことは、自分が戸沢村に協力できた証であり、そして

15人全員の頑張りの成果でした。結果的に途中までし

か木道を作ることができなかったのですが、この続き

は戸沢村の方達が仕上げてくれると聞いて、完成する

ことに喜びを感じました。そして、ほたる祭りの内容

をみんなで話し合い考えました。私たち十五人は積極

的で、ぽんぽんと意見が出てその時間のうちに、ほた

る祭りの大まかな内容が決まってしまうほどでした。

自分もしっかり意見を出せてよかったです。第一回を

終えて、私は教養の劇の担当になりました。ほたる祭

り当日は、第二回のフィールドワークの一日目なので、

教養の劇のメンバーで昼休みや放課後に集まり練習し

あい、本番へ向けて努力を重ねました。 

第二回はほたる祭りの本番でした。時間をかけて練

習してきた分と戸沢村の方達がその日のほとんどをほ

たる祭りの練習に当ててくれたので、緊張もだいぶ和

らぎ、いつもの状態で行うことができました。教養の

劇で、自然を守ることの大切さとホタルの住みやすい

環境について小学生たちに伝えられたと思います。発

表は十五人が理解し合っていたのでスムーズに行え、

戸沢村のみなさんが拍手をしてくれた時は達成感でい

っぱいでした。 

この貴重な経験は自分を成長させてくれてこれから

生きていく中でも役に立っていくと思います。 

 

工学部 大沼 慧 

私が今回フィールドワークに参加した理由は、「コミ

ュニケーション」「企画力」「行動力」をのばしたいと

考えたためです。また、私が戸沢村を選んだ理由は、

私が住んでいる地域の高齢者の方々とは話したり交流

をもったりすることはありましたが、他の地域の高齢

者のかたとは話す機会を持つことはなかったので戸沢

村の幸齢者の方々から何か学べたらと思ったからです。 
 今回のフィールドワークでは沢山の貴重な体験をさ

せていただきました。 
一つ目は、メダカ池の整備です。大きなハンマーで

杭を打ち込みその上に板を固定し、橋をつくる作業を

しました。想像よりも大変な仕事で二日かけても少し

しか作ることが出来ませんでした。また、腰まである

メダカ池に入り水草を抜く作業もしました。ヒルにか

まれたり虫に刺されたりつらい仕事でしたが、頑張っ

ただけ池がきれいになっていくのでとてもやりがいの

ある仕事でした。 
二つ目は、「ほたる祭」の企画運営です。一回目のフ

ィールドワークから二回目のフィールドワークまで、

学校の昼休みや放課後を利用し自分の担当である劇の

準備をしました。しかし、思うように準備が進まず焦

りや不安により逃げ出したくなることもありましたが、

同じ劇担当の友達とあきらめずに準備をして本番を迎

えました。本番では、自分自身楽しむことができ、見

てくれた地域の子供たちや幸齢者の方々に喜んでいた

だけたのでとてもうれしく感じました。この「ほたる

祭」を通して何かを企画運営する大変さと、逃げずに

最後までやり抜く大切さ、そして努力をした分だけ達

成感を得られることを学びました。 
三つ目は、わら細工です。地域の幸齢者の方に教え

ていただきながらわらで虫かごをつくりました。おじ

いちゃんたちしか知らない技があり受け継いでいかな

ければならないと感じました。ほかにも、「もらい湯」

や焼き釜でのピザ焼きなど多くの貴重な体験をさせて

いただきました。そのなかで戸沢村の方々のあたたか

さをとても感じました。 
今回のフィールドワークで戸沢村の方々が戸沢村を

大切にしていることがすごく伝わってきました。その

思いが戸沢村の魅力を引き出しているのではないかと

思いました。また、私が住んでいる地域の魅力につい

てもう一度見つめ直したいと思うきっかけにもなりま

した。今回のフィールドワークで学んだ多くのことを

多くのことを忘れることなくこれからの人生で生かし

ていきたいと思います。 

 

工学部 澤田 京介 

私は、今回のフィールドワークを通してとてもたく

さんのことを考えたり学んだりしました。 
まず、学んだことの１つ目は戸沢村に行ってすぐに

座学で学んだ戸沢村の歴史についてです。主に、戸沢

村は最初３つの村に分かれていたことや戸沢村と角川

村が出来上がるまでの流れについて学びました。その

過程で戸沢村はお金が無いなりに自分たちの力で保険

制度を作ったり創郷大学を作ったりということを詳し

く学びました。学んだことの２つ目は協力して１つの

ことを成し遂げることの気持ちよさです。１回目のフ

ィールドワークの１日目の木道整備の時に、ずっと力

仕事ばかりをしていて結構な肉体的疲労があってやっ

ている最中はかなり辛かったです。しかし、どんどん

木道が整備されていくところを見たりみんなで声を掛

け合いながらやったりしているうちになんだか少しず

つ楽しく感じてきて途中から辛いことも忘れて笑顔で

作業をしていました。そこで、協力することはとても

楽しいことだなと思いました。 
次に、考えたことの１つ目は人を楽しませたいなら

自分も楽しまなきゃいけないのではないかということ

です。私たちは、ほたる祭りで劇とクイズをやりまし

た。そして、３つの班に分かれてそれぞれ準備をして
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いたのですが、私は劇をやりました。最初の方は、私

たちの班は学校で集まっても全然話し合いをせずただ

ただ時間だけが過ぎていました。そして、最後の１週

間くらいにこのままではやばいということになって連

日集まって急いで準備をしたのでほたる祭りの本番で

しっかりと劇が出来るかとても不安がありました。正

直、私は劇の練習をしていても全く楽しくなくただ焦

りだけがありました。しかし、当日戸沢村に行ってか

ら何回も練習して劇が完成していくうちに劇をやって

いる私も楽しくなってきました。そして、ほたる祭り

本番の劇では子どもたちも幸齢者方もとても楽しんで

くれました。私は、このときに私たちが楽しく劇をや

っていたから子どもたちも幸齢者方も楽しんでくれた

のではないかと考えました。もし、私たちが不安に思

いながら劇をやっていたらきっと子どもたちも幸齢者

方も楽しめていなかったと思います。考えたことの２

つ目は子どもとの接し方です。私は、戸沢村に行くま

で子どもと接することがあんまり得意ではありません

でした。ですが、戸沢村に行って子どもたちと遊んで

みたらとても楽しくて子どもと遊ぶのも悪くないなと

考えるようになりました。考えたことの３つ目は戸沢

村の方々の温かさについてです。戸沢村の方々は木道

整備やピザ焼き、わら細工の時などに私が分からない

ことがあって聞いた時には優しく教えてくれたり、と

ても美味しい食事を何度もご馳走してくれたりと、と

ても良くしてくれました。また、私が一番驚いたのは

もらい湯の時です。いきなり家のお風呂に入れてもら

ったのにも関わらず、飲み物やアイスやお菓子などを

出してくれました。どうして、こんなに戸沢村の方々

は温かいのだろうと考えました。 
本当に今回のフィールドワークではたくさんのこと

を考え、たくさんのことを学びました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工学部 林 佑弥 

私がこの活動を履修しようと思った最初の理由

は、ただの単位稼ぎで蛍を見てみたいなと思ったとい

う本当に子供みたいな理由でした。しかし、実際に戸

沢村に行って企画や準備の大変さ、田舎の自然の豊か

さ、戸沢村の人たちの優しさ、グループメンバーとの

友情など本当に数多くのことを学ぶことができて人と

して大きくなれたと感じることができました。 
 最初の二日間は、メダカ保護池設備をメインで活動

しました。活動内容は木道設備とメダカ池の雑草抜き

だったので力仕事なら余裕だろうと思って活動をして

みると木道整備では木材を運ぶときに重くて手が震え、

木材を乗っけていた肩が痛くなって大変だなと感じた。

でも何より雑草抜きは本当に大変でした。根がかなり

深く、太いので全力でいくら引っ張っても全然抜けな

いだけでなく虫がかるく百匹はいる所に腕を肘ぐらい

まで入れていたので両腕合わせて六十カ所近く刺され、

ヒルには血を吸われ、足を取られて転んだりしてこん

なにきついとは思いもしませんでした。しかしこれだ

け大変だからこそ初めて会ったメンバーとも協力して

活動して仲良くなることができ、その後の温泉の気持

ちよさやご飯のおいしさをいつも以上に感じることが

できました。 
 一回目と二回目の間はほたる祭りの劇の練習をしま

した。メンバーの学部やサークルが違うのでみんなで

集まることが難しかったけどみんなで都合を合わせて

夜遅くまで台本を考え、劇の練習をやることでまた一

段と仲よくなることができた。 
 二回目は、このフィールドワークのメインイベント

のほたる祭りです。実際、当日のほたる祭りの日にま

だいろいろと完成していなかったのでほたる祭りまで

の時間でどうにか間に合わせた感じになってしまいま

した。だから祭りが盛り上がらないのではないかなど

不安でいっぱいでしたがほたる祭りはとても盛り上が

って時間が足りなくなってしまいました。私が驚いた

ことは祭りでお客さんが楽しんでくれているだけでな

く祭りを運営している自分自身もとても楽しんでいた

ということです。今まで一度も祭りの運営側をやった

ことがなかったけどこんなに楽しいのかと強く思うこ

とができた。 
今回自分がこの活動を通して感じたことをずっと忘

れないでこれからの人生に役立たせていきたいです。 

 

工学部 沖田 圭太 

今回のフィールドワークでは多くの貴重な体験をす

ることができました。それらを思い返してみると、二

つの事柄にまとめることができました 

一つは戸沢村の自然との触れ合いです。メダカ池の

環境保全活動では木材の運搬などといった重労働だけ

でなく、沼に入って草むしりをするといった初体験の

出来事も味わえました。また、作業中にはメダカやゲ

ンゴロウ、イモリといった普段の生活ではなかなか目

にすることのできない生き物も観察することもでき、

とても貴重な体験でした。そのほかにも、人生で初め

てほたるを見たり、山ノ内杉などを見学したりするこ

とができ、自然の持つ雄大さ、偉大さを直に感じ取り

ました。 

そして二つ目は様々な活動を通しての班員との協力

や地元の方々との交流です。班員との協力では、最初
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は互いに遠慮しがちでしたが、様々な活動を通して打

ち解けていったように思います。特に私たちのプログ

ラムには二回目にほたる祭りの開催があり、一回目か

ら二回目の約一か月間にほたる祭りの準備をするため

に集まったということもあり、ほかのプログラムより

も結束が固まったように感じます。また地元の方々と

一緒に食事をしたり、もらい湯でご自宅にお邪魔させ

ていただいたりして交流することができたのも良い経

験でした。 

最後に、今回の活動を通して思ったこと、考えたこと

が二つあります。一つはフィールドワークでの経験を

これからに生かすことです。このフィールドワークで

はほたる祭りの企画・開催がメインイベントでした。

その活動を通して経験したグループでの活動の難しさ

や知識はこれからの生活においてきっと役に立つよう

に思います。二つ目は過疎地域の魅力をいかにして知

るか、そしてそれをいかに伝えるかです。今回の活動

で戸沢村には素晴らしい魅力があることを知りました。

しかし前もって行った戸沢村についての事前学習では、

村の表面化されたデータや数値にしか目が届かず、そ

の魅力を十分に知ることはできていませんでした。も

ちろん今回の活動の中には大学のフィールドワークだ

から体験できたものもありますが、事前学習では山ノ

内杉などの戸沢村がもつ自然などについての情報もた

だなんとなく見ていただけでした。このことから、戸

沢村のような過疎地域がもつそこだけの魅力をいかに

して知るか、そしてその魅力をいかにして伝えるかに

興味を持つようになりました。まだこれに対する明確

な問いはだせていませんが、まずはフィールドワーク

活動報告会で戸沢村の魅力をしっかりと伝えてきたい

と思います。 
 
農学部 阿部 宏樹 

私にとって、今回のフィールドワークでの戸沢村で

の 4 日間生活はすべてが新鮮なものであった。広大に

流れる最上川、一面に広がる田園風景、そして村の温

かさは一生忘れないと思う。戸沢村で最も心に残って

いる景色は、一日目にメダカ池整備のあと帰りの車か

ら見た夕日だった。半日力仕事をした後でとても疲れ

ていたがその夕日の美しさで頑張って良かったと感じ

た。その時に人が自然の中で暮らすことが本来の姿で、

自然に触れている人はみんなすごく良い笑顔になるこ

とに気づいた。そして、今回のフィールドワークのメ

インイベントであるほたる祭りでは、グループのメン

バーと協力して一つのものを一から作っていく難しさ

を強く感じた。しかし、それがあったからこそ、終わ

った後に大きな達成感を得られた。今まで他人任せで

あったので、初めて感じられたものだった。また、戸

沢村での生活で子どもの存在は最も大きいものだと思

った。フィールドワークでもたくさんの村の子どもた

ちと出会う機会があったが子どもたちがいてくれるだ

けでその場の雰囲気が温かくなった。子どもは元気が

一番であり、私たちは今後その子どもたちがずっと笑

顔で暮らせるような明るい社会を作っていかなくては

ならない立場であると責任を感じた。都会では地域の

つながりが希薄化している。しかし、村ではすべての

世代が協力して生活をしている。どちらの生活が良い

のかを一概に決めることは難しいが今回戸沢村で生き

生き暮らしている人々を目にしたときに私は自由に人

間らしく暮らせる村での生活をしたい。私はこのフィ

ールドワークに参加していなければ戸沢村を一生訪れ

ることはなかったかもしれない。訪れなくても現在で

はインターネットですべて調べることができる。しか

し、訪れたことで新しい発見がたくさんあった。自分

の目で見なければ発見できないものはこの世界にたく

さん存在すると思う。私は世界中を自分の目で見て考

えていきたいと思った。最後に私は今まで人生は何も

しなくても勝手に進んでいくものであると思っていた。

確かにどんなことをしても時は止まることなく進んで

いく。しかし、人生を豊かなものにするには自分から

進んで行動する必要があると強く感じた。何かをする

時に色々考えて行動できないより、今後は何も考えず

にぶつかっていきたい。特に大学生はまだこれからど

んなことにも挑戦できる。今この時間を無駄にするこ

となく生き、そしてたくさん失敗していって様々な経

験を積んだ幸せな大人になりたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農学部 佐々木 真子 

私が、今回最上のフィールドワークに参加しようと

思ったのは、大学に入ったら積極的に行事に参加して

いこうと考えていたからだ。そして、この戸沢村を選

んだ理由は行事の企画・運営をすることが出来るため

であった。私は企画・運営をしたことがなく、むしろ

そういったことから逃げてきた。しかし、自分の中で

は「いつか自分が担わなくてはならない時が必ずやっ

てくる。」と考えていたのでその第一歩として自分が苦

手としている分野が組み込まれているプログラムに自

ら飛び込んだ。 

 ほたる祭りの企画会議で私は意見をまとめる難しさ

を知った。様々な意見が飛び交う中でみんなが出して

くれた意見を尊重しつつもその中からよりいいものを

抜粋し、かつみんなが納得しなければならないのはな
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かなか大変なものであった。なんとか発表するものが

決まり、残り一ヶ月間は三グループに分かれての活動

であった。他のグループ同様私達も準備をギリギリか

ら始めたことが反省点であった。頭ではみな「やらな

ければ。」と思っていても行動に起こす者は少なかった

と思う。考えるだけで行動しないのは考えていないこ

とと同じだ、と高校の時に言われた言葉を思い出した。

次回からは余裕をもって準備をし、万全の状態で行事

に向かいたい。それでもほたる祭りは成功に終わり一

安心であった。 

 確かにこのプログラムのメインはほたる祭りの企

画・運営であったが、ほかにも行事は盛り沢山であっ

た。幸齢者の方々はプログラムを組み直し、私達によ

り多くのことを経験させてくれた。なによりこのプロ

グラムのいいところは地域の方々とのキョリが近いこ

とだと思う。そのためか四日間という短い期間であっ

たが私は村の人々にとても親近感が沸き、大好きにな

っていた。せっかく繋がった縁なのでこの関係を大切

にしたいと思う。九月にこのフィールドワークの発展

系として移動式のピザ釜作りがあるそうなので是非参

加したい。 

 この活動だけでは村の活性化に繋がらなかったかも

しれないが、少しでも盛り上げることが出来たのなら

幸いだ。今回フィールドワークに参加したことで私は

他の村にも行ってみたいと思った。そして地域の人々

とどのようにして地域を盛り上げていったらよいかを

話し合ってみたい。このようにして大学生と地域の

人々が手を取り合い人の輪が広がっていけばいいなと

思う。 
 

農学部 佐々木 真子 

私はフィールドワークを通して考えたことは「団体

行動の難しさ」と「一からの企画・運営の難しさ」で

す。私は班長をしていて考えさせられました。今回の

我々のメインイベントである「ほたる祭り」の企画会

議の時であります。ゼロからのスタートで１５人とい

う人数の意見をまとめ、進行し、１つのものを構成す

るというのはとても難しかったです。自分ではうまく

いかなかったと感じましたが、班の仲間が支えてくれ

たおかげで助かりました。 
 また、ほたる祭り当日。私は劇の企画を担当してい

ましたが、一緒に担当していた仲間と予定を合わせる

ことが出来ず、大学内でもなかなか話し合うことが出

来ませんでした。もし、本番前の６時間がなければ我々

の企画は失敗していました。 
よって、私はもっと事前に予定を立てスムーズに企画

を運べるようにしておく必要がありました。 
 私はこのフィールドワークを自然に触れ、普段体験

できないことをするというものだと考えていました。

しかし、実際にはフィールドワークを通して得られる

ものはこれからの大学生活、社会生活において活かす

ことのできる経験だと思います。老若男女問わず幅広

い人に対応できるようなコミュニケーション力。その

場で多くの人と会話がすることが出来、幅広い交友関

係がこの先築くことが出来るでしょう。 
 ゼロからという条件でもスムーズに運営できるよう

な企画力。今回は１ヶ月という期間で会議を行いまし

たが、この先もっと短い期間で企画を考えなければな

らないことがあるかもしれません。正直今回の企画に

よって私は少し自信がつきました。もし、これからグ

ループでの会議があったとしたら、先ほどのコミュニ

ケーション力を利用し、積極的に意見の発言をします。

そして、この企画力を使いその企画を成功させるよう

導きさせてみせます。 
 最後に、このフィールドワークを終えて思ったこと

として、山形大学の特色としてある「地域に根ざす」

ということが出来た気がしました。私はそんなことを

してみたいと思いこの大学に入ろうと決めました。ま

だ、入学して半年もたってはいませんが、私は「この

大学に入ってよかった」と、思っています。これから

もこのような講義があるのならば積極的に参加してい

きたいと考えています。 
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里山保全と山菜料理 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：戸沢村 

 

○講   師：田舎体験塾つのかわの里事務局スタッフ及び角川地区の講師 

   

○訪 問 日：平成 28 年 5 月 28 日(土)～29 日(日)、6月 25 日(土)～26 日(日) 

 

○受 講 者：大竹 奈緒（記録）、高田 圭介（発表）、丸山 佳那（発表）、大嶋 ゆきな（発表）、 

河野 樹（記録）、小松 将（記録）、近藤 晴希（発表）、三浦 篤史（発表）、 

前野 陵介（発表）、高橋 千尋（発表）、土金 園佳（発表）、八木橋 美里（発表）、

渡邊 唯（学生サポーター）、佐藤 奏絵（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２８日（土） 【１日目】６月２５日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 オリエンテーション 

   （自己紹介、角川地域の概要説明、体験プロ

グラム・日程の説明） 

10:30 そば打ち体験 

12:00 昼食 

13:00 里山自然観察・山菜採り（わらび、こごみ 

    うど、ウルイ等） 

16:20 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 体験プログラム・日程説明 

10:20 山菜採り（みず・ふき等） 

11:20 山菜料理つくり（みず汁、みずのたたき、ふ

きの肉巻き、たけのこ御飯） 

12:20 昼食 

13:20 杉林の除伐・間伐（手のこぎり使用、杉林の

中の雑木の伐倒、杉の間引き） 

16:20 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

【２日目】５月２９日（日） 【２日目】６月２６日（日） 

09:00 戸沢村農村改善センター集合 

09:10 山菜料理の説明 

09:20 山菜料理つくり（うどの炒めもの、灰汁だ 

    しわらびのおひたし、ぜんまいの炒めもの、

わらびたたき、こごみの和え物、うるいの

味噌汁、うるい・きゅうりの漬物） 

12:00 昼食 

13:00 柿崎製材所の見学（木材利用形態の学習） 

13:30 杉林の見学及び杉の枝打ち（高枝鋸使用） 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター出発 

18:00 山形大学着 

09:00 戸沢村農村環境改善センター集合 

09:10 体験内容・日程説明 

09:20 炭焼き材料調達 

（ならの木の伐倒、小間切り、木割り、材料

運搬） 

炭窯へ材料投入 

12:00 昼食 

13:00 木工細工 

   （工作キッド使用） 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センタ－発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 大竹 奈緖 

私はフィールドワークとして戸沢村で計四日間活動

した。中学生の頃、学校の野外活動で訪れていたため、

私が戸沢村を訪れるのはこれが初めてではなかった。

仙台の学校、山形の大学、戸沢村では外から人を、特

に若者を呼ぶプログラムを積極的に行っていると感じ

た。それと同時に戸沢村の人に若者があまり見られな

いとも感じた。 
 今回のプログラムは「里山保全と山菜料理」という

ことで、枝打ち・薪割り・炭焼き見学・山菜取り・山

菜の調理などを行った。活動のほとんどが山の中で行

われた。枝打ちや間伐、薪割りはのこぎりや斧を使う、

大変体力がいる作業だと感じた。一方山菜取りは力が

要らないのではと思わせながら、きつい山道を奥へ奥

へと進んでいかなければならなかった。これもまた、

体力のいる作業だと感じた。しかし、きついことばか

りではなかった。山菜料理作りは、普段あまり食べる

機会のない山菜の調理法を学べる貴重な機会となった。

味も美味しく、家でも作ろうと思うほどだった。二回

目に行った工作では小学生の頃に戻ったような懐かし

い気持ちになりながら、自然のもので新しいもの作り

出す楽しさを学んだ。 
 これらの体験を通して林業の大変さとやりがいを学

んだ。戸沢村には若い人材が不足している。高齢の方

がこの体力のいる仕事を行っていくには限界があると

感じた。もっと若い人に戸沢村に、林業に、興味を持

ってもらう工夫が必要だと思った。そのために、まず

国が動く必要があると考える。戸沢村の方のお話で、

木や蕎麦などが売ってもあまりお金にならないと聞い

た。お金にならない職業に興味をもってもらうのはな

かなか難しい。国が第一次産業就業者に対する保障を

手厚くすれば若者に興味を持ってもらえるのではない

かと思う。そして戸沢村としても、小中高大の学生の

プログラムを、一過性のものではなく、継続して戸沢

村に、第一次産業に触れ合えるものにしていく必要が

あると考える。 
私もこのフィールドワークで学んだことを活かして、

今自分に出来ることをしていこうと思った。まずは、第

一次産業についてもっと詳しく調べてみようと思う。 

 

地域教育文化学部 高田 圭介 

私は、このフィールドワークで「里山保全と山菜料理」

というプログラムに参加してきました。この四日間のフ

ィールドワークを通じて感じたことは二つあります。 

一つ目は、若い力の必要性を感じました。山菜採りの

際、山の道の荒れや暑さなど、さまざま運動している自

分でもしんどく思う時がありました。村の人の話を聞く

と、本来はもっと急で険しいところで山菜採りを行うと

のことだったので、年配の方にはきつい作業なのではな

いかと感じました。なにより一番若い力の必要性を感じ

たのは、枝打ちや間伐などの里山保全の活動です。山菜

採り同様、山での作業や、長いのこぎりやチェーンソー

を使っての作業は、とても疲れたし、人手が必要だと感

じました。これらのことから、戸沢村の自然の恵みや

山々の美しさ、良い木材作りをこれからも残していくた

めには、若い人たちの力が必要だと感じました。 

二つ目は、どのように若い人たちを戸沢村に呼び込む

のかということです。先述した若い力の必要性。しかし、

戸沢村は高齢者の方が多いのが現状です。どのようにし

て若い人たちを戸沢村に呼び込むのか、自分なりに考え

てみました。戸沢村では、小中学校の野外活動の受け入

れや、地域おこし協力隊による夏祭りなど、若い人たち

を呼び込む取り組みが行われています。そういったこと

をきっかけに、また来ようというリピーターを獲得でき

るかがカギだと思います。戸沢村の魅力は、食だと自分

は思います。山菜料理や蕎麦など普段の生活では味わえ

ないと思うので、食を主体としたイベントを行えばいい

のではないかと感じました。 

今回の活動を通じて、山菜のおいしさや自然の豊かさ

など普段なかなか感じることのできない経験をしたと

ともに、戸沢村のみならず高齢化の進む山村での若い力

の必要性というものを、身をもって学ぶことができまし

た。自分は将来教員になろうと考えています。こういっ

た地域では、教員も地域の魅力を子ども達に教え、共に

学んでいくことも若い人を地域に残す取り組みなので

はないかと感じます。 

最後になりますが、今回指導してくださった安食さん

をはじめとする戸沢村角川の皆さんやグループのみん

なに感謝しています。四日間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 丸山 佳那 

戸沢村での 4 日間のフィールドワークを終え、私が

一番印象に残っているのは、戸沢村に住んでいる人た

ちは自分の故郷のことが本当に好きなのだな、と感じ

たことである。 

 私たちは、4 日間の活動の中で様々な活動をした。

その中でも、山菜料理を教えてくださったミカさんと、

民泊をした田中さんのお母さんから山菜や、山に関す
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る知識を聞き、二人が自分の住んでいるところに対し

ての関心の高さに驚いた。私は、仙台に住んでいるが、

仙台についてあまり考えたことがなかった。戸沢村に

比べ、仙台は自然がそこまで多くなく、それほど周辺

に生えている草木などの植物に目が行くことも少なく、

「四季」というものを強く意識することもなかった。

しかし、二人のことを見て、その態度を改めなければ

ならないなと思った。 

 また、中学生の頃に、野外活動に訪れたことがあっ

た戸沢村だが、今回改めてその素晴らしさを再認識し

た。そして、同時に、戸沢村に若者がいない問題が深

刻化していることを聞き、より多くの若者に私のよう

に野外活動や、フィールドワークなどの活動を通して、

戸沢村の良さを知ってほしいと思った。戸沢村では、

林業や農業でたくさんの労働力が必要である。しかし、

現在は高齢化が進み、里山保全が十分に行われていな

いということを聞いた。今回のフィールドワークでは、

何度も山の中に行って自然と触れ合ったが、水の音や

森の緑が本当にきれいであった。一度訪れれば、みん

な戸沢村を好きになると思う。より多くの若い人たち

に戸沢村の魅力を知ってもらえれば、若い人たちが戸

沢村で働きたいと思う人も増えるのではないか、と思

った。 

 全体の活動を通して、私は戸沢村に住んでいる人た

ちのやさしさも、村の魅力の一つだと思った。1 回目

に民泊した田中さん宅は、以前にも訪れたことがあっ

たが、私のことを覚えていてくださり、2 回目に民泊

した田中さん宅は、私たちが家についたときにすでに

布団とお風呂の用意をしていてくださった。二人の私

たちへの気遣いとおもてなしの温かさにとても感動し

た。自分がいずれ誰かをおもてなしする機会があれば、

二人のお母さんのことを思い出し参考にしたいと思う。  

最後に、今回のフィールドワークは私にとってたく

さんの学びが発見できたとてもいい機会であった。ま

た、戸沢村に訪れたいと思う。 

 

地域教育文化学部 大嶋 ゆきな 

今回の二回にわたるフィールドワークもがみで、戸

沢村の歴史や魅力を知ると共に、今の村の課題もいく

つか発見しました。 

まず、戸沢村の魅力として豊富な種類の山菜があげ

られます。私の実家は平野にあったので、山菜につい

ての知識はほとんどありませんでした。なので、今ま

ではただの雑草だと思っていた草の多くが山菜として

食べられるものだったと知ったときはとても驚きまし

た。また山菜料理に、天ぷらや炒め物など調理法が意

外にも多くあるということにも驚きました。民宿でも

普段村の方々が食べていらっしゃる山菜料理を作り、

食べさせてもらい、山菜には特有の下処理作業がある

ことや、一つの山菜に様々な調理法があるということ

を学びました。他の季節の山菜も調理したいと思いま

す。 

もう一つの大きな魅力として、豊かな自然があげら

れます。御池にはモリアオガエルやルリイトトンボな

どの貴重な動物が生息しています。また、長倉の大杉

は樹齢1200年を超えており、山形県指定の天然記念物

となっていると教わりました。フィールドワークとし

て今回は杉の枝打ち、森林の除伐・間伐をやらせても

らいましたが、数時間だけでも本当に大変な作業でし

た。杉の間伐を行うことには、通風確保、病害虫発生

の防止、下草の生育を促進し土砂の流失を防止するな

どの目的があるそうです。良質な木を育てるために欠

かせない作業ではありますが、村の人々だけでやって

いくのは厳しく、もっと若手の力が必要だと身をもっ

て感じました。また、手間暇をかけて木を育てている

がなかなか高く売れないということも問題だと伺いま

した。 

木を運ぶための道路整備などは、県か国に相談し、

行ってもらうほかないのではと思いました。ですが、

若い人に村に来てもらえるよう働きかけることについ

てはできることはあります。仙台の小学生が課外授業

で戸沢村に来たとき、農業・林業体験を行っていると

聞きましたが、そこに山菜採りも加えるとより良いと

思いました。また、春・秋に行われる旬の市を更に広

く宣伝し、そこで山菜を使った料理教室を開くことも

集客につながるのではと思います。実際に私が今回こ

ちらのフィールドワークを選んだ理由が、山菜料理作

りの企画があったからということなので、そういった

戸沢村ならではの魅力をより活用し、広く宣伝するこ

とが大事なのではないでしょうか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 河野 樹 

私は、今回このプログラムに参加し、戸沢村角川地

区の方々の生活を体験することで、山菜の知識や調理

法、山の恵みを様々な角度から利用する工夫について

学ぶことができた。角川地区の方々は、様々な知恵と

技術を持っていて多方面から山の恵みを利用している

と感じた。特に、今回、私たちの活動を担当してくだ

さった安食さんは、山菜の収穫から料理、炭焼き、木

の除伐、枝打ちなど非常に多くの場面でお手本となっ

てくださり、その力に驚いたと同時に、このくらいの

ことができなくては戸沢村で生活していくことは難し

いと伝えているようにも感じた。振り返りの際におっ
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しゃっていた、これでも山の資源の 1 割も利用してい

ないという言葉が印象的だった。 

活動を通じて、私自身が角川地区で特に課題として感

じたことは、地域の方々の高齢化である。これは様々な

農村地帯で言われていることだとは思うが、今回私たち

のサポートをしてくださった方、活動中に村で出会った

方、民宿の方などほとんどが高齢の方であったのは事実

である。私はこの地区に若者が集まるような魅力はない

のかと考えた。しかし、事前学習で調べたふるさと納税

には、特産品だけでなく、幻想の森散策や最上川下りな

どの特典がある。7月には角川サマーフェスというイベ

ントがあることも教えてくださった。また、一日目の活

動中、戸沢村に体験学習をしにきた子供たちに出会っ

た。子供たちは、私たちが行っていたなめこの植菌に興

味津々だったので一緒に活動をした。さらには自分たち

が今まで行った活動について楽しそうに話をしてくれ

た。そば打ち体験をしたそば屋には小さな女の子がい

て、お店のみなさんやお客さんからとても可愛がられて

いた。このような様子から、戸沢村には子供たちも楽し

める魅力は確かにあり、村の方々自身も、高齢化を感じ、

子供や若者と出会うのを非常に心待ちにしているのだ

と考えた。しかし、これらは現地で感じることができた

ものであり、普段の生活においては知ることができない

ものである。そのため今回のように戸沢村に訪れた私た

ちが直接感じた魅力について周りと情報を共有したり、

戸沢村の公式 SNS などを立ち上げ宣伝したりすること

が有効であると考える。確かに存在する戸沢村のたくさ

んの魅力を知ってもらうことから始めることで、さらな

る地域の活性化につながると主張する。 

 

地域教育文化学部 小松 将 

私は今回このプログラムに参加して、戸沢村角川地

区で計 4 日間のフィールドワークを通して里山を利用

し、手入れすることの大変さやそれを行う人手不足の

深刻さを知った。このことを特に痛感したのは山菜の

利用と村の林業である杉林の手入れである。 

 まず山菜の利用については村の人の話によると村で

採れる山菜全体の 1 割も利用出来ていないかもしれな

いということだ。戸沢村には数多くの種類の山菜が生

育し、村の人たちはそれを今に至るまで利用し続けて

きているのはすごいことだと思う。実際にプログラム

で、自分たちで山菜を取りに行き、さらに自分たちで

料理したことでこれらは簡単なことではないと思った

が受け継いでいくべき知識と技術だと思った。しかし、

それを存分に利用出来ていないのはもったいないと感

じる。 

 次に村の林業である杉林の手入れについては除伐・

間伐や枝打ち、地面の草払いを行い80年かけて育てた

杉もあまり高値で取引されていないという現状がある。

木材の品質向上のためにも除伐や間伐、枝打ちは欠か

してはならない作業である。しかし上述の山菜の利用

にも共通して言えるが、これらの作業を行っている人

のほとんどが年配の方になってきているということだ。

今回山菜採りに行った場所は現地の人からするとそん

なに険しくないといっていたが、それでも山菜を採り

に行ったり杉林の手入れをしたりするのは結構な重労

働になると感じた。 

 現在角川地区の人口は約 900 人程だが今回の活動で

感じたのは年配の方以外の労働力となる人手が少ない

のではないかと感じた。これから先の角川地区に必要

なことはこれらの作業を行える若い労働力の育成をす

ることではないかと考える。今現在山を管理している

人たちができなくなった時にその後を継げる人がいな

いと山が放置され、利用する人がいなくなってしまう。

そうならないためにも後継者を育成するのは必要なこ

とだと思う。後継者を育成し里山を管理することで戸

沢村の豊かな自然を維持していくことにもつながると

考える。そのためにも地域内だけでなく県内外の人々

に戸沢村でできる体験やイベントを経験してもらい興

味を持ってもらうことがこれからにつながる第一歩に

なると私は考える。 

 

地域教育文化学部 近藤 晴希 

今回、4 日間のフィールドワークを通し、戸沢村に

て様々な体験をした。そのなかでも特に私の印象に強

く残っているのは、山菜採り、山菜料理作りである。

これらの体験は第一回、第二回ともに行われ、普段な

かなか食卓に並ぶことのない山菜を料理するだけでな

く、材料の調達から行うことで、自然の恵みの豊かさ

や、それを最大限に活用している地域の方々の知識の

深さを感じることができた。 

 中間学習にて、私は山菜の栄養価と、山菜のもつ発

がん性物質について調べた。その結果、山菜には野菜

同様、食物繊維やビタミンが豊富に含まれていて、さ

らには抗酸化作用があるなど、がんの予防になる成分

までもが含まれているなど、健康に良い点が多くある

ということが分かった。また、発がん性物質について

は、山菜のあくに含まれているものが多く、あく抜き

をすることであまりに過剰に摂取しない限り人体に影

響はない程度まで取り除かれるため、山菜を普通に調

理して食べる分には身体に良いことしかないのだと分

かった。 

 実際の体験と中間学習を通して、私は、山菜を採れ

る地域における家庭料理での利用のみに留まらず、病

院や学校給食にも利用し、病院患者や子供たちの健康

維持、促進につなげていくべきだと考えた。戸沢村で

は山菜が豊富に採れる一方、人口減少や高齢化により、

これらの山菜を持て余してしまっているという。しか

し、山菜の利用の幅が拡大することで、現在誰も手を

つけていない山菜の生息地を利用しようと考える組織、

団体が現れ、戸沢村の豊富な山菜を余すことなく利用

できることが考えられる。 

また、山菜には独特の苦みや食感があり、そのため山

菜が苦手だという人もいる。しかし、この問題について

は、山菜料理作りを通し、味付けや調理の仕方でそれら

の苦みや食感を抑えることができるということが分か
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ったので、今後、山大との連携で、私の所属する地域教

