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「エリアキャンパスもがみ研究年報２０１７」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 2,992 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。これらの成果を踏まえて、2017 年度からは基盤共通教育において「フ

ィールドワーク共生の森」が必修化され、地域社会のなかで若者を育てる大学教育がさ

らに発展しつつあります。 

この研究年報は、2017 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 12 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、2017 年度の前期に

16 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と思いますが、報告会

での発表等では社会の一員としての意識形成が着実に進んでいることが感じられます。

「エリアキャンパスもがみ」での体験が、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 29 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 29 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） 

・歴史的地域資源の保存と活用を考える （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） 

・ 大場満郎氏の冒険の心に触れ、最上を体感しよう！１ 

（最上町） 

・里地里山の再生Ⅰ          （舟形町） 
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・田舎体験で考える～豊かな暮らしをつくる生き方

働き方～             （真室川町） 

・子どもの自然体験支援講座１    （真室川町） 

・[大蔵村]自然・人・もの体験     （大蔵村） 

・里山体験と鮭川歌舞伎        （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） 

・伝承野菜栽培と郷土料理        （戸沢村） 

            以上、16 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） 

・山間地のお祭りを企画しよう      （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！２              （最上町） 

・里地里山の再生Ⅱ             （舟形町） 

・子どもの自然体験支援講座２     （真室川町） 

・環境保全と地域総合型スポーツクラブ参加体験 

 （鮭川村） 

・里山保全とキノコ料理        （戸沢村） 

・創作太鼓と里山ぐらし体験      （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    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  

・新庄市立新庄小学校 

（4年生65名）6月16日（金）  

・新庄市立萩野学園 

（4年生43名）6月23日（金） 

・金山町立金山小学校 

（4年生36名）6月23日（金） 

  ・最上町立向町小学校 

   （4年生23名）9月15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 2 日(水)～4 日(金)1 名参加 

  3 月 22 日(木)～23 日(金)6 名参加 

・舟形町立舟形中学校 

8 月 2 日(水)～4 日(金)1 名参加 

3 月 22 日(木)～23 日(金)2 名参加 

・真室川町立真室川中学校 

8 月 2 日(水)～4 日(金)1 名参加 

・戸沢村立戸沢中学校 

8 月 2 日(水)～4 日(金)5 名参加 

 

③タウンミーティング  

・開催日：11 月 11 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 

 

 【第 1 部】フィールドワーク報告会 

・フィールドワーク実施市町村による報告 

① 鮭川村「里山体験と鮭川歌舞伎」について 

鮭川村教育委員会共育課 

社会教育指導員 五十嵐 ゆりか 氏 

② 戸沢村「戸沢村・角川のフィールドワーク」

について 

    田舎体験塾つのかわの里事務局 

事務局長 安食 輝敏 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「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 2 名 

② 前期フィールドワーク「伝承野菜栽培と郷

土料理」(戸沢村)参加学生 2 名 

 

【第 2 部】グループ討論と発表 

・テーマ「2030 年のもがみを創造する」 

 

（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 青木
あ お き

 桃
もも

香
か

 

②吉田奨励金（エリアキャンパスもがみ後援会） 

医学部       2 年 結城
ゆ う き

 翔
しょう

太
た

 

 

（４）もがみ関連事業 

山形大学研究室訪問 

 新庄市立新庄北高等学校 2 年生 15 名 

7 月 25 日(月)～8 月 4 日(金) 
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＜受け入れ教員＞ 

・学術研究院学士課程基盤教育機構 

 加納 寛子 

・人文社会科学部      山田 浩久 

・人文社会科学部      坂本 直樹 

・大学院教育実践研究科   森田 智幸 

・医学部          菅原 心平 

                                                  

（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 

 フィールドラーニング－共生の森もがみ 

  
Ⅰ 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。 
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Ⅱ 平成２９年度シラバス 

 

【前期】フィールドワーク－共生の森もがみ 

（領域：山形から考える） 

【後期】フィールドラーニング－共生の森もがみ 

（領域：学際） 

【担当教員】小田隆治（教育開発連携支援センター） 

【授業概要】 

・授業の目的 

 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」の指導のもと、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。 

・授業の到達目標 

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。 

【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。各プログラムはオリエン

テーションから始まり、事前学習の後、1 泊 2 日

のフィールドワーク×2 回と中間学習、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。これら全ての

活動が成績評価の対象となります。 

 

〔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山間地の宝物を探そう         （金山町） 

⑥歴史的地域資源の保存と活用を考える  （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大場満郎氏の冒険の心に触れ、最上を体感しよう！１（最上町） 

⑨里地里山の再生Ⅰ           （舟形町） 

⑩田舎体験で考える～豊かな暮らしをつくる生き方働 

き方～               （真室川町） 

⑪子どもの自然体験支援講座１        （真室川町） 

⑫[大蔵村]自然・人・もの体験       （大蔵村） 

⑬里山体験と鮭川歌舞伎         （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伝承野菜栽培と郷土料理           （戸沢村） 

以上、16 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） 

③山間地のお祭りを企画しよう        （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 大場満郎氏の冒険の心に触れ、最上を体感しよう！２      

（最上町） 

⑥里地里山の再生Ⅱ           （舟形町） 

⑦子どもの自然体験支援講座２     （真室川町） 

⑧環境保全と地域総合型スポーツクラブ参加体験 

（鮭川村） 

⑨里山保全とキノコ料理          （戸沢村） 

⑩創作太鼓と里山ぐらし体験        （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 7 日（金）16:30～ 222 教室 

後期 10 月 10 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  4 月 25 日（火）16:30～ 122 教室 

後期 10 月 17 日（火）16:30～ 221 教室 

 

③ フィールドワーク活動実施 

前期  5 月 13 日～ 7 月 9 日 

後期 10 月 28 日～ 1 月 21 日 

 

④ 活動報告会  

前期  7 月 21 日（金）16:30～ 221 教室 

後期  2 月 22 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
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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」

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 12 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 山間地の宝物を探そう 10 人  

6 歴史的地域資源の保存と活用を考える 8 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 大 場 満 郎 氏 の冒 険 の心 に触 れ、最 上 を体 感 しよう！１ 9 人  

9 里 地 里 山 の再 生 Ⅰ 10 人  

10 田舎体験で考える～豊かな暮らしをつくる生き方働き方～ 12 人  

11 子 どもの自 然 体 験 活 動 支 援 講 座 １ 14 人  

12 [大 蔵 村 ]自 然 ・人 ・もの体 験  15 人  

13 里 山 体 験 と鮭 川 歌 舞 伎  7 人  

14 戸沢村の超元気印！幸齢者集団の生きざまに学ぶ 14 人  

15 里 山 保 全 と山 菜 料 理  12 人  

16 伝承野菜栽培と郷土料理 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 9 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～ 10 人  

3 山間地のお祭りを企画しよう 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 大場満郎氏の冒険の心に触れ。最上を体感しよう！２ 8 人  

6 里 地 里 山 の再 生 Ⅱ 8 人  

7 子 どもの自 然 体 験 支 援 講 座 ２ 13 人  

8 環境保全と地域総合型スポーツクラブ参加体験 7 人  

9 里山保全とキノコ料理 10 人  

10 創作太鼓と里山ぐらし体験 8 人  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第一部 研究年報 第２章 初年次教育「フィールドワーク－共生の森もがみ」「フィールドラーニング－共生の森もがみ」 

12 

 

Ⅳ 活動報告会 
 
１ フィールドワーク－共生の森もがみ 

司会：教務課教育企画担当 係長 
 佃 美穗 

日時：７月21日(金)16:30～  
場所：基盤教育2号館221教室 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
２ フィールドラーニング－共生の森もがみ 

司会：学士課程基盤教育機構 講師 
阿部 宇洋 

日時：2月2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 175 人（回収率 98.87%）及び後期             
83 人（回収率 93.26%）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」および「フィールドラ

ーニング－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 4.82 4.27 

この授 業 の内 容 を理 解 できましたか 4.77 4.25 

考 え方 、能 力 、知 識 、技 術 などは向 上 しました

か。 
4.73 4.27 

自 ら学 ぶ意 欲 は湧 きましたか。 4.70 4.04 

自 ら進 んで課 題 を発 見 し、探 求 する力 が身 に

つきましたか。 
4.71 3.94 

教 員 に熱 意 は感 じられましたか。 4.57 4.44 

考 え方 （教 授 法 ）はわかりやすかったですか。 4.43 4.32 

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。 
4.45 4.19 

この授 業 に対 する 1 週 間 あたりの平 均 の勉 強

時 間 （ 授 業 時 間 を 除 く ） は 。 5:3 時 間 以 上 , 

4:2~3 時 間 , 3:1~2 時 間 , 2:30 分 ~1 時 間 , 

1:30 分 未 満  

2.18 1.95 

板 書 や配 布 物 、提 示 資 料 は読 みやすかったで

すか。 
4.38 4.20 

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。 
4.29 4.40 

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。 
4.82 4.40 

 

②後期 

質 問 項 目  ＦL 全体平均 

この授 業 を意 欲 的 に受 講 しましたか 4.76 4.26 

この授 業 の内 容 を理 解 できましたか 4.70 4.21 

考 え方 、能 力 、知 識 、技 術 などは向 上 しました

か。 
4.72 4.22 

自 ら学 ぶ意 欲 は湧 きましたか。 4.61 4.04 

自 ら進 んで課 題 を発 見 し、探 求 する力 が身 に

つきましたか。 
4.64 3.92 

教 員 に熱 意 は感 じられましたか。 4.55 4.46 

考 え方 （教 授 法 ）はわかりやすかったですか。 4.43 4.33 

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。 
4.46 4.27 

この授 業 に対 する 1 週 間 あたりの平 均 の勉 強

時 間 （ 授 業 時 間 を 除 く ） は 。 5:3 時 間 以 上 , 

4:2~3 時 間 , 3:1~2 時 間 , 2:30 分 ~1 時 間 , 

1:30 分 未 満  

2.15 1.95 

板 書 や配 布 物 、提 示 資 料 は読 みやすかったで

すか。 
4.52 4.20 

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。 
4.40 4.33 

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。 
4.73 4.40 
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「フィールドワーク－共生の森もがみ」 

「フィールドラーニング－共生の森もがみ」コラム 

 

ひきずりうどんから感じる山形 

学士課程基盤教育機構 講師 阿部宇洋 

 

山形にも多種多様な文化があり、4 つの地域に

ごとに様々な違いを見せてくれる。フィールドラ

ーニング共生の森もがみでは毎回引率するたび新

しい発見や再発見があり、フィールドの魅力に魅

了されている。 

山形県内陸部は12月から3月まで雪に支配され、

雪と共に生活してきた中で独自の食文化を育んで

きた。そのひとつが、納豆を使用した食文化であ

る。納豆を食べるのは山形県民だけではない。し

かし、総務省が実施する家計調査、家計調査（二

人以上の世帯）品目別都道府県庁所在市及び政令

指定都市ランキングによると山形市は僅差で 5 位

であり、納豆を食することが日常化していること

はいうまでもない（註 1）。 

なかでも、乾麺のうどん、ひやむぎを使用した

『納豆そうめん（うどん）』がある。納豆そうめ

んを文字のイメージだけで考えると、想像できな

いだろう。 

食べ方は地域によって、各家によって差が出る。

例えば、我が家では、乾麺のひやむぎを茹で、納

豆、ネギ、醤油、鰹節、バター、卵を溶き、各自

どんぶりに分けて食す。祖父が生きていた頃は、

父と祖父（東根市出身）がサバの水煮缶を入れて

食べていたが、子どもながらに、鯖の生臭さがい

やで、今の形態になった記憶がある（私は当時、

バターも卵も入れていない納豆とそうめん味付け

は醤油というオーソドックスなものを好んで食し

ていた。）。また、最近はキムチを入れても旨い

と感じている。 

通常、山形でいう『納豆そうめん』は乾麺を茹

でた鍋から食べたい分だけ適宜すくい取り、鯖の

水煮缶、納豆、醤油、薬味で基本構成され、その

ほか、どのような材料を混ぜても良い。ただし、

鍋からとりながら食べる事に抵抗感や、つい食べ

過ぎてしまう理由で、一人分を事前にどんぶりに

分けてしまう場合もある。 

バラエティー番組、『秘密の県民ショー』など

でも披露されていたが、全国的な認知度はなかな

かあがっていないようである。納豆そうめんを前

にした学生の感想も同様で県内出身者ならまだし

も、隣県、宮城、岩手の学生はまったく知らなか

った。まさに異食文化交流である。 

山形市出身である私が最上で再発見したのは

『ひきずりうどん』であった。「ひきずり」のネ

ーミングが衝撃的で、初めは同じ納豆そうめんで

あるとは思わなかったのである。「昼はひきずり

うどんだにゃぁ」（ひきずりもさることながら、

内陸北部の「にゃぁ」という方言も県外学生は驚

いたはずである）というひとことが再発見のきっ

かけであった。 

そもそも、納豆そうめんは、村山市戸沢地区が

発祥とされ、近年ではひっぱりうどん研究所と、

自称「最後のグループサウンズ」ザ・キャプテン

ズがタイアップしてひっぱりうどんのテーマソン

グを作成しているなどご当地グルメとして売り出

している山形県内陸を中心とした郷土食である。

一人前が決まっているわけではなく、一人ひとり

鍋から取りながら食すため、その麺をとる行為が

ひっぱると表現される場合と、納豆のねばりがひ

っぱりと表現されるなど定説はまだない。このよ

うにひっぱり、ひきずりなどの表現もさまざまな

説があるようだ。 

しかし、県内郷土食のネーミングを比較すると、

納豆汁、納豆もち、納豆めし、しお納豆など、「納

豆」という単語を名称に残し、料理名として使用

しているため、前者の鍋から「行為」としての「ひ

っぱる」が説として有力な気もする。 

さて、「ひきずる」「ひっぱる」は意味もだい

ぶ違う。辞書によると、「ひきずる」は地面をす

っていくなどの、無理につれていくなどの受動的

な動きを伴い、強制的に扱われることを感じ取る

ことができる。一方「ひっぱる」は、引いて、ぴ

んと張った状態にする、引き寄せる、先に立って

人を自分のめざす方へ導くなどの能動的でかつ活

動的なニュアンスをもつ。 

最上地域での『ひきずりうどん』は謙虚でより

正確な言葉の使用であると感じた。引っ張るは両

端に力が働かないといけない。しかし、ひきずる

は一方に力が入っていれば成立する。 

イメージ的にはずるずるとしている糸が緊張感

を保ち引き合うようになるのがひっぱるである。

まさに『ひきずりうどん』の表現にぴったりでは

ないだろうか。 

余談であるが子どもの頃は出不精で散歩に行く

ことがあまり好きではなかった。叔母がよく散歩

に連れ出してくれていたが、まさにひきずられて

という表現が正しい散歩であった。 

フィールドラーニングに話を戻す。教育におけ

る学び方にあてはめてみると、学校教育は学校の
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先生が（授業を、生徒を）ひっぱる、ひきずって

でも課程を済ませることに大義がある。その方向

は一方的で、近年アクティブラーニングの推進が

さけばれるが、先生が生徒をひっぱることに変わ

りはない。しかし、フィールドラーニングにはそ

の方向が逆転する可能性が十分にあるかと思う。 

それは、地域講師がはじめは、ひっぱりもしく

はひきずりながら地域の良さや課題を提供する。

そして、学生が課題意識をもつ事を転換点として

地域をひっぱる人間になる。もちろんこのひっぱ

っている糸（ここでは信頼や絆とする）が太くな

ければ地域も学生も離れてゆく。これは、学生の

持つ課題意識や探求がより現実的かどうかが地域

との繋がりをもてるかどうかで判別できる。地域

が魅力や課題を見つけられるようプログラムを組

んでいるかによる。 

はじめは、どんな人間もひきずられて学びはじ

め、考えられるようになり、指導者と引っ張り合

い、そしてフィールドラーニングにおいては指導

者をひきずり、そして指導者も考え引っ張りあえ

るようになるこの繰り返しが、現場で起きるので

ある。しかし地域と学生の共同の学びの難しい点

はこの糸がなかなか育たない事である。しかし、

山形大学と最上地域は 10 年に渡る実績があり、こ

のつながり糸の太さは素晴らしいものをもってい

ると感じている。 

はじめは「ひきずって」「ひきずられて」も、

後に「ひっぱり」あえる地域との関係性、土壌が

山形にはあるのだと改めて感じ、学生にはどんど

ん課題解決に挑戦してもらいたい。また地域も意

見をぶつけてほしいと考える。学生と地域の意見

をしっかり混ぜることによって、ひっぱりあう力、

ねばりが創出され一つの地域存続の可能性が見え

てくるのだと思う。納豆もしっかり混ぜた方がい

い結果（美味しいの）ができるのだから（註 2）。 

 

 

註 

 

註 1 総務省統計局「家計調査（二人以上の世帯） 

品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市

ランキング 2014 年～2016 年平均」 

 

註 2 竹村真由美「納豆の保存中における成分変 

化」『福岡女子短大紀要 第 72 号』2009 
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第３章 もがみ専門科目  

 

１ 「もがみ教育実習」の 11 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 

平成 

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 年生含)   18 

25      20  2  22 

26      25  4  29 

27    20 6  26 

28    24 4  28 

  

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、新庄市教育実習では実

施しなくなった。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、平成 28 年か

ら 1 名が最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 29 年度、12 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 28 年 11 月 28 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 5374 号）と

いう文書が、提出された。             

要望書は、平成 28 年度教育実習の成果をふまえ、

「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、平成 29 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」としていた。 

平成 28 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 29 年度の新庄市の

教育実習生は、最終的に次のようになった。 

3 年生 18 名（小学校 8 名、中学校 4 名、 

栄養教育実習 6 名） 

 

 

３ 教育実習への準備と指導体制 

 平成 29 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、16 名） 

 8 月 28 日（月）～9 月 15 日（金） 

 小学校 8 名、中学校 4 名 

○栄養教育実習（3 年生、合計 6 名） 

 9 月 4 日（月）～9 月 8 日（金） 

 小学校実習校は、5 校（新庄小、沼田小、北辰

小、日新小、萩野学園）、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、沼田小で実

施した。 

 この実習への準備として、7 月 31 日（月）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。佐川馨教授（地域教

育文化学科学科長）、大森桂教授（栄養教育実習

担当）と江間が実習生と参加した。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 
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       打ち合わせ会の様子 

 

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

指導もあり、学生には充実した実習環境となった。 

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 8 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、江間が参加した。 

今年の懇談会のテーマは、「学級だよりを通し

た学校と保護者や地域の連携のあり方について」

であった。教育実習生には、次の課題が示された。

「ここまでの教育実習を振り返り、今、保護者の

方に向けた学級だよりを発行するとしたら、どん

なことを伝えたいですか。3 つあげてください」 

実習生は、授業や行事の中での子どもの姿を伝

えたいとした。これに対して、校長先生や PTA の

方からの意見がよせられた。ゆっくりと落ち着い

た雰囲気の話し合いとなった。 

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。 

 

 

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

12（回収率 66.7％）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 11 名（91.2％）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 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

        地域懇談会の様子 

 

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、教員

になるか迷った時期もあったが、この実習をへて

「教員を目指したい」という思いが明確になった

という指摘がある（武山さん）。 

第 2 に、実習を体験して勉強になった点（設問

2）について、「②授業の進め方（板書・発問・展

開・等々の仕方）」を回答者全員が、「⑥個々の

児童生徒の理解と受容の仕方」を回答者の 91.2％

が勉強になったとしている点である。これは、学

生が、授業の基本的な進め方と同時に、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、「④

学級経営の仕方」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

習である。学生アンケートによれば、「皆で教材

の相談をしたり、炊事の協力をしながら生活でき

た」と積極的にみる学生がいる。一方、地震発生

時や実習中の懇談会や進路講話の日程の連絡が不

十分だったとする指摘もある。学生との連絡体制

の整備については、課題が残った。 

実習校からのアンケート（資料 3）をみると、

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、「毎年一生懸命頑張る実習生の姿を

見ています。私たちも全力で応援し指導したいと

いう気持ちになります。実習生の指導を通して

我々も勉強になっています。将来の希望に溢れた

実習生に来てもらえることを期待します」との指

摘がある。他方、「『探究型学習』という言葉を

知らず、授業作りに少し苦労した」「授業参観の

視点や実習記録の書き方について指導をお願いし

ます」との指摘もあった。  

大学教員の実習指導は、「本校職員においても

学ぶ機会となっております」と受け止められてい

る。実習校にも、この教育実習が、メリットをも
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つものにしたいと考えている。指摘された課題に

ついては、次年度の検討課題としていきたい。 

 

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 武山友里恵 

 

私は、新庄市立日新中学校で３週間の教育実習

をさせていただきました。日新中学校での教育実

習は、あっという間で充実した日々でありました。

生徒との触れあいや授業実践を通して、改めて教

師の魅力について実感できる機会となり、その経

験は現在の私の学習へのモチベーションに繋がっ

ています。ここから、教育実習を通して学んだこ

とを二つにわけて述べます。 

一つ目は、生徒とのかかわり方です。私は、配

属は２年生でしたが、授業担当は１学年の歴史の

授業でした。そこで感じたのは学年のギャップで

す。１年生は授業中に積極的に挙手をしてくれま

すが、話が脱線することも多くありました。２年

生は落ち着きがありますが、なかなか自分から意

見を述べる生徒が少なく、私から積極的にコンタ

クトを取らないと会話ができませんでした。この

ような学年の違いを肌で感じることができました。

また、クラスによっても雰囲気が異なるため、ク

ラスの状況を把握することに苦労しました。その

経験の中で一番に思ったことは、生徒の名前を覚

えることが非常に重要だということです。名前を

呼ぶことでお互いに親近感がわきますし、授業中

も積極的に挙手をしてくれるようになり、嬉しく

感じたことを覚えています。しかし、一回名前を

間違えてしまった際に、生徒から指摘されその生

徒と気まずくなってしまったことがあるので、そ

の時は素直に謝ることも重要だと学びました。 

部活動指導では、普段の学校生活とは違う生徒

の姿を目の当たりすることができました。生き生

きと練習に励むその真剣な姿を見ていたら、私も

生徒のように、元気にはつらつと過ごさなければ

いけない、決して、生徒に弱い姿を見せたくない

と思い、生徒と共に活動することができた三週間

になりました。 

二つ目は、教師という職業の責任についてです。

現場の先生方は常に限りある時間の中で効率良く

仕事をし、忙しさや疲れを決して生徒の前で見せ

ることなく過ごしており、改めて先生方の姿勢か

ら学ぶことが出来ました。私は、規定の授業数よ

りも多くの授業をさせていただくことができまし

た。1 年生の歴史の授業を 16 時間、2 年生の地理

の授業を 4 時間（研究授業 1 時間を含む）、道徳

を 1 時間で、合計 21 時間です。そこから学んだこ

とは、先生方は、常に限りある時間の中で授業を

作成しているということです。教師は授業をする

だけではなく、学級だよりや校務文章を作成し、

会議や出張など、仕事内容は多岐にわたります。

実際に私は学級だよりを作らせていただきました

が、生徒一人ひとりや実習内容を振り返っている

と、なかなか文章を書きだすことができませんで

した。学級だよりは生徒だけではなく、保護者の

方も目を通すため、適切な表現であるかなど、確

認作業を何度もしたことで、思った以上に時間が

かかりました。この経験から、改めて教師という

職業の責任を感じ取ることができたと思います。 

実習を振り返ると、大変だと感じたことはあり

ましたが、強く自分の心に残ったのは「教師を目

指したい」という明確な思いです。私は教員にな

ることを迷った時期もありました。しかし、実習

を終えて自分のやりたいことを見出すことができ、

本当に有意義な実習生活を送ることができたと思

います。 

最後になりますが、お忙しい中熱心に指導して

いただいた日新中の先生方をはじめ、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、一緒に最上地区で教育自習を行った仲間たち、

ご指導いただいた地域の方々、保護者の皆様、そ

して生徒たちには感謝の気持ちでいっぱいです。

この場をお借りして感謝申し上げます。本当にあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 佐々木夕希 

 
私は新庄市立新庄中学校で、３週間の実習を行

わせていただきました。慣れない環境で苦労する

こともたくさんありましたが、充実した時間を過

ごすことができました。私が３週間で体験したこ
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と、感じたことについてまとめたいと思います。 

 一つ目に、授業づくりの大変さについてです。

理科については今までに大学の講義などで模擬授

業を行うために授業を作成した経験はありました。

しかし、実際に生徒たちに教えるとなると生徒た

ちの特長、特性により合った学習内容を考えるこ

とを意識します。学校にいる時間は、様々な業務

があり、なかなかゆっくりと授業づくりを行えず、

苦労しました。でも、担当教諭の平賀先生がたく

さんのアドバイスやアイデアを下さり、無事に 11

時間の授業を行うことができました。理科の授業

において、予備実験はとても重要なので、自由に

理科室を活用して実験できたことは、創意工夫を

する上でとても力になりました。授業中はあたふ

たとして、から回りすることも多かったけれど、

後になって生徒から「授業面白かったよ」と声を

かけられたのはとてもうれしかったです。 

 二つ目は部活動についてです。担当したのは、

経験したことのないソフトボール部でした。不安

と緊張がありましたが、顧問の先生方や、生徒た

ちから歓迎され一緒に体を動かすのはとても楽し

かったです。新人戦も近く、練習試合もあったた

め、生徒たちと接する時間がたくさん取れました。

自分の中学生時代を思い出しながらも、指導する

側に立つという難しさも実感しました。 

 三つ目は生徒との関わりです。３週間という短

い時間の中でできるだけ多くの時間生徒たちと接

すること意識しました。初めはどんな印象を持た

れているのかと不安にもなりましたが、話してみ

ないことにはわからないと思い、たくさん声を掛

けました。煩わしく思われていなかったか、不安

もありました。それでも、最終日にはひとりひと

りからのメッセージまでもらうことができて、と

てもうれしかったです。 

 実習を無事に終えることができたのも、指導し

てくださった先生方や、たくさんのサポートをし

てくださった新庄市教育委員会の方々、生徒のみ

なさん、そして、３週間寝食を共に切磋琢磨しな

がら生活した仲間のおかげです。貴重な体験をた

くさんさせていただきました。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 

 

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。 

 

・特別な配慮を要する児童等、児童理解について

苦慮する面もある。よって、２・３年次に行って

いる小学生の理解、生徒指導は今後も大切である。 

・礼儀正しく、実習意欲も旺盛であった。今後も、

意欲を高めて実習に臨ませていただきたい。 

・５日間と短期間のため、授業実践アイデアを持

参した上で、児童の実態に応じて指導案を作り上

げていくようにするとよい。 

・大学として指導案の形式について共通の様式な

どがありましたら、事前に実習生への共通理解を

お願いします。 

・授業参観の視点とそれに伴う実習記録の書き方

についての指導をお願いします。当初、学級の様

子や指導者の様子を評価するかのような書き方を

していたので、その授業や時間で学んだことを書

くように教務主任が実習生に指導しました。 

・実習に対する心構えがきちんとできており、事

前指導を十分に行っていただいていると感じてい

ます。 

・「探究型学習」という言葉を知らず、授業作り

に少し苦労しました。山形県の教育の特色にも触

れた指導をしていただければと思います。 

・積極的に子どもたちに関わろうとする姿勢はも

ちろんですが、担当教員あるいは所属した学年団

の先生方に自ら進んで聞いて、あるいはまねて、

教師としての在り方を自分なりに探るための自習

とするよう、ご指導ください。 

 

２ 今年の学生の印象をお聞かせください。 

・礼儀正しく、実習意欲も旺盛であった。 

・養護教諭講話「養護教諭との連携について」を
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行った。 

・本校は１学年複数学級のため、実習受け入れ学

級以外でも授業実践を行うようにしている。成果

と課題を明らかにし、授業改善ができた。 

・指導教官等の指導を前向きにとらえて、次の実

践に生かすことができていました。 

・休み時間等に子どもたちと一緒に遊ぶなど、明

るく笑顔で進んで子どもに関わることができまし

た。 

・子どもの気持ちをしっかりとつかみ、丁寧に指

導しました。 

・授業づくりでは、自分のアイデアを生かし、常

に意欲的に取り組みました。 

・言葉づかいが丁寧であったり、元気なあいさつ

を交わしたりするなど、礼儀正しい２名の実習生

でした。 

・大変素直で、礼儀正しい学生さんでした。いつ

も笑顔で、アドバイスされたことを次の授業にす

ぐに生かそうという前向きな姿勢がありました。

また、子どもたちとも積極的にコミュニケーショ

ンを取ろうという姿勢があり、子どもたちとの信

頼関係を気づくことができていました。 

・たいへん誠実に取り組んでいました。 

・とてもまじめで、生徒に誠実に向き合う姿が印

象的でした。３週間という短い時間でしたが、日

に日に成長していく様子が見られました。教材研

究にも熱心に取り組み、毎日悩みながら実習に取

り組みました。実習終了後の生徒の日記には、先

生への感謝の言葉がいっぱい書かれていました。

生徒にとってもすばらしい出会いであったようで

す。 

・真面目に実習に取り組んでいました。本時案の

提出が直前になることがあったので、頑張ってほ

しいと思いました。 

 

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。                                                                           

（自由にご記入ください。） 

 

・今年度は２名の受け入れであった。他の大学か

らの実習も受け入れているため、今年度並みの人

数でお願いしたい。 

・お忙しい中、佐川先生にご来校いただき、ご指

導を受けました。本校職員においても学ぶ機会に

なっております。 

・実習開始１週間前程度に、実習生本人から学校

に最終確認（あいさつ含）の電話連絡があるとよ

いと思います。 

・本校の児童にとっても、教育実習生と触れ合え

るのは、大変貴重な体験となっていると思います。

今後も是非、実習生の受け入れを継続していきた

いと存じます。 

・毎年一生懸命に頑張る実習生の姿を見ています。

私たちも全力で応援し指導したいという気持ちに

なります。実習生の指導を通して、我々も勉強に

なっています。これからも、将来の希望に溢れた

実習生に来てもらえることを期待します。 

 

 

 



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 8
　　□②中学校 ② 4

計 12

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 6
 　 □ 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 0
　  □ ④実習前より少し下がった。 ④ 1
　  □ ⑤実習前より大幅に下がった。 ⑤ 0

計 12

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)
・生活リズムが崩れる。

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 5
 　 □ ②授業の進め方（板書・発問・展開・等々の仕方） ② 12
 　 □ ③教材研究の方法 ③ 3
　  □ 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 6
　　□ ⑤児童生徒集団の理解の仕方 ⑤ 5
　　□ ⑥個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ⑥ 11
　　□ ⑦教具・教育機器の活用の仕方 ⑦ 1
　　□ 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 3
　　□ ⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑨ 0

計 46

0 5 10 15

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

0 2 4 6 8

①

②

③

④

⑤

0 2 4 6 8 10

①

②



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 3
 　 □ ②実習前より少し高まった。 ② 7
　  □ ③実習前とあまり変わらない。 ③ 2
　  □ 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 12

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)
（回答者無し）

７．大学の授業の効果について
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。
小研：算数　教育実践I・II（算数）
小研：道徳、国語　国語科教育法A、国語の教材分析A、日本文学演習I
小研：算数　教育実践 I・II（算数）
社会 日本史概説A・B、地理学野外実習A
特研：算数　教育実践Ⅱ（算数）
特研：理解　化学の教材分析
小研：理科　なし
小研：算数　教育実践算数1、教育実践算数2
特研：国語
小研：国語　教育実践Ⅱ（国語）
小研：国語　教育実践Ⅱ（国語）

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・進路指導（小）、教育課程編成論（幼・小）、課題研究Ａ、教育経営学、教育実践I・II（国語）、教育実践I・II（社会）、教育実践I・II（理科）
生徒指導・進路指導、漢文学演習I、漢文学概論
特別活動論、道徳教育実践指導論、障害児教育総論
道徳教育実践指導論
生徒指導・進路指導（小）、重複・LD等の心理と教育
生徒指導・進路指導
生徒指導・進路指導、教育実践
生徒指導・進路指導(小)、特別活動論、教育実践II（算数）
障害児教育総論、教員になるための学校防災の基礎、教育課程編成論（幼・小）、特別活動論（小）、生徒指導・進路指導（小）、図画工作の基礎、教育実践（図画工作）、教育実践（総合的学習）

0 2 4 6 8

①

②

③

④

⑤



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 10
　　□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 0
　　□④児童生徒集団の理解の仕方 ④ 4
　　□⑤個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ⑤ 6
　　□⑥教材研究の仕方 ⑥ 4
　　□⑦授業の進め方（板書・発問・展開等々の仕方） ⑦ 6
　　□⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑧ 0

計 36

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 10
　　□ ②保護者や地域の人を交えた懇談会 ② 7
　　□ ③指導主事による学習指導案等への指導 ③ 4
　　□ ④その他（宿舎での共同生活の中で、皆で教材の相談をしたり、炊事の協力をしながら生活できたこと／高校生に向けた進路講和ができたこと　）④ 1

計 1

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 7
　　□②少し役立った ② 5
　　□③あまり役立たなかった ③ 0

計 12

１２．問１１で答えた理由・改善して欲しい点など（自由記述）

・指導案の書き方や授業の進め方などの技術面よりも、１週間経験していることで初めてではないので心に余裕を持つことができた。
・基礎実習での反省を生かした授業ができたため。

・基礎実習では、子どもとどのように関われば良いかや学級経営とはどのようなものかがわかったし、授業をできた経験というものが大きかった。今回の実習ではその経験で発見し
た課題や成果を踏まえた上で望むことができたから
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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 5
　　□②学級経営案の書き方 ② 0
　　□③児童生徒集団の理解の仕方 ③ 7
　　□④個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ④ 4
　　□⑤教材研究の仕方 ⑤ 5
　　□⑥授業の進め方（板書・発問・展開・等々の仕方） ⑥ 7
　　□⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ⑦ 0

計 28

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。
・担当の学年において既習・未習の学習内容を確認すること。使える漢字を確認すること。体調を万全に整えること。
・道徳とはどんな授業かの把握。道徳の指導案の書き方。教科の教材分析。体調を整える。
・各教科指導案のフォーマット、特別な支援が必要な児童に対する教育の在り方についての学習
・健康な体を準備しておくこと
・指定された教科書の範囲を、一通り読んでおくこと。小学校の特徴等を、HPなどで調べておくこと。一日の生活リズムを整えておくこと。
・個々の児童に関する情報をあらかじめ知っておきたかった。発達障害の有無など。

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。

・懇談会や交流会などの日程をもっと早く決めてほしい
・宿泊先から帰る時間が早く、満足に清掃できなかった。もう少し時間があれば良いと感じられた。

１６．以下は，来年度教育実習予定者のみ回答してください。
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) ① 3
　　□ ①教える教科の内容をより深めること ② 2
 　 □ ②教科・道徳の指導案の書き方 ③ 0
 　 □ ③学級経営案の書き方 ④ 5
 　 □ ④児童生徒集団の理解の仕方 ⑤ 5
　  □ ⑤個々の児童生徒の理解と受容の仕方 ⑥ 4
　　□ ⑥教材研究の仕方 ⑦ 3
　　□ ⑦授業の進め方（板書・発問・展開・等々の仕方） ⑧ 0
　　□ ⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 計 22

・予備のスーツ（実習中児童と触れ合う中で破れ、現地で調達するはめになったため。もしものためにパンツとスカート両方持っていくべき。）、教材づくりに使えそうな道具（はさみ、
クレヨン、折り紙等）、学習指導要領の目標の確認

・緊急時の対応をはっきりさせたり、情報を得る手段を検討したりしてほしい。Jアラートの際は携帯（ネット）で情報を得るだけでは不安だった。災害時・緊急時に情報を得る手段と
してのテレビやラジオの貸し出し（設置）を検討してほしい。また、学校があるのかなどの対応も学校に行くまでわからないのが不安だったので、震度◯以上は宿舎待機とか通過し
たら学校はやるとか、はっきりさせてほしい。

・実習2週目に開催された懇親会が、授業・疲労がたまっている時期で体力的にきつかった。懇親会や進路講和等の日程連絡が担任と実習生に伝わってくるのが遅かったため、予
定していた授業の話し合いや学校での懇親会が別日になったりと困った日があった。できる限り早く連絡をいただきたい。
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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   

     加藤 咲子   

                          

「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 29 年度は、現職教員学生 3 名（佐竹桂一、

高橋真江美、三谷裕理）と学部新卒学生 1 名（眞

木惟暢）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 29 年度は、統合 5 年目。小学校と中学校の合

築も完成し、施設一体型の小中一貫教育が始まっ

ている。こうした中で、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 17 日（日曜日）      

 9：00      戸沢村神田公民館に到着 

  9：00～12：00  門松作り・そば打ちに参加 

12：00～12：30  昼食 

12：30～13：30  聞き取り（加藤久和氏） 

13：30～14：00  神田地区から古口地区へ移動 

14：00～15：30  古口公民館での取組の聞取り 

         （菊地清一氏、寺内恵一氏、 

鈴木英策氏） 

 15：40       戸沢村発 

 

２ 神田公民館での調査 

 12 月 14 日の「門松づくり・そば打ち体験」は、

戸沢小神田学区育成会（戸沢小に通わせる神田地

区の保護者の集まり）の主催である。会場の神田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      神田公民館のそば打ち 

 

公民館に到着すると、神田地区の老人会のお年寄

り 17 人が、すでに門松づくりを始めていた。 

参加している神田地区の子どもたちは、18 名で

ある。地域のそば打ちの先生の到着が遅れて、活

動がそろってスタートしなかった。一方、お年寄

りたちは、どんどん門松づくりを進めていく。結

果として、門松づくりの活動の中での、お年寄り

と子どもたちとの交流は見られなかった。 

子どもたちは、そば打ちに取り組んだ。その様

子について、佐竹さんは、次のように書いている。 

 

子どもたちの姿からは、高学年の子が低学年

の子に何も意識せずに、そばの打ち方を教えて

いる雰囲気に何ともいえない地域の空気感を感

じた。それは、学校が意識的に学ばせようとす

る縦割り交流ではない、自然な営みの中で自ず

と生まれる交流の姿なのではないかという空気

感である。学校では果たせない縦割りの学びが

地域にはやはり存在していると実感した。 

 

 佐竹さんの言う通り、公民館と学校の空気感は

ちがう。公民館の活動には、「やろう」「やって

みたい」ということはあっても、学校でよく聞く

ような指示の言葉は聞こえてこない。効率的では

ないが、ゆっくりと活動は進んでいくのである。 

 子どもたちがそば打ちしている間に、お父さん

たちも、別室で昼食用のそば打ちに取り組む。お

母さんたちは、談笑しながら、おでんを煮たり、

漬物を用意したり、である。 

 昼食は、うちたてのそばをごちそうになった。 

昼食後に、戸沢小地域教育コーディネーターの

加藤久和氏を囲んで聞き取りの時間をもった。加

藤氏は、統合前の旧神田小でも地域教育コーディ

ネーターをつとめていた。統合後に、戸沢小の地

域教育コーディネーターになり、神田地区以外の

各地区も活動範囲に広がっている。加藤氏の次の

ような話が、院生にはインパクトがあった。 

「足でかせぐ。顔を覚えてもらって、話してわ

かってもらって、でも無理はしない」「（門松を

作れるお年寄りの高齢化など）後継者不足で継続

が難しいときは、応援する仕組みをつくりながら 
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      神田公民館の聞き取り 

 

も、でも、どうにもならない時は諦める。深追い

しすぎない。がんばりすぎると『やらされ感』が

強くなるし、逆に、新しいことも始まっている。

角川元気プロジェクトとか。子どもらにも無理を

させない。」「子どもらに顔を覚えてもらって声

をかけてもらえるのは、うれしい。」 

こうした話を、院生は次のように受け止めた。 

 

  学校統合後、各地区に跨る働きをしている現

状は多忙を極め、気苦労も多いだろう。けれど

も続けているのは、子どもが好きだからという

お話だった。加藤さんをはじめ、地域と地域、

地域と学校、家庭と地域、学校と家庭、世代と

世代にまたがってつないでいる方がいてこそな

せる事業だということ、つなぐパワーの源が子

どもだということがよくわかった。（高橋） 

 

  「門松づくりでなければ」ということではな

い。「何をするか」が重要ではなく、「何のた

めにするのか」が重要で、そこさえぶれなけれ

ば、門松づくりやそば打ちでなくてもよいとい

うことなのであろう。…「子どもをダシにして」

様々な世代が集まり、ワイワイにぎやかにコミ

ュニケーションをとりつながること。それで地

域を元気にできるのであれば「何でもあり」な

のだと感じた。無理して今までのやり方にこだ

わらず、リソースを生かして新しい展開を模索

し「攻め」続け、深化していこうとする姿勢に

感心させられた。（三谷） 

 

 院生は、学社融合の活動自体よりも、その活動

の意義を「無理しないで」ねばり強く進めている

姿勢とその原動力に気付いていると言える。 

  

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） 

・鈴木英策氏（戸沢村 地域づくり協力隊） 

 

「北ノ妙創郷大学」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、菊地清一氏は、通学合宿の創

成期など戸沢村の学社融合の始まりについて話し

てくれた。「通学合宿は回数を重ねるうちに、三

世代がうまく“紛れる”ようになった。自分が動

けるうちは、何か楽しみたい。元気な年寄りでい

たい。しかし、家庭では孫との関わりは難しい立

場になっている。学校や公民館活動で何かできれ

ば、それが力の源になる。子どもたちに関わって

もらっていることがありがたい。最後まで元気な

ままで、ポックリと逝きたい。」 

寺内氏は、地元学の「あるもの探し」など「何

もない」と嘆いていた村の再発見の取組みについ

て話してくれた。「偉い東京大学の名誉教授の人

に『稀少だよ』と言ってもらえて、子どもたちも

『へえ。すごい』と言って、もっといろいろなこ

とに興味がでてきた。豊かな自然形態と貴重な宝

があったことに気付き始めた。」 

一方、鈴木氏は、戸沢村の角川に入って 3 年目

という地域おこし協力隊の 30 代の若手である。鈴

木氏は、3 人で始めた角川元気プロジェクトが、

「角川雪回廊物語」に展開した経験を語ってくれ

た。このプロジェクトは、角川の深い雪に回廊を

ほって、その壁にろうそくを灯したらきれいだろ

うなという 3 人の思いつきから始まっている。た

だ、人が集まりだすと電飾を飾ろうとか余計なと

ころに気がちって、「しなきゃいけない」と思っ

てしまう。「子ども達のために何かやるのではな

く、大人が楽しいと感じるから、子ども達がつい

てくる。」「戸沢村の魅力は何もないということ。

逆に、何かあればそれが魅力なのかというと、そ

うではない。そこに住む人のもつ魅力に引き付け

られて、また訪れたくなる。人と人のつながりの

中に本当に豊かさがある。」 

 他方で、寺内氏は、統合後の学校について、「学

校が遠くなった」と言う。「地域にあったときは

自分たちの学校だった。でも統合後は、遠くなっ

て思いが途中で断ち切られてしまう」と語った。 

すでに見たように、一方では神田公民館のような

取組みや加藤久和氏の努力の事実がある。だが他

方で、学校が「遠く」なったと感じられるという

事実もあるのである。 

 院生は、こうした話を次のように受け止めた。 

 佐竹さんは、「地域における高齢者の生の声を

リアルに聴いた気がした」と言う。「地域に貢献

できる人材でいたいという思いは、幾つになって

も尽きないということである。この事実は学校に

とって大きいことである。この地域のリソースを

活用する手立てを考え、つなげていくことが学校

に求められている。」また、佐竹氏は、育成会よ 
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      古口公民館の聞き取り 

 

りも青年団の方が楽しいという自分の経験にもと

づき、次のように言う。「自分を含め地元の住民

が、いかに地域の良さが見えなくなって、都市的

な発想で人集めのイベンターと化しているかを鈴

木氏の言葉から突き付けられた。」 

 高橋さんは、菊地氏の「うまく紛れる」という

言葉を次のように考えている。「お互いものが言

えない関係から一歩前進し、遠慮しながらも言い

たいことのいくつかを伝えたり、干渉されるので

はという煩わしさもありながら感謝の意を表した

りすることができる関係にあることが“紛れる”

状態なのかもしれない。親や子、学校に“ものお

しぇ”できる“としょり”を子どもの力で残して

いければと感じた。子育て、人づくりに参画して

いる意識のあるお年寄りが、遠慮を超えて自分の

思いや願いを語れる場や関係をどう築いていけば

よいだろうか、考えるきっかけになった。」 

 三谷さんは、「どの方の話も熱を帯び、自信に

満ちていたし、何より楽し気で生き生きとしてい

た」とし、「それがまさに、学社融合によって地

域を活性化している現在進行形の姿」としている。

そして、「何もないと嘆くのではなく、地域を愛

し、楽しそうに活動している大人の姿を見せるこ

とが、『地域を愛する子ども』を育てることにつ

ながるのであろう。…『それでいいんだ』と価値

づけるのが『よそ者』なのだとすれば、私たち公

立学校の教員はその『よそ者』としての役割を担

える存在なのではないだろうか」と考察している。 

 学部新卒学生の眞木君は、「目の前にある事実

は変わらないから、よりよい方向で考える」とい

う点に注目している。「戸沢村にたくさんある雪

をプラスに捉えて『角川雪回廊』へ発展」した。

ないものねだりではなく、「あるものに価値づけ

を行っていくことによって、地域が活性化してい

く」と捉えている。 

 この戸沢村の実地調査は、毎年、行っているが、 

来る度に発見がある。今回は、地域おこし協力隊 

の鈴木氏との出会いがあった。江間は、戸沢村の 

取組みに学び、地域活動を、「消費型」と「生成 

型」に整理したことがある。「消費型」とは、準 

備する人と楽しむ人が分かれていて、１回の活動 

を楽しんで（楽しませて）おわりというものであ 

る。これに対して、「生成型」は、世代をこえて、 

やりたいことを持ち寄り、みんなで参加しみんな 

で楽しむものである。鈴木氏の考えは、この生成 

型に近く、戸沢村の学社融合の考えを体現してい 

るように思われた。 

  

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勝幸氏は、

戸沢村の特徴を、「参加・参画意識が高い」点に

あるとする。そして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、一時的に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 29 年度に来訪

した小学校は、次のとおりです。 

 

(1) 新庄市立新庄小学校（4 年生 65 名） 6 月 16 日(金) 

(2) 新庄市立萩野学園(4 年生 43 名)  6 月 23 日(金) 

(3) 金山町立金山小学校(4 年生 36 名) 6 月 23 日(金) 

(4) 最上町立向町小学校(4 年生 23 名) 9 月 15 日(金) 

 

 大学見学の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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29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小中学生の

学習意欲を喚起し、学力の向上及び進路意識の高

揚を図るために行われたものです。 

 

① 舟形町立舟形小学校 

8月2日(水)～4日(金)に1名、3月22日(木)～23

日(金)に6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

て指導を行いしました。 

 

② 舟形町立舟形中学校 

 8月2日(水)～4日(金)に1名、3月22日(木)～23

日(金)に2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

補助にあたるほか、進路講話を行いました。参加

生徒の学習意欲に繋がる好機になったようです。 

 

③ 真室川町立真室川中学校 

8月2日(水)～4日(金)に1名の学生が真室川町立

真室川中学校の学習支援ボランティアに参加しま

した。真室川中学校3年生を対象に、習熟度別にグ

ループに分かれた生徒の課題を補助しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真室川中学校学習会の様子 

 

 

④ 戸沢村立戸沢中学校 

8月2日(水)～4日(金)に5名の学生が戸沢村立戸

沢中学校の学習支援ボランティアに参加しました。

前期のフィールドワークで戸沢村のプログラムを

受講した学生や同行したサポーターが、地域の方

の呼びかけに応えて参加しました。グループに分

かれた生徒たちの学習を補助しました。 
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戸沢中学校学習会の様子 

 

３ フィールドワーク応用編 

フィールドワークないしフィールドラーニング

を受講した学生が、授業外で自主的に地域へ訪れ

る活動を「フィールドワーク応用編」と呼んでい

ます。平成29年度は、以下の活動をとおして最上

地域の方々と学生が交流を深めました。 

 

その１：新庄まつり 

 日 程－8月24日(木)～25日(金) 

 学生数－1日目6名、2日目11名 

 

その２：福島県バーガーサミット 

 日 程－10月22日(日) 

学生数－2名 

その３：図書館まつり 

 日 程－11月4日(土)～5日(日) 

 学生数－1名 

(2日目はチーム道草が加わり多数参加) 

 

その４：くわい収穫体験 

 日 程－11月 

学生数－2名 

 

その６：雪回廊物語 

 日 程－2月18日(日) 

学生数－数名 
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Ⅲ タウンミーティング 
 
【概要】 
日 時：平成 29年 11 月 11 日（土） 

13：00～16：30 

場 所：最上広域交流センター ゆめりあ（新庄市） 
参加者：約 40 名 

内 容： 

 

■ 第１部 フィールドワーク報告会 
第１部司会 山形大学小白川キャンパス事務部 

教務課長 小山 和佳 

フィールドワーク実施市町村による報告 
・「里山体験と鮭川歌舞伎」について 

鮭川村教育委員会教育課 
社会教育指導員 五十嵐 ゆりか 氏 

・「戸沢村・角川のフィールドワーク」について 
    田舎体験塾つのかわの里事務局 

事務局長 安食 輝敏 氏 
 

フィールドワーク参加学生による活動報告 

・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～ 

人文社会科学部 1年   矢野 絢菜 

   人文社会科学部 1年   山本 嘉太 

    

・戸沢村 伝承野菜栽培と郷土料理 

農学部 1年       小林 孝輔 

農学部 1年       山地 潤心 

 

■ 第２部 グループ討論と発表記録 
第２部司会 山形大学学士課程基盤教育機構 

講師 阿部 宇洋 

・テーマ：2030 年のもがみを創造する 

 

 

■ 報告 
○司会：山形大学小白川キャンパス事務部 

教務課長 小山 和佳 
 
○小山 

それでは定刻となりましたので、これより平成 29

年度山形大学エリアキャンパスもがみタウンミーテ

ィングを始めさせていただきます。 

本日は、皆様お休みのところ、各地よりご参加い

ただきまして、ありがとうございます。わたくし、

第 1 部の司会を務めさせていただきます、山形大学

小白川キャンパス事務部教務課 課長の小山と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、本日お配りしております資

料の確認と訂正をお願いいたします。まず、色刷り

のプログラムがありますが、こちら 1 枚めくってい

ただきます。参加者名簿 16 番について、村山と表記

ありますが、正しくは山村様の誤りですので、修正

の方お願いいたします。大変失礼いたしました。 

続きまして、本日のタウンミーティングのアンケー

トが 1 枚ございます。こちらは今後の参考にさせて

いただきたいと思いますので、ご記入いただきまし

て、お帰りの際に受け付けのアンケート回収ボック

スの方へお願いいたします。また、山形大学関係者

以外の方についてですが、12 月 9 日のシンポジウム

のご案内としてチラシを配布させていただいており

ますので、ご興味のある方は是非ご参加くださるよ

うお願いいたします。 

それでは、開会のご挨拶をエリアキャンパスもが

み最上事務局の森洋一事務局長よりお願いいたしま

す。 

 

○森 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアキャンパスもがみ最上事務局 森洋一 事務局長 

 

 皆さん、こんにちは。この山形大学エリアキャン

パスもがみ、スタートしまして、今年で 12 年目にな

りました。現在、いろいろな教育機関において、少

子化に伴うこれから 10 年後、20 年後を想定した取り

組みが行われておりますけれども、山形大学におい

ても、その取り組みが具体的に動いていることをお

聞きしました。 

特に、地方の中小規模大学において、この少子化

に伴う学生の集まり具合が課題になっていることを

お聞きしました。この課題解決のために、本日出席

しております小田先生が中心となり、文科省からの

指定を受けて、山形大学が拠点校になってのプロジ

ェクトがスタートしております。先月 26 日に、その

プロジェクトの第 1 回運営委員会がありました。そ

こに、私もエリアキャンパスもがみの事務局として

出席させていただきました。委員の方々のお顔ぶれ

を拝見して、名古屋大学、東北大学、北海道大学と、

各先生方が非常にアカデミックな発言をしている中

で、私がそこに居ることは場違いだとは思いました

が、私の方では、山大のこのエリアキャンパスもが

みがスタートした当時からの様子を話しました。 

もともと、もがみ後援会の一員として関わってき

たものですから、その様子をずっと見てきましたが、

スタート当時は、学生が最上に入る時はお客さん的

な存在、そして迎える最上地域の方でもお客様扱い

というところが多かったわけですが、最近は学生が

非常に主体的で、地域住民の方と同じ立ち位置で活

動しております。12 年前と比べて、非常に変容して

いるということを委員会で紹介しました。 

この変容の要因は何かと自分なりに予想しました
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が、その 1 つとして、現在高校でアクティブラーニ

ングが意図的に設定されております。そこで、学習

なり体験した高校生が大学に入学して 1 年目で、フ

ィールドラーニングでの地域で活動する際に、高校

時代の経験を充分に活かしながら主体的に自分なり

の課題を見つけて活動している。これが、大きく変

容した要因なのではないかと、勝手に予想したとこ

ろでございます。 

本日は、名簿でもお分かりのように、高校生の皆

さん、そして、かつて高校でボランティア活動をな

された方々に多く出席いただきました。たいへん頼

もしく、嬉しく感じているところです。10 年、20 年

後の少子化による課題は大学だけでの課題ではなく、

最上地域にとっても大きな課題になってきていると

思いますが、フィールドラーニングのノウハウが最

上地区にとっても課題解決の一助に連動してくるの

ではないかと思っております。 

それでは、ただいまより平成 29 年度山形大学エリ

アキャンパスもがみタウンミーティングを開会いた

します。 

  

○小山 

 事務局長、ありがとうございました。それでは、

お手元のプログラムに沿って、フィールドワーク報

告会を進めさせていただきます。 

まずは、本学で開講しております「フィールドワ

ーク-共生の森もがみ」の実施にご協力いただきまし

た市町村のご担当者様、2名の方からご報告いただき

ます。ご質問などありましたら、お二人のご報告の

後にお時間取りますので、その時によろしくお願い

します。 

はじめに、「里山体験と鮭川歌舞伎」について、鮭

川村教育委員会教育課 社会教育指導員の五十嵐 

ゆりか様、ご報告をよろしくお願いします。 

 
○五十嵐 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鮭川村教育委員会教育課 五十嵐ゆりか 氏 

 
 鮭川村教育委員会の五十嵐です。どうぞよろしく

お願いします。それでは、前期に行いましたフィー

ルドワークの活動内容等を簡単に発表させていただ

きます。 

はじめに、鮭川村のプログラムからご紹介します。

里山の生活と鮭川歌舞伎について学び、中山間地域

の生活と文化を一つの側面から、次世代をどう維

持・活用していくかについて考えてもらいました。 

里山体験 1日目、5月 27 日、28 日に「みやまの里」

で木の根坂の区長さんから自己紹介や地区の説明を

していただき、ライオンズクラブさんの交流会で配

膳等のお手伝いをしていただきました。その後、木

の根坂のみやまの里の蕎麦を食べてもらいもらいま

した。「みやまの里木の根坂」は、廃校を利用したお

蕎麦屋さんでして、昼食で蕎麦を食べた後に、夕食

分の蕎麦を打つという蕎麦づくしの体験をしていた

だきました。蕎麦打ち後は、地区民の井上さんが所

有するワラビ畑で山菜採り体験をさせてもらいまし

た。 

木の根坂の下の集落に帰ってきて、井上さんの奥

さんから「なんたって、こった少ねぐ採ってきて。

これだばもう一回ワラビ採り行がねっきゃいげね。」 

と言われてしまいました。その採ったワラビは、同

じ長さ同士にそろえて束ねました。 

夕食として、山菜料理作り体験をしました。ウド

の皮むきなど、普段することのない作業もとても良

い体験になったのではないかと思います。なかなか

皮が剥けなくて、みんなで「剥けない、剥けない」

と苦戦していました。作った炊き込みご飯はボリュ

ームがあって食べきれず、翌日に持ち越しになりま

した。自分たちで片づけをしてもらった後に、木の

根坂地区は「井上」さんだけですが、井上さんから

指導してもらい、ワラビの灰汁抜きをしました。 

2 日目は、朝の掃除から始まります。山菜祭りは、

木の根坂地区の方たちで開催しているイベントなの

で、朝から地区のお父さん、お母さんたちと交流す

ることができました。遠くの方もいらしたようで、

地区の方たちだけでなく、いろんな方と交流するこ

とができたようです。1回目の最後に、木の根坂地区

の方たちの前で感想発表を行いました。お父さんた

ちが自由な質問をされて学生さんたちが困っている

という場面も見受けられました。前日に灰汁抜きを

したワラビは、袋詰めして学生の皆さんに持ち帰っ

てもらいました。 

2 回目の鮭川歌舞伎の体験です。鮭川歌舞伎の成り

立ちについて、保存会会長の佐藤成一さんと、座長

の髙橋眞一から説明していただきました。鮭川歌舞

伎定期公演は、年に 1回、毎年 6月に開催されます。

舞台や会場の設営、衣装やカツラの道具運びを保存

会の会員の皆さんと一緒に行いました。 

準備が終わると、鮭川歌舞伎の練習に入ります。

今年の次第は、寿式三番叟（ことぶきしきさんばそ

う）と伽名手本忠臣蔵（かなでほんちゅうしんぐら）、 

義経千本櫻（よしつねせんぼんざくら）が会員より

演じられました。その中の伽名手本忠臣蔵に、3名の

受講者が参加しました。保存会の会長をはじめ、会

員の皆さんより熱心なご指導を受けまして、緊張し

た様子でおりました。2名が兜改めの場の家来の役で、

1名が傘持ちの役で練習しました。皆さん真剣で一生

懸命でした。 

練習が終わった後は文化財見学ということで、灯

籠流しで有名な庭月観音さんと、曲川（まがりがわ）

の大杉、通称「トトロの木」に行きました。住職さ

んからいろいろご説明いただき、トトロの木ではみ
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んなテンションが上がったようで、バシャバシャ写

真を撮っていました。 

2 日目の定期公演の当日は、学生さんたちも法被を

着て、受け付けやご祝儀の貼り出し、来場者の方々

へ靴を入れる袋を渡すなど、運営に関わるお手伝い

をしていただきました。準備や受け付けが終わった

後は、公演当日限定の歌舞伎弁当を食べてもらい、

鮭川歌舞伎を鑑賞しました。出演する受講者3名は、

凄く緊張した様子でしたが、その場では堂々とした

演技を見せて、公演終了後は会場から大きな拍手を

いただきました。 

受講者の感想ですが、フィールドワークを終えて

みて、さまざまな意見や感想がありました。廃校を

利用したみやまの里では、学校の雰囲気をより感じ

られるように、蕎麦だけではなく給食のメニューも

取り入れたらどうかという意見もありました。 

また、自然を活かしたフォレストアドベンチャー

や新規就農者への援助が有効ではないかとの意見が

出ました。鮭川歌舞伎では、歌舞伎の化粧体験を来

場者に行うことによって、鮭川歌舞伎に興味を持つ

人が出てくるだろうとの意見が出ました。 

中には、いろいろな体験があっても、発見した問

題に対して現時点で自分にできることとできないこ

とがあるという感想を持った子もいました。現時点

でできなかったことを将来できるようにすることが

自分たちに求められているということを再確認した

という意見もありました。 

こうした若い世代がこれからさまざまな所に行っ

てたくさんのことを体験していろんなことを吸収し

て考えて、将来に繋げてくれることを期待していま

す。その一つとして、鮭川村での体験が生きてくれ

ればと思っております。学生の皆さんからたくさん

の意見や感想をいただき、担当させていただいてい

る私も勉強になりました。以上で、鮭川村の発表を

終わります。お聞き苦しい点があったと思いますが、

ご清聴ありがとうございました。 

 

○小山 
 五十嵐様、ありがとうございました。続きまして、

戸沢村・角川のフィールドワークについて、田舎体

験塾つのかわの里事務局の安食事務局長様より 
ご報告いただきます。よろしくお願いいたします。 
 

○安食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    田舎体験塾つのかわの里事務局 安食輝敏 氏 

 