育文化学部の食環境デザインコースが誰でも好き嫌い

なく食べられるようなレシピを考案し、県内の病院や学

校に提供することで、先に述べたような山菜料理の利用

が実現されていくと考える。 
 

地域教育文化学部 三浦 篤史 

私は今回、戸沢村の角川という地域でフィールドワ

ークを行った。計４日間にわたりその地域の生活や文

化について聞いたり、実際に作業をしたりと充実した

フィールドワークとすることができた。最近テレビで

は村落の過疎化が進んでしまっているとよく聞き、都

市に比べて便利が良くないのは確かにそうかもしれな

いが、私は実際に訪れたことで良い面を見出せること

ができた。 

地域の方々全員がとても温かく私達を迎えて下さる

ことで終始穏やかな雰囲気で活動を行うことができ、

村の方々同士でも仲が良く非常に横の繋がりが強いな

と感じた。これは都会にはない素晴らしい事だと思っ

た。人との関係をうまく築くことが得意ではないので

すが、温かく接していただき非常に話しやすかったの

で私も人付き合いをうまくできる人間になりたいと感

じた。 

 今日の課題としてはやはり過疎化が進んでしまって

いるので農業の担い手や林業の担い手が少なくなって

きてしまっているということだった。その解決に向け

角川では私達が今回行ったような体験を小中学生にむ

けても積極的に行い、今の若者に現状を知ってもらっ

た上で興味を持ってほしいという願いを込め、活動を

行っているそうだ。実際に地域起こし協力隊の方も丁

度来られていて地域のことのみならず大学での勉強の

みならず様々なことを様々な視点で捉えられるような

人間になることが大切だというお話をしていただいた。 

 私は今回の体験を通してその地域における豊かな自

然や伝統的な文化など都市にはない魅力をもとに林業

や農業など生活の土台となる産業をこれからも発展さ

せていかなければならないと感じた。角川が積極的に

行っているような過疎地域の素晴らしい魅力を発信し

続けることが重要であるとともに都市との連携を強く

し今よりも過疎地域での活動や祭りなども活発にして

いくことでより地域の個性を生かした村づくりができ

ると考える。 

私自身、山にはいって山菜を採る、木を実際に切っ

てみるなど初めての体験ばかりでしたのでとても楽し

かった。ホタルが見れるのを楽しみにしていたが残念

ながら見ることはできなかった。しかしその代わりに

みた夜空満点の綺麗な星は今でも目に焼き付いている。

また、何らかの機会で角川を訪れてみたい。 

 

工学部 前野 陵介 

私は２回分の活動を通して、都市化により現在では

あまり気付かれていない里山の魅力や価値を学ぶこと

ができた。また、里山保全のためにはどのようなこと

が必要か考えることができた。 

 １つ目に、プログラム名にもある山菜である。２回

のどちらにおいても山菜を実際に採り、料理をする活

動をした。山菜は山奥にあり採りに行くまでのルート

も大変であったが、さらに見分けるのも苦労した。山

菜を見分けるにはそれなりのセンスが必要なことが実

感でき、やっと見つけた時の感動も大きいものであっ

た。料理では山菜の下処理から行った。山菜は特殊な

下処理が必要なものが多くあり、そのやり方を教えて

いただいた。実際に食べるととても美味しく、これが

里山の魅力であるとすぐに感じた。 

 ２つ目に、林業である。製材所見学、枝打ち、木割

り、炭焼き、木工細工の活動をした。 

見学では、林業で働いている方に話を聞いた。長い

期間で物を見る大変な業界でも楽しく仕事されている

様子が印象深く思った。枝打ちや木割りでは林業が根

気や体力を必要とするということを実感でき、炭焼き

や木工細工では実際の利用を体験から見ることができ

た。里山には木材がたくさんあるということは当然だ

が、むしろこれこそが価値であるということが分かっ

た。 

 里山の２つの魅力や価値を学び、私は里山保全のた

めに若い力が必要であると考えた。山菜は需要や労力

の関係から全体の１０分の１しか採られていないと言

われ、また林業では高齢化した里山地域で労働力が足

りていないそうだ。これらの問題に対して若い力は労

働力となる。それだけでなく SNS の利用が多い年代で

あるから、里山の魅力や価値の発信や山菜の難しいと

言われる見分け方や下処理の情報も共有することがで

き、需要も増やすこともできると考える。まず、若い

力を集めるために具体的に今まで以上に体験プログラ

ムや農家のホームステイを充実させるということが挙

げられる。実際にやるのとやらないのとでは、天と地

の差できっかけは何よりも重要だと感じたのでぜひ他

の方にも体験してもらいたい。個人としてもこれから

も先導を切って戸沢村に祭りやボランティアや山菜採

りでたくさん関わりたいと思う。小さい心の変化やそ

こからの行動でも状況は変わると考える。 
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農学部 高橋 千尋 

私は戸沢村に行って様々な体験をしてきました。主

に行った活動は山菜料理と里山保全のための活動です。 
山菜料理では、まず材料となる山菜を山から採って

くることから始まります。険しい山道を登りその先に

目的の山菜がありました。私はこんなに急で足場の悪

いところを歩いていくのは大変だと感じました。しか

し、地元の方は今回私たちを連れて行ってくれた場所

はそんなに大変なところではなく、もっと奥まで行く

ことがあるとおっしゃっていました。山菜それぞれに

その山菜の特徴を活かした調理法や、一つの山菜でい

くつもの調理法がありました。それは普段から山菜を

食べている地元の方々だからこそ知っていることだと

思います。この山菜料理を多くの人に食べてもらいた

いと感じました。そこで私はまず地域の公民館などで

料理教室や体験をして貰うのが良いのではないかと考

えました。幅広い年齢の人に来てもらえると思うし、

戸沢村のことを知ってもらえる機会にもなると思いま

す。この体験教室を通して今度は戸沢村に行ってみよ

うと来てくれた人たちに思ってもらうことが大切です。

山菜の栄養豊富な魅力やそのすばらしい山菜が採れる

戸沢村を伝えられると思います。 
里山保全の活動では、枝打ちや杉林の間伐・除伐を

行いました。実際にのこぎりを使ってやってみると力

がいる作業でした。森はとても広く、私たちができた

場所はほんの一部です。私はこの活動をするまで森は

そのままにしていても害はないし、伐採しなければ木

が減る心配はないからそれでいいのではないかと思っ

ていました。しかし、木はそのままにしておくと虫が

大量発生して枯れてしまうし、森の中が暗くなってし

まい背の低い植物がうまく育たなくなってしまいます。

人の手を加えきちんと管理しなければ森を守ることは

できないことを知りました。若い人の力と人手が必要

だと思います。地元の若い人たちに進学などで村を離

れてしまっても、就職の時にまた戻ってきたいと思わ

せることが大切だと思います。 
私はもがみで体験することの重要さを感じました。

体験したからこそ見えてきた戸沢村の課題があるし、

伝えたい魅力を発見しました。これから何事にもチャ

レンジし体験していきたいです。 
 

農学部 土金 園佳 

私はフィールドワークで戸沢村に行き、4 日間の活

動を終えた。地元は栃木県のため田や森は多いが、こ

れほどまでに緑に囲まれた村に訪れたのは初めてのこ

とであった。短い活動期間の中で得られたことは数多

くあるが、その中でもプログラム名となっている「里

山保全」と「山菜料理」について述べる。 

 里山保全の活動として特に印象に残っているのは、

枝打ちと間伐である。木材が高く売れない今、製材し

たときに節が現れないようにし、商品価値を高めるた

めに必要となってくる作業が枝打ちだ。自分の背より

も高い場所にある枝を、長いのこぎりを使って切り落

としていく作業は想像していたものよりもハードで、

切るべき枝を探し、上ばかり向いていた私は何度も足

をとられそうになった。また、間伐には不良木を伐倒

し、良木の成長を促進するという目的がある。植林の

際は10aあたり270本あった杉を、最終的には80本に

まで減らすという話を聞いて驚きともったいなさを感

じたが、その分高く売れる木ができる。植えた木を収

穫するのは80年後、と大変先の話になる。だからこそ

里山を守っていく林業を衰退させてはならない。今回

の体験では手作業であったため力の要るものであった

が、近年は機械化が進み、女性も働ける環境になって

きているそうだ。林業は男性の仕事、という概念を捨

てることが大切になってくるのではないだろうか。 

 山菜料理では自ら材料を収穫するところから始まっ

た。湿地に存在する山菜を採りに行くために険しい道

なき道を進む過酷さを味わったが、村の方たちはより

一層急な斜面を登っていくと聞き、衝撃を受けた。こ

れまで無知であった私は今回の活動で多くの山菜の名

前や調理方法を知り、好きになったため、他の多くの

人にもこのような体験をしてもらいたいと思った。そ

して日本国内だけではなく、山菜を知らない諸外国に

まで視野を広げることで戸沢村の経済発達に繋がると

考えた。 

4 日間の活動を振り返り、戸沢村は労力の必要な作

業を高齢者が行っているという問題があることに気づ

いた。戸沢村を知ってもらう機会を増やし後継者を育

成していく必要があると私は考えた。 

 

農学部 八木橋 美里 

私がもがみで一番に考えたことは、林業である。私

たちは、プログラムで杉の枝打ち、除伐・間伐を体験

した。体験して率直に感じたことは、かなりの重労働

だということと管理が行き届いていない場所がたくさ

んあるだろうということだ。戸沢村の中でも私たちが

訪れた角川地区は四方を山に囲まれている。そして人

口は、約 900 人となっている。林業従業者の高齢化も

あり、林業は衰退している現状がある。この状態で山

を管理できていると考える人は少ないだろう。 

 衰退の要因として考えられることに、林業従業者の

減少・高齢化のほかに重労働であることも原因となっ

ていると考える。女性も働くのが当たり前の時代とな

っているが、重労働であるので進出が難しいと考える。 

 しかし一番の要因は、金銭面だと考える。林業の中

でも今回体験した杉林は、最初は 200 本ほど植えられ

るが、間伐をして最終的には80本程度にまで減らさな

ければならない。一度に木を減らしても森林の光の入

り具合や風通しなど林の環境が良くならない。さらに、

一度に減らしたとしてもその全てが良いものに育つ保

証もない。よって、最低でも4、5回に分けて間伐・除

伐しなければならず、手間がかかる仕事である。間伐

した木も売るが、高くは売れない。労働と金額が釣り

合っていないという問題がある。 

 戸沢村の林業を改善するためにはまず、若者の力が
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必要である。しかし、人口は減少し高齢化が進んでい

る戸沢村で賃金の少ない林業に従事しようと思う人は

なかなかいないだろう。解決するには、木の価格を上

げることが考えられる。最近お米や果物などにあるよ

うに、木もブランド化をすることができれば価値が上

がると考える。例えば、戸沢村で育てたことでしかで

ない良い香りがする木を育てるなどある。 

 さらに、女性の林業の世界での活躍も必要だと考え

る。今、新たな林業として樹液でメープルシロップを

作るというものもあると聞いた。このような新たな林

業が広まると女性も活躍しやすくなり、活性化につな

がる。 

よって私は、金銭面が解決すると従事者数も自然と

増えると考える。稼ぐことができたら若者で働きたい

と思う人も出てくる可能性があり、地元に戻ってくる

人が増えると地域も活性化する。加えて、今の時代に

合った新たな林業というものも生み出すことが必要だ

と考える。 
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夏秋野菜の栽培と郷土料理 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：戸沢村 

 

○講   師：田舎体験塾つのかわの里事務局スタッフ及び角川地区の講師 

   

○訪 問 日：平成 28 年 6 月 11 日(土)～12 日(日)、7月 9日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：面川 きらら（記録）、吉田 晃太郎（発表）、長世 美由希（発表）、木村 恵理 

（発表）、縄田 晴美（記録）、原田 裕平（記録）、大石 大輔（発表）、熊岡 大輔 

（発表）、伊藤 祥子（発表）、菊田 将太郎（発表）、佐藤 真菜（発表）、平塚 貴弥 

（発表）、熊田 香（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月１１日（土） 【１日目】７月９日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センタ－着 

10:10 オリエンテーション 

   （自己紹介、角川地域の概要説明、体験プロ

グラムの説明） 

10:30 そば打ち体験 

12:00 昼食 

13:00 夏野菜畑つくり 

苗の定植 

   （ナス・トマト・きゅうり・いんげん・ 

    ピ－マン・しそ等） 

16:20 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 野菜の収穫（なす・とまと・きゅうり・いん

げん・ピーマン・しそ） 

10:40 郷土料理つくり 

    （しそ巻き・笹巻き・なすの炒めもの・い 

    んげんの胡麻和え・ピ－マンの素揚げ、と

まとのサラダ、みそ汁、御飯） 

12:20 昼食 

13:20 野菜の管理作業（整枝・誘因・草取り） 

    野菜畑などの見学 

16:20 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

【２日目】６月１２日（日） 【２日目】７月１０日（日） 

09:00 戸沢村農村環境改善センタ－集合 

09:10 日程説明 

09:20 えごまの搾油作業体験 

11:00  えごま苗の定植 

12:00 昼食 

13:00 夏野菜苗の仮植（キャベツ・かぼちゃ） 

    秋野菜の播種（キャベツ・白菜・ブロッコ

リーなど） 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センタ－発 

18:00 山形大学着 

09:00 戸沢村農村環境改善センタ－集合 

09:10 日程説明 

09:20 秋野菜の仮植（キャベツ白菜・ブロッコリ－） 

12:00 昼食 

13:00 夏秋野菜定植畑つくり 

夏秋野菜苗の定植 

   （キャベツ・白菜・ブロッコリー・枝豆・ス

ィ－トコーン） 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 面川 きらら 

私がこのプログラムを選んだ理由は、野菜の定植や

収穫に興味があったことと、私が“戸沢村”という未

知の土地がどんなものか知りたかったからだ。結論か

ら言うと、農作業はただ楽しいものではなくて、とて

も手間のかかる重労働だった。また、戸沢村は歴史と

文化を持ち、自然あふれる素敵なところであった。 
 一回目の活動では、そば打ち体験から始まり野菜の

定植や畑づくりなどを行った。それらはすべて初めて

の体験だった。二回目の活動では、あいにくの天気に

よって少々スケジュールがずれたが、そのことにより

農業は天候に左右されやすいのだということを、身を

以て知ることができた。その後は無事に天気が回復し、

二度目となる野菜の定植と畑づくりと郷土料理作りを

行った。 
 二度の活動の中で、私は戸沢村に魅了されていった。

村の方から様々な話を聞かせていただき、韓国との交

流があったり多くの伝承野菜があったり、国保発祥の

地であるなど、戸沢村の持つ歴史と文化に驚かされた。

さらに、活動をする際や泊まる際に多くの人と出会い

戸沢村にかかわる人々の温かさに触れた。また、活動

中の移動は車だったが、車窓から除く豊かな自然に癒

された。このように戸沢村の良さに気付き、私は今ま

で戸沢村について何も知らなかったことを悔いたほど

だった。 
 戸沢村の良さを知ると同時に、私は戸沢村の抱える

問題にも直面した。交通の便が悪い、人口減少し若い

働き手が不足している、農作物の収穫量がそれほど多

くないなどだ。私はグループで戸沢村の抱えるこれら

の問題について原因と解決策を懸命に見出した。 
それらの策がすぐに実現できるような簡単な問題で

ないことはもちろんわかっている。ただ、私を魅了した

素敵な素敵な戸沢村が多くの人に知られ発展していく

際に、私たちの意見がせめて手助けとなれば良いと思っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 吉田 晃太郞 

私は山形県民でありながら山形のことをあまり詳し

く知らないので、今回このフィールドワーク共生の森

もがみを通じて、山形のことをもっと知ることができ

たらいいな、と思って参加しました。戸沢村のことは

名前しか知らなかったのですが、活動をするにつれ戸

沢村の魅力がわかりました。 
そば打ち体験では、材料を混ぜてこねることや、う

すく伸ばすことの難しさなど、体験しないとわからな

いことが多かったです。私たちが行ったそば屋さんは

民家の１階部分を店としており、店に訪れていたお客

さんと店員さんが楽しそうに話しているのを見て、田

舎の店ならではのアットホーム感があって、いいなと

思いました。 
農作業をして感じたことは、炎天下での作業は思っ

た以上に体力を奪われる、ということです。耕運機を

初めて使ったのですが、操作に慣れていないからとい

うのもあるだろうけど動かすのに力がいり、機械を使

えばとても楽に作業できるだろうと思っていたことが

間違いだと思いました。畝を作ることも、ビニールハ

ウスを立てることも若い自分たちですら大変だったの

で、今、農業を支えているお年寄りの方には相当な重

労働なのだと思います。戸沢村のように小規模な農家

が多いようなところでは、後継者の存在が必要不可欠

で、知識を伝え続けていかなければならないと思うの

で、まずは農業に関わる人を増やせるような取り組み

をすべきだと思いました。 
郷土料理作りでは、笹巻きが１番印象にのこってい

ます。私は不器用なのできれいな三角形に形づくるこ

とができず、いびつな形になってしまったのですが、

それがおもしろかったです。笹巻きであれば、作ると

きに危険がなく安全なので、子供でも楽しみながら作

ることができると思いました。 
今回のプログラムはいろいろなことを経験すること

ができ楽しかったです。振り返ってみて思うことは、こ

のプログラムを家族向けにしたらおもしろいのではな

いだろうか、ということです。農作業では、父親が家族

にいいところを見せようと頑張り、料理では、母親を中

心に家庭独自のアレンジを加えながら調理し、子供は親

の手伝いをしたり、虫を捕まえて遊んだり、と普段とは

違う生活ができることを売りにすれば、戸沢村を訪れる

家族が増えるのではないだろうか、と思いました。 

 

地域教育文化学部 長世 美由希 

1 回目では、そば打ち体験、畑での夏野菜の定植、

エゴマ油加工場の見学、畑作りを行いました。初めて

のそば打ち体験では気温や湿度で加える水分量や粉の

量が変化することに難しさを感じました。経験がモノ

を言う作業だなと思いました。また、畑作りでは耕運
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機を使って土をほぐして自分でクワを持って畝作りを

するのは普段しない作業で、土を深く掘り起こして寄

せるのはコツがいるので慣れるまで大変でした。農業

も機械が多くなり、作業自体は昔よりも楽になってい

るのかもしれないけど、体力のある若者の力は必要だ

なと感じました。また、ビニールハウス作りでは取り

付ける屋根の部分が高く、台の上に乗っての作業はど

ちらかというと不安定なので、背が高い人が必要だな

と感じました。エゴマ油加工場の見学では、思ったよ

りも規模が小さく、大量生産が難しいのかなと思いま

した。また、原材料のエゴマの生産が間に合っていな

いと聞き、人手不足が１つの原因だと感じました。 

2 回目では、畑の見学、畑作り、野菜の収穫、郷土

料理作りを行いました。あいにくの雨で予定されてい

た畑作りが最初できず、残念でしたが、赤にんにくや

パプリカ、リンドウなど様々な種類の作物の畑が見学

をし、赤にんにくの収穫されたあとの干し方やにんに

くの匂いなど五感を使って体験することができました。

また、野菜の収穫では、エンドウが１つの株に20以上

実っていてこんなに実るのかとびっくりしました。収

穫を体験することで大地のありがたみを感じました。

また、郷土料理作りでは、笹巻き、しそ巻き、みずの

味噌汁などを作りました。笹巻きは包むのがとても難

しく、蒸している間に米が飛び出して食べづらくなっ

てしまったりしてしまったので、コツが必要な作業だ

なと感じました。 

2 回のフィールドワークを通して感じたことは、戸

沢村は人口に対して土地がとても広いことです。その

分耕作放棄地が多いと感じました。その人手不足を解

消するために長期休み期間など利用して体験型ボラン

ティアなどを企画して学生などが戸沢村に訪れる機会

を増やしたら少しずつ人口不足が解消されていくのか

なと思います。 

 

医学部 木村 恵理 

今回私がこのフィールドワークのコースを選んだの

は、郷土料理への強い興味からだった。私は幼い頃に

祖父母を亡くしているので、両親の実家に行ってそこ

の文化や料理を学ぶといった経験がなかった。そのた

め、今回のフィールドワークを通じて料理を学ぶと同

時に、現地の人との温かい交流もできたら良いといっ

た、気楽な気持ちで参加した。実際行ってみると、現

地の方々との交流が予想外に楽しく充実したものだっ

た。 

一回目のフィールドワークでは、そば打ち体験、夏

野菜畑作り、エゴマ加工工場見学、エゴマ苗の定植を

行った。一回目では、エゴマの近年の人気上昇に伴う

需要の超過の事実を知り、さらに、地元のエゴマの実

からしか油を作らないという工場責任者の方の発言に、

彼の地元に対する誇りを感じた。また、そば打ち体験

をしたところには小さな子がいたが、村の住人の方々

が会うたびに名前を呼んでいる光景に驚いた。昔では、

近所の子の名前を覚えるくらい当たり前だったのかも

しれないが、現在私のところも含めて、隣の家の人と

話したことすらないので、こうした密接なつながりを

感じる場面に心があたたかくなった。 

二回目には、郷土料理作り、畑作り、野菜の収穫を

行った。郷土料理作りでは、山菜をふんだんに使った

料理を各自がつくり、笹巻きといった現地ならではの

食べ物の作り方を学んだ。また、畑作りや野菜の収穫

の際には、道具の使い方を工夫しなくてはならなかっ

たり、収穫の可否の見極めが難しかったりしたので、

農業には経験が必要だということを痛感した。 

二回のフィールドワークを通して見つけた課題とし

ては、後継者問題、米以外の産物の収穫量が少なく収

入源にならないといったことだった。後継者問題につ

いては、原因として農業に対して、収入が少ない、楽

しいのか疑問といったマイナスイメージが強いことが

挙げられるのではないかと思った。米以外の産物の収

穫量が芳しくないのは、耕作面積の不足、負担が大き

すぎるといったことが考えられる。解決策としては、

まず若者に今回のフィールドワークのような機会を提

供して楽しさ及び世間のイメージとの相違を教え、新

規に農業をはじめる若者への研修制度を整えた上で人

を呼び込み、労働力を確保して耕作面積を広げ、伝承

野菜を積極的に育て、都市部にPRしていくといったこ

とを考えた。珍しい伝承野菜の数々を都市部で売り出

したら利益になることは間違いないだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 縄田 晴美 

私は過去に野菜の収穫体験しかしたことがなく、こ

のプログラムで初めて畑作り、仮植・播種、水やりと

いった野菜の管理を含めた収穫までの一連の作業を経

験した。畑を耕した後、土寄せをしたり、支柱を立て

たり、一つ一つの作業が大変で、農家の方の苦労の一

部を実感した。これから力を入れようとしているエゴ

マの加工場を見学したが、主要産業とするにはまだ時

間がかかるのかなと感じた。戸沢村の主要産業である

農業を支えるため、農作物の加工や販売についての知

識、技術、人材といった経営資源を持つ食品産業など

外部の商工業者と連携を図っていくことも大切と思っ

た。例えば、農業者・産地と商工業者とが連携するこ

とにより、農産物・食品の良さを活かしつつ、需要に
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あった商品の提供が可能となり、インターネットによ

る販売など農産物・食品の販路拡大や、規格外品や未

利用の農産物等の有効活用が期待できる。エゴマの栽

培を復活させ、特産品にしようとエゴマ油産業の企業

組合“戸沢村エゴマの会”をつくったと習ったが、連

携により、その農業経営の改善につながることもある

と思う。 

二回目は、有機栽培を行っている畑の見学や赤にん

にくなどの珍しい伝承野菜を見せていただき、戸沢村

が農業を主要産業として続けていくためにも、このよ

うな付加価値のある作物を育てていく必要性を感じた。

また、郷土料理つくりでは、しそ巻きや山菜のみずの

味噌汁、笹の香りと抗菌作用を活かした笹巻きをつく

った。人工の添加物を使うのではなく、笹という自然

のものの性質を活かす知恵に感心した。活動中、地域

の後継者問題の話を聞いたほか、ほとんど車や人が通

らず、子供も二人しか会わなかったので、過疎化とは

こういうことなのだと地域に行ってみて初めて実感し

た。 

私はこれまで都市部で暮らし、自然を相手にして天候

に左右される農村の暮らしを、写真の中の出来事として

しか捉えられていなかった。全二回のフィールドワーク

は、過疎地域の現実を知ることや農業の現実を考えるき

っかけになった。同時に、戸沢村には普段と違う文化や

生活があり、ここで過ごした四日間が新鮮で刺激的だっ

た。「美しい農山村風景」「おいしい食」「のんびりと

した里山を歩くこと」など、戸沢村に今あるものや地元

の方にとって当たり前のものが、十分地域の魅力として

誇りを持って発信していけるものだと思う。 

 

工学部 原田 裕平 

私がフィールドワークを受講しようと思った理由は

特にない。強いて言うならば比較的楽に単位が取れる

と思ったからだ。また、このプログラムを選んだ理由

は消去法で、大変そうなものを除いたりして、最終的

にこのプログラムに決定した。以上のようにフィール

ドワークを受講する前は、楽な気持ちだった。 
 一回目、戸沢村に訪れると早速人の温かさに触れた。

というのも、地元の人々から、山形大学の生徒を歓迎

しようとする気持ちがひしひしと伝わってきたからだ。

そこで田舎の良さは自然豊かであるということ、温厚

な人が多いということだとしみじみと感じた。そして

農作業が始まると農業の大変さを深く実感した。この

日は晴れており日光が直接当たるのが熱いこと、鍬で

耕すのが重労働であることが非常につらかった。二回

目の農業体験では、天候が雨だったので体験する時間

は少なく、プログラム自体も大きく変更になってしま

った。そして作物の収穫をした。それによって一回目

に植えた苗が成長して、それを収穫するという喜びを

感じることができた。いま振り返ってみると、私たち

が体験したのは農業におけるほんの一部であり、地元

の農家の人は毎日農業をしているわけで、それは天候

に大きく左右され重労働が伴う。フィールドワークは

農業の大変さ、奥深さ、楽しさを知る良い機会となっ

た。 
 二回のフィールドワークを通して、戸沢村にはいく

つかの課題があるように感じた。それは、戸沢村で農

業人口の高齢化が進んでいること、後継者がいないこ

とである。これらの課題は農業体験で農家の方々の見

学をしているときに感じたことである。解決のために

私たちの地域でできることは、若者に農業について関

心を持ってもらうことである。具体的にはフィールド

ワークのような地域にかかわる機会、農業にかかわる

機会を継続し、さらに増やしていくことが課題解決に

なると考える。 
現代では、野菜や米などは、スーパーマーケットだ

けでしかしか見ないという人もいる。ましてや都市に

生まれて、最初につく職業が地域の農家という人はか

なり少ない。若者は農業とかかわりの少ない現代だか

らこそ、農業について知ってもらい、身近に感じても

らうことが必要なのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 大石 大輔 

1泊2日のフィールドワーク共生の森もがみを通して、

戸沢村でさまざまなことを学びました。私自身、一人暮

らしするようになって野菜を食べることが減ってきて

いるのでこのプログラムで改めて野菜の大切さを知る

ことができました。戸沢村という場所も私にとっては新

鮮に感じました。畑の中で作業するのは小学校の時の自

然体験教室以来だったので懐かしいとも感じていまし

た。夏秋野菜の植え付けは畑の雑草取りからスタートで

した。生えている草が植えてある作物なのか雑草なのか

がわからず、みんなで確認し合いながら活動していまし

た。雑草取りをした後に苗を植えます。しかし、苗を植

えるのにもコツがあり、植えた後に土を入れて空気が入

らないようにしなくてはいけません。空気が入ってしま

うと乾燥して、作物が十分に育ちません。このようなこ

とは体験してみないとわからないことなので貴重な体

験だと思いました。また作業している時に土の中からさ

まざまな昆虫が出てきたり、カエルが飛び出してきたり

といろいろなハプニングがあったことも今自分たちが

過ごしている暮らしとはかけ離れていて、このプログラ

ムならではの体験ができたと思いました。また、戸沢村
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には数多くの伝承野菜があり、エゴマはその中の一つで

す。エゴマという名前からごまの一種だと思っていたが、

実はシソ科の植物であることを初めて知りました。戸沢

村のエゴマは圧搾機で搾油して作る地あぶらなのでか

らだに良い成分がたくさん入っているのにも驚きまし

た。残念ながら、生産の関係上、圧搾を見ることができ

なかったが、エゴマには、人間が生きていく上で欠かせ

ないアルファリノレン酸が入っていることや、大量のエ

ゴマからごくわずかのあぶらしかとれないなど普通の

生活をしていては絶対にわからなかったことを知るこ

とができました。このプログラムでは｢非日常｣を体験さ

せていただきました。戸沢村にはたくさんの誇れるもの

がありました。ぜひそれらを使ってアピールして、村を

活性化させていってください。 

 
工学部 熊岡 大輔 

第一回目のフィールドワークではそば打ち体験、夏

野菜畑つくり、エゴマの加工場の見学、エゴマ苗の定

植を主に行いました。その中で特に印象に残っている

のは野菜づくりの大変さです。私は整った環境の中で

の野菜を一から育てるということをしたことがありま

せんでした。野菜づくりはまず土寄せから始まります。

鍬を持ち自分たちの手で土を掘り起こして畝を作りま

す。畝を作り終えてからビニールを覆い一定間隔の穴

をあけ、そこの苗を植えます。今回畝作りから苗の定

植までを自らの手で行いました。炎天下の中行う作業

はとても大変で、暑さで体力が奪われたりもしました。

今回の体験で野菜作りの大変さを実感することができ

ました。また、育ってきた苗の茎を棒にひもで結びつ

ける作業も行いました。茎をまっすぐな棒に結びつけ

ることによってまっすぐ育つことができるそうです。

ただ作るだけではなくより美しく、おいしい野菜を作

るためには細かな作業がとても重要になっていくと思

いました。 

 第二回目のフィールドワークでは畑の見学と野菜の

収穫、郷土料理づくりを行いました。戸沢村のいたる

ところに畑があり、戸沢村で野菜作りが多く行われて

いることを感じました。また、多くの畑がある一方で

耕作放棄地も見られたので豊作放棄地を利用すること

ができるようになれば村全体がもっと活性化するとお

もいました。野菜の収穫では、一か月間で自分たちが

植えた苗が食べれるところまで成長していたのでとて

も驚きました。郷土料理づくりでは、笹巻やしそ巻な

どを作りました。笹巻を作ってみると、とても難しく

写真のようなきれいな形を作ることができなかったで

す。また、笹巻の笹には抗菌作用があり、自然の特徴

を生かしながら料理にすることができていることに凄

いと思いました 

今回のフィールドワークでは、多くの自然に触れる

ことができました。また、農作業を通じで農業の大変

さや、野菜の大切さを改めさせられました。私は工学

部なので農業体験などをすることがないので、今回の

フィールドワークではとても貴重な体験を様々行うこ

とができました。この体験を今後に生かしていきたい

です。 

 

農学部 伊藤 祥子 

私は、祖父が畑仕事をしていることや一人暮らしで

の野菜の買い物を通して、野菜の生産者について考え

る機会が増えたためこの夏秋野菜の栽培というプログ

ラムに参加した。また、郷土料理を作って山形の食に

少しでも触れたいと思い参加した。 
１回目では、そば打ち体験や夏野菜畑つくり、苗の

定植、戸沢村の特産であるエゴマの加工場見学などを

行った。畑づくりでは、除草作業から始まり土を耕し、

畝や雨よけなどを作った。畑づくりの工程は体験した

ことがなく、班のみんなで作業しても大変だった。農

家の方々は、広大な土地を少人数で行っていると考え

ると負担が大きいのではないかと感じた。さらに、ト

マトやナスなどの誘引作業や剪定など細かい作業が必

要であった。土を耕すことや水をくむこと、雨よけの

ための鉄の棒を運ぶことなど、力を要する仕事もあり、

農業は重労働であることを実感させられた。戸沢村の

特産であるエゴマについてのお話しはとても貴重だっ

た。実際に加工場を見学したことで感じたことは、小

規模で行われているということである。需要が高まっ

ているなか、生産者と加工場との連携を充実させるこ

とで、供給も追い付いていくのではないかと思った。 
２回目は、郷土料理作り、畑見学、野菜の定植を行

った。自分たちの収穫したインゲンやナス、ピーマン

などを使って料理を作った。山形の郷土料理であるシ

ソ巻きや笹巻は、なじみのないものであったがおいし

く食べられ、山形の食に触れるという目的を達成でき

た。また、地域おこし協力隊の方とお話をすることが

でき、祭りや農業体験などのイベントを開催している

という話を聞いた。戸沢村は、小中学校が廃校されて

いて私たちと同年代の若者は見られなかった。農業体

験を通して、村の活性化の重要性や農家の後継者不足

などの問題を実感した。 
４日間のフィールドワークにより、普段は経験ので

きない生産者側としての立場に立つことができ、農業

の奥深さをはじめ、食の大切さを感じることができた。

さらに戸沢村の人々の温かさに触れ、農村の活性化に

必要なことは地域の人々の結束力やつながりが１番な

のではないかと考えた。私にはこの貴重な経験を通し

て学んだ１人として、きちんと発信する役割がある。

これからの自分の活動に活かしていきたい。 

 

農学部 菊田 将太郎 

私は、フィールドワーク共生の森もがみで夏秋野菜

の栽培と郷土料理というプログラムに参加し、様々な

経験をした。また、プログラムを通して地域の人の温

かさに触れることができた。 

 1 回目の活動はそば打ち体験、夏野菜畑作り、エゴ

マの加工場見学だった。そば打ちは水加減やこねる際

の力加減が思ったより難しかった。畑作りでは暑い中
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での作業で思った以上に体力が奪われた。エゴマの加

工場見学では、戸沢村のエゴマ栽培の現状などを聞い

た。 

 2 回目は野菜畑の見学、郷土料理作り、畑作りを行

った。野菜畑の見学では、オカヒジキや赤ニンニク、

食用ほおづきといった珍しいものからパプリカやトマ

トなどよく目にする野菜の畑を見学し、それらの野菜

についての話を聞いた。郷土料理作りでは笹巻きやし

そ巻きなどを作った。笹巻きは私の地元福島のちまき

によく似ていた。 

 2 回の活動を通して、農作業は天候に左右されると

いうことを改めて感じた。暑いときは体力が奪われ、

雨が降れば作業ができなくなってしまう。同時に農作

業は重労働でもある。ビニールで雨よけを作る際には

背伸びをしながら作業し、野菜を収穫するときには低

い体勢で行わなければならない。今回は農業体験とい

うことで班員と協力して行うことができたが、1 人で

やるとなればさらなる時間や労力を要するだろう。ま

た、民泊では温かいご飯などを準備していただき、戸

沢村についての話を聞くことができた。 

 私たちが主に滞在した角川地区は少子化で小中学校

が廃校になったこともあり、活動中に小さい子どもを

目にすることはなく、後継者不足や若者の労働力不足

を実感させられた。そのため、畑見学の際に訪れた農

家さんが「俺のところは息子が継ぐんだ」と話してい

たことは非常に印象的だった。 

私は、農業の楽しさや辛さを学びたいと思いこのプ

ログラムに参加したが、4 日間を通してそれ以上のこ

とを学ぶことができた。今回学んだことを今後に活か

していきたいと思う。 

 
農学部 佐藤 真菜 

1 回目のフィールドワークでは、そば打ち体験、夏

野菜畑づくり、エゴマの加工場見学、エゴマ苗の定植

をしました。夏野菜畑づくりでは、今までに何回か苗

を植える体験をしたことがありましたが、畑を耕すと

ころから収穫までの一連の流れを体験して実感したこ

とは、農業は重労働であり手間暇がかかるということ

です。腰を曲げての作業が多く、鍬を使って畝をつく

り、ビニールをかけてなど 1 つ 1 つの作業が、時間が

かかり大変でした。戸沢村を代表とする農作物の 1 つ

としてエゴマがあり、健康志向が高まる世の中でエゴ

マを原料とするエゴマ油の需要が拡大していて戸沢村

のエゴマは注目されているが生産が追いついていない

という状況でした。 

2 回目のフィールドワークでは、郷土料理づくり、

畑見学、野菜の収穫、野菜畑づくりをした。郷土料理

作りでは、笹巻き、しそ巻を作りました。笹巻きは地

元で祖母が作っていたので食べたことはあったが、自

分で実際に作るのは初めてで三角柱型にするのが難し

かったです。笹には殺菌作用があり作ってから 1 週間

は大丈夫というのを聞いて昔の人たちの知恵が現在で

も受け継がれているだと実感しました。 

このプログラムのフィールドワークに参加して、普

段口にしている野菜がどのように手間暇をかけて作ら

れているかを知り、野菜が食べられるありがたみを実

感しました。現在の日本の農業では、農家の後継者不

足という問題が挙げられていて、さらに日本は輸入大

国と言われているが、日本の食を支えている根本は農

村にあると思うので、農学を学ぶ若者として今後の日

本の農業を衰退させないために自分ができることを探

し、行動に移すことが必要だと感じました。また、村

として多種多様な農作物を収穫するのではなく、米以

外に村の顔となり、安定して収穫できるような農作物

を作ることが必要だと考えます。そうすることで若者

も農業に興味を持つようになるはずです。戸沢村に行

き、自然の豊かさだけでなく、人の温かさに触れなが

ら農業体験をしたことは、今後の生活に役立つことが

たくさんあり、活かしていくことが大切だなと感じま

した。 

 