 皆様、大変ご苦労様です。わたくし共、戸沢村の

南部地域を主に活動エリアにしております。「田舎体

験塾つのかわの里」といいます。わたくし、事務局

長をしております安食輝敏といいます。よろしくお

願いいたします。 

戸沢村は、面積では県内１０番目ですが、人口は

下から３番目の県内３３番目という、大変小さな村

です。村のほぼ中央部を最上川が流れておりますけ

れども、数百万年という時が最上峡という渓谷を築

きまして、その両岸１万８０００㏊が最上川県立自

然公園に指定されております。その中に、富山県の

館山、鹿児島県の屋久島と並ぶ日本三大天然水の原

生地がありまして、その一部が「幻想の森」と言わ

れております。まずは、観光の目玉であります最上

川を利用しました、笹舟による船下りが観光の目玉

となっております。 

当団体では、フィールドワークのテーマとして「地

域資源を暮らしに活かす」ということを考えており

ます。人々が暮らすそれぞれの地域には、歴史や文

化が息づいています。そして、人々の生業と関わる

さまざまな地域資源があります。しかし、最近はほ

かの地域に仕事を求めて都市部への人口流出の拡大

が続いております。1次産業や 2次産業、3次産業な

ど、地元の産業の連携や 6 次産業化による地域の再

生が求められております。 

こうした背景を踏まえまして、わたくし共の地域

では、前期に 2 つの講座、後期に 2 つの講座を行っ

ております。四方を山々に囲まれた私たちの地域の

里山にはさまざまな資源があります。また、古くか

ら伝わる伝承野菜などもあります。こうした資源に

学生に皆さんに触れていただきまして、資源活用の

スキルアップに繋げていただければと思っていると

ころです。平成29年度は、まだ実施の途中ですので、

4 講座ありますが予定も含めて発表させていただき

ます。 

前期の第 1 講座「里山保全と山菜料理」は、それ

ぞれの地域で採れる山菜を採り、それを使った料理

作りや、地元で採れた蕎麦粉を使った手打ち蕎麦作

り体験、杉林の手入れによって発生した間伐材を使

ったピロティーの修繕や、伐倒したナラの原木への

キノコの植菌や、炭焼きの材料の調達、こうした活

動に取り組んでおります。 

第 2の講座は、「伝承野菜栽培と郷土料理」という

テーマで、当村で２０年ほど前から本格的に栽培に

取り組んでいる「エゴマ」という作物の栽培管理や、

しそ巻き、笹巻きなどの伝統料理や、夏野菜を使っ

た料理作り、また、夏種野菜の苗の定植や秋野菜の

播種作業を行いました。2回目の活動では、学生の皆

さんから地元の野菜を使った料理を提案していただ

き、それを実際に作ってもらう料理作りをしました。 

現在、後期のプログラム始まっておりますけれど

も、第 1 の講座として「里山保全とキノコ料理」を

行っております。今回は、ナメコの発生時期がうま

く噛み合いまして、収穫体験ができましたので、そ

れを使った料理作りに活用できました。また、前期
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も行いましたが、ナラの木の伐倒、その細切れへの

ナメコの植菌、そしてこれからですが、2回目は薪作

りや薪ストーブを利用した焼おにぎり作り、さらに

は杉林の手入れ、ログハウスの修繕、木工クラフト

作りを予定しております。 

後期の 2つ目の講座では、「創作太鼓と里山ぐらし

体験」というテーマで行います。当地域 20 年ほど前

に学校の現場から発祥しました「角川太鼓の会」と

いう組織ができまして、今は大人も巻き込んで 20 数

名が活動しております。県内各地に公演にも出かけ

ております。この団体が創作した太鼓演奏の曲の中

から 1 つ曲を選びまして、基礎練習から曲の演奏披

露まで、2日間で行った後、最後に修了証書を一人一

人に手渡ししております。これは 4 年目の取り組み

になります。また、今年で 4 回目になります「角川

雪回廊物語」という冬のイベントがありまして、2

月の半ば頃に実施されておりますけれども、その企

画書作りや展示物の作品製作などに携わっていただ

きたいと考えております。また、秋野菜を使った冬

の保存食の漬け物作りや、雪の上のトレッキング、

雪かきなどを予定しております。 

当地域ではフィールドワークを発足当初から取り

組んでおりますけれども、この間、プログラムもさ

まざまに変えてきております。テーマとして掲げて

おります「地域資源を暮らしに活かす」ということ

を現実のものにするためにも、大学や学生の皆さん

との６次産業化での提携、あるいは大学や戸沢村で

のイベントなど、コラボレーションができればと、

その道に一歩でも近づくことができるのではないか

と思っております。また、多くの地域住民が学生と

関われるような、全体で交流できる場を作ることも

私たちの課題であります。また、この事業を継続・

発展させるためにも事後継承者の育成が課題となっ

ており、それは党組織の課題にも通じることであり

ます。以上で、戸沢村角川地域の山大フィールドワ

ークの紹介を終わります。ありがとうございました。 

 

○小山 

 安食様、どうもありがとうございました。 

それでは、ご報告いただきました五十嵐様、安食

様のご報告について、何かご質問等ありましたらお

願いいたします。(・・・)よろしいでしょうか。そ

れでは、五十嵐様、安食様、ご報告どうもありがと

うございました。 

続きまして、今年度前期のフィールドワークに参

加しました山形大学生のうち 2つのグループから、

活動を通して学んだこと・考えたことを発表して 

いただきます。約 5分間の発表の後に、3分程度の質

疑応答の時間を取らせていただきます。 

はじめに、新庄市のプログラム「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～」

に参加した皆さん、よろしくお願いします。 

 

○学生 

    これから、「マルシェ“本活プロジェクト”」につ

いての発表を始めます。今回発表を務めますのは、

山形大学人文社会科学部 矢野絢菜と、同じく人文

社会科学部 山本嘉太です。よろしくお願いします。

私たちは、新庄市立図書館で働いている皆さんと共

に「kitokito マルシェ」という活動に参加してき

ました。私たちの活動の概要は、お手元の資料をご

覧ください。「kitokito マルシェ」について、詳し

く説明します。 

この中にはご存じの方も多いと思いますが、

「kitokito マルシェ」とは、新庄市で 2012 年に開催

され始めたイベントです。コンセプトは、手作りの

品物をとおして人と人とが触れ合う場所となってお

ります。ちなみに「kitokito」とは、蚕がのんびり

動く様を表している言葉です。とてもおしゃれで素

敵なイベントでした。 

では、私たちの活動風景の写真のご覧ください。

こちらは、5月に行った 1回目の活動の様子です。 

次に、こちらが 6 月に行った 2 回目の活動の様子で

す。今お見せしてるスタンプラリーと台紙は、私た

ちが考案・製作したものです。この活動で動員した

人数をまとめました。詳しくはお手元の資料をご覧

ください。例年の活動以上に盛り上がったものとな

ったため、この企画自体は成功だったと思っていま

す。 

活動をしていく中で、私たちは新庄市および図書

館の課題を考えました。新庄市では、現在人口の減

少が拡大しており、中でも若者が顕著であることが

課題となっております。また、図書館は利用者の減

少が大きな課題となっております。そのため、「攻め

る図書館」をコンセプトに、図書館を通じて本と人

をつなぐ活動を重視していかなければなりません。

その課題の解決方法を私たちなりに探っているとき

に、新庄市のボランティアで活動する若者と市役所

の職員の方とお話しする機会がありました。そこで

お話をしている中で、若者は「この町は何もない町

なんだ」と嘆いていて、高校卒業後に多く転出して

しまうという現状をお伺いしました。その話を伺っ

ているときに、「この町に留まらなくていいから、生

まれ育った町のことをもっと知ってほしい」と言っ

ていた職員の方の姿は、とても印象的なものでした。 

新庄市には、大きな娯楽施設はありません。しか

し、私たちが参加した「kitokito マルシェ」などの

ように、今あるものを活かし、人と人、人と地域の

繋がりを強く感じられる活動がたくさんあります。

繋がりやきっかけは、お金で買うことはできません。

このように、新たな楽しみ方を探していくことで、

より生活が充実し、自分の生まれた町がより好きに

なるのではないでしょうか。人口増加という問題は

容易に解決できることではありませんが、新庄とい

う町が好きな人を増やしていくことで、町自体の活

性化に繋げていくことが大切だと考えます。 

次に、図書館について考えます。活動する以前は、

図書館というのは静かな空間で、自主学習や読書な

ど個人の時間を過ごす場所だと考えておりました。 

しかし、新庄市立図書館のイベントへの出展など、

攻めの姿勢を目の当たりにし、従来私たちが考えて

いた図書館像を良い意味で壊されました。そこで私
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たちは、目指す理想の図書館の姿を考えました。そ

れは、「誰が居ても良い、居心地の良い図書館」です。 

個人で過ごすだけではなく、本を介してのコミュニ

ケーションを楽しみ、みんなの時間が流れる空間が

存在する場所であってもよいのではないかと思いま

す。「居場所づくり」としての機能、また、自然と住

民が足を運ぶことのできるような魅力的な図書館は、

多世代コミュニケーションの場としての可能性を大

いに秘めているのではないでしょうか？ 

一度や二度の活動だけでは、効果は一時的なもの

だと考えています。私たちは継続することが大切だ

と考え、先日開催した「図書館まつり」へスタッフ

として班員が参加しました。また、今後はこの活動

を通して出会えた縁を大切にして、ボランティア団

体「しずく」の皆さんをはじめ、図書館職員の方々、

市役所職員の方々との連携や、タイアップした事業

により、図書館の良さを発信していければと思って

います。私たちは、この活動をとおして新庄市のこ

とが大好きになりました。だからこそ、もっと多く

の人に知ってほしい、一度訪ねてみてほしいのです。 

みんながこの町に来たいと思えるようなきっかけ作

りの力に、私たちはなりたいと考えています。 

最後に、私たちの活動をバックアップしてくれた

関係者の皆さんに心よりお礼を申し上げます。本当

にありがとうございました。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マルシェ“本活”プロジェクト」活動報告の様子 

 

○小山 

 ありがとうございました。引き続き、質疑応答に

入ります。ざっくばらんなご質問、ご感想などでも

結構ですので、よろしくお願いします。その場で挙

手いただいた方にスタッフがマイクをお持ちします

ので、挙手をお願いいたします。 

 

○新庄市教育長 高野 

 図書館の魅力をいろんな意味で感じていただき、

本当にありがとうございます。そして、それに限ら

ず 11 月の図書館まつりにも来ていただいて、スタッ

フとしてご協力いただきました。長くこれからも続

けていってほしいなという感想ではございますが、

是非これをご縁に、また新庄のいろんな活動にご協

力いただければありがたいなと思います。 

そして、「私たちは新庄が大好き」ということです

が、新庄のどんなところが特に大好きか、最後に一

言お願いします。 

 

○学生 山本 

ご質問ありがとうございます。これからも活動に参

加していきたいと思っていますので、こちらこそ、よ

ろしくお願いします。私は、新庄市が自然豊かな場所

であるところが好きです。宿泊場所の山屋セミナーハ

ウスなどは山々に囲まれていて、空気がきれいで、星

空がきれいな印象がとても強く、そのような豊かな自

然やきれいな景色をもっと広めていきたいなと思っ

ております。 

 

○学生 矢野 

ご感想ありがとうございます。先ほど山本くんが話

したように、私も宿泊場所の自然が豊かで、本当に静

かな場所で過ごさせていただきました。それから、

kitokito マルシェのスタッフとして参加したときに、

小さい子どもたちと触れ合う機会も多くあり、暮らし

ている皆さんがあたたかくて、優しくて、良い場所だ

なと思ったのが印象に残っています。 

 

○金山町道草ぶんこう 樋口 

実務的な質問ですが、フィールドワークのときは大

学の方でバスを手配して、傷害保険なども入っている

と思うのですが、ボランティアやフィールドワーク以

外で参加する場合の経費や保険は、どのようになって

いるのでしょうか。 

 

○新庄市立図書館長 高橋 

このたびは、良い発表を聞かせていただき本当にあ

りがとうございました。 

フィールドワークのときは大学との連携の中で活

動させていただいておりますが、それ以降の活動とな

りますと、ダイレクトに学生さんとつながりながら参

加についてプッシュさせていただき、調整を図って活

動に来ていただいています。 

その際、今回は「地元大学」というプログラムの中

でも、大学生と高校生に意見をいただいて図書館まつ

りを活性化させようという事業の取り組みでした。う

ちの図書館の方で活動いただいているときは、ボラン

ティア保険というものに団体加入していただき、図書

館の方で保険料を負担しています。交通費とお弁当代

についても、「地元大学」の事業の一環ということで

市の方から捻出いただいている形です。今回は旅費も

出ました。 

良い活動が次につながったということは私たちに

とっても宝で、これからもっともっと、このような活

動をお知らせしていきたいなと思っていまして、今度

うちの方でも図書館大会の全国大会で、この取り組み

を kitokto の出前図書館として発表します。学生さん

のパワーをいただきながらボランティアの皆さんと

一緒に活動するということを、全国に向けて発信して

まいりますので、引き続きこの出会いを大切にしてい

きたいと思っています。 
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○樋口 

フィールドワーク以外に地域へ来ていただくとい

うことは、非常に市町村でも楽しみにしているのです

が、予算の出し方などをどのようにするのか、これか

らの検討課題かと思います。今の場合は、市の図書館

の予算で出していますが、大学の方ではどのように考

えているのかお聞きしたいと思います。 

 

○山形大学教育開発連携支援センター教授 小田 

ご質問ありがとうございます。課外活動なので、大

学のサークルと同様、大学からの補助はありません。

これだけは一貫しております。 

今の図書館長さんからお話いただいたように、図書

館から予算が出ています。そして、この図書館の活動

はかなり歴史が古いですよね。古いというより、学生

の参加が初めの頃は少なかったんですね。そんな中で、

この図書館まつりを企画させ、参加させるという学生

の創造性が活用できていませんでした。だから、私が

先ほどの発表を聞いて大変魅力的に感じました。「こ

こまでいったのか」と。 

そして、1泊 2日が 2回となっておりますが、この

2 回は実質的に学生が参加せざるを得ない回数です。

それ以上に大学からの補助はできません。財政的にも

限りがあります。ここで、先ほど樋口先生がおっしゃ

ったように市町村さんのいろんな工夫や苦労がある

と思います。 

また、今回、図書館大会の全国大会に出場するとお

っしゃいました。この活動を、もがみ地域に閉じこも

らず全国スケールに発信できれば、またリフレクショ

ンとしてこの活動のどこに問題があるのかを見つけ

ることにつながり、学生の視野や関係者の方々の視野

が地元に留まるところから広い視野に展開できるの

ではないかと思います。まさに、全国大会で発表いた

だける取り組みになったことは、こちらとしても嬉し

い話でございます。いろいろとお金のこともあります

が、この活動についての全体の感想は以上でございま

す。 

 

○新庄市教育委員会社会教育課 小山 

図書館のプログラムに参加し、4 日間いろいろと頑

張ってくれて大変ありがとうございました。 

先ほど費用の面などハード面が、これから継続して

関わっていくためには検討が必要だという話ですが、

学生さんの目線から、「また新庄市来たいと思ってい

るけれども、こんなことがあれば来やすいのにな。こ

んな人たちとのつながりがあれば、来たくなるかもし

れない」というような、ソフトの面である気持ちの面

や人とのつながりの面で何かあれば、ご意見いただけ

たらと思います。 

 

○山本 

 ご質問ありがとうございます。活動の最後も支え

ていただき、ありがとうございました。 

私たちの気持ちの面というか、大学生としてなの

ですが、いま基盤共通教育で開港されている授業の

中でも、新庄市の中小企業の方々に来ていただき、 

お話しいただく講義も実際にありまして、人との関

わりが重要なのではないかと考えております。その

ために、やはり対話の機会を増やしていければ良い

なとは思います。 

また、最上地方全体で、このフィールドワークの

活動以外に＋αで、大学で何か活動を宣伝していけ

るものがあれば良いなと考えております。最上地方

に行きたい思った学生がどんどん飛び込んでいける

ようなシステムをつくって、そこから口コミのよう

に広がっていけたら良いかなと思います。 

 

○新庄市教育委員会社会教育課 小山 

 プラットフォームみたいなものができれば良いな、

という感じでしょうか。 

 

○山本 

 そうです。ありがとうございます。 

 

○司会 小山 

 よろしいでしょうか。それでは、これで 1 つ目の

発表を終了させていただきます。皆様、発表者にも

う一度あたたかい拍手をお願いいたします。 

続きまして、第１部最後の発表となります。戸沢

村のプログラム「伝承野菜栽培と郷土料理」に参加

した皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

○学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「伝承野菜栽培と郷土料理」活動報告の様子 

 

 改めまして、皆さんこんにちは。山形大学農学部 1

年生、山地潤心と小林孝輔です。本日は、よろしく

お願いします。 

私たちが訪れたのが戸沢村です。人口は 4,700 人

ほどの小さな村であります。その中でも、今回私た

ちが活動を行ったのが、角川地区です。私たちは、

寺台農家でオカヒジキの畑を除草したり、自分たち

でも伝承野菜を体験的に定植したりすることを目的

にしてフィールドワークを行いました。 

実際に、カラドリイモ、ピーマン、ナスを定植し

ました。簡易的ではありますが、マルチの敷設から

露地栽培の基本的な一連動作を体験できたことが、 

私たちにとっては新たな経験となりました。角川で

営業されている農家民宿「阿部」で、夜までみんな

で談笑していたのですが、阿部夫妻も会話に乗って

きていろいろな話をし、夜更かししてしまいました。

ここで出てきた料理ですが、地元で採れたワラビ、
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カラドリイモなどの伝承野菜が使われていて、 

まさに角川を食べ尽くし、戸沢を食べ尽くしたと言

っても過言でないほど充実した内容となっておりま

した。 

ただ、残念なことに、戸沢村は楽しいことだけで

はなく、いろいろな問題があります。少子化が進み、

高齢化率も 2015 年には 35％超えております。もはや

戸沢村は限界集落というより、消滅可能都市と言っ

ても過言ではありません。だからこそ、村は早急に

若者を村外から取り入れたく思っております。しか

し、そのためにはいくつかの問題があることが分か

りました。 

今日は、戸沢村が抱えている悩みの本質と、私た

ちが考えた二つの課題についてお話ししたいと思い

ます。 

まず、なぜ戸沢で人口が大幅に減ったかというこ

とについてお話しします。総務省が戸沢村の国勢調

査をもとにして作成したデータを、年齢別にグラフ

化しました。昭和 21～25 年生まれの世代に着目して

分かったことが、昭和 25～30 年まではほとんど人の

出入りがないといことです。しかし、昭和 30 年から

40 年に至るまで、村の年少人口は約半数まで減って

いることが分かります。考えられることとしては、

ちょうど彼らが大学に移るときに、日本では学歴社

会が謳われました。そのため、今までどおりの中卒

では働きにくくなり、高校へ進学する必要がでまし

た。そして、高校へ進学してから大学へ進学しない

と働けないという時代になってしまいました。その

ため、外に流出してしまったということが考えられ

ます。大学を卒業した後、高度経済成長期により生

活環境が安定してしまったため、村に帰って来にく

いという結果になってしまい、今に至るまで大幅に

人口が減ってしまったということが考えられます。 

昭和30～40年までにいっきに年少人口が減っていま

す。同じ時期に、20 歳までの人口も半分以下に減少

しています。高度経済成長が始まった昭和 30 年、当

時の 15～24 歳の人口データはありませんでしたが、

この時にはもはや、生産人口から見ても 15～24 歳の

若年層が流れ出ていたことが考えられます。したが

って、この時に人口の変化が読めなかったというこ

とも、ひょっとしたら今の人口の流出に大きく繋が

っているということが可能性として挙げられます。

ほぼ同時期に学歴社会が謳われて、進学先・就職先

が村の中では不足してしまったため、村外へ移り出

てしまったことも考えられます。そして、その時に

高度経済成長期がありましたので、村外に定住して

しまい、村に帰ってこなくなったことから、若者の

数がどんどん減少してしまったという結果が考えら

れます。そのため、村としては、多くの若者を村外

から取り入れたいわけであります。 

次に、インターネット上では大きな問題がありま

す。実際に「戸沢村」と検索してみたのですが、

YouTube では「在日韓国人に乗っ取られた東北の村の

現状がヤバすぎ」とか、「韓国人の割合が高すぎてそ

のまま乗っ取られた村」というデマが多く出回って

おります。どうしてこのようになったのかと考えた

ときに、まず過去に 200 人のお嫁さんが韓国から戸

沢村に嫁ぎ、そして村と韓国の交流のため建てられ

た高麗館があること、それを何も知らない人が曲解

的に解釈して「乗っ取られた」というふうにデマを

発信してしまっているわけです。そのため、まずは

これを解消しなければならないということが課題と

して挙げられます。 

また、戸沢村の人たちは、都市部から多く人を取

り入れたいということで東京を例にして挙げたので

すが、東京から新幹線を使って来るとしたら、距離

は往復 900km です。片道 450km。時間にして片道が 6

時間。交通費が 1 万 3000 円、往復で 2 万 6000 円で

す。つまり、旅行者にとっては、何もなければそう

そう簡単には来ないほど負担が大きいことが分かり

ます。宣伝の効果にも疑問がありまして、google マ

ップで実際に農家民宿を検索してみたのですが、関

東にもたくさんあり、東北で調べても山形が出てこ

ないという問題が浮き彫りになりました。つまり、

もしも農家民宿に泊まりたいと思って、google マッ

プで検索したとしても、戸沢村は一切検索に出てこ

ないということです。この改善策としましては、

google マップの検索上に農家民宿のオーナーの営業

データや所在地を詳細に記載することによって、検

索結果に表示される可能性がぐんと上がります。 

また、もし検索結果にヒットして「戸沢村に行き

たい」となったときに、皆さんツアーなど行くと思

うのですが、ツアーを調べたときに最初に検索に出

たのが、「山形県戸沢村で里山のこれからについて考

えよう」です。このツアーを見たときに、問題があ

り過ぎてここでは言えないくらいです。大きくは 2

つの問題があります。 

まず 1 つ目です。戸沢村とは何の関係もないツア

ー情報が出ています。しかも、ここには他の農家民

宿のツアーも案内してあり、関東圏が多いのです。

つまり、東京から山形に行く手前に、もっと近場で

もっと安く宿泊できる民宿先に流れやすい構造がで

きてしまっているわけです。その次に、行程表です。

後ほど検索いただくとお分かりになるかと思います

が、戸沢村でやっていることが、いったい他の村と

何が違うのかということが一切書いていません。「戸

沢村」という名前が書いてあるぐらいで、「戸沢村の

自然を体験」とか「自然を満喫」という、曖昧な表

現しか使われておらず、文化的背景などが一切書い

ていないため、どこに付加価値があるのかまったく

分かりません。 

そこで、下手な業者に代わりまして、私たちが宣

伝させていただきます。戸沢村には、戸沢村にしか

誇れない魅力がたくさんあるのです。例えば、「エゴ

マ」です。もともと福島県で生産量が一位だったの

ですが、今それを追い越して、エゴマの生産量は戸

沢村が一番です。なおかつ、エゴマの油は加熱して

抽出できるものではありません。圧搾して取らない

と酸化してしまうため品質が落ちるんです。収量が

少なく、圧搾式で高品質に生産しており、その生産

量が少ないために、現在価格が高騰しています。こ

れだけの魅力があるにも関わらず、なぜ戸沢村に注
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目が集まらないのか、私は疑問に思います。これは

大変惜しいことです。 

そのほかにも、戸沢村のうち角川には、角川にし

かない赤カブ「角川カブ」があります。古くから漬

け物として利用されたりと、地域の文化にも大変根

づいている伝承野菜なのですが、日本中どこを探し

ても角川にしかありません。そして、今までとは違

った方法としてサラダなど、新しい活用法が見出さ

れているわけであります。これを行っているのは、

現在、戸沢村の地域おこし協力隊の方々です。その

中には、鈴木英策さんという、元一流のシェフもい

らっしゃり、彼らとこれから観光ツアーや経済戦略

を共にやっていくことこそが、戸沢村の資力として

大きく成長することと考えられます。 

以上が、私たちが考えた問題点でした。そこで最

後に、私たちから、戸沢村の魅力を活かした戦略・

体制作りについて少しお話ししたいと思います。ま

ず、下手なツアー業者には依頼しないというのが私

たちからの提案です。インターネット上に訳の分か

らないことばかり書かれると、せっかく戸沢村が発

信している情報が、検索結果の上位に出てきません。

村が発信している役場からの情報の方が分かりやす

いのに、現在はそれが見られないという状態になっ

てしまっています。そのため、もしも観光について

の広報をツアー業者に依頼するのであれば、業者に

一任するのではなく、村全体が協力して正しい情報

を発信していくことで、先ほど申し上げました「韓

国に乗っ取られた村」という印象も覆し、イメージ

を改善した上でお客さんが興味・関心を惹くような

内容になると信じます。 

次に、どこの観光サイトを閲覧しても、戸沢村の

伝承野菜であるエゴマのことが詳細に記載されてい

ません。どうして、こんなに素晴らしい魅力がある

のに、もっと自信を持って全面に押し出していかな

いのかということが、私としてはやはり勿体ないと

思います。いろいろな宣伝や村のホームページでも

もっと押し出していってよいと思います。 

最後に、村のホームページに掲載されている情報

ですが、観光物産館の方がメインにきてしまってい

て、観光地自体があまり表に出てきていません。ど

のような魅力ある場所があるのかということも今後

書いていくことが、今後もっと関心を集めるという

意味で重要になってくると思います。以上で発表を

終わります。ありがとうございました。 

 

〇小山 
ありがとうございました。質疑応答に入ります。

質問・ご感想などありましたら挙手をお願いいたし

ます。 

 

〇安食 
戸沢村としては大変耳の痛いテーマでありました

が、率直な意見を言っていただきありがとうござい

ます。 

これまでフィールドワークに参加された学生さん

の感想を見ると、非常にインターネットでの宣伝を

もっと活発にするよう提案されるのですが、まさに

今ネット社会の中でどう生き抜くかについては、重

要な課題であると思います。ご指摘いただいたよう

に、我々のような団塊の世代に差し迫る年代は、非

常にパソコンにも弱いし、情報をどのように流した

ら良いかということについても、非常に弱いです。

役場の担当者もどうすれば良いか分からないという

のが現実です。学生の皆さんや今の若い世代という

のは、とてもパソコンに堪能で、ネット情報を得る

方法も非常に長けています。そう言う意味で、皆さ

んの力を借りられたらというのが、率直な感想です。 

大学側にお尋ねしますが、フィールドワークにつ

いて、今年から前期に参加した人が後期にも参加で

きるようになったようですね。前期に当方のプログ

ラムに参加した学生さん４名が、後期にも参加して

おりまして、非常に運営しやすい形になっているの

ですが、今までですと、前期に参加した人は後期に

参加できないことになっていたと思うのですが、そ

の辺の事情というのはどのように変わったのでしょ

うか。 

 

〇小田 
ありがとうございます。大学の仕組みは変わりまし

たが、今までも、前期に受講した学生が後期にも受講

することはできました。ただ、前期に受講した学生が

後期にも受講しているプログラムもあれば、受講して

いないプログラムもあったという話です。 

今年は履修の仕組みが変わりましたが、これまで同

様に前期に受講した学生が後期も受講できるように

しており、例年どおりです。おそらく、後期のプログ

ラムに前期に受講した学生がたくさん集まったとい

う市町村は、前期に受講した学生が非常に魅力を感じ、

後期も受講したいと思ってたくさん集まったという

状況が現れたのだと思います。以上です。 

 
〇樋口 
もし、発表者の方が「戸沢村の役場に採用するよ」

と言われたら、出向いて一生そこで過ごせますか？ 

 

〇学生 山地 
人にも寄るとは思いますが、私は地元に戻ります。 

いま、地元である大阪府の池田市が抱えている問

題が大きいのです。学力が低下し、若者が減少し、

政治家の腐敗も大きくあります。例えば、ゆるキャ

ラを作成するのに５億円も使ったり、余分な経費を

つけるなど、そういうことを見ていて許せないわけ

です。だから、戸沢村の役場でやりたいことも、探

しているとどんどんあるのですが、根本として、私

はまず私の地元から良くしていきたいというふうに

考えております。 

 

〇戸沢村教育長 小野 
発表、どうもありがとうございました。大変熱く

語っていただき、私としても刺激を受けることが

多々ありました。やはり、村の中で暮らしていると

気づかないことがたくさんありまして、外部の方が
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訪れて外部の方の目で見ると、例えば角川カブやエ

ゴマなど、素晴らしいじゃないかというふうに言っ

ていただけるのですが、暮らしている人は、伝承野

菜栽培である分その作物を作るのが当たり前です。

「角川で美味しいカブだ」ということは分かってい

るのですが、そこで終わっているのです。エゴマも、

栽培面積が減少したりして一時大変だったのですが、

その後、子どもたちの総合学習の中でエゴマ栽培が

取り入れられ、栽培や油抽出、瓶詰め作業をして自

分で持ち帰るという学習に活用されるようになって

きています。だんだん栽培面積も少しずつ増えてい

る状況なのですが、そこをどう大きく展開していく

かという辺りまでは、なかなかいかない現状です。 

そのため、皆さんのような方が村を訪れて、「これ

美味しいよ」と言っていただけることは、村に住ん

でいる人たちが自分たちの持っているものの価値を

再認識する場にもなっていくのではないかと、嬉し

く聞いていたところでした。これからどうしていく

かは分かりませんが、皆さんの熱い思いや感想を今

後に活かしていければと思います。ありがとうござ

いました。 

 

〇小山 
ありがとうございました。それでは、時間になり

ましたので、この辺で終了させていただきたいと思

います。それでは、発表者の方にもう一度あたたか

い拍手をお願いいたします。以上をもちまして、第

一部のプログラムを終了させていただきます。 

 

 

～休憩～ 

 
 
■ 第２部 グループ討論と発表記録 
○司会：山形大学学士課程基盤教育機構 

講師 阿部 宇洋 
 
【要旨説明】 
〇小田 
 第 1部では、戸沢村と新庄市のプログラムを受講し

た学生から発表がありましたけれども、戸沢村のフィ

ールドワークは昔から人気でして、ずっと一生懸命や

らしていただいて、私も参加したことがあります。そ

して、新庄市の本活プロジェクトについても長い歴史

がありまして、はじめは本好きにスタッフだけが集ま

りましたけれども、いろいろなお祭りも企画して、つ

いに全国図書館大会で発表するところまで発展して

きました。これはすごいことだと思います。戸沢村さ

んの伝承野菜と郷土料理というのも、大変面白い発表

をされていると思っております。 

このように、さまざま置かれている状況があったう

えで、今年のタウンミーティングの第 2部グループ討

論・発表のテーマを「2030 年のもがみを創造する」に

いたしました。毎年のテーマは「未来を創造する」と

いうものにしていますが、未来と言っても、50年後と

いったあまりにも遠い未来にしますと、おそらく私も

生きていないので、「たぶん生きているだろう」とい

うところで、13年後である 2030 年に設定させていた

だきました。 

最上地域が置かれている状況が厳しいのは当然で

すが、開会の挨拶の中で森先生がおっしゃたように、

最近全国の昼食規模の大学・短大を支援する教育拠点

に認定されました。その関係でいろいろ話を聞いたと

ころ、北海道の状況はもっと厳しくて、二千数百万の

ボーナスが出るような有名なホタテの養殖所に誰も

働きに来ないという現状があります。私たちは、「所

得が見込めない仕事だから働き手がいないのだろう」

と思ったのですが、そうではなく、 

それだけとんでもない額の給料があっても、人が働き

に来ないのだということでした。 

さらに、議員のなり手もいなくなっているそうです。

そのため、自治体の担い手もいなくなっている。さら

に厳しいのは、公務員のなり手がいない。3次募集ま

でして、東京まで求人を出すそうです。その時の標語

が何かというと、「公務員試験の勉強をしてなくても

良い」というポスターがあるのです。このような状況

に北海道は陥っていて、おそらく全国の過疎化の進ん

でいるところは、遅かれ早かれ我々の想像を絶するよ

うな速度で進行しているのだと思います。 

そうする中で、我々は現状の課題を認識しながらも、

やはり未来を語れなければならない。未来を語れなく

なったと同時に、終わりになってしまうのだというこ

とです。語る未来は、やはり誰にとっても明るいもの

でなければなりません。地域住民にとっても、第三者

にしても、明るいものでなければ誰もついて来ません

よ。それを現実にするかどうかというのは、第三者が

することではなく、地域の状況の中に置かれており地

域活性化に携わっている公務員だろうし、地域住民の

方々なのだろうと思います。しかし、現実でどんどん

どんどん萎縮していったらどうしようもありません。 

先ほど第1部で戸沢村の発表をしてくれた学生が言

ったとおり、「過疎化はどこも同じじゃないか」と言

われたときに「そうじゃない」と語る内容は 

その地域特有のものでなければならないし、よそとは

絶対に違うんだということです。そういうものを、今

日グループでこれから考えていただければと思いま

す。 

討論後にどのような形で発表するかと言いますと、

1時間後に発表会を行います。例年ですと、グループ

の代表者一人に前に出てきていただき、3分話してい

ただいておりますが、今年は討論の内容を会場の壁に

6班いっきにポスターを貼っていただきます。そして、

各班の中のどなたか一人がずっとポスターの前で発

表し続けます。Ａ班に対してはＢ班が発表を聞き、Ｂ

班に対してはＣ班が発表を聞く･･･という形で、1～2

分発表していただき、聞き手は2～3分質問をします。

合計 5分経過したら、ローテーションで回っていただ

きます。つまり、すべての班の発表を見て回ることに

なります。発表する人は、残念ですが発表し続けます。

発表し続けるとだんだん上手になってきますし、その

うちパターンを分かってきますから。途中で発表者を

変えない方が良いです。交代の時間も要してしまいま
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すし。 

そういう覚悟のもとで、一人の方が発表者になってく

ださい。5分を区切りにして、次の班へ回るように合

図しますので、各自が興味のあるところにうろうろ散

らばることではありません。そのため、各班に配布さ

れたＡ3の用紙をポスターとして利用いただき、キャ

ッチフレーズや内容・目的・目標、そのためにどうし

たら良いかなどを具体的に書いていただければと思

います。絵や漫画を入れていただいても構いませんの

で、ぜひとも魅力ある内容にしていただければと思い

ます。 

今回の発表の中の一つでも参加者の心の中に残り、

それがいつか実践されるならば、私は幸せと思ってお

ります。世の中、「話したからといって何も実現され

るわけじゃないじゃないか」と言うけれども、ゼロは

いつまでもゼロです。100あって、その中の 1つでも

出れば良いじゃないですか。富士山だって裾野が広く

なければキープはできないのです。「我々は裾野を建

設しようではありませんか」ということです。誰もそ

こからいなくなったら、裾野を形成できないというこ

とです。ですから、「いろいろな問題があって現実的

には実現できない」と言うけれども、実現できる解決

策が 90分で出るなら、世の中困りゃしませんよ。し

かし、その芽というものが、今回ここで出会った人た

ち、高校生から経験豊富なご年配の方々まで、つまり

「このメンバーで話をすることは二度とないだろう」

という人たちの中で、シナジー効果として出ればとい

うことを期待しています。 

所定の時間までには、各班のポスターを壁に貼って

おいてください。途中で分からなくなったら、私に訊

いてください。私の説明は以上です。 

 

○阿部 

 小田先生、ありがとうございました。それでは、早

速グループ討論ということで「2030 年のもがみを創造

する」、各グループで始めてください。よろしくお願

いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループ討論の様子 
 
 
 
 
 
 

【発表資料】 
〔Ａ班〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔Ｂ班〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔Ｃ班〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔Ｄ班〕 
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[Ｅ班] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ｆ班] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表の様子 
 

■ 講評 兼 閉会の挨拶 
  山形大学教育開発連携支援センター  

 教授 小田 隆治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講評 兼 閉会の挨拶の様子 

○小田 

 どうも、皆さんご苦労様でした。討論が大変盛り上

がって、皆さんお席からなかなか立ち上がらないので、

発表に行き着くのか心配しましたけれども、何とか行

き着きましたね。発表も、それぞれのグループの話を

聞くのが、みんな熱心で、5 分間ではままならないと

いうくらい、本当に盛況だったと思っております。 

時間は短すぎましたし、短い時間の中でポスターを

使って発表をすることも難しいことと思っておりま

したが、「じゃあこれが1日かけたら完成するのか？」

と言えば、完成なんかあり得ないです。一番は、こう

いうことをどうやってこれからの最上地域の活性化

に活かしていくかということが大事なのであり、 

おそらく、発表に対してもそれぞれ人によって受け取

り方は違っていて、その受け止め方の多様性がこれか

らの日本を引っ張っていくのだろうと思っておりま

す。 

いずれにしても、かなり刺激的な時間でした。この

発表ポスターは、皆さん持ち帰らないでくださいね。

大学側できちんとコピーしますので。必要な方々がい

らっしゃいましたら、pdf にしてメールで送りますの

で、メールアドレスをポストアンケートの自由記述欄

にポスターファイル希望の旨と一緒に明記してくだ

さい。そうしていただければ、後日大学職員からメー

ルに添付して送りますので。もし、メールアドレスが

無い人は、住所や氏名を書いていただければコピーで

も送りますので、あとからゆっくり見ていただくこと

にして、原本は持ち帰らないでください。発表者の人

たちは、ほかのグループの発表が見られなかったでし

ょうから、終わってから見ていただいたり、この後の

情報交換会の場で交流していただければと思います。 

グループの発表ポスターを一つずつ見てみますと、

私が所属したＡ班なんかは、「交流人口」について発

表しましたが、おそらく定住化というのは日本のどこ

の地域でもてきることではなく、可能なのは数少ない

地域に限られますから、「交流人口」というものが一

つの鍵になってくるのだろうと思います。 

Ｂ班の「大人が格好良くなる」というのは、大変キ

ャッチーだと思いました。大人が格好良くならなけれ

ば、やはり街が「格好悪くなる」のだろうと思いまし

た。 

Ｃ班の方々は「高齢化を楽しもう」というものでし

た。年寄りばかりで高齢化を楽しまざるを得ない状況

なのだから、ぐじぐじしないで楽しもうというもので

した。私もそうだと思います。 

Ｄ班の「地元の人が誇れる町」という形にですね、

やはり小学生から大人の方々まで、誇れなければどう

しようもないですよ。それは、決して地元に富士山が

あったりとか、美味しいものがあったりとか、そうい

うことではありません。私の生まれ育った山口県も、

ある町には何もありません。しかし、私は山口県のそ

の町を一生、誇りと言いますか、愛しています。それ

ともう一つは、「幼い頃から楽しい思い出の経験をさ

せる」というものがありました。これはすごく大事だ

と思います。私は地元を離れてずっと 50 年近くにな

りますが、おそらく地元に残った人はずっと小学校・
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中学校の思い出を「お前あの時ああだったじゃないか」

ということをお互いにずっと喋り続けることで、頭の

中にその思い出を固定化するんですね。私なんかみた

いに地元を出てしまうと、一度楽しい経験をしても、

その経験を話し合う相手がいないから固定化しない

んですよ。「いや、お前は記憶力が悪いからだ」とい

うその理由も一つありますが。 

次に、Ｅ班の「来てよし！住んでよし！最上地区」

というものです。そうなんだと思います。特に雪の厳

しい地域などは堅雪渡りのイベントをするなど、具体

的な提案をされておりました。私の地元の山口県に雪

が降らないかというと、降るんですね。年に 2～3回、

大雪が降るんですよ。その雪がどのくらいかというと

20 ㎝です。標高数 10メートルのそれほど高くない山

に降るんです。雪が降ると、山の常緑樹の葉に雪が積

もるんですね。だから、自分が歩くときは雪の上を歩

いているわけで、その下は空洞なんです。地上 1m 以

上の場所を歩いているんですね。普通では味わえない

ことが味わえるということで、そのことが今も頭の中

にずっと残っています。 

そして、Ｆ班の「ウチとソトから開けたもがみ」と

いうことですが、開けない限りはどうしようもないと

いうことです。そういう点では、「開ける」というの

が一つの最上地区のキーワードであると私は思って

います。この班はすごくて、明るいポイントが「人口

流出把握ではない」と言うのです。ここまでのポジテ

ィブさを持つということは、やはり大事なことだろう

と思います。ここまでのポジティブさを持たなければ、

現状というのは理解もできなくなるし、打破もできな

いのだろうと思います。「帰ってくるのはお盆、正月

だろう。あとは余生をここで過ごせばいい」と言いま

すが、お盆だって各家庭だけがお盆ではなく、いろい

ろなお盆が近場のコミュニティーで同時に起こるも

のがあってもよいのだろうと思います。正月も、20

歳の成人式を正月だけにやるのでなくたって、もしか

らしたら年寄りたちも一緒に加わることができるも

のが企画されてもよいのでないでしょうか。若者が帰

ってくるのは、チャンスは年に 2回しかないんですか

ら。その時に、こういう企画があってもよいだろうと、

Ｆ班の人たちの話を聞いて思いました。 

以上、より個人的な見解でしたけれども、いろいろ

な話を聞いて私自身刺激になりましたし、イメージも

湧いてきました。ぜひ、それぞれの人の話を聞きたい

ところですが時間がありません。しかし、例年のよう

に各班の発表者が一人ずつ前に出てきて発表するよ

りも、今回のような形の方がよいと感じました。5 分

より長く時間を取ることは、私がスタッフから怒られ

てしまうのでできません。ですが、できることなら来

年あたり、この発表をこの会場の下である新庄駅に出

て、駅の掲示板に貼って、道行く人たちや旅行者に発

表して聞かせてやりたい。そうすることで、また違っ

た活性化が起こるのだろうと思いました。それが実現

するかどうか、それは難しい話かも知れませんが、今

回の企画はかなりの活性化に繋がったであろうと考

えています。皆さん、ご苦労様でした。1 日、どうも

ありがとうございました。 



 

 

 

第 1 部 フィールドワーク報告会  

（１） フィールドワーク実施市町村による報告 
・「里山体験と鮭川歌舞伎」について 

鮭川村教育委員会教育課 社会教育指導員 五十嵐 ゆりか 
・「戸沢村・角川のフィールドワーク」について 

田舎体験塾つのかわの里 事務局長   安食 輝敏 
（２） フィールドワーク参加学生による活動報告 

・「 」  新庄市 
・「伝承野菜栽培と郷土料理」                             戸沢村 

第 2 部 グループ討論と発表  

「2030 年のもがみを創造する」 

■時間 16:45 ～ 18:30   ■会費 4,000 円(当日、受付で承ります) 

■場所 新庄駅前 玄柳館ホテル  

 

情報交換会 

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） 主催 

申込締切 山形大学エリアキャンパスもがみ 最上事務局（森・澤野） 

TEL/FAX：0233(32)1890  E-mail：qqkr3mpd@mkc.jp 
 お申し込み先 

平成２ ９ 年度 山形大学エリアキャンパスもがみ タウンミーティング 
 

「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るために設立
されました。これまでに 2,900 人を超える学生が
基盤共通教育授業「フィールドワーク-共生の森も
がみ」で最上 8 市町村を訪れたほか、もがみ協力
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、受講した学生たちの体
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。また第 2 部では、もがみの明るい
将来のために参加者間で「2030 年のもがみ」に 
ついてプロジェクトを創造していただく時間を設
けます。 
 
自治体・フィールドワーク関係者のみならず、

広く一般の方々のご来場もお待ちしております。 

 
 

 日 時 

 
土 

新庄駅「ゆめりあ」 

2階 会議室 

無料 
※ 
情報交換会は会費制 

場 所 
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第５章 今後の展望 

人生 100年時代に「エリアキャンパスもがみ」

を考える 

教育開発連携支援センター 

小田 隆治 

 

Ⅰ まえがき 

日本は超高齢化が急速に進行している。これは

日本全体の中で高齢者が占める割合が大きくなっ

ていることだけを言っているわけではない。高齢

者の寿命が延びていることも重要なのだ。身の回

りで 90 歳を超えた老人を見かけることも普通に

なり、マスコミなどを通して 100 歳を超えた人た

ちがたくさんいるのを知るようにもなってきた。 

人生が 60 年あるいは 70 年と言われた時代と

100 年の時代では、自ずと個人の生き方や社会の

あり方は変わってくる。寿命の延長は、単純に人

間に幸せをもたらしはしないことを我々はよくわ

かっている。我々は超高齢化と人口減少が複雑に

絡み合う日本社会の中で、当惑し、個人の新たな

生き方と社会のあり様を模索しなければならない

時代に立たされている。 

本論では、人生 100 年時代と大学教育について

概観し、そうした時代にあって「エリアキャンパ

スもがみ」の「フィールドラーニング」がどのよ

うな意味を持ってくるのかを、少し考えてみたい

と思う。 

 

Ⅱ 人生 100 年時代 

 人生 100 年の時代が見えてきた。厚生労働省の

調査注１では、100 歳以上は 1971 年には日本にた

った 339 人しかいなかったのに、その後年々増加

し、2017 年には 67,824 人に達したとのことだ。

これからもさらに増加していく見通しである。 

 100 歳以上の人たちが増えてきたからといって、

日本人の誰しもが 100 歳まで生きることを意味し

ているわけではない。実際、2016 年時点での日本

人の平均寿命は女性 87.14 歳、男性 80.98 歳で、

これから三大疾病の治療法が確立したとしても、

平均寿命は 100 歳には達しないと推測されている。 

 しかしながら、私が子供の頃、100 歳はおろか

90 歳代の老人を巷で見かけることはなかった。そ

れが今では普通に見かけるようになった。私が若

かった頃、70 歳代まで生きられれば天寿をまっと

うしたと思っていたのは、私だけではなかったは

ずだ。私と同年代の人々の間では当然のことのよ

うに受け止められていたはずである。うかうかし

ていたわけではないが、あっという間にそれが 10

歳から 20 歳まで引き延ばされていた。 

70 歳どころでなく 80歳そして 90歳の人が自家用

車を運転している。今さらながら、我々の意識転

換が求められている。いつのまにか、自分の意志

とは無関係に、自分自身が 100 歳を超えて生きて

いても不思議ではない時代に突入したのだ。 

 以前から薄々感づいていた人生 100 年時代を、

本『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）－100 年時代

の人生戦略』注２は、老後のお金の問題を中心と

して、はっきりと人生 100 年時代の到来を突き付

けてきた。これは日本だけでなく世界のすべての

先進国において避けがたい問題なのである。超高

齢化社会は、個人として 100 年の人生を送る可能

性が高くなったことを意味しているのだ。人生

100 年時代は超高齢化社会という言葉以上に、

我々個人に生き方の見直しを迫っているように思

えてくる。 

 人生 100 年ならば 80 年であった時代の 25％増

しの寿命である。この 25％増しは体力の下り坂に

やってくる。若さの延長ではない。伸びた 25％の

年月のどれだけの期間を元気でいられるかはあま

りにも個人差が大きいだろう。25％は子供のよう

に生物的に成長できる期間ではないのだ。このよ

うに 25％増しの寿命は健康に気を配り、非可逆的

な衰え（加齢）と折り合いをつけて暮らしていく

期間でもあるのだ。 

寿命の延長は、生きていくための資金も 25％増

しで考えなくてはならない。生産力のほとんどな

い 25％増しの時間でお金を稼ぐことはほとんど

できないので、その前の 80 歳までの生産性を上げ

て貯蓄し、80 歳以上の人生に備えておかなければ

ならないことになる。年金が目減りしていけば、

人生 100 年を謳歌どころではなく生き抜くことは

厳しい。人生 100 年は経済的にも悩ましいのだ。 

 先の本で著者のグラットンらは、老後の生活に

ついて次のように述べている。現在は 60～65 歳で

定年を迎え、その後はそれまでの蓄財と年金に頼

って生きていっているが、定年の年齢が現在と同

じならば、2 倍に引き伸ばされた老後をこれまで

通りの蓄財と年金ではやっていけなくなることは

間違いない。さてそれではどうするか。普通に考

えれば、定年と年金の支給年齢を遅らせることで

ある。そうしなければ、国家は遅かれ早かれ財政

破綻してしまうだろう。 

では、我々は今働いている会社の定年を 20 年延

長して同じ会社で働き続けるのだろうか。おそら

くそんなことはないだろう。若い頃にいくつかの

会社を渡り歩くことになるが、その間に大学で勉

強をして能力を高めることによってキャリアと給

与を上げ、80 歳に近づいたら労働時間を減らして

いき、ボランティアの時間を増やしていくように

なる、と著者らは期待も込めてそう語っている。 

著者らの主張で大事なところは、現在の子供時代、

勤労時代、老後時代の人生 3 ステージを 5 ステー

ジくらいに増やした方が良いだろうという主張に
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ある。私もおおむねこの主張に賛成である。 

 人生のステージを変えるために積極的にサポー

トするのが教育機関、その中でも大学であろう。

大学での学び直しが次のステージのキャリアの向

上に大きく関わることになる。では次に人生のス

テージの転換と大学の果たす役割についてみてい

こう。 

 

Ⅲ 人生 100 年時代の学習期間の延長 

人生のステージを考えると、現在の学校教育の

期間延長が最初に考えられる。人生が伸びていく

に従って働く期間だけが伸びるとは考えられない

からだ。大学の進学率は上昇していくだろう。大

学の大衆化は現在以上に進んで行くことは間違い

ない。人生の延長は幼い期間を延長することを同

時に伴うだろう。いやこれはすでにこの数十年で

進行していることなのである。大学の大衆化に伴

う問題の多くはここから派生していることなのか

もしれない。おそらくそうである。 

だが、なにも幼さの延長を嘆くことはない。幼

くて頭の柔軟な時代に学習は大きな効果をもたら

すからだ。もちろん幼さが頭の柔軟さを必ずしも

保証しはしないのだが。高等教育のみならず教育

界全体が、この幼さの延長を前提とした教育改革

に着手できていないのかもしれない。それによっ

て様々な教育の歪が露呈しているのかもしれない。

抜本的な改革が待たれているのではなかろうか。

幼さの延長とは経済的のみならず心の自立の延長

なのかもしれない。 

人生 100 年時代では、ほとんどすべての人が働

くようになるのは 22 歳を過ぎてからであろう。た

とえ 22 歳になる前に働いたとしても、それはイン

ターンシップやギャップイヤーのように、収入よ

りも教育効果を狙ったものとなるだろう。 

大学を卒業してからも、大学院の修士課程に入

学する者は今よりも飛躍的に増加していくだろう。

寿命が延びたのだからそんなに急いで社会に出る

ことはないのである。寿命が延びたので多くの人

たちがさらに上の博士課程に入学して、教育期間

を延ばしてもいいのであるが、現在の博士課程の

存在意義は研究者になるためのものなので、研究

者になることを目的としない人たちは博士課程に

入学する意味はない。人生 100 年時代において、

修士課程はもとより博士課程も時代のニーズに対

応して、多様性を伴った変貌を遂げなければなら

ないであろう。 

 

Ⅳ 修飾語の大学でのリカレント教育 

人生 100 年時代においては、大学を卒業して就

職した会社に定年になるまで生涯勤め続けること

にはならないだろう。キャリアアップするために

は転職を余儀なくされるのである。そしてキャリ

アアップを図るためには、新たな知識や技能体系

を身に付けなければならなくなる。そのためには、

大学で１～２年学び直す必要がある。大学は社会

人の学び直しの機関として今以上に重要な位置を

占めるようになる。 

現在の日本の大学はこのような社会人の学び直

しの機関として必ずしも有効に機能してはいない。

これからは、科学技術や社会システムの変革も加

速するので、その知識を仕入れるためにも大学の

果たす役割は大きくなる。このことがただの掛け

声に終わることなく実質化するかどうかは、大学

のみならず産業界が変わることも必須である。 

社会人は大学での学び直しを繰り返しながら、

転職を繰り返していくだろう。社会は流動性を増

していくことになる。 

なぜ人生 100 年時代では、キャリアアップを図

らなければならないのだろうか。なぜ高い給料を

目指さなければならないのだろうか。グラットン

らは著書の中で、日常生活をしながら老後の安定

した資金を貯めるためには、より高い賃金が必要

だと言うのだ。そしてより高い賃金をもらうため

には、大学で学び直し、付加価値を付けなければ

ならないと言っている。22 歳で大学を卒業した時

の知識だけでは、急速に変化する社会には太刀打

ちできないのである。 

本当にそうなのだろうか、と多くの日本人は思

うのではないだろうか。戦後の経済成長は企業内

の OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が果た

す役割が大きく、社会人の学び直しに大学はほと

んど寄与してこなかった。だが、企業のリーダー

たちはもうこのようなスタイルだけでは、会社の

発展はおぼつかないと考えているようだ。そこで

産業界は大学の改革を迫っている。頭脳の基盤力

の育成だけでなく、実践力の育成が求められるよ

うになったのだ。こうした実践力は大学が蓄積し

てきた学問の力にはおさまりきらないのである。 

しかしながら、企業で役立つ即戦力は科学技術

の急速な進歩によってすぐに陳腐化することだろ

う。22 歳までに大学で学ぶことは企業の要請する

実践力ではなく知恵・知識の基盤力なのである。

さらに AI の急速な発展によって、人間に固有な創

造性の基盤を身に付ける必要が今以上に多くの若

者たちに求められるようになってくる。限られた

人たちの時代や社会を変えるようなとんでもない

スケールの創造性だけではなく、一隅を変える創

造性は人間ならば誰しも求められる能力になるは

ずだ。若者たちはそこから逃れることはできない

ことを覚悟しなければならない。 

22 歳から 80 歳までの労働期間は、いくつかの

異なったステージを踏むことになる。それは勤め

る会社の違いだったり、異業種だったり、違う担

当部署だったりもするだろう。こうしたことを自
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分の意志と選択によって主体的かつ戦略的にでき

る実力を形成できるかどうかが問われることにな

る。平たく言えば、人生設計だ。だが、多くの 22

歳以前の若者がその後の人生全体を綿密に設計す

ることなどできないだろうし、たとえ設計できた

としても多くはその通りにはならないだろう。そ

の時々に修正を迫られることになるのだ。将来、

人生設計が狂ったと言わないためにも、若い時に

心身の健康とストレス耐性、知識や技能の基盤と

柔軟性を培っておくことが必須であることがわか

るだろう。人間はクリエイターでありかつデザイ

ナーでなければならなくなる。そして心身ともに

タフに生きていくのだ。 

65 歳ごろになると、気力・体力・知力の落ち込

みが個人差にもよるが大きくなってくる。80 歳ま

で働くとしても、誰しもが若い頃と同じようにエ

ネルギッシュに働くことはできなくなる。65 歳か

ら 80 歳までは、キャリアアップを目指すのではな

く、自分に合った働き方を考えなくてはならなく

なるだろう。この 65 歳から 80 歳までが、生殖年

齢後の老年期という他の動物にはない人間に特有

の、そして個人にとって意味のあるステージとな

ってくる。 

 

Ⅴ 人口減少の地方 

人生の新たなステージを進むことは、ただ単に

会社を変えることだけではなく、住む場所の変更

も伴うだろう。エネルギッシュに働く頃は、多く

の人たちはこれまで通り都市部に住むことになる

だろうが、それほど働かなくてもよくなれば、何

も都市部に居住する必要はない。地方に住んでも

なんら差し支えなくなるのだ。 

少子高齢化と過疎化が進行する地方は、全国ど

こにおいても活性化が叫ばれている。国も地方創

生の掛け声を高らかに上げている。では、地方創

生の方策はどのようなものがあるのだろうか。 

その一つは、地方から出ていく若者を地方に引

き留める策である。人口の流出を避けるのである。

たしかに地方の疲弊を考えると、人口減少の歯止

めをかけることが何よりも大切なことであり本質

的なことである。人の居住しないところにその地

域の活性化はない。 

人口の減少を止める別の手段として、他の地域

から自分の地域へ人を呼び寄せる方策が推奨され

ている。実際、流入人口の増加によって人口が増

加している地域もあることが報道されている。こ

うした地域は地域活性化の成功例として喧伝され

ている。 

ところで、もしあらゆる地方が人口の流出を抑

え、若者が地域に定着すると日本全体はどうなる

のだろうか。それはわかり切ったことで、首都圏

に若者たちが住まなくなり、日本の経済は回って

いかなくなるだけだ。国はどんなに金を投与して

宣伝してもこうした事態にはならないことを知っ

ているのではないか。わかっていて地方創生を唱

えているようにしか思えない。「地方創生」の言

葉はどこまでも美しいのだ。 

だが、人口減少を抑えきれていない日本全体を

見渡すと、所詮地方によって勝ち組と負け組が生

まれるだけで、日本全体の均衡のとれた発展がも

たらされるわけではないことは明らかである。そ

れでも我々は国から人口の減少を抑えるように煽

られている。 

若者が地方に定着するためには、職が必要であ

る。都市のサラリーマンと同じ程度の収入がない

と魅力的ではない。また、地方を主体的に選択す

るためには、地域の自然や文化などの魅力が必要

である。生まれた土地だからと言って、愛着があ

るからと言って、一生住み続けるわけにはいかな

い。農業従事者のように多くの人々は土地という

資産を持ってはいない。 

流動人口の増加によって地域の活性化を果たそ

うという考えも普通になってきた。すなわち他の

地域から観光客を呼び込み、地域にはいつもたく

さんの人々がにぎわっているようにし、観光客が

落とすお金によって地域が潤うシステムにしよう

と考えるのだ。こうして観光業が活発になると、

それに従事する人たちも増え、必然的に地域の就

労人口も増えるというわけである。観光地がある

ところはこうしたシステムを構築できるかもしれ

ないし、海外からの観光客も呼び寄せられるかも

しれない。 

人々が地方に定着するためには観光業を含めて

産業が必要である。霞を食べて生きていくわけに

はいかない。たとえ都会にはない美しい自然や純

朴な人々に憧れた人々が移入してきたとしても、

そうした人々の数には自ずと限りがあるだろう。

そうした心穏やかな人々と桃源郷を築くことがで

きるのは、日本の中でほんの一握りの地域だろう。 

昔は地方に工場が誘致され、地域の良質の若者

たちはその工場で働いて一生を過ごした。しかし、

今は地方に工場を誘致しても地域の若者は少なく、

その少ない若者たちは工場で働くよりもコンビニ

で働くことを選択するようになったという。昔の

工場誘致のモデルが壊れているのだ。 

人口減少の日本においては地方創生は競争的環

境にあり、パイの奪い合いの状況となっている。

もちろん競争的環境がいちがいに悪いというわけ

ではない。地域間の切磋琢磨が生まれるからであ

る。自助努力抜きの地方創生などありえないのだ。 

 

Ⅵ 生涯学習と「エリアキャンパスもがみ」 

65 歳を過ぎてからも働くと言っても、労働はそ

れまでの量や質とは違ってくる。1 日の内、多く
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の時間は徐々に趣味やボランティアにシフトして

いくようになるだろう。そうした時、それ以前に

趣味がある人はそれを伸ばしていけばいいが、趣

味がない人はそれを作り上げていかなければなら

ない。そうした時役に立つのは大学の公開講座で

あろう。大学は市民のニーズに基づいてターゲッ

トを決めて、公開講座のテーマを決めなければな

らないだろう。 

もう一つは、65 歳になった市民はこれまで働い

てきたことやいま働いていること、自分がどうい

う時代に生きてきたかを大学生に伝えて欲しいと

思う。大学生も自身が生きている時代を読み取っ

て欲しいのである。一方で、老年期の市民は教え

ることによって自分の知識を整理し、時代や社会

の大局的な見方ができるようになるはずである。 

このように 65 歳からは学び－教えるという往

還による生涯学習期間となっていくだろう。それ

はそれまでの職業教育とは全く違った意味合いを

持ち、ややもすると職業教育だけが偏重されつつ

ある現代の大学教育の見直しにつながっていくこ

とになると思われる。 

「エリアキャンパスもがみ」の「フィールドラ

ーニング」が行っていることは、まさに人生 100

年時代の学びと教えの往還を実践している社会実

験なのかもしれない。「フィールドラーニング」

は大学生と老年期の市民とのコミュニケーション

とコミュニティのあり方を模索する場を提供して

いるのかもしれない。 

 

Ⅶ おわりに 

私自身が描く人生 100 年時代のステージは、蝶

の一生のように卵から幼虫、蛹、成虫へとまった

く様相の異なったものになっていくメタモルフォ

ーゼ（変態）のイメージである。人生が 100 年に

なったならば、単なる直線的な人生を歩まずに、

前のステージとは質的に異なった新しいステージ

を歩めば、複数の生を生きていけるのではないか

考えている。これはあたかもキャベツを齧って生

きていたイモムシが、蛹という時間が停止したよ

うなステージを経過して、羽をつけ、空を舞い、

花の蜜を吸って、つかの間のランデブーとその後

の死を迎える異なったステージを生きていくこと

と同じなのだ。 

我々人間は昆虫のようにメタモルフォーゼをす

るようには DNA に書き込まれてはいない。人間は

学習によってのみ質的に新しいステージを創り出

し、それを謳歌することが可能となる。この学習

装置こそが高等教育機関の大学である。人生 100

年時代が豊かなものになるかどうかは大きく大学

に依存していると言っても過言ではないのではな

いか。そして、その大学も人生 100 年時代にマッ

チしたものでなければならないだろう。 

老人と若者たちが交流する場を提供する機能を

持っているのが「エリアキャンパスもがみ」であ

り、学び－教えの関係によって豊かなコミュニケ

ーションが図られているのも「エリアキャンパス

もがみ」である。人生 100 年の時代の到来にあっ

て、「エリアキャンパスもがみ」が行っている活

動はかなり先見性を秘めているのではなかろうか。 

 

 

注１ 厚生労働省 Press Release 平成 29 年 9 月

15 日「百歳高齢者表彰の対象者は 32,097 人」

（www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-1

2304250-Roukenkyoku-Koureishashienka/000

0177627.pdf#search=%27100%E6%AD%B3%E4%BB

%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%

27、2018 年 2 月 25 日現在） 

 

注２ 『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）－100 年

時代の人生戦略』、リンダ・グラットン、

アンドリュー・スコット著、池村千秋訳、

東洋経済新報社、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 木村 満 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）、新庄市山車連盟顧問 川崎 昭栄 氏 

       新庄山車連盟相談役 羽賀 千尋 氏 

 

○訪 問 日：平成 29 年 6 月 17 日(土)～18 日(日)、7月 8日(土)～9日(日) 

 

○受 講 者：安達 絹（発表）、佐藤 亜美（発表）、渋川 美幸(発表)、大場 俊介（発表）、鈴木 

千紗都（記録）、大江 紗世（発表）、桑嶋 啓介（発表）、南光 伸哉（発表）、 

小野寺 敬志（記録）、永谷 大貴（発表）、伊藤 莉穂（発表）、本間 貴大(班長)、 

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】６月１７日（土） 【１日目】７月８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 

10:00 新庄まつりを知る 

     ◆まつりＤＶＤ鑑賞 

     ◆山車行列について 

     ◆山車見学 

     ◆新庄まつりの人形に迫る 

12:00 昼食（各自） 

13:00 新庄まつりを知る 

     ◆まつり会場の探索 

     ◆山車製作見学 

16:00 指導者との振り返り 

16:30 宿泊先へ 

08:00 山形大学発 

09:30 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 

17:00 宿泊先へ 

 

 

 

 

【２日目】６月１８日（日） 【２日目】７月９日（日） 

09:00 タウンミーティングの企画 

     ◆これまでのタウンミーティングの検証 

     ◆企画から運営まで立案 

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 

15:30 指導者との振り返り 

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の開催 

「山形大学生が新庄まつりを考える」 

12:30 昼食（各自） 

14:00 タウンミーティングのまとめ 

15:00 振り返り 活動総括 

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！」 

 

人文社会科学部 安達 絹  

私が今回フィールドワークをやるにあたって新庄ま

つりを選んだ理由は主に広報活動を行うといった趣旨

だったため、自分の将来の夢につながるのではないかと

思い履修を希望していた。そして、実際に新庄の地で新

庄まつりとは何か、その魅力はいったい何なのかという

ことを少しでも知ることができれば十分だろうと思っ

ていた。 

ところが、まず講師の方々に教えていただいて知った

ことは、新庄まつりは２６０年の長い歴史があり、毎年

作られる山車はもともと基金などが起こらないように

神様に祈りをささげる贈り物として献上されていたも

のだったということだ。だからこそ、２０の町内が競い

合って山車のクオリティーを高めあっているのである。

私は、実際に山車制作の現場を見せていただき、骨組み

だけでもわかるその迫力に圧倒された。想像を豊かに働

かせた構図とその細やかな色彩が大きな魅力の一つで

ある。またその山車のなかでもひときわ存在感を際立た

せるのが、人形である。個性も表情も豊かな人形たちは、

私たちに山車が演出する物語を訴えかけているかのよ

うだった。そして、それを取り巻く笛や太鼓などの囃子

がさらにまつりを盛り上げて、新庄まつりはユネスコ無

形文化遺産に登録されることになった。 

しかし、二日間新庄まつりに触れた新参者の私たちに

でも気づいた改善点が見つかった。ユネスコ無形文化遺

産に登録されたのにも関わらず、外国人に対応できる人

材がいないことや、市外の人々の呼び込む特徴がないこ

とが挙げられたのである。後継者不足の問題やホテルの

キャパがかぎられていることなど様々な問題をすぐに

解決できるとはいかなくとも、わたしたちが少しでも貢

献できることがあるのではないかと感じた。そこで私た

ちは引率していただいた小山さんのご協力のもと、三つ

の企画を考え出し、市長をはじめとする様々なまつり関

係者の方に発表させていただいた。本番前日の打ち合わ

せで趣旨説明をすることになり、いつも聞き手側にいる

ときはさらっと聞き流していたことだったが、今後の流

れを説明することで会の運営がスムーズになるし、何の

ためにこのタウンミーティングを行うのかその説明が

あるかないかで雲泥の差がある。自分の役割の重みを感

じ、本番にむけて私たち山大生がともに新庄まつりを盛

り上げたいと思っていることを伝えようと努めた。そし

て、実際のタウンミーティングでは自分たちの思い描く

ことを伝えるのに苦戦したが、地域の方々にありがたい

意見をもらうことができた。そして当日企画の運営をす

ることになった。 

今回のフィールドワークを通して学んだことは、あり

きたりだが大切なことで、何をやるにしてもたくさんの

人の協力がなければ物事は成し遂げられないというこ

とだ。このことを痛感することができ、本当に良かった。

これからは実際にまつり当日にむけた活動をしていく

ため、これまで以上に責任をもって企画を大成功させた

いと思う。 

 

人文社会科学部 佐藤 亜美 

 今回、合計4日間のフィールドワークに参加して多く

のことを学ぶことができた。大学進学をきっかけに山形

にきて、新庄市に訪れるのも初めてで何もかも分からな

い状態でのプログラムへの参加は不安も多くあった。 

 インターネットで検索をかけても調べることができ

た新庄まつりは、実際に現地に訪れて話を聞くととても

深いものだった。260年もの歴史を持ち、使用されてい

る人形や山車にも伝統がある。祭りに参加するすべての

人が祭りに対して熱い思いを持ち、楽しんでいる新庄市

がとても素敵な場所だと感じた。昨年ユネスコ無形文化

遺産に登録され、今年は観光客の増加が見込まれる中で、

マンパワーの問題や新庄まつりの後継者不足など、新庄

市が抱えている問題は多くある。そんな中で私たち学生

ができることは何かあるのか考えて開催されたタウン

ミーティングは、今回のプログラムの中でも一番印象に

残っている。私たち学生が1から企画の案を練り、それ

を実行させてもらうためのタウンミーティングは正解

がわからず、形がつかめず難しかった。そんな中で講師

の方々が手を差し伸べてくれたおかげで何とか形にす

ることができた。新庄市長や新庄まつりにかかわってい

る方々をお呼びして始まったタウンミーティングでは、

私たちの企画した案をさらに良いものにしようと意見

交換が行われ、何かを一から行うことや改善策を練るこ

とは、こんなにもいろいろな人がかかわって作り上げら

れるものなのだと実感し、新庄まつりはもちろんなのだ

が、様々な地域が抱える地域活性化などの問題はそう簡

単には解消できないものなのだとタウンミーティング

に参加しながら感じていた。私たち学生が企画した案は、

たくさんの賛成意見をいただき実行できることになっ

た。グループ全員が頑張った成果でもあるが、学習時間

外にも私たちのために時間を割いてくださり、手を差し

伸べてくれた講師の方々がいたからこそこのような成

果につながったのだと思う。 

 学生のうちにタウンミーティングで様々なジャンル

の方との意見交換や、どのように話せば説得することが

できるのかなどを考えながら進めていくことができた

ことは、社会に出て就職した際必ず役に立つときがくる

と思う。また、一年生のうちに今回のような貴重な経験

をできたことは、これから私自身の強みとなるのではな

いかと感じている。 

 私がこれから学んでいきたいと思っている地域の問

題について、今回のプログラムに参加して身近に感じる
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ことができたのも大きな収穫である。マンパワーの問題

や少子高齢化による伝承芸能の後継者不足というのは

新庄市に限った問題ではない。また、祭りとは直接関係

はないものの、新庄市内で見かけたシャッター街も地域

問題に含まれる。このような地域の問題は、実際に足を

運んでみなければわからない場面もあったと感じる。新

庄まつりやタウンミーティングといった初めての体験、

地域について触れることができたこと。フィールドワー

クに参加することができたからこそ学ぶことができた。

貴重な経験を活かし、山形大学の学生として私自身が今

できることをこれからも考えていきたいと思う。 

 

人文社会科学部 渋川 美幸 

 自分が新庄まつりで知ったのは、新庄の方々の祭り

に対する情熱と地元愛の素晴らしさです。 

最初に、新庄に来て驚いたことが人同士のつながり

の深さです。街を歩いていると地元の方同士が家族の

様に話をしていてこちらの心まで温かくなりました。

また、お寺の住職さんから新庄まつりや最上地方の歴

史を聴く貴重な体験も出来ました。他県出身の自分に

は山形を知る機会は貴重でありがたいものです。人形

を作成している北山さんのお宅にお邪魔したときは、

新庄まつりの長年続く伝統に直に触れることが出来ま

した。 

そこで、私はこのように考えました。新庄まつりは

この新庄市の皆さんを繋いでいるものなのであると。

新庄まつりに向けて大人から子供までが一丸となって

新庄まつりを作ろうとすることが新庄市の温かさの根

源なのであると思います。しかし、ユネスコ無形文化

遺産にも登録されてますます盛り上がっていきそうな

新庄まつりですが様々な問題点も浮き彫りになってき

ました。 

第一に、マンパワー不足。宿泊施設不足や外国人観

光客への対応など状況の変化に対応するには少々人手

不足の様に感じました。 

第二に、子供の祭りばなれ。祭りに参加しない子供

が増加しているという話を聞いたが、未来の祭りの担

い手である子供たちが祭りに関心を持たないのは将来

の若者の減少につながってしまうのではないかと思い

ます。子供たちに新庄まつりの魅力を知ってもらえれ

ば将来の新庄の活性化にもつながると思うのです。 

そこで、新庄まつりをいっしょに盛り上げ、問題点

を少しでもやわらげようと、外国人案内と囃子の体験

スペースの設置、子供向けクイズの作成、イケメング

ランプリの開催の三つの企画を提案させて頂きました。

幸いなことに新庄市の方々にも受け入れていただくこ

とができ今企画が実行できるよう準備をしています。

しかし、山大生が企画、運営をしているようでもバッ

クには多くの方々の支援とご協力があってこそ成り立

っているものだと思います。その方々へ感謝の気持ち

を忘れずに、新庄まつり成功に向け、私たちも新庄の

方々と一緒に頑張っていきます。よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 大場 俊介 

自分がこのプログラムを選んだ理由は、地元が仙台で

あり、「仙台七夕まつり」にすずめ踊りで参加したこと

があり、そこで祭りを盛り上げる面白さに気づいたため

である。「新庄まつり」は参加以前に聞いたことがあり、

結構有名であると思っていた。当然、「他の地域からも

多くの観光客が訪れる人気な祭りであり、自分たちがす

ることなどそれほどないのではないか」と思い込んでい

たが、実際に地元の方々と話すにつれてイメージとずれ

ていった。 

まず、新庄で出会った小山さんによると、新庄まつり

を通して新庄のファンを増やすという課題があった。新

庄まつりは歴史がある祭りで、地域に深く根付いており、

地域内の方々は大変な盛り上がりを見せている。また、

半年間も山車の製作に携わっているので、絆が強いよう

に感じる。その象徴に、お昼に行った店には、必ずや小

山さんのお知り合いがいらっしゃる。しかし、それが時

に祭りを新庄のファンを増やそうとしたときの難点に

なる。 

まつりを多くの人に知ってもらうには、他の地域から

の客が大切になってくるが、他の地域からの観光客が入

り込める余地がわずかしかないことである。今の若者を

祭りに呼び込むのに本来必要なのは、「祭りの歴史や伝

統」よりも、「行って楽しいか、SNSで魅力を発信するだ

けの価値があるか」だと思う。それをクリアできたとこ

ろで、ようやくSNS等で知名度が上がってくるのではな

いだろうか。 

また、今年ユネスコ無形文化遺産に指定されたことも

あり、外国人客の増加が見込まれている。だが、外国人

に向けたパンフの配布やポスターなどの設置はまだま

だ進んでいないのが現状である。 

そこで、自分たちが企画したのが、３つある。外国人

観光客に向けた英語版のパンフや看板の設置、子供向け

のクイズの作成、イケメングランプリである。特にイケ
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メングランプリは、まさに若者のSNS発信を利用した知

名度の向上を目指すためのものである。 

祭り当日に参加することも決めて企画を考えたが、費

用や交渉、場所の準備など、一筋縄ではいかないなと感

じた。協力してくださった新庄の方々の期待を裏切らな

いように、全身全霊で頑張っていきたい。これが新庄の

ためにも、そして自分のためでもあると信じて、祭りの

運営に携わりたいと思う。 

 

医学部 鈴木 千紗都 

このプログラムに参加しようと思ったきっかけは、小

学生のころに地元の大きな祭りに参加しており、地域の

人の温かさを実感できる祭りという文化が大好きだっ

たからだ。そして、大学生になった今、新庄まつりに関

してのタウンミーティングという能動的な機会に携わ

ることで、自分自身も成長できるのではないかという思

いもあった。現に二回のフィールドワークを終え、最初

に思っていたよりも大きな仕事を班員全員の力で成し

遂げる事となり、そして思っていたよりも自分自身が成

長できているように感じている。 

まず、第一回のフィールドワークでは、新庄まつりに

ついて本当に深く学ぶことが出来た。特に、山車や囃子

という祭りの表舞台だけでなく祭りの起源である戸澤

神社に足を運び、お話を聞くことができたのは貴重な経

験だったと思う。そして一観光客ならばなかなか見るこ

との出来ない山車製作現場や人形制作の場所を見学さ

せていただけたのも、このフィールドワークならではだ

と感じた。改めて新庄まつりの奥深さと地元の方の情熱

を実感し、この祭りを広めたいと強く思うと同時に、地

元の祭りについてこんなにも深く考えたことはなかっ

たという事にも気付き、新庄まつりだけでなく他の祭り

への興味も更に深まった。 

その一方で、実際に祭りで企画を行うという事になっ

たとき、地元の方の情熱を感じたからこそフィールドワ

ークで初めて新庄まつりに触れた大学生が祭りの中に

企画を持ち込んでも良いのだろうかと不安を感じた。だ

が当日のタウンミーティングでは、私たちの企画を高く

評価していただき、地元の方からは真摯な意見や企画の

中の盲点をご指導いただけた。この経験はとても大きな

自信につながった。また、綿密に準備をする事の大切さ

を感じた一日だった。 

タウンミーティングが成功したのは、講師の方々の支

えも大きいと思う。今回は祭りという文化の奥深さを知

ると同時に、素晴らしい講師陣の元で社会の中で企画を

一から立ち上げ実行することの難しさや楽しさを知る

ことが出来た。大学一年生の間にこのような社会勉強が

できることは本当に有り難い事だと思う。 

祭り当日の企画を成功させる為には企画についてま

だ話し合う必要がある。当日もかなり忙しないだろう。

だが、タウンミーティングを乗り越えたこのメンバーと

なら企画を実現できるだろうと感じるし、私自身もこの

伝統的な祭りを少しでも盛り上げられるようまだまだ

頑張りたい。 

 

医学部 大江 紗世 

私は今回、一泊二日のフィールドワークを二回、山形

県の新庄市で経験した。このプログラムを志望した動機

は、昔からそれぞれの地域の祭りが大好きだったからだ。

私は小さいころ親の仕事の関係で引っ越しを繰り返し

ており、その中でいろいろな地域の祭りに参加する機会

が多くあった。地域の祭りはその地域の特徴やそこの住

民の色が出ている気がして子供の私にとっても大変楽

しかった。今回山形に来て、新庄まつりという祭りがあ

ることを知り、その祭りの企画ができるということで面

白そうだと感じた。 

一回目は、新庄という地域自体についても無知な状態

での訪問だった。実際に行ってみると、まず新庄の人た

ちの人の温かさに触れた。新庄の方々はみんな話しやす

くて、話していてとても楽しかった。フィールドワーク

の内容としては主に新庄まつりについて知ることだっ

た。新庄まつりの起源となっている神社、山車の上に乗

せる人形を作っている家、さらに実際に山車を作ってい

る現場を拝見して、本物に触れることができた。これら

体験は今考えても非常に貴重な体験であったと感じる。

また、新庄という地域の歴史についても学んだ。様々な

話をお聞きするうちに、私もこの地域の活性化に貢献し

たいと思うようになっていた。しかし、この時点ではま

だ実感が湧いていなかった。 

二回目は、主にタウンミーティングの開催について

だった。準備の時点から非常に緊張し、他の十一人みん

なの緊張も伝わってきた。タウンミーティングには市長

もいらっしゃるということで、自分たちが考えた案をも

う一度詰めて準備は万全にして挑もうとみんなで思っ

ていた。タウンミーティングを翌日に控えた日の夜はみ

んなが緊張していて、なかなか眠れなかった。当日にな

り、最後のリハーサルをしていると私はなぜか絶対成功

するという自信が出てきた。何の根拠もなかったが、緊

張するだけでなく楽しもうとも思えた。実際、タウンミ

ーティングを終えてみると本当にあっという間だった。

地域の方々から様々な意見をいただくことができて自

分の中でも大成功だった。また同時に、自分たちが考え

たこの企画を最後までやり通そうという意欲もさらに

湧いてきた。 

私がここまで諦めずにできたのは、地域の方々のサポ

ートと私と同じ状況にいた班員のおかげだと思う。特に

今回の班員はみんないい人たちばかりで一緒にいてと

ても楽しかった。このメンバーで泊まることはもうない

と思うと少し寂しいが、このフィールドワークの活動は

まだ続くのでみんなで最後までやり遂げて企画を成功

させたい。 
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工学部 桑嶋 啓介 

私は、フィールドワーク１回目では、新庄祭りについ

て学んでみて、新庄祭りの歴史や文化を学ぶことができ

ました。特に、北山さんが作っていらっしゃる人形は、

実際の人間の歯や髪の毛を使っているということを聞

いて驚きました。また、それ以外にも新庄祭りが行われ

た由来や山車の製作期間、どのように山車が作られてい

るかも知ることができました。また、タウンミーティン

グの際に提案する案やどのように盛り上げるかを考え

ました。 

フィールドワーク２回目では、主にタウンミーティン

グを行いました。実際に、今年の新庄祭りで行うことは

３つあります。 

１つ目は、フォトスポットの設置です。これはユネス

コの登録に伴い外国人観光客が増えることを予想して

立案したものです。太鼓や鉦、法被を設置しておくこと

で祭りに来たということを実感してもらうことを目的

に行います。さらに撮った写真をSNSで拡散してもらう

ことで新たな観光客の獲得を見込むことができると思

います。 

２つ目は、子供向けクイズの作成です。新庄祭りの大

きな課題として将来の担い手不足が挙げられるので子

供に祭りの魅力を知ってもらうために行います。 

３つ目はイケメングランプリです。Twitterを使い実

際に新庄祭りに来ていない人にもイケメンの投票をし

てもらうことでたくさんの人に新庄祭りを広めること

を目的に行います。実際のタウンミーティングでは来て

いただいた方々からご意見やご好評をいただくことで

案をより良いものにすることができました。 

今回、フィールドワークを行ってみて多くのことを学

ぶことができました。新庄祭りに関してのことについて

はもちろんですがタウンミーティングを通じて立案す

ることの難しさ、実行することの難しさを学ぶことがで

きました。特に、実行については、今までは立案だけで

終わっていたため非現実的なものを考えていましたが、

今回は実際に自分たちが実行するということなので現

実的なものにしないといけなかったため苦労しました。

また立案についても多くの人が新庄祭りに関心を持っ

てくれるような案を考えることの難しさを実感しまし

た。１回目、２回目ともに実際に地域に赴き体験を通じ

て学習することで新庄祭りの問題に正面から向き合う

ことができたと思います。 

 

工学部 南光 伸哉 

 私はこのフィールドワークに参加するまで新庄まつ

りの知識はほとんどありませんでした。 

1 回目のフィールドワークで新庄まつりの歴史や祭

りが始まるまでの準備などたくさんのことを学びまし

た。そこで一番驚いたことは、とても大きな山車が毎

年１から作られているということでした。このことを

知ったとき、新庄市の方々の新庄まつりに対する熱い

思いがすごく伝わってきました。今回の新庄まつりは、

ユネスコ無形文化遺産に登録された最初の祭りです。

今年は今までよりも多くの人が訪れることが予想され

るため、私たち大学生の考える企画でたくさんの人を

集めようと考えました。しかし、話し合いは思うよう

にはいきませんでした。新庄市にはお金がなく、やれ

る企画が限られてしまうからです。たくさんのアイデ

ィアが出た中で決定した企画は、外国人誘客スポット

の設置、新庄まつり深く知ってもらう子供向けクイズ、

イケメングランプリです。これらを２回目のフィール

ドワークのタウンミーティングで提案することになり

ました。 

２回目のフィールドワークは、タウンミーティング

の準備でとても忙しかったです。学生だけでできる範

囲でさらにできることはないかをみんなで話し合いま

した。講師のサポートもあり話し合いはとてもいい方

向に向かっていきました。タウンミーティングでは３

つの企画を新庄市長や市役所の皆様に提案をし、その

提案に対してたくさんのアドバイスをしていただきま

した。学生だけでの話し合いで気付かなかった提案を

していただけて、とても良いタウンミーティングにな

りました。 

フィールドワークに参加するまでは、企画運営まで

することになるなんて思ってもいませんでした。すべ

てが一からのスタートだったので、この４日間はとて

も内容の濃い時間になりました。学生主体でやる活動

でしたが、話し合いで行き詰まってしまったときに講

師の方々に助けていただいたこともあり、とても有意

義な時間を過ごすことができました。世界に認められ

た新庄まつりに携われることはとても楽しみです。こ

れから本番までの準備はとても大変であると思います

が、メンバーで協力し合いながらやっていきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 小野寺 敬志 

「新庄まつり」の全国、世界の知名度はどのくらいな

のだろうか。自分は、このプログラムに参加するまで、
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こんな祭りがあること自体知らなかった。町の人と話し、

どのようなまつりなのか理解し、実際に祭りに触れるこ

とで、なぜこんなに素晴らしい祭りを知らなかったのか

疑問に思った。地域の中だけで終わらせず、たくさんの

人に知ってもらい、実際にこの地に足を運んでもらえる

ようにするために自分たちができることについて今回、

私たちの班では考えた。自分たちのテーマは、「新庄ま

つりファンを増やすために私たちがお手伝いできるこ

と」だ。 

まず、私が感じた新庄市について述べる。新庄市は、

「人」がいい街だと思った。確かに、遊ぶ場所が少なく、

シャッターが閉まっている店も多く見受けられた。しか

し、町の雰囲気自体は悪いものではなかった。それは、

町の人々が元気で生き生きとしている人が多かったか

らだと思う。自分たちが現地で実際に会った町民は数十

人で、町の人全員に会ったわけではないが、全員が全員、

目を輝かせながら話をする人たちばかりで、何より町の

ことに関して真剣だった。ここまで、みんなが町の活性

化に向けて奮闘している姿が印象的であった。自分の出

身の地元も新庄市と同じ地方の小さな町だが、同じくら

い本気になって町のことを考える人がどのくらいいる

のか疑問に思った。 

そのくらい、結束力の強い町であることを感じたが、

そこにこの町の課題を感じた。町の結束力が強すぎて、

また、町の人達が自分たちのまつりに集中しすぎて他の

観光客が祭りに参加しづらいのではないかという点だ。

まつりは町の人たちのもので、町の人たちが楽しめなけ

れば意味がない。しかし、この町では観光客、更には後

の後継者を取り入れようと努力している。今流行りの

「共有」というのが大切なのではないかと思った。 

実際、祭り当日にプロジェクトを計画し、自分たちで

活動を行う。しかし班単位ではなく、個人単位で自分が

この町のためにできることは、ほんとに小さなことだと

思う。それは、自分がこの祭りのファンになることだ。

こんな風に、この祭りに関わった人たちがひとりでも多

く「新庄まつり」のファンになってくれればと願う。 

 

工学部 永谷 大貴 

 今回フィールドワークをするにあたって、自分はこ

の新庄まつりを自分たち大学生の若い力で変えてやる

という思いで、第 1 回目の新庄まつりのフィールドワ

ークに参加しました。ですが、1 回目のフィールドワ

ークで新庄まつりの歴史を知り、新庄市の今の課題が

みえてきました。このことから、簡単に新庄まつりを

変えることができないということがわかりました。例

えば、今の新庄まつりは毎年50万人以上の観光客が来

ていますが、今年からの観光客 100 万人を目標にした

場合、お金もなく大学生だけの企画で新庄まつりの歴

史を変えることなくどうするのか、企画を一から考え

ていくことが、どれほど難しくつらいことかがわかり

ました。ただ、自分たちも真剣に取り組んだおかげで、

第 1 回のフィールドワークのうちに企画のほとんどを

作ることが出来ました。企画としては、昨年にユネス

コの無形文化遺産に登録されたので、外国人のための

誘客スポットを設置したり、1 回目で体験した囃子体

験がよかったので、その囃子体験を設置し、子供のた

めにクイズを設置したり、今年来られない人たちや、

新庄まつりを知らない人たちに知らせるために、新庄

まつりイケメングランプリを SNS で開催を考えました。 

第 2 回のフィールドワークでは、1 回目に考えた企

画を実際に実行するために新庄まつりを経験したこと

がある市長さんや、屋台連盟の方々にもお越しいただ

いて、この企画を実行するために足りないことを教え

ていただき、よかったことなども伝えてもらえて、成

功で終わることができました。 

ただ、自分たちのこのフィールドワークは終わった

わけでなくこの企画を成功させるためにまだまだ動か

なければならないことが残っています。タウンミーテ

ィングでもらった意見をもとに実際にやる企画を成功

に収めるために動いていきたいと思います。 

 

農学部 伊藤 莉穂 

私は、まだ小学校低学年ぐらいの時に新庄まつりに

行ったことがある。その時に見た山車の迫力や煌びや

かさが記憶に残っており、今回のフィールドワークに

参加した。新庄まつりの歴史や山車に関する知識、人

形についてなど本やインターネットで調べるだけでは

分からないことを知ることが出来た。 

 まず私が驚いたのは、新庄市の人々の祭りに対する

想いの強さと知識の豊かさだ。自分の地元にも祭りは

あるし参加したこともある。しかし、祭りの歴史につ

いてはあまり知らないものが多かった。対して新庄市

の方々は小学生でも一般の大人より新庄まつりの歴史

や山車に関する知識を有しているという。そして、新

庄まつりに対して誇りを持っている。ここまで地域の

人に愛され、長い歴史を持っている祭りは数少なく貴

重なものだと思う。フィールドワークで訪れた時はま

だ新庄まつりまで一か月近くあったのに、市全体がま

つりに向けて活気づいていて街の至る所にポスターな

どが貼ってあった。 

 ここで私が気になったのが、新庄まつりの素晴らし

さを上手く外に発信しきれてないのではないかという

ことだ。観覧席やポスター、公式HP、パンフレットな

ど宣伝活動を行ってはいるものの、新庄まつりを全く

知らない他県の人がそれを見て実際問題訪れようと思

うかということには疑問が残る。何故なら、ポスター

や動画紹介などは大きな祭りであればどこの地域でも

行っているからだ。地域の人が誇りに思い、長い伝統

と技術を持ち、ユネスコ無形文化遺産に登録された新

庄まつりがもっとたくさんの人に認知され、観光客を
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増やすために私に出来ることは何だろうか。 

 4日間のフィールドワークを通して、「新庄まつりフ

ァンを増やすために私たちがお手伝いできること」と

いうテーマのもと 3 つの企画の運営をすることになっ

た。大学生の視点から考案した企画を大学生の力で運

営する。ここまで計画が進んだのは、小山さんをはじ

めとする新庄まつりの代表の方々のおかげだ。外国人

観光客と子供、他県のより多くの人たちに興味を持ち

新庄まつりを訪れてもらえるよう企画の成功に尽力を

尽くしたい。そして、沢山協力してくださった方々の

期待に添えるような働きをしたい。 

 

農学部 本間 貴大 

私は地元の大好きなまつりをもっと多くの人に知っ

てもらいたいと言う気持ちがあり、このプログラムを選

択した。 

1回目のフィールドワークでは新庄まつりの山車や歴

史、人形について実際に目や身体で学んだ。新庄市民の

私でも知らないことがあり、もっとまつりを知りたい、

知ってもらいたいという気持ちが強くなった。その中で

新庄まつりの課題として、外国人観光客の対応やまつり

の後継者不足が浮き彫りとなって来た。これらの課題を

解決するためにできることを、若い目線から企画を考え

た。企画を考える上で大変だったことは、現実的に可能

なのかまで考えなければならないことだ。ただ案を出す

ことは誰でもできるが、実際に実行する時にどのように

するのか、どこまでが可能なのかを考えながら企画を考

案することはとても難しくやりがいのある物だった。そ

の結果私たちは3つの企画を考案した。 

2回目のフィールドワークでは企画の詳細の決定とタ

ウンミーティングを行った。これらの活動の中で大切だ

と思ったことは、共有することだ。企画の内容について

それぞれイメージが違っていて、詳細を決めるのに時間

がかかった。しかし、この過程がタウンミーティングの

成功には欠かせない物であり、それぞれが思っているこ

とを共有し、1つの意見として提案することができた点

はとても良かった。タウンミーティングで市長などに企

画を提案するという経験をして、とても緊張し、自分達

が考えた企画を提案するということは大変であったが

その分やりがいがあり、楽しかった。 

私は班長としてこのフィールドワークに参加した。正

直自分で大丈夫なのか、本当に務まるのか不安であった

が、班員のやる気と協力のおかげで進めることができた。

1回目は担当者の方にしていただいたことが多かったが、

2回目は自分達で話し合いを進めることができたと思う。

このフィールドワークで社会に出て役に立つリーダー

シップなどの能力を高めることができ、人として成長す

ることができた。 

私たちはフィールドワークで終わらずに新庄まつり

当日に3つの企画を実施する。本当に実施するとは思っ

ていなかったが、やる気と勢いのあるこの班で最後まで

やりたい。これからも企画の準備が大変であると思うが

協力してがんばりたい。そして企画を成功させて新庄ま

つりファンを増やしたい。 
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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 29 年 6 月 17 日(土)～18 日(日)、7月 8日(土)～9日(日) 

 

○受 講 者：加藤 野枝（記録）、平沼 佑貴（班長）、大内 南美(発表)、松岡 睦実（記録）、 

吉田 朝佳（発表）、吉羽 友美恵（記録）、野口 裕貴（発表）、平原 理宇（副班長）、 

太田 温大（発表）、吉田 彩人（発表）、渡辺 陽紀（班長）、森 隼人（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】６月１７日（土） 【１日目】７月８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 宿泊先へ 

 

 

08:00 山形大学発 

09:40 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 宿泊先へ 

 

 

【２日目】６月１８日（日） 【２日目】７月９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 

16:20 新庄東山焼  

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！」 

 

人文社会科学部 加藤 野枝 

 私は今回のフィールドワークを通して普段の生活で

はできない経験をし、たくさんのことを考ました。特

に体験を行う上で欠かせないチームワークについて、

そして東山焼を通して涌井正和さんから学んだことに

ついて述べていこうと思います。 

私たちの班は、最初の顔合わせで全員揃わなかった

のにも関わらず、班の役割分担や最初の時点でどのよ

うな発表にするかまで話を進めていました。振り返る

と、みんな焼物体験を心待ちにしていたのだと思いま

す。当日もみんなで分担して作業をすることが多かっ

たのですが、一人一人が主体的に行動していました。

作陶はろくろが回り始めるとみんなとても集中してい

て、時間が「あっ」という間に過ぎていきました。私

は作品を作るごとに、どんどん思うように形が作れる

ようになっていき、ろくろの面白さの虜になっていき

ました。これからも機会があれば自分の作品を作って

いきたいと思います。 

昼食は毎回自分たちで調理、片付けを行いました。

最初は何からしたらいいか分からず、時間がかかって

いましたが、最終日ともなると時間が余り、近くで開

かれていた「あじさい祭り」にみんなで行けるほど早

くできるようになりました。４日間しか同じ時間を過

ごしていないのに、その人となりまでも分かるくらい、

とても濃密な時間を過ごすことができました。 

講師の涌井和正さんから学んだこともたくさんあり

ます。まず、私が驚いたのは涌井さんが広島出身、東

京でサラリーマンをしていたことです。まさか自分が

山形に住んで陶芸職人になるなんて、涌井さんは私と

同じ歳の時に思いもしなかったでしょう。そこで私が

涌井さんから学んだことは、何事にもチャレンジする

ことです。現在涌井さんは60歳を超えていますが、と

ても若々しくエネルギッシュな印象を受けます。私は、

今もなお、枠にとらわれず、新しいことへの挑戦を続

けているからだと思いました。挑戦することは、先が

見えず不安なことです。しかし、一歩踏みだすことが

できた人にしか見ることのできない景色があるはずで

す。涌井さんのように一歩踏み出せた人はとても輝い

て見えます。私はそんな輝いた人になりたい、涌井さ

んをみてそう思いました。 

今回は陶芸の面白さはもちろん、挑戦すること、主

体的に経験することの大切さを学ぶことができました。

私の人生の中で、これからきっと活きてくるはずです。

この気持ちを忘れることなく、さまざまなことにチャ

レンジしていきたいです。 

 

人文社会科学部 平沼 佑貴 

私が当プログラムを受講した理由はプラモデルをは

じめとした細かい作業の趣味の延長線上の興味や、将来

的に日本文化について詳しくなりたいという思いから

でありました。またガイダンスの資料、パワーポイント

にて写真を通して初めて東山焼を見たとき、美しい青色

に惹かれたという衝動的なものもあったかもしれませ

ん。そして当プログラムを通しての座学、実技はもちろ

ん、班での活動は短期間にたくさんの知識と経験を得る

ことができ大変有意義でした。また、当然ただの実地研

修ではない、大学生らしく地域課題の発見と解決につい

て考えることは過疎化に悩むふるさとの町おこしにつ

いて参考にできそうだと思いました。当プログラムの企

画に携わりました皆様方ありがとうございました。 

当プログラムでは、東山焼を主軸に様々な陶器と特徴、

歴史、製法など様々なことを教えていただきました。今

もすべて天然からの素材で作ることができること、木に

よって吸収する成分から焼いたときの色が変わること、

またどの時代にも先人たちの試行錯誤の努力があった

こと、最近の塩ビパイプなどをはじめとした工業製品よ

り優れている部分があること、他にも数え上げるとキリ

がないほど面白い話が聞くことが出来ました。これによ

って日本の伝統文化について１つ詳しくなることが出

来ました。また班においては班長を務めさせていただき

ました。班長らしく振舞えられたかというと、皆に支え

られながらでしたので至らぬところも多くありました。

実際に作業も不器用でしたし、話し合いは女子が引っ張

ってくれることが多くありました。が、他の場面で班員

についてよく気を配ることはできたと思います。 

難しかったことといえば、やはり課題の発見が難しか

ったです。1回目のフィールドワークでは見つけること

はできませんでした。また２回目のフィールドワークで

は前日までに備えた質問を皆としてみるも解決済みあ

るいは問題ではなかったりしていて、最終日に何とか見

つけられたのが幸いでした。 

楽しかったことはたくさんありますが、中でも印象的

だったのは最終日の焼く作業を炎天下の中でしたこと

です。山形の暑さと相まって滅多に感じることのないほ

どの暑さでいい思い出でした。また、粘土が炉の中でア

メのようになる光景が新鮮で印象深かったです。実は今

まで集団での共同作業は避けたい性格の節があり、今回

のワークでそれを直すことができました。知識としての

世界だけでなく、人と接することで広がる世界も今回の

ワークでは広げることが出来ました。 

長く拙い文となりましたが、このワークでは大きくま

とめて伝統文化の陶器についての知識、地域課題の発見

と解決能力、グループワークへの慣れを得ることが出来

ました。 

 

地域教育文化学部 大内 南美 

宮城県出身の私は、東北大震災当時、例に漏れず被

災した。元々小学生の頃に陶芸教室に通っていたのだ

が、震災の影響で作品のほとんどが割れてしまってい

た。このフィールドワークを選んだのは、「もう1度作

陶に触れ、自分の作品を作りたい。子どものときには

分からなかった技術と伝統を学びたい。」という思いか
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らだった。私は計 4 日間の体験を通し、陶芸に関する

知識はもちろんのこと、チームワークや恐れずに挑戦

することの大切さについて学ぶことができた。 

 体験活動で印象に残ったのは、実際に自然にあるも

のから粘土を生成したことである。今まで作ったこと

のある陶芸作品は市販の粘土を使用しており、練り終

えた柔らかい状態のものだったので、どのように生成

しているかなど考えたことがなかった。掘り起こした

ばかりの土でも、既に粘土質の部分が存在していて、

小枝や石を取り分けたものを土練機に通すと、誰しも

が思い浮かべるような「粘土」が生まれる。ただの土

が焼物の材料に姿を変える様子を目の前で見ることで、

焼物は自然に存在する資源のみを使って生み出されて

いるということを再認識した。加えて、2 回目に行っ

た釉薬づくりでも、木を燃やして作った土灰や長石を

使うことで、粘土づくり同様不要になった部分は自然

に返すことができると知り、環境資源の大切さを改め

て感じた。 

 作陶の体験以外でも、班のメンバーと一緒に協力し

て昼食や夕食を作ることでチームワークが高まり、効

率的かつ楽しんで行動することができた。また、お互

いに意見を出し合い、考えを共有することで、より良

い探求を行うことができた。 

 講師である涌井正和さんからは、諦めずに挑戦する

ことの大事さを学んだ。新庄東山焼は、一般的な食器

だけでなく、土管の製作や農業・工業に使用する建設

用タイル、現在では水質を浄化するレンガの研究製作

など、様々な注文を受け入れてきた。時代に合った社

会のニーズにこたえるために諦めず挑戦することで歴

史を繋いできたのである。また、涌井さん自身、若い

ころはサラリーマンをしていて、東山焼を継ぐなど思

ってもみなかったという。涌井さんのお話を聴いて、

最初から「できない」と決めつけず行動することで道

は開けるのだと大きな勇気と希望をもらった。この経

験は、大学に入って半年になる今、残りの大学生活で

何ができるのか、自分がやりたいことは何か、目標に

向かって努力し挑戦しているかなど自分を見つめ直す

きっかけになった。残りの大学生活で悔いを残さない

よう、やってみたいと思ったことは積極的にチャレン

ジし、努力していこうと思う。 

 

理学部 松岡 睦実 

私は以前から焼き物に興味があり、一度は体験してみ

たいと思っていた。そんな時、東山焼という焼き物体験

が土を作るところからできると知り、貴重な体験ができ

ると考えこのプログラムを選んだ。四日間の体験を通し

て、東山焼を初め様々な焼き物のこと、班のみんなと協

力することの大切さや楽しさなどたくさんのことを経

験し、学ぶことができた。その中でも特に印象に残って

いることについて述べようと思う。 

まずは、粘土についてである。そこの土地にある土を

掘り起こし、そこから小石や木の枝を取り除き、それを

練って粘土を作っていた。私はそうやって作っていると

知った時、純粋に驚いた。これまで、粘土がどのように

作られるのかなんて考えたこともなかった。なので、実

際に目の前で粘土が生成されていくのを見て、当たり前

のように身の回りに存在しているものがこんな風に姿

を変えるのだ、と感動した。 

次に、ろくろについてである。私の中で「焼き物」と

いえば「ろくろ」というイメージだったので、それを体

験できるのを楽しみにしていた。初めに涌井さんがやっ

ているところを見せて頂いたのだが、その粘土を自在に

操る姿には長年の努力と技術力を感じた。その後、自分

でも実際にろくろをやってみたのだが、とても難しかっ

た。上手く形が作れなかったり、最後に切り離すときに

失敗して形がつぶれてしまったりしてしまった。涌井さ

んは簡単にやっているように見えたが、それはやはり長

年の経験と鍛錬によるものなのだと改めて感じた。 

最後に、涌井さん自身についてである。涌井さんは婿

入りしてこの仕事を始め、もともとはサラリーマンをし

ていたそうだ。それでもここまでの技術と知識を身に着

け、東山焼を支えているのは相当な努力を重ねた結果な

のだと思う。何事にも諦めず挑戦し、今もなお新しいこ

とにチャレンジし続ける涌井さんの姿には感銘を受け

た。常に新しいことをするということはなかなかできな

いことなのだと思う。そんな姿から、私もすぐに諦める

のではなくまずはやってみよう、という気持ちと勇気を

貰うことができた。 

この四日間で本当に様々なことを学び、経験させてい

ただいた。この経験は私にとってとても大きなものとな

った。ここで学んだことを忘れずに、今後の大学生活で

は何事も「諦めないこと」、「挑戦し続けること」を大切

に過ごしていきたい。 

 

理学部 吉田 朝佳 

私たちは新庄市へ行き４日間東山焼や焼き物につい

ての学習、作陶体験を行いました。私がこのプログラム

を選んだ理由は、幼い頃からものづくりに強い関心があ

ることと、過去に作陶体験をしたものの上手くいかなか

った記憶があるので作陶に再挑戦したいと思ったから

です。４日間、講師である涌井正和さんに様々な活動を

通して東山焼や新庄について教えていただきました。そ

のなかでも特に印象に残ったことを２つ紹介したいと

思います。 

１つ目はものづくりの楽しさです。今回の活動では粘

土を掘るところから始まり、粘土を練る、作品を形作る、

釉薬を作る、釉薬をかける、窯で焼き上げる、というよ

うに普通は体験できないようなことがたくさんありま

した。初めて体験することや自分が使うものを作ること

はとてもワクワクしました。また、２回目の活動時に１

回目の活動で作った焼き物の完成品を頂いた時は、嬉し

くてたまりませんでした。上手くいかないこともたくさ

んありましたが、それもものづくりの楽しさの１つだと

感じました。ものづくりの楽しさを再確認させてくれた

この活動に感謝したいです。 

２つ目は実際に体験することの重要さです。私たちは
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体験活動の事前に東山焼についての調べ学習を行いま

した。しかし現地へ行くと、事前学習で知ったこと以外

に新たな発見がたくさんありました。例えば東山焼の特

徴である軽くて丈夫なこと。これは実際に手に取ること

で初めて実感を得ました。また、油滴天目の綺麗な斑紋

は写真ではなく実物の方が遙かに綺麗で心を揺さぶら

れました。ろくろ回しではお手本のようにやろうとして

いるつもりでも上手くいかず、苦労しました。私はこれ

らの体験を通して、インターネットを通じて手軽に間接

的に情報が手に入る現代だからこそ、直接的な情報、す

なわち実体験がとても重要であるものだと感じました。

同時に普段の自分は間接的に得た情報のみで満足して

しまい、身をもって知ることを疎かにしているとも感じ

ました。私は何かうまくいかないことがある時にあれこ

れ考えて工夫するのが好きなので、もっといろんなこと

に挑戦していこうと思いました。 

この活動を通して私たちは東山焼の魅力がたくさん

知ることができました。フィールドワークに参加できて

本当に良かったと思っています。これからは私も東山焼

について情報を他の人に伝えることができるようにな

ったので、地元の人や県外の人、学内の学生、海外の人

にも東山焼の魅力を伝えていきたいと思います。もっと

多くの人に東山焼を知ってもらいたい、心からそう思え

る貴重な体験活動でした。 

 

医学部 吉羽 友美恵 

１回目の１日目は様々な焼き物の歴史を講義で学び、

粘土採り、手びねりの技法により作品作りを行った。日

本における焼き物の歴史は縄文土器から始まっている

と考えられる。それから渡来人による焼き物の技術の伝

来によって、様々な窯が開かれてきた。一概に焼き物と

いっても窯ごとに原料や釉薬も異なり、特色があること

を学んだ。 

新庄焼ではかつて沼地であった新庄の土を掘り起こ

して使用している。実際に粘土採りをしてみて、粘土の

粒子の細かさにより土自体の色も異なっていることを

目で見て確かめることができ、良い体験となった。土を

採ってきてからも、不純物を取り除いたり、水と混ぜて

できた泥をこしたりといった工程を経てやっと利用で

きるようになる。簡易的に粘土を作らせていただいたが、

手間のかかる作業であり、作品を作るよりも以前の工程

から職人の方々の仕事は気の抜けない作業の連続であ

ると実感した。自分の作品作りでは、土の扱い方を学ぶ

ことができた。 

２日目は山形の焼き物や新庄焼自体の歴史を学び、ろ

くろを使った作品制作を行った。 

 今回、講師として教えていただいた涌井正和さんは６

代目でいらっしゃる。初代の涌井弥兵衛氏が開窯して以

来、どんな人にでも親しまれ、日常生活で使用できる焼

き物を製作してきた。かつて作られていた土鍋は柳宗悦

の『手仕事の日本』で、「土鍋としては日本中のもので

最も美しいでせうか」と言わしめるような品である。そ

の他にもレンガや土管といった工業製品を製作し、現在

では７代目も含め、水を浄化するレンガや陶器でできた

水槽など、伝統を守りつつも時代に合わせて製品を作っ

てきていることを知った。 ろくろでの製作、土練りの

作業は本当に難しく、職人の方の技術の高さを痛感した。 

２回目の１日目は釉薬の種類などを講義で学び、釉薬

つくりや釉薬塗を行った。 

 釉薬は含まれる鉱物などによって色が異なる。使用す

る材料や分量、焼く温度によって色の出方なども異なる

ため難しい作業であると学んだ。教わった通りにやるだ

けでも大変な作業であった。一から作るための時間や労

力を考えると、釉薬づくりは奥が深いと感じた。 

 ２日目は窯について詳しく学んだ。 

 窯の始まりは須恵器を焼くための穴窯である。秀吉の

時代になると登り窯も用いるようになる。現在はこのほ

かに、灯油窯やガス窯、電気窯などが利用されている。 

 今回のフィールドワークでは穴窯を見せていただい

たことが印象深い。穴窯は窯ごとに個性がある。例えば、

涌井さんの話では当初は４００点中２点しか成功させ

られなかったそうだ。窯の使い方は、教えられるもので

はなく、作品の置き方や向きといった配置を工夫し、

徐々に使いこなせるようになるもので、自分で習得しな

ければならない技術である。焼く工程においても職人の

経験と技術力を求められることを知った。 

今回のフィールドワークでは、新庄東山焼について学

ぶとともに、様々な苦労や試行錯誤を経て作品を作り続

けてきたことに感銘を受けた。涌井さんはただ良い作品

を作るために技術を磨くだけではなく、作品研究、営業

など１人で何役もの仕事をこなされている。涌井さんの

ように、幅広い視野を持ち真摯に仕事に向き合うことの

重要性も今回の経験を通じて学ぶことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医学部 野口 裕貴 

活動１回目の１日目として、まず活動の最初に私た

ちが紹介してもらったのは、様々な時代の、色々な地

域の焼き物であった。焼き物の原点となる縄文土器か

ら始まり、より形の整ったすらっとした弥生土器、そ

してそれぞれ固有の味を醸し出す日本六古窯の数々の

陶器等を、新庄東山焼六代目・涌井正和さんが見せて

くださった。特に、日本六古窯の紹介では、低温、高

温で焼き上げたときのそれぞれの焼き物の出来上がり
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が違うこと、各土地柄や風土等が色濃く焼き物に反映

されていることを肌で感じた。 

現代の便利な数多くのプラスチック製品に囲まれて

生きてきた私にとって、これらの伝統ある陶器はかな

りの新鮮なものであっただけでなく、焼き物の世界に

浸りたいという好奇心を旺盛にしてくれた。 

次に、焼き物の原料となる粘土を実際に採取しに行

った。普通の路肩にある土かと思いきや、色は灰色で、

弾力が強く、こねて土器にするのには最適な土だと思

えた。何年もの歳月を経てできた粘土層を間近にし、

今まで以上に土に対して深み、ありがたみを感じた。 

そして、その掘ってきた土をもとに、手作りの焼き

物第一弾を作製した。不純物や石ころなどがまだ粘土

に混じっていたため、無骨なものではあったが、初め

て自らの手で作った作品は唯一無二のものとなった。 

２日目は、まず涌井さんによる東山焼についての概

要紹介ではじまった。かねてから、私は山形県内で焼

き物製造に営む方が年々減少しているのではないかと

危惧していた。しかし、製造場は県内50か所にまで増

加したときき、正直とても驚いた。 

 次に、新庄東山焼の歴史を伺い、その時代に合わせ

て東山焼の用途が様々であったことがわかったと同時

に、代々受け継がれてきた伝統ある焼き物の一つであ

ることを再確認した。 

また、その歴史紹介のなかで、これまで先祖が苦労

して作り上げた数々の作品を拝見した。中でも、今で

は製造されなくなった貴重な東山焼の磁器は、白地に

青色の染料が施されており、とても鮮やかで、印象深

いものであった。その後、私たちは、念願のろくろを

用いての作陶に取り掛かった。『粘土練り３年、ろくろ

回し１０年』というだけあり、粘土の中心がずれたり

形が整わなかったりと、想像以上に集中力の必要な難

しい作業であった。 

活動２回目の１日目、今回の活動の中心は、釉薬作

りと作品の窯焼きであって、まず初日は陶器に施す釉

薬を作ることにいそしんだ。主に釉薬は、長石と木の

灰が材料で、ここから沈殿物を数回こしとり、コバル

トや酸化銅、酸化鉄を混ぜ色味が加えられてできる。

実際にこの作業を行ったが、とても緻密かつ地道な取

り組みであると同時に、とても重要な工程であると感

じた。 

活動最後の日は、自分の作品を実際に窯で焼く作業

が中心となった。まず工房の中にある大小さまざまな

窯を拝見し、焼きあがる仕組みを学んだ。ゆっくり窯

の中で焼かないと、作品が破裂してしまうため、１時

間に３０℃ずつ徐々に上げるときき、これもまた忍耐

力のいる作業だとわかった。 

そして、最後にこれまで丹精込めて作ってきた自ら

の作品を、高温のミニ窯でゆっくりと焼き上げた。窯

の中はものすごく熱かったが、独自の作品が窯から取

り上げられたときは、素直にとてもうれしかった。 

作陶は初めての体験であったが、自分の手で、掘る、

練る、塗る、焼くすべての工程を通して、独自の焼き

物を作り上げることができた達成感はとても大きなも

のと実感している。 

また、先祖代々が各時代の需要に沿って臨機応変に

陶器の在り方を変化させ、後世に残る素晴らしい焼き

物が受け継がれている新庄東山焼に、自分もこのよう

な形で携われたことは貴重な経験になりとても光栄に

感じている。 

 

工学部 平原 理宇 

 私は 4 日間新庄市の湧井さんの元で作陶体験をさせ

ていただいた。 

 焼き物には磁器と陶器があるが、今回は陶器の作り

方を教えていただいた。陶器は土を焼いて硬度を上げ

て作る器である。土であればいいということではなく、

選ばれた土を使う。私たちは工房の近くにある地下か

ら掘った土を使って作らせてもらった。とってきた土

はすぐに陶器にできるわけではなく不純物を取り除い

たり土を細かくしたりして精製しなければならない。

機械を用いて精製したが、それでも小さな石などが残

っていてできた粘土は荒いものだった。粘土を精製す

るだけでも非常に手間がかかることを、身をもって知

った。縄文土器などにも触れさせてもらったが、実に

硬く精巧にできていて機械のない時代にこれほどのも

のが作れるのかと驚いた。 

 釉薬は釉薬の原料と水を混ぜて撹拌し精製すること

で作る。原料となるのは長石や木の灰、酸化鉄や酸化

銅などである。この原料によって色や模様が変わる。

例えば酸化鉄が入っていれば、黄や赤、黒などの色が

出る。釉薬製作も体験させてもらったが、焼き物と同

じように自分で作るのは大変な作業だった。さらに、

釉薬の粘度によってもまた色や模様が変わってきたり

するが、これは経験によって分かることであり、長年

研究しなければ作りたい色を出せるわけではない。火

鉢を使い、自分たちで作った粘土に釉薬を付けて焼か

せてもらったが、うまくいって綺麗なつやと色が出た

ものもあったが、色がくすんだりヒビが入ってしまっ

ていたり、なかなかうまくいかなかったものもあった。

これは温度によるものと考えられる。 

 このような体験をさせていただいた上で世の中に出

回っている陶器を見てみると本当に精巧にできている

のだなと感じた。 

新庄市の良さとして、新庄市は緑が多く空気がきれ

いで、非常に心が休まるようなところだった。瓦屋根

の家や古風な家が多く、なつかしさや親しみを感じる。

行くたびに近くの野球スタジアムからは大きな声援が

聞こえ活発に活動しているので新庄市の学校は部活動

にもきっと力を入れているのではないだろうか。2 回

目のフィールドワークの時は紫陽花祭りという催しが

あったので行ってみたが、出店もいろいろとあり、人

も多く栄えているという印象を受けた。 

 今では粘土や釉薬はネットで手軽に買えるため、手

軽に作陶はできる。そのため陶器がたくさん世の中に

出回っている。そんな中で伝統ある新庄東山焼がどう
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やって名を広げていけるのかが課題である。私は実際

に東山焼に触れていただけたら、その美しさと精巧さ

をわかっていただけると信じている。東山焼に触れる

機会を増やせばいいのではないだろうか。 

最後に、このような貴重な体験をさせていただいた

新庄東山焼の方々、特に湧井さんに感謝を伝えたい。

ありがとうございました。 

 

工学部 太田 温大 

私の班では、4日間、新庄市で東山焼というものを体

験してきた。フィールドワークで東山焼のプログラムを

見るまでは、東山焼のことは全然知らなかった。このプ

ログラムに参加したきっかけは、幼い頃からものづくり

に興味があり、職人さんの技やどのような努力をして伝

統を守っているのかにとても興味があったからだ。第1

回目の2日間は、東山焼だけではなく、ほかの地域で作

っている焼き物の話をしていただいたり、ろくろを使っ

てコップや茶碗を作ったり、焼き物に使う粘土を掘る過

程から体験させていただいたりと、とても貴重な体験を

させていただいた。2日目は、うわぐすり作りや実際に

うわぐすりを塗り、色を付けたりといった体験や、東山

焼がほかの焼き物と差別化するためにどのような工夫

を凝らしているかなどの話を聞かせていただいた。 

今回東山焼について教えてくださった涌井さんは、陶

芸教室も営んでいるそうで、最近では海外のお客さんも

多いとおっしゃっていた。このように日本人だけでなく、

海外の方々にも日本の伝統を守る職人さんの技術や魅

力を知ってほしいと思った。フィールドワークの事前学

習では、東山焼の歴史や新庄のことについてよく調べて

いったが、実際に行ってみて知ることがとても多かった

ように思った。その中でも一番印象に残っているのは、

うわぐすりの色が青、緑、白とあったのですが、焼く前

の色はほとんどすべて同じ色だったことだ。混ぜる金属

によって焼いた後に色が変わるというのが驚きで、とて

も印象に残っている。また、涌井さんは、東山焼のコッ

プや醤油さしはキレの良さを特徴としているとおっし

ゃっていた。実際に見てみたときには、水にきれがすご

く良くて驚いた。職人さんの工夫と努力が詰まっている

のだと思った。また、水をきれいにするレンガや、陶器

で作った水槽などもあった。この4日間は、私にとって

初めて知ること、体験することばかりでとても濃い4日

間だった。フィールドワークに参加する以前よりも焼き

物や伝統品に関する知識も増え、興味が増したように思

う。今度は、まだ東山焼のことを知らない人たちに向け

てたくさんの情報を自分たちが発信し、少しでも多くの

人が伝統というものに興味を持ってもらえたら良いと

思った。 
 
工学部 吉田 彩人 

私は 6 月 17～18 日、7 月 8～9 日の 4 日間新庄市で

東山焼作りを体験した。このプログラムを選んだ理由

は、山形県の伝統・文化に触れ山形県の魅力を知るた

めであった。私は栃木県出身のためこのプログラムを

受けるまでは陶芸品といえば益子焼しか知らなかった。

しかし、今回の体験を通して東山焼やその他の陶芸品

について知ることができた。 

第一回の二日間は、座学では東山焼とその他の焼き

物の歴史・特徴や焼き物作りの工程について学び、実

技では粘土採りや加工作業、轆轤を用いた作品作りを

体験した。焼き物には様々な種類があり地域ごとにそ

の土地の粘土を用いた特有の焼き物があると知りとて

も面白いと感じた。その中でも東山焼は軽くて丈夫と

いう特性を持ち庶民からの人気が高かったということ

がわかった。また初めての轆轤体験は想像以上に難し

く、粘土を練る作業（菊練り）すら素人にはできない

技だったので、職人さんの繊細な技の凄さを体感でき

た。 

第二回の二日間は、座学では釉薬の作り方や窯の種

類について学び、実技では釉薬作りや釉薬塗り、窯焚

きを体験した。釉薬が木などの灰と長石と酸化鉄など

の鉱物を混ぜて作られていて、その組み合わせによっ

て様々な色を作り出しており、約10種類の材料を混ぜ

合わせることで焼きあがったときに出る色を安定させ

ているとわかり焼き物作りの大変さを感じることがで

きた。また窯には穴窯・登り窯・灯油窯・重油窯・電

気窯など様々な種類があり、時代によってそれぞれ工

夫が施された窯が使用されていたことがわかった。釉

薬を作りではいくつもの工程を重ねて作るということ

がわかり、質の高い作品を作るためにはどんな作業で

も手を抜いてはいけないということを学んだ。釉薬を

塗る作業では速やかに塗り終わらせ、二度塗りはして

はいけないということで正確さが重要だと感じた。 

今回講師として東山焼について教えて下さった涌井

さんは、切れが良い醤油さしや水をきれいにするレン

ガなど様々なものを作っていらっしゃり、東山焼以外

にも、工夫を凝らしオリジナリティのある仕事をする

ことの素晴らしさを教えていただいた。今回の新庄市

での四日間は学ぶことが多く、とても良い経験になっ

た。山形県の伝統・文化に関する知識も増え山形県の

魅力を知ることができた。これから、今回私が東山焼

を通して学んだ魅力をもっと多くの人に知ってもらう

ために行動していき、山形県・新庄市・東山焼をもっ

と盛り上げていきたい。 
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農学部 渡辺 陽紀 

私はこのプログラムを初めて知ったとき、新庄東山焼

を作るうえで土を掘るところから焼く作業まで体験で

きるということに魅力を感じた。さらに、山形県のこと

をもっと知ることができる良い機会だと思い、このプロ

グラムを選んだ。この2回のフィールドワークで貴重な

体験ができ、多くの学びや発見をすることができた。と

ても充実した日々を過ごすことができ様々な収穫があ

ったが、その中でも特に印象に残ったこと2つについて

取り上げていこうと思う。 

 1つ目は、粘土作りで感じたことで、自然の恵みが生

かされてできているということである。粘土作りでは土

から小石や小枝を取り除いてなるべく粘土質の土だけ

にしていく。そこで分別された必要のないものはまた自

然に返すことをしている。これらのことから、本当に自

然のものだけでできているからこそ返すことができる

のだと学ぶことができ、今まで自分が使っていた陶器の

食器などについても、自然のものからできているのだと

改めて知る機会となった。土から陶器を作り上げる経験

をしたことで、食べ物と同様に焼き物も自然から生まれ

ているものだと分かった。そのため、作るのに適した環

境がなければ完成しないことを実感し、環境を守って自

然と共に生きていくことの大切さを改めて感じた。 

 2つ目は、体験全体を通して感じたことで、あきらめ

ずに努力することはとても大切だということである。こ

れは今回のフィールドワークで一番に感じたことであ

った。私たちがお世話になった講師の涌井さんは「最初

からできないとあきらめずに、精一杯努力することでで

きないことができるようになる」とおっしゃっていた。

涌井さんは他の業者さんが断ってしまう注文も受け入

れ、前例がなくて作り方が分からない場合でも、試行錯

誤を繰り返し自分で正解を探し出す。そのようにして新

庄東山焼の代々続く歴史を繋げていこうと努力してい

る。そんな涌井さんの姿が私の中に今でも残っている。

作陶はマニュアルのない世界であるため、ただ作るので

はなくいろいろな面から物事を見て問題に対して臨機

応変に対応していく力が必要であると思った。そして何

度も挑戦し、最後までやり遂げることで達成感や充実感

が得られるのだと強く感じた。将来、自分がどのような

仕事をしてどのような人になっているか分からないが、

何事にも簡単にあきらめずに取り組み、努力を怠らない

人でありたい。 

 