農学部 平塚 貴弥 

私はこのフィールドワークで戸沢村を訪れ、野菜の

栽培や郷土料理づくりを通して山形の豊かな自然に触

れることができた。私の地元である栃木県は緑が多い

ところだったが、今まであまり自然と触れあう機会が

無かったので、今回の活動は私にとってとても良い経

験となった。 

 1 回目の活動では、そば打ち体験や畑作り、夏野菜

の苗の定植、ビニールハウスの組み立てなどの農作業、

エゴマの加工場見学・エゴマの定植をした。搾油でき

るエゴマが不足しているということで、本来予定して

いたエゴマの搾油作業はできなかったが、エゴマの加

工場見学というかたちで実際に搾油に使う機械を見せ

て頂いたり、企業組合｢戸沢村エゴマの会｣の方の話を

聞いたりした。話の中で、健康に良い食品としてテレ

ビで放送されてからエゴマ油の需要は高まっており、

戸沢村のエゴマも日本各地から注目されるようになっ

てきたと言っていたので、もっとエゴマの生産量を増

やしたらよいと思った。ハイエースでの移動中、耕作

放棄地がいくつか見られたので、それらを利用してエ

ゴマの栽培をもっとさかんに行ったら良いと考えた。 

2 回目の活動の 1 日目は、雨天のため予定していた

野菜の収穫ができず、田畑の見学と苗作りをした。農

業は天候によって左右されるということをあらためて

実感した。2 日目は野菜の収穫と郷土料理作りをやっ

た。1 回目の活動のときに植えた、なす、ピーマン、

インゲン豆を収穫した。郷土料理づくりでは、しそ巻

きや笹巻き、収穫した野菜の天ぷらや炒めもの、山菜

の味噌汁などを地域の人に教わりながら作った。作っ

た料理は、皆で昼食として頂いた。自分たちで収穫し

作った料理はとても美味しかった。 

民宿では、1 回目と 2 回目でそれぞれ別の方の家に

泊めさせて頂いたが、2 件とも私たちを快く迎え入れ

てくださり、戸沢村の人々の温かさを感じた。 

4 日間という短い期間だったが、今回このプログラ
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ムを通して色々な経験をすることができた。戸沢村に

行き、現地の人から話を聞いたり、実際に農作業を体

験したりしたことで、野菜作りの大変さや今の農村に

おける現状を知ることができた。 

最後に、現地の人が言っていた戸沢村の後継者不足

という問題について、これを解決するにはまず、若者

にもっと農村についての関心を深めてもらう必要があ

ると感じた。そのためには今回のフィールドワークの

ような農業体験をもっと充実させ、体験を通じて若者

が農村や自然に触れる機会を増やすべきだと考えた。 
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七所明神伝説と地域活動のあり方を探る 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：新庄市 

 

○講   師：七所明神の環境を良くする会 代表 叶内 克和 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 10 月 29 日(土)～30 日(日)、平成 29 年 1 月 7日(土)～8日(日) 

 

○受 講 者：見崎 貴子（班長）、渡辺 満里奈（発表）、椛澤 美月(記録)、佐々木 悠人（発表）、

羽角 麻那（発表）、小松 優佳理（記録）、早坂 龍（発表）、三浦 拓真（学生サポータ

ー） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２９日（土） 【１日目】１月７日（土） 

08:00 山形大学発 

09:35 セブンイレブン新庄新町店着 

09:40 お宮着（宮内） 

    開講式 オリエンテーション 

10:00 説明 

    「七所神社の環境を良くする会」の活動 

10:45 講話 

    「七所明神の由来」について 紙芝居他 

12:00 昼食 

13:00 巡検 「七所明神巡り」 

16:30 お宮到着  

17:00 夕食 懇親会 BBQ 

19:00 宿泊先へ 

08:00 山形大学発 

09:30 セブンイレブン新庄新町店着 

09:40 お宮着 オリエンテーション 

10:00 御祭燈祭の準備 

12:00 昼食 

13:00 御祭燈祭の準備 

15:00 地域住民、子ども達との交流 

16:00 もちつき体験 

17:00 御祭燈点火 

    御祭燈祭 夕食 

   （御祭燈に願いを託す催し） 

19:30 御祭燈祭終了 

    宿泊先へ 

【２日目】１０月３０日（日） 【２日目】１月８日（日） 

09:00 お宮着 

    萱刈り作業（御祭燈用） 

10:15 昼食準備 

    芋煮準備 作ってみよう 

12:30 昼食 後片付け 

14:00 絵馬製作  

15:20 地域講師との懇談会 

    次回活動の説明 

16:20 お宮発 

16:30 セブンイレブン新庄新町店発 

18:00 山形大学着 

09:00 お宮着 

御祭燈の後片付け 

10:00 伝統工芸（はけご＝小物入れ）製作体験 

11:00 昼食準備 

    炊飯作業 作ってみよう 

12:00 昼食 

13:00 伝統工芸（はけご）製作体験 

15:00 活動に参加しての感想と提言 

16:20 お宮発 

16:30 セブンイレブン新庄新町店発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 見崎 貴子 

フィールドワークにおいての様々な活動は、私にと

ってとても良い経験ばかりだった。七所明神伝説につ

いては、実際に７つの神社に赴いてその歴史を感じ取

ったり、御祭燈祭の準備や、郷土料理を一から作るな

どして新庄市の魅力を感じ取ることが出来た。数々の

経験の中で私が特に印象に残ったのは、やはり七所明

神伝説及び七所明神巡りである。 

七所明神伝説については、講師の方に話を聞くまで

全く知らなかった。しかし話を聞いたとき、とても歴

史が深く面白いものだと感じた。それと同時に伝説が

現地の方々にも浸透していないこと、時代とともに七

所明神への参拝者が少なくなっているという現状を知

り、とても残念に思った。伝説については『古老覚書』

や『新庄領村鑑』といった様々な文書に記載されてお

り、伝説の中に出ている人物についても『古事記』や

『日本書紀』に記述があることから、いかに歴史が深

いかがうかがえる。また７つの神社に関して言えば、

応神天皇の体がそれぞれ祀られているという珍しいも

のであるため、講師の方々をはじめとする、「七所明神

の活動をよくする会」では七所明神の歴史と魅力を伝

えるために熱心な活動をしていることがよく分かった。 

御祭燈祭で新庄市の方々と交流する機会があった。

その際、七所明神伝説について聞いたことがある、あ

るいは神社に訪れたことがあるかということを尋ねて

みたが、どちらも無いという方が多かった。そこで伝

説をまず地元の人たちに広めることが大切であると考

えた。そのために口承によってではなく、伝説をガイ

ドブックやパンフレットにまとめ、絵本や動画制作な

どで伝えるというのも 1 つのやり方であると考える。

しかし一番効果的なのはネットでアピールすることで

あろう。ホームページを整備したり、たくさんの人々

が興味を引くようなサイトを制作するのである。何に

せよ、時代に合った伝え方で知名度を上げることが大

切であると思った。 

また、新庄市の子供たちを中心に伝説を広めるとよ

り効果的であると考える。幼いころに教えてもらった

不思議な話というのは、大人になった時にも不思議と

覚えているものである。よって幼稚園での紙芝居披露

や、学校や公民館などの公共施設で講演会を催すなど

積極的な活動がさらに必要なのではと思った。 

日本史や民俗文化が好きな私にとっては、この活動は

とても楽しかったし、学べることがたくさんあった。七

所明神についても伝説についてたくさんの人々に興味

を持ってもらうために、伝説について学んだ私たちも友

達や家族に教えてみたいと思う。また、生まれ育った土

地の言い伝えや伝説を知ることはその土地の歴史を知

るということだし、大切にすべきことだと思うので、私

も地元の言い伝えや伝説などについて調べてみようと

思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文学部 渡辺 満里奈 

４日間の活動を通して私はたくさんのことを学び、

経験した。このレポートではまず私自身が気づいた地

域の魅力、そして課題点について述べた上で、その課

題を解決するための方策を検討していく。 

 まずは、地域の魅力について述べていきたい。私は

特に２回目の活動を通して、地域住民の方々のつなが

りの強さをとても魅力に感じた。また、御祭燈などの

伝統的な行事が残っているという点も魅力の一つであ

ると考える。なぜなら私が暮らしている地域も含め、

最近では地域の人同士のつながりが薄くなってきてい

ると常日頃から感じていたからである。私は小学生の

頃長井市に住んでいて、そこでは毎年地域住民主催の

お祭りや御祭燈のような行事が行われていた。また、

子供会の企画も多数有りとても楽しかったことを今で

も覚えている。しかし小学６年生の時に山形市に引っ

越してきてからは、時間や場所、準備の関係でこのよ

うな行事はなくなってしまった。このことに対して私

はとても寂しく感じていたので、地域の人同士が協力

し合ってこのような行事を行っていること自体が、今

回訪れた地域の大きな魅力なのではないかと私は考え

る。 

 次に、課題点について述べていきたい。これは１回

目の活動で七所明神巡りをした際に気が付いたことで

ある。それは、七所明神の知名度の低さとそれに伴う

参拝客の少なさだ。これには主に２つの原因があると

私は考える。まず１つ目は、各神社の立地だ。どの神

社も入り組んだ場所に位置しており、その土地のこと

をよく知っている人でなければなかなか訪れることが

できない。次に 2 つ目は、社務所がなく近寄りがたい

ということである。宮司さんや神主さんが常にいない

神社は全国にもたくさんあるが、やはりしっかり管理

されているのかどうかが定かではない神社というのは、

自分の家の氏神様でもない限り避けてしまう傾向があ

るだろう。 

最後に、前段落で述べた課題への解決策を検討してい

く。各神社の立地についてはどうすることもできないが、
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神社の存在を知ってもらうことはできるのではないだ

ろうか。そのためにはインターネット媒体や紙媒体を使

用した情報発信が有効であると考える。難しい話かもし

れないが、新庄市のウェブサイトなどで掲載されればそ

の効果は期待できるだろう。また、社務所がなくともそ

の神社がしっかり管理されていてお社も大切にされて

いる、ということを伝えるために各神社の境内の入り口

に立て看板などがあると、安心してその神社にも立ち寄

りやすくなるのではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文学部 椛澤 美月 

私は、今回のフィールドワークを通して、｢地域の魅

力を伝えるためにはどうしたらよいか｣ということにつ

いて最も考えた。今回の活動の中では、郷土料理作り、

民芸体験、七所明神について学ぶ、祭りの運営などを行

ったが、このような活動を通して感じたことをここで述

べる。  

郷土料理作りでは、芋煮、納豆汁、ひっぱりうどんな

どを作った。私は新潟県出身なので納豆汁とひっぱりう

どんは食べたことがなく、ひっぱりうどんに関しては少

しこしのあるうどんなのかな？と思っていたが、実際に

はひっぱりうどん用の少し細めのうどんに納豆、サバ缶、

のりなどを入れるものだと知りとても驚いた。私のよう

にひっぱりうどんとは何かを知らない人は他にもたく

さんいると思うので、今回のフィールドワークのように

神社主催でひっぱりうどん作り体験などを行えば、県外

出身でひっぱりうどんを知らない人が興味を持ち、神社

に来てくれるのではないかと思った。納豆汁は、納豆の

味が強いのかなと思っていたが、味噌の中につぶしてペ

ースト状にした納豆を混ぜるので、癖が少なく風味が香

る程度で、納豆汁を敬遠してしまっている人にもそこを

アピールできたらより多くの人に納豆汁を食べてもら

えるのではないかと思った。 

祭りの運営では、１月のフィールドワークの中で御

祭燈祭の準備に携わった。準備では、10月のフィール

ドワークの際に刈った萱を燃やすために立てかけたり、

参拝客の方に振る舞うための甘酒、餅、玉こんにゃく

などを作ったりした。お祭りに行ったことはあっても

運営側になることは初めてだったのでとても貴重な経

験となった。今回運営側になってみて、自分たちで作

り上げていく達成感や地域の方とのふれあいで暖かさ

を感じた。私はこのフィールドワークに参加するまで、

山形の地域の方々と触れ合う機会が全くなく、地域と

のつながりをあまり感じられなかったが、今回新庄市

の環境を良くする会の皆さんと協力して様々な活動を

行って行く中で、山形の良さを知り、地域とのつなが

りを実感できた。地元を離れている大学生にとって、

地域とのつながりを持てることはとても心強いことだ

と感じたので、大学生にフィールドワークに限らずボ

ランティアなどを通してこのような活動に参加してほ

しいと思った。 

 

地域教育文化学部 佐々木 悠人 

私は、このフィールドワークの全４日間を通して、

新庄市の伝統や文化を実際に体で感じることができた。

その中で私が感じたことは、地域の方々が自分たちの

地元を心から愛し、伝統や文化を守り伝えていくため

に様々なことに取り組んでいる、ということだ。特に

それを強く感じることができたのは、３日目の御祭燈

（どんと祭）の時に、地域住民の方々に甘酒やお餅、

玉こんにゃくを振る舞い交流していたところだ。その

際に私は、御祭燈は単なる伝統行事や正月の行事とし

てだけではなく、地域の方々を結びつける場でもある

ことに気付いた。 

 このような場や機会を、ぜひたくさんの方々や新庄

市の中高生をはじめとした若い方々に知ってもらいた

いと思う。そのために私が考えたのは、中学校や高校

などの教育の場に、地域の文化について考える時間が

もっとあってもよいのではないのか、ということだ。

私が住んでいる地域では、小学校高学年の時に田植え

（５月）や稲刈り（９月）、収穫祭（１１月）などの行

事を通して、その地域の伝統行事について知ってもら

うという取り組みを長く行っている。 

新庄市でもこのような取り組みを行って、地域の文

化を若者に知ってもらい、少しでも地域のことを好き

になってもらえるようなことをやってみてはどうだろ

うか。山形大学のフィールドワークのように希望制に

するのでもいいし、具体的に対象を絞って（中学１年

生など）、カリキュラムの中に「課外活動の時間」のよ

うに組み込むのでもいいし、いずれにせよ教育の場を

通して、より多くの若者に地元の文化や伝統について

知ってもらい、より地元を好きになってもらえるよう

な機会があってもよいのではないだろうか。 

新庄市だけに限らず、地域の伝統文化を守り、それ

をさらに次世代に伝えていくためにはどうしてもその

地域に住んでいる方々、とりわけ若者の協力が必要不

可欠になってくると思われる。新庄市の素晴らしい伝

統を未来へ伝えていくためにも、地域の方々の協力や

教育機関との連携が必要だと私は思う。 

 

地域教育文化学部 羽角 麻那 

このフィールドワークで、七所明神にまつわる伝説
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について学習した。七所明神は、新庄市とその周辺に

点在する神社で、それぞれに応神天皇の皇子である大

山守皇子の遺骸が祀られているという伝説がある。そ

れぞれに祀られた部位をかたどった像があり、その箇

所の健康を願い参拝するという。1600年という長い歴

史があり、江戸時代には大きな敷地を有していて、大

正・昭和時代は七所明神を進行する人が多かったとい

う。このように七所明神には、古くから新庄市に根付

いていた伝統がある。しかし現在、新庄に住む人の半

数が七所明神の存在を知らないという。このレポート

ではその理由と、今後どのような対策ができるのかに

ついて考えていく。 

 まず、神社の立地である。宮内神社は主要道路から

は隠れていて、一見神社があるようには見えない。し

かしこれは逆手に取ると、「隠れ家的スポット」「穴場」

といった魅力になる。非常に有名で大々的に宣伝され

た場所よりも、七所神社のようにひっそりとした佇ま

いの方が好きだという人は多い。 

 次に、近くの神社の存在である。宮内神社の近くに

は、所澤神社・天満神社という非常に大きな敷地の神

社があることがわかる。この神社は最上公園内にあり、

神社を囲うようなため池やきれいに整備された緑地が

見られる。この神社と宮内神社の違いは、常駐してい

る宮司がいるかいないかということである。日本全国

には八万社ほどの神社があるが、宮司が在中している

神社は約一万社ほどだという。宮内神社は無人神社で

あるため、私たちがフィールドワークで参加したよう

な御祭燈などの行事の際には、他の神社の宮司が兼任

という形で宮内神社の祈祷を行ってる。所澤神社は宮

司が在中しており、祭りや例祭の際には大きな行事に

なり、現在はこちらの神社に赴く人が多いと考えられ

る。 

 さて、今後どのような対策ができるのかだが、神社

は地域住民との密な関わりがあってこそであるから、

どのように地域の人と関わっていくことができるかを

考えていきたい。 

 このフィールドワークで、宮内神社には行事の際に

子供も来ることがわかった。今後も七所明神を存続さ

せていくためには、七所明神に携わる若い人が不可欠

である。そのために、子ども会、町内会などと連携し

て活動していく必要があるだろう。例えば、宮内神社

の広い敷地内を使ってフリーマーケットを開催したり、

神社内ではけごや子ども会の活動をするなどして、七

所明神に親しみを持ってもらうことが大切だろう。 

地域活動は地道にコツコツ取り組むことが大切であ

る。今後も長い歴史を続けていくため、地域住民との関

わりを大切にしていくことが大切だろう。 

 

医学部 小松 優佳理 

今回のフィールドワークで、地域の方々が、興味を持

ってもらうにはどうしたらいいのか、それぞれの人が意

見を持ち、工夫し、実行に移していることがわかった。

具体的には、最後の意見交換のさい、私達の意見を聞く

だけでなくそれに対して今までの経験から考えられる

ことを言ってくださったり、こうしたらもっと良くなる

と思わないかという提案に対する私達の意見を求めら

れたりと、新庄を良くするために活動する地域の方の真

剣さが伝わってきた。そういう地域の方を見て、このフ

ィールドワークで完結するのではなくこれを一つのき

っかけとして、新庄や自分の地元にもっと興味を持ち、

さらに具体的な行動に移していかなければならないな、

と強く感じることができた4日間であった。 

 その４日間の中で一番印象に残っている活動は、七

所神社の環境を良くする会の皆さんといろいろな郷土

料理を作ったことである。一緒に活動することで、地

域の方と話す機会がたくさん持て、さらに自分の手で

普段作らないものを作るという貴重な体験ができた。

そこで私は、こうして作った郷土料理を私達だけで食

べるのではなく、地域の人達に配ったり、地域の人達

を呼んでみんなで食べたりすれば、もっと多くの人と

関わる機会がもてるのではないかと思った。さらにそ

れをお宮前ですることで、子どもたちや、七所神社を

知らない人々に七所神社について話す機会を持てるで

はないかと思う。料理をするときに、子どもたちも呼

ぶことができれば、郷土料理を次の世代へどんどんつ

なげていくことができるのではないかと思った。しか

し、七所明神を知らない人は場所が分かりにくいなど

の問題があるので、簡易地図の入ったポスターを作っ

て駅や商店街なでに掲載してみてもいいのではないか、

と考える。個人的には料理に使った山菜などの収穫も

体験してみたいと思った。 

また、事前学習を通して新庄市に関して調べたとき

に七所明神が大々的に出てこないことも気になった。

市のホームページに掲載してもらうなど、「七所明神」

と直接的に検索しなくとも目につく所に七所明神に関

することを載せることができれば良いのかなと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 早坂 龍 

私は、新庄市を訪れて感じたことが多くある。 

まず、七所明神をめぐって歴史を感じたが問題点もあ

ると考えられた。七所明神は天皇の継承争いに負けた大

山守命が討伐されたあと体の七つをそれぞれ祀ったと
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いう逸話がある。この話は江戸時代に書かれた資料がも

とになっている。この逸話や神社というのは山形だけで

なく新庄市内でも知られていない。神社が地域に密着す

ることは必要であるため地域の方々も危機感を感じて

いた。地域の方々はチラシを製作し配っているがまだ上

手く新規に訪れる人が少ないという事実がある。私は巡

っているときに地域の方々でさえ道を間違えるほど道

がいりくんでいるため車からでも見えるような看板な

どの案内が必要であると感じた。1月7日にあったおさい

どでは学生は運営スタッフにまわった。そこで受付をし

たとき来ていた人たちは、ほとんど神社近くのひとや運

営の方々の関係者でアットホームであり、大変地域のコ

ミュニティの役目を担っていると感じた。子供たちも多

く来ており、長期間の存続が可能であると感じた。七所

神社では、ほかにも夏にビアガーデンを開催するなど催

しして七所神社を根付いていこうという努力を感じた。 

今回のフィールドワークでは、山形ならではの伝統を

体験させていただいた。特に、料理ははじめてのことば

かりだった。芋煮や納豆汁など普段では経験できないこ

とが一から教えていただきとても山形を感じることが

できた。また、伝統工芸品のはけごという小物入れ作り

を体験したとき地域の方々によって今の時代に合わせ、

藁などではなくプラスチック製の帯にするなど、若い人

にもなじみやすく簡単にできるように工夫していると

感じた。 

今回のフィールドワークを通して、人の温かみや地

元を愛する気持ちをすごく感じた。人が都市部に流れ

ていくなかでこういった活動が必要であると考えられ

る。誰かが動かなければ現状が悪化し忘れ去られてい

ってしまう。行動力や問題解決の能力についてよくか

んがえさせられた。地元にどうやって貢献するか一人

一人考えていくことが必要になっていくと感じた。 
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新庄伝統の民族文化を体験しよう～隠明寺凧と昔語り～ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：新庄市 

 

○講   師：隠明寺凧保存会 事務局長 佐々木 新一郎 氏 

       新庄民話の会 会長 佐藤 榮一 氏 ほか 

 

○訪 問 日：平成 28 年 11 月 19 日(土)～20 日(日)、11 月 26 日(土)～27 日(日) 

 

○受 講 者：小野寺 夏実（班長）、廣瀬 和仁（発表）、加藤 幹也(記録)、松川 亮（発表）、相

原 朱里（記録）、皆藤 七海（発表）、吉田 章人（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１１月１９日（土） 【１日目】１１月２６日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 ふるさと歴史センター着 

10:00 オリエンテーション 

10:15 講義『隠明寺凧の歴史について』 

講師 佐々木新一郎（隠明寺凧保存会） 

12:00 昼食・休憩（各自） 

13:00 実習『隠明寺凧制作体験（絵付け）』 

    講師 隠明寺凧保存会 

16:00 振り返り 

16:20 宿泊先（山屋セミナーハウス）へ 

 

08:00 山形大学発 

09:30 ふるさと歴史センター着 

10:00 オリエンテーション 

10:15 講義『新庄・最上の昔話』 

    講師 佐藤榮一（新庄民話の会） 

12:00 昼食・休憩（各自） 

13:00 旧矢作家住宅へ移動 

13:15 昔話を聴いてみよう 

    語り：新庄民話の会 

14:00 昔語りの練習 

16:30 振り返り 

16:00 宿泊先（山屋セミナーハウス）へ 

 

 

【２日目】１１月２０日（日） 【２日目】１１月２７日（日） 

09:15 宿泊先出発 

09:20 市民プラザ着 

09:30 実習『隠明寺凧制作体験（組立）』 

    講師 隠明寺凧保存会 

12:00 昼食・休憩（保存会と一緒に） 

13:00 実習『凧揚げ』最上中央公園 

14:30 歴史センター、雪の里情報館見学 

15:30 振り返りとまとめ 

16:30 ふるさと歴史センター発 

18:00 山形大学着 

 

08:50 宿泊先出発 

09:00 歴史センター着 

09:15 実習『民話のふるさと・新庄』を歩く 

12:00 昼食・休憩 

13:00 昔語り発表（歴史センター）  

15:15 意見交換「民話を生かした地域活性化」 

16:00 振り返りとまとめ 

16:30 ふるさと歴史センター発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

地域教育文化学部 小野寺 夏実 

私たちのグループは、隠明寺凧制作と昔語りを通して、

新庄伝統の民族文化を体験した。私は岩手県出身だが、

これまでに伝統的な地域の文化に触れたことが一度も

なかったので、この講義を選択した。 

まず、凧について、凧は地方によって呼び方が違うと

わかった。「タコ」という呼び方の他に、「イカ」「ハタ」

「ロッカク」という呼び方があると知った。隠明寺凧は、

創始者の隠明寺勇象さんという方の名前から付けられ

たと知った。また、隠明寺凧は、般若の絵や蔦という字

の字凧で有名だと知った。般若は、川口家の姑と嫁の物

語からでき、蔦の字凧は、蔦は成長が早いことから、商

売繁盛や学力向上の意味が込められてできたというこ

とを知った。隠明寺凧は、障子張りで、縦5本・横5本、

計10本の竹を使用する。半紙の上に墨で版画を押すのが

特徴的である。半紙はとても丈夫で新聞紙より強いこと

が分かった。重くて頑丈な凧がよく上がるということで、

隠明寺凧は過去に富士山の上で唯一上がった凧である

と分かった。 

新庄・最上の昔語りについて体験し、民話について理

解を深めた。民話には昔語りと伝説の2種類があり、昔

話は、いつ頃から誰が語りだしたか分からない、代々口

から口へと伝えられるものだと知った。「桃太郎」「鶴女

房」「一寸法師」などの代表する民話説話がある。「むか

しむかしあるところに」などから始まるのが昔話である。

伝説は、自然物の名称や、由来や異常な体験などを後世

に伝えるための話であると知った。場所が特定されてい

て、その地方の場所の名前などが物語中に用いられる。

昔語りは文字ではなく口で伝えるのが本来の姿で、伝承

の語りと書継の語りでは語り口が違うと知った。 

隠明寺凧制作では、隠明寺凧の歴史を知るとともに今

後の課題を考えた。今後の課題としては隠明寺凧の後継

者がいないということが挙げられた。隠明寺凧保存会の

佐々木さんは、自分たちで制作した凧が空に上がったと

き感動して泣くとおっしゃっていた。私も凧制作を通し

て、その感動を味わえた。だから私は、経験しないこと

には何も始まらないので、小さいころに経験して感動を

味わっておくことで、将来後継者になりたい人が出てく

るのではないかと感じた。 

昔語りでは、自分たちで昔語りを体験するとともに、

ディスカッションを通じて、良い点・課題点・改善策を

考えた。良い点としては、教訓や方言、地域を知れるこ

と、発表する度胸がつくこと、聞き手の存在によって話

す喜びを知れること、想像力を養えることなどが挙げら

れた。課題としてはやはり後継者がいないことが挙げら

れた。改善策として、隠明寺凧と同様に、新たな人を探

すのではなく、小さいころに経験して感動を味わい、興

味を持った人が後継者として出てくればよいのではな

いかと考えた。そのためには、小学生を対象にした民話

教室を続けたり、私たち大学生を対象にしたフィールド

ワークを続けたりすることで、民話を伝える範囲が広が

るのではないかと考えた。 

このフィールドワークを通して、地域の人から直接話

を聞いたことで、伝統を伝えることの重要性を実感した。

特に昔語りを例に挙げると、昔語りは有名な物語でも人

によって語り口が異なるし、人から聞いて面白いなと思

った話を自分ものにしていた。一つも同じ話はないのだ

なと知ったときとても面白いと感じた。昔語り体験では、

私は最初原稿を読みながら発表していたが、民話の会の

方に、読むのではなく語るのが民話であると指摘されて、

顔を上げて読んでみたら、民話に対する考え方が一瞬で

変わった。方言の良さや、聞き手の「うん」という相槌

で、地域の人の温かさを知った。後継者を見つけること

は現在の課題となっており、難しいとは思うが、私たち

が経験したように今後のフィールドワークや民話教室

を通して、多くの人に伝統文化の良さを知ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 廣瀬 和仁 

私は新庄市に訪れたこともなく、このフィールド
ワークのテーマである隠明寺凧と新庄の民話につい
て知らなかった。しかしこれらの伝統文化の魅力的
なものであり新庄市にはそれを守る情熱を持った
方々がいらっしゃった。以下、私の感じたこと、考
えたことを述べたいと思う。 
 一回目のフィールドワークは隠明寺凧がテーマで
あった。簡略化された方法ではあったが自分で凧の
絵付けから組み立てまで行った凧を飛ばすという体
験は童心に返ったような気分で楽しいものであった。
昔の子どもたちにとって隠明寺凧は楽しいものであ
ったに違いない。私たちが飛ばしている凧を見て小
さな子どもがはしゃいでいた。その姿を見て現代の
子どもの楽しめる文化だと感じ、新庄の子どもたち
がもっと隠明寺凧に関心を持ってほしいと思った。 
 二回目のフィールドワークのテーマは新庄の昔語
りであった。昔語りはストーリーだけでなく昔から
言い伝えられる教訓、言葉を現代に伝えるという重
要な役割を果たしてきたと感じた。旧矢作家住宅で
囲炉裏を囲みながら昔語りを聞いた。古民家の雰囲
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気、新庄弁、語り掛ける語り口調、これらの醸し出
す優しくゆっくりと時が流れるような雰囲気は独特
で魅力的なものであった。どのような文化の保存活
動をしているのかを聞いたとき、民話の会が小学校
で昔語りをする頻度に驚いた。民話の会の方の熱意
には感心させられた。 
 新庄の伝統文化は上に述べた通り魅力的なものだ
が深刻な課題を持っている。それは後継者不足だ。
この問題は新庄に限らず日本全体で様々な文化が瀕
している危機ではないだろうか。私はこの問題の最
大の原因は現代の人々が忙しすぎることだと考えて
いる。大人は仕事に、子どもは塾や習い事に時間を
奪われ伝統文化を伝えたり、受け継いだりする余裕
はないのではないか。伝統文化が発達し受け継がれ
てきたのは昔の人が今よりもゆとりのある生活をし
ていたからであるはずだ。しかし、ゆとりのある社
会に変えることは並大抵のことではない。出来るこ
とは新庄の方々が行っていたような学校で伝統文化
を体験させることだと思う。学校で伝統文化を体験
した人が子どもを伝統文化の行事に連れて行ったり
退職し時間ができたら文化を伝承する活動を行った
りすることを期待したい。 
新庄の方々と他の関わってくださった方々のおか

げで有意義な学びができたことに感謝したい。 

 

医学部 加藤 幹也 

一回目のフィールドワークでは、隠明寺凧保存会の

佐々木会長から、隠明寺凧の歴史や製作、そして作っ

た凧を実際に揚げてみる活動を行った。 

隠明寺凧は、隠明寺という寺で作られたと予想して

いたがそうではなく、隠明寺勇象氏によって作られた

凧であるからそのような名前が付いたそうだ。勇象の

父、善蔵は頭脳明晰で、藩の命令を受け、昌平坂学問

所（江戸幕府直轄の教学施設）で勉学に励んでいた。

その善蔵がお土産として錦絵をモチーフにした凧を基

に、勇象が凧を製作したそうだ。 

実際に揚げてみると楽しく、初めて凧揚げをしたが、

またやってみたいと思った。隠明寺凧保存会は後継者

不足に悩んでいるようだが、今回の活動のように、実

際に作ったり揚げたりして、その楽しさを伝えていけ

れば、おのずと伝統を引き継ぎたいと思う人が増えて

くるだろう。 

 二回目のフィールドワークでは、民話の歴史につい

て話を聞いたり、民話語りに挑戦したりした。 

新庄では、その雪深い最上の風土や人々の暮らしぶ

りから民話がとても豊富に残されており、行政と連携

してその伝承のための活動が行われてきた。新庄に伝

えられている昔話を多数収録した『新庄むかしばなし』

の刊行もその一環である。 

今回はその数多くの民話の中から『笠地蔵』を選ん

で、その語りに挑戦した。『笠地蔵』は、街に編み笠を

売りに行ったおじいさんが、雨に濡れたお地蔵さんを

見つけて笠を被せてあげて帰ってくると、お地蔵さん

がその晩恩返しに来たという話である。最初テキスト

を一生懸命読むことを頑張っていると、民話の会の方

から「ただ読むんじゃなくて、ほかの誰かに語り掛け

るんだよ」とアドバイスをいただき、聞き手を意識す

るように心がけた。実際そのように意識してやると、

民話がもつ温かみを感じ取れるようだった。 

この民話の語り手も同様で、語り手の後継者不足が

懸念されている。山形県は比較的三世帯住居が多い県

ではあるが、それでもやはり核家族化が進んでおり、

祖父母の家に言って民話を聞いたりする機会がそもそ

も少なくなっているというのも問題である。しかし、

民話は、生きる上でのさまざまな教訓を得ることがで

き、実際に読んでみれば、発表する勇気を得られるな

ど、良いところがたくさんある。その良さを再認識し、

教育現場など、さまざまな場所に取り込んでいければ、

伝統も残しつつ、民話の良さを活用することができる

と思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 松川 亮 

隠明寺凧を制作した過程で気づいたことが 2 つある。

1 つめは、非常にシンプルな素材を使い作られている

言うことである。そして、それにもかかわらず凧自身

はしっかりした構造から丈夫にできており、壊れにく

くなっているのだ。その中には昔の人々の知恵が詰ま

っていると感じた。また、驚いたことにそれらは現代

の科学の面から見ても理にかなっているそうだ。2 つ

めは指導してくださった佐々木さんの考え方である。

最近では、刃物など危険なものは極力子供たちが使わ

ないようにする方向へと教育の方針が向いている気が

する。しかし、佐々木さんは体験教室などで子供たち

に刃物を使わせないのではなく、危険さを教えるよう

にしているそうだ。この考え方はおそらく佐々木さん

が自分で体験してきたからこそだと思うし、テーマと

直接の関係はないがこのようなことを学べたのもよか

った。 

昔語りでは方言の良さというものを改めて認識した。

私は普段から自分が育った地域の方言を使い続けてい

るが、他地域のものに触れることでその地域の雰囲気

のようなものを少し感じることができた。そして、方
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言は文字で表してもあまり意味がなく、やはり話す人

がいてこそのものであると感じた。また、昔語りが伝

える教訓などを学べるよい機会であったし、現代では

薄れているような気がする道徳感を思い出すことがで

きた。 

課題は、この両方だけではなく伝統文化というもの

にたいてい共通して言えることだが、後継者不足と後

継者の高齢化である。これの解決策として現在行われ

ている小学生などに教えて彼らが大きくなった時に後

継者となってくれるのを期待するという手段の他に幾

つか私は考えた。1 つめは例えば凧などは限られた地

域でだけでも販売するなど仕事として成り立つように

することである。2 つめは例えば方言などの文化は、

学校など教育の場で実際に話す授業を取り入れること

だ。というのも最近の若者は方言を理解はできるが、

恥ずかしがって使わないと聞いたからだ。物作りでも

言葉などでも自分が育った地域の文化に、それを受け

継ぐ人々がどれだけ誇りを持つことができるようにす

るかが課題解決への最初の一歩であると私は考える。 

 

工学部 相原 朱里 

今回が初めてのフィールドワークだったが、第一回目

も第二回目もとても楽しくためになった。 

フィールドワークを終えて私が感じたこと、考えたこ

とは、「新庄市の伝統文化を残そうとする姿勢」と「新

庄の伝統の民族文化を今後どう残していくか」というこ

とだ。それらについて述べ、最終レポートとしたい。 

 まず、新庄市に行って感じたことは街全体が新庄市の

文化を大切にしているということだ。 

新庄市の街を歩いていると街のいたるところから文

化が感じられる。例えば、商店街の通りには昔語りのモ

ニュメントがあったり、駅の中には大きな凧が飾られて

いたり…。そこに住んでいれば、いやでもこの地域の伝

統はこういうものなのだと分かるだろう。私の地元は仙

台だが仙台の伝統はなんなのだろう？もう仙台に住ん

で10年以上たつがハッキリこれと言えるものはない。

だからだろうか。フィールドワークを通して新庄市がう

らやましく思えた。これからも新庄市には伝統文化を大

切にし、今後に残していただきたいと思う。 

 現在、伝統文化を残していくに当たっての課題点は、

後継者がいないということだ。先ほど新庄市は伝統文化

を残すことに力をいれていると述べたが、後継者がいな

くなってしまえばそれも途絶えてしまう。フィールドワ

ークで聞いた話では後継者はできるだけ若い世代がほ

しいと言っていたが20代などの学生をつい最近卒業し

た年代がなるのは中々厳しい気がする。また若い人が後

継者になるのはとても良いことだとは思うが教えられ

る立場からすると、あじがないと感じてしまわないだろ

うか。私は若い人から学ぶより少し年配の方から学ぶ方

がやはり経験も違う分、教えられる伝統文化にも深みが

感じられて良いと思う。以上の点から後継者は若い人よ

りも仕事を退職して少し時間に余裕のある方が望まし

いと思う。後継者を子供や大学生などから募集するより

は見つかる可能性があがるのではないだろうか。 

 上で述べたように、新庄市は伝統文化を大切にする姿

勢があるが後継者がいないという問題点もある。そこを

どうにか解決し10年後、20年後にも同じように伝統文

化が語り継がれればいいなぁ、と思う。今回、フィール

ドワークを通して新庄市のいいところをたくさん知る

ことができた。また仲の良い友達同士ではなく初めて顔

を合わせた人同士でいったので新鮮で協力して活動で

きた。機会があればまたぜひ行きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 皆藤 七海 

11 月 19～20 日、26～27 日の合計 2回のフィールド

ワークを終えて、伝統の民俗文化の後継者をどうした

ら増やせるかについて、私は考えた。日々進化してい

く社会の中では新しいものが増え、昔からあったもの

が埋もれてしまい、最悪の場合消えてしまう。しかし

伝統が消えてしまうと、文化がなくなってしまい、地

域や日本の個性が失われてしまう。そのために、伝統

の民俗文化を守ろうとしている人々がいて、今回のフ

ィールドワークではその方々の話を聞き、実際に体験

してみた。 

 今回は1回目に隠明寺凧、2回目に昔語りという新庄

市の伝統の民俗文化を体験した。正直二つとも小学校

やそれよりも小さいころに体験したことで、あまり記

憶がなかった。しかし、体験して感じたことはとても

楽しいという事だ。これは本当に体験しないとわから

ないと思う。そして、伝統を知ることは人の温かかさ

も感じられることがわかった。伝統を教えてもらうこ

とで、昔の人の知恵も教えてもらう事が出来る。それ

だけでなく、家族の大切さや人との出会いの大切さに

ついても教えられた。書ききれないほどのことを教え

てもらった。 

 課題としては、後継者がいないという事だ。その原

因はやはり時代の変化だ。子供たちの遊び道具がスマ

ホやゲーム機といったものになってしまったというこ

と、外で遊ぶ場所が減少したという事で、伝統の民俗

文化が消えてしまっているのではと思う。だがしかし、

今の社会を変えるという事は現実を考えると難しい。

だから後継者を作る為には、実際に体験してもらう機
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会を作るべきなのではと思った。 