農学部 森 隼人 

私は4日間の活動を通して、東山焼の歴史や製作工程、

釉薬の作り方などを涌井正和さんに教えていただいた。

この講義を選んだ理由としては作陶を体験したことが

無く、挑戦してみたかったことに加え、写真で拝見した

東山焼に魅了されたことが挙げられる。以下には、この

講義で印象に残ったことや学んだこと、今後の生活に活

かしたいことを述べていきたいと思う。 

 まずは印象に残ったことだ。やはり初めて作陶を体験

したということもあり、電動ろくろを用いた作陶が印象

に残っている。最初に涌井さんがお手本として実演して

くださったが、その様子を見たときに「案外簡単にでき

るのでは…？」と思ってしまった。しかし、実際にやっ

てみると想像以上に難しく、縦に伸ばすことも穴を広げ

ていくことも苦戦したのを覚えている。そのため、涌井

さんが言っていた「土練り3年 ろくろ10年」という言

葉にも説得力があった。また、「菊練り」も体験させて

いただいたが、全く菊のように見えず、この技法の難し

さも思い知った。 

 次は、この講義で学んだことである。それは需要のあ

る陶器を作ることの重要さだ。３代目は照明や土鍋、湯

たんぽというような庶民向けの陶器、４代目ではれんが

や土管などの工業製品、５代目・６代目では水を綺麗に

するれんがや水槽など、多方面に活躍する陶器を作って

いる。これらはその時代に合い、購入者が必要としてい

る作品を作ってきたことを示す。つまり、製作者は自分

たちを基準に作品を作るのではなく、購入者に焦点を当

て、どのような機能を欲しているのかを考えた上で作品

を作ることが重要であるのだなと思った。 

 最後は今後の生活に活かしたいことについてだ。講義

を受講するにあたって、１人では困難な作業が多々あっ

たが、私たちの班では協力し合って作業に取り組んでい

た。ほかの人が苦労していることに率先して取り組み、

素早く作業を終えていく様子は素晴らしく、昼ご飯・夜

ご飯を作る際の連携も徐々に良くなっていったことを

覚えている。１人１人が主体的に行動することによって

作業効率が良くなり、時間を短縮できることがわかった。

これは今後の生活にも活かせることであるため、部活や

学校生活でも主体的に行動して時間短縮に努めたいと

思う。 

 まとめとして、今回の講義は初めてのことが多く、足

を引っ張ることも多かったが、作陶に関しては涌井さん

に優しく丁寧に教えていただけたため、自分としては満

足のいく作品ができた。また、上にも記したが今回の活

動を通して主体的に行動することの大切さに気づくこ

とができたため、今後の生活においても主体的な行動を

心掛けたい。 ４日間、本当にありがとうございました。 
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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 29 年 6 月 3日(土)45 日(日)、7月 1日(土)～2日(日) 

 

○受 講 者：城 幸那（発表）、高橋 香奈里（発表）、森島 侑紀（発表）、菅沼 諒大（発表）、 

阿部 凌太（発表）、早川 実緒（記録）、大和田 貴洋（班長）、石田 菜月（発表）、 

佐々木 孔亮（発表）、河野 稀来里（発表）、柴山 陽平（学生サポーター） 

 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月３日（土） 【１日目】７月１日（土） 

08:00 山形大学発 

09:40  山屋セミナーハウス到着 

10:00  開講式 & プログラム説明 

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 

15:30  杢蔵山下山 

16:30  地域の方と収穫した筍を料理 

18:00  夕食（地域の方と調理 & 交流会)  

 

 

08:00 山形大学発 

09:40  山屋セミナーハウス到着 

10:00  プログラム説明 

10:00  山屋セミナーハウス屋外広場整備作業 

12:00  昼食（地域の方と調理 & 交流会) 

13:00  山屋セミナーハウス屋外広場整備作業 

16:00  振り返り 活動記録 

16:30  夕食（地域の方と調理 & 交流会)  

【２日目】６月４日（日） 【２日目】７月２日（日） 

08:00  朝食 

09:00  地域イベント（球技大会） 

12:00  昼食（地域の方と調理 & 交流会) 

15:30  振り返り (活動記録) 

16:20  山屋セミナーハウス出発 

18:00 山形大学着 

08:30  朝食 

09:30  地域の宝探し探索 

「山屋薬師堂歴史探索」 

10:30  新庄市の施設探索 

    「ふるさと歴史センター見学」 

    「雪の里情報館見学」 

12:00  昼食（地域の方と調理 & 交流会) 

13:00  振り返り及び提言発表 

16:20  山屋セミナーハウス出発 

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！」 

 

人文社会科学部 城 幸那 

「山屋セミナーハウスのファンを増やしていきた

い。」そう言ったのは、新庄市役所の方だった。 

新庄市は最上地方の中心地であるが、山屋地区の人口

は少ない。山屋地区から、スーパーや薬局等が立ち並ぶ

通りに出るには車で約五分という短い距離だが、山屋地

区は郊外として扱われていると地域の方々は言ってい

た。そこで山屋地区の人口増加を図り、地域の人によっ

て廃校になった山屋小学校が、宿泊施設山屋セミナーハ

ウスと変貌を遂げた。この山屋セミナーハウスには、素

敵なところが沢山ある。 

まず、ノスタルジックな雰囲気が味わえるところだ。

山屋セミナーハウスは上記の通り、廃校になった小学校

を宿泊施設として再利用している。そのため、小学校の

教室、職員室、調理室は今も現存しており、まるで小学

校に泊まりにきたような、修学旅行の時のわくわく感が

味わえることだろう。 

次に、とても設備の管理が行き届いているところだ。

寝る場所である教室はもちろん、お手洗い、お風呂等私

たち宿泊客が使う場所は綺麗にされていた。地域の人の

管理が素晴らしいからだと思う。 

そして、自然に囲まれている立地だ。山屋セミナーハ

ウスのすぐ隣には広いグラウンドがあり、ソフトボー

ル、バレーボール等で遊ぶことが出来る。そこから少し

歩くと、山が見える。その山では山菜が採れたり、川で

魚が釣れたりする。夜、山屋セミナーハウスの近くにあ

る畦道を歩くと数多くの蛍を見ることができる。蛍たち

が作りだす、自然のイルミネーションは声が出なくなる

ほど感動するものだ。 

このように素敵なところが沢山ある山屋セミナーハ

ウスだが、問題点もある。 

それは、山屋セミナーハウスまでの交通手段がないこ

とだ。山屋セミナーハウスの最寄り駅である新庄駅と山

形は電車一本乗るだけでいいが、新庄駅から山屋セミナ

ーハウスまで行く方法は徒歩か車のみだ。しかし、徒歩

で行く場合途中の道が坂道だったり、砂利道だったりす

るため、車でしか手段はないだろう。だが山屋セミナー

ハウスに事前に予約を取っておけば、地域の人が車で新

庄駅まで迎えに来てくれるそうだ。 

山屋セミナーハウスは開拓されてまだ日が浅い。地域

の人は言う。「私たちは沢山の人に、山屋セミナーハウ

スをただ観光の宿泊施設として使ってほしい訳ではな

い。山屋セミナーハウスの魅力を伝えたい。山屋セミナ

ーハウスっていいな、また使いたいな、そう思ってくれ

る人が少しずつ、少しずつ増えてほしい。」 

山屋セミナーハウスという素敵な場所を知れた事を

活かし、私たちから、山屋セミナーハウスの魅力を繋

げていきたい。私たちから私たちの友達へ、その友達

から友達へ。山屋セミナーハウスに一緒に行くこと、

自分が山屋セミナーハウスの素敵なところを体感する

こと。それが山屋セミナーハウスのファンを増やすこ

とになるのではないのかと、フィールドワークの四日

間の体験を経て、私はそう思った。 

 

人文社会科学部 高橋 香奈里 

私はこの４日間のフィールドワークの活動を通して、

たくさんの経験ができた。その活動の中で様々なことを

疑問に思ったり、考えたりした。 

新庄市で４日間生活してみてたくさんの魅力を感じ

た。中でも宿泊機能を持った教育的・文化的施設として

活用されている山屋セミナーハウスについて感じたこ

とがたくさんある。山屋セミナーハウスは平成２３年度

より閉校した山屋小学校を地元の学生や地域の方々、さ

らには外部の人々を対象に開かれている施設である。私

は、この施設に４日間滞在してみて、廃校となった小学

校がどのように使用されているのかを見たり聞いたり

することができた。小学校として使用することはなくな

ってしまっても、それを排除して別の建物にするのでは

なく、再利用することで地域の資源として新たな価値を

生み出していると感じた。施設内にある運動場なども地

元の子供たちを中心に利用されているようで、地域の活

気の源となっていると思った。そこで、ぜひ外部の人々

にも利用してもらいたいと感じた。 

そのことを考える上で私は山屋セミナーハウスの周

辺の環境に焦点を置いてみた。山屋には豊かな自然が存

在する。私たちは、活動１日目に杢蔵山の登山を体験し

た。その途中で銀杢名水を飲んだり、杢蔵山ではタケノ

コの収穫を体験した。また、活動３日目には夜に野生の

ホタルやきれいな星も見ることができた。フィールドワ

ーク４日間の短い期間でこれだけ豊かな自然に触れる

ことができたのは、やはり山屋が豊かな自然であふれて

いることの証であろう。このような山屋の魅力を山屋の

ことを知らない人や訪れたことのない人に発信してい

ければいいと思った。そのためには、まず自分たちが友

人など身近な人たちに伝えていこうと思う。具体的には、

私たちが山屋の方々との仲介役になり、山屋の「観光客」

としてではなく、「ファン」を増やしていきたいと考え

た。一度「観光客」として訪れて終わりではなく、訪れ

るたびに山屋の魅力の本質を感じ、そこに住む地域住民

の方々とのコミュニケーションを通じ徐々に繋がりを

広げていくことが一番の方法だと思う。 

このように、山屋には課題点も存在するが、たくさん

の魅力であふれている。外部の人たちにこの魅力を最大

限発信するために、まずは自分たちが４日間の活動で教

えてもらったり体験して感じたことをありのままに発

信することが重要な役割を果たすだろう。 
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理学部 森島 侑紀 

私は今回の活動を通して、誰がどのように情報を発

信すべきなのかを考えることが大事なのではないかと

考えました。 

今回の活動内容としては、主に地域の自然や歴史の

探索、地域の人との交流と活動を行ってきました。 

まず、地域の自然や歴史の探索においては、他の地

域に伝わってないことや、誤解が多く生じているとい

うものを感じることが多かったです。伝わってないこ

との例としては、蛍や山菜など、自然が豊かな面です。

新庄は、新庄祭りが有名なのに、対し他のものが新庄

祭りに押し負けていて自分が知らないものばかりであ

った。特に山菜などは、地方のものが多く都会にはあ

まり出回ることが少ないのでもっとアピールができる

のではないかと感じられた。誤解の面としては、今の

農業実態が例として上げられる。僕がこの活動をする

前は、日本の農業は後継者不足に陥り、農作物が不足

するのではないかと考えていた。しかし、実態は真逆

であった。新庄市では、毎年の農作物の生産額が上昇

傾向にあり、後継者も不足することなく進んでいるそ

うである。この実態に驚きを隠せなかった、この誤解

をどう解くかも今後の日本農業にかかわってくるかも

しれない。 

地域の人との交流、活動においては、まず、地域の

人の人柄で感じたことが、多かった。普段の町中のひ

ととは、まったく違うあたたかみを感じることができ

た。また、地域の人の中で強いコミュニティーが存在

した。2 日目では、雨で当初の予定が中止になってし

まったのだが、代わりにトマトの苗植え体験をするこ

とができた。この内容は当初の雨のプランにもないも

のであったが、急きょ前日に準備してもらった。この

背景には地域の人の中で、強いおもてなしの心が感じ

られた。 

今回の活動で見つけた課題の改善策としては、大学

生を含む学生の力を利用するのが、一番であると考え

る。今は、インターネット社会において、SNS の情報

の発信のメインは学生である。その学生の影響力は、

大きくひとりでも共感つかむことができれば、一気に

拡散することは間違いないだろう。そして、これは地

域に人々を呼び込むことにつながるだろう。まず、知

ってもらい実際に足を運ぶことが重要である。 

 

理学部 菅沼 諒大 

私は今回のフィールドワークで新庄市にある山やセ

ミナーハウスに行ってきた。今回のフィールドワーク

は地域の資源を生かし、いかに地域に人を呼び込むか、

というテーマだと私は理解していた。実際に地域に行

ったのは班員の半分の量だったが、その中でも私なり

の課題点が見つかった。 

 今回のフィールドワークで班員からの話と私自身

が経験したことから、山屋や山屋セミナーハウスには、

人を呼び込むための魅力というのは、十分に存在する。

ではなぜ人が集まらないのかと考えた。その時、班員

の一人が 2 回目のフィールドワークに遅れて参加した

際、アクセスが非常に悪いという趣旨のことを漏らし

ていたことを思い出した。その人曰く、新庄駅から山

屋セミナーハウスまで自動車で 1 時間かかるというこ

とだった。そこで私は山屋セミナーハウスに多くの人

が集まらない理由は、アクセスの悪さだと思った。 

山屋には豊富な自然資源があり、アウトドア系のこ

とをしたい人にとっては遊びやすい環境が整っている。

そこで私が考えたのが、新庄駅やその他新庄市周辺、

山形市内などの山形県でも比較的人口の多いところで

山屋、山屋セミナーハウスのPRもしくは何かしらの体

験活動をすればいいのではないか、と考えた。また新

庄駅などの上記の場所から、シャトルバス等の交通手

段を用意し、観光客に移動手段を提供することで、多

くの人に来てもらえるのではないか、と考えた。また

観光客からさらに進んだ、より密な関係性を築ける人

たち、いわばリピーターのような人たちを生み出すた

めには、ただ宿泊してもらうのではなく、私たちが山

屋の方々にしていただいたように、バーベキューや花

火、その他観光客がやりたいと希望している物事を、

地域の方々が総出で行うことが一番の近道だと思う。

山屋には自然の恵みを超えるほどの人間的な魅力があ

る。それを来てくれた方々に見せることができれば、

自然と利用者は増えていくと思う。そうなれば、もっ

と山屋は人でにぎわうのではないか、と私は思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 阿部 凌太 

私はこの 4 日間のフィールドワークを通して普段味わ

うことのできない様々な新しい体験をして多くのこと

を学びました。中でも思い出に残ったものは初日の山

菜取りと 3 日目の芝刈りなどの公園整備です。山菜取

りではあいにくの雨の中でしたが、出会ってまもない

私たちに長靴を用意していただいたり山の中を歩く中

で道端に生えている山菜の名称やその山菜にまつわる
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小話を教えていただいたりして山屋の方の温かさや知

識の深さを身をもって知ることができました。公園整

備では芝刈り機の使い方からスコップの使い方まで、

見たことはあっても使ったことのない道具が続々と出

てきて少し度惑いました。しかし使い方を一から丁寧

に教えていただいたので上手に扱うことができて、山

屋の方と協力して作り上げた公園を見た時の感動は今

でも忘れることがきません。 

これらのような活動を通して私は山屋の魅力と課題を

いくつか発見しました。まずは魅力です。山屋は自然

豊かで山菜が生えていたり川の上流では天然の鮎など

の魚が取れたりと普段の生活ではあまり感じることの

できない土地的な資源に恵まれています。また、山屋

の方々の温かさや実際におっしゃっていた「俺たちは

プロの仕事をする集団だ」という言葉が印象強く残っ

ているように自分たちでできることは自分たちで納得

のいくまでやりこむという精神を持っていて人として

の魅力も詰まっています。次に課題についてです。山

屋は小学生からの同級生や先輩後輩などのもうすでに

内部のコミュニティーがしっかり固まっているのでそ

の輪の中によそから引っ越してきた人が入ることは難

しいと感じました。もう一つはアクセスの悪さです。

最寄り駅の新庄駅から車で 10 分と一見近そうに見え

ますが道中整備されていない道や坂も数多くもあり、

車を持っていない大学生などはバスなどの公共交通機

関もないので気軽に行くことができない点です。そこ

で私が考えた解決策としては毎年夏に行われる新庄ま

つりで人がたくさん来て採算が取れそうな時限定で新

庄駅から山屋セミナーハウスまでのシャトルバスを手

配し、遊びに来てもらうきっかけを作るというもので

す。一度行くとすぐに山屋の方と仲良くなってまた行

きたいと思うようになるはずなので活性化にもつなが

るのではないかと考えました。 

 

医学部 早川 実緒 

１回目の１日目は、２班に分かれての班行動から始ま

った。私たちの班は杢蔵山(もくぞうさん)に登ってササ

ダケのタケノコを採った。その後合流し、別班が採って

きた「みず」と呼ばれる山菜と一緒に下ごしらえをし、

夕食として食べた。その間最上地方の方言について、地

域の方との雑談の中で聞いた。杢蔵山でタケノコを採っ

たところへの道中は非常に険しい山道であった。途中で

「銀杢命水(ぎんもくめいすい)」という湧水を飲んだ

が、柔らかい水質で非常においしかった。ササダケは東

北地方にしか生えていないということで、山梨県出身の

私には初めての味だったが、味噌汁やオーブン焼きで素

朴な味わいを楽しむことができた。 

２日目はミニトマト植えをしながら新庄市の農業事

情について聞いた。「米以外の農家は作物自体の価格が

安定、上昇していることから増加傾向にあり、後継者に

困っていない」とおっしゃっていた点が特に印象に残っ

た。その後も産直「まゆの郷」、カフェ「commune ＡＯ

ＭＵＳＨＩ」と２階の「ブックス」、もともと農林省の

蚕糸試験場であった「エコロジーガーデン」などを見学

し、新庄市民のクリエイティブな側面や地元愛を感じ

た。午後にはソフトバレーとドッジボールで地域の方た

ちと交流を深めた。 

２回目の１日目は、現在は使われていないキャンプ場

に３０年以上置かれていた石製のテーブルセットを、セ

ミナーハウスの多目的広場まで移動させ、広場にテーブ

ルを設置するための穴を掘ったりテーブルを洗って苔

を落としたりした。また、夜には近所の温泉に行ったり、

畦道を歩いて蛍を見に行ったりした。キャンプ場跡付近

の急斜面で重機を操作できる方、急斜面から軽トラック

だけで重い石製のテーブルを運び出せる方など、山屋地

区の方の技術力に驚かされた。温泉は気持ちがよかった

し、蛍の光はとても繊細で儚く、美しかった。 

２日目は新庄市の史跡探索として、山屋薬師堂、湯殿

山の石碑、明性院の子安観音堂、比丘尼楯の祠、新庄市

雪の里情報館、新庄市ふるさと歴史資料館、最上広域交

流センター[ゆめりあ]を巡った。その後前日に整備した

広場で地域の方々とバーベキューを行った。山屋地区の

歴史や最上地方全体の魅力に興味がわいたし、自分たち

で整備した広場で食べるお肉は格別においしいと感じ

た。 

４日間のフィールドワークの中で、山屋にはクリエイ

ティブで技術力も豊かな人材、都会にはない環境資源、

深い歴史、そして暖かい人のつながりがあり、地域の方

たちは「『単なる観光客』ではなく『山屋のファン』を

増やしたい」と願っていることが分かった。また「山屋

地区の持つ魅力は、不特定多数の人に『消費される』よ

り、人とのつながりを大切にしたうえで『好きになって

もらう』方がより心に残るであろう」ともおっしゃって

いた。 

この現状より山屋のファンを増やすためには、山大生

をターゲットとし、私たちフィールドワーク参加者が窓

口となって地域の方々との山屋地区内での交流を活性

化することが一番であると考えた。知り合いの紹介とい

う形をとることで「単なる観光客」を呼ばないという点

を重視した。山屋地区の方々と班員に感謝して、このレ

ポートの終わりとしたい。 

 

工学部 大和田 貴洋 

私は、この計４日間のフィールドワークの活動を通し

て思ったこと、考えたこと、感じたことがたくさんあっ

た。その中でも特に印象に残ったことを３つ取り上げた

いと思う。 

まず、山屋地区の人柄の良さである。そしてその地域

の方々のつながりがとても強かったことである。このフ

ィールドワーク通して様々な活動を行い、たくさんの経
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験を積ませていただいたこの４日間は本当に山屋地区

の方々の支えのおかげであると思っている。初日のタケ

ノコ採りでは、雨が少々降っていた中で、車を出して下

さった。そして生徒のことを第一に考えて常に活動を共

にして下さった。また、山屋地区の道を車で走っている

とき山屋地区の方々は、だれかとすれ違うと、車の中か

ら必ず挨拶して、ちょっとした会話をされていた。私は

その山屋地区の方々のつながりが強いところ、そして仲

が良いところが大好きだ。誰でも山屋に来れば、同じこ

とを感じると思う。私は、そのネットワークが山屋のい

いところだと思っている。また魅力だと思っている。 

次に、山屋の環境である。山屋はとても豊かな自然に

囲まれている。周辺にはタケノコ採りで訪れた山や川魚

が釣れるところなどもある。３日目でホタルを見に行っ

た。そう、山屋はとてもきれいな川が流れていたりもす

る。私たちは、４日間晴れた夜空を見ることができなか

ったが、雲がなければ星空もとても立派だと聞いた。ま

た、山屋地区にはたくさんの歴史、文化がある。歴史的

建造物などは４日目に見学した。歴史が好きな人にはか

なり良い場所だと思った。以上のことから山屋にはとて

も良い環境があることがわかる。今までの人柄、山屋地

区の環境以外にも魅力は伝えきれないくらいたくさん

あった。 

最後に、山屋の課題点である。山屋での活動でたくさ

ん利用させていただいた、山屋セミナーハウスの年間宿

泊数からもわかるように山屋に遊びに来る人は少ない

のが現状である。私は、山屋に魅力不足なことは決して

ないと思った。4日間の経験を通しても山屋は本当に素

晴らしいところだった。あとはその山屋の良さを、どの

ようにアピールするかが大事なのかと思った。現代では、

SNSというものが存在する。そのようなネットワークを

利用してもよいし、山形に旅行しようと思っている人を

山屋に呼ぶためにパンフレットに載せることで変わる

のでは、と思った。山屋は新庄駅の近くで新庄駅には山

形駅、福島駅、大宮駅、東京駅からまっすぐ来ることが

できる。その点からアクセスもしやすい。しかし新庄駅

から徒歩だと山屋へは着づらいのは課題である。事前に

予約があれば山屋の人に車で送迎していただけるよう

である。シャトルバスの運行が望ましいが、現状は厳し

い。 

まだまだ課題点がたくさんある山屋だが、これからど

んどん良くなっていくこと、有名になっていくことは確

信している。それは、山屋の方々を知っているからだ。

とてもためになり、考えさせられる4日間だった。 

  

工学部 石田 菜月 

 私はこのフィールドワークを通して新庄市の農業

の現状や特有の方言、山屋セミナーハウスの良さ、長

い歴史、地域の方々の温かさなど様々なことを学び、

新庄市の魅力を探すことができた。 

新庄市の農業についていろいろとお話を伺った。山

形は置賜、村山、最上、庄内の 4 つの地域に分かれて

いる。新庄市がある最上地方ではネギ、アスパラ、畜

産（子牛）、山菜が有名である。特にねぎは山形の中で

1 位の生産で、アスパラの値段は全国トップクラスで

ある。また 5 ヘクタールの田んぼを、2 ヘクタールは

つや姫を作り、3 ヘクタールはホイルクリップと言っ

て牛のえさにしている。こうすることによってえさの

分は土を踏んで直播するため機械を使わず、経費を削

減することができる。牛は基本的に夜に赤ちゃんを産

むが、えさの与え方によって日中に産ませることがで

きる。これを中間分娩といい、普段えさを朝と夕方の

2 回与えていたのを夕方の 1 回にするやり方である。

このように米の作り方や牛のえさの与え方など様々な

工夫が施されている。また一般的に農家は後継者不足

と言われているが、新庄市では実際、後継者不足なの

は米農家だけである。 

フィールドワークの中で山屋セミナーハウスの外に

多目的広場を作る作業があった。旧キャンプ場から石

でできたイスとテーブルを運んできてそれを並べた場

所である。そこではバーベキューをしたり、ピクニッ

ク気分でご飯を食べたりお話をしたりと野外活動を楽

しめる広場である。また山屋セミナーハウスは小学校

を改装した建物であり、部屋は広く大人数でも宿泊す

ることができる。体育館や調理室も借りることができ、

十分な設備が備わっている。 

新庄市は自然が豊かである。昼間は雨にもかかわら

ずたけのこ取りを体験させていただき、山の途中には

自然の水の飲み場があり、その水はとてもおいしかっ

た。また夜は蛍を見に散歩をし、街灯もなく暗いので

そこでしか見られない風景があり、とてもきれいだっ

た。 

私は、このフィールドワークを通して山屋地区には

たくさんの魅力があるのに旅行者や宿泊の利用者が少

ないのは残念だと思った。この魅力を知ってもらうた

めに若者、特に学生に的を絞り実際に体験してもらう

べきだと考える。そして体験をした人からまた別の人

へと魅力が伝えられ、徐々に利用者が増えることが望

ましい。 
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農学部 佐々木 孔亮 

新庄市山屋地区での４日間のフィールドワークを終

えて、最も強く感じたことは多くの魅力があるにも関わ

らず、それを十分に伝えられていないということだ。 

私たちが宿泊した山屋セミナーハウスは学校を改築

して作った施設であるにも関わらず、非常にきれいに保

たれており、宿泊費も安価だったため、かなり大きな魅

力だと感じた。 

１日目、私たちは杢蔵山に登り、笹竹などの山菜採り

を行った。杢蔵山には非常に多くの山菜が存在し、その

山菜を用いて作った料理はとてもおいしく、非常に驚い

た。 

２回目の訪問では、公園づくり、地域の歴史探索、施

設探索を行った。特に歴史、施設探索では新庄市の魅力

が非常によく伝わる内容でより多くの人々に伝えたい

と感じた。しかし、新庄市の魅力は伝わるものの山屋地

区の魅力はいまいち伝わらなかった。また、夜になると

蛍がとてもきれいであまり人々が気づくことができな

い魅力もあるのだと学ぶことができた。 

このように新庄市山屋地区には多くの魅力がある。し

かし、新庄市にあまり関わりのない人々は新庄市全体に

目が行ってしまいがちで山屋地区そのものには目がい

かない。その問題点として山屋地区アクセスの悪さ、PR

不足が挙げられる。 

まず、山屋地区は新庄駅からそこまで距離はないもの

の、バスや車がほしくなる距離にある。新庄市まで行く

ことは電車を使えばすぐにできるにも関わらず、そこか

ら山屋地区に向かう移動手段がないため、山屋地区には

行きづらくなってしまう。この問題を解決するためには

シャトルバスを運行することが早いと思うが予算など

を考えると難しいかもしれない。そのため、この問題は

地域の人々が協力して送迎を行うなどで解決すると良

いと思う。 

次に、PR不足については、新庄駅に山屋地区の特産品

などを置くなどして多少解決できると思う。2回目の訪

問で新庄駅を訪れたとき、新庄市全体のPRはとても魅力

が伝わるもので良かったと思うが地域の魅力が伝わら

ないため、ここを改善すべきだと思う。また、SNSなど

を用いて遠くに住んでいる人々にも魅力を伝えること

ができれば訪れてくれる人が増えると考えた。 

私たちは、この4日間で地域の方々の温かさに支えら

れ多くのことを学ぶことができた。私たちも少しでも多

くの人々に山屋地区の魅力を伝えられたら嬉しい。 

 

農学部 河野 稀来里 

新庄市の 4 日間のフィールドワークを終えて考えた

ことは、山屋地方は、より農業を活性化させるべきと

いうことである。 

4 日間で一番の山屋の魅力だと感じたのは、やはり

自然の豊かさである。私たちは初日に杢蔵山の登山を

行いそこで筍堀や山菜採りを行った。山中に突如とし

て現れる一の滝は迫力があった。また、現地でしか採

れない新鮮な山菜を地元の婦人会の方々が調理してく

ださった食事は本当に美味しかった。3日目の夜には、

外に出向き野生のホタルを観察した。都会はおろか田

舎でも水の綺麗な場所にしか生息しないホタルを見る

のは初めてで感動的だった。4 日目には、山屋セミナ

ーハウスの敷地の一角に今は使われていないキャンプ

場から、机や椅子を持ってきて設置した。その後、そ

こでバーベキューを行った。自然豊かなロケーション

でとる食事は、さらにおいしく感じた。このように、

普段の生活では味わえない体験が山屋地方にはたくさ

んあった。また、農業をおこなうには、最適な場所だ

と感じた。 

また、実際に農家さんを訪れて、トマトの苗植えを

体験した。そこで、農家さんから農業の実情について

の話があった。自分で行った事前学習では、農業の課

題点としては、後継者不足、収入の不安定などが挙げ

られていた。山屋地方も農業が盛んであることから、

事前学習で得た課題点が問題になっていると考えてい

た。しかし、農家さんの話によると、まず後継者不足

の問題に関しては、親の後を継いで農家になる子供も

少なくなく、会社に勤めながら農業のスキルを親から

学んでいる人いる。あるいは、後継者がいなくても、

何軒かの農家どうしでグループを作り、広大な土地で

助け合いながら行う集団農業を行っていた。これを行

うことで、農具のシェアや、効率的な農業がおこなえ

る。次に、収入の不安定さだが現在、集団農業や国か

らの補助金があるため、農業だけでは生活していけな

いなどという話はなかった。つまり、農業で生活をし

ていくことは、なんら問題がないのである。そして最

後に農家さんがおっしゃっていた「農業は、やろうと

思えばどんな人でもできる。」という言葉がとても印象

に残っている。 

山屋地方を活性化させるためには、もっと多くの人

が農業を行うことだと感じた。そのためには、観光的

な情報だけではなく、山屋地方に住んでもらうために、

農業の実情について発信するべきである。発信方法は、

ホームページや私たちが体験したように実際に話が聞

けるセミナーを行うのがいいと思われる。 
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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 29 年 5 月 20 日(土)～21 日(日)、6月 17 日(土)～18 日(日) 

 

○受 講 者：矢野 絢菜（班長）、山本 嘉太（発表）、大沼 穂乃花（発表）、佐藤 蒼哉（発表）、 

伊藤 萌々子（発表）、安齋 勇輝（発表）、小林 由佳（発表）端木 惠美（発表）、 

望月 祐樹（記録）、北島 陽（記録）、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】５月２０日（土） 【１日目】６月１７日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄市立図書館着 

    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 新庄市立図書館着 

   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２１日（日） 【２日目】６月１８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 ミーティング 

16:30 新庄市立図書館発 

18:00 山形大学着 

08:30 kitokito 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 新庄市立図書館発 

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！」 

 

人文社会科学部 矢野 絢菜 

このプログラムに一目惚れしたため、参加を決めた。

本を読むことが大好きだったので、絶対に参加したい

と思った。また、高校の頃に放送部に入っていたため、

読み聞かせをすることにも魅力を感じた。 

一回目の活動は、図書館の職員の方々があらかじめ

考えてくださった読み聞かせやワークショップの手伝

いをして、「kitokito マルシェ」の雰囲気を知ること

が目的だった。初めてで慣れていないこともあったか

らか、最初にドタバタしてしまったり、自ら進んで仕

事を探すことをしなかったりと、臨機応変に動くこと

ができなかったと感じる。個人の意見としては、読み

聞かせに子供たちがもっと楽しめるように、何か出来

ることはないかと考えるようになった。 

二回目の活動では、前回の反省を生かし、より子供

たちが楽しんでもらえるような企画を考え、実行した。

一回目の活動と比べ、全員が自ら進んで活動をしてい

たように思う。また、私は読み聞かせでエプロンシア

ターに挑戦することになった。普通の大型絵本とは違

い、話の流れだけではなく、身振り手振りも暗記しな

ければならない。そのため、練習のときは本当に大変

だったし、恥ずかしいという気持ちもあった。しかし、

本番では子供たちが反応してくれたり、真剣に聞いた

りしてくれることがとても嬉しかった。途中で諦めた

り、中途半端にしたりしないで本当に良かったと思う。

事前に考えていたよりも多くの方に楽しんでいただく

とこができ、充実した活動になったと感じた。 

私は、今回この活動に参加して、本当にたくさんの

人にお世話になった。私は今回班長として参加するこ

とになった。私は今まで班長をしたことがなく、自分

に対して不甲斐ないと感じたりもした。しかし、今回

経験してみることで、皆をまとめることの大変さを実

感したとともに、やりがいも感じた。最終的には班長

をやることでいい経験になったと思う。もちろん、私

一人の力だけではない。今回お世話になった図書館の

方々や同じ班の皆にたくさん助けられ、無事に自分た

ちの活動を成功させることができた。私一人だけでは

何一つできずに終わっていただろう。今回の活動に関

わってくれた方全員に感謝したい。 

また、私は今回の活動を通じて、新庄の良いところ

にたくさん触れることができ、新庄を大好きになるこ

とができた。今回の活動一回だけでなく、これからも

新庄に足を運び、新庄を盛り上げられるようにしてい

きたい。 

 

人文社会科学部 山本 嘉太 

私たちは、「本と人をつなぐ」という大きな目標の元、

活動を行った。 

メインの活動は、月一回、様々なテーマで開催される

kitokitoマルシェでの移動図書館事業のお話し会とワ

ークショップ開催の協力参加であった。1回目は「コー

ヒー＆パンフェス」の雰囲気に合うようなしおりと小物

入れの製作、「かやのみ会」の方々との読み聞かせを行

った。個人的な部分の反省では、ワークショップで作り

方を教えなければならない立場であるが、工作の出来が

稚拙なものであったことと、絵本の下読みが不足してい

た故に読み聞かせが詰まってしまったことがあげられ

る。2回目の活動では、前回の反省を踏まえ、班で企画

立案を行った。子どもに楽しんでもらえるようなぬりえ

のワークショップと、kitokitobooksへ足を運んでもら

うことが目的のスタンプラリーを企画した。例年の6月

のブース参加者は50人程度であると伺っていたが、当日

は大盛況で100名超の参加者がいた。読み聞かせも、そ

れぞれが入念な下読みを行ったため、前回よりもスムー

ズなものとなった。その中でも特にエプロンシアターは

人気を博していた。一方で、活動中に自分たちの詰めの

甘さを実感し、綿密な計画を立てても、班員全員の認識

を一致させなければ行動にズレが生じてしまうことを

学んだ。 

私は、この活動に参加して、いい意味で自分が考えて

いた図書館の姿を壊された。図書館は、静かな空間で個

人的な時間が経過していくような場ととらえていた。館

長さんが仰っていた「攻める図書館」という言葉と、

kitokitoマルシェの誰が居てもいいような雰囲気から、

居心地の良い図書館とは、必ずしも静かでなくてもよく、

みんなが自然に集まってくるような場所なのではない

かと考えた。新庄の若者は、「遊ぶ場所がない」と嘆く。

ハコモノに投資すれば、満たされるものは多いが、経済

的な事情もあるため、現存するものを生かしていく。さ

らに地方ゆえの地縁の強さから、この土地を知ってもら

い、好きになってもらう。そのきっかけを提供するのが

図書館であるのだと考えた。多世代のつながりの場とし

て機能する施設を創造しようとするという点は、人口減

や過疎に悩む地方も参考にできる。 

4日間の中で、多くの地元の人との会話が印象に残っ

ている。ワークショップに参加してくれた子どもの母親

は私に「新庄に来てくれてありがとう。また来てくださ

いね。」と語りかけてくれた。新庄市は、若者の力を求

めている。この2回の活動だけでは、残せたものは少な

い。活動は継続が大切であると考えるため、今秋に行わ

れる図書館まつりへの参加と、地元ボランティア団体の

方々の活動への協力をしていきたい。班員全員が声を大

にして言えることは、新庄が大好きになったということ

だ。今回の活動でのつながりを大切にし、今後も大好き

な新庄に足を運び続けたい。 
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人文社会科学部 大沼 穂乃花 

私は山形県民でありながら、正直なところ最上地域

の人口減少が深刻であるということ、それ以前に最上

地域にはあまり足を運んだことがなかったため、最上

地域のことについてほとんど知らなかった。しかし今

回のフィールドワークに参加して、新庄市のことを知

り、とても好きになった。授業での2回の活動のみで、

新庄市の事を知り尽くせたわけではないし、ましてや

最上地域が抱える人口減少の問題を解決できたわけで

はないけれど、私たちなりのアプローチの仕方で新庄

市の魅力は伝えられるようになったと思う。小さい子

供の目線に立って企画を考えたり、読み聞かせの練習

をしたりするのはなかなか難しい面もあったが、予想

以上に多くの人が足を運んでくれて、本と人をつなげ

る、ということに少しは貢献できたのではないかと思

う。一方で、実際に活動をしてみて、計画通りにいか

ないところや考えの甘いところがあり、反省点もいく

つかあった。しかし、そのような状況でもみんなでカ

バーしあったり、職員の方々に助けていただいたりし

たおかげで臨機応変に進めることができ、成功という

形で2回のフィールドワークを終えることができた。  

私がkitokitoマルシェに参加して思ったのは、もし

この企画を知っていたら行きたいと思っただろうし、

みんな知らないだけで、知っていれば行きたいと思う

人は多いだろうということだ。とても居心地がいい空

間で、ゆったりと時間が流れていくのがとても心地良

いし、お洒落で若者にも好まれる空間だと感じた。そ

して私が考える課題は、如何にしてイベントを知って

もらい、魅力を伝えるか、というものだ。また、お金

がなくとも地域の活性化は可能であると感じさせられ

ると同時に、それなら自分たちにも少なからずできる

ことがあり、学生の私たちだからできること、今回参

加した私たちだからこそできることもあるのではない

かと考えた。活性化について考える上で、何よりも継

続していくことが大切であると考えたため、また新庄

図書館で開催されるイベントに参加し、今回限りだけ

でなくこれからも新庄市に何らかの形で関わっていき

たいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 佐藤 蒼哉 

私たちは今回、新庄市での二回のフィールドワークを

通して様々なことを学んできました。 

一回目のフィールドワークの主な内容は「kitokito 

marche」というイベントに新庄図書館さんのお手伝いと

いう形で参加し、kitokito marcheの狙いや雰囲気を体

感することでした。子供たちへの読み聞かせをしたり、

折り紙を作るワークショップを開いたり、不慣れではあ

りましたがお客さんに喜んでもらえるような内容であ

ったと思います。しかし、読み聞かせの際積極的な声が

けが足りず集客に課題を残す結果となってしまいまし

た。他にもkitokitobooksという古本交換コーナーの認

知度が低いという課題があり、二回目に解決法を考えて

くることが必要であることを実感しました。 

二回目のフィールドワークではそういった一回目の課

題を踏まえ、kitokitobooksの認知度を上げ、より参加

者を増やすためにスタンプラリーを開催し、塗り絵のワ

ークショップの企画・準備全て自分たちで考えました。 

スタンプラリーの反響がとても大きく、1回目のお客さ

んの入りから予想していたよりも多くのお客さんが参

加して下さりました。 

子供達への読み聞かせは遠巻きに見ている子供達に

声をかけるなどして一回目よりも多くの子供達に見せ

ることができました。 

塗り絵もスタンプラリーも増刷が必要なほど盛り上が

り、予想外の集客に戸惑う場面もありましたが、自分た

ちの企画が成功し、とても嬉しく思いました。 

今回この二回のフィールドワークでは新庄市の人た

ちから若い力が足りない・遊ぶ場所がない等が課題だと

いうお話をいただきましたが、若い芽である子供たちは

そんな新庄市で元気いっぱい遊びまわる姿を見せてく

れましたし、kitokito marcheの会場であったエコロジ

ーガーデンには遊び心のあふれる場所が沢山あり、そう

いった場所を今回のイベントのように沢山の人に提供

していければいいなと感じました。また、県外から訪れ

てくれる人も多く、そういった人に移住してもらうのは

難しいのだとは思いますが、新庄市の人情あふれる温か

い人たちに触れてもらい、新庄市の活動を応援してくれ

るいわばサポーターのような人たちが増えてくれれば

いいのではないかとも感じました。自分も今後新庄市の

イベントの情報をあつめ、参加やお手伝いなど積極的に

かかわれたらと考えています。 

 

地域教育文化学部 伊藤 萌々子 

“本と人をつなげること”それがこのプログラムの

モットーである。私は、このプログラムを通して、本

と人をつなげることが“人と人とをつなげること”に

なると強く感じた。 

 私たちのグループは、新庄市の図書館の方々と一緒

に新庄市が開催しているKitokito MARCHE（キトキト
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マルシェ）に移動図書館として参加してきた。移動図

書館としての私たちの役割は３つあり、青空の下での

大型絵本の読み聞かせ、子供たちとの触れ合いを楽し

むワークショップ、本と人をつなぐKitokitoBooksと

いうコーナーの宣伝である。これらの活動を、2日間

計2回の活動を通して反省や思考を繰り返した。そし

て、図書館の方々の協力や学生の試行錯誤の企画プロ

デュース、マルシェの参加を通して最上地区新庄市に

ついて考えた。 

 子供たちへの大型絵本の読み聞かせでは、野外での

読み聞かせという初めての経験であったが1回目の活

動の反省を 2 回目の活動で改善にうつすことができた。

青空の下での移動図書館を楽しんでもらい、そしてま

た図書館へ足を運んでほしいという本とひとをつなげ

るという考えにつなげられたと思う。 

 ワークショップの活動は、1回目は図書館の方から

の提案で折り紙でのしおりづくりであったが、2回目

は私たちで企画を考えるという課題が課された。1回

目の活動で子供たちとの触れ合いを通して感じた子供

たちの好奇心や熱心に作り上げる姿を見て、その思い

をぜひ本につなげたいと考えた。そして私たちは、絵

本の１シーンを台紙としたぬり絵を企画した。本番で

は、増刷するほどの反響ぶりであり、印刷枚数を想定

できなかったという、企画としての反省点も得ること

ができた。 

 このフィールドワークを通して最上地区について考

えたこととは、たくさんの人に新庄市をはじめとした

最上地区に興味を持ってもらうことだ。ただたくさん

の人を呼び寄せることが目的なのではなく、足を運ん

でくれた人たちにどのようにして、自然あふれる最上

の魅力やその土地に誇りをもって活動している人たち

の気持ちを感じ取ってもらうことが大切であると感じ

た。私は本という幼いころからの思い出を通して、自

分の幼かったころを思い出したり、同じ本を自分が成

長した今子供たちと共有できたりした。“人と人をつな

げる”こととして、今回の活動で自分がつながりあえ

た新庄市の図書館とのかかわりを大切にしたい。まず

は新庄図書館の活動に小さなことでも参加していきた

いと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 安齋 勇輝 

私は昔から本が好きで、図書館にも非常にお世話にな

ってきた。そして、いつか図書館に何らかの形で恩返し

がしたいと思っていたところ、今回のプログラムで図書

館のお手伝いができるということを知った。それに加

え、タイトルにもある「本と人を繋げる」という点に興

味を持ち、実際に自分もそれに携わって見たいと思い、

このプログラムに参加した。 

図書館の方によれば、新庄図書館が移動図書館やワー

クショップ、読み聞かせなどの活動を行なっているの

は、小さい施設や少ない設備の中で図書館が衰退するの

を黙って見ているのではなく、積極的に外に出て本と人

をつなぎ、さらに人と人をつなぐ「攻める図書館」であ

るべきという考え方からであるという。また、kitokito

マルシェの目的は、手作りの商品の提供を通して、人と

人とが関わることのできる場を提供することだという。

私はこの活動を通じて、新庄の町おこしのスタンスが少

し理解できた気がする。ハコモノやショッピングセンタ

ーなどを作って無理に経済を活性化しようとするので

はなく、今あるものを利用して、人と人との関わりから

街を好きになってもらう。そしてそこには、人口が少な

い分、人と人との距離が近いという新庄のメリットが生

かされていると感じた。またそこに、これからの日本の

あるべき姿も見出せたと思う。日本中の多くの自治体が

新庄市のように人口減少や高齢化に悩んでいるが、それ

はなかなか避けられないことであるし、むしろそこから

生じる弊害をいかにして人間関係の改善により減らす

かがこの先日本に大事なのではないかと今回のプログ

ラムを通じて感じた。 

～雑記：新庄のここに惚れた！～ 

･夜空が綺麗:宿泊した山屋セミナーハウスから見える

星空は格別で、温泉も気持ちよかった。 

･人が暖かい:料理を振舞ってくださるなど、様々な形で

おもてなしをしていただいた。マルシェの活動中に見た

中でも、子供を放っておいてスマホばかり見ているよう

な親は全くいなかった。 

 

医学部 小林 由佳 

私がこのプログラムを選んだのは、まず未就学児か

らよく図書館を利用していて、高校生の頃も勉強する

場として使っていたりして、身近なものだと思ったか

らです。また、このプログラムの大きなテーマとして、

自分たちで企画して行動を起こすということができる

機会もなかなかないものだと思い、選びました。 

１回目のミーティングで自分たちが考えて運営する

次回のための案をあげたのですが、自分が提案したこ

とがワークショップで採用され、想定を超えるとても

多くの人に楽しんでもらえて、図書館の方たちからも

成功したと言っていただけて、すごく達成感を得られ

ました。これは、参加の動機だった「自分で企画して
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実現する」ということが達成できたということだと思

います。実際にワークショップで子どもの相手をして

いるときも、すごく真剣に取り組んでくれていて、楽

しんでもらえているということを実感しました。 

また、読み聞かせ会では、私には下の兄弟などはい

ないので初めての経験だったのですが、かやのみ会の

方に教わったことなども注意しながら行って、一回目

の時は恥ずかしさなども正直あったのですが、二回目

は思い切ってやろうと思い、改善できたかなと感じま

す。 

また、kitokito booksでは、一回目はなかなか場所

も奥まったところにあるのでその存在があまり知られ

ていないことが分かったので、二回目にスタンプラリ

ーを企画して行ったところ、興味を持ってくれる方も

かなりいらっしゃって、kitokito booksの宣伝につい

てもかなりいい効果が得られたのではないかと思いま

した。っまた、マルシェでは少ない時間でしたが私た

ちも回ることができて、いい雰囲気の場所だなと思い

ました。 

セミナーハウスの周りが完全に山で、懇親会でバー

ベキューを用意していただいて、すごく気持ちよかっ

たです。夜は星も見ることができて、周りも騒がしく

なくて、こういう所が私の地元にはない良いところだ

と思いました。子どもはマルシェで遊んでいても、保

護者の方は安全と判断しているようで、かなり子ども

だけで遊んでいるのが目立ちました。犯罪数も少ない

のかなというふうに思いました。 

 

医学部 端木 惠美 

新庄市は山形県の最上地方の中心的な市であるが、

年々人口が減少しており、特に大学がないことによる若

者の流出が深刻である。若者が大学を期に市外に出て、

戻らない理由としては、新庄市を「何もない田舎」であ

ると感じてしまうことがあげられる。そこで、何もない

田舎ではなく、そこから自分たちで魅力を作り上げてい

こうということで、マルシェというイベントを開く活動

が始まった。図書館では、人が来るのを待つのではなく、

自ら動いて利用者を増やし、読書推進をしようとしてお

り、その一環で、マルシェで移動図書館という取り組み

を行っている。具体的には読み聞かせやワークショップ、

本の貸し出しである。 

我々は、5月の取り組みの手伝いをし、その過程で

aomushi二階にあるブックス（本の交換活動を行って、

地域の人と本をつなげる活動を行う場所）にあまり人が

来なく、認知度が低いことが課題であると感じた。本の

交換を通して地域の人と人、人と本をつなぐことがブッ

クスの趣旨であるために、なるべく多くの人が参加する

方がよいと感じたため、6月の取り組みではそこを改善

することとした。 

6月の取り組みでは我々が企画準備、当日の活動を担

当したのだが、スタンプラリーをして、ブックスに人を

誘導することで認知度を上げることにした。その他に、

絵本の読み聞かせと、ワークショップとして塗り絵を行

った。塗り絵は絵本の絵を自分たちで写し書きをし、準

備した。５月のワークショップへの参加人数が52人で、

例年5月のパンフェスの方が6月の肉フェスより人が集

まるとのことだったので、50人以上参加することはない

と予想し、塗り絵は６0枚、スタンプラリーは90人分を

用意した。しかし当日は予想を上回る人数が我々の企画

に参加してくれ、ワークショップには100人前後、スタ

ンプラリーには110人前後が参加してくれ、大成功とな

った。また、今回のスタンプラリーを通じて、初めてブ

ックスに来る人もいて、「こんな場所あったんだ！へ

～！」といっている人もいたので、課題解決に貢献でき

たと思う。 

マルシェというイベントは、手作り感が満載で、売り

手と買い手の距離が近い、素敵なイベントであり、図書

館も普段より利用者と近くなると感じた。そして、これ

は都会ではない新庄市だから開けるイベントでもある

のではないかと思う。都市部でこのようなイベントを開

くと、どうしてももっと大規模になるし、気軽にいける

雰囲気ではなくなると思う。それに、売り手と買い手の

距離ももっと開いてしまうし、音楽を大音量で流せない

など、できないことも増えていくと思う。地元で有名な

お店が多く集まるなどということもないだろう。新庄市

に限らず、過疎化に悩む地域は人口を増やそうとするが、

逆に過疎化していることを生かして楽しむこともでき

るのではないかと感じた。 

 

工学部 望月 祐樹 

私たちのグループは新庄市に行き、新庄図書館の方々

と一緒に「kitokitoマルシェ」という新庄市が地域を挙

げて行っている企画に2回参加してきました。新庄市を

はじめとして山形県の北部は過疎化が重大な問題にな

っています。この企画は新庄市の魅力をより多くの人に

伝え地域の活性化を図ることを目的としています。具体

的にはエコロジーガーデンというもともと蚕の研究所

を基にした施設で5～11月の各月ごとのテーマに沿った

出店を集めたり、新庄図書館がトラックで本を持ってい

く移動図書館があったりして多くの人々が楽しめるも

のがあります。 

1回目の参加では、私たちは小さな子供たちを対象と

した読み聞かせと簡単な工作をするワークショップ、

kitokitoBOOKSで本の紹介をしました。読み聞かせを専

門とした団体である「かやのみ会」の方々に読み聞かせ

の指導をしてもらったのち、子供たちに読み聞かせをし

ました。「かやのみ会」の方々に比べて私の読み聞かせ

は拙いものでしたが、楽しそうに子供たちが聞いてくれ

たのが嬉しかったです。ワークショップではクロワッサ

ンを模した折り紙をしました。50人くらいの子供たちが



第二部 授業記録 前期プログラム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～ 

72 

 

来てくれて楽しく折り紙をしました。kitokitoBOOKSと

は本を2冊寄付すると1冊このブースから持ち帰ってい

いとする企画です。今回私たちはこのブースで本の紹介

などをしながら多くの人にこの企画に参加してもらお

うと考えていたのですが、このブースまで来る人が少な

くほとんど仕事をすることが出しませんでした。 

1回目の参加が終了後、私たちは自分たちでワークシ

ョップとkitokitoBOOKSに人を集めるための企画を計画

しました。討論の結果、ワークショップではぬり絵を

kitokitoBOOKSではスタンプラリーをすることで人を集

める企画を作りました。 

2回目の訪問では、企画したワークショップとkitoki 

toBOOKSの準備と読み聞かせの練習をまずやりました。

ぬり絵やスタンプラリーの台紙などの準備はすぐに終

わったため読み聞かせの練習に十分な時間をとること

が出しました。その後の企画の実行と読み聞かせは予想

よりも大きな盛り上がりを見せ、スタンプラリーとワー

クショップに来た子供は前回の二倍の100人ほどを記録

する大成功をおさめました。 

今回の体験を生かして、プレゼン本番はみんなが新庄

市に行きたくなるような発表をしたいです。 

 

農学部 北島 陽 

私は以前から本が好きで、昔から本を多く読んでき

ました。しかし最近、新聞やテレビで活字離れが起こ

っていると聞き、さらに 1 年に 1 冊も本を読まない人

もいると知り驚いたと共に、残念に思っていました。

そんな中、今回の集中講義のガイダンスを受け、新庄

市立図書館が“攻める図書館”をスローガンに挙げて、

図書館の外に出て積極的に活動していると聞き、ぜひ

その活動に参加したいと思い、今回の集中講義に参加

しました。 

私はもがみで大きく3つのことを学びました。 

まず1つめは企画することの難しさです。2回目の活動

では自分たちで活動内容を企画しましたが、対象を小学

生以下の子供にしていたため、そのくらいの子供たちが

喜ぶような企画を考えるのがまず難しく、そして始めは

参加人数を50人位と見込んでいましたが、その倍以上の

子供たちに参加してもらえて途中でスタンプラリーと

塗り絵の紙が足りなくなって待たせてしまうことがあ

り、もっと多く用意すべきだったと班員全員で反省しま

した。 

2つ目は地域を活性化するにはお金をかける必要はな

いということです。マルシェは地域の人たちの熱意で始

まったものでほとんどお金をかけていません。それでも

多くの人たちが県内だけでなく、県外からも訪れていま

す。さらに最近では今までは出店が県内のお店だけだっ

たのですが、県外の、中には東京の店も出店しているそ

うです。授業でも似たようにお金をかけない地域興しの

話は聞いていましたが、実際に自分の目で見てそのこと

を改めて気が付き学べました。 

3つ目に地域のつながりの大切さです。2回目の活動で

前日準備の時に新庄市の商店街でチラシを配っていた

ところ、多くのことがマルシェのことを知っていて、私

の地元の東京ではなかなかない光景だなと思いました。

人が少ないからこそ、地域の人たち同士の関係が強く、

関係が強いからこそお金をかけなくても助け合って大

きなことができる。これからの地域興しの大切なことが

マルシェには詰まっていると私は思います。 

今回この集中講義に参加して新庄市の人たちとのせ

っかく素晴らしい縁ができたので、これからも図書館の

イベントやマルシェに参加していきたいと思います。 
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山間地の宝物を探そう 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：金山町 

 

○講   師：須藤 功 氏、石井 芳五郎 氏、斎藤 正昭 氏、須藤 幸一 氏、岸 浩樹 氏、 

       岸 末吾 氏、樋口 勝也 氏、中野 光男 氏、柿崎 喜一 氏、岸 吉三郎 

 

○訪 問 日：平成 29 年 6 月 24 日(土)～25 日(日)、7月 8日(土)～9日(日) 

 

○受 講 者：池田 鈴香（記録）、菊地 航平（記録）、岡崎 空歩（班長）、酒井 万里江（記録）、 

菊地 惟丈（発表）、安村 香波（発表）、青柳 樹吏（発表）、後藤 礼奈（発表）、 

細越 佑香（記録）、米山 はるか（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】６月２４日（土） 【１日目】７月８日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 道草ぶんこう着 

10:10 開講式 

「山里の今と昔」 

「森と町と人のミュージアム」 

11:30 昼食準備 

12:00 昼食 

13:00 畑の体験 植え付け 

15:00 里山の生き物調査 

17:00 入浴（シェーネスハイム） 

18:00 夕食 

19:00 蛍の観察 

 

08:00 山形大学発 

10:00 道草ぶんこう着 

10:10 開講式 

「里山の恵み」 

10:30 笹巻づくり 

笹の採集 

笹巻をつくる 

12:00 昼食 

13:30 リースづくり 

17:00 入浴 

18:00 ホームステイ 

【２日目】６月２５日（日） 【２日目】７月９日（日） 

06:00 朝の暮らし体験 

07:30 朝食 

10:00 山菜採りに挑戦 

12:00 昼食 

13:30 造形体験「縄をなう」 

15:00 里の先生との懇説 

16:00 道草ぶんこう発 

18:00 山形大学着 

06:00 朝仕事に挑戦 

07:30 朝食 

09:00 畑の体験 収穫 

11:30 昼食準備 

12:00 昼食 

13:30 ライブコンサート 

14:00 世代交流 

    課題の整理 

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！」 

 

人文社会科学部 池田 鈴香 

 今回のフィールドワークで私は初めて金山町に訪れ

た。行く前は山間地ということで、田舎なのかなとい

うぐらいしか思っていなかったが、実際に訪問して百

聞は一見に如かずという言葉を、身をもって体験した。

今回のフィールドワークで私たちは普段の生活では得

られない体験をしてきた。 

 金山町では、五感で自然を感じることができた。川

の生き物調査では川に入ってヤゴなどの水生昆虫や絶

滅危惧種であるハナカジカという魚を捕まえた。山で

はみずという山菜や笹巻に使われるササをとったり野

生で生えている野イチゴの甘酸っぱさを味わったりし

た。夜はほとんど電灯のない中散歩をしていると美し

く明滅しながら飛ぶ蛍の姿があった。夜の黒々とした

山の存在感と圧迫感。車が通る音などがほとんどしな

い代わりに聞こえる、カエルや鳥の鳴き声。それらす

べてに五感が研ぎ澄まされるように感じた。 

 人とのつながりが密で濃いというのも印象的だった。

確かに高齢化が進んではいる現状であるけれど地域内

で助け合って生きているというのが地域の方々を見て

よく分かった。一方でまた、その人とのつながりが強

いことの弊害も存在するということも知った。狭い集

落の中では、誰かに何かあればすぐに知れ渡ってしま

うし、共同体の中でいさかいやトラブルがあったとき、

村八分のようなことが起きてしまう場合があると聞い

た。人とのつながりが密接であることの良いこともあ

るが、それゆえの問題もあるというのは、新たな発見

だった。 

 今回のフィールドワークでは、「山間地の宝物を探そ

う」というテーマで私たちは活動してきたが、金山町

の宝物というのは地域の方の言う通り「自然」と「人

とのつながり」だと強く感じた。地域の方のお話で印

象に残ったことは、金山町の将来に不安を抱いていな

いということだった。金山町でもほかの市町村同様少

子高齢化に伴う過疎が進んでいる。しかし、人とのつ

ながりや自然という宝があるからこそ、自分の状況を

受け入れここで生きていくという自信につながってい

るのだと思う。集落のみんなの才能をうまくすくい上

げてどううまく世代につなげていくかを考えていると

いうお話も聞いた。そんな金山町の現状やありのまま

を受け入れて生きている地域の方々に感銘を受けた。

今回の金山町での体験は貴重な経験になった。 

 

人文社会科学部 菊地 航平 

私は 上地方でのフィールドワークを通して、普段

の生活では感じられない“何か”を感じ、その“何か”

を得たい、と考えこのフィールドワークへの参加を決

意した。その中でもよりいろいろな経験ができそうだ

と思い、このプログラムに参加することにした。 

サークルの活動で一度訪れた金山町は比較的街のほ

うであったので、豊かな自然に囲まれた田茂沢地区は、

私にとって、とても新鮮に感じられた。あたり一面に

広がる自然、耳をすませば聞こえてくる鳥の声、初め

て訪れる場所であったのだが、故郷に帰ってきたよう

な落ち着いた雰囲気を感じた。活動拠点であった道草

ぶんこうに到着すると、地域の方々が温かく出迎えて

くださった。 

一日目の活動は功さんという方の金山町での昔の生

活についてのお話から始まり、畑に二十日大根の種を

使って畑アートをしたり、川の生物調査ではハナカジ

カという珍しい魚を捕まえたり、と充実した活動であ

った。特に川の生物調査では童心に戻り、純粋な心で

楽しむことができた。 

二日目の活動では、「ミズ」という山菜を収穫して汁

物にして食べ、縄ないの体験もさせていただいた。縄

ないは特に苦戦し、平然とやってのける地域の方に尊

敬の念を抱いた。 

二回目の活動の一日目では、山で収穫した笹を使っ

て、笹巻づくりをし、午後には前回の活動で作った縄

を用いてリースづくりを行った。自分たちで作った笹

巻は、ほんのり笹の香りがしてとてもおいしかった。 

二回目の二日目の活動では、手作りそばを作ってお

昼に食べ、午後には地域おこし協力隊の柴田学さんの

ライブコンサートを聴き、 後には街並み見学を行っ

た。一生懸命作ったそばは美味であったが太さが均等

でなかったため、すすりづらかったのに対し、そば作

りの先生である斎藤先生のそばは驚くほど太さが均等

で職人の技というものを感じた。 

活動の合間やホームステイ先でいただいたお話はど

れも印象的ものであり、その中で金山町の現状を常に

前向きにとらえる地域の方々の力強さを感じた。そし

てその力強さの原動力が人と人のつながりだと教わっ

た。 

後に、私たちをやさしく迎えてくれた金山町の

人々に感謝したい。そしてこのフィールドワークで得

たたくさんの経験を決して忘れず、私も金山町の人々

のように、どんな困難があろうと前向きに乗り越えて

いきたい。 

 