 また、その他にも昔語りでは「新庄弁が強くてわか

らない」や、「家族の形が変わり、昔語りを子供のころ

にしてもらっていない」などのような課題が出てきた。

方言については、方言も文化の一つであるため完全に

なくすことは出来ないが、聞き手に応じてジェスチャ

ーや方言をあまり強く使わないということが改善の手

段だと考えた。そして、もう一つの方では小学校など

の教育機関で、授業の一環として導入する事がいいの

ではないかと考えた。特別に時間を割いて行うのでは

なく、定期的に行う事で子供たちの記憶に残りやすい

のではないかと思う。 

後継者を増やすという事は、なかなかすぐには出来る

ことではないが、体験させて楽しんでもらうという活動

をこの先も続けていくことで、きっと興味を持ってくれ

る方が出てきてくれると信じている。また、現地の方が

「伝統を捨てることは、ふるさとを捨てることだ」とお

っしゃったときがあり、その時確かにそうだと思い、私

も自分の地元の伝統の民俗文化についても知らなくて

はいけないなと感じた。そしてこの先の未来にも伝統を

残すためのも、今の若い世代も伝統を知ることが重要だ

と思う。 
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山間地の文化を掘り起こそう！ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：金山町 

 

○講   師：道草ぶんこう運営委員会 

 

○訪 問 日：平成 28 年 10 月 29 日(土)～30 日(日)、12 月 10 日(土)～11 日(日) 

 

○受 講 者：堀内 省吾（班長）、伊藤 汐音（記録）、真柄 翔子(発表)、箭内 香里（発表）、 

秋場 美月（記録）、小幡 南実（記録）、升本 和成（発表）、杉原 邑実（学生サポータ

ー）、近野 沙央梨（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２９日（土） 【１日目】１２月１０日（土） 

08：00 山形大学発 

10：00 道草ぶんこう着 

10：10 開講式 

10：20 講義「さわやか祭り」について 

11：30 昼食準備 

12：00 昼食  

13：00 さわやか祭り準備 

16：00 後片付け 

17：00 シェーネスハイム（入浴） 

18：00 ホームステイ先へ移動 

18：30 夕食 

08：00 山形大学発 

10：00 道草ぶんこう着 

10：10 開講式 

10：20 講義「なし団子まつり」について 

    造形教室の児童と活動 

11：00 なし団子飾り作り 

12：00 昼食 

13：00 雪囲い作業など 

14：00 なし団子飾り付け 

16：00 後片付け 

17：00 シェーネスハイム（入浴） 

18：00 ホームステイ先へ移動 

18：30 夕食 

 

【２日目】１０月３０日（日） 【２日目】１２月１１日（日） 

06：00「ホームステイ先」の暮らし体験 

    朝仕事体験 

08：30 道草ぶんこう集合 

    料理、作品受付      

10：00 開会式 

10：30 餅つき大会  

12：00 昼食、地区住民との交流 

14：00 後片付け 

16：00 道草ぶんこう発 

18：00 山形大学着 

 

06：00 「ホームステイ先」の暮らし体験 

    朝仕事に挑戦 

09：00 道草ぶんこう集合 

10：00 しめ飾り 門松づくり 

11：50 祈願祭 

12：00 昼食 

13：00 輪投げ大会（地域交流） 

14：00 活動の反省・総括 

16：00 道草ぶんこう発 

18：00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 堀内 省吾 

私は今回のプログラムの「さわやか祭り」に参加する

にあたって、似ている状態にある地元の町内会の祭りを

重ねわせて金山町を見ていました。私の地元で開かれる

祭りでは、携わっている人と参加者のほとんどがお年寄

りで、最近では規模も以前に比べて小さなものになって

きました。高校生になってからだんだんとそのことが気

になりだし、何とかしたいものだと漠然とは思いつつ、

真剣にじっくり考えるということはあまりありません

でした。そこで、「さわやか祭り」に実際に参加し、ど

うしていけばいいかを考えることで、同時に自分の地元

をどうするべきか考えることができると思いました。 
私がまず大切だと思ったことは、やはり「地元の若い

世代に祭りの良さを知ってもらうこと」です。これは言

うまでもないことですが、しかし私はさわやか祭り・な

し団子まつりの手伝いや実際の参加を通して実感しま

した。道草ぶんこうの方々や地域の方々は金山の魅力や

歴史についてたくさんの知識を持っており、若い人に伝

えたいという熱意が強く感じられました。外から来た私

たちにとって新鮮で面白いことがいっぱいあったので、

それを金山の小～高校生に伝えなければもったいない

と思いました。特に高校生にもなると文化や伝統などと

いったことに興味を持ち始めるころだと思うので、私た

ちなりの視点から工夫を凝らし、皆さんの熱意が若者た

ちにより伝わるようにお手伝いできれば素晴らしいと

考えます。そして、その問題について考えることで今ま

で意識することのなかった「地域」や「文化」に対する

見方が変わっていき、視野も広がっていくのだと思いま

す。自分たちが単に見たり感じたりするのではなく、お

世話になった方々や金山町の学生の皆さんに新しい視

点からとらえた地域・文化についての考えを示すことが

できた時、金山の「文化を掘り起こした」ということが

できるのだと思います。 

 

人文学部 伊藤 汐音 

今回、私たちの班は金山町に行きました。私は山形県

出身でしたが、始めて行く町だったので少し緊張しまし

た。けれども、金山町の皆さんがとても温かく私たちの

ことを迎え入れてくれて、私も安心して活動することが

できました。 

私たちの活動は、主に第1回目は「さわやか祭り」の

運営、第2回目は「なし団子祭り」「祈願祭」の運営がメ

インでした。第1回目の「さわやか祭り」では、人が集

まるかなととても不安でしたが、地域の人が思った以上

にたくさん集まってくださり、運営をしていてとてもや

りがいを感じました。「さわやか祭り」では地域の方々

が持ち寄って下さった料理をたくさん食べました。その

土地ならではの料理を、作った人の顔を見ながら楽しく

食べることはあまり体験できない貴重な体験でした。第

2回目で行った「なし団子祭り」では、そのなし団子に

含まれている意味や、それぞれの装飾に関する意味など

初めて知ることが多く、とても新鮮な気持ちになりまし

た。また私たちのプログラム名である「山地間の文化」

というのはこういうものをいうのだ、と感じました。ま

た、使っている木もそこらへんに生えている木ではなく、

女性の木で、枝が多く、水分を含んでいるもの、という

限定されているものだと知った時は驚きました。この2

回の活動を通して私は、金山町に在住している高橋さん

のおうちに泊まらせていただきました。一緒の食事を囲

みながら様々な話ができてとてもよかったです。私は今

まで自分の考えが普通、一般的だと考えていましたが、

高橋さんとお話をしていると、全然違った視線で物事を

考えることもとても大切だと感じました。年齢差や住む

ところが違うと、考え方が変わってくるのだなと思いま

した。最後にこの2回の活動をとおして、何度も耳にし

たのが、この文化をつなげてくれる後継者がいないとい

うことです。金山町はどちらかというと年配の方が多く、

若い方はよそへ出て行ってしまうそうです。せっかく

「さわやか祭り」や「なし団子祭り」など、昔ながらの

意味のある行事があるのに、ここで伝統が途絶えてしま

うのはもったいないです。もう一度こういった地方、ま

た山地間の文化を大切にしていける方法を考えていき

たいです。2回という少ない活動でしたが、とても貴重

な体験をしたと思いました。今度は授業関係なく、自分

たちで金山町に行きたいと思います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 真柄 翔子 

1回目の活動内容は、1日目に地域の中の祭りのひと

つである「さわやか祭り」の会場準備、2 日目の祭り

当日では地域の方々の手作り料理を食べたり、餅つき

大会を行ったりして地域の方々と交流しました。2 回

目の活動内容は、1 日目に「なし団子祭り」の飾りを

作り、飾り付けをしました。2 日目にリース造り、地

域の方々と輪投げ大会を行いました。また、2 回とも

ホームステイをし、ホームステイ先の暮らしを体験し

ました。 

まず、金山町で行われている祭りの中の 2 つを体験

したことから私が感じたことは、祭りに参加している
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人々の多くがお年寄り、または小学生の子供たちであ

り、私たち学生のような中間層がいなかったことです。

地域の祭りは地域を活性化するためにもとても重要な

行事ですが、若者が少ないためこのような伝統を受け

継ぐ後継者が減少してきているのではないかと思いま

した。ここで私は、私たち学生が祭りのチラシを作っ

て地域の学校に配りに行くといったような活動や、フ

ィールドワークのような活動を通して大学生が祭りな

どに参加し地域に貢献することのできる機会を増やす

べきであると思いました。 

次に、2 回のホームステイを体験して私が感じたこ

とは、ホームステイをすることの良さです。今回私は

初めてホームステイを体験しましたが、ホームステイ

をすることで地域の方々とより身近に関わることがで

きました。また、初めて会う私達に対して優しく接し、

ご飯を沢山準備していてくれたことなどから、その地

域の人たちの温かさを肌で感じることができました。

また、食事の時間に出てきた料理から、山形特有の料

理を食べることができました。引っ張りうどん、納豆

汁、これらはどれも初めて食べたものばかりで、自分

が今まで食べたことのない料理を食べることができと

ても新鮮な経験をすることができました。このフィー

ルドワークの全体を通して、金山町は自然豊かで地域

の人々はとても温かい場所であることが分かりました。

また、活動の中で小学生の子供たちや高齢者のみなさ

んと、幅広く交流することができ、普段の生活の中で

は体験することのできない活動をすることができると

いうことは、自分にとってとても大切なことであると

思いました。金山町を今よりもさらに発展させていく

ためにはどうしたらよいか、その方法について外の目

線から見つけて、考えていきたいと思います。そして、

金山町の地域活性化に貢献していきたいと思いました。 

 

地域教育文化学部 箭内 香里 

私は、2 回のフィールドワークを通して金山の魅力

をたくさん肌で感じてきました。その中でも一番私が

大切だと感じたことは、“人とのつながり”です。地域

の方々と一緒にお祭りを企画・運営したり、一緒に美

味しいご飯を食べたり、たくさんお話をしたりしてい

く中で、地域の方々の優しさに触れ、金山という町も

そこに住む方たちもすべてが大好きになりました。ま

た、このフィールドワークにはホームステイが組み込

まれていたので、1 日中地域の方と交流することがで

き、そこでもまた優しさ、温かさに触れ、一人では決

して生まれることのない不思議な温かい気持ちを感じ

ました。そして、きっとたくさんの人と関わり、お話

をすることは私自身の人生を豊かにしていくのだろう

なと感じました。人と直接関わることでしか得られな

いことがあるということを実感することが出来たので、

これからもっともっとたくさんいろいろな人と関わっ

ていこうと思いました。 

 しかし、金山に実際に行ってみて感じた課題点もあ

りました。金山には、なし団子という伝統行事があり

ます。しかし、その伝統も現在、家庭で行われること

は少なくなっているそうです。そこでその伝統を守る

ために、お祭りとしてなし団子を守ろうと考えられ、

なし団子祭りが開催されてきました。しかし、そのお

祭りさえも後継者がいなくなってしまい、今後 10 年、

20年先を考えると厳しい状況になってきてしまいまし

た。私は、実際になし団子をつくり、なし団子にはそ

の年の感謝や次の年への願いが込められていることや

なし団子を作る際のルールなどを伺って、この伝統を

なくしたくない、残したいと思いました。また、「お祭

りは地域の心をつなぐ」という考えのもと開催されて

いるこれらのお祭りもなくしたくないと思いました。

その他にも金山には様々な伝統があり、それらを次の

世代に受け継ぐためにも後継者不足はこの町の課題で

あると思いました。 

この4日間、いろいろなものに触れ、様々なことを考

えました。そして、その地域に住む人たちでは気づけな

い、外から来た私たちにしか気づけない金山の良さや課

題を見つけることが出来ました。そこからどのように解

決へ向けて活動していくかが大事だと思うので、これか

ら考えていこうと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 秋場 美月 

私はこのフィールドワークを通して、2つのことを考

えました。 

１つ目は、町の高齢化についてです。私たちが今回お

邪魔させていただいた、金山町田茂沢地区では住民が高

齢化しています。そのため、私たちがフィールドワーク

で体験させていただいた、なし団子祭りや他の年中行事

などの高齢者の知恵を次の世代へ伝えていけるかが問

題となっています。金山町には豊かな自然と今まで受け

継がれてきた古き良き伝統があります。私はそれらのも

のがいつまでも残り続けてほしいと思いました。 

２つ目は田舎で暮らすことについてです。第２回の2

日目に地域起こし協力隊の委員であり、音楽活動をさ

れている柴田さんが私たちに弾き語りをしてくださり

ました。そこで私は柴田さんの言葉が心に残りました。

近年スローライフと言って、田舎に移住して農業など

をする暮らしが流行しています。しかし、実際農家の
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皆さんはその労働量から考えるとブラック企業で働い

ているような暮らしをしているそうです。もしかした

ら、都心にある大企業の方が、社員がたくさんいて労

働力があるため楽かもしれないとおっしゃっていまし

た。しかし、それは価値観の持ちようで考え方がかわ

るのだとお聞きしました。現代はとても便利な生活に

なったと思います。近くにコンビニがあるし、都心で

は地下鉄や電車が１日に何本も走っています。田茂沢

地区にはコンビニはないし、主な交通手段は車です。

しかし、フィールドワークに行ってみて、田茂沢地区

の方々はみんな優しくて、自然がきれいで、充実した

暮らしがあると思いました。農家の暮らしは朝早く起

きて、日が暮れるまで仕事をして、とても重労働で大

変です。しかし、そんな生活の中でも地域の人たちと

お茶飲みをしていろんな話をしたり、地区のお祭りを

して豊作を祈願したり、人や自然との触れ合いの楽し

さを感じることが田舎で暮らす価値なのかなと思いま

した。ある状況を大変だと感じるか、楽しいと感じる

かは、自分の考え方で変わるのだということを改めて

わかりました。これから大変なことはたくさんあると

思うのですが、なんでも楽しめる自分になりたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 小幡 南実 

私が2回のフィールドワークを通して一番気になっ

たことは、金山町の若者の数が減少していることです。

これは、金山町だけではなく山形県全体に共通してい

ることでもあります。しかし、普段周りにたくさんの

若者がいる大学で生活している私にとっては、このこ

とについて改めて考える良いきっかけとなりました。 

私は、1回目の活動の中で「さわやか祭り」に展示

する作品を集めるために、田茂沢地区と蒲沢地区にあ

るお宅や公民館を訪問しました。その中で印象深かっ

たのは、あるお宅で昔からある蔵を見させていただい

たことです。昔使われていた機織り機や田植え道具、

レコードや写真が大切に保管されていて、教科書など

では見たことがあっても実際に触れる機会がなかった

のでとても貴重な経験になりました。そのときに、こ

のような昔の物を私たちの世代が引き継いでいくべき

なのではないかと思いました。また2回目の活動で、

「なし団子祭り」の準備の前に「道草ぶんこう」の樋

口先生が、金山町で伝統的なお祭りをする人が少なく

なってきていて、後継者不足だということ、昔の人の

知恵を次の世代に残したいと思っていることを私たち

に教えてくださいました。そして「なし団子祭り」に

は、今年の町の人々の苦労をねぎらうこと、来年の希

望、火災防止や豊作などの願いが込められていること

や、使われているミズキの木や団子にも思いや意味が

込められていることを教わり、こんな素敵なお祭りを

する人が減っていることは残念に思いました。このよ

うな伝統的なお祭りを毎年子供たちと一緒に準備をし

て、町に残そうと活動している「道草ぶんこう」のよ

うな地域の人が集まる場所がもっと増えれば、子供た

ちは成長してもこのお祭りを続けていくのではないか

と思いました。 

最初は、金山町に行って地域の人々と一緒に活動をす

ることが目的だと思っていたフィールドワークも、2回

の活動を通して私たちの活動の意味を考えると、金山町

が抱える問題を解決するために何をするのかを考える

ことが私たちの役割なんだと改めて考えさせられまし

た。若者減少やお祭りなどの後継者不足という問題は簡

単に解決できるわけではありません。しかし、活動報告

を通してより多くの人にこのことを知ってもらったり、

新聞やテレビなどのメディアを活用したりすることで

たくさんの人に興味を持ってもらえると思います。まず

多くの人に知ってもらうために金山町のフィールドワ

ークに参加したことがある人達で協力するなど、さまざ

まな対策を考えて行動できればいいなと思いました。 

 

工学部 升本 和成 

私は金山町の道草ぶんこうを中心にフィールドワー

クを行い、それを通して学んだことは3つある。 

1 つ目は、金山町には豊かな自然環境があることで

ある。秋には色鮮やかな紅葉がみられ、冬は辺り一面

の銀世界に変わる。自然に囲まれているため、空気が

澄んでいて、夜になればとても綺麗な星空が広がる。

このようなことは都会ではほとんど無い、都会には無

い金山町の魅力である。 

2 つ目は、地域の人の交流があることである。さわ

やか祭りにいた地元の方は、「ここら辺はそんなに人も

多くないからだいたい顔見知りだよ」と言っていた。

また、道草ぶんこうには子供から高齢の方まで幅広い

年齢層の人が来ていたが、世代を越えて仲が良く、人

の交流があることを感じた。最近、人間関係の希薄化

が問題視されるが金山町にはしっかりとした人間関係

があった。 

3 つ目は若者が少ないことである。小中高、大学に

進むにつれて人が減少し、フィールドワーク中、20代

30 代の人はあまり見られなかった。その影響もあり、

以前は、なし団子まつりを他にもやっているところが

あったそうだが、後継者不足によって、最近では道草

ぶんこうくらいしかやってないと聞いた。金山町には

魅力も問題点もあることが分かった。 
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このようなことを学び、大学生である私に何ができ

るか考えた。都会には無い金山町の良さや、豊かな自

然環境と言った魅力の発信はできる。具体的な活動と

して、SNS で広範囲の人に伝えることや、身近な人に

話すこともできる。問題の解決は私にはまだ出来るこ

とではないが、金山町を訪ね、お祭り等の行事のお手

伝いや、地域の人達と交流することを通して、地域を

活性化し問題の解決に近づけるように努力することは

できる。また、私のような外部の人間の視点から、金

山町の魅力を発見することで、地元の人もそれに気づ

くことができる。もちろん、私一人ではなく、多くの

人で行えば、より大きな効果が得られることが予想さ

れる。なので、一人で頑張るだけでなく、色々な人を

巻き込んで活動、協力していけば、問題の解決も見え

てくると考える。 

今回の活動で終わるのではなく、私に様々な経験を

させてくださった道草ぶんこうの皆さんや金山町の皆

さんに恩返しするつもりで、これからもフィールドワ

ークの応用編として活動していきたいと思う。 
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森と人との共存を考えるⅡ～山間地の文化を探り地域振興へ～ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：金山町 

 

○講   師：遊学の森案内人会 会長 笹原 忠昭 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 12 月 10 日(土)～11 日(日)、平成 29 年 1 月 7日(土)～8日(日) 

 

○受 講 者：Gan Wen Shuoh（発表）、許 可（発表）、佐々木 理子(班長)、櫻井 大智（発表）、 

増川 くるみ（発表）、柴山 陽平（記録）、結城 朋哉（発表）、鈴木 雄士（発表）、 

高橋 悠（記録）、渡邊 唯（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１２月１０日（土） 【１日目】１月７日（土） 

 8:00 山形大学発 

10:00 遊学の森着 

10:15  オリエンテーリング 

10:30  スノートレッキング 

12:00 木もれび館で昼食（里山弁当） 

13:30  最上の雑学（末っちゃん講座） 

14:30 山の神雪踏み体験 

16:00  終了 

16:30 夕食づくり 

17:30  夕食 

18:30  有屋少年番楽の奉納 

19:30 終了、入浴 

20:30 ふりかえり   

 

8:00 山形大学発 

10:00 遊学の森着 

10:15  オリエンテーリング 

10:30 餅つき、ナシ団子、雪遊び 

12:30  昼食（餅） 

14:00 カントリースキー体験 

16:00 終了、入浴 

18:00  地域交流 

20:00 ふりかえり 

 

【２日目】１２月１１日（日） 【２日目】１月８日（日） 

05:30  起床、朝食 

07:00 地域のお歳灯準備手伝い 

10:00 遊学の森でリースづくり 

12:00 里山バイキングで昼食 

13:00 ぶどう蔦でストラップづくり 

14:30 終了、ふりかえり 

16:00 遊学の森発 

18:00 山形大学着 

 

05:00 起床、朝食 

06:00 カントリースキー大会準備と運営  

   「りゅう馬スプリントスキーフェスタ 2017」  

13:00 終了 

13:30 昼食 

14:30 終了、ふりかえり 

16:00 遊学の森発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 Gan Wen Shuouh 

2回（4日）の金山町のフィールドワークを通して、私

はこれまでに体験したことがない事を体験し、いろいろ

考えた。 

 1回目のフィールドワークは充実した2日間だった。

1 日目に、金山町に着いて、私は講座で先生の作った

紹介のスライドから金山町のことに触れた。金山町は

四季の美しさに恵まれ、形の面白い木々や見たことが

ない昆虫や植物も数えきれないほど多くある。それか

ら、私たちはスノートレッキングや雪遊びを体験した。

雪が初めての私にとって、このような活動は本当に新

鮮だった。雪だるまや雪像を作るとき、私は本当に楽

しかった。次に、私たちは一緒に晩御飯を作り、「番楽」

と呼ばれるパフォーマンスを見に行った。行く前に、

私は番楽をする人は小学生だとは思わなかったので、

行ったときは吃驚した。なぜかというと、番楽は学ぶ

のが難しいからである。私はその子供たちから教えて

もらったが、難しくて、全然覚えられなかった。その

時、私は、文化を守るために町の人々はいろいろ頑張

ったことがわかった。 

2 日目に、私たちは早く起きて、雪かきをした。雪

はきれいだが、大変なこともある。雪かきはその中の

一つだと思う。雪が多く積もると、家を出ることがで

きなくなるので、雪かきをしなければならない。寒い

気候の中で雪かきをするのは本当に大変だった。この

時、金町に住むのは大変なことであるとわかったので、

ここに住む人が少なくなるかもしれないと思った。雪

かきの後、私は歳灯の準備をした。地元の人によると、

お歳灯というのはお米が豊かになるように神様に祈る

ものだそうである。残念なことに、私たちはお歳灯に

火をかけるのを見る機会がなかった。しかし、友達の

おかげで、2 回目のフィールドワークが終わった後、

私たちはお歳灯を見る機会があった。私たちはその友

達の先輩のうちに泊まり、お歳灯を見た。初めてそれ

を見て、本当にきれいだったと思う。灰が蛍のように

空を飛ぶのが素晴らしかった。2 日目、私にとって最

も印象に残ったのは工芸品を作ることである。それは

ストラップとリースづくりであった。 

この 2 日間に、私はいろいろ考えた。まず、私は金

山町の人口が少なくなっていくことがわかった。アク

セスの問題や雪の不便なところなどがその原因ではな

いかと考えられる。それで、どうやって人口を増やす

かについて考えてみて、いくつの提案があった。まず

はアクセスの改善が必要だと思うが、どうやってする

かはまだ詳しく考えていないので、検討中である。そ

れから、雪とともに生活するのは大変かもしれないが、

雪遊びなど雪の魅力を外の人に発信すると良いのでは

ないかと思う。それで、フィールドワークで雪合戦と

いう活動があればよかっただろう。それだけでなく、

ストラップなどの工芸品も金山町の特徴ではないかと

思う。工芸品を作ることにより中年層の女性から好印

象をもってくれる可能性があるので、この点から工芸

品の生産システムを確立し生産を拡大すれば、雇用が

増加し、人口が増加するではないかと考えられる。 

2 回目のフィールドワークで、私は餅つき、ナシ団

子、スキーを体験した。餅つきが一番面白かった。そ

れから、餅はいろいろな食べ方があるので、本当に新

鮮だと思う。ナシ団子について、私は、以前はそれを

梨が入っている団子だと思ったが、お正月の飾りだと

いうのがわかって、面白いと思った。二日目に、私は

スキー大会の準備を手伝った。そのスキー大会に参加

した子供たちは金山町の小学校の小学生ほぼ全員だそ

うである。その時に最も印象に残ったのは参加する子

供たちはみんな番楽が上手だったことである。それで、

私は地元の人にそれはなぜかと聞くと、みんなは体育

の授業で学んだとのことである。小学生全員近くの参

加とお母さんたちの協力を見ると、金山町の町民の団

結がはっきり感じることができた。 

2 回目のフィールドワークを通じて、私はいろいろ

考えた。それで、人口減少対策の提案が 1 つ出た。そ

れは有名人を通して町のいいところを宣伝することで

ある。例えば、金山町を背景とするドラマを作ること

である。このことから、「有名人が金山町へ行ったので、

私も行く」と考える人が金山へ行くことが見込める。

ドラマだけでなく、ビデオを作り、ユーチューブにア

プロードすることもいい方法ではないか。例えば、有

名人の代わりに、撮影専攻の学生たちがビデオを作る

というのはどうだろうか。このようにすれば金山町の

いいところを紹介することができ、良い手法だと考え

られる。それだけでなく、グループメンバーもいろい

ろな意見を述べた。例えば、町のいいところを紹介す

るかるたや、雪かきサークルを作ることなどである。 

 

人文学部 佐々木 理子 

私は今回のフィールドワークで、金山町に昔から伝

わる文化にとても魅力を感じました。有屋少年番楽は、

子供たちが謡って舞うからこその迫力がありました。

名産金山杉を使ったお歳灯も、設置する場所それぞれ

に意味があるというのがとても興味深かったです。私

の地元の金山町では「歳の神(さいのかみ)」という名

前で同じような旧正月の行事がありますが、込められ

た意味については知らなかったし知ろうとも思わなか

ったので、地元を振り返るきっかけにもなりました。

また、金山町で盛んだというクロスカントリースキー

も、おじいちゃん世代から子供たちまで滑れるのはす

ごいことだと感じました。きっと、高校や大学で外に

出るまで大人も子供もクロカンができて当たり前と思

っているだろう小学生の前で、できずに転ぶ私たちは

新鮮だったと思います。 

私が金山町で感じた課題は、少子高齢化です。金山

町の人々がもっとも苦労しているのは、おそらく冬の

除雪だと思います。除雪は重労働です。今回、有屋公
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民館前の除雪を体験しましたが、たった30cmほどの積

雪にあれだけの人数がいても、多くの時間と体力を使

うことが分かりました。お歳灯準備に集まったみなさ

んを見て、住民の減少と高齢化が進む一方で土地だけ

は広いという地方の現状を強く実感しました。また、

若い世代の都市部への流出に伴い、働き手だけでなく

子供たちも少ない印象を受けました。このままでは、

今 3 曲残っている有屋少年番楽も継承が難しくなって

いくだろうと思います。有屋少年番楽やクロスカント

リースキーを続けなければいけない、もっと盛んにさ

せなければいけないと考えているなら、小学生の希望

者のみが参加するのではなく、全校生強制参加にさせ

るべきです。 

前に挙げた課題は、定住者の減少から来る問題だと

考えます。定住者を増やすための第一段階、金山町を

知ってもらうために、私はターゲットを大学生に絞っ

た広報活動を提案します。流行や新しい情報に敏感か

つフットワークの軽い学生が、SNS などで持つ拡散力

は絶大です。そんな学生のアンテナに金山町をひっか

けるために、フィールドワークでの活動をまとめた掲

示を大学構内の目につく場所(学食など)に出したり、

twitter にフィールドワークもがみのアカウントを作

成し、タグ付けしながら写真などを投稿したりするこ

とは有効だと思います。また、金山町の公式アカウン

トでも、たとえば「#神室スキー場 #山形県金山町」と

いうタグでつぶやいてくれた人にはスキー場のリフト

回数券贈呈、などとすると学生以外でも引っかかる人

はいると思います。また、2 回目のフィールドワーク

で金山町町長様に、町で提供している体験住宅をもっ

と気軽に若い世代も利用できるように対象年齢の引き

下げをお願いしました。金山町は、セカンドライフを

送るだけではもったいない町だと思っています。 

以上が、私が今回の体験を通して考えたことです。

すてきなプログラムをありがとうございました。 

 

人文学部 櫻井 大智 

私は、今回のフィールドワークのプログラムで金山

町に行った。金山町の魅力として私が考えていること

は、金山町には「田舎らしい田舎」というロケーショ

ンが存在していることである。都会に住む人が想像す

る田舎の姿があるということは最大の魅力の1つであ

ると感じた。また、金山町の人々は、伝統的な行事や

イベント等に積極的に参加していて、人と人や自然、

伝統、スポーツなど様々なものとの繋がりが息づいて

いるということを感じることが出来た。そのような繋

がりは、厳しい自然と関わる暮らしの中での不便さと

いうものから出来ているのであろう。一方、金山町の

課題としては、少子高齢化が進み人口が年々減少して

いるということである。そのようになっている要因と

しては、まず1つが、雪が非常に多いということであ

る。雪かきを体験させていただいたが、複数人でやっ

ても非常に時間がかかった。金山町には高齢者で独り

暮らしだという方が多いと聞いた。そのような人は雪

かきが極めて重労働になるだろうということを体感し

た。また、私はこのプログラムに参加するまで金山町

の名前は知っていたが、どこにあって、何が有名であ

るのかをほぼ知らなかった。そのように金山町の認知

度が低いということもあげられると考える。 

そのような地域振興などの課題の対策として、金山町

内では、雪を利用したスノートレッキングツアーや特産

の金山杉を使ったチェンソーアート競技会など、非常に

様々なことをしている。私は、多くの人に知ってもらう

ということ、その中でも私が身近に感じることが出来る

大学生などの若い人に絞って考えた。大学生に金山町の

ことを知ってもらうための一番効率の良い方法は、大学

構内に、金山町の魅力やどのようなことをやっているの

か、また、今回のフィールドワークの感想などを書いた

ポスターのようなものを多くの人が見るような場所に

貼っておくということであると考えられる。それにより

多くの人が興味を持ち、金山町に休業中に遊びに来る人

が多くなるであろう。大学生は比較的、ソーシャルネッ

トワーキングサービスなどの情報発信ツールを使う割

合が高い。実際に来た人に情報を発信してもらうことで、

山形県だけでなく、県外など非常に多くの人が金山町を

知るきっかけになるであろう。そのように大学生を利用

するということは、地域振興における最大の手段の1つ

になり得ると私は考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 許 可 

 この間、フィールドワークで山形県最上地方の金山

町に行き、合わせて二回四日間を過ごした。雪と木々

に囲まれる里山地方で、金山の魅力を肌で感じ取りな

がら、そこの現実的問題にも触れた。これからは自分

の感想と提案を述べたい。 

 「地域再生のポイントは、この地域独特の魅力を徹

底的に磨くことだ」と、『地域再生の失敗学』に書いて

ある。山・温泉・スキー・里山などの要素がそろえた

金山町に、一体どんな魅力があげられるのか。 

 まず、私を「また行きたい」と思わせるのは、金山

の人の心である。私が長靴を持ってこなかったのを知

って、快く貸してくれたおばあちゃん。みんなの作っ

た雪だるまを見てはニコニコしていたおじいさん。み
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んなと雪の上を走って行き、いきなりベッドのような

雪に横になった豊後さん。自分の家をみんなに自由に

使わせてくれた三上さん。夕食の後の雑談に、貧困は

二つに分けて、心の貧困のほうが危ないという金言も

聞かせた。わずかな四日間のうち、そういうお互いに

心を通わせ、すべてくつろげる瞬間をいただいた。そ

れは、ほかのところではなかなかできないと思う。車

に乗って去るとき、後で手を大きく、すでに見えない

までに振っていたおばあちゃんの姿は、心底に刻み込

んだ。 

 次に、「田舎らしい田舎」といわれる景色は、いかに

も落ち着く、心を打たれる。雪と森に囲まれる小さな

町は、本物のみちのくである。自分は撮影が上手では

ないが、もしカメラマンに任せれば、童話世界のよう

な写真はできるはずだ。どこからいつ見ても美しいか

らだ。そして、昔ながらの信仰に感心した。まずは有

屋少年の番楽で、獅子舞をしたり、笛を吹いたり、太

鼓を叩いたりした。みんなはまだ小学生らしい。天真

爛漫の子供によってこそ、昔ながらの不思議な力が表

れる。新生の若さと歴史の重さを組み合わせた妙な演

出。後で番楽はそもそも子供でなく、大人が踊ったの

だと聞いた。また、お斎灯の準備を手伝うころ、それ

は神様を迎える儀式という話も聞いた。このように、

田舎にまだ残っている伝統行事は、地方の魂であり、

深く触れていくべきだ。 

 最後に、おいしいものも逃せない。里山弁当や山菜

ハイキング、たっぷりの漬物、もちなど、本当に自慢

できると思う。旨味と同時に、健康にも良さそうだ。 

 金山の抱える課題について、まずは最も大事なことを

言っておきたい。山奥に位置するため、すでに人口減少

にあることだ。それは結果であり、同時に原因でもある。

そのため、交通の便も少なくなり、空き家も増えていく。

一方で、少子化で廃れた小学校は何か所もある。 

 次に、地元民こそ自分のいいところを知らないこと

である。経済成長・グローバル化を目指す流れに、金

山町は田舎・少子化というラベルを貼られてしまった

わけである。だから、地元民はどうも自分の町のこと

を低く思いがちだ。例えば、番楽を奉納した子供たち

が、踊りや歌を丸暗記しているが、その意味は知らな

い。そもそも、経済というのは、基準の一つに過ぎな

いのである。地域なりのよさを見出す力がつけるとい

いと思う。 

 最後に、地域おこしを支える人は足りない。少子化

が進み、若年層が仕事で地域を離れるため、残った人々

は地域おこしで四苦八苦だそうだ。毎年の有屋竜馬ス

キー大会、番楽を精一杯守り続けてきた人は準備の大

変さを教えた。どんな提案でも、実行するエネルギー

がほしいという。  

提案としては、 まず、実現可能性が一番大きいのは、

山大雪かきサークルである。金山町は冬の間、除雪で特

にお年寄りの家は大変である。そこで、山大生に雪かき

をしてもらい、その代わりに、付近の温泉・スキーが割

引になるという構想。蔵王などの温泉スキーに比べて、

金山の値段はだいぶ低く、学生族に好まれるだろうと予

測できる。それに、宿泊は民泊で、移動は地元の車に任

せれば人気が一層高くなるかもしれない。そして、上記

のサークルが金山の人々とつながれば、さらに農作や行

事にも参加できる。ここではもうお互いを友達としての

付き合いのである。こうすると、学生たちが地域に溶け

込み、金山のエネルギーになる。 

 次に、情報発信として、あるアイドルや学生が自分

なりの金山の旅を語るパンフレットを作る。発想は九

州新幹線のパンフレット『KAGOSHIMA by ROLA』から

である。それは、具体的な人の目を通して、金山のス

ポットやグルメをあらたに紹介することである。また、

山形市内、例えば七日町で金山のキャンペーンをし、

番楽を踊ったり名産物を売ったり、パンフレットを配

ったりする。 

 そして、金山の里山文化の奥まで読み解き、うまく

伝えるように、よそから力を借りることもできる。例

えば、山形大学だけではなく、東北芸術工業大学とも

提携すること。テキスタイルコース、工芸コース、彫

刻コースなどの学生に金山町の良さを再発見させる。

あるいは、山形のグラフィックデザイナーに人々の目

を掴むようなポスターを作ってもらう。このように、

金山町を新たにイメージ付けることができ、今までと

違う横顔が見えるかもしれない。 

 定住について、やはり若年層にとっては難しく、タ

ーゲットを定年退職者に絞ったほうがいい。そのため

に、交通や除雪、コンビニなどの施設を完備する必要

がある。 

 今回のフィールドワークでいろいろ考えさせられた。

一番勉強になったのは、金山町を第二の故郷として考え

なければならないことである。やはり自分は外国人であ

り、短期滞在という気持ちが強く、金山町と一体になっ

たのは最後である。心理的な距離を小さくしたら、もっ

と深く話せるかもしれない。そして、自分としては、ま

た春や夏にもう一度金山町に行きたい。 
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地域教育文化学部 増川 くるみ 

金山町の魅力は、特に２つ挙げられます。 

１つ目は、自然が身近にあることです。今回のフィ

ールドワークでは、金山町で採れた木の実などでリー

スを作ったり、とても美味しい山菜料理を食べたり、

ぶどう蔦でストラップを作ったりしました。また、お

昼ご飯で食べた里山弁当が今までで食べたお弁当のな

かで一番おいしくて感動しました。自然のものでもの

を作ることは、世界で一つだけのものを自分の手で作

ることができます。そして、自然のものを食べること

は、素材を生かし新鮮ですおいしいものを食べること

ができます。 

２つ目は、親切な人がたくさんいることです。地域

の方と一緒に活動をした時に、質問をすると詳しく教

えてくれたり、有屋番楽の奉納に行った時は小学生の

お母さん方が飲み物をくれたりしてくださいました。

地域の方同士みんな仲が良いことも魅力です。カント

リースキー大会では、地域みんなで金山町の子供達を

大切にしていることを感じました。 

金山町の課題は、高齢化です。有屋小学校の子供達

が複式学級だと言っていました。高齢化は町の過疎化

にもつながっていくので重大な問題です。この課題を

解決するためには、雪をプラスにすることが大切だと

思います。なぜかというと、地域の方が、「夏はいいの

だけど、冬は雪がたくさん降るから大変だ」「雪がたく

さん積もるから定住する人が増えないのではないか」

と言っていたからです。確かに、雪がたくさん降ると

雪かきをしなければならないし、交通も不便になりま

す。だから、雪をプラスに変えることができれば高齢

化を食い止めることができるのではないでしょうか。 

私たちができることは、２つあります。 

１つ目は、金山町に雪かきボランティアとして行く

ことです。私たち学生が雪かきボランティアとして金

山町に行くことで、地域の方は雪かきをしてもらえま

す。そして私たちは地域の方と交流ができ、金山町に

行くきっかけを作ることができます。さらに、フィー

ルドワークに参加していない学生も連れて行くと、金

山町を知ってもらうこともできます。 

２つ目は、金山町の魅力を伝えることです。金山町

の魅力を知ってもらえると、金山町に行く人が増えま

す。そこで金山町の良さを実感してもらえれば定住す

る人も増えるでしょう。金山町の魅力を伝えるために

は、Facebookや TwitterなどのSNSを利用することが

手軽です。金山町の良さを実感してもらうために、地

域の人と交流するプログラムを考えることも必要です。 

金山町でたくさんのことを体験させていただき、考

えるきっかけももらうことができたので、恩返しをし

ていきたいです。 

 

医学部 柴山 陽平 

４日間のフィールドを通して、金山町の魅力と不便な

ところがわかりました。そこで、金山町の魅力と不便な

ところ、加えてその改善案について、私の考えを書きた

いと思います。 

 私が金山町の魅力だと思うところは３つあります。

まず、景色が綺麗なところです。私が実際に見ること

ができたのは冬の金山町だけでしたが、事前学習の際

に金山町のホームページで見た、金山町の整った街並

みや春の桜はとても綺麗でした。次に、都会でできな

い体験ができるところです。私は金山町を訪れて初め

てスノートレッキングやリース作り、ぶどうの蔦のペ

ンダント作りをしました。すべてうまくできたわけで

はありませんが、とても楽しかったです。最後に、伝

統を残そうとする運動が活発なところも金山町の魅力

です。少年番楽や歳灯を見たり、実際に体験したりす

ることで、地域の伝統文化の素晴らしさを感じること

ができました。 

 私が金山町の生活で不便そうだと感じたことは、３

つあります。まず、交通の便が悪い点です。人を呼び

込もうとしても、移動に時間がかかるのがデメリット

になります。この問題についての改善案は、来る人に

移動時間を楽しんでもらうことです。シャトルバスな

どでの移動の際には、移動中にバスの中で金山町の魅

力を紹介することで、金山町に対する期待が膨らみま

す。移動中に、金山町に関するゲームをするのもいい

かもしれません。次に、職場がない点です。職場がな

くては、地域の子供は大人になって町から出て行って

しまうし、就職して移り住んでくる人もいません。し

かし、職場を作ることは難しいため、在宅の職業の人

を呼び込むことを提案します。在宅の職業の人を呼び

込むには、そういった人に魅力的な町である必要があ

ります。在宅の人は図書館やカフェでパソコンを開い

て仕事をすることが多いため、公民館や木もれび館を

町民がカフェとして利用できるようにするのがいいと

思います。最後に、金山町では冬は雪かきが大変です。

この問題の改善案は、雪かきボランティアサークルを

作ることです。雪かきボランティアサークルは１泊２

日で活動し、１日目は地元の人の家に泊めてもらい、

２日目の朝は泊めていただいた人の家の雪かきをしま

す。そして、その日はスキーをして帰ってきます。学

校から補助金をいただいてボランティアサークルとし

て活動するためスキーの費用が抑えられ、学生は得を

し、雪かきの負担が減って、地元の人も得をします。

加えて、地元の人と学生が交流する時間もできます。 

以上が、私がフィールドワークを通して考えたことで

す。充実したフィールドワークをさせていただきありが

とうございました。 

 

医学部 結城 朋哉 

私が感じた金山町有屋地区の魅力は大きく２つです。 

１つは、自然との距離の近さです。今回拠点として活

動した遊学の森では、1年を通して様々な自然とふれあ

うイベントが行われています。他にも、広大な農場やス

キー場など、四季折々の景色を楽しむもよし、アクティ

ビティに興じるもよし、おいしいご飯を食べるのもよし

と、自然との関わりで生まれる楽しみは金山町ならでは
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のものだと思います。実際様々な体験を通して実感しま

した。２つ目は、子供たちの行事への参加率が高いこと

です。遊学の森のイベントを始め、少年番楽やクロスカ

ントリースキーチームなどに参加している子供たちの

割合が、私の住む地域に比べ高いです。特にスキーチー

ムには子供たちの約半分ほどが参加していると聞いて、

地域の一体感や結束が現れている証拠だと考えました。 

次に、私が感じた課題についてです。 

１つは、やはり雪の問題が挙げられます。最上地方は

全国的に見ても雪の多い地域で、金山町も例外ではあり

ません。スキー場が潤うなどのメリットもありますが、

毎朝の雪かきの苦労はかなりのものだとお聞きしまし

た、特に高齢者の多いこの地域では、高校生のボランテ

ィアなどの協力もありますが、まだまだ人手が足りない

とのことでした。もう１つ私が感じたことは、若者（20

代から30代）の数が少ないことです。大学や働き口が近

くにないため、定住しづらいことがあると思いますが、

若い人手が増えれば、前述の雪かき問題然り、地区全体

の活性化に繋がると思います。 

最後に、この課題の解決策として、1 つ目に雪かき

ボランティアを挙げます。ターゲットは山大生で、週

末にバスで金山町に行き、高齢者宅を中心に雪かきの

お手伝いをします。雪かき自体はメインが早朝になる

と思うので、日中はスキーに行くなどをツアーのよう

に組み込めば、参加してくれる人がいるのではないか

と考えています。まずは冬に来て、金山町を知っても

らうことで、SNS で拡散してもらったり、他の季節に

来てもらったりすることに繋がるのではないかという

目論見です。もう１つ、これは私たちだけでなく他の

フィールドワーク参加者にも協力してもらい、最上地

方のマップを作成するというものです。私は地域活性

化のためにはまず「知ってもらう」ことが最も重要だ

と考えているので、大学生ならではの視点で作成した

地図をまずは大学構内に掲示させてもらい、山大生に

体験を共有してもらいたいと考えています。私自身、

事前の説明だけではフィールドワークについてあまり

詳しく知ることができなかったので、次回以降の指標

の 1 つにもなると思い、この提案をさせていただきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 鈴木 雄士 
私は、今回のフィールドワークを通して多くの新しい

体験をすることができた。いままで雪さえあまり見たこ
とがなかったので、雪での活動すべてが新鮮なものだっ
た。最初に行ったスノートレッキングでは初めてカンジ
キをはいて雪の上を歩き、木々の風景を見て回った。雪
によって地面の草木や木々も隠れて見えなくなってい
ることで、都会では聞こえない自然の音や静けさを感じ
ることができた。また普段あまり気づくことができない
山の地形なども見られてうれしく思った。雪によって普
段と違った見方で自然を見ることができたため、とても
よい体験となった。 
しかし、2日目の朝、雪は楽しいものだけではないと

実感させられた。朝から雪かきの手伝いである。想像は
していたがかなりの重労働だった。私たちのような若者
でも大変に感じたので、雪国に住んでいるご年配の方た
ちの生活の大変さも理解できた。このような冬の生活の
大変さが、居住する人が少なくなっている大きな原因だ
と私は思う。最近ではセカンドライフとして定年退職し
た高齢者などの移住が多くなっているらしいが、それだ
けだと高齢化が進んでいく一方である。したがって、私
が学びに行った金山町の課題は、若者不足だと思う。理
由としては、金山町には若者が働ける職場が少ないとい
うこと、金山町までの交通の便が悪いということがあげ
られる。課題の解決方法として、まずは金山町の知名度
を上げたくさんの人に訪れてもらうことが大切だ。その
ためには多くの費用がかかる。そこで私が提案するのは、
大学生やボランティアなどを有効利用することである。
大学生ボランティアなどを使っていけば費用を抑える
ことができる。また、大学生はSNSなどを使い情報を広
めやすいので町の情報発信にも役立つことから、課題の
解決にもつながっていくと思う。そして、金山町にボラ
ンティアを呼び込むことで地域の人たちに利益があり、
ボランティアをしてくれる人も金山町に関わることで
魅力を感じることができまた訪ねてくれる可能性も高
くなるはずである。私もこのフィールドワークによって
金山町でいろいろな体験や学びをできて関わることが
できたので、冬の金山町だけではなく、春夏秋の魅力を
見つけるためにまた訪ねに行きたいと思った。 

 

農学部 高橋 悠 

このプログラムに参加して、私が一番感じたことは地

域のつながりです。私の地元は金山町と真逆のところで

地域の伝統行事などがなく、今回金山町の伝統行事など

に参加し地域のつながりを感じてとてもうらやましく

感じました。 

そして私たちに課せられた課題は、金山町にどのよう

に人を呼び込んで、金山町に住んでもらうかということ

です。私が考えたことは、３つあります。 

 １つ目は、人口の多い都会と連携することです。私の

友達に農業がしたいという人がいて、でも近くに農業を

体験できるところがなくて悩んでいた人がいました。だ

からそのような人たちに、気楽に農業をできるように、

地域と地域が連携して国内留学のようにすればいいと

思います。それがきっかけで金山町にきて金山町の魅力

をしってもらうことができ、課題の解決につながると思



第二部 授業記録 前期プログラム４．森と人との共存を考えるⅡ～山間地の文化を探り地域振興へ～ 

173 
 

います。 

 ２つ目は、twitterなどのSNSで金山町の情報を流す

ことです。たとえば、」twitterなら金山町のアカウン

トをつくって、金山町の魅力をツイートしていきます。

Twitterを使用しているひとたちは比較的、」行動力の

ある若い世代の人だとおもうのでいいのかなあと思い

ます。 

３つ目は、「自然がたくさんあって空気がきれいな場

所で子育てをしたい」と思っている家族に来てもらうこ

とです。以前、テレビで視たのですが、ある家族が子育

てを自然がたくさんあって空気がきれいところで育て

たいという人が田舎に引っ越したという特集がありま

した。そのような人たちがこれば、子供も増え活気ある

町になるのではないかと思います。きてもらうには、子

育てのしやすいような環境や、支援金などをだせばいい

と思います。 

私は、金山町の一番の魅力は地域の人たちの仲がよく

明るいところだとおもいます。お祭りに参加したときに、

地域がまるで一つの家族のようにみえてとてもいいと

ころだと感じました。その魅力を上記のように情報発信

していけばきっと興味をもってくれるかもしれないと

思います。 
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大場満郎さんの冒険の心に触れ、最上を体感しよう！ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：最上町 

 

○講   師：大場満郎冒険学校 大場 満郎 氏 

 

○訪 問 日：平成 28 年 10 月 29 日(土)～30 日(日)、11 月 26 日(土)～27 日(日) 

 

○受 講 者：髙橋 遥（記録）、橋本 海斗（記録）、佐藤 由理(発表)、松原 奈穂（発表）、 

原田 裕平（発表）、鈴木 那菜（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２９日（土） 【１日目】１１月２６日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 最上町中央公民館着 

オリエンテーション後出発 

10:30 大場満郎冒険学校 

     ワイルドエドベンチャースクールに参加 

（稲こき作業、野菜収穫等体験、町内小学生との交流） 

12:00 昼食後、中央公民館に移動 

13:00 ワイルドエドベンチャースクール 

町内野菜販売体験（向町） 

16:30 中央公民館発 

17:00 宿舎着 

08:00 山形大学発 

10:00 最上町中央公民館着 

    オリエンテーション後出発 

10:30 大場満郎冒険学校 

     ワイルドエドベンチャースクールに参加 

   （箸作り体験他、町内小学生との交流） 

12:00 昼食 

13:00 ワイルドエドベンチャースクール 

（内容検討中） 

15:30  中央公民館着 

    冒険学校プロデュース案を発表 

16:30 中央公民館発 

17:00 宿舎着 

 

【２日目】１０月３０日（日） 【２日目】１１月２７日（日） 

10:00 宿舎出発 

10:30 大場満郎冒険学校 

    大場満郎氏による講話 

12:00 昼食 

13:00 冒険学校のプロデュース案を検討 

   （次回発表の準備） 

15:00 中央公民館着 

16:00 最上町中央公民館着発 

18:00 山形大学着 

 

 

 

09:00  宿舎出発 

09:30  大場満郎冒険学校 

     石釜によるピザ作り体験 

12:00 昼食（手作りピザ） 

13:00 冒険学校をプロデュースしよう 

15:00 冒険学校発 

16:00 最上町中央公民館着発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

地域教育文化学部 髙橋 遥 

今回はじめて最上町を訪れ、ワイルドエドベンチャー

スクールのサポートとして参加させていただき、地域の

子供たちやサポーターの方々と交流したり、大場さんの

講話を聞いたりと貴重な経験をたくさんすることがで

きた。そこで、この活動を通して学んだことが大きく分

けて2つある。 

1つ目は、子供たちとの関わり方についてである。1

回目の活動の際は、子供と大人の間とも言える学生の立

場として活動を安全かつ円滑に進めるためにどうすべ

きか考えすぎてしまい、楽しむというより常に気を張っ

てしまった。前回の反省点を活かすことを心がけて臨ん

だ2回目の活動では、サポーターの方々のアドバイス通

り、楽しむときは共に楽しみ、一歩引いたところから手

を差し伸べる程度のサポートをすることと子供の安全

確保のためできる限り全体に目を向けることを意識し

た。また、子供と適度な距離を保つことの大切さも実感

した。距離が近くなりすぎてしまうと、指示が通らなか

ったり、注意を促しても子供の耳に届かなかったりして

しまうことがよく分かった。将来、子供と関わる仕事が

したい私にとって良い収穫となった。 

2 つ目は、理想と現実をしっかりと見極めることの

重要性についてである。自分が掲げる理想を叶えるに

あたってリスクを伴うことはもちろんであり、大事な

のはそのリスクを最小限にするためにどう対処するか

であるということだと感じた。日常生活においては、

自己の課題であるためさじ加減も自分次第でどうにか

なるが、今回課題として取り組んだプロデュース案の

ように、考慮すべきことが多く、それに伴うリスクが

大きいものにおいて解決策を導き出すことの難しさを

思い知った。冒険学校のPR方法について大場さんと町

役場の阿部さんを交えて話し合った際に、｢フィールド

ワークのような短期的な連携にとどまらず、地域おこ

しなどをテーマにした授業を進める大学や学科と連携

し長期的につながりをもつ｣という提案をしたが、実現

させるためには大学側へアプローチする方法や費用に

関する問題があるということを考えておらず、理想的

ではあるが少し非現実的であるとの指摘を受けた。こ

の話し合いから、理想として掲げるものと現実を上手

く組み合わせて、最小限のリスクの中で実現させる力

や様々な視点から物事を考える力が求められるという

ことを学んだ。 

 

地域教育文化学部 橋本 海斗 

今回このプログラムに参加して、幅広く多くの経験を

させていただいた。そこで、冒険学校での体験や、大場

満郎さん及び地域の方々との交流から感じたこと、考え

たことを記述する。 

まず、率直に感じたのはこの冒険学校の行っている

活動の内容は非常に充実していて有意義なものである

ということ。江戸時代から使われていた農具を使って

の稲核作業や、餅つき、さらには野菜収穫、販売と他

ではなかなかできない体験が実際にできて、とても貴

重な経験だった。子供たちにとっても電気を使った楽

な作業よりも、手間をかけた作業の体験をすることで

「食」へのありがたみを感じることができ、販売体験

により社会勉強もすることもでき、座学よりも何倍も

の経験や知識が得られるのではないかと感じた。また、

このような場所で子供たちが走り回ったり、騒いだり

しているのもとても印象的だった。見る人によれば、

もっと静かにしてくれだとか、うるさいとか思うかも

しれないが、僕は全然思わない。最近はゲームを片手

に家の中で遊ぶのがほとんどとなってしまったが、外

へ出て、ギャーギャー言いながら友達と遊びまくるの

が子供の本来の姿だと思う。冒険学校でそのような光

景を久しぶりに見ることができて、懐かしさと新鮮さ

が入り混じった気持ちになった。 

このように、冒険学校の内容は素晴らしいが現実的

な問題、情報発信があまり機能しておらず、参加者は

決まった子供たちになってきている。また、これから

続けていくには人員面や金銭面で見て非常に厳しいも

のとなっている。そこで我々大学生は、・ＳＮＳの利

用・ビッグイベントでの活性化なども主に情報発信を

強化するような提案をした。しかし、この議論をして

いくうちに大場さんの心の内を知ることができた。「活

性化してどんどん人が来るようになるのもいいが、本

当に苦しんでいる人がふらっと来て、元気になれるよ

うなありのままの生を体験できる場所にしたい」との

ことだ。このような話を聞いて、私はとても難しい問

題だと思った。続けていくにはお金が必要だが、冒険

学校はお金儲けを目的として活動したくない、という

ことだ。僕たちは正直活性化さえできれば解決だと思

っていたので、議論の場なのに言葉が出なくなってし

まった。それは提案が採用されないと思ったからでは

ない、僕自身も大場さんの考えが素敵だと思ったから

である。 

結局自分たちからは何もできなかったが、このプロ

グラムで大場さんの人間性や考え方の素晴らしさをい

ろんな角度から体感することができた。個人的な意見

としては、これからも理想を大きく掲げる大場さんで

いてほしいと、勝手ではあるが願っている。 

 

医学部 佐藤 由理 

今回のフィールドワークを通して、たくさんの経験

をすることができた。自然とのふれ合い、地域の人々

のあたたかさなど身をもって体験することができたと

思う。その中で感じた、考えたことを以下に記す。 

まず、ワールドエドベンチャースクールは子供たち

が学校では学ぶことのできないことを人生の先輩たち

に教えてもらう貴重な場だということである。私達は

年に９回ある活動のうちの２回に参加させていただい

た。１回目の大根収穫・手売りでは、自分たちが普段
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食べているものはどうやって食卓に運ばれているのか

分かり、食のありがたみをみんなで再確認することが

できた。２回目の箸作り体験やゲームでは協調性や集

中力を養うことができていた。他にも、江戸時代の農

機具体験やもちつきなど、便利になった世の中では体

験できないことを体験できるすごく良い機会であると

思う。私は、この活動全体を通して子供が主体となっ

て自由に生き生きと活動している姿が印象的だった。

学校も学年も異なる子供たちが集まって、自然の中で

目一杯友達と遊びながら学んでいく時間も大切なので

はないかと思う。 

次に、何かをプロデュースすることの難しさについ

てである。ユニークなアイディアが浮かんできても、

実行するとなると資金や人材など様々な問題が生じて

しまう。実際、私は「大場さんの旅に絡めた体験ので

きる単発的なイベントを行う」という提案をしたが、

準備するものが多く予算が足りなくなってしまうこと、

サポーターのような人がおらず仕事が回らなくなって

しまうことなど問題点が多く出てきてしまった。この

プロデュース案にはどのようなメリット・デメリット

があるのか、新しく作り上げるのではなく既存のもの

をどれだけ用いるのか、アピールポイントは何か、と

いうように考慮すべき点がたくさんあり、夢や理想を

語るのは簡単であるが、それらを叶えることは大変で

あるのだと実感した。私は大場さんのプロデュースに

おいて、大場満郎という人物や冒険学校を知ってもら

うことが第一歩であると考える。大場さんの話を聞い

て感銘を受けたし、最上町に来てみて気づいた良さが

あった。一度だけでも最上に来てもらう、大場さんに

会って話をきいてもらうためのきっかけ作りをしたい。

これが発表までの課題である。 

最後に、このプログラムに参加して普段とは違った観

点から物事を見ることができた。私達が普段楽しんでい

るイベントや施設もどうやったらうまくいくのかプロ

デュースしている人がいて、成り立っているのだと思っ

た。さまざまな年代の方々との交流でも得るものがたく

さんあり、有意義な４日間だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 松原 奈穂 

 1回目のフィールドワークでは、大場満郎さんの講

演がとても衝撃的でした。田舎で農業をしていた大場

満郎さんは、鷹飼いに出会ってその格好良さに心惹か

れ、人生が変わりました。世界のいろいろな農業を自

分の目で見たくなって世界を旅するようになります。

わたしはまずその行動力にとても感銘を受けました。

わたしはリスクがあることをするより絶対に安全だと

思うところでぬくぬくしていたいと思ってしまう正確

なので、本当にやりたいことが見つかったら積極的に

していこうと思いました。医師になるという夢はあり

ますが、具体的にイメージがまだついていないので、

自分から情報を受信して、ぜひやりたいことを見つけ

られたらと思います。そして、そのうちに冒険で心身

を鍛えたいと思うようになり、アマゾンでいかだ下り

をし、北極に行こうと思うようになります。全く北極

の知識がなく、インターネットも普及していない時代

だったため、東京に行って北極の資料が沢山保存され

ているところで毎日資料を読み込み北極への理解を深

めていきました。やりたいと思っていることが全然知

らないことであっても、自分から動くことでなんでも

知ることができると分かりました。わたしからしたら

北極を1人で歩くなんて何も想像できないので、本当

にすごいと思いました。2回目のフィールドワークも、

大場満郎さんと冒険学校のプロデュース案について考

える時間が、大場満郎さんの考えを知ることができて

とても印象的でした。北極単独歩行横断を果たした直

後は講演会、テレビ出演など引っ張りだこだったそう

です。冒険学校にもたくさんの人が来ていたものの、

現在は下火になってしまっています。どうやったらま

た活気が出てくるかと案を考えていったのですが、大

場満郎さんはいろいろやりたいことがあるけれども資

金面での問題、行政との関係の問題からできないこと

が多いと知って、軽々しくいろいろなことを言ってい

た自分を恥ずかしく思いました。また、大場満郎さん

は今の生活を積極的に変えたいと思っているわけでは

なく、農業をして自然と共に生活し、地域の子供たち

とワイルドエドベンチャースクールと通して関わって

いく生活が本当にとても幸せそうでした。わたしは今

まで大場満郎さんの事を全く知らず、そういう人は多

いと思いました。大場満郎さんと4日間関わって、人

に生きる活力を与えられる本当に尊敬すべき人物だと

感じたのでもっと多くの人に知ってもらいたいと思っ

たので、学校などでの講演会を是非増やしてもらいた

いと思いました。講演会というのも学校側から依頼し

ないと成立しないという難しい面も知ったので、まず

わたしたち学生が大場さんについて広めていくことが

必要と考えました。大場満郎さんの意思がこれからも

ずっと後世に受け継がれていってほしいです。 

 

工学部 原田 裕平 

フィールドワークの中で一番メインの活動になった

のが、大場光郎さんの冒険学校についてのプロデュース
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案を考えることでした。それはフィールドワーク一回目

では意見がまとまらず、二回目までにそれを考えなけれ

ばならなくなりました。私たちにとって非常に難しい課

題となりました。 

私は、前期にフィールドワークを受けて、戸沢村に行

きました。そこで多くのことを学び楽しく作業できたの

で、後期もこの授業を取ろうと考えました。なぜこのプ

ログラムを選んだかというと、部活の日程と重ならない

こと、朝早くないプログラムにしようと思ったことで、

消去法で決まりました。実際に後期のフィールドワーク

を受けてみて、おかしいなと感じたことがあります。そ

れは前期のプログラムとまったく違ったことです。前期

は農作業をメインにしていたのに、後期のそれは、冒険

学校についてワイルドエドベンチャースクールなどを

通して体験し、それをプロデュースすることがメインに

なっていたからです。 

前期とは違い身体に負担はない代わりに、どうやって

プロデュースしていいのかわかりませんでした。一回目

のブレインストーミングでは、自分の考えには限界があ

るのですがみんなで考えるといろいろなアイディアが

生まれてくることを実感しました。そのアイディアをま

とめたところで一回目のプロデュース発表が過ぎまし

た。二回目までにその案を私なりに考えて、二回目にプ

ロデュース案発表で、冒険学校のHPにワイルドエドベン

チャースクールの動画をUPすること、SNSを活用するこ

とが、効果的だろうと考えてそれを発表しました。大場

さんもうなずいてくれました。しかし、SNSを活用して

プロデュースできる人材がいないことが、課題として残

りました。山形市や、また、関東の方面から、若い人が

最上町に来て働いてくれるとフレッシュになり、プロデ

ュースもうまく進んでいくだろうと思います。しかしな

がら、それは私たちができる限界を超えています。都会

の人が地域に興味を持って移住してくれる人がもっと

増えればいいと切に願っています。 

今回のフィールドワークでは前期とは別の内容で考

えたこと、学んだことがたくさんありました。活動を振

り返ってみて思ったことがあります。それは、人と関わ

りあっていくことで自分自身が成長していくというこ

とです。今回の体験では地域の年配の方、小学生の方に

関わり、多くの価値観を理解することができました。自

分の好きな人も嫌いな人も積極的に関わっていくこと

が、これからの人生で重要になっていくと感じました。 
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里地里山の再生 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：舟形町 

 

○講   師：地域住民 

 

○訪 問 日：平成 28 年 10 月 29 日(土)～30 日(日)、11 月 19 日(土)～20 日(日) 

 

○受 講 者：白幡 大騎（発表）、庄司 聡（記録）、木村 圭(記録)、内藤 晃輔（班長）、長井 靖

典（発表）、岩下 秀一（記録）、今井 雅人（発表）、髙橋 幹佳（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２９日（土） 【１日目】１１月１９日（土） 

8:00 山形大学発 

9:20 舟形町役場着 

9:30  開講式 

    大根、白菜収穫体験 

12:00 昼 食 

13:30  シイタケ・ナメコ収穫体験 

16:30  入 浴（若あゆ温泉） 

18:30  夕 食（農業体験実習館） 

19:30  活動紹介 

講師との懇談会 

 

 

8:00 山形大学発 

9:20  舟形町役場着 

9:30  大根、白菜収穫体験 

12:00  昼 食 

13:00  大根、白菜収穫体験 

17:00  入 浴（若あゆ温泉） 

18:30  夕 食（農業体験実習館） 

19:30  会員・講師との懇談会 

【２日目】１０月３０日（日） 【２日目】１１月２０日（日） 

7:00 起 床 

7:30 朝 食 

9:00  森の積木広場 舟形小学校 

12:00  昼 食  

13:30  大根、白菜収穫体験 

16:00 農村環境改善センター発 

16:40 舟形町役場発 

18:00 山形大学着 

7:00  起 床  

7:30  朝 食 

9:00  大根、白菜収穫体験 

12:00 昼 食 

13:30  大根、白菜収穫体験 

15:30 閉校式 

16:00 農村環境改善センター発 

16:40  舟形町役場発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 白幡 大騎 

僕は今回のフィールドワークに参加するにあって、学

んだこと、感じたことを全て、小学3年生の妹に伝えよ

うと決めていました。現地でさせていただいた貴重な体

験は、自然の少ない土地で育った僕にとって初めての事

ばかりでした。「大根の間引き」や「キノコの収穫」、「鮭

のさばき方」など妹も当然体験したことがないので、目

を輝かせて話を聞いてくれました。また妹が一番興味を

持ったのが「現地の小学生たちと積み木で遊んだこと」

でした。この積み木というのは間伐により切り取られた

木で作ったもので、僕は積み木の木の香りを妹にもかが

せてあげたいと思いました。妹は、「いつか私も舟形町

に行って美味しものを食べて、自然を感じられるもので

遊びたい」と言ってくれました。 

その時、僕は現地の方の言葉を思い出しました。それ

が「このままでは舟形町は消滅する」という言葉です。

舟形町に限らず日本全国には過疎化の進行により活気

が失われ、町や村として存続が危ぶまれる地域が沢山あ

ります。（896自治体）もし本当に舟形町が消滅した場合、

妹を含め、僕が体験をした大自然の素晴らしさを体験出

来ない若者が出てくるでしょう。豊かで多種多様な風土

を持っているはずの日本でその様な事はあってはなら

ないと思います。そのために僕たちは何ができるか。行

政としては、地方に人が来るように「商業施設を建設す

る」「インフラを整備する」など様々な方法があると思

います。しかし、これらのことはすぐにできる事ではあ

りません。それよりもまず、僕たち一人ひとりがすぐに

実践できること。つまり、「僕たちが地域の良さを知る

こと」の方が大切だと思います。そして、僕たちの様に

実際に地域の良さを体験できたのならそのことを「SNS

で多くの人と共有すること」が重要だと考えます。そう

して、その地域への注目が集まればさらなる活性化のた

めに行政も動くと思います。僕はTwitter等SNSはやって

いないのですが、舟形町の美しさを多くの人に知っても

らうためにSNSを始めようと考えています。 

計4日間の体験は一生の思い出になると同時に、その

様な貴重な体験を共にした仲間もまた一生のものだと

思います。 

 

理学部 庄司 聡 

今回のフィールドワークでは「里地里山の体験」と

いうことで舟形町にお邪魔させていただきました。舟

形町は過疎化が進行しつつも、持ち前の舟形町特産の

米や野菜、山菜、魚といった食材を用いて市のアピー

ルを続けている町だということが今回のフィールドワ

ークでよく分かりました。特に舟形町はふるさと納税

に対しても力を入れていて米の納税率が全国トップク

ラスというのは非常に驚きました。我々は今回の野菜

収穫、山菜収穫等の舟形町の自然に触れ合う機会を多

くいただきましたが、舟形町はその自然が育んだ農産

物を PR し続けることがいずれは地域復興に繋がるの

ではないかと思います。失礼ながら、舟形町はこれと

いって有名な建造物があるわけでもなく、特質した何

かがあるわけでもないですが、野菜、米といった農産

物は非常に美味しく、全国的にそれらの農産物を発信

していけば、その味を認めてくれる方はたくさんいる

と思います。もっと具体的にいうと、ふるさと納税に

力を入れて、資金を得て、かつそれらの農産物をアピ

ールし続ければ知名度と復興資金を同時に得られ一石

二鳥ではないかと思います。ですが、これらはあくま

で理想論にすぎませんので、もっと現実的な方法もあ

ると思います。ですが、やはり舟形町は農産物をいか

さずしての復興は難しいと思います。特にマッシュル

ーム、鮎等の他の市が注目しないような特産物をPRし

続けると、全国的に味を認められ、それが舟形町専用

の工場建設などにつながり、全国にその名前をとどろ

かせ、やがては世間の人に、舟形町はーが有名なとこ

ろでしょなどと言って貰える日がくるかもしれません。

もうひとつの案として、これは山形県全体に当てはま

るのですが、温泉の有効利用です。山形県は全国で唯

一、すべての市町村で温泉が出る県です。また、これ

は現実的な問題なのですが、山形県の知名度を上げず

して、舟形町の地域復興は非常に厳しいと思います。

全国には、草津温泉(群馬)や熱海温泉(静岡県)といっ

た温泉が有名な都市は人が毎年たくさん集まります。

山形県にも銀山温泉などの有名な温泉がありますが、

それは全国的には名前は知られていないです。例えば、

山形県全市町村温泉巡ツアーなどといった泊まりがけ

の大きなイベントで全国から人を呼び、山形の温泉に

ついてPRすれば、山形県の知名度が上がる→舟形町の

復興に繋がるといったことになるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 木村 圭 

今回のプログラムでは、舟形町の農業や自然について

様々なことを体験することができました。農作業に関し

てはニンニクの種まき、きのこや大根、白菜の収穫など

をさせていただきました。舟形町の特産品を増やす試み

の一つである行者ニンニクは実物を見られていないの
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が残念ですが、フィールドワークでできたニンニクも多

くの人に食べていただき、もっとPRしていくことで知名

度が上がることを願っています。きのこは前期のプログ

ラムで植菌したものの収穫ということでした。これまで

見たことがないような大きな椎茸もありましたが、普段

はさらに一回りも二回りも大きなものがあるそうです。

市販のものだけでなく、収穫しているところでないと見

ることができないものがまだまだありそうでした。大根、

白菜の収穫は主に野菜を畑からトラックに積んでいく

工程でしたが、想像以上に力が必要な作業でした。リヤ

カーはぬかるんだ土に車輪を取られてしまいなかなか

動かず、何度も白菜を抱えて往復するようになりました。

今回は6人程で運んでいたのでそれほど苦にはなりませ

んでしたが、数人でさらに大きな畑でとなると本当に重

労働になると思います。舟形町で農業といえば、ふるさ

と納税での米の消費量が全国トップであることを初め

て知りました。また、マッシュルームの生産が多く、全

国３位の生産をしており、サイゼリアなどの飲食店での

マッシュルームは全て舟形産だとは目から鱗でした。特

産品を作っていくことと並行して、既に素晴らしい部分

の情報をもっと拡散するような活動を進めていくこと

も重要かと思いました。舟形町について、鮎だけではな

く鮭についても多くの人に知ってほしいです。漁業組合

では稚魚を放流し、川に戻ってきた数を調査し、また卵

を採取し稚魚にして放流するということを行っている

そうです。鮭が産卵前に色が白っぽくなっている姿を初

めて目にすることができました。力尽きてうちあげられ

ているものも多く、自然の中に入らなければ関われなか

った状況でした。教科書で読むだけでなく、実際に見る

ことで感じることが多い光景だと思います。これからも

そのように自然を肌で感じることができる経験を重ね

ていきたいです。また、一回目の活動では地元の子供た

ちの積み木を通した自然とのふれあい学習に携わるこ

とができました。子供たちに混ざって活動する中で、自

分たちも学ぶことが多くありました。今回のプログラム

では、四日間本当に貴重な体験ができたと思います。 

 