人文社会科学部 岡崎 空歩 

初私がこのフィールドワークを選んだ理由という

のが、仙台出身ということもありなかなか自然と戯れ

る機会というものがなかった中でこの「山間地の宝物

を探そう」の紹介文の中にこの金山の自然を五感で感

じてほしいというところがあったので参加を決意しま

した。そして様々な体験を通して学んだことが２つあ
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ります。 

まず１つ目は自然の大切さです。6 月という初夏で

あったということもあり、緑々した山に囲まれ、少し

伸びてきた田んぼの稲がずっと広がる世界でした。空

気はとてもおいしく、街中では味わえない解放感に満

ち溢れました。二日間を通して川の生き物調査や山菜

採り、畑仕事などたくさんのことを行っていた中で印

象に残っているのが川の生き物調査です。とてもきれ

いな川の中にはいった川の水の冷たさは日ごろの扇風

機やクーラーを使った涼しさとは違った体の芯から感

じる涼しさでした。しかし地元の人が言うには私がき

れいだと感じた川ですがダムなどの建設によって昔に

比べて汚くなったらしく、昔はたくさんいたハナカジ

カなども絶滅危惧種の一つになってしまったそうです。

便利な社会を目指すのは良いことですが、そのなかで

自然との共存という部分も考えていかなければいけな

いなと思いました。 

2 つ目が人のつながりの大切さです。金山町はとて

も人のつながりを大事にしている町でフィールドワー

クの中でこのプロジェクトだけが唯一ホームステイを

行っていました。その中で私が泊まらせていただいた

須藤さんの家で聞いた話では、やはり金山町も限界集

落ではないものの、若者が少なくいろいろな問題が発

生しているらしいのですがそのような中でも豊かな自

然と人と人のつながりがあるからこそ決して悲観的で

はないとおっしゃっていました。このような話を聞い

ていてもやはり人との関わり合いというのはどのよう

な地域でも大事なことであるのだなと感じました。 

今回のこのフィールドワークは「山間地の宝物を探

そう」というワークでしたが、この４日間の活動を通

して私は先ほど述べた人と人のつながりというのがま

さにそれにあたるのではないかと感じました。どんな

にこの先つらいことがあったとしても、これこそあれ

ば乗り越えていけると思いました。この経験を今後の

学生生活に生かしていき、少しでも実りのある生活に

していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 酒井 万里江 

私が数あるフィールドワークのプログラムの中でこ

のプログラムを選択した理由が、このプログラムが自分

の「生物学を志すきっかけとなった、純粋な好奇心を再

び体験する」ことを達成できるのではないかと考えたた

めであった。結論として目標は達成でき、さら自然と共

生する人間のくらし、近代化に伴う自然との折り合いを

つけなければならない場面など、自然とのふれあいだけ

でなく人間と自然とのつながりも感じ取ることができ

た。またいくら知識的に知っていようと、ものは実際に

見て・体感して、目の当たりにして初めて自らの考察が

できると感じた。 

その点では、１回目・１日目の川遊びは自分にとって

一番印象的だった。川に入って目にする、色とりどりの

カワトンボや水生昆虫を見たり捕まえたりすることで

「こんな生物が実際に生きているのだ」という実感が沸

くとともに、今まで皆無だった自然を体感することで純

粋な好奇心を呼び起こしたことを自覚した。しかし、こ

のような自然が体験できた川を「美しい」と感じたもの

のこの川が「この状態でもすでに自然は失われている状

態」という話を聞き驚いた。主な原因は簡単に言うと「近

代化」にあり、護岸工事によるコンクリート舗装（植物

の生息場所の減少）、農薬の使用による過剰な栄養（リ

ン）の流入（ヨシの過剰な繁殖）、水源がブナの原生林

から植林の杉林になったことなどだそうで、今まで高校

の部活動で水質調査・改善の研究を行っており知識はそ

れなりにあったものの、具体的な原因と現状を実際に見

られて「こういうことなのか」と高校の時までのように

原理的な説明のみで知識的に理解するよりもより事実

を認識でき、研究などをするにあたっても実際のフィー

ルドワークは大切だと思った。 

 ほかの体験では、縄ない（わらだけでできる）や笹巻

きづくり（ササを取るところから始める）など、自然の

資源を利用した体験を行うことによって、現代の大量生

産大量消費・利便性の中で失われつつある、より近いと

ころで自然と共生する人間の姿を感じることができた。

しかし縄も利便性を追求するならば性能の良い代替品

のロープなどにとって代わっていくわけで、笹巻きも祭

りを祝う風習が忘れられれば作られなくなる、「近代化」

によって失せていくのも十分あり得ることである。用水

路に放流したりなどは行われているが、それはあくまで

人工的なものである。 

私はこのフィールドワークでいわゆる近代化途上の土

地で普段の生活より自然とより密接な暮らしを体験し、

近代化により自然と人間が離れ行く狭間を目にしたと

いえる。 

生物学を志す人間として、知っておくべきことをひと

つ手に入れられたと感じた。 
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理学部 菊地 惟丈 

私は、今回のフィールドワーク「山間地の宝物を探

そう」のプログラムを通して、主に自然、伝統、人の

温かさの３つを感じ取り、いろいろなことを学んだ。

まず自然についてだが、里山の生き物調査、山菜取り

を通して、金山町の自然の雄大さ、美しさを感じるこ

とができた。生き物調査では、絶滅危惧種のカジカを

発見することができたため、私は金山町にはきれいな

川が今もなお、健在するのだなと考えていたが、地域

の人の話によると、調査を行った川は下水工事の影響

で昔より随分汚染されてしまったということを聞き、

とても驚き、自然と人が共存することは大変難しいと

感じ、これ以上汚染が進まないようにする方法を考え

なければならないと考えた。 

また、山菜取りでは、実際に山を訪れ、自分たちで

「みず」と呼ばれるウワバミソウという山菜を採取し

た。この体験活動では、地域の人から山菜の生えてい

る場所や雑草との見分け方、調理の方法まで様々なこ

とを教えていただき、山菜に対する知識を深めること

ができた。山菜取りの知識は自分にとって大変貴重な

ものとなったが、この知識を広める人が減少してきて

いるのが現状である。そこで、この知識を持つ人が途

絶えないようにするため、金山町に住む人を増やさな

ければならないので、この自然のすばらしさを県内外

にアピールするべきだと考えた。 

次に伝統についてだが、今回縄をなう体験をさせて

いただいた。体験を始める前までは簡単だと考えてい

た縄ないは実際にやってみると、考えていた以上に難

しく驚いた。地域の人の話によると、昔の子供たちは

学校から帰るとこれが仕事で家族のためにやっていた

と聞き、昔の子供たちに対して尊敬の念を抱いた。こ

の体験に関しても、後世に伝えていく後継者が減って

きているため、上記で述べたように根本的として金山

町の若い世代の人口を増やさなければならないと考え

た。また、笹巻つくりの体験では、これも山菜取り同

様に実際に山へ行き、笹を取る際には笹巻に適する葉

の選び方や、もち米の分量、おいしい食べ方など様々

なことを学んだ。祖父母の家でよく食べていたのです

が、作るまでにこんなにも大変であると知らず、昔の

人の偉大さを感じ、今回学んだことを生かして祖父母

に笹巻を作ってあげたいと考えました。 

後に、人の温かさについてですが、金山町の人た

ちは外からやってきた私たちを温かく歓迎してくださ

いました。農家さんの家にホームステイした際には、

夕飯を食べながら、須藤さんとこれからの山形大学や

金山町について議論をし、地域の人が考えていること

を聞くことができた。今回のフィールドワークを通し

て金山町のすべてを知ることができたわけではないが、

様々なことを学び、考えることができた。これで終わ

りでなく、これからも金山町の良いところを発見して

いきたい。 

 

医学部 安村 香波 

このフィールドワークに参加したいと思ったのは、

日常生活では体験できないような体験ができ、それに

加えて、ほかのフィールドワークに比べて地元の方々

とも関わる機会が多いと感じたからです。まず、昔か

らの知恵や伝統を受け継いでいるからこそ残っている

文化に触れたい、と思っていました。また、自分とは

違う環境で生活し、そういった文化を受け継いでいる

方々と関わり、お話ししたいと思っていました。そう

した経験を通して、自分の知識や見識、価値観などを

広く深くすることができるのではないかと考えたから

です。 

 今回のフィールドワークでは、その地域の課題を発

見し、それに対する解決策を考え発表するというのが

終目的だったので、当然、課題や問題点、改善点を

見つけるつもりでフィールドワーク初日に挑みました。

しかし、到着してバスから降りたとき、そんな気持ち

は忘れてしまいました。間近に山々が連なり緑に囲ま

れたまさに「山間地」にあるその場所は、空が広く、

空気が澄んでいて、子供たちが遊びまわっており、と

ても癒される空間でした。ありきたりで常套句のよう

ですが、私は確かに不思議な安らぎを感じ、レポート

や試験勉強に追われて感じていた焦りや不安がスーッ

と薄まるのを感じました。 

 活動拠点は「道草ぶんこう」で、フィールドワーク

での講師に当たる地元の方々と会話をしながら様々な

ことを教えていただきました。昔の暮らしの経験を伺

ったり、「森と町と人のミュージアム」の説明を伺った

りした際はもちろんですが、体験学習中の説明や食事

中の何気ない会話の中でも知らなかった知識や知恵を

教えていただくことができました。 

 ホームステイ先では本当に温かく迎えてくださり、

おいしくて豪華な食事もいただけて、本当に嬉しかっ

たです。１回目の時は小さな男の子の兄弟二人と仲良

くなり、夜には一緒に蛍を見に行きました。私は蛍を

見たのは初めてだったので、とても感動しました。二

人は慣れているようで、飛んでいる蛍を素手で捕まえ

ていて、びっくりしましたし、小さい時から自然とそ

ういった経験ができることは心の健康な成長に繋がる

ように感じ、また単純にうらやましく感じました。 

これらの経験から様々なことを感じ、考え、学びまし

たが、その中でも印象に残ったのは、高齢者の方々が小

さい子供の面倒を見ている環境が多いということと、人

と人との関わり、つながりがとても強いということで

す。前者については、裏返してみると中間の若い世代が

少なくなっている、もしくは忙しくて育児をする余裕が

なく、それは介護をする余裕がないことにもつながると

考えられ、「課題」となり得ますが、元気のある高齢の
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方々が子供の面倒を見るというのは、子供を育てる余裕

がないという理由で子供を産まない選択をする人も多

い現代では、素晴らしいシステムととらえることもでき

ると感じた。後者においても同様で、強すぎる繋がりは

時に窮屈な鎖にもなりうるが、金山町ではこのフィール

ドワークのように外からの人を積極的に受け入れつつ、

人とのつながりを大事にすることで、支えあい協力して

生活しているので、素晴らしい魅力であり、大変な強み

であると思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 青柳 樹吏 

私は四日間を金山町で過ごして、普段体験できない

ような体験をたくさんさせてもらった。 初は、高齢

者の方からご自身の戦時中の体験談を聞かせてもらっ

た。その中で特に印象に残ったことは、空襲警報が発

令されると一斉に灯りとなるものを消し、身を潜めた

ということだった。敵に居場所を知らせないようにタ

バコの火さえも消し、息を潜めるというのは聞いてい

るだけでも恐ろしかっただろうということはわかった

し、実際に経験した人たちはかなり苦労したのだろう。 

里山の生き物調査では、町を流れる川に入って調査

を行なった。私は福島県出身で放射線の影響で川に入

ることはここ 6 年間できなかったので、珍しいハナカ

ジカという小魚を捕ったり水中昆虫を見つけたりと、

思う存分川遊びを楽しめたと思う。放射線を気にせず

自然と触れ合うということができていなかったので、

とてもいい企画だった。 

縄ないは、町の方々から教えてもらいながら行なっ

たが、初めは全くうまくいかず苦戦した。結果的には

なんとかなうことができるようになったが、綺麗な形

に整えることができるようになるには時間がかかりそ

うである。縄ないは the 日本文化という感じがして、

日本文化に関われたのは日本人としてとてもいい経験

だった。若者たちの間で縄をなうことができる人は少

なくなっているようなので、機会があれば友人や家族

に教えてみるのもありではないかと思う。 

四日間のうちの食事は様々なものをご馳走になった。

ミズという山菜を採りに行って山菜の豚汁を作ったり、

笹を採ってきて笹巻きを作ったり、蕎麦粉からそばを

作ったりした。ミズは新食感で美味しくいただいた。

笹巻きは二枚の笹を使ってもち米を包む作業が思いの

外うまくいかず苦戦したりした。蕎麦は蕎麦粉と小麦

粉と水を、分量を考慮しながら混ぜ合わせ、こねて伸

ばして見栄えのいい細さに切るという一連の作業全て

慎重に行なってみんなで協力して蕎麦を完成させた。

山菜も今まで食べる機会はなく、もちろん笹巻きや蕎

麦も自分たちで一から作って食べることもなかったが、

どの料理も美味しく、山間地は大自然を味覚で感じら

れる美味しいもので溢れていた。 

終日は、地域おこし協力隊の方をお呼びしてライ

ブコンサートを開いた。大人から子供まで楽しめるコ

ンサートで聞いていて飽きることはなかった。フィナ

ーレとも言えるコンサートは本当に楽しかった。 

金山町の人や雰囲気はとても温かく実家に帰ったよ

うな気持ちでとても充実した4日間を過ごせた。 

 

工学部 後藤 礼奈 

私は、２回目のフィールドワークに参加できなかった

ため、金山町を訪れたのは１回だが、その１回を通して

考えたこと、学んだことをまとめる。 

 フィールドワークに参加する前から私は金山町のこ

とを知っていた。地元が山形だからということもあるが、

それだけではない。金山町は町づくりが盛んで、無知な

私でも知っているほど有名だったからだ。実際に金山町

田茂沢地区を訪れてみて、まず感じたことは思っていた

金山町と違うということであった。私が知っていた金山

町は大堰公園やきごころ橋がある町の中心で、金山町の

一部にすぎなかったのである。田茂沢地区の周りには見

渡す限り山が広がっている。川も流れていてヤゴを捕ま

えたり、山では山菜を採ることもできる。自然が豊かだ

ということだ。しかし人が少ない。私が生活している漆

山は近くに買い物ができる場所などないし、決して町中

であるとは言えない。しかし100m歩けば少なくとも誰か

とすれ違う。田茂沢地区は見通しがよく500m先までは見

通せたが人を見かけることはごく稀だった。実際田茂沢

地区は人口減少が激しいそうだ。田茂沢地区で育った人

も進学や就職で遠くへ行ってしまう。だがそれはしょう

がないことである。人が出て行ってしまうなら外から呼

べばよい。そこで、私は人口増加のために多くの人に田

茂沢地区の暮らしを知ってもらうのがよいのではない

かと考えた。私たちは今回大学のフィールドワークとし

て田茂沢地区を訪れ、道草分校訪問、縄縫い、山菜採り、

ホームステイをして田茂沢地区の暮らしについて学ぶ

ことができた。これと似たものを一般の人を対象に開催

することで、自然に囲まれて生活してみたいと考えてい

る人たちの移住の足掛かりになるのではないかと考え

る。違う町に移り住む時は生活していけるのか、地域の

人と良好な関係をつくれるのかと不安に思うものだ。そ

の不安を解消することで移住に対して前向きになり、人
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口増加につながるだろう。 

 

工学部 細越 佑香 

初めに、私がこのプログラムに参加した理由です。そ

れは、里山の生活の現状を知り、どういった支援が求め

られているかを知るためです。農家へホームステイとい

うプログラムがあり、実際に農家の話が聞けそうだと感

じ、参加しました。プログラムに参加する前の金山町の

イメージは、「農業の町、人手が少ない、問題（課題）

が多そう」というような、気苦労の多そうな感じのもの

でした。そんなイメージのある金山町の課題の解決策を

探すべく、プログラムに参加しました。 

しかし、実際に参加してみて驚きました。確かに、農

業の町で若い人が少ない町でしたが、マイナスイメージ

をほとんど感じませんでした。理由はいくつかあります。 

まず、悲観視していなかったことです。町のひとは、

「金山町には資源がたくさんあるから、何とかなる」と

いった風でした。前向きな姿勢にとても驚きました。資

源とは、自然と人のことを指していました。人が資源と

はどういうことか、それは、金山町のひとたちの地域の

つながりの強さだと思いました。 

また、街づくりに関してです。観光客を呼ぶためでは

なく、住みやすい街をつくっているということです。こ

のことを聞いた時、金山町は、人という資源を保護でき

るのだと知りました。町づくりは、こんな風にすれば自

然と人、2つの資源を維持できますね。 

さて、金山町の人々は、課題はあるけど問題はないと

っていました。しかし、私の考える金山町の問題は、文

化の継承です。金山町には様々な文化があります。例え

ば、山菜採りです。これは難しいし、地域や季節が限ら

れています。また、できる人が少なく、高齢者が多いの

が現状です。笹巻づくりでは、人によって様々なやり方

がありました。また、感覚や慣れで行うとおもうのでま

すます習得するのは難しいです。 

ここで、私の提案です。この文化の継承を地元だけで

なく、他の地域のひとによって行うというものです。さ

らに、それらを文章にまとめ、本にするといいと思いま

す。他の地域のひとにしてもらうメリットは、継承する

人を増やすことが出来ることですまた、1度来ただけで

は習得できないので、リピーターをつくることが出来ま

す。次に、文章、本にして残しておくメリットです。ま

ず、地元の人が感覚や慣れで行っている作業を客観的に

描くことで、一般の人にわかりやすくできます。そして、

本にしておくことで、確実に後世に文化を継承すること

が出来ます。この作業は、学生でもできます。学生なら、

様々なアイデアが出せるので活動が活発になると思い

ます。 

まとめると、今回のフィールドワークでは、「大学生

である」私たちが農村地域のために何ができるかを考え

ることが出来ました。一番大切だと感じたことは、道草

ぶんこうで学んだ、第六感で感じることです。今回の提

案にも他の地域のひとが体験することを前提にしてい

ます。これからは、このフィールドワークで学んだこと

を活かして金山町の支援をしていきたいと思います。ま

た、後輩にももがみを通して実際に金山町を体験しても

らいたいですね！ 

 

農学部 米山 はるか 

はじめに、私が金山町のフィールドワークに参加し

たのは、のびのびとした自然の中で農家の方とお話し

したかったからだ。いろいろなことを体験して見聞き

することを目標に4日間を過ごした。 

1回目の活動では、畑に二十日大根の種を植えたり、

川で生き物を捕ったり、山菜採りをしたりした。土や

生き物に触れる体験は、私たちにとっては貴重だが地

元の人たちにとっては日常であるのだと思うと不思議

な感じがした。今は山間地での暮らしそのものが、特

別な資源にもなるのだと思った。 

縄をなう体験や、2 回目の活動での笹巻作りやそば

打ち体験では、金山町の人たちに教えてもらいながら、

昔からの文化に実際に触れることができた。また金山

町の中心部の散策をするまでは、私たちが活動の拠点

としていた山間地が金山町のすべてだと思っていた。

しかし金山住宅や名所の多い中心部もあると知り、私

は、観光名所やお土産品を生かすことで金山町へ集客

できないかと考えた。 

だが、金山町の人々は、金山町を観光地化すること

は全く考えておらず、住む人にとって暮らしやすい町

を目指していると分かった。確かに、自然が豊かで人

とのつながりが深い金山町は暮らしやすく居心地のよ

い町であると感じたが、だからこそ、町の外から人を

呼んで金山町の良さを知ってほしいとも思った。 

また、1 回目と 2 回目ともに農家へのホームステイ

をさせていただき一番に感じたことは、金山町の人た

ちの温かさだった。歴史の話や農業の話、私たちが今

やるべきと思うことなどたくさんお話しできてために

なった。食事は「山菜の宝庫」と言われるほどの金山

町のミズやゼンマイ、自宅の畑で収穫したばかりのニ

ラやホウレンソウ、二十日大根などもいただいた。「山

から採ってくる山菜や庭に植える野菜は、この時期に

食べる分だけ」という自給自足ができるのは素敵だと

思った。 

後に、4 日間の金山町でのフィールドワークを通

して、山間地では人とのつながりが欠かせないこと、

地元の人たちにとって暮らしやすい町は他所の人にと

って魅力がたくさん詰まったものであるということを

感じることができた。 
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歴史的地域資源の保存と活用を考える 
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 29 年 5 月 13 日(土)～14 日(日)、7月 8日(土)～9(日) 

 

○受 講 者：福岡 隆生（班長）、朝倉 由香（記録）、森竹 孝磨（発表）、中山 元（記録）、 

桝本 有莉（発表）、相原 悠之介（発表）、四方 優（記録）、関下 奈菜美（発表）、 

矢野 雅之（学生サポーター）、庄司 聡（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月１３日（土） 【１日目】７月８日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 谷口公民館着 

10:30 講義 

    「谷口銀山の歴史」講師：近岡 榮一氏 

12:00 昼食 

14:00 銀山探索 大切敷探索、周辺探索 

16:30 入浴（ホットハウスカムロ） 

18:30 夕食（がっこそば） 

22:00 就寝（がっこそば） 

 

 

 

08:00 山形大学発 

10:20 谷口公民館着 

10:30 銀山周辺跡地探索＆環境整備 

12:00 昼食 

14:00 銀山周辺跡地探索＆通路整備（草刈り） 

16:30 入浴（ホットハウスカムロ） 

18:30 夕食＆懇親会（がっこそば） 

22:00 就寝 

【２日目】５月１４日（日） 【２日目】７月９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 

12:00 昼食 

14:00 午前の続き 

環境整備作業 

15:00 ミーティング 

16:00 谷口公民館発 

18:00  山形大学着 

 

 

 

8:50 谷口公民館集合（ミーティング） 

9:00 吉次山 登山 

（登山中に道の草や枝を取り除きながら進みます。） 

12:00 昼食 

14:00 活動まとめ、感想発表（がっこそば） 

15:40 谷口公民館発 

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！」 

 

人文社会科学部 福岡 隆生 

 私がこのプログラムを通して考え学んだことは、地

域の課題を解決することは一筋縄ではいかないという

ことである。以前の私は地域に人が居ない、もしくは

来ないなら知名度を上げて呼び込めばいいだろうとい

うことを漠然と考えるだけだった。しかし、地域の方々

は人の少なさが問題として認識しておらず、また単に

人を呼び込むことを解決策として考えていないことが

分かった。結果、私は納得のいく解決策を見出すこと

の難しさを今回学んだ。 

 １回目の活動の終わりに、どうやって金山町に人を

呼び込むかについて話し合った。結果、課題の解決策

として地域 PR や観光ツアーというアイディアが出た。

しかし、１回目の活動の中でこれらが全否定された。

１日目の夜に世話役の栗田さんから聴いた話を整理す

ると、地域の方々は観光地化や大勢の人がやってくる

ことを望んでいないことが分かった。まず地域の方々

の根底的な基本理念として、「来てくれた人にゆっくり、

自分達の余裕を失わない程度のやりとり」がある。つ

まりは、やってくる人は多くなくていいから、来てく

れた人に対して自分達なりのおもてなしをしたいとい

うことだ。よって、観光地化による大勢の来客は望ん

でいない。また、観光地化やPRに対して良くない感情

を持つ人もいるという。例えば、過去に体験学習でや

ってきたとある大学生のグループが自分達と似たよう

なアイディアを出した際、「我々はそんなことをやりた

いわけじゃない」とそれを全否定した方がいたと聴い

た。そのアイディアに対して理解を示した方もいたよ

うであるが、ここにも大勢の来客は望まないという地

域の意思が見て取ることができた。このような話を聴

いた結果、私を含めたグループメンバー全員が「この

地域の課題は何で、どう解決するか」という問いの答

えを見出すことを改めて考えるようになった。そして、

それはかなり難航した。 

 上記の問いに対して考えた結果、現時点（７月１４

日）としては銀山の保存活動に関わりたいという有志

を募り、できればそれを地域の方々が決めるというこ

とを考えた。この考えが具体性に欠け論的にも未整理

であることは否定できない。しかし、実際に金山町に

行って現地を見た私達にとっての精一杯の考えがこれ

である。地域の方々とやってきた人が共通して持つ「こ

の地域の問題はこれだ」という意識が無いこと。やっ

てきた人が出した解決策が実は地域の解決策としての

正解では無いこと。これらから発生するジレンマにど

う立ち向かって地域の課題の解決方法を見出すかにつ

いて、このプログラムを通して私は考えた。 

地域教育文化学部 朝倉 由香 

私がプログラムを通して学んだことは、地域の問題

を解決する方法は、簡単に見つかるものではない、と

いうことだ。１泊２日のフィールドワークの中で見つ

けた大きな課題は、金山町の少子高齢化とそれに伴う

谷口銀山保存会の方々の高齢化だ。１回目のフィール

ドワークに参加できなかった私は、課題解決のために、

地域間の連携が必要であり、地域外からの観光客との

発展的な結びつきをつくるその一環として、谷口銀山

保存会を考えていた。２回目の活動の中では環境整備

をしたが、私たちの年代でも体力的に厳しかった。そ

の活動を高齢の方が行っていると考えると、やはり若

い力が必要だと感じた。そのため、グループ内でも金

山町のどう人を呼び込むかについて話し合われていた。 

しかし、２日間を通してわかったことは、保存会の

方々は銀山を観光地化したいわけではないということ

だ。ただ保存したいという思いでやっているのであっ

て、これから発展させていこうだとか、観光地にして

人をたくさん呼び込もうとしているのではないという

意思があるとわかった。観光地化にするとなると、周

りの環境を整備しなければならない。具体的にはホテ

ルを作ったり、駅をつくったり、店を出したりしなけ

ればいけない。そうしてしまうと、本来の目的である

「銀山の保存」ができなくなることや、現在の生活が

維持できなくなることが考えられる。保存会の方々が

望んでいることは、自分たちのペースで保存を行って

いき、そこに来てくれた人との自然なやりやりとりが

あること、また、多すぎる訪問者も望んではいなかっ

た。自分たちが選んだ人、自分たちの活動を受け入れ

てくれる人が来てくれると嬉しい、とのことだった。 

課題の解決方法を私たちは必死に考えたつもりであ

ったが、前述したように、そこには必ず地元の方々の

考え方と食い違いが生じていた。以前のフィールドワ

ークで、解決策をいくつか考え、地元の人の前で発表

したが、それを全否定されるということも起こったそ

うだ。もちろん、地域の中での温度差もあるようで、

それをどう埋めるか、ということも話題に上がった。

しかし、地域の方々にはあまり課題意識はないように

思えた。問題提起したところで、そう簡単に納得して

もらえる結論は出ない。ジレンマが、根本的な解決策

を導けない原因となっていた。私が今回学んだことは、

すべての人が納得のいく根本的な解決方法を探すこと

の難しさだ。この問題について考え続けていくことが、

一番解決策に近づくのではないかと考える。 

 

理学部 森竹 孝磨 

今回のフィールドワークを通し、私は地域のために

何が出来るか考えた。私たちが訪れた金山町では少子

高齢化が問題であると話を聞いた。実際に金山町を歩

いてみても地域の方々と出会う機会がなく、少子高齢
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化が進んでいるなと実感した。谷口銀山保存会の方々

も高齢者の方が多かった。私たちは銀山周辺の環境整

備や、坑道内の清掃を行ったがとても大変なものであ

った。ただでさえ、貰っている保存費用が他の銀山に

払われている保存費用と比べると少なく保存活動が大

変な状況であるにもかかわらず、高齢者の方が保存活

動を手作業で一つ一つ行っているとなるとその苦労は

私たちには計り知れないものだと思う。少子高齢化の

解決策として金山町を観光地化すれば良いのではない

かと考えた。金山町には谷口銀山の他にも沢山の観光

地がありとても自然が豊かなところである。これらの

魅力を広げ金山町に足を運んでくれる人が増えてくれ

ればよいと思った。これにより谷口銀山保存会だけで

なく金山町の活性化に繋がるのではないかと考える。

しかし、活性化により生じる問題がある。保存会の方々

の仕事が増えるということだ。保存会の方々はボラン

ティアのような意識で保存活動を行っており銀山の伝

統を守るために行っている。仕事という意識をもって

保存活動を行ってはいない。さらには観光地化するこ

とにより様々な施設の建設が考えられるで、むしろ金

山町全体に負担をかけることとなる。 

このような問題が起こらないためには有志の募集が

必要だと思う。有志の方を募集し保存会の方に人を選

んでもらうことによって、自分たちのペースで活動が

出来るからだ。そうすることで仕事という意識を持つ

ことなく保存活動を行えると考える。 

今回の活動で谷口銀山と金山町に係わることで様々

なことを学ぶことが出来た。金山町には銀山以外にも

沢山の自然があり、とても良いところだと思った。地

域の方と交流することにより優しさにも触れることが

でき、金山町の魅力を感じることが出来た。銀山の伝

統を守っている保存会の方々、金山町について詳しく

話をしてくれた地域の方々から金山町に対する愛が感

じられ、金山町のことをとても大切に思っていること

が伝わった。この伝統をいかに私たちが引き継いでい

くか考えることが必要だと思う。今後も金山町とかか

わらせて頂くことによりこの地域の活性化のために何

が出来るか考えていくことが、金山町の良さを守るこ

とに繋がると思う。 

 

理学部 中山 元 

私がこのフィールドワークを通して感じたことは、

地域の人と外部の人で歴史的地域資源に対する考え方

が異なっているという事だった。 

私たちは「歴史的地域資源の保存と活用を考える」

というプログラムの元、計四日間金山町で過ごした。

そして金山町にある銀山、谷口銀山の歴史を聞き、実

際に中に入り、そして整備活動を行った。谷口銀山保

存会の代表 近岡榮一さんによると金売吉次が１６世

紀末に発見し、銀堀小屋３０００軒、遊郭７０軒とと

ても栄えた。しかし坑内に出水し、排水が困難となり

１８４５年に閉山したとのことであった。そして、今

は閉山となった谷口銀山だが町の歴史的遺産を残そう

という事で有志を募り、谷口銀山保存会を運営し、整

備、保存を行っている。 

銀山は当時の状況がそのままであり、壁面には当時

の人が、自分がどこまで掘ったかを示すと考えられて

いる印などが残っている。他にも壁面に文字が彫って

あったりと当時の様子が想像できるものが残っており

とても楽しむことが出来た。私は、この銀山跡を見学

しとても歴史を感じることができ、この銀山を保存し

続け、もっと多くの人に知ってほしいと感じた。しか

し、一方で銀山周辺は草が生い茂り、斜面も多く足場

が悪い所も多かった。そのため定期的な整備活動が必

要とされていた。今回私たちも整備活動の一環として

坑道内の土砂を掻き出したり、坑道に通じる通路の老

朽化している手すりの整備、通路の草刈りを行った。

そこでは普段谷口銀山保存会の方が味わっている苦労

を感じ取れた。 

そして、谷口銀山と関わっていく中、地域の人の話

を聞いていく中で現在金山町が谷口銀山に対して抱え

ている問題点も見えてきた。それは、今後の谷口銀山

の保存、活用である。現在谷口銀山保存会の方は高齢

の人が多く一番若い人でも６０代という事である。銀

山整備活動は体力が必要な仕事も多いので、今後保存

会の高齢化が進んでいく中、高齢者だけでは整備は難

しい。そして、金山町は谷口銀山の観光地化を望んで

いない事。このことを聞いて私たちはとても驚いた。

私たちは、てっきり金山町の人は谷口銀山をもっと多

くの人に知ってもらい、訪れてほしいのだと思ってい

た。しかし実際には、広告などでわざわざ人を呼ぶの

ではなく、何かのつてでやってきた人に金山町の魅力

を知ってもらい、交流を楽しみたいとそのような考え

であった。そうして考えた結論はこのフィールドワー

クのような大学、学校と連携を増やし、来てもらった

人に金山町の魅力を知ってもらい、銀山の整備活動に

も参加してもらうことによって、谷口銀山保存会以外

の人に整備活動を手伝ってもらうシステムにしていけ

ばいいと思う。 
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医学部 桝本 有莉 

金山町での四日間の経験を通して、私は二つの発見

をしました。一つ目は、昔ながらの伝統的なしきたり

や知識がまだしっかりと残っている地域があるという

こと、もう一つは、外部の人間が考える地域活性化と

実際の地域での考え方には、解離があるということで

す。 

 一つ目の発見については、第二回目のフィールドワ

ークで吉次山に登山した時に実感しました。フィール

ドワークの中で度々耳にしていたのですが、金山町に

はお祭りがあり、そのために毎年山の中腹にある御神

体を山から下ろし、お祭りが終わると山へ戻すという

しきたりがあるそうです。実際に自分が登山をしてみ

て、いかにそれが大変なことであるかわかりました。

それほど高くない山とはいえ、整備されたハイキング

コースなどとは全く違う急斜面を、荷物を持って登ら

なければなりません。そういったしきたりが残ってい

るということに、深く感激しました。また、登山をし

ながら様々な植物の名前や特徴、動物の痕跡の見分け

などを教えていただき、現代社会では教えてもらえな

い貴重な知識を得られました。こうした文化や知識は、

現代の文明社会では失われつつあると考えられます。

こうした文化や知識は後世へと、守り、伝えていく必

要があると感じました。 

 もう一つの発見は、特に驚くべきものでした。私た

ちメンバーは初回のフィールドワーク終了時に、金山

町を賑やかにすること、谷口銀山を観光地として発展

させることが、谷口銀山史跡保存会が抱える高齢化や

保存の困難さを解決する糸口になるという意見を持っ

ていました。観光地として栄えれば、経済的に潤うほ

か、人口の流入につながり、その結果谷口銀山に関心

を持った若者たちが集まって、保存会に貢献してくれ

るのではと考えたのです。しかし、実際に話を伺って

わかったことは、保存会の方々はこの谷口銀山に関し

ては過度な観光地化を求めていないのだということで

す。谷口銀山付近に目をやれば、美しい自然があり、

田畑があり、小さな神社がありました。もしもこの場

所を観光地にしてしまったら、自然は破壊され、田畑

は潰されて観光のための施設になり、現在この地にあ

る大切な文化や人々は無くなってしまうかもしれませ

ん。本当に谷口銀山と付近の文化を守っていくには観

光地化は適切な手段ではありませんでした。 

谷口銀山を、その周辺の文化を守っていくために外部

の人間にできることは、よくその地域に寄り添い、その

地域の方々の考え方を尊重して行動することだと思い

ます。一人の学生である私に何ができるのかはまだ結論

が出ませんが、考え続けていきたいと思います。 

 

工学部 相原 悠之介 

私が今回のフィールドワークで感じたことは、地域

の活性化はそう簡単にはいかないということである。

今までの私は、地域の活性化をしたいならそこにある

観光資源やお祭りなどをアピールして、観光客を呼び

込めばいいだろうと簡単に考えていた。しかし、その

考え方は今回のフィールドワーク（特に2回目のもの）

で大きく変わった。その理由は地域の生の声を聞くこ

とができたからである。 

 １回目のフィールドワークでは、谷口銀山の保存活

動を実際に行ったことでその活動がどれだけ大変なこ

となのかを実感することができた。さらに、この活動

を高齢化が進んでいる谷口銀山保存会の方達で行って

いるということを聞き驚いた。高齢の方々だけで保全

活動を行っていくのはとても大変なことであり、危険

なことでもあると思った。そこで、活動終了後のミー

ティングでは若い人に銀山の保存活動をしてもらう方

法はないか考えた。そこで出た結論は、まずは谷口銀

山のことを知ってもらうためにどんどんＰＲ活動を行

い、観光客に来てもらう。それと同時に、保存会のこ

とも宣伝する、というものであった。しかし、この考

えは２回目のフィールドワークで否定されることにな

る。 

２回目のフィールドワークでは、銀山の保存活動に

加え最終的なミーティングを行った。１回目で出た結

論をもとに話し合いをしていると、担当者の方から衝

撃的な話をされた。それは、「金山町の人は、町を観光

地にしたいわけではない」というものだ。詳しく聞く

と、金山町の人達は「自分たちの余裕が無くならない

程度にお客さんに来てもらい、気長に話したい」と思

っているらしい。確かに町に人は来てほしいのだが、

ＰＲをして一度にたくさんの人が来ると対応ができな

くなってしまう。それでは意味がないと考えていると

いうのだ。この話を聞いてから話し合いはなかなか進

まなくなってしまった。町に人が来てくれるのはうれ

しい、しかし自らＰＲをして呼び込みたいわけではな

い。だが、このままでは谷口銀山の保存を続けていく

のは難しい。悩んだ末に私たちのグループが出した結

論は、保存活動の有志を募集し、その人選を地域の方

にしてもらうというものだ。そうすることで、自分の

ペースでやりたいという地域の方々の要望にも応じら

れ、有志の中で銀山に興味を持ち金山町に住みたいと

思う人がいれば高齢化対策にもつながるのではないか

と考えた。 

正直、この策が問題の解決に直接つながるかはわか

らない。しかし、今回の活動を通して考えたことで、

地域が抱えた問題を解決するのは簡単ではないという

ことがわかった。それでも考え続けることがいずれ解

決につながる大切なことなのではないかと私は考える。 

 

工学部 四方 優 

私がフィールドワークで金山町に行って思ったこと
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は、人が少ないということだ。そもそもこの活動の目

的は、フィールドワークを通して地域を活性化させよ

うという目的だったので、過疎化、少子高齢化してい

るのは分かっていたのだが、土日の昼に町を出歩いて

いる人をほとんど見かけないのには驚いた。しかし話

を聞くと、地域の方々はこの問題にあまり関心がない

ようだ。それを踏まえた上で、今回の活動報告をする。 

ここでは、自分達が訪れた谷口銀山を保存する為に結

成された銀山保存会の問題について考えていく。１回目、

２回目の活動で自分達が体験したことは、銀山の坑道内

の探検、銀山やその周辺の道の整備、吉次山登山などで

ある。どの活動も楽ではなく、炎天下での作業はキツイ

ものだった。銀山保存会のメンバーは平均年齢７０歳を

超える有志の方々で構成されている。大学生である自分

達でも重労働なのだから、保存会の方々だけでの作業は

つらいものがあると思う。さらに本来の仕事である農業

があるので、銀山の保存には手がまわらないのでは？と

感じた。私は一刻も早くこの問題に対策をしなければ、

銀山の保存が難しくなるのでは？と考えた。 

問題の解決にあたり２回目の夜、フィールドワークの

世話役の方から話を聞いたところ、地域の方々は銀山な

どの観光地化をすることは本意ではなく、大勢の方では

なくある程度の人数の観光客が来てくれて、自分達の町

をほめてくれればいいと思っていることが分かった。自

分が思うに表立って有名にしたいのではなく、隠れスポ

ットのような立ち位置にしたいのではないかと思った

が、観光地化すると地域への負担や旅館経営の人員など

を増やさなければならないなどのデメリットも大きい

ということで、納得がいった。そこで対応策として、中

高生によるフィールドワークでの地域のさらなる活性

化、また、㏚活動の案が出されたが、後者は町の方々が

望んでいない。そこで、金山町に足を運んでくださった

方の中から有志を募り、銀山保存会に参加してもらうな

り町の一員になるということにした。この案なら、地域

の方々に人を選んでもらうことにより、地域のペースに

合わせた対策ができ、金山町に住みたいという方がいれ

ば、少子高齢化対策、さらには過疎化対策にも繋がり、

満足のいく結果になると思う。 

以上のことが、私がこのプログラムを通して考えたこ

とである。 

 

農学部 関下 奈菜美 

私は、今回の活動を行い学んだ事がある。それは、

地域活性化という問題はとても複雑で、簡単に解決す

ることができないということだ。今回の活動場所でも

ある金山町も同様だ。私は、「地域の活性＝観光地化」

と考えていた。しかし、実際は観光地化することで別

の問題が浮上してくる。また、その地域の人々が住み

づらい環境にしてしまうという事が考えられた。さら

に、地元の人々が問題について認識していないことや、

観光地化を望んでいないという事もわかった。 

このことから、地域の活性化はその地域の人々の連携

が大切だと感じた。 

 一回目の活動は、谷山銀山の保存会の人達と銀山の

中や、周辺の整備を行った。足場が悪く、多くの危険

を伴っていた。まだ若い私たちでもかなりの重労働だ

と感じたのを覚えている。また、保存会の人々は高齢

の方々が多いと聞いていたので、これらの活動を行う

のは私たちよりもさらに大変であるし、危険なのでは

ないかと感じた。このことから、金山町の銀山を多く

の人に知ってもらうために人を呼ぶことを考えた。そ

のための方法として「観光地化」が挙げられた。 

 しかし、２回目の活動の話し合いでこの案は使用す

る事が出来なくなった。その理由は、私たちの活動を

補佐してくださっていた栗山さんの話の中にあった。

金山町に住む人達は観光地化を望んでいないという話

を聞いた。また、保存に関しては、自分たちのペース

で行いたいという話も聞いた。さらに、地域の人たち

の中でも温度差があり、なかなかまとまるのは難しい

と感じた。 

これらのことを踏まえて話し合った結果、無暗に人

を呼び込むのではなく、金山町や銀山に興味を持って

くれる人を呼ぶという意見になった。その為に、まず

金山町や銀山について知ってもらう事が大事なのでは

ないかと思う。中高生向けの体験学習として学校側に

提案するという意見がでた。また、銀山が好きな人た

ちに向けてのPR活動も有効ではないかと思う。 

「地域活性化」という問題は金山町だけでなく、多

くの町の課題だと思う。活性化をはかるためには、コ

ミュニケーションが必要ではないだろうか。来てくだ

さった人たちの意見や、その地域に住む人達の意見を

聞きあい、自分たちが理想とする地域にするために話

し合う事が大切だとこの活動を通して感じた。 
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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 29 年 5 月 13 日(土)～14 日(日)、6月 10 日(土)～11 日(日) 

 

○受 講 者：橘内 菜津子（記録）、島崎 有紀（記録）、阿部 稜一（発表）、湊 大地（発表）、 

木野 量子（発表）、板垣 美沙（発表）、阿部 直貴（発表）、諸江 生人（班長）、 

鵜飼 咲希（記録）、入野 瑛介（発表）、白幡 大騎（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月１３日（土） 【１日目】６月１０日（土） 

 8:00 山形大学発 

10:20 遊学の森着 

10:30 オリエンテーリング 

      森を楽しむ講座Ⅰ 

12:00 昼食 

13:00 森を楽しむ講座Ⅱ 

16:00 夕食準備 

18:00 入浴 

19:00 夕食、地域交流会 

    就寝 

 8:00 山形大学発 

10:00 遊学の森着 

10:30 巨木めぐり 

12:00 昼食 

15:00 水辺フォーラム（ビオトープ観察会） 

16:00 終了  

15:00 夕食準備  

19:00 有屋少年番楽 見学 

19:30 地域児童交流会～20：30 

21:00 入浴 

22:00 ミーティング 

    就寝 

 

 

【２日目】５月１４日（日） 【２日目】６月１１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 森の恵みを味わう講座  

12:30 昼食 

13:00 スポーツ GOMI 拾い 

15:00  ミーティング  

15:40 遊学の森発 

18:00 山形大学着 

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） 

13:30  遊学の森へ移動 

14:30 プログラム発表会 

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！」 

 

人文社会科学部 橘内 菜津子 

わたしが２回のフィールドワークを通して金山の土

地で考えたことは、まず、どうすればこの金山町の魅

力をもっと外に伝えられるかということです。２回の

フィールドワークだけでは全ての金山町の魅力を知る

ことができたとは言えませんが、普段の生活の中では

決して体験できないようなたくさんの体験をさせてい

ただきました。私が特に記憶に残っているのは金山の

森に入って山菜を採ったことです。初めは食べられな

いただの草と山菜の区別がつきませんでしたが、2 回

目のフィールドワークでは班員全員が教えて頂いた山

菜を区別できるようになっていました。はじめは正直

に言うと山菜採りにはあまり惹かれなかったのですが、

森に入って道なき道の中で山菜を探すというのは、宝

探しのようでとても楽しくとても思い出に残りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

山菜あおみず（ヤマトキホコリ） 

http://www.sansaikinoko.com/aomizu.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

山菜あいこ（みやまいらくさ） 

http://www.sansaikinoko.com/aiko.htm 

 

このような山菜をとるという普段の生活の中では、

なかなかできない体験ができるというのに金山町の情

報を探した時に、ホームページや文献に山菜をとれる

というPRがとても少ないという印象を受けました。確

かに山菜という単語自体はのっているのですが情報量

が少なく、あまり印象に残りません。野山に入って自

分で珍しい食材を調達して新鮮なまま食べることがで

きるという大きな魅力があるのに、それを生かしきれ

ていないという状態は非常にもったいないと思います。 

この改善案として、まずホームページの内容を変え

ることが一つに挙げられます。金山町のホームページ

の内容は町民に向けての情報と観光客へ向けた情報が

混在しているので、観光客にとってとても分かりづら

いものになっています。情報の内容を整理して、かつ

大きな PR ポイントとして山菜についてのページを新

たに作成すれば効果的かつ印象的に金山町の山菜につ

いてアピールできると思います。わたし個人としては、

取れる山菜の情報につけたして地元の人々がおすすめ

する食べ方のレシピをともに掲載すればより興味をひ

くものになるのではないかと思いました。 

また、もう一つの改善案としてホームページからの

情報発信だけでなく、山形県内のお祭りに町として出

店するのも大きな情報発信になると思います。山形さ

くらんぼ祭りや花火大会など季節ごとの市内で開催さ

れる大きなお祭りは、それだけ多くの人が訪れるため

効率的に金山町をアピールできるのではと思いました。 

 

人文社会科学部 島崎 有紀 

今回私は、金山町で活動させていただいた。事前学

習で金山町について調べてみると金山町には魅力的な

ものがいっぱいあり、それを自分の目で見られるのが

とても楽しみになった。実際に活動してみて、自分自

身の課題点を見つめなおしたり金山町の問題について

いろいろ考えさせられたりした。 

 まず、活動が少々一律であるという印象を受けた。

周りに大自然があり、それを利用するのはとても良い

と思うのだが、一回体験すれば充分と観光客は思うの

ではないだろうか。地域の方々と実際に話してみて、

切実に人口を増やしたいという願いがあることが強く

伝わってきた。そのため、観光客は欠かせないと思う。

それに加え、リピーターも増やしていくべきだと私は

思うのだ。リピーターが多い名所では自然と人口も増

えていくはずである。そのために何をすればいいのか

と考えたとき、なかなか経験できないアクティビティ

を取り入れることがいいのではないかと思う。山やビ

オトープという金山町の自然を活かすのはとてもいい

と思うので、それを続けたまま新しいものを取り入れ

れば人々の興味を引きつけると思う。考えられるアク

ティビティとして、セグウェイでビオトープを走って

爽やかに風を切ることや、秋には落葉広葉樹からたく

さんの葉が落ちるはずなので落ち葉を集めて子供たち

で宝探しをすることなどがあると思う。 

 また、外部への情報発信が足りないと感じた。金山

町のホームページを見てみると、字が小さく情報量が

多いため観光客は読む気にならないのではないかと思

う。何より、現代では一番情報を手に入れるための媒

体として利用されているスマホからホームページを見

てみると、スマホ用のページがないので非常に見づら

いのである。他にも、私たちは様々なパンフレットを
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いただいたが、プログラムに参加した人にだけ渡すの

では意味がないので、来たことのない人にどのように

してパンフレットを渡し来てもらうかということに焦

点を当てた方がよいと思う。 

たった二回の活動で金山町の魅力を全て理解できた

とは思えないが、私たちが今回内容の濃いプログラム

に参加して感じたことを地域の方々には受け止めて欲

しい。出来ることから始めていって、長い目で見て金

山町がどんどん発展していけたらよいと思う。 

 

人文社会科学部 阿部 稜一 

今回のフィールドワークのテーマは金山町での著し

い人口減少をどうやって解決していくのかということ、

また地域活性化のために何か新しいことを考えるとい

うことだった。 

 まず、４日間を通して、様々な場所に行き体験や見

学をしたが参加者は地域のスポーツ少年団の子供やそ

の地域の大人たちと私たち大学生という状況であった。

これは外部への情報提供の不足が原因と考える。雨の

影響もあって私たちの時は見られなかったが、巨木巡

りで訪れた鮎川村の有名スポットの「小杉の大杉」は

「となりのトトロ」のトトロに似ていることがテレビ

で放送されてから観光客がこの場所に足を運ぶように

なったという成果もある。一つの例ではあるがこのよ

うに情報提供がうまくいけば観光客は集まり、ほかの

イベントにきっと興味を持ってくれるはずだ。そこで

外部への発信を効果的にするためにホームページの改

善が必要だと考えた。その理由として、私たち班員は

事前学習や中間学習でホームページを用いたのだが金

山町のホームページは本当に大切な情報が何かわから

ない構造になっていて、また本当に詳しく知りたい必

要な情報の量が少なかった。これでは魅力は伝わりづ

らいと考える。下向まつりのお手伝いに参加した時に

私たち大学生のことを大いに歓迎してくれて優しく声

をかけてくださり暖かさを感じた。この暖かさはまた

来たいという気持ちにさせてくれる。これはわたした

ちだけでなくほかの地域の方が訪問した時に同じよう

な感想を持つことだろう。この暖かさと改善された金

山の情報を提供があれば地域活性化には少しは役に立

つだろうと考える。 

 また、地域活性化のための案として民泊を増加させ

るということはどうだろうか。民泊の利点は、民泊に

泊まることで、現地で暮らすような体験ができたり地

域の方との交流ができたりすること、また人口減少に

よって今は使われていない空き家を用いることで町の

外観を損ねることもないこと、コストパフォーマンス

がよいということなどが挙げられる。現在金山町で民

泊をしているのは４か所ほどだった。金山町に訪れる

人は自然を味わいたいと思っているため民泊を増加さ

せて観光客を呼ぶという方法は効果的だと考える。 

今回のフィールドワークでは地域活性化のために自

分はなにができるのかを考えながら行動することがで

きた。体験をするだけでなくそこからどう発展させて

いくかという新しい経験をすることができ、自分のこ

れからに必ず生きてくるものだと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 湊 大地 

今回のフィールドワークは金山町の人口減少をいか

に食い止め、地域振興に繋げるためのアイデアを考え

るのが目的であった。実際に四日間金山町に訪れてみ

て、その実現のためには解決すべき課題点があると感

じた。それは、金山町には魅力的な部分はたくさんあ

るにもかかわらず、それを宣伝するPR活動が足りてい

ないという点である。 

今回のフィールドワークでは、森を楽しむ講座や巨

木巡り、有屋少年番楽など様々な年代の人が共通して

楽しめるプログラムがいくつもあった。しかしそのプ

ログラムの参加者がその地域の人で大半を占めていた

り、その活動を金山町のホームページで調べても見つ

からなかったりなど外部への宣伝が足りていないよう

に感じた。外部の人が参加する時にはまずホームペー

ジでその活動がどんなことをするのかを調べてくるも

のである。それができないとせっかく興味を持っても

らっても参加してくれないということもあり得る。こ

のことを防ぎ、外部への宣伝や他地域からの参加者の

増加を図るためにホームページの改善をするのが有効

であると感じた。 

また、私たちが二回目のフィールドワークで参加し

た下向地区まつりでは先述したように参加者が金山の

地域の人に限られており、更に金山だけでしか見るこ

とや体験することができるようなイベントがなかった。

地元の人だけでこういった祭りを自主的に行い、その

地域内で交流をすることは自分の地元ではあまりなく

とてもうらやましいと思った。しかし地域の方々は人

口増加を目指しており、外から人を呼びたいとおっし

ゃっていた。それであれば私たちが二回目のフィール

ドワークで見せていただいた有屋少年番楽を披露する

といった金山でしか見たり体験したりできないことを
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祭りで行うことで、他地域の人に興味を持ってもらう

ことができ、参加してみようという気持ちになってく

れるのではないだろうか。さらにそれをホームページ

で情報を発信することでより多くの人が金山に足を運

んでくれると思う。 

金山町は自然豊かで、番楽などその地方に伝わる伝

統的な文化が今でも残っている素晴らしい町である。

それでも人口増加させることは難しいのが現実だった。

今回このことを解決しようという観点から参加してみ

て、人口が少ないことで人手が足りずに環境整備など

ができないなど見えてくるものがたくさんあった。こ

れからは大学生として地域の為にできることなどを見

つけて、実際にその場に赴き手助けを積極的に行なっ

ていきたいと思う。 

 

理学部 木野 量子 

今回私たちは山間地の歴史を探り、森と人との共存を

考え地域振興へ繋げるという目的のもと、このフィー

ルドワークに参加した。 

 私たちが訪れた金山町有屋地区では、伝統を守る活

動として、森の恵みや素晴らしさを人々に伝える「森

の案内人」の募集や育成、樹齢２８０年を超える巨木

を含む森の維持活動、古くから行われてきた水耕栽培

の名残で残っている、県指定絶滅危惧種の水生生物を

守るためのビオトープ整備、さらに有屋小学校による

無形重要文化財の稲沢番楽の継承などが行われている。

このような活動が行われていることはあまり知られて

いない上、これらの活動を進める上で住民は人手不足

という深刻な問題を抱えている。金山町では今、少子

高齢化とともに地域過疎化が進んでおり、今あげたこ

れらの活動以外にも、夏の草刈りや冬の雪かきのため

の人手が足りていないのだ。 

 実際に、今回私たちは一般の人も参加できる森の恵

みを味わう講座、巨木めぐりなどの企画や、他地域と

の交流を図る下向まつりに参加したが、参加していた

一般の方々は人数が４、５人と非常に少ない上に、ほ

ぼ全員が有屋・下向地域の人であった。この事実から

言えることはやはり、他地域への情報発信がとても少

なく、人を呼び込むことができていないということで

ある。 

 この問題を奪回するためには、他地域から人を呼び

込むための策を考えなくてはならない。ここで、私が

考えた奪回策は、人の興味を引く観光ツアーと融合さ

せたボランティアスタッフ募集の企画である。観光ツ

アーには、豊かな森の中での山菜採りやニジマス掴み

体験、巨木めぐり、観光客が採った有屋の森の山菜や

魚のフルコースなどを盛り込み、都会ではできない体

験を入れる。さらにボランティア活動として、ビオト

ープの整備や、冬であれば地域住民と交流を深めなが

ら行う雪かき活動を取り入れる。観光客は体験をする

ことで直に学ぶことができ、また、地域住民と触れ合

いながらボランテイア活動をすることで達成感や充実

感を味わうことができるだろう。また一番重要な、金

山町有屋地区住民が行なっている活動の数々を知り、

広めてくれるだろう。 

 実際にこのような企画を執行するには、観光客を受け

入れる体制を整えたり、広報に人手や予算を割いたりと

簡単ではない。しかしまずはこのように魅力溢れる地域

であるにもかかわらず人が集まらない、そんな現状と向

き合い、どうすれば脱却できるのか考えることが重要だ

と感じた。今回実際に足を踏み入れてみて知ることがで

きた金山の魅力を、どうすればより多くの人に知っても

らえるのか、住民が抱える人手不足の問題解決に近づけ

るのか、大学生として客観的な視線で見つめなおし、少

しでも力になれたらと思う。 

 

医学部 板垣 美沙 

今回の活動を通して最も強く感じたことは、金山町

は町内で様々な活動を行ってはいるものの、その広報

活動が内部にとどまっており、情報が他地域に効果的

に発信されていないということだ。 

 私たちは計四日間金山町で過ごし、様々なプログラ

ムに参加した。それらのプログラムの参加者は一般に

対して募集がかかっていたにも関わらず、一般の方々

は非常に少ないうえ、ほとんどが地元の方だった。人

口減少を止め、人を呼び込みたいと何度も地元の方々

はおっしゃっていたが、実際目にした現状は、予想以

上にPR活動が生きていないというものだった。 

下向祭りを例にとって述べる。本来、人口を増やし

たいという目的を持った地域であれば、他地域から来

た人と地元の人の交流を図る場を設けていると思って

いた。しかし実際行ってみて、参加者は地域の人のみ

で、イベントが町内で完結してしまっているという印

象を受けた。確かに、地元の人々が自発的に祭りを企

画・実行し、交流している姿にはとても感動したし、

そういった人間関係を築けるこの地域は温かいと思っ

た。私の地元にも地域の祭りはあるが、他人行儀な部

分があるので、正直羨ましいとも思った。しかし人口

増加に繋がるか、という視点から見た時に、この地域

の仲の良さが全く他地域に知られていない以上金山町

を訪れる人はいないし、実際ホームページなどで調べ

てもこの祭りについて得られる情報はほとんど無い。

そもそもホームページ上の観光客向けサイトは、スマ

ートフォンからアクセスできないうえ、観光施設の時

間・アクセス方法等の必要な情報が一切記載されてお

らず、関連ページにとぶリンクが貼ってあるわけでも

ない。現代ではネットから情報を収集する人が多数だ

と思うので、まずはそこから改善すべきだと思う。 

金山町は森や川があるだけでなく、牧場やビオトー

プといった動物と触れ合える場所が存在する上、番楽
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などの歴史ある伝統文化を伝承している素晴らしい町

である。普段生活しているだけではできない経験をた

くさんしたし、久しぶりに好奇心を揺さぶられたり、

純粋に自然に対して感動したりして一回り成長できた

のではないかと思う。活動の反省点としては、もっと

自発的に行動すべきだった点と直球で地域の人と対話

をすればよかったという点が挙げられる。機会があれ

ば今回の活動を踏まえて、大学生としてできることを

見つけ、地域活性に貢献できればと思う。 

 