医学部 内藤 晃輔 

 私は、2回に渡るフィールドワークの活動で過疎に悩

む地域の現状について学び、私達が普段食べている食

べ物を実際に生産する農業を体験しました。まず活動

の内容については、とても充実したもので、1回目の

活動では山に入ってのキノコの収穫、大根の間引き、2

回目の活動では鮭の解体に加え白菜、大根の収穫とい

った風に、今までの日常では経験したことのない自然

とともに生きている感覚を実感できた、食事も自分た

ちで協力して作る形であったが腹12分目まで食べる

勢いで食事するのは楽しかった。そして、私は町の方々

に言われたように、なぜ舟形町が過疎、少子高齢化に

悩むことになっているのかを考えた。町の中を実際に

移動し、活動する中で私の出した答えは、「若者の魅力

となるものが街の中には何もない」「交通アクセスがと

ても悪い」という2つの理由である。町の方から「特

産品を作り、知名度を上げ雇用を生み出す」といった

改善案を聞いたが、お金が都会にいるよりもすこし貰

えることや、少し知名度があるからといって若者が住

み着くまでに至ることはほぼないと私は考える。若者

は娯楽施設や交通アクセス、それがなければ若者の望

む形での雇用（農業はこれに該当しない）がなければ

住もうとは考えない。総合すると現在のままの田舎で

ある舟形町を残しつつ若者を呼ぶことはできないと私

は思う。そのため、田舎であるが故の土地の安さを活

かした大型ショッピングモール（アウトレット）を建

設し若者ならではの雇用を生み出し、山形中の若者を

呼び寄せる場所とするというのが私たちのグループで

考えた解決案である。しかし、この案にも大きな問題

点があり、一つは仙台のアウトレットとの競争が求め

られること、もう一つは若者を引き付けるだけの企業

を誘致できないかもしれないという事である。いずれ

にせよ舟形の土地を活性化するためには大きな改革を

せざるを得ないだろう。この2回のフィールドワーク

は今まで考えていた田舎と実際の田舎の違いを学び、

自分の将来を考える一つの材料となる貴重な経験とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 長井 靖典 

僕がこのプログラムを選択した理由は山形の自然に

触れたり、過疎地域での生活に触れたりしたかったから

です。というのも、僕は生まれてからずっと関東の繁華

街付近で生活していたため、過疎の進んでいる地域に足

を踏み入れる機会がなかったのでそのような場所に興

味があったからです。 

 このプログラムでは様々な体験をしました。まず、

行者ニンニクの種植えを行いました。腰をかがめての

作業が多く、個人的には四日間体験した作業の中で一

番大変な仕事でした。次に椎茸・なめこの収穫を行い

ました。なめこが想像以上にヌメヌメしており、また

椎茸がとても立派に育っているのが印象的でした。二

日目は町で唯一の小学校に訪問して一緒に積み木遊び

をしました。三日目はサケの収穫を行いました。生ま

れて初めて生きているサケを見たのですが、想像より
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もずっと大きかったのでびっくりしました。サケから

イクラを取り出してイクラ丼にして食べるのはもう一

生体験できないんだろうなあと思い嬉しくなりました。

四日目は白菜と大根の収穫を行いました。これも腰を

かがめての作業が多く、また泥に足をすくわれそうに

なる中での作業だったので大変でした。これからはこ

のような大変な作業を繰り返して野菜を作っていたた

だいた農家の方々に感謝しながら食事をしようと強く

感じました。どれも僕が生まれ育った地域では絶対に

体験できないであろう体験ばかりで、とても新鮮で一

秒一秒が刺激的なものでした。 

 本題の「もがみについて考える」上で避けては通れ

ないのが舟形町の抱える過疎の問題です。舟形町は少

子高齢化が著しく進んでおり、30年後には人口の半分

以上が65歳以上になるという話を聞きました。舟形町

で見た夜空は遮るものがないため言葉ではうまく表現

できないくらい綺麗だったし、地元の人たちは本当に

優しい人たちばかりで僕の住んでいた地域には無い人

間の暖かさを感じたし、ご飯もおいしかったので、こ

れらをアピールポイントとしてこのプログラムのよう

なものを増やしていけば、舟形町の魅力に惹きつけら

れる若者の数が増えていくのかもしれないと感じまし

た。このような活動はとても地道なものなので効果が

すぐには現れるとは言い切れませんが、それでも辛抱

強く続けていくべきだと思いました。 

このプログラムの体験はどれもが非常に有意義なも

ので、過疎の進んでいる町を考えるうえでいいきっかけ

となりました。協力してくださった町の方々や一緒にプ

ログラムを体験した班員たちに感謝しています。 

 

工学部 岩下 秀一 

私は舟形町での体験を通して２つ感じたことがあり

ます。 

１つ目は舟形町の自然を小学生に伝えていることで

す。１回目のフィールドワークで舟形町唯一の小学校で

積み木広場を行いました。舟形町の木でできた積木を使

って小学生と交流し、最後に舟形町の自然に関する紙芝

居をやりました。この活動は毎年行われているそうで、

舟形町の将来を担う子供に自然を伝えることでそこに

少しでも興味を持ってもらういい機会だなと感じまし

た。 

２つ目はナメコ、シイタケの収穫です。収穫する場所

には珍しい湿地がありマ、ツの木などが生えていました。

なめこはマツの木の周りに大量に生えており、しいたけ

は切った木にたくさん生えていました。お店で見るもの

よりも遙かに大きくてビックリしました。収穫の後それ

らを調理して食べたのですが今まで食べたナメコやシ

イタケで一番おいしく感じました。ですが、シイタケは

少し人の手がかかっていて場所が山奥だったこともあ

り、大変だなと感じました。 

今回のフィールドワークでは都会のほうから舟形町

の移り住んできた若い方に会いました。これからの舟形

町にはそういったやる気のある方や地元の子供たちの

力が必要になっていくと感じ、その力が今以上に集まれ

ばもっともっと魅力のある舟形町になると思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 今井 雅人 

二回目のフィールドワークでは、町の様々な課題に

ついて考える時間がありました。一回目の時から感じ

ていた若者の減少による過疎化や、第一次産業への不

安など重い問題であることをもう一度認識できました。

フィールドワークに参加した私の本来の目的である、

農業を実際に行っている人たちの声を聴くことで、多

くの課題が知りそれを解決することがいかに難しいの

かを感じさせられました。 

初日は雨ということもあり、予定を変更して午前中に

町の課題についての意見交換や、それに取り組んでいる

企業のことについて教えていただきました。そのあと町

の現状を目で見るために観光というかたちで街を散策

しました。鮭の放流場所の見学、文化展見学を行いまし

た。提供していただいた鮭は自分たちで開き調理しまし

た。意見交換では一回目に出なかった政争のことやふる

さと納税のこと、出生率、高齢化率の推移、地元企業の

ことが挙げられました。一番驚きだったのは、この政争

の影響によってか、約5600人という狭い地域であるのに

別の集落にいったことがない人や話したことのない人

が存在するということでした。この地域の中での分裂を

改善するためにも、皆が集まれる施設が必要であること

は感じられました。また、ふるさと納税というかたちで

他の市町村の人にお礼としてお米渡す方が、JAを通すよ

りも還元率が高く、冬には農業は出来ず、建設業なども

行っていることも知りました。これらの不安定な収入源

では、安定的な生活を求めている現代の若者は受け入れ

がたいと感じました。東京の企業で町の集まる施設をど

うにかして作ろうではないかと企画している人と直接

お話を聞く機会がありました。その人も現状を知り、解

決策を導くのは難しいようでした。地域協力隊や企業が

解決し難いと感じている問題を私たちが解決できるか

不安になりましたが、若者としての枠にとらわれない様

な考えが欲しいとおっしゃって頂いたため、グループ皆
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で地元の人たちや山形県、他県の人々が訪れるようなも

のを作りたいと考えるようになりました。そこで私たち

は山形県にはない、アウトレットモールを建設する企画

を立案します。有名ブランドを誘致することで若者の集

まれる場所になり、それに付随した施設や公共設備がで

きることで雇用や定住が図れると考えられます。また、

高齢な方でも抵抗なく集まりやすいような年齢相応の

衣服を取り扱える幅広い年代に利用していただける施

設を作りたいと考えるようになりました。二日目には大

根、白菜の収穫をしました。そこで自分たちで採った食

材を基に、料理を教えていただきました。料理や収穫を

通して町のつながりの深さや温かさにより触れること

ができました。そのため、これらを守っていくためにも

私たちの企画で活発な町だけではなく、周りの市町村を

巻き込んだ地域にしていきたいと考えています。 
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子どもたちの自然体験支援講座２ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：真室川町 

 

○講   師：神室少年自然の家 職員 

 

○訪 問 日：平成 28 年 12 月 10 日(土)～11 日(日)、平成 29 年 1 月 21 日(土)～22 日(日) 

 

○受 講 者：齋藤 由佳（記録）、今瀬 菜摘（記録）、佐藤 綾花(発表)、佐藤 杏（発表）、下山 

優奈（発表）、宮原 幸音（発表）、加藤 凌太（発表）、佐藤 優雅（発表）、佐藤 龍

斗（発表）、青木 元気（発表）、会沢 哲也（班長）、岩谷 英孝（発表）、加藤 結（学

生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１２月１０日（土） 【１日目】１月２１日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 神室少年自然の家着・打合せ 

10:50  出会いのつどい・アイスブレイク 

11:00  簡単野外炊飯 

12:00  昼食 

13:30  テント・シュラフ（寝袋）づくり 

15:00 神室探検 

16:00 野外炊飯（夕食づくり） 

19:30  たき火体験 

21:00 就寝（テント泊） 

 

 

08:00 山形大学発 

10:00 神室少年自然の家着・打合せ 

10:50  出会いのつどい・アイスブレイク 

11:15  テント・シュラフづくり 

12:30  昼食 

13:30  雪遊び 

16:00  野外炊飯（夕食づくり） 

19:00  スノーナイトハイク 

21:00  就寝（テント泊） 

【２日目】１２月１１日（日） 【２日目】１月２２日（日） 

06:00 起床 

07:00 テント・シュラフ干し/朝食作り 

07:30 朝食 

09:00 クラフト 

11:45 昼食（館内食） 

12:30 別れのつどい 

13:10 ふりかえり(子ども達は解散） 

16:00 神室少年自然の家発 

18:00 山形大学着 

06:00 起床 

06:30 テント・シュラフ干し/朝食作り 

07:30 朝食 

09:00 スノートレッキング 

11:45 昼食（館内食） 

12:30 別れのつどい 

13:10 ふりかえり(子ども達は解散） 

16:00 神室少年自然の家発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 齋藤 由佳 

私はこれまでに、何度か小学生を対象とした自然体験

教室のボランティアに参加したことがあった。しかし、

今まで経験してきたのは子どもたちの活動全体のサポ

ートが主で、班に入って班付きのリーダーとして子ども

たちと一緒に活動するのは初めてだった。 

１回目のフィールドワークで、担当する班の子どもた

ちと初めて顔を合わせて、想像以上のわんぱくさに度肝

を抜かれた。一人ひとりの個性が強く、お互いの主張が

ぶつかって、口論になる場面もあった。しかし、ロング

ハイクやテント設営、カレー作りなどの活動を通して

段々と「協力する」ということが自然にできるようにな

っていった。２日目の終わり頃には、班全体の雰囲気も

初よりずいぶん丸くなったという印象だった。 

２回目のフィールドワークでは子どもたちを見てい

て、良い意味でもあまり良くない意味でも「慣れ」とい

う部分が大きいと感じた。良い意味での慣れでは、前回

あまりしゃべらない大人しいと思っていた子が積極的

に発言して、話し合いを引っ張ってくれていたのが印象

的だった。全体から行動が遅れがちになる事が多い班だ

ったが、前回よりも子どもたちが「自分でやろう」とい

う意欲的な行動が見られ、１日目のふり返りでは「行動

を早くする」という班の合言葉をつくって、課題を解決

しようとする様子が見られた。 

フィールドワークを通して学んだこと・感じたことは

3つある。①活動をサポートする「ファシリテーター」

として子どもたちと関わることの難しさと大変さ。②自

分たちは「大人」として子どもたちに「教える」立場で

あると同時に、子どもたちからもいろいろなことを教わ

っているということ。③同じゲームでもほんの少しやり

方を変えたり、新しい要素をプラスするだけで飛躍的に

面白みが増すこと。どんな立場からそのゲームを考える

か、目的はなにかなど、掘り下げて行くことの重要性が

よくわかった。 

「将来通用することを教える」という言葉が印象に残

った。もう大学生は子どもではないし、改めて大人とし

て恥ずかしくない振る舞いをしようと思った。今回のフ

ィールドワークで、自分の得意なこと・あまり得意では

ないことの両方を再確認することができた。不得意な部

分を補いながら、得意な部分をもっと伸ばしていけるよ

うに、そして人間的にも成長できるように今後もボラン

ティア活動に積極的に参加して行きたいと思う。 

 

地域教育文化学部 今瀬 菜摘 

私は、今回のフィールドワークを通して常に時間を意

識して行動する大切さを学んだ。 初は子どもたちと一

緒に行動していると、手伝ってあげたり注意したりで精

一杯だった。だから、時間がかかってしまい、ふと時計

を見ると集合時間を過ぎていて次の活動に遅れてしま

うことがあった。そこで、自然の家の先生にアドバイス

されたように次の活動の時間を意識するようした。そう

すると、どのくらいのはやさで行動するべきか計算でき

るので子どもたちをどう動かせばいいかわかるように

なった。また、時間について子どもたちに声かけをする

ことで子どもたち自身も時間を意識するようになり、

「今何時？」や「あと何分？」という発言をするように

なった。それぞれのペースがあるのでみんな同じスピー

ドでというわけにはいかないが、次第にまとまりがでて

きてスムーズに行動できるようになった。集団行動を意

識させるには時間を把握することが大切だということ

を実感した。 
 また、４日間共に行動しているなかで 後の方に気が

ついたことだが、子どもたちの行動を理解しようとする

ことが大切だと感じた。私の班のある女の子が準備して

いるときに周りを見て「私いつも準備遅いんだよな」と

ぼそっとつぶやいた。私はそれを聞いて、行動が遅いこ

とを自覚した上ではやく準備できない理由があること

に気がついた。その子がいつも準備が遅いのは、荷物を

１つずつでないと片つけられないからだった。振り返っ

てみると、子どもたちの一見集団から外れたような行動

もなにか理由があるのかもしれないと思った。子どもた

ちに寄り添うためには、その子どもたちの一つ一つの行

動の裏に隠されている理由を理解しようとしなければ

本当に理解することはできないと感じた。我慢強く子ど

もたちを観察する力が必要だと思った。 

 １日中子どもたちと行動することは、とても根気がい

ることで大変だと思ったが、子どもたちの小さな成長や

大きな変化をみることができてうれしかった。１回目の

活動でできなかったことが２回目の活動でできるよう

になっていたり、できなくてもできるように努力したり、

子どもはゆっくり成長していくことを実感した。子ども

たちに教えるだけでなく、教えられることも多かった。

客観的に自分たちを捉えたり、よりよい活動にするため

にどうすればいいか話し合ったり、視野が広がったので

私たちも成長できたと思う。普段は考えないような深い

ところまで考えさせられるような４日間で、将来職業を

選ぶときに役立つような貴重な体験ができたと思う。 
 

地域教育文化学部 佐藤 綾花 

私はこのプログラムで、子どもを上手く導いていく難

しさと子どもたちの成長をみることのできる喜びを実

感した。 

1回目の 初の活動だったロングハイキングは、子ど

もたちの個性が強く出ていた。はじめは、一人ひとりの

個性とどのように向き合っていけばいいのかわからな

かった。例えば、ひとりで雪遊びに集中してしまい歩く

ペースが遅くなる子、ほかの子とお喋りするのが苦手な

子がいた。ペースが遅い子に合わせて進んでいたが、時

間内にゴールするのが厳しくなってしまった。急かすの

ではなくて、興味をこちらに向けさせ続けるのが難しか

った。班のみんなで会話をしようとしたが上手くいかず、

女の子と男の子で分かれていた。子どもたちのギアを上
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げるために自分たちがテンションをさらに上げるべき

だったと学んだ。 

全体の流れに遅れがちな子がいて、ただ急かしてはい

けないのだとわかった。遅れるのには必ず理由がある。

私の班の子は「どうしたの？」と聞くと、「この写真に

友達が写っているから見てるの！」と教えてくれたので、

そのことを受け止めた上でその子に合った、対応をとる

ことができた。 

「声の掛け方ひとつで子どもたちの反応が変わる」と

いうことを実感した。特に実感したのは、靴の脱ぎ方で

ある。子どもたちは 初、靴をきれいに脱いでる子は一

人もいなかった。わたしは 初、「靴はそろえて脱ごう

ね」と言い整頓させてしまっていた。でもその後も自分

から整頓しようとはしてくれなかった。それから、言い

方を、「靴みてごらん、それでいいんだっけ？」という

風に変えたら何回目から、きれいに整頓して脱ぐように

なった。子どもたち自身に考えさせることが大事なのだ

とわかった。 

子どもたちの成長を特に感じたのはうどんづくりや

シチューづくりである。1回目であるカレー作りでは、

私たち大学生が役割を指示しないとできなかったが、う

どんづくりやシチューづくりでは、自分から「わたし○

○やるね！」「○○ちゃんはこれやりたい？」と、自然

と動いていた。さらに、生地を伸ばす行程では「順番に

全員でやろう！」と言い出す子もいて、成長したことが

うれしかった。 

 

地域教育文化学部 佐藤 杏 

私は今回、活動をするときに常に目指すべきゴールを

持つということの大切さを学んだ。１つ１つの活動に対

して、子どもたちにどう変わってほしいのかを考えるこ

とで、より子どもたちの成長を支えることができると感

じたからだ。 

例えば、私たちが企画して行った１回目のアイスブレ

イクでは、子どもたちに仲良くなってもらいたいという

目的はあったものの、どの範囲で仲良くなるのかという

ところまでは考えられていなかった。班の活動が多いた

め、まず初めは班内で仲を深めるためにゲームをして、

班内で団結してきた２回目のアイスブレイクで、班をこ

えた全体で仲良くするためにゲームを行うという段階

の踏み方も考えるべきだったと思う。 

また、班の子どもたちの荷物の置き方がバラバラで、

注意しても時間が経つと元通りになってしまっていた

ため、物をなくしてしまう子がいた。そのときに、「荷

物が散らかっていて、ファスナーも開いてしまっている

から、自分の物が見当たらなくなるんだよ。なくし物し

ないように、かばんはまとめておこう。」と具体的に注

意すると、その後は何も言わなくても自分の身の回りを

整理できるようになっていた。このように、指示や注意

をするときに、ただ「～してはいけないよ」と言うので

はなく、理由をつけたり、感情を伝えたりすることで、

子どもたちへの伝わり方も変わってくるのだと感じた。

注意するときも、これからの生活に役立つよう、子ども

たちにどう成長してほしいかを考えて、言い方を工夫し

てみると、良い方向に変わるのだと実感した。 

どんな活動をするときも、これを行うことで自分は何

を子どもたちに伝えたいのかということを考え、１つ１

つの活動に意味を持たせることで、ただ何となく活動す

るよりも、自分としても、子どもとしても成長できると

思った。4日間を通して、自分たちが企画したアイスブ

レイクでは、対象を考えたゲームにしたり、 後までみ

んなが参加できるような内容にしたりなど、改善を加え

ていくことで、目的を持った活動にできたと思う。 

 今回のフィールドワークで、活動にゴールを設定す

ることの大切さや、相手の気持ちに寄り添って自分の

気持ちを伝えたり、行動に移したりすることの大切さ

を学んだ。そして、子どもたちとの自然体験を通して、

目で見たり手で触ったりしながら、いつもよりも自然

を近くに感じ、たくさんの自然に囲まれて生活できる

ことのありがたみを感じた。班員のペースに合わせて

行動して遅い人を待ってあげたり、手伝ってあげたり

といった、集団行動で意識すべき人間関係も、子ども

たちの様子を見たり、一緒に活動したりすることによ

り、学ぶことができた。今回の経験で学んだことを、

これから子どもたちと関わるときに意識していきたい

し、普段の自分の生活にも置き換えて行動することで、

成長につなげていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 下山 優奈 

私は今回このプログラム活動に参加して子どもを成

長させることの難しさ、子どもの成長に携われることの

嬉しさを、身をもって感じることができた。 

初めて自然の家に行って担当の職員の方との打ち合

わせの時に「ぜひ、いつもの自分とはちがう新たな自分

になりきってみてください。演じてみてください。子ど

もたちとの活動を楽しんでください。」というお話を聞

いて、それをうまく理解することができなかった。「話

し方や目線をかえて、子どもたちと話しやすい環境、自

分を作ってコミュニケーションをとってみて」というこ

とだろうかと思ったが、実際に活動を通して、それだけ

ではない、新たな答えを見つけることができた。 

特に印象に残っているのが、１回目と３回目のご飯作
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りの時間である。カレー作りでは、班内での役割分担は

できたものの、FW生の指示や手をかける時間が多くなっ

てしまった。上手においしく完成させることはできたが、

作り方を見て子どもたち自身で進めていくこと、子ども

たちの判断で作っていくことができなかった。失敗や間

違いをしてもよいということを学ばせてあげるべきだ

った。そこで、シチュー作りのときは、前回の反省をふ

まえ、何も口出しをしない、ただ見守る、安全面だけに

注意して子どもたちの力で作らせることにした。子ども

たちの作業は要領が良く、切って炒めて煮込み、いい香

りのするところまであっという間に進めてしまってい

た。ただ、その分水を多く入れすぎてしまったり、ごは

んを焦がしてしまい柔らかい仕上がりになってしまっ

たり、失敗はたくさんあった。ゆるすぎるシチューを目

前に「えーこんなシチューいやだ」と嘆いていた子たち

だが、いざ食べてみると「あ、シチューだ」「おなかに

入っちゃえばみんな一緒だ」「おいしい」という感想が

あちこちから出てきて、みんなの顔は満足気味だった。

その言葉の通り、ごはん、シチューともにぺろりと完食

した。何よりも、自分たちで作ったシチューであり、班

員と意識し始めている仲間が作ったシチューを、完璧と

はいえなくてもお互いの検討をたたえ合っていたこと、

頑張りを認め合っていたことに嬉しくなった。 

これは、ご飯作りに限ったことではない。どんな活動

に関しても、私は様々な場面で子どもたちには少し難し

いだろうという思いがどこかにあって、すぐに声をかけ

たり手をさしのべたりしてしまうことが多かった。でき

ないと決めていたのは支援する側だったのだ。子どもた

ちと一緒になって子どもになりきって活動していくこ

とで、子どもの目線で考えることができ、くじけそうな

ときだけFW生となって 小限のサポートができたのか

なと感じた。 

 また、発達障害のある子どもを周りの子と変わらな

い態度で接すること（叱ることも含めて）、ひとりひと

りの個性を尊重して周りを楽しませる意識を持たせる

ことの難しさを感じ、答えとなるものを見つけられずに

終わってしまったことが少しの悔いではある。プレイリ

ーダーになりながら、子どもたちの自主性、感性、尊重

性を引き出してあげられるような支え方ができるひと

になりたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 宮原 幸音 

今回のフィールドワークを通して、子どもたちをた

くさん知ることができました。 

特に驚いたことは、コミュニケーションの取り方で

す。出会ったばかりの時は、自分のことしか考えてお

らず、一列に並ぶのも、その順番が気に入らなかった

りして一苦労という状況でした。私たちとも一対一で

話したがり、子ども同士の会話は見受けられませんで

した。しかし、ロングハイクで励まし合って歩いたこ

とや、夕食作りで野菜を切る係、盛り付けをする係な

ど役割を担うことが子どもたちを変えました。一人で

は乗り越えられない活動を通して、会話をしたり役割

を担ったりすることで、周りを考えて行動するように

なったのです。班の一員としての責任と仲間意識が芽

生えたのだと思います。それからは、じゃんけんで役

割分担をしていたのが、話し合うようになり、自分も

したいはずなのに譲り合う姿が見受けられました。ま

た、納得がいかないと、ぶつかり合いながらも、自分

の考えを伝えるようになりました。私たちは出会って

すぐに仲良く話し、周りを考えて行動できますが、面

倒事は避けようと自分の考えを言わないことがありま

す。今回、子どもたちがぶつかり合うことを承知で、

素直に自分の意見を言う姿から、私たちの欠けている

部分を見たようで、刺激を受けました。 

しかし、自分に素直なため発生する問題もありまし

た。それは集団行動と自分のしたいことの優先順位を

まだ付けられないことです。友達と話すことなどに夢

中になる時や、いま荷物の整理がしたい、いま着替え

をしたいなど、こだわってしまう時があります。この

時、周りよりも自分を優先してしまい、集団としてま

とまりませんでした。夢中になること自体はいいこと

だと思います。しかしそれと集団行動のどちらが優先

なのかを判断することが、人との関わりの中で大切で

す。先生の話の中にあった「将来に役立つことを指導

する」ということを踏まえ、自分で状況を判断し、行

動できるようになる働きかけが必要だと感じました。

しかし、私はただ「急いで。」「みんなが待ってるよ。」

と、自分を優先してしまう子をせかすことしかできず、

行動の促し方に課題が残りました。また本気で子ども

たちと接することが足りなかったことも、課題の一つ

です。時間を守ることや、やらなければいけないこと

を重視し、子どもたちと純粋に遊び、話をすることが

あまりできませんでした。先生方に子どもたちがつい

て行くのは、先生方自身が本気で楽しんでいるからで

す。子どもの鏡である私たち自身が思いっきり物事に

取り組むことが、言葉よりも子どもの刺激になると感

じました。 

この４日間は予想外の出来事がおこったり、子どもた

ちの成長に驚かされたりと、フィールドワークに参加し

たからこそ得られた経験や課題がたくさんありました。

また将来の夢である教師がいかに大変で、でもやりがい

のある仕事かということを実感しました。教師に必要な

新しい要素を見つけることができ、とても貴重な経験が
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できました。 

 

医学部 加藤 凌太 

今回この 2 回のフィールドワークの活動を通して、

私は多くのことを学ぶことができました。特に今回学

んだことで印象に残っていることは子供へのお手本の

示し方についてです。指導者、引率者の立場として適

切な行動をとることが大事なのだと考えていたので、

子供より少し上の目線になって、大人としての手本を

見せようとばかり考えていました。それも大事なこと

ではあるのですが、神室少年自然の家の人たちの話を

聞いていて、子供の目線となって行動する、自分自ら

が子供と同じようにフィールドワークの活動プログラ

ムを本気で取り組み、楽しむことで子供にお手本を示

すといった方法もあるのだと感じました。自分が本気

で楽しむことでそのプログラムの良さなどをしっかり

と理解することができますし、子供たちとも本気で向

き合うことができます。結果、子供たちも自分たちに

しっかりとついてきてくれます。子供目線になって行

動し、楽しみながらも、しっかりとリードすることの

重要さ、難しさを学ぶことができました。また、子供

に対しての指示の出し方についてもいろいろ学ぶこと

ができました。子供たちは、先生が言ったことをただ

繰り返し伝えるだけでは行動にうつすことができなか

ったり、準備をしたり、行動にうつすのがすごい遅か

ったりしました。そのため、先生が出した指示をこま

めに分けて自分が指示を出したり、準備や行動が遅い

子たちには次の行動を促す指示を前もって出したりと

さまざまな工夫を行うことで理解してもらうことがで

きました。また、子供ができなくて苦労していること

に対して、自分がどこまでやってあげて、どこまで子

供たちにやらせてあげるのかその境界線が非常に難し

かったと感じました。 後に、このフィールドワーク

という活動は 2 回の活動を通して、非常に素晴らしい

ものだと感じましたし、特にこの子供たちの自然体験

支援講座は子供たちだけでなく、私たち大学生も達成

感、充実感があり、皆が成長を感じることができる活

動だと思いました。子供たちにとっては、楽しいこと

だけではなく、長い距離のハイクなどの少しつらい活

動もあり、忍耐力をつけることもできますし、時間を

守るなどの集団行動の重要性も学ぶことができます。

さらには、真室川町の雄大な自然を見て、聞いて、触

って感じることができます。大学生にも同じことが言

えて、日常生活では経験できないような活動が多くと

ても新鮮ですし、人や自然などとのさまざまな出会い

を楽しむことができました。ただ、ハイキングの途中

や他の活動の中でもっと自然に触れたり、班員との思

い出を作る活動があってもよいのではないかと考えま

した。しかし、この活動はとても有意義なものである

ので、これからも続けていくべきであると考えますし、

改善するところは改善してより一層素晴らしいプログ

ラムにしていくべきだと思います。 

 

医学部 佐藤 優雅 

今回子供達の体験支援講座に参加して、第一に子供

達に様々なことを体験させることはとても大切なこと

なんだなと感じました。山形はどこも自然にあふれて

いますが、ウサギやタヌキの足跡など普段は見れない

ようなものを見ることで想像力をフルに使い感受性を

豊かにすることや、普段はやらないようなことを体験

させることで人間として成長させることが今回のわん

ぱく探検隊ではできるので、そういうことが子供の時

に大切なんだなと感じました。今回自分はチームリー

ダーとしてわんぱく探検隊に参加したのですが、子供

たちがやるべきことにどれだけ介入すべきかすごく悩

みました。ご飯作りやテント設営の時など、 初の方

は説明しても伝わりづらかった時などは自分でやって

しまいがちでしたが、体験させることの大切さについ

て考え始めてからはなるべく子供達の仕事などを奪わ

ないように気をつけました。また、子供達に任せたら

きりがないことは自分がやる、というふうにメリハリ

をつけることもできたと思います。 

 また、今回の活動で子供達と触れ合って感じたのは、

子供達はすごく積極的だということです。一番 初子

供達と対面する前は子供達とちゃんとコミュニケーシ

ョンを取れるか不安でしたが、いざ始まるとそんなの

は杞憂で子供達は初対面でもガンガン話しかけてきて

くれて自分としてはすごく助かりました。ただ、一人

の子供が自分に喋っている時に他の子供も喋りかけて

きたりも 初の方はしたのでやっぱり子供は我先にと

いうような考えがあるのかなと思いました。 

 そして子供というのは思ったことがすぐ口に出てし

まうのだなと感じました。自分の班には発達障害の子

がいて、その子に対しての周りの子達のあたりが強く、

それを上手に止められなかった自分も悪いのですが、

そのせいで班の雰囲気が悪くなることが多かったので

すごく大変でした。同時に子供は自分と異なるものを

何も考えずに排除しようとするのだなとも思いました。

こういうことがいじめにつながっていくのかなとも感

じました。ただ、性格の悪い女子のような悪意のある

いじめではなく、何の意図もない、悪意のない？いじ

めのようなものにつながるのかなと思いました。 

 また、神室少年自然の家の所長さんが『一生役に立

つことを教える』というようなことをおっしゃってい

て、 後の方はそれを意識してみましたが難しかった

です。時間を意識して行動する、靴を揃える、ごちそ

うさまの前に席を立たない、など当たり前のことがそ

ういうことにつながると思うのですが、いざ意識する

となかなか難しかったです。自分は将来教育に携わる

つもりはないですが、これから子供と関わる際の課題

にしていけたらと思います。 

 今回のフィールドワークでは上で述べたようなこと

や、それ以上のことを学べたと思います。今回学んだ

ことをこれから生きていくいく上で活かしていきたい

です。 
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工学部 佐藤 龍斗 

この自然体験講座は、始める前に自分が想像していた

以上に大変でした。まず初対面の子供たちとよりよい関

係を築いていくということがこれほどまで難しいのか

と感じさせられました。様々な性格の子供たちを一つに

まとめるには、一人にだけ注意するのではなく時には班

全体にも目を向ければいいと学びました。この言葉は１

回目のフィールドワークの時に職員の方から教わった

ことです。こうすることで一人の子が、自分と一対一の

ときの性格、班のみんなといるときの性格との２つの性

格が見えてきていろいろな場面でも臨機応変に対応す

ることができました。考えたことというよりも思ったこ

とは、１回目、１日目の 初の活動が９㎞のロングハイ

クだったのですが、辛いことを共に乗り越えながら互い

のことを知っていくという狙いは理解したもののさす

がに距離が長すぎるのではないかと思いました。参加者

が小学校3.4年生でそれに加え現代っ子なので。１回目

の活動では 初の顔合わせから絆を深めるまで多少時

間がかかったもの、大きな問題もなく無事終えることが

できました。 

２回目の活動では１回目にはなかった新たな問題が

生じました。どの班も久しぶりとはいえ顔見知りなので

班の中に慣れができてしまい、危険な行動に出てしまう

子や喧嘩をしてしまう子が増えてしまいました。そのせ

いかその日の夜の反省会で、班の子供に対する注意点や

ダメなところを報告する人がほとんどでした。そんな私

たちの状況を見て、自然の家の所長が3つのことを教え

てくださいました。子供たちのマイナスの面にばかり目

を向けるのではなくプラスの面に目を向け多いに褒め

ること、慣れは怪我につながるということ、将来通用す

ることを教えてほしいということです。特に一つ目の言

葉は今の自分たちに直接言われているようで心に響き

ました。そして職員の方々の素晴らしさと大変さを知る

と同時に、改めて子供たちと接することの難しさを感じ

ることができました。 

この合計４日間の活動で学んだことは、子供たちと

接することの大変さと子供たちを成長させるには何も

かも与え、やってあげるのではなく自分たちで考えさ

せそして行動させることに尽きるということです。子

供たちだけでなく我々も学ぶことが多く、そして成長

することができた４日間でした。 

 

工学部 青木 元気 

自分がフィールドワークを通して学んだことは、自分

と子供の体力差がとてもあることに気付いた。自分が中

学生に進学して以降、小学生とのかかわりなど、ほぼほ

ぼなかった。ロングハイクで９ｋｍ歩いたのだが、子供

たちは６ｋｍを過ぎたあたりからばて始めていた。自分

は９ｋｍ程度など全くつかれなかったので、ゴールした

時にみんなこんなに疲れているのを見てこんなに差が

あるという事を学んだ。 

共通の話題が思い浮かばなかった。自分は興味のない

ことに、全くかかわってこなかったという事を気づかさ

れた。 

朝の集いというものでアイスブレイクをさせてもら

ったのだが、印象に残っているのはじゃんけん電車とい

うものだ。みんなルールにのっとってやっていたのだが、

中にはゲームに参加せずただただ走り回っている子供

がいた。そこで職員に言われたこととして自分が主役に

ならなくなるものはやりたくないらしい、といったよう

なことを聞いた。子供は一筋縄でないという事を学んだ。

他にもアイスブレイクでは、勝ち負けがあるものは避け

たほうがいいかなと考えた。 

フィールドワークで行ったうどん作りやリース作り、

雪上運動会を通して学んだことがある。他の班を見てい

ないので自分の班の事だが、考えが浅い。うどん作りで

は生地を伸ばす作業があった。足で踏んで伸ばしてから

折るという作業だったのだが、子供たちが踏んでもろく

に伸びないことに気付いたからなのか棒で叩き始めた。

それでもたいして伸びないのにそれを続けていた。リー

ス作りでは、それではどうやってもくっつかないだろう

と思われることを延々とやっていた。雪上運動会では、

バケツに入れた雪で高さを競うという競技があったの

だが、縦一列に建てようとしていた。雪があまり固まら

ないのに縦一列では無理だろうなと思った。案の定 後

には崩れてしまっていた。どれもアドバイスはしたのだ

が行動はあまり変わらなかった。自分はすぐわかること

だと思ったのだが子供はわかっていなかった。 

後に自分の考えと子供の考えでは結構な違いがあ

ったという事を学ばせてもらった。このような経験を

うまく生かしていきたいと思った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
工学部 会沢 哲也 

私が今回の活動で感じたことは、子供たちと関わる

際に「子供が好き」という意識だけではだめだという

ことでした。今回のような活動は今までにたくさんし

てきました。しかしただ楽しんで終わっていたような

気がします。今回の活動では子供たちに楽しんでもら

うのはもちろん、成長させることも目的にあると思い

ながら参加していました。「成長」という言葉が加わる

ことでメリハリをつけることや、子供に体験させるこ

とを重視する一方団体行動という面で時間も気にしな

ければならないなど様々な課題がでてきました。正直
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今回の活動の中で私はこの課題にぶつかり、乗り越え

ることはできませんでした。今までの経験がうまくい

かず苦戦しました。子供たちに仕事を与えても「わか

らない」「自分でやればいいじゃん」などと言われてし

まい結局時間だけが過ぎ、すべて手伝ってしまうとい

うことが多々ありました。その理由として自分の中で

実感していることはなめられているということです。

今までの自分の経験のなかで子供と早く打ち解ける方

法の１つは子供と同じ目線に立って一緒に馬鹿になる

ことでした。１回目の活動でも今まで通り同じことを

しました。体を張って同じ目線に立とうとしました。

しかし２回目の活動に参加したときパートナーの子に

対する子供たちの態度と私に対する態度の違いにショ

ックを受けました。私の指示はなかなか聞いてくれま

せんでした。その時今のやり方のままだと子供たちに

指示するなどの上からの行動はできなくなってしまう

と思いました。子供を成長させるためには威厳と尊敬

を持たせないといけないのだと気づきました。これら

のことから、今回の活動では学びを得たというよりも

その手前の気づきを得たような気がします。しかしこ

の気づきは今までの自分の考えを打ち壊す大きなもの

だと実感しています。子供に好かれ尊敬され、今まで

以上に子供を好きになれる自分を見つけるきっかけに

なったと思います。しかしまだこれは気づきであって

学びではありません。どうしたらそうなれるのか、さ

らにたくさんの関わりを持って体験し子供たちから学

び身に着けていきたいと思います。今の私ができるこ

とは１か所の活動に何度も参加するのではなく、様々

な活動に参加し様々な種類の子供たちにかかわること

だと思います。尊敬される人間になりたいと感じさせ

られた４日間となりました。 
 

農学部 岩谷 英孝 

今回このプログラムに参加してみて一番難しいと感

じたのは、団体行動をさせることです。特に一日目は、

自分自身もそこまでみんなで行動させるという意識を

持たずに活動していました。そうすると一人一人が思い

通りに行動してしまって予定通りの時間に間に合わな

かったりすることがありました。それを踏まえて二日目

にはみんなが集まらないと行動しないようにしてみる

と、はじめは子供たちも他の子を待つのが嫌そうでした。

しかし、毎回行っているとみんながそろうということが

当たり前になっていました。団体行動ができるようにな

るといいことが増えていきました。シュラフをたたむと

きも早くたたむことができた子は、他の子を自然と手伝

いに行くようになりました。また、みんなで行動するこ

とで予定の時間よりも余裕を持って行動ができたので

す。そうすると子供たちは「みんなで動くと早いね」と

言ってくれたのです。言葉で伝えてもなかなか伝わらな

いことがあります。そんなときは一度体験してもらえば

いいのだなと感じました。 

子供たちとどのような目線で接すべきなのかと考え

ていましたが、わんぱく雪上大運動会やテント作り感じ

たことは時には同じ目線で時には教える目線、また時に

は教えられるような目線で接する。そうすることで子供

たちと良い関係が作れたような気がします。どのような

時にどのように接するかを決めるために自分自身は、常

に広い視野を持っておかなければならない。全員で並ん

でいるとき自分が周りを見れていなくてほかの班を待

たせてしまった。子供たちと同じ目線を持ちつつも一歩

引いて全体も見ていなくてはいけない。そう感じること

ができました。 

活動以外にも学ぶ事がたくさんありました。一日目

のミーティングの中で班の全員が食べ終わるまで席を

立たないなどの将来子供たちの人生に役立つことを教

える。正直その言葉を聞いた時そこまで考えられてな

かったなととても反省しました。自分が今、している

ことの本当の意味、何のためにしているのか、この考

え方はとても大切にしていきたいです。また、じゃん

けん列車ではじゃんけんの勝つことを目的に列を作っ

ていくのではなく、みんなで協力をして長い列を作る

ことを目的にする。考え方の工夫でじゃんけんに負け

て後ろに学ぶ事が嫌でじゃんけんをしたくない子もし

やすくなる。同じ物でも少し異なる視点から見てみる、

とても勉強になりました。様々なところに焦点や慣性

を持って生活をする。職員の方たちのお話にもたくさ

ん学ばせていただく事がありました。二日間の活動で

したが、学ぶこと、考えさせられること、感じること

がたくさんありとても良い経験になりました。 
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【大蔵村】自然・人・もの体験 
活 動 状 況 

○実施市町村：大蔵村 

○講   師：合海田植え踊り保存会 松田 与市 氏 

       肘折こけし工人 鈴木 征一 氏    

       大蔵村観光ガイド 佐藤 則夫 氏 

       村文化財保護委員会 委員長 熊谷 勝保 氏 

○訪 問 日：平成 28 年 10 月 29 日(土)～30 日(日)、11 月 5 日(土)～6日(日) 

○受 講 者：井村 萌（発表）、工藤 永晃（発表）、諸橋 ひなの(発表)、高橋 和奏（発表）、三

浦 篤史（発表）、伊藤 大智（発表）、沢田 篤希（記録）、湯浅 春香（発表）、大塚 

紗歩子（記録）、山本 愛一郎（班長）、吉田 亜美（発表）、松田 地央（記録）、庄子 

拓哉（記録）、加藤 結（学生サポーター）、平島 幸奈（学生サポーター） 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２９日（土） 【１日目】１１月５日（土） 

8:00 山形大学発 

10:00 大蔵村中央公民館着 

10:00 肘折ホテルへ移動 

10:45 オリエンテーション 

（温泉、観光、暮らし、を感じる） 

   「温泉おもしろマップ」作成にあたって 

12:00 肘折ホテルで昼食・休憩・移動 

13:15 名湯～肘折温泉街を歩こう 

        -佐藤則夫氏- 

15:00 温泉街をもう一度探検 

    -温泉客・住民と交流してみよう- 

16:30 ～スパリエマスターへの道～ 

17:00 肘折ホテルへ、入浴、夕食 

19:30 温泉マップ作り(各班),レポート記入 

23:00 消灯 

8:00 山形大学発 

10:00 大蔵村中央公民館着 

10:00  説明・トイレ休憩 

10:15 「大蔵村の歴史と文化財を学ぼう」 

    -熊谷勝保- 

       ・いにしえのロマン「清水城址を訪ねて」 

    ・巨木観察 

       ・廃村を訪ねて（小滝地区）…俳句・短歌… 

13:00 「四ヶ村の棚田」そば昼食・休憩 

    （味来館にてトイレ休憩） 

14:30 地蔵倉と歴史探訪 

16:00 カルデラ館見学 

17:00 肘折ホテルへ 入浴、夕食    

19:30 レポート記入、自由時間 

23:00 消灯 

【２日目】１０月３０日（日） 【２日目】１１月６日（日） 

8:30 肘折ホテル発 中央公民館へ 

9:00 -清水地区見学- -熊谷勝保氏- 

10:00 -大蔵村大産業祭り-  

-住民と交流してみよう- 

12:00 いおり弁当昼食 

（役場２階会議室で活動） 

13:00 温泉マップづくり・レポート記入 

14:40 温泉マップ各班プレゼン 

15:10 レポート記入・提出・ふりかえり 

16:00  大蔵村役場発 

18:00  山形大学着 

 8:30  肘折ホテル発 いでゆ館へ 

9:00 こけしの絵付け体験 

11:30  弁当昼食・休憩 

（村中央公民館で活動） 

13:30 レポート記入等 

    俳句・短歌…短冊に書く 

15:10 ふりかえり 

16:00 大蔵村中央公民館発 

18:00  山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 井村 萌 

私が大蔵村に行ってみて感じたことは、もったいない

ということです。何がもったいないのかというと、大蔵

村には美しい風景やおいしい水や空気など良さがたく

さんあるのに、あまり知られてないということです。同

じく「日本で最も美しい村連合」に加盟している北海道

の美瑛町は観光地として全国的に有名であるのに、大蔵

村は全国的にあまり知られていません。しかし、私は美

瑛町にも行ったことがあるのですが、大蔵村は美瑛町と

同じくらい、むしろ美瑛町よりも美しいと感じました。

私も実際に大蔵村に行くまでは大蔵村がこんなにも美

しい村だとは知りませんでした。この他にももったいな

いと感じたことがあります。具体的な場所を挙げると四

ヶ村の棚田です。四ヶ村の棚田は私にとって初めて見た

棚田でした。こんなにきれいなものが山形にあるという

ことに驚いたのと同時に、棚田の美しさにとても感動し

ました。そして、四ヶ村の棚田は日本の棚田百選に認定

されているにもかかわらず、耕作放棄されている田んぼ

も多いと聞き、もったいないと感じました。また、肘折

こけしは明治時代から作られてきたそうですが、現在は

肘折こけしの職人はただひとりになってしまったそう

です。温泉街を歩いていると、いたるところにこけしが

飾られており温泉街の雰囲気と合っていてとても良か

ったので、この風景がなくなってしまうのはもったいな

いと感じました。現在大蔵村の人口は3,000人弱で、今

後も大蔵村の人口減少は進むと考えられています。人口

減少を止めるためにはＳＮＳの力を利用するのが良い

のでないかと私は考えました。例えば、大蔵村のきれい

な風景の写真をツイッターやフェイスブックなどのＳ

ＮＳにのせて、多くの若者に大蔵村に来たいと思っても

らうといったことです。観光に訪れた人が実際に住みた

いとまで思うことはなかなかないとは思いますが、訪れ

る人が多ければ多いほど移住しようと考える人も増え

ます。実際に来れば、大蔵村が良いところであることは

誰でも気づくことができるので、来てもらうまでが課題

だと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文学部 工藤 永晃 

私はこれから後期フィールドワークで大蔵村に行っ

た際に感じた良さや今後の改善点を述べようと思う。 

まず、私が大蔵村に行き感じたことは、大蔵村には

スーパーマーケットやコンビニエンスストアが無く、

ほぼ自給自足の生活をしている。その代わりに毎朝の

朝市があり、私は最終日の朝市に行った。その日はあ

いにくの雨模様で気温も低く、一緒に行った友人と寒

がっていた。しかし、朝市が始まると地域の方々は私

たちに対して満面の笑みで売ってくれていて、私はこ

の笑顔でその日一日分の元気をもらった気がした。ま

た、私たちが温泉街を探検した際に通りすがりの人や、

わざわざ家の窓から顔を出してあいさつをしてくれた。

話しかけても気さくに返してくれるので自分たちもと

てもいい気分になった。大蔵村の人たちは人と人との

距離感が近くて住民同士でコミュニケーションがしっ

かりとれているのでより絆も深まっているのだと感じ

た。例えば、私が感じたのは私たちにいろいろなとこ

ろを紹介してくださったアドバイザーさんが歩いてい

る途中でもたくさんの知り合いの人に話しかけられて

いたり、話していたりしていたのを見たからだ。これ

は絆がより深まっているからこそだと思う。 

 さらに私が感じたことは空気がきれいで周りの山々

の景観や温泉街の町並みなど全てが新鮮で過ごしてい

てとても気分が良かったということだ。例えば肘折ダ

ムや清水城址や四々村の棚田、地蔵倉などがある。私

が実際に登ってみてそこから見た景色は間違いなく今

までで生きてきた中で一番だったと強く思う。その中

には 1000 年もの間変わらない景色などずっと変わら

ない景色があった。この景観を維持できるのは人々が

大蔵村の良きものを残そうとした努力の賜物だと思う。

また、この景観があるからこその私たちに強い印象を

残していったカメムシがいるのだと思う。私はあんな

にものカメムシを初めて見たのでとても驚いた。おか

げで今後出くわしたときの対策もしっかりと覚えるこ

とができた。 

 私がここから述べるのは学生という視点から見た改

善点である。 

 大蔵村の人口は現在約3000人弱である。だが来年、再

来年となるにつれてどんどんと減ってきてしまうのが

現状であると聞いた。大蔵村の強みは自然とともに生き

ているということだと思う。例えば山からパイプで繋ぎ、

送られている水を使っているということだ。自然と生き

るという素晴らしさを全面にメディアを駆使してたく

さんの人に伝えていけばいいと感じた。そうすれば新た

な魅力を知りたくさんの人が大蔵村へと訪れると私は

思う。 

 

人文学部 諸橋 ひなの 

私は、後期のフィールドワークにおいて、大蔵村の

自然・人・もの体験というプログラムを受講した。受

講するにあたり、事前にメンバーそれぞれが大蔵村に
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ついて調べた。情報を共有してから大蔵村に向かった

ので、事前に調べたことを実際に見たり話を聞くこと

ができ、感動した。それらの体験の中で、印象に残っ

たこと、そこから考えたことをこれから紹介していく。 

  まず、このプログラムの主要な内容とも言える、温

泉マップづくりである。肘折温泉を訪れ、温泉街を歩

いて、各班で印象に残ったお話や名所をマップにより

紹介するという体験だ。ここで重要なことは、肘折温

泉に来たことがない人にも分かりやすく伝わるような

マップを作るということだ。そのためには、インター

ネットなどで調べただけでは分からない、つまり直接

見たり聞いたりした情報が必要になる。このことは、

今回のマップづくりに限らず、他のプレゼンテーショ

ンや紹介にも活かせることではないだろうか、と自分

なりに学ぶことができ、とても勉強になった。 

 次に、大蔵村の景色と自然についてである。今回と

ても実感したのは、空気が綺麗で水が美味しいという

ことだった。また、大蔵村の棚田が全国の棚田１００

選に選ばれたという話をされたとき、同時に「棚田１

００選は周りの景色の綺麗さも関係する」ということ

も聞き、村の人々が自然を守り、景色を綺麗に保って

いるおかげで空気も水も美味しいのだろうと考えた。

そして、鳥がとてもゆっくりと低空飛行で飛んでいる

様子も見かけた。普段住んでいる環境では見かけない

光景だったので、人も鳥も自然も、のどかに生きるこ

とができる村だということを象徴しているように見え

た。 

最後に、最も印象に残ったことは、大蔵村の人々の優

しく気さくな人柄、そしてその地域の人同士の結びつき

である。今回私たちが受講したプログラムを担当してく

ださった大蔵村の職員の方々は、初対面にもかかわらず

気さくに話しかけてくださり、温泉街でも村の人々はあ

いさつをしたら優しく返してくださった。また、産業ま

つりのときも、まるでみんな知り合いかのように仲が良

さそうな様子であった。大蔵村でのフィールドワークを

通して、人々の心の温かさ、自然と人の深い関わりにつ

いて学び、考えることができてとても良かった。たくさ

んの魅力がある素敵な大蔵村に、また訪れたいと思った

４日間であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 高橋 和奏 

私が今回大蔵村でのフィールドワークに参加して最

も強く感じたことは山形県の本当の魅力である。食べ物

がおいしい、季候が良いなどの表面的なことはもちろん、

人の温かさや山間地特有の文化をこのフィールドワー

クによって感じることができた。大蔵村で実際に見学し

た施設や交流した人々との思い出を通じて、山形県の魅

力について考えていきたい。 

まず、人の温かさという面であるが、今回大蔵村を

案内してくれた佐藤さんや熊谷さん、肘折温泉街の村

人の優しさはもちろんのこと、肘折温泉に湯治に来て

いただろうお客さんも優しく温かく私たちを迎えてく

れた。この地が湯治の地として栄えているのは、温泉

の効能や澄んだ空気があるというだけではなく、村人

の家族のような温かさや笑顔に癒やされるからでもあ

るのだろうな、と感じた。 

次に、積雪量が多い地域特有の工夫や、棚田という

珍しい田園風景についてである。積雪量が日本で二番

目に多いというこの地域では、１０月にも関わらず早

くも多くの民家に樹木に雪除けがされていた。雪除け

の仕方は家ごとに少々異なっていたのだが、同じよう

な雪除けの仕方をした民家が集中しているところがあ

った。これは私の予想でしかないが、高齢化が進むこ

の地域で、体の自由のきく人がそうでない人の家の雪

除けまでやってくれたのではないかと思う。仮にそう

だとすると、大蔵村はいかに村人同士仲が良く、連携

がとれているのかがよくわかる。孤独死が社会問題と

なっている今、地域との連携がとれているということ

は非常に大切なことに感じた。また、今回のフィール

ドワークで私は初めて棚田というものを生で見た。ホ

ームページで見た写真よりもずっと壮大な景色が広が

っていて、大蔵村が「日本で最も美しい村」の一つに

選ばれ、そしてその紹介ページで棚田が紹介されてい

る理由がよくわかった気がした。農業が産業の主流だ

った時代、山間地でどうやって農業をしていくかと考

え、作り出された棚田は、時代の流れに沿ってコンバ

インが通れるようにするなどの進化を遂げたという。

現在はあまり使われていないそうだが、私は農業とい

う視点だけでなく、観光資源という視点でこの棚田を

次世代に残してほしいと思った。 

 事前学習で大蔵村について調べたとき、私は「大蔵

村は棚田や肘折温泉など見所のたくさんある村」とい

う印象を受けた。確かにそのことは間違っておらず、

予想以上に見所のある美しい村であったが、その美し

さ以上に村人の笑顔や活気にあふれた元気な姿が印象

に残っている。私が実際に大蔵村を訪問して肌で感じ

たこの姿を、これから多くの世代の人へ広めていきた

いなと感じた。 

 

地域教育文化学部 三浦 篤史 

私は今回大蔵村を訪れて、肘折温泉や人々の温かさな

どたくさんの魅力に気付いたのはもちろんですが、それ

と共に二日目に訪れた大蔵村清水の地で住職さんに聞
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いた清水の歴史についても住職さんの熱い思いにとて

も感銘を受けた。私は今回その清水の歴史についてまと

めていきたいと思う。 

清水は戦国時代に清水城を中心として最上川中流域

の中心都市であり、日本海航路から最上川をさかのぼり、

山形県内陸へと物資を運ぶための重要な中継基地でも

あった。そのため他の武将にとっても非常に欲しかった

土地であり、秋田からの攻撃の防衛、山形県中南部から

の攻撃の防衛として発展した地であったという。７代城

主清水義親はかつて豊臣家に近習として仕えていたこ

とがあり、その際に豊臣秀頼との交流があった。そのこ

とがあり、徳川家康と豊臣秀頼の対立が決定的となった

ときに秀頼との内通を疑われ、德川軍であった最上家に

攻め入られ清水城は廃城となり、清水家は滅亡してしま

った。 

住職さんはこういった最上地方の歴史的大きな役割

を担った清水の認知度が低く、山形県では最上家に比べ

て大きく取り扱われていないことに悔しさをにじませ

ていた。またかつては文化財として清水城跡が登録され

ていたが、戦争をはさみ、登録が見直されると清水城跡

はなくなったが同時代に登録された別の文化財はその

まま残っているといったこともあり、全国的にも山形県

的にもあまり重要なものとして認識されていないとい

う。こうした背景をうけて、実際に住職さんのおじいさ

んの代から清水のアピールにむけて代々尽力されてき

たという。 

そんな住職さんの「負けた側の歴史は語られない」と

いうお言葉に心打たれるものがあり、確かに今まで歴史

を学んできた中で負けた側のその後やその前というの

はあまり重要視されないものであると感じた、と同時に

歴史のあり方や伝え方にしても考えさせられるものが

あった。普段は仙台に住んでいる方であり、この日は偶

然に山形に帰ってきていらっしゃるということで、たま

たまお話を聞くことができ、貴重な体験となった。私は

この住職さんのお話を聞いて決して文章だけでは伝わ

らない、人が語るからこそ受ける熱い思いを感じた。こ

れもフィールドワークの魅力である「現地に行くからこ

そ聞けることやわかることがある」を十分に発揮したも

のであると感じた。以上が、清水の歴史について私が聞

き、考えたことや感じたことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 伊藤 大智 

今回のフィールドワークでは10月29日～30日と11

月5日～6日の2回に分けて私達は大蔵村を訪れた。 

1 回目には主に温泉マップ作り・スパリエマスター

講義・温泉街と大蔵村散策・大蔵村大産業祭交流など

の活動を行った。温泉街散策を行った後に温泉マップ

作りを行ったことで肘折温泉郷のきめ細かい情報に気

付けることが出来た。スパリエマスター講義では温泉

の泉質や入浴方法についての話を聞いた。その後に宿

泊をした肘折ホテルで入浴をしたので講義の内容を思

い出しながら入浴をした。大蔵村大産業祭では大蔵村

内外を問わない出店を楽しんだ。祭りでは餅つき体験

をすることが出来た。 

2 日目には大蔵村歴史文化財散策・こけし絵付け・

俳句作成などの活動を行った。大蔵村歴史文化財散策

で印象的であったのは四ヶ村棚田と地蔵倉見学だった。

四ヶ村棚田では綺麗に保たれた棚田や遠くの台地に乗

っている集落の数々や山の紅葉、切り立った崖がとて

も美しかった。こけし絵付けでは十人十色の感性をこ

けしにデザインした。 

大蔵村・肘折温泉郷を訪れて私が感じたことがいくつ

かある。その中の一つであるが、それは温泉郷の雰囲気

についてである。温泉郷を歩くと住人の方や観光客の方

に会うが挨拶をすると元気で大きな声で返事をくれる、

また向こうからも挨拶をされる。宿の中で休んでいる方

からも窓から顔を出して挨拶をされるどころか会話に

まで発展する。この歓迎・交流的な雰囲気が存在する要

因について考えた。温泉郷は山に囲まれ街から離れてい

る。そのため温泉郷は外界と軽く遮断されていて独自の

雰囲気が現代の街の雰囲気と混濁せずに存在している

と考えた。山奥や街から離れた所に存在する集落は排他

的な雰囲気になる印象を持っているが肘折温泉郷では

そんなことはなかった。そこを訪れる人々の多くの目的

は観光である。観光客というのはその場所に魅力を感じ

なければ訪れることはないので、訪れる人々は肘折温泉

郷に魅力を見出していることが分かる。肘折温泉郷の立

地は率直に言うと災害も多く、市街部から遠く離れてい

て不便である。そのような場所には魅力を感じていたり、

特別な感情を抱いていなければ温泉郷に定住している

人々は生活を営んでいくうえで利便性が高い都市部に

流れていってしまうと考えた。つまり、観光客と住民は

肘折温泉郷に魅力を感じているという共通点を持って

いて、二者間で自ら気付かずに共鳴が起きているのでは

ないかと自分の中で合点がついた。これにより歓迎・交

流的な雰囲気が育まれているのではないかと考えた。 

 

理学部 沢田 篤希 

私は4日間のフィールドワークを通して感じた大蔵

村の魅力と、大蔵村の良さを全国に発信するための課

題についてこの最終レポートで考えていきたいと思う。 

前半の2日、私達は肘折温泉街の温泉マップづくり

を行った。誰かにその地域の魅力を伝えたいと思った

ら、まずは自分たちがその魅力を見て触って聞いて嗅
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いで味わって、五感で感じなければならない。私達は

肘折の素晴らしい景色を見て、冷えた体を温めてくれ

る湯を肌で感じて、地元の方や観光客の方々の声を直

に聞いて、温泉街に漂う湯の香を嗅いで、朝一で特産

品を味わった。完成した温泉マップには、肘折を歩い

た私達だけが見つけられた魅力をたくさん詰め込むこ

とができた。 

3日目に私達は四ケ村の棚田を訪れた。棚田を見下

ろせる位置にある高台から見た景色は、大自然の雄大

さを、整然と並んだ棚田はそこで生きている人たちの

熱気を伝えているようだった。また、一回目に続き、

大蔵村(最上地域)の歴史に縁のある場所を巡った。最

上と新庄にまつわる歴史には、大きくズレがあるらし

く、大蔵の人々はそれが残念でならないそうだ。そこ

から学んだのは、大蔵の人々が地元の歴史や祖先の思

いをとても大切にしているということだ。 

4日目には、こけしの絵付け体験とフィールドワー

クを通して感じたことを句にして読んだ。こけしの絵

付け体験は、初めての経験とあってなかなか難しかっ

たが、全員がそれぞれの個性をだし、大蔵の文化に溶

け込むような素晴らしい体験ができた。俳句作りでは、

4日間の活動の締めくくりとして、活動全体を振り返

った句が詠めた。 

さて、これらの活動を通して私が考える大蔵村の課

題は、地域に人を呼び込むのに十分な魅力があるにも

かかわらず、大蔵村に残る人が減ってきているという

ことだ。 

この問題を、住民の流出という面から見てみること

にする。大蔵村が最も賑わっていた頃と現代の違いを

比べてみると、以前の大蔵には鉱山がいくつもあり、

そこで働く坑夫も多くいた。現在の大蔵村では以前と

比べ、職に就くことが難しくなっているのではないか

と私は考えた。そこで私が考えたのは、廃校を利用し

た企業の誘致だ。私は、肘折にある廃校が取り壊され

る予定だと聞いて、もし利用できるならどうかと考え

た。(実際に同じ最上の舟形町でも廃校を利用した企業

誘致が行われている) 

最後に、私達もフィールドワークで訪れるまで大蔵

村がどんなところなのかを知らなかった。多くの人に

大蔵村の魅力に気づいてもらうために、私達の活動が

役に立てることを願います。 

 

理学部 湯浅 春香 

これから私が大蔵村に実際に行き、そこでの活動を

通して感じたこと、考えたこと、学んだことを書きた

いと思います。 

大蔵村に来て、1 番に感じたことは、人の温かさと

自然の豊かさです。私たちを最初に迎えて下さった教

育委員会の方、温泉街で出会った村の方、ホテルのお

客さんまで、皆優しい笑顔で挨拶をしてくれたり、ど

こから来たの？と話しかけてくれたりしました。外か

ら来た観光客の皆さんまで気さくに話しかけてくれて、

大蔵村には人の心を優しくする何か不思議な力がある

んじゃないのか？とも思いました。この不思議な力は、

大蔵村の豊かな自然から来ているのだと思います。小

滝地区に訪れた時、自然が大好きな私は、ここに住み

たい！と本気で思いました。2 回目の 1 日目に歩いて

行った地蔵倉から見た景色は、今も忘れられません。

この穏やかで、優しく人々を包み込んでくれているよ

うなカルデラ地形が、人の心を優しくする力を持って

いるんじゃないかと思います。 

大蔵村で作ったこけしは、いつも私を気にかけてく

れている祖母に、感謝の気持ちを綴った手紙とともに

送りました。先日、祖母からお返しの手紙が届きまし

た。最近同級生が亡くなり元気がなかったこと、そん

な時に私からの贈り物が届き、生きる気力が出たこと

などが書かれていました。私はなぜか泣いてしまいま

した。大蔵村は間接的ではありますが、私と祖母を繋

ぎ、祖母を元気にしてくれました。本当に感謝してい

ます。祖母と肘折温泉に行く約束をしたので、次に行

く時は私が大蔵村の魅力を祖母に伝えたいです。 

 教育長さんのお話にも出て来たように、この4日間

で大蔵村を毛穴で感じることができた気がします。も

う一度訪れたい！と思わせてくれる村でした。次に行

った時には、また新しい大蔵村の良いところを発見し

たいです。そして、おだんごを食べながら足湯に浸か

って、景色を楽しみたいです。大蔵村の皆さん、あり

がとうございました！ 

 

医学部 大塚 紗歩子 

フィールドワークに参加したことにより私が出会う

ことができた素敵な場所、大蔵村。大蔵村の魅力はた

った四日間の活動の中でもたくさん見つけることがで

きた。 

まず、一つ目に、自然の美しさ、偉大さである。大

蔵村に入るとまず目に入った美しい山々、紅葉する

木々。あれほど壮大で魅力的な山は今までに見たこと

がなかった。初めて訪れる人は絶対に驚き、感動する

光景であった。二つ目に、温泉である。村の中だけで

も二種類のお湯があり、徒歩圏内でそれらが楽しめる

というのは他にはない魅力であると思った。時間の関

係上、残念ながら私は一つの温泉にしか入ることがで

きなかったが、柔らかく、肌になじみ、心地よいお湯

は本当に気持ちがよかった。そして何より、大蔵村の

人々の温かさである。役場のお二方の行き届いたご配

慮や優しさ、大蔵村の教育長の熱心かつ心温まるお話

にはじまり、本当に何気ないことではあるが、地元の

方々と朝市で交わした会話、お蕎麦屋さんの店員さん

のお声掛けなど、様々なところに優しさがにじみ出て

いた。私の地元、新潟や今住んでいる山形市と比較し

ても比べ物にならないくらいの温かさである。どうし

てあんなに優しさで溢れているのだろうと疑問に思い

ながら読ん日間過ごしたが、そこには地元の人々の強

い絆があるのだという結論に至った。地元の人々のこ

とをお互いによく把握して、お互いに助け合いの精神

を大切にしながら過ごしてきたために生まれた絆であ
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ろう。なぜなら、地元の方々とお話しすると話題に上

った地元の方の前やさらにその前の世代の時の話まで

出てくるからである。何世代もそのつながりが大切に

されてきたのは他地域にはない魅力であり、今後も続

いていってほしいと切に願うばかりである。学生の視

点から見て改善の余地があるなと思ったのは、設備の

充実度である。設備を新しくするのにはお金がかかっ

てしまうことなので仕方ないことではあるが、観光の

ターゲットとなる観光客は例えば、トイレ一つを取っ

てみても様々な機能が付いた清潔感の溢れるものを使

っている方が多いので、機能が少ない物や古いものを

使うのには抵抗があるかもしれない。トイレを新しく

変えていくと莫大な費用と時間がかかるので、一年に

数台と決めて変えていく代わりに別の部分で設備を充

実させるというのも一つの案として考えられる。例え

ば、Free Wi-fiの導入などである。ほんの一例ではあ

るが、たとえ少しの変化であっても、たくさんの魅力

を持った大蔵村がさらに魅力的になれるのは間違いな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 山本 愛一郎 

大蔵村。私が訪れた山形県で最も小さいこの村には

多くの魅力が隠されていた。以下、私が大蔵村を訪れ

て考えたこと、学んだことを述べたいと思う。 

 私はこのフィールドワークで地元の方の絆の大切さ

を感じた。私は2度肘折温泉の朝市に足を運んだ。地

元の方が漬けた山菜をはじめ、新鮮な野菜など様々な

商品が温泉街沿いに並んでいた。朝市を見ていると訪

れた人が一つの家族になるような一体感を感じた。観

光客との会話は勿論、近所の方同士で「今日は寒くな

ったなぁ」と朝の挨拶をしていた。肘折温泉が1200年

の歴史を刻んできたのは朝市に象徴される肘折の絆の

おかげだと思う。顔対顔のコミュニケーションが息づ

く肘折には「地域みんなで生きていく」姿勢を感じる

ことができた。 

3日目に私たちは四ケ村の棚田を訪れた。棚田を高

台から見て、いかにそれが急勾配に作られたかに驚か

され、なぜ棚田を守り、山間部のこの地で生活してい

るのか考えずにはいられなかった。棚田を見た後の四

ケ村の蕎麦屋で多くの地元の方が楽しそうに話してい

るのを見て、その答えがわかった。地元の絆である。

確かに集落を離れればより便利な生活ができるのかも

しれない。しかし絆はどうだろうか。便利さはお金で

買えるけれども、絆は決してお金で買うことはできな

い。四ケ村の棚田は地元の絆の象徴ではないだろうか。

後日、棚田のある斜面は崩れやすく、頻繁に流されて

しまうけれども、そのたびに集落みんなで作り直して

きたという話を聞き、改めて「地域みんなで生きてい

く」、四ケ村の息づかいを感じた。 

最後に、学生の視点から見て気づいた点を述べたい

と思う。肘折温泉に訪れた時、杖を突いたお年寄りが

温泉の入り口のドアを開けるのを手伝ったことがあっ

た。そのドアに限らず肘折温泉には、お年寄りにとっ

て大変な段差や溝が多く見受けられた。湯治を目的と

する方も多い肘折温泉には多くのお年寄りが訪れると

思う。だから、街全体にバリアフリーの考えを導入し

たらさらに良くなるのではないだろうか。例えば、肘

折温泉内にあるクランクで、子どもやお年寄りにもク

ランクの先の状況を把握してもらえるように、低い位

置にもカーブミラーを設置すると良いと思った。 

「実際に行ってみることでしか分からないことがあ

る」と村の教育長がおっしゃったように、大蔵村には

自然と共存して生きる人々の絆があった。多くの若者

が都会に出て、近所とは名ばかりとなりつつ今こそ、

「地域みんなで生きていく」姿勢を改めて学ぶべきで

はないだろうか。 

 
工学部 吉田 亜美 

大蔵村での二回のフィールドワークの活動を通して、

私が特に感じたのは地域の人と人とのつながりです。

このプログラムのテーマの自然、人、もの、の 3 つで

考えました。 

 初めて大蔵村に着いて思ったことは、あたたかさが

あることでした。案内してくださった学習センターの

方は、大蔵村に来たことを学ぶ私たちが感謝しなけれ

ばならないのにそれ以上に感謝してくれていることが

伝わりとても歓迎してくれました。大蔵村のことは何

でも知っていて、大好きなんだなというのが伝わるお

話もたくさんしてくださいました。様々なところに行

く先々で学習センターの方は必ず会話をしていて親し

い様子がわかり、村全体が大きな親戚でできているよ

うな感じがしました。 

 まず、「人」についてです。最初に行った活動は温泉

街を歩くことでした。肘折温泉街は大勢のお客さんで

にぎわっているというような感じではなく、静かな温

泉街です。ですがさみしい感じはなく、どうしてかと

考えたとき、私たちが歩いていている間にすれ違う

方々は笑顔であいさつをしてくれたり、どこから来た

の、など気さくに話しかけてくれたりする住民の方の

和やかさがあるからだと思いました。 

次に、「もの」です。産業市に参加して小さな子ども

たちからお年寄りの方まで様々な人が来ていて、地域
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の方が特産物を販売したり餅つき体験ができたり、子

どもたちの発表もありにぎやかでこの村にとって大事

にされているものの一つなんだなというのが伝わって

きました。ここでは地域の人ほとんどが知り合いかの

ようで、会う人会うひとあいさつや会話であふれてい

て人々のつながりが感じられるとても良い雰囲気のお

祭りだなと思いました。 

最後に「自然」についてです。景色は素晴らしいも

のばかりでした。ちょうど紅葉の時期だったこともあ

り周りの山もきれいでした。広い範囲の棚田、巨木、

大きな沼、地蔵倉など大蔵村の自然をたくさん見て、

どれも見た私たちをひきこむような力があり、村のみ

んなで大切に守られてきているからなのではないかと

思いました。 

まとめとして、大蔵村の人口は少なく若者の数も減

ってきているが、住民同士のつながりが強いこのよう

な村はすてきだなと感じました。そしてだからこそ、

この肘折温泉街は1200年もの歴史を持ち、今でも観光

地としてつづいているのではないかなと考えました。

市長さんのお話にもありましたが、実際に来てみて、

体験してみて、分かることがあるということが実感で

きる、貴重な体験をたくさんさせていただいた活動だ

ったなあと思います。 

 
工学部 松田 地央 

今回の後期フィールドワークで行った大蔵村につい

て、私が感じたこと、考えたことをこれから書きたいと

思う。 

初めに、私がこの四日間を終えて一番に感じたこと

は、この村には「またここに来たいと思わせるような

居心地がある」ということである。現に、私も本当に

講義に参加してよかったとしみじみ感じているし、も

っとこの村について知りたかったという気持ちが残っ

ている。このように感じさせることができるのは、こ

の大蔵村の武器であるのではないかと私は思う。また、

特に肘折地区について述べれば、安心感というものが

そこにはあった。驚愕するようなものがあるわけでは

ないのに、朝市では気さくでフレンドリーな地域の

方々に囲まれ、食事では新鮮で安全で何より美味しい

料理を食べることができ、自然と癒されていくのを感

じることができるのである。このような環境を作り出

せるのは他の観光地にはない肘折温泉の長所であるの

だと思う。 

ここで、このフィールドワークの当初の目的である

学生の目から見て感じることを２つ述べていきたいと

思う。一つ目に改善点として挙げるのはヘクサンボ対

策である。大自然の肘折にヘクサンボが出るのは仕方

ないのだが、山々の紅葉を見に来たと温泉に入りに来

た観光客にとっては、地元民より虫への耐性が低いた

めどうしてもきついものがある。対策としてガムテー

プはもとから部屋に置いてあったが、仮にそこに泊ま

るのが女性客であったらどうだろうか。テープ越しに

であっても虫を触るのは嫌なものであるし、朝に目が

覚めたら布団の中にヘクサンボがいたら、、、なんてこ

とがあったらそのお客さんは、いくら居心地がよくて

も離れてしまうものであると思う。現に、私の泊まっ

た部屋では一夜で15匹以上のへクサンボがいた。だか

ら例えば、虫が嫌う匂いを放つ蚊取り線香のようなも

のを置くなどの、虫が出たらの対策ではなく、出てく

る虫を減らすような対策が必要ではないかと感じた。2

つ目は大蔵村の魅力について感じたことがある。大蔵

村の長所は、私は大自然の景色にあると思う。特に倉

地蔵から見た、あの澄み渡るような山々の紅葉には強

く印象が残っているし、最も感動した。あの大自然の

景色は山形県を代表できるようなものだと思う。だか

ら、あそこに行って初めてこんな絶景があると知った

私にとっては、もっと大蔵村はその大自然の素晴らし

さをアピールするべきではないかと感じた。それに、

私は山形県出身ではあるが大蔵村にあんな絶景があっ

たことを知らなかったことは、私自身もったいないな

とも思ったのだった。 

以上が、私が大蔵村を訪ねてのまとめである。 

 