工学部 阿部 直貴 

今回のフィールドワークではどうすれば金山町の人

口減少を止めて人口増加を目指し、地域振興に繋げる

かということを考えるのが目的であり、これらを実現

するにはいくつかの課題を解決しなければならないと

思った。 

まず、プログラムの参加者から見た観光客もしくは

人口の増加に向けての課題である。今回のほとんどの

プログラムにおいて参加者は地域の人ばかりで、外部

からの参加者がほとんどいないというのが現状であっ

た。プログラムの内容そのものはとても魅力的なもの

だったのにそれらを外部の人には知ってもらえていな

いということが明らかであった。多くの人に知っても

らうためにはそれ相応の情報提供能力が必要とされる。

私たちがプログラムの一つである巨木めぐりをやった

際に現地の人は私たちにその地域に関してのパンフレ

ットを配布したのだが、実際に現地を訪れた私たちに

配布するよりこの地域を訪れたことのない人に興味を

持ってもらうために配るべきなのではないかと考えた。

一度来たことがある人が帰ってきたとしても大した観

光客もしくは人口の増加には繋がらないのではないか。

この地域を全く知らない人でも訪れたくなるような情

報を提供できるようになれば最終的に人口増加に繋が

ると思った。 

次にプログラムの内容面の不備についてである。プ

ログラム内の巨木めぐりでは外部の人間も参加してい

たのだが、御神木を見に行くと言われて神社に行くと

御神木が切られていたという事態が起きた。これには

参加者一同誠に残念だった。今後このようなプログラ

ムを行う際には事前に訪れる場所の状態を確認しても

らいたい。イベント内容に期待していればいるほどこ

のような事態にはショックを大きく受け、マイナスな

イメージを与えてしまうのではないだろうか。一度そ

の町に悪い印象を持ったら住みたいと思う人はいない

であろう。人口を増やすためにはまずその町のことを

知ってもらった上で訪れてもらい、魅力を感じてもら

って好印象を与えることが最も重要であると考えた。 

今回のフィールドワークでは地域の住民の繋がりの

大切さを知ることができた。彼らは互いに助け合って生

活しており、外部から来た私たちのことをすぐに受け入

れてくれて温かく接してくれたのでとても活動しやす

い環境だったと思う。この環境下で活動して地域振興に

向けて前向きに考えることができたのでこの経験は自

分を成長させてくれる良いものであったと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 諸江 生人 

金山では人口減少が著しく進んでいるため、フィー

ルドワークを通してどのようなことをすれば人口増加、

または人口減少に歯止めをかけられるだろうかという

ことを考えていた。 

プログラムに組み込まれている森の恵みを味わう講

座やスポーツGOMI拾い、巨木巡りなどでは私たち大学

生のほかにも大人や小学生などの老若男女問わず参加

者が多数いた。人口増加のために今回のようなイベン

トに人を呼び込むことに成功しているのだなと思った

が、イベント参加者に話を聞いてみたところ、ほとん

どの人が金山地域に住んでいる人だそうだ。地域の人

が来てくれることも大切なことだが、何より他県の人

からの参加者を呼び寄せて魅力を伝えられないことに

は人口増加という問題の解決の兆しすら見えてこない。

そこで私は遊学の森の職員に、人口増加のため、もし

くは人を集めるためにどのような活動をしているかを

聞いた。例えばふるさと納税、子育て支援、住宅の手

当、助成金の補助金などなどの活動をしているそうだ。

しかし、これらは現時点で金山に住んでいる人にとっ

てはとてもありがたい政策ではあるが、他県の人を引

き付けるポイントとしては足らないだろう。そこで私

たちが遊学の森でのプログラム発表でも提案したのが

斬新かつ新鮮な企画を取り入れることだ。例えば、私

たちが提案したのがセグウェイを使って金山を観光し

たり、冬のスキーにとどまらず、春にも草原を利用し

たグラススキーをしたり、森ヨガなどを企画する。グ

ラススキーや森ヨガはわかるとして、セグウェイとは

何か。真剣に考えているのか。と感情が高まってしま

う方もいるかもしれない。しかし、実はセグウェイの

利用というのは合理的である。私たちは金山でのフィ

ールドワーク第一回目の初日にネイチャーゲームをし

た。その内容のうちの一つに五感を使って自然を感じ

ようという趣旨のものがあった。そのため開放的で運
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転も楽しく、五感を使って自然を感じられるセグウェ

イの利用はとても印象に残る素晴らしい体験になると

考える。 

金山ではとても強いコミュニティが形成されており、

私たちがお手伝いさせていただいた下向まつりで特に

実感した。そのコミュニティの強さ、相互扶助の精神

は私たちがお手本とすべきほど素晴らしいものである。

その素晴らしさを外部に伝えるとともにどのようにし

て人を集めればよいかということを考えさせてくれる

とても貴重なフィールドワークを体験させていただけ

たことを幸いに思う。 

 

農学部 鵜飼 咲希 

今回のフィールドワークにおける目的は、地域活性

化につながるアイデアを考えるというものだ。 

事前調査において、宣伝ポイントはいくつか存在する

ものの、それが効率的に伝えられていないという課題

点が見えた。 

 実際に金山での活動を通して、あるものをそのまま

伝えているという印象だった。例として「森の恵みを

味わう講座」では山菜の説明で終わっていたといった

ことがあげられる。この講座の参加者は小学生とその

保護者、大学生であった。第一に考えるべき対象は小

学生ではないだろうか。しかし、小学生に対して、説

明だけでは印象が薄いものになってしまう。体験が必

要なのだ。この場合、昼食で山菜を使用していたので、

講座の活動内容を昼食と連結させるという案が考えら

れる。具体的には、どの料理にどの山菜が使われてい

るかの説明をするとよい。これにより昼食がただの食

事ではなく、学んだ山菜を食べるという体験に変わる。

また、クイズ形式にして食材を当てさせることも良い

と考える。講座中の記憶を思い出すことによって、忘

れにくい思い出になる。このように企画の一つ一つを

別個の活動にせずにつなげることが大切だ。 

 次に考えた案が、金山に残る昔ながらの体験と、現

代の技術を利用した体験を同時に行うというものだ。

昔と今の共存という、印象の強い体験になる。二日目

の活動内容に巨木めぐりがあった。巨木めぐりでは車

での移動だったが、これをセグウェイでの移動に変え

てみてはどうだろうか。車は閉ざされた空間である。

これでは金山に存在する自然の素晴らしさが体験でき

ない。だが、セグウェイでは風を切りながら車より遅

い速度での移動になる。つまり、鳥や虫の鳴き声を聞

く・土のにおいを感じるなどといった自然を感じる体

験が可能である。また車では複数の乗用車を使用して

いたため、別の車の人とのかかわりが少なくなってし

まう。セグウェイでは一人一人の距離が近く、気にな

った物があれば立ち止まって観察できるという利点が

ある。 

二回のフィールドワークを通して地域活性の視点を

持ち行動するという、新しい経験を積むことができた。

しかし、常にこの視点を持ち続けることは難しかった。

これは経験不足の他に、知識の少なさが理由だと考え

られる。どのような活動においても多くの情報とリン

クさせることにより、アイデアを出しやすい。また別

視点からの見方を大切にすることも重要だ。他分野の

人とのかかわりを大切にしたいと思った。 

 

農学部 入野 瑛介 

このプログラムの大きな主旨は金山町の資源を活か

して地域振興につなげていくというものであった。４

日間の活動を通して金山町の様々な魅力に触れること

が出来た僕が考えたことは人口が少ないという事実は

いろんなところに影響を及ぼすということである。 

 １回目の活動では山菜採りやスポーツ GOMI 拾い等

を行った。山菜採りではアイコやミズといった山菜が

たくさん生息しており、他にも様々な種があった。班

員１０人全員でとりかかっても有り余る程であった。

これほど豊富に植物が生息しているのは間違いなく魅

力の１つであると思う。スポーツGOMI拾いでは地域の

子どもたちと協力し、環境保全の大切さについて共に

考えた。これらの活動は僕たちだけでも十分に行える

が、もっと多くの人がいれば山を整備し安全に活動で

きたり、より広い範囲を清掃できたりとメリットの方

が大きい。２回目の活動では巨木めぐりや番楽見学、

下向祭りに参加といったことを行った。巨木の定義は

幹周り３メートル以上であるがそれを満たす樹木が多

く存在していた。番楽では有屋小学校の子どもたちが

能のような劇を難しい言い回しながら全力で演じてお

り、全国探してもこの様式の劇は中々存在しない珍し

いものだと思う。これらの伝統や文化は、今はまだ継

続出来ているが、人口減少が続けば整備が難しくなり

老朽し危険なものになったり、人手が不足し子どもの

数が減ってしまえば消滅の可能性さえあると考える。

祭りにしても盛り上がりをある程度見せてはいたが、

地元の人が多く世間に広まっている感じは伺えなかっ

た。実際参加してみてイベントが始まれば積極的にな

るが、空き時間は個々人で楽しんでいるように見えた。 

これらを改善するためにはやはり人に呼びかけるこ

とが大切なので今の時代を考えるとネットでの情報公

開が重要だと思う。公式ホームページを見ると、謳い

文句と掲示されている内容が食い違っているように思

われる。端的に一番伝えたいことを箇条書きにでもし

てわかりやすく表現することが大切と考える。また、

移動している際に使われてはいないが広大な面積がた

くさんあるように伺えたので、新しいアクティビティ

を設置することも１つの策として考えられる。例えば、

サイクリングやグラスボードといったものに金山町の

魅力である大自然を楽しみながら活動できるので良い

経済主体になると思われる。 
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大場満郎氏の冒険の心に触れ、最上を体感しよう！１ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：最上町 

 

○講   師：冒険家 大場 満郎 氏、ほか 地域の方々 

 

○訪 問 日：平成 29 年 5 月 20 日(土)～21 日(日)、6月 17 日(土)～18 日(日) 

 

○受 講 者：阿部 真吾（班長）、菅原 歩乃佳（発表）、鈴木 若奈（発表）、谷口 雄樹（記録）、 

黒澤 郁美（発表）、延澤 大空（発表）、橋本 拓弥（記録）、遠藤 陽奈（記録）、 

阿部 和（発表）、橋本 海斗（学生サポーター）、白幡 大騎（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２０日（土） 【１日目】６月１７日（土） 

08:00 山形大学発 

10:20 みつざわ未来創造館らいず(旧満沢小学校)着 

オリエンテーション後出発 

    ワイルドエドベンチャースクールに参加 

（田植え、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 

（野山・川散策予定） 

16:00 中央公民館発 

17:00 宿舎着 夕食自炊 

08:00 山形大学発 

10:00 最上町立中央公民館着 

    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 

   （最上町の職人めぐり(予定)） 

12:00 昼食 

13:00 ワイルドエドベンチャースクール 

16:00 中央公民館発 

17:00 宿舎着 夕食自炊 

 

 

 

【２日目】５月２１日（日） 【２日目】６月１８日（日） 

8:00  朝食自炊 

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 前森高原ビアハウスにて 

13:00 冒険疑似体験(トレッキング等) 

15:30 大場満郎冒険学校発 

18:00 山形大学着 

8:00 昼食自炊 

10:00 宿舎出発 

10:30 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 大場満郎さんと懇談 

16:00 大場満郎冒険学校発 

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！」 

 

人文社会科学部 阿部 真吾 

今回４日間のフィールドワークを通して、最上町は

人口減少という点が大きな課題であると考えた。 

 まず１回目の活動についてまとめる。１回目の活動

は田植え、川遊びそして講話とトレッキングだった。

１回目の活動から人口問題について考える起点となっ

たのが、田植えをした場所だった。大場さんの話によ

ると、無農薬栽培のために谷筋の田んぼで田植えをし

ているとのことだった。田植えをした場所の周りを見

ると、かつては田植えをしていた跡地ばかりだった。

ここからかつて使われていた土地が活用されていない、

つまり活用できる人材がいないのではないのかという

考えに至った。 

 次に２回目の活動についてまとめる。２回目の活動

は町の職人めぐり、ピザ作り、懇談だった。２回目の

活動から人口について考える起点となったのが、なぜ

職人めぐりかということと大場さんの懇談だった。職

人めぐりで訪問したのは押切鐵工所さんと本間自動車

さんだった。この２つは最上町にある工場であり、町

で唯一というものばかりだった。また工場の人たちを

見てみると若い人がほとんど見られなかった。この点

から、再び最上町の人口が減少、特に若年人口の減少

が課題であるように感じた。 

 そこで私は、なぜ大場満郎氏がワイルドエドベンチ

ャースクールでこのような活動を取り入れているのか

について考えてみた。ここで重要になる点は１つ人口

減少、２つ子供、３つ体験活動である。この３つの点

から私は子供たちに活動を通して、地元を深く理解す

ると共に地元愛を深めるものだという考えに至った。

子供のころに田植えや工場見学などの活動を通すこと

でより深く地元を知る機会を得る、印象深く記憶する

ことにつながると考える。 

 このようなことから私は長期的に見て、最上町の人

口問題を解決することにつながる活動であると考えた。

しかしながら大場さんの考えとしては、長期的に見て

ということでなく、その時、瞬間に子供に感じ取って

ほしいとのことだった。時間の違いはあれど、結果的

には最上町のこれからにつながる活動であると言える。 

最上町の人口問題、これを解決するためにはワイルド

エドベンチャースクールの活動を通し子供に地元を理

解してもらう、また子供が返ってきたくなるような町に

することが必要であると考えた。 

 

人文社会科学部 菅原 歩乃佳 

今回のフィールドワークでは、主に３つの目的のも

と活動を行った。冒険家である大場満郎さんの冒険心

に触れ人生観を広げること、子供たちと共にワイルド

エドベンチャースクールに参加し、社会性や感受性を

高めること、最上町、前森地区の良いところを発見す

るということだ。 

大場さんのお話はどれも興味深いものばかりだった

が、その中でも強く印象に残っていることが２つある。

１つは、「自分のやりたいことをして自由に生きる」と

いうことだ。大場さんは、自分の気持ちを素直に表現

することがとても大切であり、幼い頃から自分を表現

することを恐れ、内側に抑え込んでしまういい子は危

険だ、とおっしゃっていた。そのお話を聞き、普段は

自分を上手く主張できない子供でも、自然体験を行う

中では素直な感情を表現できるのではないかと思った。

そしてワイルドエドベンチャースクールは、そのよう

な場としての役割も担っているのだと感じた。もう１

つは、「生きていること自体が素晴らしい」ということ

だ。極地の厳しい環境の中で冒険を達成された大場さ

んのお話だからこそ、その言葉に重みを感じた。私に

とって、生きていることは当たり前のことで、今まで

は特別に意識することもなかった。しかし改めて考え

てみると、自分１人の力では絶対に生きてこられなか

ったことに気づかされた。この考え方は、何事にも感

謝の心を持つということにも繋がると思った。 

ワイルドエドベンチャースクールでは、スタッフと

して、１回目に田植えと川遊び、２回目に鉄工所と自

動車整備所の見学に参加した。初めて体験した田植え

では、毎日口にするお米が食卓に並ぶまでに、どれほ

どの手間暇がかけられているかがわかり、食事の際に

そのありがたみを感じられるようになった。川遊びの

際には、地域の方から、最近は農薬の影響などで生き

物の数が減少しつつあるとのお話を聞いた。農業を効

率的に行うために農薬は欠かせないものだと思うので、

人間の生活と自然との共存の難しさを実感した。鉄工

所では子供たちが文鎮作りをし、自動車整備所では整

備の機械を間近で実演していただいた。子供たちにと

って、どちらも元々身近な存在であったと思うが、今

回の見学を通して心理的な距離も縮まったのではない

かと思う。参加した２回の活動それぞれが、地元の子

供たちにとって、自然と触れ合うことで豊かな感受性

を育み、また、地域の職場を見学することで地元の人

たちとの繋がりを深めるいい機会であると感じた。 

最上町の一番の魅力は、やはり壮大な自然であると

思う。ワイルドエドベンチャースクールでの体験はも

ちろんのこと、前森高原でのトレッキングで見た景色

も格別だった。しかしながら、その魅力を十分に発信

できないのは、人口減少、とくに若者の流出による人

出不足のためだと考えられる。進学や就職を機に最上

町を離れてしまう子供たちが、再び地元に戻りたいと

思えるようなきっかけづくりとして、町の豊かな自然

が生かされればと思った。 
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理学部 鈴木 若奈 

今回のフィールドワークの目的は、大場満郎さんの

冒険心に触れて人生観を広げること、ワイルドエドベ

ンチャースクールに参加して子どもたちの成長に触れ

ながら社会性や感受性を高めること、観光地である前

森高原で最上町の良い所を体験することだった。２回

のフィールドワークを通じて考えたことや感じたこと

を、それぞれについて書いていきたいと思う。 

１回目のフィールドワークでは、大場さんが経験し

てきた冒険のお話を伺った。事前学習によって北極横

断を４回目にして初めて成功したことなど稀な経歴を

持っている人物だと知ってはいたが、実際にお話する

まで大場さんの人柄や考え方は分からなかった。お話

を伺ってみると、とても親切で、少年のような心を持

ちながら、北極横断といった極限状態での経験に裏打

ちされた言葉の重みを持っている方だと思った。私が

特に大事だと思ったのが、大場さんが話の中で何度も

言っていた自分を知ることの大切さだ。大場さんは４

度の北極横断の挑戦の中で手や足の指を失っている。

若者たち１０人と北磁極を目指したときには、凍傷に

よりやむなく帰還した人、荷物が重いのに頑なに周り

を頼ろうとしなかった人、体力に自信があって水分補

給を怠り、具合を悪くした人がいた。大場さんは、死

さえありうる環境で生きるためには、恐怖・謙虚・感

謝の心を持ち、客観的に自分を把握して、必要ならば

主体的に周りに頼ることが大切だと言っていたが、こ

の考え方は社会生活にも適用できると思う。特にうつ

病などが問題になる現代において、自分の気持ちを知

り必要に応じて人に頼ることは大事だ。 

 ワイルドエドベンチャースクールでは、田植え体験、

川の散策、鉄工場と自動車整備工場の見学を行なった。

炎天下での田植えは労力を使うので、普段何気なく食

べている米を作る大変さをよく知ることができた。川

の散策ではカエルや魚など川の生物を捕まえ、温暖化

により昔と今とで生息する生物に違いがあることを教

えてもらった。鉄工場では鉄を切断して文鎮を作り、

整備工場では整備に関わる器具を見せてもらった。ど

ちらも生活に不可欠な仕事を行う場所だが、子どもた

ちは学校や自分たちの遊ぶ範囲の中でこれらに直接触

れる機会が少ない。ワイルドエドベンチャースクール

は地域の中で子どもたちが将来これらの仕事を担う可

能性を広げるという点において有意義だと思った。改

善点があるとすれば、田植え体験や整備工場での説明

中に飽きてしまっている子どもがいたことだ。単調な

作業や説明の間はどうしても飽きる子が出てしまうと

思うので、例えばチームを組んで競争させるといった、

興味を持ってもらう工夫があるといいと思う。 

 ２回とも前原高原に宿泊したが、特に自然の壮大さ

に感動した。夜中に明かりの少ない場所から見るプラ

ネタリウムのような星空は格別に綺麗だったし、トレ

ッキング体験で山の上から見た草原や田園、向かいの

山々のなす景色には感動を覚えた。これらはぜひ一度

現地で見るべき景色だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 谷口 雄樹 

最上町の活動において一番印象に残ったのは、子供

達の素直さと元気であった。今回はそれらに触れるこ

とによって最上の良さを実感し、最上について考えた。 

 1 回目の活動は自然であった。子供たちと一緒に田

植えをすることによって、食の大切さを学び、そして

現在置かれている最上町の課題を発見するというもの

であった。まず比較的低年齢で田植えを行う利点とし

て、食の大切さに直接触れることができるということ

である。私たちが当たり前のように食している「ご飯」

は米粒の集まりであることは小学生を含めて皆知って

いると思う。しかしその米が作られる際の苦労、大変

さ、達成感収穫の喜びなどは農家出身でないとまずわ

からない。それを今回は子供自身が肌で感じて、自分

たちの「食事」に対する意識付けを行い、食の大切さ

を学んだと思う。そしてその後に行われた川における

生物採集においても、実際に手にとって観察を行うこ

とによって、教室では学べない何かを感じ取ったので

はないだろうか。さらにそれを入り口として現在の農

村の問題、外来種の流入、農薬による水質汚染など、

様々なことを解説されていた。この話は世界ともがみ

をつないでいた。彼らにはまだ難しい話であったかも

知れないが、将来の学びの助けになると思う。 

 2 回目の活動は最上の工業についてであった。この

活動において子供達は将来の自分を考える上での重要

な経験だったのかもしれない。最上町の人口は年々減

少傾向にあり、就職や進学などによる若者の流失が顕

著である。そして今回の活動に参加した子供達も将来

管外に出るかもしれない。しかしこのような経験は成

長してもなお、子供達の中にかけがえのないものとし

て生き続けるだろう。 

この経験から将来は最上のために働きたいと思う人が

出てくるかもしれない。その時に彼らを受け入れるこ
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とのできる場所を最上は必要としているのではないだ

ろうか。 

 上記のような活動を行なっている大場満郎さんはど

のような人だろうか、とこの活動が始まる前に考えた。

そして活動に参加し、大場満郎さんは最上という場所

から世界を見ているのだと強く感じた。今回の活動を

通して大場満郎さんの考えに触れることができてよか

ったと思う。 

最後に、最上町において子供は宝であり、彼らが帰っ

てきた際に安心して生活のできる町にする必要がある

と考えた。 

 

医学部 黒澤 郁美 

私は中学生のときの野外活動で最上町を訪れたこと

がきっかけで、この「大場満郎氏の冒険の心に触れ、

最上を体験しよう。」というプログラムに応募した。中

学生の時とは違う視点で最上について考え、大学生だ

からこそ気がつけることがあるのではないかと思い、

計 4 日間のフィールドワークでの活動に取り組んでき

た。 

１回目のフィールドワークでは、地元の小学生と一

緒に田植えと川遊びをしたり、大場満郎さんの冒険の

お話を伺ったり、前森高原でのトレッキングを体験し

た。最上町の自然に圧倒された2日間だったと同時に、

農業の影響で川に住む生き物が減ってしまっていると

いうお話を伺い、自然を守り続けていくことが必要で

あると感じた。大場満郎さんのお話は価値観や世界観

を広げ、自分の好きなことをする人生の素晴らしさを

知ることが出来た。グリーンランドでの現地の民族と

の関わりや、ホッキョクグマと対面したときのこと、

様々な冒険家や冒険を支えてくれた方々のお話は他で

は聞くことの出来ない貴重なお話であった。冒険に対

することだけではなく、これから生きていく上でため

になるお話ばかりであり、「恐れ、感謝、謙虚」は、自

分の立場や気持ちを確認させてくれる大切なことであ

るということが心に刻まれた。 

２回目のフィールドワークでは、最上町の職人さん

を訪れてお話を伺ったり、ピザを生地から作って石窯

で焼いたり、最上で作られたお菓子を食べながらサロ

ン形式で大場さんのお話を伺った。押切鐵工所さんも

本郷自動車さんも最上に必要不可欠な場であるが、高

齢者が多く若い人が少ない印象が残った。最上町はと

ても良い場所であるが、職業選択の狭さが人口流出の

大きな原因の一つにあるのではないかと感じた。大場

さん主催のワイルドエドベンチャースクールについて、

大場さんは後任については考えてないと仰っていたが、

子供たちが社会性を身につけたり、地元の良さを知っ

たり、将来について考えることが出来るとても良い機

会を提供しているプログラムなので、是非この先もず

っと続けていってほしい。 

４日間のフィールドワーク全体を通して、最上町の課

題はやはり人口減少であり、特に若者の流出が課題であ

ると感じた。地元の子供たちが高校や大学を卒業したあ

と、どうしたら最上町にUターンしてくれるのか考えた

が、職場を増やしたりすることは現実的に難しく、到底

大学生のわたしに出来ることではない。素晴らしい自然

と地元の人が最上町に揃っているにも関わらず、地元に

残りやすい環境をつくったり、最上町の魅力を外部に広

く伝えて人を呼び込んだりすることが難しいというこ

とを、対策を考えれば考えるほど実感した。画期的で根

本的に課題を解決できる対策を立てることが出来ず、自

分の無力さを知ることができたフィールドワークであ

った。これからも最上を訪れ、長い時間をかけて、解決

策を見つけていきたいと思う。 

 

医学部 延澤 大空 

4日間のフィールドワークを終え、最上町や大場満郎

さんについて考えたことを自分なりにまとめたい。 

まず最上町についてであるが、このフィールドワーク

をきっかけに初めて最上町を訪れた私が最も驚き感動

したのが、この地の大自然である。すぐ近くに山々が聳

え立ち、夜の星空はまさに絶景であった。フィールドワ

ーク1日目の田植えに向かう道や2日目のトレッキング

での風景はまさに「日本のふるさと」といったような景

観であった。このような自然に囲まれた環境で育つ子供

たちは感受性豊かに成長できるのではないかと思う。ま

た、ワイルドエドベンチャースクールの運営側の人々に

中高年の方が多い印象があるのだが、それも子供たちに

とっては幼い頃から目上の人と関わる機会を持てると

いう意味において貴重な体験であろうと感じた。3日目

の会社見学でも感じたのだが、最上町の地域全体で子供

たちを育てていこうという雰囲気があるなと思った。最

上町は人口も少なく雇用についても選択肢があまり多

くはない印象を受けたが、その中でも最上の子供たちが

将来やりたいことを見つけられるように早くから地元

で頑張っている人たちの仕事ぶりを見学するというの

はとても良い試みであると思う。 

次に大場満郎さんについてであるが、本当に素晴らし

い方であると感じ、2日目に冒険についてのお話をうか

がうことができたのはとても貴重な経験であった。2度

のワイルドエドベンチャースクールに参加して、最上町

において大場さんの担う役割は非常に大きいものであ

ると感じた。だからこそ大場さんのカリスマ性に頼り切

るのではなく今後10年、20年と継続的にこのような活動

を続けていければ長期的に見た町おこしにもなるし、人

口減少にも歯止めがかかっていくのではないかと考え

た。大場さん自身は自分で経験したことを周りに伝えた

い、これからは伝えるのが自分の使命でありその後のこ

とはあまり考えていないとおっしゃっていたが、それで

はあまりにも勿体ないような気がした。 
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最上町で過ごした4日間は東京や山形市で過ごすもの

とは全く異なる贅沢なものであった。先述したように、

最上町での人口は年々減少し、現在は1万人を切ってい

る。全国的にも少子高齢化は問題となっているが、最上

町においてはより深刻なものであると感じる。今後生産

年齢人口が減り続ければそれに伴い税収も減少し自治

体として存続していくことが難しくなってしま可能性

もある。これらのことを考慮すると、最上町の子供たち

が将来的に最上に残ってくれるような方策を練るのと

同時に、自然に恵まれたこの最上町の観光資源を最大限

に活用することが肝要であるように感じる。都会で暮ら

す人にとって前森高原での星空はかつて経験したこと

のないものであり、最上町の観光資源をうまくPRするこ

とができれば他地方の人々が余暇を過ごす場所として

選択肢に入れてもらえ、経済効果が生まれるのではない

かと考えた。 

 

工学部 橋本 拓弥 

最上町での二回のフィールドワークを通して感じた

こと、最上町について考えたことを書いていく。 

 まず、フィールドワークを通して感じたことについ

て書いていく。自分たちはフィールドワークで最上町

に四日間泊めさせて頂いた。そのうちの二日間は大場

満郎氏が主宰されている、ワイルドエドベンチャース

クールという体験活動を通して子どもたちの心を育む

という学校のスタッフとして活動した。一回目のワイ

ルドエドベンチャースクールでは、子どもたちと一緒

に田植え体験や川遊びをした。田植えの手法が昔なが

らの方法で興味深い体験となった。川遊びではアブラ

ハヤやアカハラヤモリ、ヤゴ、アマガエルなど様々な

生物がいた。自分は川にこんなに多くの種類の生物い

ると思っていなかったので大変驚かされた。二回目で

は最上町の職人めぐりということで鐵工所と自動車整

備工場を見学させていただいた。鐵工所では文鎮作り

を体験させてもらった。ステンレスを切断する現場を

見せていただいた。自動車整備工場では自動車をどの

ようにして整備を行うのかと自動車のパーツについて

の説明を受けた。ガソリンのレギュラーとハイオクの

違いをいったような珍しい話が聞けた。子どもたちは

これから成長するにつれて地元の自然や工場などに触

れ合う機会は少なくなるだろうし、幼少期の記憶は大

人になっても影響を与えるだろう。子ども達にとって

いい機会になったのではないだろうか。残りの二日は

大場満郎氏との交流だった。一回目は大場満郎氏の講

話を受けた。二回目は大場満郎氏とのサロン形式での

会話だった。大場満郎氏が会話の際、二回とも仰って

いた言葉があった。それは「恐れ、感謝、謙虚」とい

う言葉だった。手足の指を切断してもなお、極地に四

回も挑まれた大場満郎氏だからこそ、自然の恐ろしさ

や恵などを理解し奢ることの怖さを知っているからこ

そこのことを伝えようとして下さったのだなと感じた。 

 最上町について考えたこととしては、自然による観

光が挙げられる。最上町の森林面積は80％を超えてお

り、一回目のフィールドワークで山に登った際見下ろ

した景色は素晴らしかった。また広大な森林を生かし

てバイオマス事業という森林からでた間伐材を生かし

て発電するということもやっているらしい。またご厚

意で入れていただいた赤倉温泉も良い温泉だったと思

う。最上町はまた来たくなるような魅力的でいい街だ

った。ただ交通の便が悪く、JRの電車は一～二時間に

一便となっていた。しかし増やせばいいというもので

なく、利用者の数によって考える必要がある。最上町

では様々な人を呼び込む事業を行っている。それに合

わせて変えていく必要があると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 遠藤 陽奈 

私がこのプログラムに応募したのは、最上町のよう

な人口減少、高齢化などの特徴を持つ地域のまちづく

りに興味があり、将来はそのような地域のまちづくり

に携わりたいと考えていたからだ。人口減少、高齢化

の背景には若者の流出がある。私はこの若者の流出に

は３つの原因があると考える。 

１つ目は、地域の良さを理解する機会がないことだ。

地域の外にでて、地元に帰ろうと思っても、「地元につ

いて何がいいのか分からない自分が果たして地元に帰

って良いのだろうか？」と考える若者は決して少なく

はないだろう。 

２つ目は地域の人とつながる機会がないことだ。若

者は一旦地元を離れてしまうと、地域の方々とのつな

がりを持つのは難しく、こうしたつながりを持ってい

ない若者が何か地元でやっていこうと思ってもなかな

かできない。 

３つ目は、地元の未来を開く方法を学んだことがな

いことだ。「地元に対してなにかしたい、でもどうすれ

ばいいのだろう？」と考える若者も多いだろう。 

こうした原因に大場満郎氏がプロデューサーをつと

める「ワイルドエドベンチャースクール」は非常に大

きな効果をもたらしていると私は考える。教育
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「education」と冒険「adventure」の２つを有するこ

の活動は、最上町の小学生が様々な体験、交流を通し、

社会性や自主性、創造性を育むというものだ。私もス

タッフとして小学生とともに活動した。 

６月には田植えと川の生物の調査を行った。田植え

では子供たちが地域の方々と協力して自然を満喫しな

がら、裸足になって一本一本苗を植えていった。また、

川遊びでは網を使って川の生物をつかまえ、水槽に入

れて観察をした。私はこの体験から１つ目と２つ目の

原因に効果をもたらしていると考える。なぜなら、最

上町の最大の魅力の一つ、自然と最上町の方と触れ合

えるからだ。 

７月には最上町の職人巡りで、鉄工所と自動車整備

工場を訪れた。実際に体を動かして学び、子供たちも

積極的に活動していた。私はこの体験から２つ目と３

つ目の原因に大きな効果をもたらすと考える。地域の

方と触れ合えるのはもちろん、最上町に実際にある職

業を知り、何れ就くであろう未来の仕事について考え

る機会となるからだ。 

以上のことから、ワイルドエドベンチャースクール

は若者の流出防止に非常に大きな効果をもたらしてい

ると言える。この活動をしたことでより地元への愛着

心を持てたという子供も多いだろう。ワイルドエドベ

ンチャースクールで愛着心を持った子供たちによって、

若者の流出を防ぐことで、人口減少に歯止めがかかり、

持続可能な地域づくりにつながるのだ。 

私も将来まちづくりをする際には、ワイルドエドベ

ンチャースクールのように子供たちの地元への愛着心

を育てられるようなまちづくりをしいきたいと考える。 

 

農学部 阿部 和 

私は大場満郎さんと活動したり、北極での体験談を

はじめとするお話を聞いたりして率直に「好きなこと

をやって生きたい」と心から思いました。満郎さんの

行動、言葉には１つ１つに生きることの喜びが感じら

れました。かつては農家で何もないところから始めた

冒険は与えられたものではなくすべて自分で手配し、

壁も超えていかなければなりません。失敗もたくさん

あり、何度も命の危険におかされたそうです。しかし

それでもやり抜いた原動力は「好きなことをやる」こ

とにあるとおっしゃられていました。好きなことをや

ることで自分の立場が分かり、鬱にならずまた興味の

ある人が助け、協力してくれるそうです。これは当た

り前のようで難しいことです。特に今の社会ではなお

さらで、大抵の人が地位や名声、金など色々なものに

縛られています。しかし、そんな何のために生きるか

わからない人生は面白くないと思います。一回きりを

好きなことをして納得して生きていきたいと思います。 

ほかにも「自然の自分の都合を押し付けない」「恐れ、

謙虚、感謝」「当たり前の生活の幸せ」「地域の人と笑

いあって生活し、良かったと思って死ねることが一番」

など地球の果ての生活から普段当たり前になっていた

ことをいろいろ気づかされました。 

 また、ワイルドエドベンチャースクールの活動を通

して地域の温かさを感じました。子供たちをとても大

切にされ、自分の得てきたものを教えている姿勢に感

動しました。また、私たちに対しても子供たちにも対

等で壁を感じませんでした。 

 これらのことは、実際にともに活動したからわかっ

たことです。地域の良さとはそのように遠くからでは

目に見えにくいものに思います。都会のように交通な

ど目に見える便利さなどは少ないかもしれませんが、

自然と共に生きる人にはそれぞれの個性と強さを感じ

ました。田舎から人が減ることは仕方のないことかも

しれませんが、その中でも、そこで育った子がいい場

所と思えるつながり、助け合いを感じられるような、

その土地にしかない都会とは違う良さを大切にしてい

くことが大切だと思います。その地を地域の人が好き

になり、そこでそれぞれ自分らしく生きることが長い

目で見るとなによりそこに住み人を豊かにすると思い

ます。地域に自分らしく生きる人が多くなれば、そん

な生活を求める人も自然と集まってくるようにも感じ

ました。 
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里地里山の再生Ⅰ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：舟形町 

 

○講   師：会員及び地域住民の方々 

  

○訪 問 日：平成 29 年 5 月 27 日(土)～28 日(日)、6月 3日(土)～4日(日) 

 

○受 講 者：羽角 卓真（発表）、加藤 緋奈乃（発表）、渋谷 諄平（発表）、星 智也（記録）、 

越坂 真優（発表）、河野 和晴（発表）、鈴木 大成（発表）、高橋 綾汰（発表）、 

本田 鈴香（記録）、笹屋 海央（班長）、庄司 聡(学生サポーター) 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２７日（土） 【１日目】６月３日（土） 

08:00    山形大学発 

09:15    舟形町役場着 

10:00～  開講式（農村環境改善センター） 

     活動説明 

11:00～  手倉森・湿地の保全活動 

12:00   昼 食 

13:30～  手倉森・湿地の保全活動 

18:30～  夕 食 

体験実習館 宿泊 

 

 

 

 

08:00  山形大学発 

09:15  舟形町役場着 

10:00～ 畑の管理活動 

12:00～  昼 食 

13:00～  畑の管理活動 

18:30～ 夕 食 

体験実習館 宿泊 

 

【２日目】５月２８日（日） 【２日目】６月４日（日） 

7:00   起 床 

7:30   朝 食 

9:00～  畑の管理活動 

12:00   昼 食 

13:30～  畑の管理活動 

16:00  農村環境改善センター発 

16:45  舟形町役場発 

18:00   山形大学着 

7:00   起 床  

7:30   朝 食 

8:00   体験実習館 出発 

9:00～  畑の管理活動 

12:00   昼 食 

13:30～   畑の管理活動 

16:45    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！」 

 

人文社会科学部 羽角 卓真 

舟形町では若者の町外への流出により少子高齢化が

加速していて、人口も減少してきている。その結果、

舟形町内の主な産業である農業を行う人々の年齢も高

齢化してきている。これは、舟形町に働く場が減少し

ているために若者が町外に流出し、新規で農業を始め

る人が減っていることが原因だと考えられる。今後も

少子高齢化が進み、若者が仕事を求めて町外へ出てい

けば、農業を行う人は少なくなる。また、舟形町堀内

地域の伝統ある田植え踊りを伝承する人や、ギフチョ

ウ等の希少動物や湿地の保護活動を行う人もいなくな

ってしまう。 

そのために私は、舟形町の農家同士が協力連携して

さらに農業を活性化させつつ、町内に定住しながら新

たに農業を始めてくれる若者を呼び込んだり、舟形町

から町外に出て行った若者を呼び戻したりすることが

重要であると考える。若者が増えれば、将来の舟形町

の農家不足の解消や舟形町の様々な活動への参加者、

後継者の増加につながると考えられ、長期的に見れば

少子高齢化の解決になる可能性もある。 

そこで、舟形町に若者を呼び込むのに必要なことは

何かを二つ考えた。 

第一に、舟形町の存在を多くの人に知ってもらうこ

とである。やはり、 も行いやすいプロモーション活

動は山形大学との連携であろう。特に文化祭では私た

ちが実際に食べた野菜等の特産品や舟形町の現状につ

いて、山形大学生以外の多くの人にも知っていただけ

る良い機会であろう。 

第二に、若者が舟形町で新たに農業を始めやすい環

境やサービス、農業の知識を提供することである。農

業に取り組んでみたいが手の付け方がわからないとい

う若者は多いと思われるので、農業への 初のとっつ

きにくさを軽減するにも多少のコストは必要であると

思う。貸家の提供や民泊等で実際に舟形町に住んでも

らうのも良いだろう。耕作放棄地を含めた畑の貸し出

しや農機具のシェア、補助金等のケアを行ったり、舟

形町の特性を活かした野菜作りの方法や農業の専門的

な知識を教えたりすることで、農業のイメージがしや

すくなると考える。舟形町から一度出て行った若者に

対しても同様のケアが出来れば、帰ってこられる場所

として将来の選択肢の一つになるのではないであろう

か。 

もうひとつ舟形町には、冬場に豪雪のため農業が難

しいという問題がある。そこで、雪下野菜の栽培を増

やしたり、値段の高い耐雪型ビニールハウスを共同購

入したりすれば、冬場の農業での収入を増やすことが

できると思う。シーズン中にかけられるお金も増え、

若者へのケアにかけられる費用も増えていくであろう。 

長期的なビジョンを持ち、早めに行動を起こすこと

で農業の活性化や若者の農業参加、少子高齢化の解決

につながると考える。 

 

人文社会科学部 加藤 緋奈乃 

私は舟形町で活動を始める前から事前学習やオリエ

ンテーションなどで農業の活性化や少子高齢化で悩ん

でいるなどのある程度の知識はあった。しかし座りっ

ぱなしや腕を上げっぱなしにすることの多い農業を高

齢者の方々が行うという過酷さ、農機具の共同購入と

いう意見はあるが実際には個人で購入するというとい

う習慣が根付いてしまっているため購入に踏み切れて

いない、新規就農者に農業を教えたいという意思はあ

るものの実際には行えていないなど、外面的に多く見

えている課題だけではなく実際に体験をしたり現地の

方にお話を聞いたりしないと分からないというような

内面的な課題が多く見受けられた。このような体験か

ら私は里地里山の再生という課題においても農業の活

性化という課題においても、舟形町という場所の魅力

をもっと多くの人に知ってもらい、新規に人を呼び込

むことが大切であると考えた。 

このことから舟形町の課題を解決するために私は二

つの解決策を考えた。 

一つ目は舟形町で有名な作物やイベントを多くの人

の目に触れてもらえるようにする、ということだ。舟

形町はマッシュルームで有名であり、地元のコンビニ

では舟形マッシュルームを使ったパスタソースやカレ

ーなどが陳列されている場面が見受けられた。このよ

うにマッシュルームだけでなく、様々な野菜や山菜を

地元の名産を地域ブランドとして山形県内のコンビニ

や道の駅・スーパーなどで販売ができれば、目に付く

だけで宣伝につながり、口コミなどでその美味しさが

広まればさらなる効果が期待されるのではないかと考

えた。また私たちの身近で言うと食堂で食材として使

用してもらったり、大学生協で特集を組んでもらった

りすれば様々な世代にも魅力を知ってもらえるのでは

ないかと考えた。農作物の他にも舟形町には田植踊り

という伝承されてきた踊りがある。この踊りを伝承し

ていくために小学生に指導する機会が設けられ、地域

のお祭りや山形市で行われているお祭りで披露されて

いるそうだ。このような活動も続ければ続けるほど舟

形町を沢山の人に知ってもらう機会になると考える。 

二つ目は、地域間でのつながりをもっと深くすること

である。農作物を販売するにあたっても、何かイベント

を行うにあたっても人手や資金は必ず必要になってく

るものである。 初にも書いたとおり農機具の共同購入

ができていないなど連携がとれていないのでは、と感じ

る部分があった。つながりが深まれば、農作物の共同出
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荷や農機具の共同購入などができ資金面・時間的面・人

手不足の面で様々な課題を解決することができ、地元内

外でのイベントの開催や出店、企業招致など活動の範囲

が確実に広げられるのではないかと考える。 

 

地域教育文化学部 渋谷 諄平 

私の実家も兼業農家で中学生くらいまでは手伝って

いたが、しばらく農作業に触れる機会がなかったので、

農業がどれだけ大変か一部ではあるが改めて知ること

ができた。今回しいたけを収穫させていただいたが、

しいたけの原木を設置したのは山大の先輩方だと聞き、

このプログラムの歴史を感じ、きちんと次の世代へ引

き継がれているのだと思った。舟形を出て行ってしま

う人が多いと聞き、地元の小学生たちにいかに舟形の

魅力を伝えていくかが今後の課題だと思った。農家の

方々はいつでも外部から新しく農業を始めたいという

人は歓迎するとおっしゃっていたので、課題としては

農業を始めやすくするために補助金などの援助を手厚

くしたり、空き家を提供したりして、外部からの受け

入れ体制を確立するべきだと思った。 

舟形を活性化させるためには農業の活性化が第一に

必要だと思う。舟形の主産業は農業であり、農業の収

入を増加させることで山形県内や日本全国での広報活

動や外部からの受け入れ体制を強化できると思う。そ

のためには、いくつか改善しなければならない点があ

る。一つ目は舟形全体で農業に取り組むということだ。

現在、舟形では昔からの習慣として個人で農業を行っ

ている世帯がほとんどだと聞いた。町内会を中心に各

世帯をまとめ、集団で農業を行うことで農機を共同購

入できるなどのメリットがある。農機は高いものでは

1 千万を超えるものもある。これらを個人で負担する

ことは不可能である。そこで、農機を共同で購入し、

シェアすれば個人の負担は軽減することができ、さら

に、性能の高い農機を使うことで作業の効率を上げる

ことができる。二つ目は一年を通じて収入を得られる

農業の方法を考えるということだ。 上地域では冬は

積雪が多く、満足に農業ができない。そのため、冬期

間の農業が課題になっている。提案としては一つ目の

農機の共同購入で浮いたお金をビニールハウスの運営

費に回し、花などの作物を栽培し収入を得るというも

のがある。三つ目は広報活動である。いくら、舟形で

よい作物を育てても各地に伝えていかなければ意味が

ない。例としては、山形県内の道の駅で特産品を販売

したり、八峰祭でブースを設け、PRしたりしていけば

舟形のことを知ってもらえるはずである。このように

農業を中心に活性化させていけば、移住者を呼び込む

ことができ、将来的に少子高齢化の解消につながると

思う。 

 

 

理学部 星 智也 

活動動機：宮城県の私の地元は若い人たちが多く、

人口も増え続けているため、去年町から市に移転した。

こうなったのはおそらく仙台のベッドタウンとしての

役割を果たしていたからであろう。一方で、この舟形

町は1990年に1万2000人ほどいた人口が、今や5600

人ほどと、半分以下に減少している。このことに関し

て私はただ単に「畑しかないから、人口が減るんだろ

うな」としか印象を持たなかった。しかし情報を集め

ていくうちに舟形町にも魅力あるものはある。農村過

疎地はこれからどのようにして町を運営していくのか、

それを考え体感するためである。 

々は舟形町の中でも中心となっている堀内という地

区で実習をさせていただいたのが、そこで活動人数が

数人の「堀内ファーム」という任意団体があることを

知った。なぜ堀内という狭い区間で活動をすることに

なったのかという点がきになった。そもそも人口が少

ないのに地区が多すぎである。もう一つ気になったこ

とは「自分の家のことは自分たちでやる」という理念

なるものが今でも続いている点である。仕事内容自体

は畑、田んぼでの仕事が主であるため、肉体的負荷は

かなり大きい。若い我々がやっても腰や肩を痛くする

ほどだ。だがこの地区では重機があまり見られない気

がした。主にこの二つが農村の発展の壁となっている

と思われる。 

上記で述べたように、堀内地区だけでなく、舟形町

全土を巻き込んだ活動をすれば、活動人数が増え、活

動できる範囲が広がり、町が一体となれる。もう 1 つ

は近隣の農家が共同で農業を行うことである。1 つの

農家では農機具や重機を買うのに多大なるコストがか

かってしまう。しかし近隣の農家が共同で購入すれば

多少のコストはかかるものの、収穫の効率が良くなる

ので、十分賄えるはずである。このように舟形町は今

まで協調性が少し欠けていたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 越坂 真優 

私は舟形町でのフィールドワークを通して現地の

方々に沢山お話を聞いて舟形の現状や里地里山の再生
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以外にも困っていることを聞きました。舟形町は若い

世代が年々減少しており、舟形町の主産業である農業

が衰退しつつあることを知りました。そこで私は里地

里山の再生以外にも舟形町の発展に繋がる方法を考え

ました。 

まずは、里地里山の再生についてです。舟形の里山

にはギフチョウと呼ばれる昆虫マニアの中で貴重な蝶

がいるそうです。また、手倉森湿原などとても綺麗な

名所や貴重な生き物がいます。そこで、地元の小学生

や中学生などの子供たちに授業の一環として自然に触

れ合わせる機会を増やし、自然の大切さを学ぶことで

次世代への里地里山の継承ができるのではないかと考

えました。また、里地の再生については減反政策によ

って荒れ地が多くなっているという話を聞いて考えた

ことは小学生の農業体験用に無償で貸し出すことです。

子供たちにも農業を実際に経験させて興味や関心を引

き付けられるのではないかと考えました。 

その次は、舟形町の人口減少対策です。舟形町は小

学校しかないため、どうしても中学・高校は舟形町を

出なければなりません。だから、人を食い止めるのは

難しいと考えました。そこで、他県から農業を始めた

いと思う人を呼び込むために補助金や施設、農業の専

門的な知識など農業体制を整えることを考えました。

具体的な例を挙げると、空き家を提供し、野放しにし

てある土地を提供し地元の人たちが１から農業を教え

る等です。また、舟形町の活性化としては舟形町の名

産品であるお米や野菜のブランド化を考えました。ブ

ランド化をすることのメリットはまず、製品の価格が

高くなります。ブランド化を売りにして日本全国に売

り出して収入を得るとともに、舟形町を全国にPRする

ことを考えました。さらに、舟形町を山形県内にアピ

ールするのが足りていないと感じました。そこで、山

形大学のボランティアサークルと協力して文化祭で特

産品を使った模擬店を出店したりして山形大学は地元

を大切にしているというアピールと舟形のアピールを

したらお互いに利益があるのではないかと考えました。 

この二つのことが、私が舟形町でのフィールドワーク

を経験して考えたことです。 

 

医学部 河野 和晴 

舟形町は少子高齢化が進行しており、その対策とし

て農業を活性化する取り組みを実施している。私たち

は二日間を二回、計四日間舟形町の農業を体験した。 

 私たちは主にナス、キュウリの定植を行った。作業

としては畝に穴をあけ、殺虫剤を土に入れて混ぜ、苗

を植える、というだけの簡単なものだが、実際に行っ

てみるとかなりの重労働だった。かがみながらの作業

であるので、腰が痛くなったというメンバーが何人か

いた。作業をするにあたって、補助をする機械が少し

でもあると負担が大幅に軽くなることが分かった。畝

に穴をあける際に、腰をかがめなくても地面に穴をあ

けることができたり、苗を支柱に固定する際にステー

プラーのような機械が役に立ったりした。農業に必要

な労力と採算を考えたときに、簡単な機械で作業が大

幅に楽になることは、意識して応用すべき事柄だと思

う。 

 実際に、舟形町の少子高齢化対策として、何ができ

るだろうか。私は以下の取り組みが有効だと考える。 

舟形町外の若者が、舟形町で農業を仕事にできる環境

を作ることが重要だと思う。私は舟形町の方々と話をす

る中で、舟形には今までの慣習があるので、何かを急に

変える事は実際問題として難しい、という話が印象に残

った。確かに今まで稲作をしてきた方々が、急に農業の

方向を変えるのは難しいだろう。しかし舟形の農業を活

性化したり、特産品を作ったり、採算をよくするために

は新しい取り組みを始める事は必要不可欠である。その

ためには今までの舟形にとらわれない外部の若者が、新

しい農業を始めることが有効なのではないだろうか。若

者が地方で農業に参加することを奨励する補助金など

は私の地元でも行われているが、あまり効果が出ていな

い。都市部に農業に興味を持つ若者がいるにもかかわら

ず、それを吸収できていないのは、農業の新規参入の難

しさが原因だと思う。今回の体験でも分かったが、農業

は実際的な技術が重要である。したがって農業の新規参

入において重要なのは既成の制度のような金銭的支援

ではなく、人的な技術支援ではないだろうか。若者が農

業を始めようと思った時、既成の制度は個人経営で自由

に農業をすることを前提としている。これでは反応の活

性化エネルギーが高すぎるので、ある意味若者が安心し

て農業に参加できる環境を作ることが必要だと思う。具

体的には、舟形に農業法人ができた際に、そこに就職す

る、という形をとって外部の人材を吸収した後、舟形で

農業ができるような技術を身に着けて、新しい農業をは

じめてもらえばよいと思う。農学部出の大学生が、舟形

の農業法人を就職先として選べるようになれば理想的

だと思う。重要なのは若者が実際に、滑らかに農業に参

加できるようにすることである。 
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工学部 鈴木 大成 

私は今回の体験を通して農業について二つ思うとこ

ろがありました。 

まず一つ目は、農作業の大変さです。私は農作業を

以前から大変なものと認識していました。しかし、大

変だというのはわかっていても、実際体験するまでは

想像だけで具体的にどうつらくなるのかが大まかにし

かわかりませんでした。今回実際体験することで、今

回生じた事例分ですがどう大変なのかがわかりました。

例えば、畑でも雨の後はぬかるみ足が取られること、

ネットを張るときにはかなりの力を入れてはらなけれ

ばならず慣れてないと掌が筋肉痛になることなどです。

これらの苦労は時とともに慣れていくのかもしれませ

んが、慣れるまでは大変だと思います。しかし、年を

重ねていくにつれて再び大変になっていくのだろうと

思います。現状、舟形町では若者が少なくなっている

とのことなのでこれからますます農業がつらくなって

いくのではと思いました。 

二つ目は、農機への出費です。農機は高いものだと

一千万円をゆうに越えるようです。これはこれから農

業をする人にとって高いハードルになると思いました。

今ではこのようなことに対処するための政策や融資も

ありますが、それでも大きな額だと思いました。さら

に維持費もありますし、壊れたら修理または買いなお

すということにもなります。考えてみると思っていた

よりも金銭面での負担が大きかったです。そのうえ、

舟形町では農機を共同で購入しているわけではないよ

うなのでこの負担が大きなままかかってきます。この

地区では農協の貸し出しもないので共同購入がないの

はお金が足りなくなっているところは厳しいと思いま

した。 

私はこれらをふまえて、舟形町では協力がもっと必

要なのではないかと思っています。ほかのメンバーの

話を聞くと、共同購入や農協での貸し出しが地元では

あったようです。舟形町ではこれまで個人のことは個

人でという慣例だったようでなかなか難しいのではな

いかという話しぶりでした。しかし、まずは共同購入

とそれを行うコミュニティーづくりが必要だと感じま

した。共同購入のシステムが整えば、今まで農業をし

ていた人もこれから農業を始める人にとっても金銭面

で有利に働くと思います。またそういったコミュニテ

ィーが発展し知識、農機、労力等をシェアできれば、

新たに農業を比較的始めやすくなると思います。新し

い人が増えたならば、町の農業の規模も大きくするこ

とができるのではないかと推測します。 

工学部 高橋 綾汰 

舟形町は農業を主としているが、少子高齢化が進ん

でおり放置された田畑が目立っていた。今回の体験を

とおして舟形町の現状を解決に向ける案を考察する。 

放置された田畑は使えるようにするためにはかなり

の時間と労力が必要である。雑草の除去や土の質も変

わってしまうため戻さなくてはならない。そのため田

畑を荒らさないようにするのが一番の解決法であるの

だが、高齢化や田畑を継ぐ人がいないなどの理由から

放置してしまっているようである。次の問題としては、

少子高齢化である。学校も統廃合し、それでも在校生

は少ないと感じられた。また、町内に残っているのは

高齢層が多く、若者は町外へ出て行ってしまうとのこ

とだった。しかし、少子化も高齢化も問題であるが、

前に述べたように私は後継者不足が一番の問題だと考

えた。堀内ファームの方々は積極的に活動していたが

堀内ファームのメンバーに次を担う層がいないため不

安が残る。 

放置された田畑も少子高齢化も人を呼び込むことで

解決されるため定住者を増やすことが一番簡単な解決

法だと考える。舟形町には山菜や鮎など名産が多くあ

ることが体験で分かった。そういった特産物をPRして

行く必要があると思う。私がHPを見て知ったイベント

などを山形出身の人に聞いてみると知らなない者がほ

とんどだった。そのため現状ではPR不足が考えられる。

さらに PR だけでは定住までは望めないと思われるの

で住宅地を作り田畑の貸し出しを行うことで農業に興

味がある人を呼び込む効果があると思う。 

しかし前述を成功させるには町内の団結が必要不可

欠だと考える。大型農機の共同購入もしていないこと

には驚いたが、個人負担では購入できるものも限られ

てしまう。また高齢者の農作業も大型農機があれば大

分楽になると思う。そのため大型農機の共同購入をは

じめとした町内の団結は必要である。 

 私のふるさとも過疎化が進み、私自身統廃合を経験

した身である。舟形町の放置された田んぼを見たとき

懐かしくも寂しくも感じた。舟形町の現状を打破しよ

うとする団体があるため、その団体を中心として町の

問題解決を頑張ってほしいと思う。 

 

農学部 本田 鈴香 

今回のフィールドワークを通して、舟形町には解決

すべき問題が多くあることが分かった。その中で私が

注目した問題は、大きく分けて3つである。 

 まず 1 つ目は、ギフチョウの乱獲防止対策について

である。舟形町では、絶滅危惧種であるギフチョウが

生息しているが、まだ保護政策は整えられていない。

ギフチョウが生息する他の地域で行われている、公募

市民によるボランティアの保護監視員を養成し、見回

りを強化するなどの対策が必要であると考える。 

 2 つ目は、冬に出来る農業や、ビニールハウスを使

った 1 年間を通して出来る農業がほしいということで

あった。これに関しては、アスパラガスを舟形町の名

産品にしていけたらいいなという意見を伺ったため、

アスパラガスの品種改良とブランド化を提案したい。
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ビニールハウスでの栽培では、冬場は温度管理で燃料

代がとてもかかってしまう。これを軽減する為に、寒

さに強い品種の開発を山形大学などと連携して行い、

さらに食味や品質の向上も目指したい。冬場は、輸入

品のアスパラガスが多く市場に出るため、その点でプ

レミア性を出し、「季節を問わずおいしいアスパラガ

ス」を商品コンセプトにして、山形大学の学祭などの

イベントを利用し、広めていくのが良いのではないか

と考える。舟形町では、元々米農家が多く、減反政策

の後も、野菜作りに切り替えられない人が多いと聞い

た。そのため、アスパラガスのブランド化が成功すれ

ば、一定以上の価格で売れるため、費用のかかるビニ

ールハウスを購入し、野菜作りをしようと考える農家

も増えるのではないだろうか。 

 3 つ目は、放置されている農地や、空き家が多いと

いうことである。これの対策として、都会に住む農業

に興味のある人たちへ提供することを提案したい。そ

うすることで、農業をしたい人たちは始めやすくなる

し、舟形町の少子高齢問題の改善にも繋がっていくと、

私は考える。 

以上が、私がフィールドワークを通して考えたことで

ある。 

  

農学部 笹屋 海央 

舟形町での 4 日間の活動の中で、地域づくりに尽力

している堀内ファームの方々の話を伺い、舟形町では

あまり農家同士で連携して農業を行うという習慣はな

く「自分の農地のことは自分でする」という思想が根

付いているのだと聞いた。だから農機が高く買えない

などの問題に直面したとき他のコストを削ることや農

地を小さくするなどの案に落ち着き、農家同士で協力

するという考えには至らないのだという。地域活性化

のためにはこの意識を変えていく必要があると感じる。 

 また、森林の保全活動や畑での農作業を体験しいち

ばん感じたのは作業の過酷さだった。たとえば、風よ

けのため畑に網を張った際、一部足場が悪く水路に落

ちそうになることや、ナスやキュウリやの定植の際に

は屈伸のような動きを繰り返すことが多くあった。こ

れらの体験から、若い就農者の不足は町の活性化のた

めには避けては通れない課題であると感じた。 

 上記の二つの課題から、私は何よりも優先して農家

の連携、そして町全体で現状を把握する機会が必要だ

と考えた。農家の連携では、単純なところでは農機の

共同購入などにより個人の負担を減らせるなどの効果

が期待できる。また、イベントの開催なども、農家同

士や町全体の連携体制があればより大掛かりなものが

できるようになる。そのようなイベントが地域の子供

にも影響を与え、若者の故郷離れを防ぐことや都会に

出ても U ターンする人の増加が見込まれる。たとえ地

元に残らなくても、「自分の地元はこんな良いところが

ある」と話す人が増えるだけでも地域の活性化に一役

買ってくれるだろう。 

 私は、里山の生活やその保全に興味を持ち、東京から

山形に来た。近年では私のように、若者の農業や里山へ

の関心が高まっている。そのため、マッシュルームや鮎

などの特産品も多く、景色のきれいな舟形町は外部への

アピールと、外部の、特に農業経験のない若者でも新た

に農業が始められるような態勢があれば人を呼び込む

ことは十分可能だと感じている。実際に舟形町で4日間

過ごし、食べ物の美味しさ、自然の美しさ、生態系維持

や環境保全への取り組みなど、素敵なところをたくさん

見つけた。これらの素敵なところがより多くの人に広ま

り、舟形町が生き生きとしたより地域になるよう、まず

は地元の人が団結し、地域全体で町のことについて考え

行動する機会を作ることを提案したいと考えた。 
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田舎体験で考える～豊かな暮らしをつくる生き方働き方～ 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：真室川町 

 

○講   師：工房ストロー 代表 高橋 伸一 氏、ひまわり脳炎 代表 髙橋 清一 氏 ほか 

  

○訪 問 日：平成 29 年 6 月 3日(土)～4日(日)、7月 8日(土)～9日(日) 

 

○受 講 者：藤井 梨賀子（発表）、橋本 理那（発表）、安齋 将（発表）、高橋 遥平（発表）、 

政木 佑司（記録）、永田 ひなの（発表）、高森 千華（発表）、伊藤 圭汰（記録）、 

河原 梨花（発表）、佐々木 直也（発表）、石塚 葵（副班長）、渡辺 圭（班長）、 

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】６月３日（土） 【１日目】７月８日（土） 

08：00 山形大学発 

09：30 新庄駅着 

10：20 開校式・オリエンテーション 

11：00 里山の自然と農業を知る（座学） 

12：00 昼食・休憩 

13：30 里山散策と農業体験 

15：00 森林鉄道（トロッコ列車）乗車体験 

16：00 温泉体験（地元の温泉「梅里苑」入浴） 

17：30 宿舎（農家民宿）へ移動 

18：30 夕食・休憩 

19：30 入浴 

20：30 ふりかえり 

 

08：00 山形大学発 

09：30 新庄駅着 

10：15 農家民宿着 

10：30 農業体験（野菜の収穫） 

11：00 料理体験（地元産の野菜を使って） 

12：30 昼食・休憩 

13：30 農業体験（養蜂・農産加工・わら細工） 

16：00 ふりかえり 

18：00 夕食・休憩 

19：30 入浴 

20：30 ふりかえり 

【２日目】６月４日（日） 【２日目】７月９日（日） 

07：30 朝食 

09：00 宿舎出発 

10：00 農業体験（ひまわり農場） 

12：00 昼食・休憩（塩根川公民館） 

13：00 農業の現状について知る 

14：00 ふりかえり 

15：00 移動 

16：30 新庄駅発 

18：00 山形大学着 

 

 

07：30 朝食 

09：00 宿舎出発 

10：00 発表会準備 

12：00 昼食・休憩 

13：30 発表会会場準備 

14：00 発表会 

15：20 閉校式 

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！」 

 

地域教育文化学部 藤井 梨賀子 

今回のフィールドワークでは、農作業や養蜂体験、

笹巻き作りなど、普段することのない貴重な体験をさ

せていただいた。これらの体験を通して強く感じたの

は、受け継ぐ人が少ない、いない、ということだ。こ

の理由としては、高齢化が進んでいることや若者の都

市部への流出ももちろんあるが、知られていないとい

うことも大きいと感じた。というのも、私自身、この

フィールドワークに参加していなければ真室川町とい

う町の名前すら聞くことがなかったかもしれないから

だ。  

 農作業の場合、“大変そう”という気持ちが大きかっ

たが、実際に体験してみると、もちろん楽な作業では

ないが、“やりがいがある”という気持ちの方が大きく

なった。養蜂体験では、見学や蜜蝋を使ったキャンド

ル作りをさせていただいた。たくさんのミツバチが飛

び交う場所へ行くということで怖さを感じていたが、

体験してみることで、ミツバチの飛ぶ羽の音が気にな

る程度で、ミツバチを威嚇するような動きをしなけれ

ば被害がないため、怖さはさほど感じないことが分か

った。また、養蜂家の方にとってミツバチが虫という

より家畜という認識で、天候や病気に気を使いながら

育てていると知り、ミツバチに対する意識が変化した。

キャンドル作りでは、蜜蝋が固まっている時と溶けて

いる時で色が異なることも知った。笹巻き作りも、慣

れるまでは思っていたより難しかった。以上のことか

ら、体験してみることで感じること、考えることがた

くさんあるということも感じた。 

しかし、農業体験にしても養蜂体験にしても、やっ

てみたいという気持ちがあっても身内が営んでいるな

どのきっかけがないとなかなか一歩踏み込めない。そ

のため、このフィールドワークのようなきっかけが必

要だと思う。そして、人それぞれ考えることが異なる

ため、様々な人の考えや感じたことを聞き、意見を共

有する。そうすることが町の課題解決にもつながると

考える。 

 私は、このフィールドワークに参加し、多くのこと

を学んだ。二回の訪問では物足りないと思うほど、充実

した時間を過ごすことができた。そのため、たくさんの

人に体験してもらい、意見を共有し、町の魅力はもちろ

ん現状も伝えることが必要、というより知ってもらいた

いと感じるようになった。これからの生活でも、ちょっ

としたきっかけに目を向け、積極的に学んでいきたい。 

 

地域教育文化学部 橋本 理那 

私は、宮城県仙台市出身である。農作業といったよ

うな体験を今まで一度もしたことがなかったが、この

フィールドワークでしか出来ないことがしたい、と考

え、「田舎体験で考える」というプログラムを選択した。

その結果、真室川町でたくさんの体験をすることが出

来た。 

 まず、一回目の活動では真室川町の特徴や抱える問

題、そして伝承野菜とよばれる野菜について説明して

頂いた。特に伝承野菜に関しては、「甚五右ヱ門芋」と

よばれる里芋の先駆者、佐藤春樹さんが経営している

「森の家」という民宿に泊まらせて頂くことになって

いたため、直接お話を伺う機会を設けることが出来た。

そもそも伝承野菜とは、先祖から種を受け継ぎ、生活

に密着した野菜である。しかし、高度経済成長期以降

は、誰にでも「作りやすい」「扱いやすい」という野菜

が求められた。その結果、これらの特徴のある野菜の

中には時代に対応できず、種が危機に瀕しているもの

もあるそうだ。そんな中、佐藤さんは甚五右ヱ門芋を

守りつつも真室川町以外の地域に広めていっている。

最初は真室川町全体で作っていこうと考えたのだが、

伝統的な芋の作り方や、希少価値を保っていくために

自分たちの農家だけで栽培することを決め、お金をか

けて商標登録して伝統を守っているそうだ。この話を

聞き、佐藤さんの伝統を守り続けていくという使命感、

そして消費者に美味しい里芋を食べてほしい、という

強い気持ちを感じることができた。 

 二回目の活動では、藁細工を実際に体験することが

できた。たった四本の藁を編み続け、複雑な猫の形を

作ってみる、といった体験をした。その藁で作った猫

に糸を通すことで可愛らしいモビールに仕上げること

が出来た。個人的に藁細工、というと古臭いイメージ

があったのだが、モビールなどといった現代の暮らし

を彩る作品を作り出せることに驚いた。実際に藁細工

を教えてくださった高橋伸一さんに話を伺うことがで

きた。主に藁細工の技術は、田舎に住むおじいちゃん

おばあちゃんから教えてもらったものだが、おじいち

ゃんおばあちゃんがせっかく藁細工という技術を持っ

ていたとしても、その価値に気づくことが出来ずに技

術を伝えていくことを躊躇してしまうそうだ。現在は

大量消費社会で、物で溢れかえっている。物を藁細工

で作る必要もなく、百円ショップで事足りてしまう、

という現状がある。そんな中、高橋さんは藁細工と若

い世代の中間地点に立つことで文化を消滅させずに伝

えていきたい、と話してくださった。文化を伝承して

いくためには、その価値に気づき、現代の人に矢印を

向けて、藁細工でいうモビールを作る、というような

新しい可能性を開いていくことが必要だと考えた。 

この四日間、初めてのことばかりであったが、真室川

町に来なければ伝承野菜や藁細工などといった素晴ら

しい文化、そして何より真室川町の人々の文化を消滅

させたくない、守っていきたい、という強い思いを知



第二部 授業記録 前期プログラム１０．田舎体験で考える～豊かな暮らしをつくる生き方働き方～ 

104 

 

ることが出来なかったであろう。私は、真室川町につ

いて知ってもらうために絵本や紙芝居を作ることを提

案している。真室川町の雑誌やパンフレットなどもあ

るのだが、文字が多くて見にくいことや、子供たちに

いまいちメッセージを伝えにくいことが問題である。

絵本や紙芝居であれば、幅広い世代の人に楽しみなが

ら真室川町について知ってもらえると考える。また真

室川町の子供たちに、自分たちの町が現在抱えている

問題や伝承野菜などの文化を紙芝居等で伝えることで、

自分の町について理解しやすくなるであろう。そして、

文化の価値に気づき、次の世代にもつなげていってほ

しい、と私は考えている。 

 

理学部 安齋 将 

私は、今回のフィールドワークには主に「自然に親

しめるから」という理由でこのプログラムの参加を希

望した。他にも、実家が農家であり農家の減少に対し

て考えるところがあったことや、少子高齢化は日本で

全体的な問題となっているため、それに関しても考え

ることができるいい機会であると考えた。しかし、実

際にプログラムを体験しはてみた感想としては、自然

と親しめたことも収穫としては十分であったが、それ

以上に別の事柄で得るものがとても多かった。 

その内容としては、今回のプログラムの副題にもなっ

ている「豊かな暮らしを作る生き方働き方」の内容が

大きい。 

真室川町は、山形県でも有数の降雪地であり、冬と

もなれば雪で閉ざされ閉ざされた環境の中で生活を送

らなければいけない。 

しかし、その冬が厳しいことというのは必ずしも汚点

になるわけではなく、「冬が厳しいからこそ」という事

柄も多くなる。 

例えば「冬が厳しいからこそ」その次にやってくる「春」

に対して期待や希望を強く抱き、その恵みを目いっぱ

い味わうことができる。伝統行事である「かど焼」な

どがよい例である。 

他にも「冬が厳しいからこそ」その冬を乗り切るため

に地域でのコミュニティが強く形成され、その団結力

はとても大きくなる。 

これらを自分の生活に当てはめて考えてみると、春

というものはただただ冬の次に来る四季の一つという

認識でしかないし、地域はおろか自分の住んでいるマ

ンションの隣の部屋にだれが住んでいるのかなどはほ

とんど考えたことすらない。 

これらを比べてみると、どちらが「人間として豊かな

生活であるか」というものは明白である。 

なぜならば、普段当たり前として見てしまっている四

季の巡りを喜びとして感じられる方が豊かであること

に違いはなく、人は一人では生きられないのだから地

域での団結を持つということは、いざというときに助

けを求めることができるという観点から見ても豊かで

ある。 

これらの考えから、私は「豊かな生き方」というも

のは、「普段何気なく感じている幸せを目いっぱい味わ

うこと」だと考えた。 

これは必ずしも「田舎でなければならない」という

わけではなく、どれだけその幸せたちを認識できるか

の問題であり、その幸せを「あたりまえ」であるとい

う認識を改め、大切にしていけることが豊かさの指標

の一つになるのだと思う。 

 

理学部 高橋 遥平 

今回のフィールドワークは私の人生においても大き

なものだったと思う。それぐらい素晴らしい経験がで

きた。印象に残っているのは、２回目、１日目に「は

ちみつ屋」で行った養蜂体験である。実際に養蜂場に

行ってミツバチの巣を近くで見て巣から直接はちみつ

も食べた。ミツバチといっても針をもっているので最

初は怖かったが、ミツバチを刺激しなければ刺してく

ることはない。「はちみつ屋」の大沼さんがミツバチの

巣箱から巣を取り出すときに巣箱に「トントン」とノ

ックをしているのを見て、大沼さんのミツバチに対す

る愛情が伝わってきた。大沼さんは、「養蜂業は、夜が

遅く朝が早いので大変だから若い人がなかなかやりた

がらない。」と言っていた。それを聞いた私は若い人に

もっと養蜂業の素晴らしさを知ってもらう必要がある

と思った。 

２回目、２日目には、お世話になった農家の皆さん

に向けて活動発表会を行った。そこで私たちの班は、

この養蜂の素晴らしさを若い人に知ってもらう方法と

して「逆修学旅行」というものを提案した。それは、

私たちが行ったこのフィールドワークを都会の学生に

も授業の一環としてやってもらおうというものである。

やはり、インターネットなどで宣伝するより実際に来

てもらって体験してもらったほうがこの養蜂業の素晴

らしさが分かってもらえるのではないかと考えたから

だ。現実味に欠ける部分もあるかもしれないが、この

方法なら実際の体験を通して養蜂業の素晴らしさを伝

えることができる。それと同時に養蜂業の現状も伝え

る必要がある。害虫駆除のために散布する農薬が原因

でミツバチがいなくなってきていると大沼さんが言っ

ていた。現在は、ミツバチに特に影響を与えるニコチ

ノイドという農薬を規制したり、ミツバチの養蜂場を、

農薬を散布している場所から隔離するなどの対策を行

っているらしい。この問題はなかなか難しい問題なの

で直接的な解決策を私たちが考えるのは難しい。だか

ら、まずこの現状を多くの人に知ってもらうというこ

とから始めるべきだと考えた。なので、このことも逆

修学旅行で都会の学生に伝えることができればいいの

ではないかと思った。 
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 このように体験しただけで終わりではなく問題解決

のために自分たちで考えたことを提案するという段階

まで到達できたのはよかった。この一連の経験を今後

の私の人生に少しでも生かしたいと思う。 

このフィールドワークを通じて体験したことは私に

とって大きな財産になるだろう。 

 

医学部 政木 佑司 

私はフィールドワークをおこなう前まで、山形県出

身でありながら山形市以外のことを全然知らなかった。

このフィールドワークでは、名前は知っていたが行っ

たこともないし特産物などもしらない真室川町を訪れ

た。私が真室川町に初めて行き感じた印象は、山や川

などの自然が山形市よりもとても身近にあるという印

象だ。この自然の身近さは、私は人間であり生きてい

るのだという意識を強くさせ、心地よさを感じさせて

いたが、コンビニの数の少なさや自然ばかりが見える

景色などは、非日常さを感じるとともに不安をも感じ

させた。しかしこの不安は、真室川町の役場の人や宿

泊施設の人のやさしさ、あたたかさによって感じなく

なっていった。町の人たちのやさしさ、あたたかさが

魅力であると痛切に感じた。 

 私がフィールドワークを通じて学んだことは、農業

にしても伝統工芸にしても、後継者不足が重要な問題

であるということだ。私が泊まった森の家では、伝統

工芸であるわら細工を、教えてもらいながら作る体験

をすることができた。実際に作ってみて、少量のワラ

から美しい形をしたモビールを作ることができとても

感動した。しかしながら物があふれかえり、100 円シ

ョップで何でも買えてしまう現代では、このように伝

統工芸品をつくることができるおじいちゃん、おばあ

ちゃんがその価値に気づけず技術を伝えなくなってし

まう。これは今まで人間が培ってきた歴史を失うこと

であるので非常にもったいないことだと思う。わら細

工を教えてくれた高橋さんは「自らが若い世代の人々

との中継地点となり、文化を伝承していきたい。その

ような人物が必要だ。」と語っていた。私はこの中継と

なる若者を増やすためにも、わら細工であれば様々な

用途を開発し、現代の人々にもあった形で普及させ、

若者に伝統工芸品の魅力に気づいてもらうことが必要

であると考える。 

 また今回、田舎の良さと都会の良さは表裏一体であ

るということを再認識した。田舎が抱える人口減少と

いう問題を解決し人口を増やすことは、便利さを求め

その地域の開発につながり、自然が破壊されることに

つながる。増えた人口は地域での交流を少なくし、今

までにあった人間関係を希薄にする。そうなってしま

っては、便利ではあるものの田舎の良さがなくなって

しまう。一筋縄では解決できない問題が田舎にはある

と感じた。 

このフィールドワークを通じ真室川町だけではある

が、山形に詳しくなった。当初の山形について知りたい

という目標は達成されたが、抱える問題の難しさに直面

した。これからの人生では、田舎の問題について頭を悩

まし続けていきたいと思った。今回のフィールドワーク

にいけたことで考える人生に深みがでたとおもうので

よかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 永田 ひなの 

私は今回のフィールドワークで２度真室川町へ行き、

様々な体験をしたことで「ゆたかな暮らし」は何なの

かということを深く考えさせられた。そして、真室川

町の素晴しい伝統を途絶えさせてはいけない、また受

け継ぐだけでなく外に発信していくべきであると感じ

た。そこで私たちのグループでは、4 日間の経験をも

とに、真室川町の良さを外部の人に理解してもらえる

ようなイベントの考案を行った。以下ではフィールド

ワーク 4 日目の発表会で紹介した二つのイベントにつ

いて述べることとする。 

1 つ目は、真室川町の施設を利用して都会の子供た

ちを呼び込み、都会ではしたくてもすることのできな

い農業体験、天体観測、郷土料理体験などの機会を提

供するというものである。これにより、子供たちはそ

の思い出を持って成長し、ふとしたときに真室川町や

そこで出会った人を思い出して農業や田舎暮らしに魅

力を感じるかもしれない。つまり交流人口を増やすこ

とで真室川町の農家の現象や過疎化を食い止める一歩

となるではないか、という提案である。 

2 つ目は、既存のイベントの拡大、具体的には 8 月

16、17日に開催される「まむろがわ花火大会」の拡大

である。これは夜に行われるイベントであるから、花

火大会の前の昼間に「まむろがわスイーツ博覧会」と

いうイベントを追加することで知名度の向上と観光客

の増加が見込めるのではないかと考えた。「まむろがわ

スイーツ博覧会」とは、真室川町の伝承野菜などを使

って新しいスイーツを作り、それのグランプリを開催

するというイベントである。このイベントで、他には

ない奇抜な食べ物を考案し発売すれば SNS 等での更な

る知名度の上昇が望めるだろう。 
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以上はほんの一例だが、今回の体験を通して真室川

町の伝統の素晴らしさと、住んでいる方々の温かさを

実感し、もっと多くの人にそれを知ってほしいという

気持ちが強くなった。4 日間で関わったすべての人に

感謝したいと思う。 

真の「ゆたかな暮らし」とは、物質的な豊かさでは

なく精神的な豊かさのことなのではないだろうか。そ

して精神的な豊かさは人と人との関わりの中で生まれ

るものだと思う。したがって私は、これからの大学生

活で今まで以上に人との出会いや関わりを大切にして

いきたい、そう考えさせられたフィールドワークだっ

た。 

 

医学部 高森 千華 

私がお世話になった農家民宿の「はちみつ屋」の大

沼さんに養蜂見学や蜜蝋キャンドルづくり、食事の時

の会話などでたくさんのことを教えていただいた。特

に印象に残ったのが「人と自然の共生」だった。 

例えば養蜂は蜂がいなければできない。そのため、

大沼さんは蜂と蜂が作ったものをとても大事にしてい

た。例えば、はちみつを取るとき、巣箱をノックして

合図するそうだ。ただの家畜と考えているのならばこ

のような行動はとらないと思う。また、巣箱を洗った

水は、はちみつ、花粉、蜜蝋が含まれているため、甘

く、栄養が豊富で、野菜を育てている土にかけると野

菜がおいしく育つのだそうだ。蜂が命を賭して作って

いるものなのだから、すべて余さず大事に使おうとい

う姿勢がいたるところに見えて、大沼さんが蜂を思う

気持ちが伝わってきた。大沼さんは蜂に安全に住む場

所を提供している。持ちつ持たれつの関係で共生して

いた。 

また、大沼さんに教えていただいた「里山」も共生

のシンボルだと思う。私はずっと里山と森は一緒のも

のだと思っていた。しかし、里山は「人(里)」と「山」

の間にある所だと聞いて驚いた。さらに、里山は山よ

りも人間の手が少し加わっていることで生態系が豊か

になっているらしい。人が道のために木を切ることで

地面に近い植物に日が当たり、育ち、それが小動物た

ちのえさになる。人と自然のコラボレーションでさら

にいいもの(場所)ができている。これはこのフィール

ドワークに参加しなければわからないことだったと思

う。 

私は都会の暮らしにも田舎の暮らしにもそれぞれ違

った豊かさがあると思っている。前者は機械や技術で

もたらされ、後者は自然との関わりでもたらされる。

どちらもそれぞれの場所でまねできることではない。

だが、どちらか一方では本当の自分にとっての豊かさ

には気付けない。その意味では本当に気付きが多い実

りあるフィールドワークになった。 

真室川町の人たちの優しさは自然と一緒に生きてい

るからこそのものだと思う。自然と持ちつ持たれつの

関係だから、それをほかの人とも分け合うことを知っ

ていて、実践している。その共生の歴史や伝統、考え

方など様々な田舎でしかできないことを自分の子供世

代に伝え、細々とでも残そうと努力することがこれか

らの私の課題だと感じた。知らないままでは何もでき

ない。だから、さらに真室川、ひいては山形県につい

て知ろうとする姿勢を大事にしたい。 

 

工学部 伊藤 圭汰 

私は今回のフィールドワークを通して、日本が抱え

る農家の減少や伝統技術後継者の不足などの問題に真

剣に向き合うことができた。そもそも、なぜ、このよ

うな問題が発生してしまうのだろうか。それは、私た

ちがそれらの価値に気づいていないからだと考える。

私は実際に農業体験やわら細工作り体験を通して、普

段私たちが当たり前のように食べている野菜が、農家

の方々の大変な苦労を経て、育てられているというこ

とを実感し、また、昔から脈々と受け継がれてきた伝

統技術がどれだけ素晴らしいものであるかを実感した。

したがって、このような問題を解決するためには、若

い世代が積極的にこれらの活動に参加する必要がある

と考える。なぜなら、テレビなどのメディアで伝えら

れる情報から自分では理解しているつもりでも、実際

に自らが体験してみないと分からないこともあるから

だ。 

 また、現在、世界ではコンピューター技術革新がす

さまじい勢いで発展してきている。そのため、今まで

人間にしかできないものだと言われてきた仕事の数々

が、ロボットなどの機械に奪われてしまうと予想され

ているのだ。だからこそ、私たちは機械には絶対にま

ねすることができない、負けることのない繊細な技術

やコツのある伝統技術を途切れさせてはいけないので

はないだろうか。したがって、伝統技術の価値に気づ

く人や興味を抱く人を増加させるためにも、伝統の文

化がある地域の活動に参加することはとても大切で重

要なことなのである。 

 私は今回のフィールドワークを経て、日常では味わう

ことのない様々な体験を経験することができた。自然に

囲まれた地域での生活や田舎の人たちのあたたかさに

触れることで、私の心は癒されたと同時に、このような

田舎と呼ばれる地域に住む人々が年々減少してきてい

ることに寂しさを感じた。だから、私たち若い世代にと

って、田舎ならではの伝統的な文化や、豊かな自然に触

れ合う機会は大切にしなければならないことであり、そ

こから田舎の抱える人口減少、伝統技術後継者の不足な

どの問題を考えることは、私たちに与えられた今後の課

題なのだ。したがって、私は今回の活動を活かし、日頃

から自分の周囲に存在する問題を発見し、その問題を解

決するためにはどうすれば良いのかなどを考えていき



第二部 授業記録 前期プログラム１０．田舎体験で考える～豊かな暮らしをつくる生き方働き方～ 

107 

 

たいと思う。 

 

工学部 河原 梨花 

私がフィールドワークもがみで考えたことは、豊か

な暮らしと自然の関係だ。自然豊かな真室川町は今、

人口減少と農地離散が問題となっている。真室川町に

はたくさんの伝承野菜があるが、真室川町内の農家は

３家しか存在せず、伝承野菜の存続も厳しくなってい

る。私たちは、今回のフィールドワークを通して真室

川町を多くの人に知ってもらい、伝承野菜を町の名産

として広めたいと考えた。そのために私たちが考えた

のは、人口減少・農地離散を防ぐために都会の子供た

ちに農家体験をしてもらい田舎暮らしについて知って

もらう逆修学旅行だ。豊かな自然に触れたことがない

都会の子供に農業体験をしてもらうことで、田舎暮ら

しや農家という職業に興味を持ってもらい、人口の増

加や農家人口の増加を狙っている。また、伝承野菜を

多くの人に知ってもらうために私たちが考えたのは、

伝承野菜を使ったスイーツを販売することだ。伝承野

菜を広めるのと同時に、野菜のスイーツというインパ

クトで、真室川町も有名になることができると考えた。 

 フィールドワークを通して私たちは農家のいろいろ

な話を伺うことができた。私たちは、農家は大変だ、

とか、苦労が多い、安定しないなどと勝手に考えてい

る。しかし、ひまわり農家で働いている方々にお話を

伺ったところ、「農家は気候などにも左右されることが

多く大変だが、この暮らしの中にも生きがいや、やり

がいが存在する。多くの人に安全でおいしい野菜を食

べてもらいたいと日々考えながら農家を営んでいるか

ら、おいしく食べてもらうことでうれしいことや仕事

が楽しいと感じることもある。」とおっしゃっていた。

私はこの話を聞いて、自然の中の田舎にも豊かな暮ら

しを作ることができるような生き方、働き方があると

実感することができ考え深いフィールドワークとなっ

た。豊かな暮らしは自然との共存のなかに存在するも

のだと感じ、自然との関りについて考えることができ

た。 

「田舎だから、豊かな暮らしはおくれない」なんて

ことはない。私は、このフィールドワークを通して田

舎暮らしの中にある豊かな暮らしを体験することがで

きた。また、農家の皆さんにも話を聞いて、田舎で農

家を営む大変さとともに生きがいを感じているという

話も伺うことができたため、働きや生き方についても

考えることができた。 

真室川町は自然が豊かな町で美しい町だ。私たちは、

田舎はつまらないという貞操観念から田舎暮らしを懸

念してきた。しかし、私たちの食べているものは田舎か

ら得られるものばかりだ。私たちが日ごろからおいしい

野菜を食べられるのは、田舎の豊かな自然と農家の皆さ

んのおかげであることをきちんと理解したうえで、感謝

しながら食べていかねばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 佐々木 直也 

一回目のフィールドワークで「真室川町は山形の行

き止まりで、雪の下にはたいせつなものが埋まってい

る。」というお話があった。「雪の下に埋まっている」

というのは深く調べることで、その魅力が分かってく

るという意味である。今回のフィールドワークでは真

室川町の魅力だけではなく、どんな問題を抱えている

のかを雪の下から見つけ出すことができた。 

その中の一つは自身の体験から見つけ出すことがで

きた。私は農家民宿のはちみつ屋さんで笹巻き作りの

体験をした。笹巻きは小さい頃によく食べていたため、

馴染み深いものだと思っていたが、作り方は全く知ら

なかった。作り方を教えてくださった大沼さんの話に

よると今では作り方を知っている人は多くはなく、こ

の伝統がなくなってしまうかもしれないとのことだっ

た。この笹巻きでさえこのような問題を持っていると

いうことが分かった。 

また、大沼さんからは養蜂についての話を聞いた。

どうやら農家に野菜を受粉させるためにミツバチを貸

しているらしい。その際ミツバチは野菜の蜜を蓄える

と聞き、農業と養蜂はたがいに助け合って生きている

のだと思った。 

一方で、ミツバチが農薬によって減少しているとい

う現状がある。現在では農薬の影響が及ばないところ

まで隔離して対策をとっているとのことだった。こう

したメリットとデメリットを含めて共存が成立してい

くのだろう。 

 この 4 日間の体験を通して再び最初の言葉の意味を

考えて見みた。「雪の下に埋まっているもの」とは良い

ことも悪いことも含めているのだろう。良いことだっ

たらその地域にはどんな魅力があるのかを知ることが

でき、悪いことであったらこの地域はどこを改善すべ

きなのかを探す大切な情報となるだろう。こうしたこ

とは今回のフィールドワークに参加しなければ分から

なかっただろう。この雪の下から見つけたものを再び

埋めないためにも今度は我々が発信源となって多くの

人に伝えていかなければならないと感じた。また今回
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の体験を活かし普段から色々なことに目を向け、深く

知るようにしたい。 

最後に、私たちの提案として逆修学旅行というものが

あがった。これはこうした暮らしとあまり縁のない都会

の人々を田舎に呼んで我々と同じような体験をしても

らうというものだ。真室川町の伝統や文化を残していく

ためにより多くの人に知ってもらい、そして多くの人に

伝えていってほしいとい思いがこの逆修学旅行に込め

られている。 

 

農学部 石塚 葵 

私は真室川町で過ごす間、農家民宿である森の家に

お世話になった。その農家民宿を営んでいる佐藤さん

は、真室川町の伝承野菜として登録されている「甚五

右ヱ門芋」を栽培しており、自分の家に代々伝わって

きたその野菜を、自分たちの食糧としてだけではなく、

その存在を全国にまで広めた方である。私は農学部に

所属しており、農村の抱える問題や農作物に関する講

義を聴く機会はほかの班員と比べてみても多いのだが、

「伝承野菜」という言葉は、恥ずかしながら真室川町

で初めて耳にした。世界の人口増加に伴い、単位面積

当たりの収量が多いもの、病気に強いもの、不良環境

でもよく育つような植物の栽培や開発が重要視されて

進められる中、昔から伝わる伝統的な作物を昔ながら

の方法で作り、守り続けている方々のお話を今回のフ

ィールドワークで直接伺うことができて、とても新鮮

であった。 

真室川町での四日間は、普段の生活とはかけ離れた、

まさに非日常的な体験であった。街灯もなく真っ暗な

道を動物や虫の鳴き声を聞きながら歩き、星や蛍を見

たことや、山に山菜を採りにいき、すぐにそれを調理

して食べたこと、山に生えている木の実を採って口に

したことなど、すべてがとてもキラキラしていて、心

が浄化されたような気がした。 

 豊かな暮らしの定義とはなんなのだろうか。近所に

コンビニエンスストアやスーパーがあり、いつでも買

い物にいけることが幸せであると感じる人も、閑散と

した土地に魅力を感じる人、多少不便でも自然がすぐ

そばにあり続けることに幸せを感じる人など、捉え方

は人それぞれである。私が真室川町で出会った方々は

皆生き生きとしており、生活面での不便さは全く感じ

ていないように見えた。しかしその考え方自体間違え

ているのかもしれない。都会では、ものが手に入るこ

とが当たり前であるため、結果としてものがすぐに手

に入らないことが不便であると考えてしまう。また、

都会はものが溢れすぎていて、あまりにも情報量が多

すぎるため、気づかぬうちに心が疲弊してしまってい

ることも多いだろう。それが本当に幸せといえるのだ

ろうか。便利さは暮らしの快適さをもたらしてくれる

ものに違いはないだろうが、それが豊かさに直結する

とは言い難いものである。 

 結局のところ、田舎にも都会にも豊かさは存在する

のである。繰り返すことになるが、住む人がどう感じ

るかどうかなのだ。しかしその判断は両方の暮らしを

経験した者にしかできず、その両方を同じだけ体験し

てから、やっと、どちらが自分に豊かさをもたらして

くれるかどうか判断する資格が得られる。 

 今回のフィールドワークは私にとって、豊かさとは

何なのかを考える上での大きな一歩となった体験だっ

た。今後農学を学ぶ上で、このフィールドワークの経

験を生かせるように、真室川町で出会った様々な感動

を胸にとどめ、忘れないようにしたいと感じた。 

 

農学部 渡辺 圭 

私は今回、四日間のフィールドワークを通して普段

は体験できないような貴重な体験ができた。特に印象

に残っているのは、宿泊でお世話になった民宿「果菜

里庵」での出来事だ。 

 例えば、2 回目のフィールドワークの 1 日目の山菜

採りとだし作りである。今までに稲刈りなどは経験し

たことがあったが、自然に生えている植物を採取した

のは初めての経験だった。しかも、下処理をしたらす

ぐに、だしの材料に使ったので自分で採取したものを

自分で食べるという実感があった。その後はおまけと

して味噌も作ることができた。味噌は完成まで 1 ヶ月

ほどかかるそうなので今から完成が楽しみだ。 

 そして最も印象に残っているのは、だしや味噌を作

った後に班のみんなで真室川町の課題を解決する方法

を考えたことである。その課題は、真室川町に限った

ことではないが、地方の人口が減少することと、それ

が原因で農家の後継者がいなくなり離農が進むことで

ある。私たちの班では、真室川町で毎年行われている

花火大会の拡張をメインとして考えた。その一つが、

山形の B 級グルメである「鳥そば」の知名度向上であ

る。全国の B 級グルメを集めたイベントが秋であるた

め冷たいそばである鳥そばはあまり好まれない。せっ

かくの B 級グルメが存在するのに知名度が低いままな

のは勿体無い。そのため、夏に行われる花火大会に合

わせて山形各地の鳥そばを集め、小規模の試食会のよ

うなものを開催すれば知名度が向上すると考えた。も

う一つは、真室川町に代々伝わっている伝承野菜の有

効活用である。普通に流通している野菜とは違い、流

通が難しい伝承野菜は活用方法が少ない。そこで私た

ちは伝送野菜を使ったスイーツの開発を考えた。例え

ば、甚五右ヱ門芋という名の里芋を使ったクレープで

ある。これはクレープの生地に里芋を練り込んで、も

ちもちした食感を再現しようとしたものである。他に

は、勘次郎胡瓜という名のキュウリを使ったクッキー

である。キュウリのピューレをクッキーで挟むという

焼き菓子にすることでお土産として購入できると考え
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た。真室川町の伝承野菜には豆が多く存在するので、

様々な種類の豆を使った豆パンを作るという案も出て

きた。この二つを花火大会に取り入れればさらなる来

場者が訪れると考えた。 

 また、花火大会とは別に、都会から小中高生を呼ぶ

「逆修学旅行」という案も考えた。都会の子供は農業

を経験したいという意思があることを東京出身の班員

から聞いたので真室川町に招待するのである。 

 これらのアイデアが直接人口流出や離農の歯止めに

するのは難しいと思うが、少しでも真室川町に興味を

持ってくれれば少なからず興行収入に繋がると考えた。

また、花火大会では予算のことや、逆修学旅行では地

方同士で生徒の取り合いになるなどの問題が多く発生

してしまう。だが、今回真剣に地方の課題を考えるこ

とができたのは新鮮で楽しかった。そして、この課題

を解決するのがどれほど大変なのかを実感した。これ

からは、人口減少を他人事とは思わずに真面目に向き

合っていきたい。 
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子ども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 29 年 6 月 10 日(土)～11 日(日)、7月 8日(土)～9日(日) 

 

○受 講 者：阿部 宥希（発表）、佐藤 匠（発表）、平野 愛佳（発表）、和田 美紀（発表）、 

木村 友香（発表）、原 修哉（発表）、和地 嶺花（記録）、佐藤 海斗（発表）、 

内海 奈央（記録）、浦田 裕介（班長）、片山 琢郎（発表）、辻川 一樹（発表）、 

糠澤 幸奈（発表）、柄澤 佑企（発表）、北村 真菜（学生サポーター）、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１０日（土） 【１日目】７月８日（土） 

8:00 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・アイスブレイク 

活動①（テント設営など） 

12:00 昼食 

 活動②（自然体験活動） 

17:30 夕食（野外炊飯） 

 活動③（ナイトウォーク、たき火など） 

21:00 就寝（テント泊） 

8:00 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・アイスブレイク 

    活動①（テント設営など） 

12:00 昼食 

13:00 活動②（川遊びなど） 

17:30 夕食 

19:00 活動③（星空観察など） 

21:00 就寝（テント泊） 

 

 

【２日目】６月１１日（日） 【２日目】７月９日（日） 

6:00 起床 

7:30 朝食（野外炊飯） 

 活動④（自然体験活動） 

12:00 昼食（館内食） 

12:45 別れのつどい（子どもは解散） 

13:15  後片付け、ふりかえり 

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（野外炊飯） 

 8:30 活動④（自然体験活動） 

12:00 昼食（館内食） 

12:45 別れのつどい（子どもは解散） 

13:15 後片付け・ふりかえり 

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！」 

 

人文社会科学部 阿部 宥希 

今回のフィールドワークを通して、子供たちの持つ

力や自然の魅力を新たに発見することができた。私は

神室少年自然の家の方に教わった「指導と支援」「ワイ

ドとフォーカス」をテーマに活動に取り組み、状況に

合わせた子供とのかかわり方や自分が果たすべき役割

を学んだ。それぞれの活動ごとに学んだことや考えた

ことについてまとめていこうと思う。 

私たちが考えたレクリエーションを実施する機会が

あった。子供たちが飽きず、簡潔な内容であること、

また、自分は全体の一員だという感覚を持たせること

の重要性を学んだ。様々な子と接する機会や全体で一

体感を持てる工夫をすることで子供たちの参加意欲の

向上に繋がると考えた。 

野外炊飯やたき火など、危険を伴う活動もあった。

この時重要になるのが「指導と支援のバランス」だ。

安全性を確保しなければならないが、だからといって

手を貸しすぎるのは子供の成長に繋がらない。安全管

理をしたうえで、いかに子供たちにチャレンジさせる

かがポイントになる。 

かむろの森探検や登山では、体力に自信がある子と

ない子との間でペースの差が生まれた。この時「ワイ

ドとフォーカス」の視点が重要だ。遅れている子に気

を取られると他の子に目を向けられなくなる。初日は

そのバランスに苦戦したが、それ以降は少しずつでき

るようになった。また、子供たちの間で最初は相手を

急かすような言葉が出ていたが、私たちが「みんなで

協力しよう！」と声をかけると子供たちが積極的に「頑

張れ！」や「ここ危ないから気を付けて！」など相手

を思いやる言葉を口にするようになった。さらには遅

れている子に手を差し伸べる場面も見られたことから、

子供たちの視野が広くなっていることを実感した。 

今回、子供の成長の速さに驚いてばかりだった。子

供が持つ素直さや好奇心、感受性の豊かさが理由だと

私は考えている。最初は汚れることを嫌がっていた子

が泥まみれになっても嫌がらなくなったり、消極的だ

った子が川遊びの時「一緒に飛び込もう！」と声をか

けてきたり、自然の中で活動する楽しさに気付いても

らえたと思う。さらに私も自然と触れ合う楽しさを再

認識できた。 

私たちの行動やアドバイスの仕方で子供たちの行動

も変わることを強く感じた。きっかけの与え方で子供

の持つ力をどこまで引き出せるのかも変わる。子供た

ちは自分を映す鏡という言葉そのものだと感じた。そ

の面で子供たちに成長させてもらったことも多い。誰

かを成長させることは自分の成長にもなるのではない

だろうか。 

自然の素晴らしさを知ってもらうには、まず私たち自

身が知らなければならない。自然と触れ合う機会を与え

るには人手以外に体力も必要であり、若者の力が必要だ

と考える。引き続きボランティアとして参加することは

もちろん、実際に体験して感じた自然やボランティアの

素晴らしさをこの活動を知らない人に発信する必要が

あると考える。 

 

人文社会科学部 佐藤 匠 

私は、今回のフィールドワークに参加するにあたっ

て、子供達の指導・支援をする立場として、 

子供達との関わり方をある程度の距離を保ちながら、

臨機応変に関わっていこうと心がけた。 

 一回目は、初めて会う大学生に対し、緊張してあま

り話ができないのではないかと感じたが、子供達はそ

んな素振りは見せずにすぐに打ち解けることができた。

また、私たちが考えたレクリエーションは子供達が互

いに知りあうための最初のきっかけを作り出すため、

個人から全体（点から円に）という流れを、じゃんけ

ん列車を利用して作り出すことができた。しかし、大

学生が自分の担当しているグループの子供達に目を向

けるあまり、全体としての動きが遅くなってしまった

り、リスクのグループ間の共有が疎かになってしまっ

たりした。反省点が多く感じられるが、たった二日間

でも子供の成長が見られ、感動を覚えつつ二回目のフ

ィールドワークでは、反省点を改善するとともにより

子供達とよりいい関係を築きながら自然と触れ合うこ

とを支援していきたいと感じた。 

 二回目では、炎天下の中登山と川遊びが計画されて

いた。炎天下の中だったため、体調が悪くなる子が出

てくるかと思ったが、私の班の子供達は元気よく出発

した。初めは声をかけあいながら歩みを進めていたが、

だんだんと暑さや疲れから消極的な言葉で話しかけて

くるようになった。返答としては、「大丈夫！あとちょ

っとだから頑張ろう。」と言葉を返した。頂上に近づく

につれて声をかけてくる回数が多くなり、その言葉も

だんだんと弱気の言葉になり、どう励まそうか悩んだ。

しかし、活動が終わってから考えると私が声をかけて

いた、「大丈夫！」という言葉が良かったのではないか

と感じた。また、私が担当した班は男の子 6 人グルー

プで、わんぱく少年という言葉がぴったり合うような

子供だが、登山中「頑張ろう！」「ここ足元危ないよ！」

「もうちょっと！」などの励ましの言葉や疲れてきた

子に対して後ろから支えてあげたり、足元が危ないと

ころでは手を差し伸べてあげるなどの周りを見て、手

助けをするという成長が見られ、感動を覚えた。 

 今回のフィールドワークでは、子供の成長の早さを感

じられ、子供との接し方や視点の向け方など様々なこと

を考えさせられる４日間だった。また、子供達から元気
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をもらい、勉強させてもらったことに感謝したいと思う。 

 

地域教育文化学部 平野 愛佳 

私は、自然の中で遊びながら子どもたちの支援をす

る活動を通して、将来小学校教員として働く上での実

践を学びたいという思いで参加した。そこで主に３つ

のことを学んだ。 

１つ目は様々な視野を持つことの大切さである。私

は「お姉ちゃん！聞いて！」と話しかけてきてくれる

子どもが可愛くて、その子に強く焦点をあてて対応し

てしまい、全体の指示が通りにくい環境を作ってしま

ったと感じた。子ども一人一人とコミュニケーション

を図ることも大事だが、広い視野を持って全体をまと

めることも大事だから、どちらかに偏ることなくバラ

ンスを保てなければならないと考えた。 

２つ目は子どもたちに伝えたいことを間接的な言葉

を使って伝えて、どうすればいいのか考えさせ、自分

の意思で動けるように働きかけることの大切さである。

それを特に感じたのは第１回目の野外炊飯でカレー作

りをしていたときだ。自分の役割仕事が終わった子ど

もが走り回って遊んでいるのを見て、はじめ私は「走

らないで！」「遊ばないで！」と注意をすると一瞬はや

めてもすぐに目先の楽しいことに気をひかれてまた遊

んでしまっていた。そこで次に「今お友達がやってい

る仕事大変そうだね」「今お仕事頑張っているお友達が

遊んでいる姿みたらどう思うかな？」などの言葉がけ

をすると、子どもたちは自分の意思で手伝いをするよ

うになった。このことから子どもたちは協力するとい

う思考はあっても、まだ視野を広く持てていないため

に遊んでしまうと考えられるから「気付かせる」とい

う働きかけをすることが大切だと思った。 

３つ目は子どもたち一人一人が意見を伝えあう環境

を作ることの大切さである。子どもたちは何か決める

とき、全て支援者側に相談してきた。そこで私は子ど

もたちの輪を作るために「〇〇君はこう言っているけ

ど、みんなはどう思う？」などと意見を共有すると、

子どもたちは「僕はこう思う」など意見を友達同士で

言えるようになった。どうしても声が大きい子どもの

意思が反映されがちだが、支援者としてみんなの意見

を共有させる働きかけが大切であり、それが支援者の

役目の１つだと感じた。 

以上が今回の実践を通して学んだ将来活かしたいこ

とである。 

また今回の FW 全体を通して感じた地域の問題とそ

の解決策を最後に述べたい。まず問題点は活動に必要

な支援者が不足しているということだ。今回のような

支援者に支えられながら行う体験があるおかげで、自

然の中でのたくさんの気付きから子どもたちの探求心

を高められたり、友だちと協力して１つのことを達成

する方法を学んだりすると感じた。だから支援者不足

を解消するために、私は今回のとても楽しかった体験

を友達に共有することで、支援者を集い、問題解決に

貢献したいと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 和田 美紀 

このレポートには、私が真室川町の神室少年自然の

家で、子どもの自然体験活動を支援した際に感じたこ

と、発見した課題、解決できた課題、今後の課題につ

いて記したいと思う。 

このプログラムに参加して特に驚いたのが子どもた

ちの成長する力だ。初めて子どもたちと対面したとき

は、私が想像していたよりも子どもたちはかなり自分

の好きなように動き、話し、ばらばらだった。第一回

のオリエンテーリングではそのような子どもたちの自

由さが私に課題を与えた。それは、子どもたち一人一

人の気づきや発見を大切にすることと集団行動の尊重

の両立である。オリエンテーリングで神室の森を班で

歩いていると、好奇心旺盛な子どもたちは皆それぞれ

珍しい虫や花など、あらゆる自然に気づき、かけよっ

ていく。もちろんこのような子どもたちの好奇心によ

る気づきはとても素敵なことであり、すべて一個一個

時間をかけて観察するなどし、大切にしたいとおもっ

ていた。しかしすべての気づきや発見に対応している

と集団行動がばらばらになってしまうというジレンマ

が生まれた。そこで私は一度子どもが何かを発見した

ときにほかの子どもたちを呼び、発見を共有するよう

促した。すると、第二回の登山では私が何も言わなく

ても一人が何かを発見し声を上げるとほかの子どもが

駆け寄り、子どもたちだけで自主的に友達と気づきを

共有する場面を見ることができた。このように、私た

ち支援者が少しきっかけを与えるだけで子どもたちは

大きく成長するのだと感じることができた。 

また、今回子どもたちと活動をしていて、子どもた

ちは活動の際に服が汚れるのを嫌がって活動するのを

ためらったりと、あまり自然慣れしていない様子だっ

た。しかし、活動の中で私たち自身が自然を思い切り

楽しみ、子どもたちはその姿を見ることで自然の素晴

らしさを知り積極的に活動をするようになった。子ど
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もたちの自然離れが進む世の中で、このような子ども

の自然体験を支援する機会はとても重要なものであり、

このような活動を増やし、後世にも伝えていくべきだ

と思う。しかし、そこで、過疎化などにより子どもた

ちの自然体験を支援するための人員が不足するという

問題がある。その問題を解決するためにも私たち学生

がこの活動に積極的に参加し、活動の素晴らしさを外

部に発信していったらよいと感じた。 

 

理学部 木村 友香 

私が今回のプログラムを通じて学んだことは、言葉

選びの大切さだ。それを強く感じたのは、子供たちが

私たちの言う言葉一つで作業を進めるかどうか分かれ

たためである。うまくいったときとそうでないときで

対比できる出来事がある。1回目、1日目のことだ。夜

に寝るテントを設営するため、子供たちに作業しても

らったのだが、率先してやりたがる子、あまりやりた

がらない子に分かれてしまった。やりたがらない子に

は声をかけてやってもらうようにしていたのだが、す

ぐ集中力が切れてしまうようだった。その夜、現地の

方に、支援と指導のバランスについて説明をもらい、

どのように工夫して声を掛けていたら作業をしてくれ

たのか考えた。2 日目に、そのテントを解体し、干す

という作業があった。やはりやりたがらない子はおり、

率先してやる子が作業を進めていたので、やりたがら

ない子に時間を意識させるような言葉を掛けてみた。

その後に、オリエンテーションとして森を探検する、

というものがあり、子供たちも楽しみにしていた。「作

業進めないと、探検できないよ。」と言うと作業をして

くれ、全体の効率があがった。最初はうまく声掛けが

出来なかったのだが、2 日目は少し自分の成長を感じ

た。また、オリエンテーションでは探検をするという

ことで、かなり急な斜面もあり、心配もしたが元気に

動いてくれた。活動に消極的だった子も手や服に泥が

ついても気にしなくなり、仲間を元気づけるような言

葉で励ましていた。ここでは子供の成長の早さに驚い

た。工夫しながら子供の成長を促す「支援」について

少し理解が深まったように思う。 

現地の方に、考えることに価値がある、と説明をされ

たがその通りである。今回の活動では子供たちと過ごす

際に、どのように工夫したらやるべきことを意識してく

れるのか、と常に考えていた。そして考える癖がついた

のか、プログラムから帰ってきて何かを説明する機会が

あったとき、たくさんの考えが浮かび、うまく説明する

ことが出来た。このことは私の中で大きな力になった。

伝え方に対して苦手意識がなくなったのである。4日間

を通して子供たちの成長を見られたこともよかったの

だが、それ以上に成長させてもらったことが多かった。

プログラムを通じて得たことは、これからの大学生活に

大いに生かしていきたいと思う。 

 

理学部 原 修哉 

私は今回のフィールドワークに「子供とのかかわり

方」「自然とのかかわり方」「企画・運営」について学

びたいと考え履修した。 

 ４日間の中で子供と沢山話をして、一緒に遊んで、

時には危険なこともあったが一緒に成長することで子

供とのかかわり方を学ぶことができた。子供はまだ山

や川の中で遊ぶときに何が危険なのかをしっかり把握

できていな部分があり様々なことにチャレンジさせて

あげる中で大人が近くにいてリスク回避をしてあげる

ことが重要であるが、どこまで大人が手を差し伸べて

あげるべきなのか考えることで子供のためだけでなく

大人もともに成長できるのである。 

 自然とのかかわり方については私たち大学生よりも

子供の方が知っていることも多くあり、子供と沢山話

をしていると教えてもらうことが多くあった。中には

カブトムシやクワガタが大好きで絵を描きながら特徴

を教えてくれる子もいた。山の中を歩いていると食べ

ることのできる木の実などもあり子供たちのおかげで

普段では味わうことのできない食べ物などに触れるこ

ともできた。 

 ２回目のフィールドワークでは川で遊んだ。川遊び

では泳ぐのが得意でない子などにもいかに川を楽しん

でもらうかが重要であると考え、少しずつ水に慣れて

もらうことで泳ぐことはできなくともただ浮くだけで

も川の流れで流れたり、泳げる人と手を繋いで川を渡

ったり、川で楽しむことを体験してもらえた。 

 フィールドワークの中で４回大学生が考えた遊びを

する時間をもらいレクリエーションをした。２回目の

レクリエーションで誰でも参加出来なければいけない

という反省が出た。３回目からは誰でも参加でき、や

ることがない子が出ないよう注意してレクリエーショ

ンを考えた。レクリエーションを考える中で企画や運

営をするときは内容を考えるだけでなく、自分たちが

考えていることをみんなにしっかりと伝え、その場で

臨機応変に対応することで参加者全員が楽しめるよう

考えることが大事であり、その場で臨機応変に対応す

るためには事前に様々な場面を想像しておく必要があ

ると学ぶことができました。 

今回のフィールドワークでは子供がやりたいことだ

けでなく、苦手なことや知らないことにも積極的に取

り組んでくれるにはどうしたらいいかなど自分たちで

考えることが多くあった。神室自然の家の職員の方に

は正確な答えが分からなくとも考えることも重要であ

るということを教えてもらった。今回学んだことは自

分の将来に生かせることばかりであり、これからもっ

と多くのことを学ばなければいけないと実感できた。 
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医学部 和地 嶺花 

私は、今回このフィールドワークで子供との接し方

や気持ちの伝え方、距離感など子供と接することでし

か学べない経験をし、将来子供と接する仕事に就いた

ときにそれを生かしたいと思い参加した。実際に参加

してみて、多くのことを学び、子供の持つパワーに驚

き、私自身が成長することのできた四日間だったと感

じている。 

 このフィールドワークを通して、子供と接する上で

の「支援と指導のバランス」ついてとても考えさせら

れた。この「支援と指導のバランス」というのは神室

少年自然の家のスタッフの方々から教えていただいた

ものだ。指導は直接的であり、子供は指示に対して受

け身になって行動する。もちろん登山やテント設営な

どでの安全確保や施設内のルールなどを子供に指導す

る場面もある。しかし、これだけでなく、子供が自分

で気がついて行動できるように大人が支援することも

指導と同じように大切で、この二つのバランスをとっ

て子供と接する必要があるのだ。実際に子供とともに

行動をする中で、私はこの二つのバランスをとる難し

さを痛感した。なぜなら、子供に直接指示をする指導

的な接し方のほうがスムーズに進むため、つい子供が

受け身となってしまうような接し方をとってしまいが

ちだったからだ。特に一回目の初日はうまくいかず、

子供自身が考えたり体験したりする機会を奪ってしま

うこともあった。そのため、二日目以降は特に支援を

するよう意識し、接し方を工夫した。例えば、何か作

業が滞ったときに「次はこれをやって」ではなくまず

はヒントを出してみる、というように子供が自分で考

えるチャンスを意図的に作った。それでも、この四日

間だけで完璧にバランスが取れたわけではなく、最終

日も自分の中で多くの反省や改善点があった。今後子

供と接するときは、今回のフィールドワークで学んだ

このバランスの重要さと難しさを常に頭において向き

合いたいと思う。 

 もう一つ、このフィールドワークを通して強く感じ

たことがある。それは子供の成長の速さだ。一回目の

初日にほぼ初対面の中５～６人の班を作り野外炊飯や

テント設営を行った。この時はまだあまりグループで

協力できていなかったのが、翌日になると班員どうし

で話し合い工夫しながら作業する姿が見受けられた。

また、一回目よりも二回目のほうがさらに周りを見て

行動できるようになっていた。私はその様子を目の当

たりにし、子供が自分の持っている力をよりよく伸ば

していくには、今回のような同年代との関わりや大人

のサポート、その成長に周囲が気づき認めることが大

切なのだと感じた。 

 このフィールドワークでは、子供のテンションや視点

にも合わせられ、かつ大人の立場から接することもでき

る大学生の今しかできない体験をすることができ、とて

も多くのことを学んだ。繰り返しになるが、ここで学ん

だことや考えたことを忘れず、将来に生かしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 佐藤 海斗 

この４日間で最も感じられたことは間違いなく、子

供自身の成長だ。１日目のお世話ですらとても苦労し

た子供たちが、４日目には自ら行動し、班の仲間とも

声を掛け合う姿が見られました。本当に子供の成長の

スピードには驚かされるばかりです。ところが、ここ

である疑問が生じます。子供たち自身の成長は感じら

れたが、果たして私は成長することができたのでしょ

うか。ここでは、このことについて考えていきたいと

思います。 

私は、もともと子供が好きであり、このフィールド

ワークが自分自身にあっていそうだと感じたこと、子

供と接する能力を鍛えようと思いこのフィールドワー

クに応募し、参加しました。けれど、どこか自己主体

の能力を高めるためという狭い視野でしか考えられて

いませんでした。 

しかし、所長さんのお言葉「指導と支援のバランス」

やフィールドワークの１日目、２日目が終わり、家に

帰ってから活動を振り返ってみて、自分が成長するだ

けではなく、子供たちにもっとお手伝いをすることが

できるはずだと思いました。そのこともあり、３日目、

４日目は子供を中心に据え、過ぎゆく時間を一秒一秒、

大切にするようにさらに心がけました。それは、一緒

に活動をすることだけでなく、他愛もないおしゃべり

などくだらないことも含まれますが、そこに意味があ

ると思います。 

今回のフィールドワークで最も価値のある学びは、

相手を主体的にすることができるとしたら、ものすご

いエネルギーを生み出すことができるということです。 

 その一例に、私たち大学生のオリジナルじゃんけん

列車があります。この活動が成功した理由は、みんな

が主体的になれたからだと思います。必ず子供たちは

じゃんけんをする、また、相手の好きなものを聞くと

いうコミュニケーションをとらなければなりませんで

した。そこに自分から動くという主体が生まれたのだ
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と思います。 

 この話は子供たちに限った話ではないはずです。た

とえ大人であっても何かを生み出すときに、みんなが

主体的になることで大きなエネルギーを生み出し、良

いものを想像できるはずです。 

この４日間で子供たちが得たもの、私たちが子供た

ちから得たもの、それぞれがあり、そして、私たちも

きっと子供たちと同じスピードで成長できたはずです。

大学生となり、入学後３か月にもかかわらずとても貴

重な４日間を経験できました。本当にありがとうござ

いました。 

 

工学部 内海 奈央 

私はこのフィールドワークを通して大きく 3 つのこ

とについて考えた。 

まず一つ目は神室少年自然の家の職員さんから教え

ていただいた「指導と支援のバランス」についてであ

る。子供たちと活動をする中で指導だけをしていった

場合子供たち自身はなにも考えずに活動が進んでいく。

一回目の一日目に行ったテント張りでは指導する場面

が多く、子供たちに考えさせることができなかった。

その反省もあり直後のカレー作りでは支援の立場に立

つことを意識した。作る前の誰が何を担当するか役割

分担には関わったが、それ以外は安全管理だけを意識

し、子供たちの中で話し合わせるようにした。その結

果子供たちのなかで自然と話合いが行われ、美味しい

カレーができた。片付けは私たちからなにも言わずと

も子供たち自身で役割分担を行っており、考えさせる

機会をあたえることは大切だと感じた。指導と支援の

バランスに正解はないと考える。その場その場にあっ

た適切なバランスをこれからも考え続けたい。 

二つ目は視野についてである。神室少年自然の家の

職員さんから「ワイドとフォーカス」使い分けること

を教えていただいた。それを特に意識したのが二回目

の活動の登山である。登山をする中で常にフォーカス

であれば、全体に迷惑がかかる。しかし、常にワイド

であれば変化に気が付くことが出来ない。そのため状

況に合わせて使い分けることを意識した。登りは班で

まとまっていたのでワイドを多く、下りは足をひねっ

た子一人と下ったのでフォーカス。そのようにした結

果大きなけがはなく活動を終えることが出来た。視野

の使い分けについてはこれからの大学生活、そして社

会人になってからも大切なことだと考えるので今回の

学びを活かしたい。 

三つ目は子どもたちの成長についてである。私が担

当した班は最初班内に、大きな大きなスピード差があ

った。しかも、速い子たちは遅れている子たちを気遣

う様子も見られなかった。そのため、一回目の二日目

の活動から班内のスピードを整える声掛けを意識した。

すると、子供たちのなかで声を掛け合う様子が見られ

た。どこかへ移動するときも何も言わずとも班のメン

バーがそろうのを待ってから行動しており、それに気

が付いた時とてもうれしく感じた。 

四日間の活動は自分にとって本当に意義のあるもの

であった。子供側に立ったり、大人側に立ったり大学

生の今だからこそできた体験であった。自分の中で新

しい考え方や、たくさんの刺激を受け、自分自身が大

きく成長できた四日間であった。この活動に参加でき

たこと、この活動を通してかかわったすべてに感謝し、

この活動得た多くのものを大切に生かしていきたい。 

 

工学部 浦田 裕介 

私は、今回のフィールドワークにあたって、全体（小

学生全員）がどうしたら楽しめるかというのを常に意

識し、臨むことにした。 

 第１回、第２回と私たち山形大学生が、レクリエー

ションの時間を計４回担当したが、第１回の時には、

じゃんけん列車と背中文字を行った。じゃんけん列車

というのは対戦相手とじゃんけんをし、負けたほうが

勝ったほうにどんどんと連なっていくというのだが、

そのルールに加えて列ごとの勝った人数で競うという

のと好きな食べ物を言うことにした。結果、みんなで

盛り上がることができ成功だった。背中文字はグルー

プ（班）ごとに分かれて行ったが私たち大学生が予想

していたのとは違い、小学生同士ではなかなか文字が

前の人に伝わらなかった。そのことにより焦りや困惑

がうまれ、中には飽き始めている子や答えを声に出し

ていってしまう子もいた。背中文字は失敗に終わり、

じゃんけん列車と背中文字にはどのような違いがあっ

たか考えた。すると違いが２つ出てきた。１つは、負

けたとしても続けてゲームに参加できるということだ。

背中文字は１チーム終わってしまったらゲームが終わ

ってしまう。しかし、じゃんけん列車は追加ルールも

おかげで最初のほうに負けても引き続きゲームに参加

することができた。そのため最後の最後まで全体で楽

しむことができた。もう１つは、じゃんけんというみ

んなが簡単にできるゲームだったことだ。大学生の中

では、２文字や３文字くらい小学生でも簡単に伝えら

れると考えていたが、なかなか伝えることができてい

なかった。その結果小学生が楽しむことができずに終

わってしまった。この２つのことを意識して、第２回

目のフィールドワークに臨んだ。 

 第２回目では、２つの班が合わさって交互に並び前

後に手ぬぐいを回し、回すときに渡す相手の名前を言

うゲームと、〇×クイズをしました。１つ目のゲーム

は簡単でさらにほかの班の子を知ることができた。ま

た１回のゲームが早く終わるので色々な班の子とでき

るので成功だった。〇×クイズは前日に登った山の名

前など易しい問題にすることで、みんなが楽しめた。 

今回のフィールドワークで小学生が楽しむには２つ
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のことが重要だとわかった。１つはゲームのルールが

簡単であること。もう 1 つは全員参加型であること。

次は違う年齢層（中学生、高校生など）が楽しむには

どのようなことが重要かを調べていきたい。 

 

工学部 片山 琢郎 

私は今回のフィールドワークに、コミュニケーショ

ンを大事にするということを心掛けて臨んだ。コミュ

ニケーションをとれることによって子供たちをまとめ

ることができたり、楽しく活動ができるほか、自分の

とっても今後コミュニケーションをとるいい経験にな

ると思った。 

 まず一回目の活動。初めて子供たちと会うことに少

し不安もあったが、子供たちの方から話しかけてくれ

たり、アイスブレイキングのレクも成功したことによ

りいいスタートが切れた。ただ、野外炊飯やテント立

てで、このフィールドワークを通しての自分なりの課

題が見つかった。それは声かけだ。コミュニケーショ

ンを大事にするという心掛けにもつながると思った。

班の子に声かけができてないと子供たちは自分が自分

がとなって、班がバラバラになってしまうことが目立

った。子供一人に視点を当ててしまい班全員をまとめ

ることができなかったり、一回の声かけでは中々聞か

ないことが多かった。一日目の夜のミーティングで現

地の方に、「支援」と「指導」の違いということについ

て話をされた。二回目の活動ではそのことも意識し、

また声かけについても考えようと思った。 

 そして二回目の活動。最初に驚いたのが子供たちの

成長の速さだ。一回目の時より自分でできることが多

くなっていた。特に二回目の朝食だ。ソーセージが出

たのだが、一回目の時は私が開けるのを手伝っていた

が、自分で開けられる子がいて他の子の手伝いをして

いたり、子供が一人でできる範囲が広がってるなと思

った。ただ、自分自身の課題はまだ改善できてないと

思った。時間管理をしっかり伝えることや、川遊びな

どでの子供だけではわからない危機感を学生が気にし

なければならなく、そこがまだまだだなと思った。 

 最後に全体を通して、コミュニケーションはやはり

大事な事だと改めて思った。その中でも「声かけ」は

簡単そうに見えて奥が深いなと思った。それを感じた

のは「支援」と「指導」の違いに言われた時だ。二回

の活動を終えてもこの二つのバランスが難しく、気づ

いた時にはついつい自分が手を加えすぎてしまうこと

があった。今後もいつこのような機会が訪れるかわか

らないのでこのバランスをこれからも考えたい。また

子供と関わる際に今回学んだ視点の当て方などを忘れ

ずに意識したいと思った。 

 