工学部 庄司 拓哉 

私はフィールドワークで大蔵村を訪れたことによっ

て、様々な魅力を見つけることができた。これから私が

考えた大蔵村の魅力について書きたいと思う。 

私が考える大蔵村の一番の魅力は、自然に恵まれてい

て、地域の人々も積極的に話しかけてくれる気さくさが

あるところだと思う。 

初めて実際に大蔵村を訪れたときに移動中のバスか

ら見える景色からも素晴らしい絶景を見ることができ

た。そのときにも大蔵村はとても自然が豊かで良いとこ

ろだと感じたがその景色はまだ大蔵村のほんの一部だ

ったのだとフィールドワーク４日間で様々な場所を見

学させていただくことで感じることができた。清水地区

見学の時に様々な場所を見させていただいたが、川や山

を見て綺麗だと思ったのはもちろんのことだがその１

つ１つにずっと昔からの歴史があり、それを昔から代々

伝えてきたと言うことで大きな歴史があるのだと感心

したのと同時にこの歴史をここで終わらせてしまって

はいけないと思った。終わらせてはいけないのは歴史だ

けではない。今の時代、多くの自然を伐採してしまって

いるがそうしてしまっては今まで積み上げてきた物が

なくなってしまうと思うので、大蔵村をより良くして行

くには自然をもっとアピールしていくべきだと思った。 

 大蔵村に住んでいる人々は自分たちが温泉マップ作

りで近くを歩いているときや大蔵村大産業祭りに参加

させていただいたときなどいつも何もわからない自分

たちに優しく声をかけてくださり、様々なことを教え

てくださった。そういうような人の優しさはとても居

心地良く感じさせてくれたのでとても大きな魅力だと

私は考えた。 

私がこのフィールドワークに参加して大蔵村に行っ

てみて大都会の東京などの大学では絶対に体験できな

いような、山形大学だからこそできる貴重な体験をさせ
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ていただいた。滅多に体験することができないであろう

こけし作りも体験することができたし、素晴らしい肘折

温泉にも入ることができた。実際に訪れて見ないと絶対

にわからないような人の温かさ、そして、自然の壮大さ。

私はそれを実際に感じさせていただき、とても魅力的に

感じられたのでこれをここで終わらせてしまうのでは

なくて、大蔵村がもっと発展できるようにこの魅力を少

しでも多くの人に伝えることができたら良いと考えた。 
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里山保全とキノコ料理 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：戸沢村 

 

○講   師：田舎体験塾つのかわの里事務局スタッフ及び角川地区の講師 

 

○訪 問 日：平成 28 年 10 月 29 日(土)～30 日(日)、11 月 19 日(土)～20 日(日) 

 

○受 講 者：伊藤 大空（記録）、北村 真菜（班長）、吉井 琴美（記録）、菊池 晴貴（記録）、飯

田 一裕（発表）、下間 悠貴（発表）、前澤 優伍（発表）、今田 佑生也（発表）、渡

邊 慎也（発表）、窪田 健太（発表）、杉原 邑実（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２９日（土） 【１日目】１１月１９日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 オリエンテ－ション 

10:30 そば打ち体験 

12:00 昼食 

13:00 ナラの伐倒・小間切り・搬出 

15:50 木の実拾い 

16:20 振り返り 

17:00 農家民宿へ移動 

 

 

 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 オリエンテ－ション 

10:30 炭の窯出し 

12:00 昼食 

13:00 杉の枝打ち・間伐 

16:20 振り返り 

17:00 農家民宿へ移動 

【２日目】１０月３０日（日） 【２日目】１１月２０日（日） 

09:00 戸沢村農村環境改善センター集合 

09:10 キノコ採り 

10:00 キノコ料理つくり 

   （舞茸御飯、ナメコ汁、ナメコおろし、ナメ

コと菊の酢の物、ひらたけの炒めもの、キ

ノコの味噌漬け） 

12:00 昼食 

13:00 キノコの植菌 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 

 

 

09:00 戸沢村農村環境改善センター集合 

09:10 リ－スつくり 

12:00 昼食 

13:00 ログハウス修繕 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 伊藤 大空 

今回、戸沢村のフィールドワーク「里山保全とキノ

コ料理」に参加しました。なぜこのフィールドワーク

に参加したのかというと、キノコ料理やそば打ちなど

により自分たちが活動しつつ、里山という自然を体験

できるからです。また、私は将来地方公務員になり、

市役所に勤め、地方の活性化に尽力したいと考えてい

るので、戸沢村のフィールドワークに参加しつつ、地

方の現状も把握したいと考えています。 

 私は今回のフィールドワークで、都市にいると感じ

られない地方ならではの苦労や魅力を感じることがで

きました。私は、地方の活性化のためには何でも便利

になる方がよいと思っていました。しかし、計 4 日間

を通じて、ほとんど人力で作業したので、ナラの伐倒

や杉の枝打ちや間伐など大変な作業ばかりだったので

すが、鳥の巣箱作りなど大変な作業でも自分で最後ま

で行ったという達成感に満ちたものもありました。こ

のような体験は、普段の生活にもよい刺激になると思

います。都会にいて、便利な機械やものに囲まれた中

で生活するのもよいことではあると思いますが、地方

に行き様々な体験を受けてみると、今までなんとなく

見たり感じたりしていたとが、自分たちはいかに恵ま

れているかを感じることができると思います。実際、

私自身も食事や建物という生活の基盤となるようなこ

とは、このような生産者の苦労があって成り立ってい

るのだなと再認識しました。また、地方ということで

人があまり多くないのですが、それを補うコミュニテ

ィのつながりというものを感じることができました。

都市で生活する場合でも、近隣とのコミュニケーショ

ンの機会は限られると思いますが、見習うべきだと思

います。このコミュニティのつながりは、災害などの

非日常的な出来事が起こった場合に有効なツールだと

考えています。災害を例にすると、被災者の安否確認

や救助など一人でできないことも複数人いることによ

り、幅広く対応することができます。これには、コミ

ュニティのつながりが必要になると思うので、日頃か

ら近隣の住民とコミュニケーションして関係を構築し

ていくことにより、より強力なコミュニティづくりが

発展していくと考えています。 

今回のフィールドワークは、私の経験となり、今まで

の概念が覆されるいい刺激となりました。戸沢村のみな

さんにはこのような経験をさせていただくことができ、

感謝の言葉しかありません。またの機会に戸沢村を訪問

することができればよいと考えています。 

 

地域教育文化学部 北村 真菜 

本フィールドワークは体験が多く、普段の座学とは

違う生きた活動であった。戸沢村の方々は、今までに

も何度か山大生をフィールドワーク等で受け入れてく

ださっていたこともあり、私達が学習しやすいよう、

かつ無理をしすぎないようにと何度も声をかけてくれ、

作業に手を貸してくれた。そのおかげで私達もその気

持ちに応えられるよう真剣に取り組もうと気持ちを

日々新たにし、ただの受け身でなくお互いに教え合う

姿勢も大切にしながら取り組むことができた。 

 「里山保全とキノコ料理」というプログラムでの活

動は、常に新鮮みがあった。自然と人を相手にした仕

事をしている方々は一人一人別のやり方：生き方を持

っているが、それを他人に合わせるのではなく、自然

ないし食べ物に合わせるのが当たり前になっているの

で、日々の活動は繰り返しに見えても（伐採など）飽

きなかった。山での活動だけでなく、キノコ料理を作

る際にも食材への扱い方が人それぞれで興味深かった。

このような「新鮮み」というのは、実は気がつかない

うちに私はいつも感じているのかも知れない。人がそ

れぞれ違うのは普通のことであるし、気にもとめない

ことである。しかし、今回のような非日常の空間にお

いて「人と関わろう」「この地の良さを知ろう」と強く

意識して生活したおかげで私はそれを経験として感じ

ることができた。そのことひとつを取っても大きな収

穫である。 

 里山保全は、人が手をかけてようやく成り立つ。自然

にもさまざまな自然があり、さまざまな生き方がある。

フィールドワークで体験させていただいたのはそのほ

んの一端であるがそれを生業とすることを考えると想

像の時点でもう疲れてしまう。それでもなお地元の方々

が（戸沢村に限らず）山に生きているのは、自分の住む

地が好きで、守りたいからだ。私にも、生まれ育った場

所を愛する気持ちはちゃんとある。しかしその気持ちだ

けでなく、自分に何ができるのか・何が必要とされてい

るのかを知り、行動できるようになりたいと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 吉井 琴美 

今回のフィールドワークは、みんなのように明確な目

的があって参加した訳ではない。たまたま参加するよう

な形だった。そんな偶然に便乗して、自然とふれあえる

のかな、と軽い気持ちで行ってみたら、予想と全く違う

経験となった。 
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4日間戸沢村で過ごして、村のコミュニティと、自然

に生きる人たちについて思ったことがある。私の目には、

村の人達もおっしゃっていたような「近所の人とのコミ

ュニケーション」がありありと見えた。私にとってのそ

れとは、家の前で出会ったら挨拶する程度であったし、

それが普通だと思っていた。しかし、今回村の人たちと

出会って、なんて貧弱な考えだったんだろうと思い直し

た。人の家で晩ご飯を頂くことは当たり前だと、村の人

は笑って答えてくれた。ここの農家民宿に泊まると言う

と、誰が運営しているのか、どんな人なのか、すぐに説

明をもらった。小さい村だからかもしれないが、名前を

聞いただけで人柄を答えられるなんて、一体どれくらい

交流があるのか。不思議である。さらに民宿では、たく

さんの村の人たちが笑っている写真も見ることができ

た。まるで家族のように接しているのだろうと、民宿の

人の話を聞いて感じた。 

村の人たちを見ていて思ったのが、人間についてで

ある。フィールドワークに参加する前から、よく未来

の人間を考えていた。利便性を重視して、今よりもっ

と怠惰な生活を送り、見た目から人間らしさなんて感

じられないのではないか、と思っていた。しかし、今

回キノコやそばを栽培し、山に入って木を間伐する人

たちを見て、ああこれが人間らしさってものだな、と

思った。都会に住んでいる人たちを人間ではないとは

言わないが、私は生物学的にも、人間的にも、自然と

生きている方が人間らしいと思う。元々そこから始ま

ったのだから。 

もちろん、今の時代の流れを感じないこの村が、たく

さんの問題を抱えていることは理解している。少子高齢

化であったり、天候によってはキノコを採る期間が遅れ

てしまったり、薪が外国製のものにおされていたりする。

これからの未来を担う私たちは、これらの自然を消して

しまわないように、今の生活を見直す必要がある。そし

てそれを実現させるには、自然を残す努力をしている人

たちがいることを、知らなければならない。 

 

地域教育文化学部 菊池 晴貴 

僕は戸沢村で大きく2つのことを学びました。 

1 つは、お金では買えない本当の価値あるものにつ

いて学ぶことができたことです。1 回目の間伐作業や

ナメコ栽培、2 回目の木の運搬や薪割りは、普通にお

金で手に入れようとすれば簡単に買えるものでした。

また、外国産のものであればさらに安く買うこともで

きると思います。僕自身、簡単に安く手に入る方が経

済的だし、買った方が安心して食べることができるし、

使うことができると考えていました。しかし、フィー

ルドワークに参加したみんなと作業することで得られ

る絆や、実際にやってみないと分からない貴重な体験

ができました。他にも、僕自身で植菌したナメコを食

べてみたい、実際に割った薪でバーベキューなどをし

たいと思いました。このように、戸沢村では普段の生

活では感じることのない価値ある体験ができました。 

 2 つ目は、戸沢村の自然の豊かさと、住民の方達の

心の温かさを知ることができたことです。今回のフィ

ールドワークで初めて戸沢村に行かせてもらい、写真

などでは一部しかみることができなかった村の景色を

生でみることができました。やはり、自然がいっぱい

で田舎という表現が一番分かりやすい風景でした。た

だ、2 回目のフィールドワークのときに山の高い所か

ら眺めた木々から大気との温度差で水滴のようなもの

が出ている絶景には感動しました。車で行けるような

場所にもこういった絶景があることはここに住んでい

る人々の特権だと思いました。 

 1回目、2回目と同じ民宿に泊めてもらったのですが、

住んでいるお爺さんと、お婆さんはとても優しい方で、

初めて来る僕たちに対しても温かく接して頂きました。

僕は民宿に泊まるのは初めてで緊張していたのですが、

戸沢村の暮らしや、孫やお隣さんの話などたくさん教

えて頂いている間に打ち解けて、本当に実家に帰って

いるような体験ができました。フィールドワークの民

宿を通して地域の方と繋がりを持てるのはいいことだ

と思いました。 

 最後に戸沢村のこれからの課題として人をどう呼ぶ

かが大事だと思いました。村自体の子どもの数が減っ

て学校が廃校になるなど、地域住民の話しでは「子ど

もがいないと寂しい」と言っていました。そのため、

僕は戸沢村の周りの自然を守ることも大事だと思うの

ですが、それと同じか、それ以上に子どもの減少に対

して取り組んでいくことも必要だと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 飯田 一裕 

今回のフィールドワークに参加させていただいて、私

の生まれ故郷である兵庫県では見たことがないような

雄大な自然と最上川に囲まれた戸沢村の魅力をこの身

体中目いっぱい感じることができた。そば打ち体験に始

まり、林業体験やキノコ料理、さらにはログハウスの修

繕など、普段ではめったに体験できないような活動を経

験させていただいてまず感じたのは、人間らしい生活を

することの美しさと厳しさである。元来人間も動物だか

ら自然と共存して生きていたが、やがてその都合にあわ

せて時に自然を破壊したりして、今では本来の「人間ら

しい」、美しい生活を送っているはずの戸沢村での暮ら
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しでさえなにか異世界に来たような新鮮さすら覚えて

しまうような状況がはたして正しいものなのかという

ことを考えさせられた。もちろん今すぐに今の生活から

脱却することは、精神的にも物理的にも厳しいだろう。

「自然とともに生きる」ことは、表面上美しいものでは

あるのだが、実際は時に危険な獣に遭遇する危険が新た

に生じるなど、そういった厳しい面も出てくるというこ

とでもある。しかし、今過ごしているような便利な機械

に囲まれた生活は、私たちから人間らしさを奪って行っ

てしまう。将来的にはさらに便利にしていこうとする世

相を感じるが、それは決して良い面だけをはらんだもの

ではないのだということを改めて教えてくれるような

体験であったと感じる。 

 それと同時に、戸沢村が抱えている問題にも向き合

うことができた。林業における後継者不足が主である。

今、昔の自分がどのような職種につきたかったかと考

えると、林業に従事したいとはならないだろう。もち

ろんほかの子供たちもそう考えていたに違いない。後

継者がいないという現状を変えるには、何か活動して

いかなければならない。たとえば、保育園で林業に関

するPR活動を行うなど、私たちにもできるようなこと

がたくさんあるはずだ。私たちの生活の基盤の一端を

担っている林業を根絶えさせるわけにはいかない。私

たちも必然的に貢献しなければならない問題であるの

だ。 

当初は「山形県の魅力を探す」という目的でこのフィ

ールドワークに参加させていただいたが、それ以上のも

のが得られるような体験になったのではないかと感じ

る。最後になるが、今回のフィールドワークの活動を支

援してくれた方々すべてに感謝したい。 

 

医学部 下間 悠貴 

私は、今回の後期フィールドワークで戸沢村の里山保

全とキノコ料理というプログラムに参加しました。なぜ

このプログラムを選んだかというと、私は大学に入って

山形に来たのに山形のことをほとんど何も知らなかっ

たのでこれから6年間生活するうえで1年生の間に深く

山形のことを知っておきたいと考えたからです。  

私は今回のフィールドワークに行く前に事前学習で

戸沢村の現在の林業、きのこ作りの実態を調べました。

しかし実際に話を聞くと私が考えていたよりもずっと

林業ではもうからないし、大変なことがわかりました。

林業では1本の木を育て上げるのには80年近くかかるが、

その木を売ると30万円ほどにしかならないことをきき

ました。林業の世界が高齢化している理由、後継人がな

かなかできないことの理由を垣間見た気がしました。 

また、キノコ作りは事前に調べていたように山形はか

なり盛んなほうでした。特にナメコは毎年上位に入るほ

ど生産量が多かったです。そのナメコを植菌する作業を

今回やらせていただいたのですが、私が想像しているよ

りもずっと大変なことでした。木を倒し、穴をあけ、コ

ルクのようなものを打ち込むという単純作業がとても

苦しかったです。その作業をした次の日は腰が痛くなり、

戸沢村の人はこのような作業を少人数でやっているの

だと考えると、とても骨の折れる仕事で、正直なところ

私は職業にはしたくないなと思うほどでした。 

最後に、私は今回のフィールドワークを通して仕事の

大変さと山形の田舎のほうの現状を目の当たりにしま

した。今回経験した仕事はどれをとっても骨の折れるも

のばかりで、それを職業にしていらっしゃる戸沢村の

方々を本当に尊敬しました。また若い人が少なく小学校

も廃校になっているなどやはり少子化が進んでいるの

もわかりました。今回のフィールドワークでたくさんの

ことが学べて有意義な時間を過ごすことができました。

ほんとうにありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 前澤 優伍 

私がこの講義を受講した理由として、”林業の現状

を知る”が挙げられる。林業従事者の後継者不足が近

年においてより深刻なものとなっている中、幼少期に

里山の自然と触れ合っていた自分にとって、問題を林

業の現場で直接確認することが最善であると思うから

である。教科書や資料で確認できる現況は非常に限ら

れており、こういった現場に赴いて実際に自分自身で

感じることにフィールドワークの強みがあるのではな

いかと考えている。ところで、戸沢村は全村域のおよ

そ８５％が山林地帯であるが、これは日本国土におい

ては６５％であることを考慮すれば、いかに自然と密

接に関わって生活しているかが分かる。 

  実際に体験を通じて感じたことを記していく。木材

などの天然資源は、環境負荷が少なく津々浦々でもて

はやされる。ところが、人力が主流である林業の業界

においては、想像以上に生産性は高くなかった。これ

は自然と真正面から付き合って生活している人々を知

って、体験しなければ本質は見えてこないと感じられ

た。例えばナラの木の薪割りにおいては、ハンマーや

斧の扱い方が上手くないとすぐに疲れてしまい、たく

さんの薪を割ることは困難だ。スギの伐採では、木を

切り出すのに人数が多い方が有利であった。木をどの

方向に倒せば引っ掛からないか正確に把握でき、切り

出して輸送できるようになるまで短時間で済むからだ。

また、生木は非常に重いため周囲への配慮が行き届か
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せる必要がある。倒れてきた木に挟まることもあり、

常に危険と隣り合わせの仕事であると思われた。ノウ

ハウや知恵がないと自然をうまく利用できないことを

痛感した。自然を利用し共に生きることは美しいよう

に見えるが、苦労と危険の賜物であると感じられた。 

 特筆する事項として「利用しないが産業を衰退させ

る」ということを挙げたい。今回訪れた戸沢村では古

くから良質な木炭を生産しており、かつては日本全国

で好んで利用されてきたそうだ。ところが、海外産の

安価な木炭によって、国産木炭の利用は激減した。現

在村で木炭を生産する釜はわずか３基となっているこ

とから、技術継承が困難な状態になっているという。

代々伝えられてきた伝統を絶やすのは、無慈悲なまで

に容易である。しかし失われたものを復活させること

は至難の業である。誰かがこの伝統を守り、言い伝え

ていかなければならない。山形の魅力。守り抜き、伝

えていく使命は私達にあるのではないだろうか。 

 

工学部 今田 佑生也 

今回の後期フィールドワークで、戸沢村の里山保全と

キノコ料理のプログラムに参加させて頂いた。僕がこの

プログラムを選択した理由は、今まで地元山形の違う町

の地産地消される食べ物を味わってみようと思ったか

らだ。また、里山という自然豊かな環境を体全体で体験

したかったからだ。 

今回の計四日間のプログラムを通じて、まず、里山を

保全することは自分が思っていたよりも全く簡単では

ないことを感じた。ナラの木の伐倒や子間切り、割る作

業、などは腕や腰の姿勢、他に体全体を使って気力、集

中力を上げて作業を行わないとすぐに疲れてしまいそ

うになった。今回宿のお世話になった農家民宿のホタル

さんでは、実家にいるような居心地がよくて、民宿先の

方々はお話することが好きで、アットホームな雰囲気が

とても大好きであった。 

大学生になってからというもの、日常生活において近

所の人々と立ち話する機会を失ってしまった。また、木

材の重要さにも目もくれないでいた。だが、このプログ

ラムのおかげで失いかけていたものに気づき、見直せら

れて良かったと感じた。 

このプログラムの体験はすべて有意義なものであっ

た。しかし、この有意義とは裏腹に、里山を保全・利用

するにあたっての人員、事故、お金など様々な問題が少

なくないのだと身をもって感じた。また、戸沢村の方々

はおしゃべりが大好きだと感じたので、これを売りにし

て農家民宿の数を増やし、他にも地産地消の食べ物、特

にキノコがあることアピールし、もっと全国から人々を

呼び寄せられるんじゃないのか？また、戸沢村に移り住

みたいと思えるんじゃないのか？と安易な考えである

が、ふと考えついた。 

今回のプログラムに協力してくださった戸沢村の

方々や一緒に活動した仲間たちに感謝の気持ちでいっ

ぱいである。今後農家民宿や登山などでここ戸沢村へ

訪れる機会があったら、積極的に訪問したいと心に決

めたフィールドワークであった。 

 

工学部 渡邊 慎也 

失礼になるかもしれませんが、私は戸沢村に行って

まず感じたことは、「本当にこんな絵に描いたような田

舎が本当にあったんだ」というモノでした。私は大学

生になるまで愛知県の名古屋市に住んでおり、自然と

共存し人々が生活している地域の事は別世界のように

感じていました。それこそテレビの向こう側のような

風に捉えていたのです。家々の感覚が広く、近くにス

ーパーも無い、しかもあたり一帯を山に囲まれている。

自分が今まで生活してきた世界とは違い過ぎて、本当

にここに人が住めているとは思えませんでした。しか

し、実際にそういう土地に来て、そこに住んでいる人々

と交流し里山での暮らしを学ぶうちに、一気に現実味

を帯びてきました。具体的に聞いた事を述べていくと、

里山に住んでいる人は朝起きると雪に備えるための屋

根を作りに行きます。また、野菜などは冷蔵庫に入れ

ておかなくても冬場は大丈夫だそうです。地域のつな

がりも強く、用事があるついでにご飯を一緒に食べた

りして交流を多く持ちます。こういった話をきいて、

私はどれも自分が今まで生活してきた地域には無かっ

たものだと感じました。そのためか里山に住む人たち

はこころなしか笑顔が多いように思います。自分の地

元の方が、たくさん人がいて多くの人と関わっている

はずなのに、里山に住む人の方が笑いながら話すこと

が多い気がするのです。それに気が付くと、最初に思

っていた「人が住めているとは思えない」という考え

は自分の中には無くなっていました。むしろこの里山

での暮らしがすごく心地よいものではないかと考える

ようになりました。もちろん里山には、主な産業とな

る林業についての事などの、これから解決していかな

ければならない課題があると思います。しかし、里山

の魅力を知った今だからこそ、その課題を解決するた

めに、世の中が動いて行かないといけないのだと考え

るようになりました。 

 

農学部 窪田 健太 

僕の参加当初の目的は農学部だから、山形市と鶴岡市

はいくけれども、県外出身なので、自分の力だけで山

形県のほかの地域に行くことはないだろうし、前期に

友達が最上地域にフィールドワークに行って、「結構良

かった。」といっていたので、せっかくなので行ってみ

ようということだった。 

 今回させてもらった体験で言えば、そば打ち体験は

自分たちの打ったそばは太麺にはなったが独特で、お

いしかった。天然のキノコも特にヒラタケが今までに

食べたことないほどのおいしさだった。民宿「ほたる」

さんも、かなりよくしてもらってすごく休めたし、ア

ットホームな感じのいい印象だった。 

 しかし、戸沢村の角川が抱えている問題もあって、

その中で、一番深刻だと思えたのは全国どこでもそう

だが戸沢村の角川は特に少子高齢化である。ただ、高
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齢者はすでに多いので、介護施設はあった。少子化は

ほんとに深刻で、角川にはすでに学校はなく、車で通

わなければならないらしい。この人口減少の問題を解

決するには角川から若者を留めるだけでなく、外から

人が来るようになる必要があると思う。僕がそのため

に必要だと思うのは村の魅力を高めることだと思う。

やはり魅力のないところには人は集まらないと思うか

らである。 

フィールドワークを終えて考えたことは、もしも、

僕が将来角川に住みたいかと聞かれたら、今は住みた

いとは思わない。確かに、トータルでかなり楽しめた

と思うし、いい経験になることも多かったし、充実も

していたと思う。だけれども、それは体験的観光とし

てである。正直、やはり毎日生活をしていくほどの魅

力はないかなと思ってしまった。まず、知ってしまっ

たからこそわかることで、お金になる仕事がないと思

った。里山保全というテーマで参加させてもらったけ

れど、戸沢村は周りが山だから、林業中心となるが、

雪国の林業は手入れも大変で、80 年育てて 2000 円に

なれば良い方だそうだ。きのこだって、生育環境の制

限も厳しい上に、今年のように本当に全然とれない年

もあるし、なんといっても 2 年もかかってしまうのは

大変だと思う。そういうわけで、別に都会に住みたい

わけではないが、仕事はできるだけ儲けたいから、戸

沢村に住みたいとは今は思わない。  

最後に、戸沢村の人が言っていた「真の豊かさ」とい

うものに将来気づけたらなと思う。 
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創作太鼓と冬の里山ぐらし体験 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：戸沢村 

 

○講   師：田舎体験塾つのかわの里事務局スタッフ及び角川地区の講師 

       角川太鼓の会メンバー 

 

○訪 問 日：平成 28 年 12 月 10 日(土)～11 日(日)、平成 29 年 1 月 7日(土)～8日(日) 

 

○受 講 者：宮本 真帆（記録）、土持 有理（班長）、細井 崇志（記録）、矢野 雅之（発表）、 

関 栞里（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１２月１０日（土） 【１日目】１月７日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 オリエンテーション 

10:30 漬物つくり 

   （角川かぶの甘酢づけ、大根の玄米漬け、 

    青菜づけ） 

12:30 昼食 

13:30 雪絵灯ろう作り 

   （下絵書き、色付け、枠付け） 

16:20 振り返り 

17:00 農家民宿へ移動 

 

 

 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 オリエンテーション 

10:30 かまくら作り 

12:00 昼食 

13:00 かんじきハイキング 

    そり遊び 

    御柴灯準備 

    御柴灯点火 

16:20 振り返り 

17:00 農家民宿へ移動 

【２日目】１２月１１日（日） 【２日目】１月８日（日） 

09:00 旧角川小学校集合 

09:10 角川太鼓演奏披露 

    太鼓基礎練習 

12:00 昼食 

13:00 太鼓曲練習 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 

 

 

 

09:00 旧角川小学校集合 

09:10 太鼓曲練習 

12:00 昼食 

13:00 太鼓曲練習 

太鼓演奏発表 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文学部 宮本 真帆 

今回のフィールドワークでは、２つの大きな経験をし

た。１つは雪との触れ合い。もう１つは角川創作太鼓に

参加させていただいたことだ。 

 １２月に戸沢村を訪ねたとき、既に多くの雪が積も

っていた。その時も空きの時間に雪ダルマを作ったり、

地元の子ども逹と雪合戦をしたりして楽しんだのだが、

地元の方々は口をそろえて「１月はこんなものではな

い」と仰っていた。年が明け再び戸沢村を訪問した時

には、思い切り雪と触れ合う時間があった。雪の量こ

そ例年より少なかったが、かまくらを作るのもかんじ

きを履くのも初めてのことで思わず童心に帰った。雪

深い土地の人からしたら悩みの種であろうが、雪の降

らない土地の人間からしたら最上地方の綺麗な雪は魅

力的だった。私たちも絵付けを少しお手伝いした、２

月の雪灯篭祭りの模様が楽しみだ。雪は観光資源にな

る可能性を持つ。雪を活用するイベントを行うことは

良い動きだと思った。 

 角川創作太鼓を練習したことも貴重な体験だった。

私は地域の祭事などに積極的に参加するほうではなか

ったので、本格的な太鼓に触ること自体が初めてのこ

とだった。演奏も拝見したが、大迫力の太鼓の響きに

よる心地よさと高揚感は生演奏でなければ味わえない

だろう。私たちに主に演奏の指導をしてくれたのは、

角川の小、中、高校生だった。基本的なことから全体

の流れ、ちょっとしたアドバイスに至るまで一生懸命

に教えてくれた。時にこちらから質問し、時に彼らの

配慮に甘え、コミュニケーションを図りながらの練習

だったので、私たちにとっても彼らにとっても良いコ

ミュニケーションの訓練になっていたのではないか。

実際、後から反省する点もあったので、このような機

会を設けてくださったことに感謝するほかない。全体

的に楽しく良い雰囲気の中で練習させてもらったと思

う。この雰囲気の良さも含めて、今後も続いてほしい

活動だ。 

計４日間の活動を通して、少しだけ戸沢村の魅力に触

れられたのではないかと思う。戸沢村に来るきっかけと

なるようなイベントも開かれていることが分かったの

で、これからはそれらをいかに広報していくかが問題と

なりそうだ。 

 

医学部 土持 有理 

この4日間のフィールドワークにおいて、私は戸沢村

の方々の繋がり、信頼関係を色濃く感じた。12月の訪問

時には漬物づくり、雪絵灯篭作り、角川太鼓の練習をお

こなったが、そのうち灯篭作りと太鼓は近年始まったも

ので、どちらも子供たちが核を担っているように思えた。

子供たちは、早期から社会活動に大人に混じって参加す

ることにより自発性、責任感などを徐々に身につける。

そして時に我々のようなほかの地域からの大人と関わ

ることで、コミュニケーション力を向上させ、互いに刺

激をしあう。そのような環境は稀有なものだと思うし、

正に教育といえるものだと思う。1月の訪問時はかまく

ら作り、かんじきハイキングやそり遊びなどを通じて雪

国ならではの冬の楽しみ方、暮らしの工夫の仕方を学ん

だ。これによって逆説的に私は冬の厳しさを思い知るこ

とになったのだが、やはり感じたことは、雪がないとき

に比べ、冬になると暮らしが圧倒的に不便になるという

ことだ。だからこそ人々はあまりこのような雪の積もる

村に住みたくないと思うのだ。もちろん雪を降らないよ

うにすることは不可能なので、どうしても雪をメリット

に変えなくてはならない。 

 この地域は日本全国でも有数の豪雪地帯である。それ

を生かし、雪像を作るのは費用が掛かりすぎるが、大き

なかまくらをつくり中で鍋や、こたつなどを置けたら観

光の目玉になるのではないか。また、戸沢村は村の真ん

中を最上川が走っていて、夏はもちろん冬も川下りをす

ることができる。    これらのイベントは、秋田や

山形などの雪が多い地方の人間にとっては遠さも相ま

ってあまり魅力でないかもしれないが、宮城県は意外と

雪が少ないため、交通網がしっかりすれば来たいと思う

人は多いであろう。また、このようなイベントも1年で

数回行うのではなく、大学生や夫婦などの目につく場所

に掲示して、毎週（が難しいなら予約制など）行うこと

が興味をより引くだろう。また、近くの駅まで送りに来

ていただくなどがあれば、交通弱者にとっては大きな助

けになると考える。 

 戸沢村を訪れる前は、勝手な先入観であまり発展して

いないところだと思っていたが、実際訪れてみると昔か

ら作られてきた漬物や行事を大事にしながらも、伝統ば

かりに固執していては村を発展・活性化することはでき

ないと感じた若者たちが中心となって新たな文化を創

り出していく様子に感銘を受けた。またその文化も拒絶

されることなく、村全体で協力して作っていこうとする

姿勢で、皆が村の未来をよく考えているのだと思った。

この認識の変化は、訪れないとわからなかったことであ

るので、実際に足を運ぶことは大変重要だと思った。 
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医学部 細井 崇志 

今回初めてフィールドワークを通し実際に戸沢村に

行くことで様々なことを経験し学ぶことができました。

戸沢村では、地域の伝承野菜に触れたり、新たな伝統と

なるべく角川太鼓や雪灯籠作りを経験することができ

ました。また、宿泊先の農家民宿では家族の方々と様々

なことをお話しすることもでき戸沢村のことをさらに

知れたと思います。計二回のフィールドワークで戸沢村

の良い点、問題点などを外部の目として少しでも発見し

ようと努力しました。戸沢村で日本全国の過疎地域に共

通することだがやはり少子高齢化、人口減少の問題に直

面しているようであった。角川の実際に廃校となった小

中学校を目の当たりにし、実感がわいた。しかし、戸沢

村特に角川地区では角川太鼓などを通じて今いる子供

たちと新たな伝統を作り上げようとしているのをみて

大変よい試みだなと感じました。やはり問題となるのは、

若い世代が村から都市部に流出することだが、このよう

なことをすることで幼い頃から村の大人たちとふれあ

い地元にこんなに素晴らしいものがあるという認識す

ることで流出が食い止められずとも将来また戸沢に帰

ってくるきっかけになるだろうと考えました。また元々

内部にいた人のみならずやはり外部から観光客なり移

住者なり新しい人を向かい入れないことには現状を打

破すること難しいと思います。今回我々が実際に戸沢に

訪れ感じたことですが武器となる観光資源は多く有り、

さらに最上地域には温泉施設があるため十分観光客を

呼び込む材料はあると感じました。しかし、実際にどう

アピール・誘致するかが課題になると思います。戸沢村

はお世辞にも交通の便がよいといえないためまずは団

体客をターゲットにすることで村としても動くことが

できると考えます。現在でも仙台市内の中学生が校外学

習の一環で戸沢村を訪れていると言うことですが、この

ような層をはじめとして、シニア世代にむけ旅行会社と

タイアップしツアーを計画などし、まずはリピーターを

作ることが重要です。現代においては、インターネット

など情報発信方法はいくらでもありますが、興味のない

ことは調べることもないのでまずは口コミから戸沢村

の良さを発信することで大きな宣伝効果となると思い

ます。フィールドワークの学生や中学生、一度でも戸沢

を訪れた人たちがこの魅力を発信することがやはり一

番重要だと考えます。そのためにも戸沢村としても村の

魅力を今以上に強化し厳選し記憶に起こる村にしてい

くことが村興しの第一歩だと思います。 

 

工学部 矢野 雅之 

今回私が参加したフィールドワークでは、主に角川

太鼓と雪絵灯籠の絵描き体験を行った。角川太鼓は戸

沢村の方々が最近地域活性化や青年教育のために始め

た事業の一環で、小学生 3 年生を初めとし社会人まで

混ざって活動を行っている。私は幼い時から地域に密

着して活動できる戸沢村の子供たちがうらやましいな

と思った。私が住んでいた地域では社会人と小学生な

どの子供が関わる機会はなかった。これは少人数の集

落である戸沢村だからこそできることではないかと思

った。雪絵灯籠の絵描きは今月 2 月 19 日に行われる、

角川雪絵灯籠祭りに展示する作品作りである。角川雪

絵灯籠祭りは戸沢村の方々が地域を活性化させるため

に数年前から始めた活動である。私たちが描いた作品

が戸沢村の夜道を照らすのが楽しみである。このよう

にして戸沢村地域では地域住民一団となって様々な行

事や活動を行い、戸沢村に一人でも多くの観光客が遊

びに来てくださることを期待されていた。また、地域

住民の減少や新たな住居者に来て欲しいなど様々な思

いを民宿の方や地域の方からお話を聞くことができた。

お話を聞く中で私は戸沢村の方に「戸沢村の問題点」

を挙げてほしいと言われた。 

1 回目の講義が終わった時点では、私は戸沢村の問

題点を見つけ出すことができなかった。そこで私は家

族や友人に戸沢村のような田舎に住んでみたいかを尋

ねてみた。すると彼らの口からは「不便だから住みた

くない」と返答された。そこで、どうして戸沢村が不

便なのか考えてみた。その原因は東京や名古屋などの

主要都市が便利になりすぎてしまったからではないか

と考えた。このように考えると戸沢村の問題点は無い

ように思われる。都心は今後便利化が増すばかりであ

り、不便になることはないであろう。ならば、戸沢村

が都心より便利ではないがよい場所であるということ

が世間に認知されれば、戸沢村に住民や観光客が増え

るのではないかと考えた。そこで、2 回目の講義では

戸沢村独自の良さを見つけるという課題を独自に作り

講義を受けた。結局戸沢村が特化した良さは見つけ出

すことができなかった。しかし、フィールドワーク全

体を通して私は戸沢村の良さを見つけることができた。

それは戸沢村の方々はどなたも優しく温かいというこ

とである。この優しさがあることにより私は今回戸沢

村で初対面にも関わらず馴染めフィールドワークを楽

しむことができました。また戸沢村の方々の温かさに

より私はまたここへ遊びに来たいという戸沢村に対す

る安心感がわいた。これは戸沢村に実際行ってみない

とわからないことである。なので、私は戸沢村に来て

もらえないといけないと思う。なので、今後も雪絵灯

籠を初めとする様々な行事を今後も続けていってほし

いと思った。 



 

 

山形大学エリアキャンパスもがみ運営会議委員名簿 

                 平成 29 年 1 月 1 日現在 
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