農学部 糠澤 幸奈 

私はこのフィールドワークに、「企画力を身につけた

い」「子供や自然とのかかわり方を考えたい」という思

いから参加した。私は将来、地域の農業や環境保全に

携わるような仕事に就きたいと思っている。自然に触

れながら、子供たちの支援や活動の運営側に回るとい

うことを体験することを体験できた４日間は自分が将

来やりたいことを考えるうえでとてもためになった。 

 子供たちと４日間自然体験活動を共にして、最も印

象的だったのは、自然体験活動を通した子供の成長で

ある。山登りや川遊び、野外炊飯といった活動の数々

は、非日常的なものであり、これほどまで自然とかか

わった機会は今までほとんどなかった。それは私自身

にも子供たちにも言えることである。 

そのような中で必要とされるのは「とりあえず自身

でやってみる」ということであった。初めての体験で

技量も何もないところからのスタートなので、とにか

くやってみる、自分たちでどうしたらうまくいくか考

えるということがとにかく重要だったのである。それ

によって子供たちが互いに協力しあうということも学

べたのではないか。 

実際、１回目の活動と比較して、２回目の活動では

登山で足場が悪いところで前の子が後ろの子に手を差

し伸べるようになったり、後ろがちゃんとついてきて

いるか心配してくれたりするようになっていた。 

また、こちらからの子供の支援という面では、私た

ちがどのように声がけするか、どう子供に働きかける

かということがとても重要だった。私たちが関心をも

っていることが子供たちも関心を持つことであり、口

先だけで注意をしたりしても効果はあまりない。むし

ろ私たちが子供にやってほしいことを率先して行うこ

とで子供がそれを真似し、それが子供同士の間でも連

鎖するのだ。子供は自分たち自身を写し出す鏡だと言

われた意味がとてもよく分かった。 

このフィールドワークを通して私が考えたことは、子

供が自然と触れ合うことの重要性である。自然と触れ

合う中で辛かったこと、楽しかったこと、いろいろな

ことが子供たちを大きく成長させた。普段室内遊びを

する子供が多いからこそ、たまにでも自然に触れて学

びを得る機会を設けることが必要だ。そのためには、

子供の支援をサポートする若い人の力が必要不可欠で

あり、私たちが積極的にそういった活動の支援に入り、

自然に触れる場を増やせるようにしていくべきだと思

った。 

 

農学部 柄澤 佑企 

人と関わることや自然が大好きであったし、学校に

いるときとは異なる自然の中だからこそ表れる子ども

たちの一面をきっと見ることができるのではないか、

またそれによって子どもたちのことをより深く理解す

ることにつながるのではないかという思いから私はこ

のプログラムを選んだ。実際にやってみてこれらのこ
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とは達成できたと思う。 

子どもたちの活動をどのくらいどうやって手伝った

ら良いのかとても悩んだ。子どもたちだけでは上手く

いかないし、かといって大学生がやってあげても子ど

もたちの成長にならないのだ。１回目の活動では安全

面や失敗を気にしすぎて大学生でやってあげた場面が

多かった。しかし、もしカレー作りで失敗していても

それは彼らには大切な経験であり学ぶことがたくさん

あったはずだ。子どもたちの活動を成功させることよ

りも、上手くいくかどうかにとらわれず活動を通して

成長できるようにサポートすることを最も重視すべき

だと思った。そのあとの活動ではできる限り自分の力

でやらせてみて、状況に応じて手本を見せたり一緒に

やってみたりするよう心がけた。そうやってみて自分

の班の男の子がラップを切れるようになったとき私も

すごくうれしかった。 

そして大学生どうしの話し合いが非常に良かった。

レクリエーションを考える際、異なる個性を持つ人た

ちどうしで積極的に議論をすることでこんなにも良い

話し合いになるのかと思った。レクリエーションは大

成功といってもいい。グループで話し合うことの良さ

を実感した。これから先グループでの話し合いはたく

さんあるので、ここでの経験を活かしてグループだか

らこそできる話し合いをもっと大切にしていきたい。 

２回の活動を通して子どもたちの成長を感じること

ができた。子どもたちが自分のことを１人でできる範

囲が広がり、他の子への思いやりが深まったように思

う。大変でも精一杯楽しんで取り組んでいるからこそ

の成長ではないか。私も見習うべき姿勢である。子ど

もとの接し方には決まった正解はなく悩むことは何度

もあったが、その分多くのことを学び気付くことがで

きた。このフィールドワークで私自身も人間的に成長

できるきっかけをいただいた。神室少年自然の家の

方々、子どもたち、サポーターの先輩方、一緒に活動

した大学生、今回関わったすべての人に感謝したい。 
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[大蔵村]自然・人・もの体験 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：大蔵村村 

 

○講   師：大蔵村自然塾 山形大学農学部 野堀 嘉裕 氏、 

合田田植え踊り保存会 松田 与一 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 29 年 5 月 27 日(土)～28 日(日)、6月 3日(土)～4日(日) 

 

○受 講 者：岩渕 卓朗（発表）、澁谷 雄大（発表）、水出 愛里（発表）、大久保 梓（発表）、 

金 輝（発表）、鏡 瑛子（発表）、佐野 蒼空（発表）、大毛 瑞貴（記録）、 

菖蒲 貴央（記録）、榎 千遥（発表）、肥留川 ゆりか（発表）、青木山 陽香（発表）、

伊藤 直樹（班長）、二瓶 友岳（記録）、山口 凜太郎（記録）、近野 沙央梨 

（学生サポーター）、井村 萌（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２７日（土） 【１日目】６月３日（土） 

8:00     山形大学発 

10:00     赤松生涯学習センター着 

10:30－11:30  オリエンテーション 

        ～村の歴史と文化・名所 紹介 

11:30－12:30  移動・休憩・昼食（希望ラーメン） 

13:00－15:00  ～肘折温泉街を歩こう～ 

15:00－16:00  「地蔵倉」と縁結び探訪 

16:00－16:30   ～スパリエマスターへの道～ 

17:00－18:00 『肘折いでゆ館』入浴 

→宿泊場所 

 ：赤松生涯学習センターへ 

18:30     夕食  

19:30－21:00  村の伝承-合海田植え踊りに 

ついて(合海田植え踊り保存会) 

22:00       消灯 

8:00     山形大学発 

10:00     赤松生涯学習センター着 

10:00－11:30 笹巻き作り 

11:30－13:00  味来館で昼食 

13:30－16:30 「大蔵村自然塾」で地元の子どもと 

交流学習《ブナ林と森林学習》 

17:00－18:00 『カルデラ温泉館』で入浴→ 

宿泊場所  赤松生涯学習センターへ 

18:30     夕食  

19:30－21:00  レポート記入 

23:00         消灯 

【２日目】５月２８日（日） 【２日目】６月４日（日） 

5:15－ 6:45 肘折温泉朝市見学 

8:45－11:00 「村の歴史と文化財を学ぼう」 

       いにしえのロマン「清水城址」 

      「巨木観察」 

11:00－11:15  味来館でトイレ休憩 

11:15－12:00  四ヶ村の棚田・昼食(ほうの葉弁当) 

12:00－13:00  味来館で昼食（そば） 

13:30－15:30  レポート記入 

16:00        赤松生涯学習センター発 

18:00     山形大学着 

8:45－12:00 「合海田植踊り」に参加・見学 

12:00－13:00  昼食・休憩（赤松生涯学習センター） 

       （笹巻き） 

13:30－15:45  レポート記入、発表 

       （赤松生涯学習センター） 

16:00     赤松生涯学習センター発 

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！」 

 

人文社会科学部 岩渕 卓朗 

「なぜこの村に住み続けているのかが、自分でもわか

らない。だからその答えを、外の人の視点から考えて、

教えてほしい。」 

 合海田植え踊り保存の会の方の一人が、そうおっし

ゃっていました。「なぜ大蔵村に住み続けるのか」につ

いて、今回のフィールドワークで体験したことから、

考察していきます。 

 まず考えられるのは、「故郷への愛着」です。大蔵村

には、村民の健康を支える温泉や、美しい景観の棚田

があります。そんな魅力のある地元で生まれ育ったの

なら、自然と地元に愛着がわきます。「大雪でとても苦

労する」と村民の方がおっしゃっていましたが、その

雪を活かして、巨大雪だるま「大蔵くん」をつくり村

の名物にするように、欠点を武器に帰る方法も持ち合

わせています。そのため、良いところも悪いところも

全部含めて、大蔵が好きなのだと考えました。 

 次に考えたのは、「村民のつながりの強さ」です。温

泉街の散策の時や朝市見学の時に、村の方々が誰にで

も気さくに話しかけたり、合海田植え踊りで各家庭を

訪問し、楽しそうに交流していたりする様子をから、

村民の方々の温かさとつながりの強さが見て取れまし

た。そのような人と人との距離の近さが、住み心地の

良さとなっているのだと考えます。 

 また、「自分の持つ役割の大きさ」が考えられます。

都市と違って人口が少ない分、コミュニティの中で一

人が持つ役割が大きくなります。行事を開くにも、伝

統を継承していくのにも、一人一人の活動が大切なも

のとなります。そのため、「自分がこの村を守るのだ」

という使命感がわいてくるのだと考えました。 

 その他にも、経済的な理由や両親の介護の都合から、

大蔵村から住み続けるしかないということも考えられ

ますが、今回のフィールドワークで学びとれたことで

はないので、このレポートでは考察しないこととしま

す。 

 以上をまとめると、大蔵村に住み続ける理由には、

「故郷への愛着」「村民のつながりの強さ」「自分の持

つ役割の大きさ」の大きく三つが考えられます。 

自分も大蔵村のような過疎地域出身で、将来的に地元

に帰るかどうかは決められずにいます。しかし、大蔵村

のために懸命に活動をする方々の姿を見たり、地元に住

み続ける理由を考察したりして、自分も将来、何か故郷

のためにできることをしたいと考えました。まだまだ不

明確な自分の将来像が、今回の集中講義で少し見えてき

ました。 

 

人文社会科学部 澁谷 雄大 

 私がこのプログラムに応募したのは、大蔵村が「少

子高齢化・過疎化に悩まされる地方」の典型的な例で

あると考えたからである。私は将来、観光による地域

振興に携わりたいと考えている。大蔵村を実際に訪れ、

その現状を知ることが経験として後に役立つものと考

えたのだ。 

 大蔵村の名所・肘折温泉と清水錠を観光資源として鑑

みると、以下のように見ることができるのではないだろ

うか。 

細い道路沿いに昔ながらの旅館と土産店が並び、情

緒ある景観である。規模は小さかったが、逆手に取れ

ば、非常にコンパクトで移動しやすいということにも

なる。肘折ダムや薬師神社、旧肘折郵便局も徒歩で見

て回ることができる。これらのことが、肘折温泉が湯

治客に愛されている大きな要因なのではないだろうか。

湯治客の大半はご年配の方（実際に、朝市を訪れてい

た人の殆どが浴衣姿のお年寄りだった）であり、人力

車でゆったりと一周できる広さであることが望ましい

と考えられる。湯治には一週間から数ヵ月程度かける

こともあり、朝市や土産店で新鮮な山菜や川魚を調達

できるのも、非常に都合がよい。 

以上のことから、肘折温泉がお年寄りの湯治に最適

であることが分かる。グループの中からは、「若者を呼

び込むための方策が必要ではないか」という意見があ

った。しかし、一定の客層に的を当てて他の温泉地と

の差別化を図る方法も有効である。私の地元・宮城県

にある鳴子温泉も湯治客に焦点を当てることで、家族

向けの秋保温泉・作並温泉、秘湯的な雰囲気を持つ遠

刈田温泉などとは異なる人気観光地としての立場を確

立した。 

少子高齢化が叫ばれる今、湯治客が絶えることはまず無

いだろし、むしろ需要は拡大し続けることが想像される。

よって、今後も湯治客のための温泉地として運営し続け

ることが良いのではないかと考えた。ただし、観光客向

けの飲食店が少ないので、もう少し数と種類があると良

いのではないかと考える。 

長い歴史と大蔵村という土地の重要性を示す清水城。

しかし、実際に訪れてみると土塁や空堀跡が残るのみ。

これでは詳しいマニアを楽しませることはできても、

一般の人を引き寄せることはできないだろう。本丸跡

も草原と化していた。観光客を呼び集めるためには本

丸や櫓のような建造物を復元し、資料館を併設するな

どしなければならないだろう。山形市内の霞城公園に

は多くの観光客が訪れ、門の前や石垣の前で写真撮影

を楽しんでいる。 

二つの観光地に必要なのは、的を絞った方策と分か

りやすく視覚に訴えるものだと考える。 

地元の人々の協力を得られるよう、十分に説明したうえ

であれば、非常に大きな観光資源に成り得るものと考え
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る。 

 

人文社会科学部 水出 愛里 

心にゆとりをもって生活することで見えてくるもの

がある。そしてそれは忙しさの中に充実を感じている

私たちが忘れているものだと思う。 

 フィールドワーク 2 日目、レポートを記入する時間

に真剣かつ必死にレポートを書いている私たちに「お

茶の用意もありますから、休みながら記入してくださ

いね」と教育委員会の方が声をかけてくださった。ま

た、「あの部屋よりも食堂の方が、皆さんが賑やかな雰

囲気で過ごせますかね？」と相談された。私は、今は

レポートを書く時間だからみんなが必死に取り組むの

は当然ではないかと思った。そして、それがフィール

ドワークの関係者の方に望まれる姿だと思っていた。 

 しかし、私が休憩のために食堂に行った時に目にし

た状況が先ほどの言葉の意味を後に私に教えるものと

なった。誰もいない食堂は暖房がついていて、私たち

の席にはコップがあり、さらにテーブルごとにお菓子

まで置いてあった。その時、私は嬉しいような申し訳

ないようなよくわからない気持ちになった。結局、そ

の時は発表の時間が迫っていたためそのまま元の部屋

に戻ってしまったが、後になって私は自分が間違って

いたのではないかと思った。 

 レポートの記入に必死に取り組むことは悪いことで

はない。ましてや、そのための時間だと予定表にも書

いてあるのだからなおさらのことだ。みんなそれぞれ

に予定があり、次の日からはまた 1 週間が始まる。終

わりにできることはその場で終わらせたほうがいい。 

しかし、あの場でのその行動はたぶん間違っていた。

あの時私たちに望まれた姿はレポートを書きつつ活動

を振り返りながら笑いあい、地元の方と会話を楽しむ

姿だったと思う。一期一会になるかもしれない出会い

に感謝し、その場にいる人同士で言葉を交わし楽しい

ひと時を過ごす。しゃべって時間を無駄にしていたら

後で忙しくなるとは考えない余裕が必要だったのだ。 

 忙しさにかまけて人と人との関りを蔑ろにしてはい

けない。相手に感謝し誠意をもって接し、互いに助け

合うことが大切だと考えた。そしてそのためには心に

余裕がある必要がある。 

「自然・人・ものの体験」という今回のフィールド

ワークから私は「人」から一番多くのことを学んだ。

自然は生命力にあふれているが自身だけがもしくは自

身の種だけが生き残ろうとするものだ。ものはそれ自

体が成長することはない。フィールドワークの全活動

を通して私たちは人として、人間だからこそできる相

手を思いやることを忘れてはいけないと考えた。 

 

人文社会科学部 大久保 梓 

今回の体験を通して、プログラム名にもあるように

大蔵村の自然・人・ものについて多くのことを学びま

した。 

まず、自然についてです。フィールドワークの 1 回

目には四ヶ村の棚田を見に行きました。四ヶ村の棚田

は「日本の棚田百選」に認定されています。景色がと

てもきれいでしたが、維持していくためにはいくつか

の問題もあるとわかりました。ひとつは放置される田

んぼが増えていることです。田んぼを管理出来る後継

者が減ってしまったからではないかと思いました。そ

こで、放置された田んぼを、村で管理して子どもたち

に田植えの体験をしてもらうことに利用するのもよい

のではないかと考えました。そして、もうひとつは棚

田であるために、自分の田んぼまで行くのに道が急で、

機械が倒れその下敷きになって亡くなってしまうひと

もいることです。安全に配慮して田植えを行うにはど

うすればいいか考えたいと思いました。また、赤松の

巨木を観察して、御神木として地元の人々に祀られて

いるとわかりました。赤松の象徴的な存在としてこれ

からも地元の人々に愛されてほしいです。2 回目には

森林学習をしました。斎藤さんからブナの役割や、大

蔵村にいる貴重な動植物について教えていただきまし

た。実際に森にも行ってみて、ブナの木々の中を歩い

たり、草で笛を作ったりなど様々な体験が出来ました。

この森をこれからも守っていきたいと感じました。 

次に、人についてです。合海田植え踊りの見学をさせ

ていただきました。1 回目のフィールドワークにおい

て、田植え踊りを実際に教えていただき、一緒に踊り

ました。田植え踊りであるため、腰が低い姿勢が多く、

田植えの大変さを少しでも知ることが出来たと思いま

す。2 回目では田植え踊りの方々が家を訪問している

様子をみて、それぞれの家の方たちとのつながりが強

くなることが出来て素敵だと思いました。また、子ど

もたちにも教えていらっしゃるとわかり、これからも

伝統ある合海田植え踊りを守り続けてほしいです。そ

して、一回目で肘折温泉に行ったとき、多くの人から

温泉について語っていただき、ひとの優しさやあたた

かさを感じました。 

最後にものについてです。今回のフィールドワーク

では、様々な文化財を見学させていただきました。特

に、清水城址に行ったとき、山城の構造について知る

ことが出来たり、敵を城に近づけないための工夫があ

ったり、興味深いことをたくさん学びました。また、

大蔵村出身の世界での活躍者や、元首相が大蔵村の村

長になろうとしていたことなど、大蔵村は素晴らしい

場所だと照明してくれることだと思います。大蔵村に

行くことができ、自分の身の回りからでも自然・人・

ものをもっと大切にしたいと感じました。 

 

人文社会科学部 金 輝 

今回のフィールドワークで自分が一番学ぶことがで
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きたなと思ったのが地方の伝統・文化についてだ。そ

もそも私が今回の大蔵村のフィールドワークに応募し

た理由は地域の伝統・文化の実態を自分の目で見るこ

とだった。フィールドワークに参加するまでは伝統・

文化について、財政の問題や次世代の担い手がいない

ことなどの暗い話題が多く、携わっている人もあまり

明るくできていないのではないかと思っていた。しか

し、今回のフィールドワークの体験・見学をさせてく

れた合海田植え踊りの保存会の皆さんはそんなことは

なかった。実際に合海地域の各家を回っている際、合

海田植え踊りの保存会の皆さんはとても明るい雰囲気

だったのもあるが合海地域の住民の方々もとても明る

かったのが特に印象に残っている。合海田植え踊りは、

とても朝早くから集まりその日遅くまで踊り続けこと

や、各家を回る際に出されるお酒を飲み続けることな

どとても大変な行事だと思える。しかし、それでもあ

のように明るい雰囲気で行事を行うことができている

のは、合海田植え踊り保存会の方々や地域住民の方々

が、本当に合海地区に対して愛着をもっているからだ

と思う。本当の地域の伝統・文化の実態が知ることが

できた。 

大蔵村にはとても多くの良いものがある。初日に訪れ

た肘折温泉街や地蔵倉。いにしえのロマンを感じること

ができる清水城跡や素晴らしい景色の棚田。とても貴重

な生物が生息している長沼やブナ林。そして大変地域住

民から愛されている合海田植え踊りなど、挙げていけば

きりがない。この大蔵村を盛り上げていくためにはどう

したらいいのか。最初に思いつくのが若者をどうにか大

蔵村に呼ぶことだろう。しかしながら、それは難しいこ

とのように思える。確かに大蔵村には多くの良いものが

ある。が、それらは若者を呼ぶには少し弱い気がする。

なので、逆に若者ではなく高年齢の方をターゲットにす

るのはどうだろうか。大蔵村は確かに住む場所としては

不便かもしれない。しかし、余生を過ごす場所としては

とても良い場所だと感じた。地元で採れるおいしい山

菜、有名な温泉が多数ある。住んでいる人の温かみなど

がとても良いと思う。若者を呼び込むことが、大蔵村が

発展する一番の方法だが、それだけが手ではないのだな

と思った。 

 

人文社会科学部 鏡 瑛子 

今回のフィールドワークを通し、私は大蔵村のたく

さんの魅力に触れることができた。しかし、大蔵村は

現在過疎問題が深刻化している。フィールドワーク１

日目の夜、合海田植え踊り保存会の方は「なんで自分

たちは大蔵村に住んでいるのか、今までずっと考えて

いたがわからない。だから、村外から来た君たちに教

えてほしい」とおっしゃっていた。大蔵村のような利

便性に欠けた地域に、彼らはなぜ住み続けるのか。そ

して、過疎地域に人を呼び込むにはどうすればよいか。

４日間のフィールドワークを振り返り、この問いにつ

いて考えてみようと思う。 

 フィールドワーク１日目に訪れた肘折温泉は、せわ

しなく流れていく現実世界から切り離されたようなゆ

ったりした空気が流れる場所であった。観光客や住民

の方とも挨拶を交わしたりお話をしたりなど、気軽に

コミュニケーションが生まれる場でもあると感じた。

この暖かさと親しみやすさは肘折温泉ならではの素晴

らしい魅力である。２日目に見学した朝市は活気に溢

れており、昼間とはまた違う一面を見ることができた。 

 １日目と４日目に見学した合海田植え踊りでは、大

蔵村の地域の繋がりを強く感じた。約 440 年の歴史を

持つ合海田植え踊りを通じての人々の交流は、伝統を

守る村民の強い精神から生まれるものであると思う。

また、それは小さな村だからこそのものである。隣人

の名前もわからないような私の地域では、家々を回る

といったことはできないだろう。そのため、保存会の

方と村民の方々の和気あいあいとした姿を見て、私に

はなかった繋がりだと羨ましく感じた。地域間のこの

ような繋がりは絶やしてはならないものである。だか

らこそ、合海田植え踊りの伝統はこれからも守られて

いかなければならないものだと感じる。 

 たとえ不便な場所であっても、このような地域間の

繋がりや美しい自然に囲まれて生活するうちに、愛着

というものは生まれてくる。そして、自分でも気づか

ないうちに、自分の生まれ育った地域の復興に協力し

たいという気持ちをどこかに抱いているのではないだ

ろうか。また、都会にはない温かい人々の交流が大蔵

村には存在する。このことだけでも、この地域に住ん

でいたいと思う理由には十分値すると感じる。 

 大蔵村をもっと多くの人に知ってもらえれば、観光

客も増加し地域の活性化に繋がると思う。山形や最上

のパンフレットを見ると、大蔵村の情報があまりにも

少ない。観光案内を情報誌などで積極的に発信し、大

蔵村に興味を持ってもらうことが大切だと考える。 
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地域教育文化学部 佐野 蒼空 

私は今回のフィールドワークで、合海田植え踊り保

存会の方がおっしゃられた、どうして自分たちが大蔵

村に住んでいるのか、村の外から来た学生たちの目線

から考えて教えてほしいという言葉が心に残った。大

蔵村は、積雪量が全国2位で冬の生活は苦しいそうで、

また、実際に訪れてみると、コンビニやスーパーなど

の商業施設がほとんど見受けられなかった。どうして

大蔵村に住み、生活を続けているのか。この問いに対

する答えを自分なりにまとめてみた。 

 大蔵村を訪れて、まず初めに感じたことは、大蔵村

にはどんな人でも受け入れてくれるような、優しく、

ゆったりとした独特の雰囲気があることだ。この雰囲

気は、村の豊かな自然や、歴史ある街並み、そしてそ

こにいる人々によって作り出されているのだと感じた。

温泉街を歩いていると、村の人や、お店の人、観光で

いらっしゃっていた人など多くの人が話しかけてくだ

さり、とても心が温まった。日中の温泉街はゆったり

とした雰囲気だったが、朝市が開かれている温泉街は

とても活気があり、どちらの雰囲気も味わえるのは魅

力的だと思った。 

 二回目のフィールドワークでは、地域の人々の深い

つながりを感じた。私たちは400年以上の歴史があり、

現在でも続いている合海田植え踊りを見学した。田植

え踊りは合海地区の約 150 戸の家を訪れ、一軒一軒の

家の中に入って踊る。このような個人の家を直接訪れ

るという形式の伝統行事は私の地元では聞いたことが

なく、また、全国的にも非常に貴重なのではないかと

思った。そして、見学していて、無縁化社会と呼ばれ

る現在において、地域の人同士のコミュニケーション

が活発で、深い関わり合いがあるなと感じた。また、

文化の継承や、伝統を守っていこうとする地域の人の

情熱を感じることもできた。保存会の方々は小学生を

対象に、田植え踊りの教室を開き、田植え踊りの伝承

に取り組んでおられる。伝統行事が続いているところ

は限られてきているが、これから先も、魅力ある田植

え踊りを継承していってもらいたいと思った。 

 大蔵村で生活している人の中には、引っ越したくても

引っ越せない理由があり大蔵村で暮らしている人もい

るだろう。しかし、無意識的に、大蔵村への地元愛があ

り、地域の人との大事なつながりがあるからこそ、大蔵

村で暮らしているのではないかと私は考えた。今回のフ

ィールドワークでは、多くの大蔵村の魅力を体感するこ

とができた。しかし山形県のパンフレットなどを見ると、

大蔵村の情報が少ないのではないかと感じた。村の魅力

を発信し、興味を持ってもらうことが重要だと思った。 

 

理学部 大毛 瑞貴 

私は大蔵村に行き、自然・人・ものについて学びま

した。それぞれの項目について学んだことを述べてい

きたいと思います。 

フィールドワーク２回目に森林学習として長沼に訪

れ、四カ村の棚田を実際に見学しました。森林学習で

は３つの班に分かれ、沼の生き物観察のために仕掛け

を沈め、生きもの採集をしました。また、仕掛けを沈

めてから引き揚げるまでのしばらくの間、周りに生え

ている草を使い、笛などを作り、自然に触れ合うとい

う体験をしました。四ヶ村の棚田は日本の棚田百選に

選ばれた棚田の一つで、とても風情があり良い場所だ

と思いました。しかし一方で、特殊な形であるがゆえ

に起こる事故なども多発し、この先何年、この棚田を

維持してゆけるのかがわからないそうです。 

フィールドワーク１回目の夜に合海田植え踊りにつ

いて学びました。合海田植え踊りは約４４０年も続く

伝統行事で、毎年６月の第一日曜日に早朝から夜遅く

までかけて一軒一軒を回り、踊り続けます。田植え踊

り保存会の皆さんは踊りを後生にも語り継がせるため

に、地元の小学校などで講習会を毎週おこなっていま

す。２回目のフィールドワークの時に、一軒一軒を回

り、踊っているのを実際に見学しました。出発前、化

粧をする場面を見学することができたので、とても貴

重な体験だったと思います。 

大蔵村には「肘折温泉」という温泉地があります。

「肘折」という名の由来は８０７年に大分からやって

きた源翁は山中で道に迷い、ある老僧（地蔵権現）と

出会います。その際、「かつて崖から落ちて肘を折って

しまったが、岩の間から湧き出る温泉を発見しその湯

に肘をつけたところ、傷が治った」という話を聞き、

この話を源翁は人々に語り継ぎ、それが「肘折」の名

の由来になったのです。肘折温泉の泉質には体温を保

温する効能があり、湯から出た後もしばらくの間は身

体がぽかぽかします。 

田植え踊り保存会の人が「なんで大蔵村に残ってい

るのかがわからない。誰か代わりに教えてくれ」とお

っしゃいました。私たちのフィールドワークで考える

べき内容はこのことについてだと思います。実際、引

っ越したくてもどうしても大蔵村に残らなければなら

ない理由があって、住んでいる方もいらっしゃるとは

思います。しかし私は４日間の大蔵村での体験を通し

て、どの体験においても共通して感じ取ったことがあ

ります。それは、大蔵村の人々の温かさです。大蔵村

の人々は本当に優しい人ばかりで、それに加えて大蔵

村を愛する地元愛というものもひしひしと感じ取るこ

とができました。この地元愛は大蔵村の人々の心の中

に存在し、でも本人たちは無意識で、でもそれが大蔵

村に残り続けていることにつながっているのだと私は

思います。これが、フィールドワークでの体験を通し

て私が導き出した最後の問いの答えです。 
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理学部 菖蒲 貴央 

今回のフィールドワークで私は、大蔵村の自然・ひ

と・ものを大いに感じることができた。自然について

だが、四ヶ村の棚田を初めて見てその緑豊かさと、雄

大な光景にとても感動した。また夏には蛍火でライト

アップされた写真を見て自分も実際に見てみたいと考

えた。しかし棚田には、後継者不足や棚田での米作り

の大変さから田んぼを捨ててしまう人が増えてしまっ

ていると聞いた。日本の棚田百選に選ばれているこの

棚田を後世に残していくためにも、もっと世にアピー

ルする必要があると考える。人については、合海田植

え踊り保存会の人たちと触れあったり、肘折温泉の朝

市見学や合海田植え踊りの見学で合海地区の人々を見

て、大蔵村の人々の繋がりを感じることができた。ま

た大蔵村の歴史や伝統にも触れ、大蔵村が原敬などの

歴史の重要人物と繋がっていると知り驚いた。大蔵村

には歴史や偉人を讃える石碑が多いと感じた。このよ

うな石碑は若い世代に歴史を受け継いでいくうえで重

要な資料になる。大蔵村は歴史を大切にしている地域

だと感じた。保存会の人から「なんでこの村に自分た

ちがこのような地域に住んでいるか、教えてほしい。」

と質問された。私自身、フィールドワークで感じたこ

とから考えると、地域の繋がりが強いからだと考えた。

私の地元もそうだが、都会に比べて田舎は地域の繋が

りがとても強い。大蔵村でもそれを感じることができ

た。また地元に対する愛着が大蔵村に住む人たちはと

ても強いと感じた。保存会の方々はもちろんのこと、

若い世代の人々も自分たちが住む村のためにミーティ

ングなどを開いていると聞き、実際にイベントを開い

ているということだった。やはり住む不便さより愛着

のほうが勝っているということだろう。 

今回のフィールドワークだけで大蔵村のことを知る

ことができたのは、ほんの少しだと考える。なのでこ

れからも是非大蔵村に足を運びたい。今回関わってく

れたみなさんに感謝したい。ありがとうございました。 

 

医学部 榎 千遥 

山形は自然が豊かであると聞き、美しい自然を見て、

山形にはじめて来るので、地元の文化はどのようなの

か体験したいと考え、大蔵村の体験を希望した。 

見学したところは肘折温泉街、地蔵倉、清水八幡神

社、清水城址、四ケ村の棚田、ブナ林、巨木などが主

であった。また、笹巻き作りや植物を使った遊び、温

泉入浴、合海田植え踊りなどの文化の体験を地元の方

や、田植え踊り保存会の方々から教えていただいた。 

大蔵村で感じたことは、伝統は自然に守られている

というものは少なく、地元の人が努力をしている結果

であるということである。特に印象に残っているのは

四ケ村の棚田と合海田植え踊りである。日本の棚田百

選にも選ばれた美しい棚田であり、周りの景色も良か

ったが、地元の方の説明が、明るくはないことに驚い

た。棚田は段差が多く作業しにくいため、収入が少な

い上、危険が多く、昔から死者も多かったそうである。

そのため、会社に出稼ぎに行く人もおおいのである。

放置され、草が生えた田も多く見受けられた。10年後

には棚田はなくなるかもしれないと語っていた。 

合海田植え踊りは 460 年の歴史がある。五穀豊穣を

祈り、毎年 6 月の第一日曜日に一軒一軒の家を周り、

もてなしをうけながら行うそうだ。県内にも地域ごと

に多くの田植え踊りが存在するが、合海田植え踊りの

特徴は大黒様が踊る大黒踊りもある点である。大黒様

は水色の上下に華やかな打ち掛けと、同じ柄の帽子を

かぶり、小豆や粟、ひえ、五円玉、米、小石などが入

り、音が鳴る小槌とうちわを持ち、足を踏み鳴らして

踊る。他の人は金の竜の付いた打ち掛け、白い鉢巻に

錫杖という稲穂に見立てたチリチリと音が鳴るものを

持って踊る。どちらの人も白塗りにした役に合った化

粧をする。太鼓、笛、鐘を使ったお囃子も賑やかであ

る。 

意外に感じたことは、田植え踊り保存会の方々や踊

りで回って行く家の方は若い人も多かったことである。

このことは伝統を引継いでいくといった意味で大切で

あると考える。 

今まで美しい景観や文化がなくなってしまうのはた

だ残念だとしか思わなかったが、後世に残すことは大

変であり、意志がなくてはできないことであると気が

付いた。私たちが体験した大蔵村の自然、文化は地域

の方の努力と意志であるのである。 

 

医学部 肥留川 ゆりか 

まず、私がこのフィールドワークを選んだ理由は、

山形県のことを全く知らない状態で山形に来たため山

形の文化について知りたいと考えていたことが最も大

きい。この大蔵村のプログラムは、山形の自然に触れ

られることはもちろんのこと村の歴史について知るこ

とができるものだったためこのプログラムを希望した。 

 １回目のフィールドワークでは、肘折温泉の観光や

スパリエの方のお話を聞く、合海田植え踊りについて

学ぶ、大蔵村の歴史的な場所・文化財の訪問、四ヶ村

の棚田の訪問などの体験を行った。肘折温泉では、温

泉の開湯の由来を聞き、湖の底だった場所に温泉が湧

いたことで全国から来た人々が住み着いたということ

に驚いた。自然の恵みや温泉を掘った人の努力がなけ

ればこの温泉は無かったのだからそれらに感謝しなけ

ればならないと感じた。四ヶ村の棚田では棚田の美し

い景色に感動したが、棚田は毎年米を作って維持して

いくことが難しく、美しい景色を維持していくために

は大変な努力が必要だということを知りただ美しいと

感じるだけではいけないということが分かった。村の

方のお話によると、今回訪れた棚田も以前はもっと山
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の上の方まで広がっており、今ある棚田もいつまで維

持できるかわからないということだった。村の高齢化

による人手不足が原因だと感じたが、この問題は日本

の農村地域全体に当てはまるような問題であり、若い

人たちが考えていかなければならないものだ。これか

らの大学生活で考えていきたい問題の一つとなった。 

 ２回目のフィールドワークでは村の沼での森林学習、

笹巻き作り、合海田植え踊りの見学などの体験を行っ

た。最も印象に残ったのは合海田植え踊りの見学だっ

た。１回目のフィールドワークで合海田植え踊り保存

会の方から田植え踊りの歴史を教えていただいたり、

実際に踊ってみたりしていたことで、踊りの歴史や意

味を考えながら見学することができた。田植え踊り保

存会の方から、豪雪地帯である大蔵村になぜ自分たち

が住み続けているかの理由を外部の人からの視点でど

う思うかというお話があった。４００年以上も続く田

植え踊りという伝統行事などの村の伝統を守っていか

なければならない責任感を無意識に感じている人が村

に残っているのではないかと考えたが、村に数回行っ

ただけの人間がわかる問題ではないのかもしれないと

感じた。 

 今回フィールドワークに参加して、山形の一部の地

域ではあるが、自然や歴史などに触れてくることがで

きた。大学生活を通して、山形の他の地域についても

理解を深めていきたい。 

 

医学部 青木山 陽香 

私が今回のフィールドワークで考えたことは大きく

２点ある。それは「大蔵村の魅力」と「大蔵村に住み

続ける意思の根底は何か」ということだ 

大蔵村は、冬はとにかく雪深く、住人の方々が言う

には生活には苦労を伴う田舎である。しかし今回のフ

ィールドワークを通して、私は純粋な楽しさだけでな

く、心の充足感やリフレッシュ感、人々の温かさとい

った様々なプラスの感情・印象を得た。これらには、

どこか有名な地へ観光に行った時には得られなかった

新鮮味があったことから、大蔵村はそこにしかない魅

力を持っているのだといえる。２回分の活動を振り返

ると、大蔵村ならではの魅力とは、「もの、自然が歴史

と共に同時に堪能できる」「静けさの中のゆったりした

時間と、賑わった活気ある時間のギャップが楽しめる」

空間ではないだろうか。歴史的遺跡や建造物と、壮大

な自然を一挙に堪能できる地はそう多くはない。ガイ

ドの方や住職さんのお話を踏まえながら、歴史のロマ

ンの深さと自然の豊かさを同時に体感できる空間だか

らこそ、単なる観光にとどまらない旅の時間を過ごす

ことができた。そして教育長の方のお話にあったよう

に、目や耳だけではなく「肌」で感じないともったい

ないと言い切れるのが、大蔵村の強みであると私は感

じた。さらに、肘折温泉街や合海田植え踊りの様子を

見て感じた、その時によってがらりと空間の印象が変

わるということは、観光客にとって大きな魅力である

と思う。例えば、昼間に歩いた際はゆったりと風情を

楽しむ空間で、早朝の朝市では観光客と現地の方々と

の声が飛び交う活気ある空間…というように、相反す

るようにみえる風景が同じ地に存在するのが肘折温泉

街なのだ。これが今でも存在し得る理由は、小規模な

温泉街で人混みが激しくないことと、歴史的な建造物

が丁寧に保存されていることであろう。この点はリピ

ーターも生まれやすく、今後も大蔵村の大切なアピー

ルポイントとして発信していかれるべきである。 

最後に、村の方々が大蔵村に住もうと思う根底には、

村と村民のコミュニティに対する愛着ではないかと考

える。今回、村の運営や歴史・伝統の伝承に携わる多

くの方々からお話を伺ったが、皆さん各々が誇りを持

ってその活動を行っているのだと伝わった。たとえど

んなに生活に不便な地であっても、先人が残してきた

自然や伝統を、変化する時代の流れに対応させながら

受け継いでいこうという使命感のようなものが、村の

方々に愛着心として備わっているのかもしれない。特

に私は都会育ちなので、田舎ならではの狭いコミュニ

ティを直に触れたのはなおさら新鮮であった。このコ

ミュニティの強みは、大蔵村の魅力をいつまでも残し

ていくのに不可欠なのだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 伊藤 直樹 

私が今回のフィールドワークで大きく分けて 2 点の

問いについて考えた。 

 第一に「自然が豊かとはどういうことか」というこ

とである。はじめて私らが大蔵村へ伺った際、村の方

が「自然が豊かということがどのようなものか実感し

てほしい」と仰った。確かに、私が大蔵村に訪れ初め

に感じたものは「自然が豊か」という言葉に尽きたが、

集中講義の終了後、私はその言葉に対する重みを感じ

た。計 4 日間のフィールドワークから大蔵村は自然、

そして独自の文化と共に歴史を歩んできたのだと知っ

た。プログラム内での 400 年もの歴史を誇る合海田植

え踊りや大黒舞い、そして清水城址はいずれも土地の
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自然と歴史に強く関係するのではないか。田植え踊り

や大黒舞いは神々を祀り五穀豊穣を願うために始まり、

清水城は当時の交通の要衝である最上川沿いに建てら

れた。加えて、観光地として挙げられる四ヶ村の棚田

の景色や肘織温泉街の朝市で多く見かける山菜など…

いずれも根底として「自然」を利用したものである。

しかし、自然とは時にヒトへ利益でなく害をなす側面

もあり、土砂崩れに巻き込まれたり棚田の農作業中に

命を落とす事故などがあった。そのことから私は、負

の面を受け入れ耐えながらも自然の恵みを享受し、そ

れを糧に様々な文化・思いを感じることこそが「自然

豊か」というものだと考えた。そこに第二の問いであ

る、「大蔵村の方々がこの地に住み続ける理由」の答え

があるのではないかと感じた。大蔵村は日本有数の豪

雪地帯であり生活に際し不便な面が多いと村の方が仰

っていたが、以上のことから、長い年月を経て先祖代々

受け継いできた村の伝統と歴史、さらに、それらの源

である自然を村の人々が一丸となって守り続けること

に誇りを持っているからこそ大蔵村に住み続けている

のではないのか。そしてその誇りこそが大蔵村の最も

大きな魅力だと思う。 

加えて「自然が豊か」という以外にも大蔵村の魅力

として肘折温泉街が挙げられる。縁側で腰を休める

人々やかつて使用されていた擬洋風建築の郵便局など、

昔ながらのレトロな雰囲気を残す建築物。そして様々

な湯宿の湯船や早朝、地元の方々手作りの食材が集う

朝市…と、近年の観光地とは違った肘折温泉としての

独特な雰囲気が根強く残されている。そのような自然

やヒト、そして温泉街をはじめとしたモノを多くのひ

とへ発信してこそ、大蔵村の魅力を守り続ける手段の

一つになると思う。 

 

工学部 二瓶 友岳 

私がフィールドワークで学んだことは、自然の豊か

さと人々の心優しさ・地域愛と伝統文化の継承の２点

です。 

大蔵村に来て初めに思ったのが自然です。実際、温

泉や山、大木を見学して自然の偉大さに驚きました。

温泉はいでゆ館・カルデラ温泉館に行きスパリエマス

ターから温泉の入り方、成分表の見方を習いただ休息

するだけでなく新しい視点から温泉を肌で感じ療養効

果のある温泉に浸かりました。朝市では、温泉街の旅

行客や商店の方と村のこと温泉のことなどについて話

しました。山奥なのに観光客が様々な地域からくるの

には自然の豊かさ、朝市の独特な賑わい、最上川や２

種類の温泉など落ち着いた雰囲気を求めてきているの

だろうと思いました。 

大蔵村には数百年という長い歴史を持った伝統文化

があります。毎年決まった時期（昔は旧正月、今は６

月の第一日曜日）に田植踊りを一軒一軒家の中に入り

踊ります。全ての家を回る祭りは全国的にみても珍し

いそうで大蔵村の人々の繋がりはここでできているの

だと感じました。踊りには２種類あり、４人の若者が

踊る会海田植踊り・１人で踊る大黒舞 双方とも、周

りの人と声の掛け合いのように歌いみんなで場を盛り

上げ神様を祀り、豊作を願います。また、田植踊り保

存会を結成し地域の小学生に教えたり若者に教えて踊

ってもらったりと地域を通して保存の動きがあります。 

みんなこの文化に誇りを持っていて継承させたい！と

いう思いが強いのです。 

班でディスカッションを行いなぜ不便な過疎地域に

住み続けるあるいは大人になって戻ってくるのかにつ

いて議論したところ地元の人に見守られ地域のことを

考えながら生活して行く中で愛着が湧き文化継承、地

域振興に努めたいと思うようになり愛しくなり戻って

くる、そして貢献するようになると結論が出ました。

帰る故郷があることは心の支えになるし羨ましいです 

大蔵村は自然豊かでとても住み心地のよさそうな村

ですが積雪量が全国２位と冬はとても苦しいそうです。

少子化も問題になっている今、年寄り向けの観光資源

である温泉だけでは人口減少は避けられないと思いま

す。自分達が宿泊した赤松生涯学習センターは小学校

を宿泊施設に原型をほぼ変えずに改装したものですが

BBQ ができたり運動ができたりとするので小学校が懐

かしい学生向けに PR をしてみたら大蔵村に訪れるき

っかけになるのでは？と思い提案します。 

 

工学部 山口 凜太郎 

２回にわたる４日間のフィールドワークを通して私

たちのグループは最上地域の大蔵村を訪れた。このフ

ィールドワークにおいてプログラムにあるように自然、

ものに触れ、多くの人と関わり、様々な体験をするこ

とができた。具体的には大蔵村の歴史探訪や、肘折温

泉での入浴、森林学習、大蔵村の伝統芸能である合海

田植え踊りの見学と体験、笹巻き作りなどを行った。 

 このフィールドワークで「なぜ大蔵村のような地理

的、経済的利便性の面で不利な地域において、それで

もあえてその地域で人々が生活している理由はどんな

ことか」ということが大きなテーマとなった。これは

フィールドワーク１日の合海田植え踊りの伝承につい

て、合海田植え踊り保存会のみなさまとの話し合いの

際に、大蔵村に生まれた時から住んでいる保存会の一

人の男性が、毎年多くの雪が降り、住みやすいとは言

えない大蔵村に私はずっと住み続けるのかがわからな

い、というような発言をされたところから、そのテー

マについて考えることとなった。 

 まず、大蔵村には多くの観光資源があると私は感じ

た。それは自然や、普通の人工の施設だけでなく、肘

折温泉のような自然の恩恵を最大限に活かしているも

のや、合海田植え踊りのような伝統も観光資源として
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活用されていた。だが、これらだけには大蔵村に住み

続ける理由はないと考えられる。 

私たちはフィールドワークを通してその理由につい

て深く考えることができた。なぜ地理的、経済的利便

性が低い地域に人々が住み続けるのかという理由は、

人それぞれである。だが、やはり、故郷であり、住み

続けている、ということが大きな理由となってくるの

だと考えた。幼い頃からそこに住み続けているからこ

そ、そこにあることが普通だと感じられ、住み続ける。

これはプラスの面での考え方であるが、マイナス面の

考え方のもあると考えられる。例えば、自分の両親が

ずっとそこに住み続けたいと言うので、両親をおいて

行くことはできず、そこに住み続けるというものだ。

それでも他の地域に引っ越したりし、大蔵村のような

ところから出て行く人々は少なくない。その地域をこ

れからも残し、伝統や文化を伝承して行くためにはこ

のような人々を減らすことが大きな課題になると感じ

た。それらを解決するには私たちのような若い世代が

必要である。 
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里山体験と鮭川歌舞伎 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：鮭川村 

 

○講   師：みやまの里木の根坂 井上 クニ子 氏、みやまの里木の根坂 小嶋 邦彦 氏 

       木の根坂 区長 井上 喜子 氏 

       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 髙橋 眞一 氏 

       庭月観音 住職 庭崎 賢恵 氏 

  

○訪 問 日：平成 29 年 5 月 27 日(土)～28 日(日)、6月 10 日(土)～11(日) 

 

○受 講 者：志子田 修太（発表）、孫 然（発表）、久保 衣美佳（発表）、佐藤 唯杏（発表）、 

星 美佑（記録）、八矢 樹（記録）、橋本 光平（班長）、増川 くる（学生サポー 

ター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２７日（土） 【１日目】６月１０日（土） 

08:00 山形大学発 

10:30 みやまの里 木の根坂着 

10:40 開講式（オリエンテーション） 

11:10 みやまの里の手伝い（配膳等） 

12:30 昼食 

14:00 木の根坂地区散策 

15:30 交流会 

16:30 交流会終了、夕食準備（そば打ち体験） 

18:30 夕食 

19:30 1 日目終了 

08:00 山形大学発 

10:00 鮭川村中央公民館着 

10:15 開講式（オリエンテーション） 

10:30 鮭川歌舞伎の成り立ちについて 

11:00 定期公演準備（会場設営等） 

12:00 昼食 

13:30 定期公演準備、館内清掃 

    歌舞伎練習見学 

15:15 庭月観音、曲川の大杉見学 

17:00 1 日目終了、宿泊 羽根沢温泉 

18:00 夕食 

 

【２日目】５月２８日（日） 【２日目】６月１１日（日） 

6:30 起床、朝食 

8:00 山菜採り体験 

9:30 山菜まつり準備 

11:00 山菜まつり 

昼食 

14:15 山菜まつり終了、片付け 

14:20 感想発表 

15:00 みやまの里 木の根坂発 

15:40 鮭川村エコパーク着 

16:00 鮭川村エコパーク発 

18:00 山形大学着 

8:30 起床、朝食 

 9:30 羽根沢温泉発 

10:00 鮭川村中央公民館着 

    歌舞伎化粧、着付け見学 

11:00 受付手伝い 

12:00 鮭川歌舞伎定期公演見学 

昼食 

16:00 鮭川村中央公民館発 

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！」 

 

人文社会科学部 志子田 修太 

今回の鮭川村でのフィールドワークでは歌舞伎や山

菜採りなどの貴重な体験をすることができた。１回目

のフィールドワークの１日目での山菜採りではワラビ

を採らせてもらったが、採ったワラビがすぐにその日

のご飯となって食べることができたときはとても感動

した。自分で採ったものを自分で食べるという経験は

あまりなかったので、もっと多くの山菜を採ってもっ

と多くの山菜料理を食べてみたいと思った。２日目の

山菜祭りでは、たくさんの方に来ていただいて山菜を

完売することができた。近くの地域から遠くは千葉県

から来ている人もいた。千葉県から来ていた人が「ま

た来たい」と言っていたのを聞いてとてもうれしく感

じた。こうやって山菜祭りのことが広まっていってほ

しいと心から思った。食事を提供する皆さんもとても

忙しいはずなのに、知り合いの方が厨房で挨拶をする

と、満面の笑みで挨拶を返し、たまに雑談をする様子

を見てとてもいい雰囲気で仕事を楽しんでいるのを感

じることができた。私もお客さんや周りの人たちとの

つながりを大切にして、楽しみながら仕事をできるよ

うになりたいと感じた。 

２回目のフィールドワークでは、鮭川歌舞伎の舞台

に立たせていただいた。突然参加した私たちを暖かく

受け入れてくれて、緊張することなく終えることがで

きた。鮭川の皆さんも緊張している様子もあまり見ら

れず、楽しんでいるように見えた。だから私たちも楽

しんでできた。演者のほとんどが鮭川の人で、着付け

や化粧をする人も鮭川の人でコミュニティのつながり

の強さを感じることができた。化粧部屋では化粧係り

の人がフル回転で動いていた。そういう裏の方々がし

っかりしているから表の演者がベストな演技ができる

のだと感じ、裏方の仕事の重要性を再確認することが

できた。お客さんには子供から大学生、お年寄りまで

多くの年齢層の方がいた。中には外国人の方がいた。

これだけ多くの人に楽しんでもらえて、ほんの少しだ

けお手伝いをしただけだがとてもうれしく感じた。 

今回のフィールドワークの活動を通して考えたこと

は、何事も周りの人とのつながりを大事にして、楽しむ

ことの大切さだ。山菜祭りや鮭川歌舞伎の準備は簡単な

ことではないのに、鮭川の人たちは辛そうな素振りはな

く、たくさんの人と会話して楽しんでいた。基本のこと

であるが、忘れがちなことでもある。私も今後、多くの

人とのつながりを大切にして、楽しみながら学生生活を

送りたいと思った。 

 

 

人文社会科学部 孫 然 

私の祖父と祖母が農業をしているため、私も子ども

の頃はずっと村で生活していました。両親の仕事が忙

しかったため、私を祖父母の家に預けていました。だ

から、第一回目の山菜採りや手打ち蕎麦などは本当に

つまらないと感じました。 

鮭川村のおじいさんとおばあさんたちが、本当に優

しい人だと思いました。日本の少子高齢化も実感しま

した。中国でも、ある経済が発展しておらず、交通が

不便な地域に少子高齢化が目立ちますが、政府が良い

解決方法がないとしています。誰でも不便な地域で生

活したくないでしょう。だから経済の利益と交通の改

善がなければ、無人値になるのだと思います。 

鮭川歌舞伎の出演者はだいぶ高齢でした。中国では

「京劇」の若者によるコンクールがあります。京劇は

現在も発展しています。日本の歌舞伎もそのように発

展するかもしれません。 

日本家庭の校正に対いて思いますが、男性が家事を

しません。結婚したらきっと子どもを育てると思いま

すが、子どもが大人になるにつれて家族とのやりとり

がどんどん少なくなりました。これは、良いか悪いか

今よく分かりません。中国は家族観念の強い国ですが、

ずっと呼びかけている「孝養」は本当に良いことなの

でしょうか。 

 

地域教育文化学部 久保 衣美佳 

私たちは鮭川村でそれぞれ 2 日間、2 回のフィール

ドワークを行った。 

1回目の活動では、「みやまの里木の根坂」に宿泊し

た。ここは少子化によって閉校してしまった鮭川村立

曲川小学校の旧分校を活用した施設で、手打ち蕎麦体

験と宿泊ができる。1 日目に私たちも実際に蕎麦打ち

を体験し、また地域の方の畑をお借りして山菜採りも

させて頂いた。蕎麦打ちや山菜の収穫だけでなく、実

際に調理して食べるなど、どれも初めて体験すること

ばかりで非常に楽しいものだった。2 日目の山菜祭り

ではみず汁の配布を手伝った。2 日目の活動によって

私たちは地域の方々と打ち解けることができた。また

他の地域から来たお客さんとも気軽に話しをしていて、

地域の方々の結びつきの強さや温かさを感じることが

できた。 

2 回目のフィールドワークでは、鮭川歌舞伎の舞台

に実際に立たせて頂いた。私は傘持ちの役を演じた。

初見ではただ後ろをついて行くだけなので簡単だと思

っていたが、歩く速度や立つ位置など、細かな動きや

観客の目線が計算されており、見た目よりもずっと難

しいものだった。 

現在鮭川歌舞伎は指導者の高齢化、若者の流出、子

供たちの減少などにより存続が難しくなってきている。

そこで保存・伝承の一環として鮭川小学校の中・高学
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年を対象に「鮭川子ども歌舞伎倶楽部」を結成し、毎

年の定期公演で披露している。これは子供たちが成人

して故郷に帰ってきた時、歌舞伎の座員として再び活

動してもらうことが狙いである。しかしそれでも一度

大学進学などを理由に地元を離れると、戻ってくる人

が少ないことが問題である。 

 今回の活動を通して、「こうしてみてはどうだろう」

というアイデアが浮かんだ。みやまの里木の根坂の建

物は学校を再利用した施設なので、宿泊だけでなく鮭

川曲川小学校分校の当時の給食や、鮭川の食材を使っ

たオリジナルの給食などをメニューに追加することで、

より｢学校に泊まっている｣という雰囲気が感じられて

一層よいのではないか。 

また、今回の鮭川歌舞伎定期公演で私は実際に舞台

で役を演じさせてもらったが、化粧や着付けをしても

らうだけでも楽しく、｢またやりたい｣と感じた。鮭川

小学校中・高学年の子ども歌舞伎に限らず、公演時な

どに「鮭川歌舞伎の化粧体験」などを訪れた一般のお

客さん向けに行ってみることで、「鮭川歌舞伎をやって

みたい」と感じる人が出てくるだろう。 

この素晴らしい伝統文化や風習などがこれから先も

受け継がれていくために、今私たちに何ができ、何をす

べきであるのかを考え、また考えるだけでなくそれを行

動に移すことの大切さを学ぶことができた。 

 

地域教育文化学部 佐藤 唯杏 

私たちは今回２日間鮭川村でフィールドワークを２

回行った。このレポートでは１回目と２回目に分けて

まとめていく。 

１回目、鮭川村についての話を聞いた。人口は現在

約４３００人まで減少している。木ノ根坂地区は昭和

６１年に１１戸、平成２９年に９戸となり減少傾向に

あるという。 

 私たちが１回目に宿泊した宿、みやまの里は元々廃

校になった小学校の分校を活用したもので、山菜採り

や蕎麦打ち（要予約）などの体験ができる。実際に宿

泊してみて、校舎に泊まるのは初めてだったが、新鮮

で楽しかった。ここで蕎麦打ちと山菜採りの体験と山

菜祭りの準備やお手伝いをした。 

 山菜祭りでは、みず汁配りをしたが、そこで地域

の人達の温かさと優しさを感じた。それだけでなく、

この２日間で地区に住む方々の生き様などを実感でき

た。 

２回目は鮭川歌舞伎について主に学んだ。鮭川歌舞

伎は江戸時代中期～後期に村内にあった四座（豊石座、

京旭座、大渕座、川村座）が結成され、各地の神社で

上演され大きな喝采を受けた。しかし、戦後の人口減

少などにより一度廃止される。そこで四座の有志が復

活の運動を進め「鮭川歌舞伎保存会」が発足した。現

在伝統の保存と伝承のために鮭川小学校の４年生から

６年生までの児童の中から希望を募り「鮭川子ども歌

舞伎倶楽部」が結成されている。これは子ども達が成

人し帰ってきた時、歌舞伎の座員として入会してくれ

るかもしれないという望みがあってのことだ。 

鮭川歌舞伎公演当日、私は受付の手伝いに入った。

たくさんの人達が見にいらして、伝統保存のためにた

くさんの壁に衝突しながらも、様々な人に支持され今

まで伝承されてきたのだなと実感した。そして、鮭川

歌舞伎を実際に見て、独特な言い回しや動きとともに

現代のギャグが取り入れられて誰でも楽しめる内容で

あった。 

２回鮭川村に行き考えたことは、あらゆるところで

人口減少による影響が出ており、観光などのPRをより

活発にし、観光に来た人たちがこれをきっかけに鮭川

村をPRまたは移住につなげることで人口減少に歯止

めをかけるべきということだ。素晴らしい伝統や食材

をいろんな手段を使って、よりたくさんの人に広めた

いと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 星 美佑 

私が２回のフィールドワークを通して学んだことや

考えたことは、主に３つある。 

１つ目は、少子高齢化対策の必要性である。１回目

のフィールドワークでの地域の方々との交流のなかで、

若者が都市部に出て行ってしまうことが多く、木の根

坂区では子供が３人のみであるという現状にあること

が分かった。また、２回目のフィールドワークでは鮭

川歌舞伎保存会の方々の話を聞いて、指導者の高齢化

や若者の流出、少子高齢化により後継者が不足してい

るという課題があることが分かった。これらをふまえ

て私たちは、鮭川村の有名である山菜やきのこをはじ

めとする農業援助やフォレストアドベンチャーを推進

していくことにより、若者を鮭川村に呼び込むことが

必要なのではないかと考えた。また、コンビニエンス

ストアやスーパーマーケット、病院などの建設も推進

していくことで、子育てがしやすい環境ができるので

はないかと考えた。 

 ２つ目は、地域の方々の鮭川村への思いの強さであ

る。鮭川歌舞伎は若者の流出などのより一度存続の危
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機に直面したが、地域の方々の鮭川歌舞伎を保存・振

興したいという思いが強かったため、鮭川歌舞伎保存

会が結成され鮭川歌舞伎は現在も伝統として続いてい

る。また、先ほど鮭川村の少子高齢化の現状を述べた

が、鮭川村の人々は「限界集落」と呼ばれるその現状

を逆手にとって地域全体で鮭川村を活性化させようと

していた。特に「田舎でいいじゃないか、田舎がいい

じゃないか!」というフレーズが鮭川村の人々が鮭川村

に強く誇りを持っていることを実感できる。このよう

に、鮭川村の人々は鮭川村をとても大事に考えており、

私たちも地域の方々の思いに応えられるように今回の

フィールドワークに取り組むことができた。 

 ３つ目は、鮭川村の伝統の素晴らしさである。私は

今回のフィールドワークの中で、鮭川歌舞伎定期公演

に実際に出演させていただいた。実際に化粧や着付け

をしていただいたり歌舞伎を演じたりしたことで、鮭

川歌舞伎という伝統の素晴らしさを実感することがで

きた。と同時に、鮭川歌舞伎をもっと色んな人々の見

てもらいたいという気持ちも抱いた。私たちが鮭川歌

舞伎を多くの方々に知ってもらうための案を少しでも

考えられたらと思う。 

最後に、今回のフィールドワークでは、山菜採りやそ

ば打ち体験、鮭川歌舞伎など多くの体験をさせていただ

き、私にとってとても貴重な忘れられない経験となった。

また、体験をさせていただくなかで、鮭川村の方々が優

しく丁寧に教えてくださり地域の方々の温かさを強く

感じた。今回学んだことや考えたことを、自分の将来を

考える際など多くの場面で生かしていきたい。 

 

工学部 八矢 樹 

２回の訪問を通して鮭川村にある多くの魅力を発見

することができた。そして、鮭川村ではどの場所でも

高齢化が進み、後継者不足が問題となっていることが

わかった。 

 １回目は木の根坂地区で様々な里山体験をした。こ

の体験では鮭川村の自然の美しさや人々の温かさに触

れることができた。そして私たちは若者を呼び込む方

法として、元々小学校であったみやまの里木の根坂の

大人たちが子供のころを思い出せるような給食のメニ

ューを追加して、小学校時代に戻れる体験ができる施

設としてPRすることが有効であると考えた。ほかには、

自然の中で体を動かすという体験できる場所が減少し

ているので美しい自然を生かしたフォレストアドベン

チャーや新たに農業を始めたいと考えている若者たち

の援助などが有効であると考えた。 

 ２回目は鮭川歌舞伎についての様々な体験をした。

私は今まで歌舞伎に全く興味を持ってこなかったが、

実際にみてみると迫力や演技力がすさまじく、初めて

見る人や小さい子供でも楽しめるような内容になって

いた。鮭川村には子供が少ないことがわかったので、

鮭川歌舞伎の後継者不足を解決するためには、ほかの

地域へのPRを強化することで足を運んでもらい、興味

をもってもらうことが必要だと考えた。 

私は今までより発展したところの方が田舎の方より

住みやすくて魅力的だと考えていたが、今回フィール

ドワークで鮭川村に訪問してみて、鮭川村には自然の

美しさや歴史、人と人の強いつながりなどのほかの地

域にはなかなかみられないような魅力があることがわ

かった。私はずっと山形県に住んでいたが今回フィー

ルドワークに行ってみて鮭川村について新しく知った

ことが多かった。自分の身の回りのことが当たり前に

なってしまっていてそのまわりことに目がいかなくな

っていたので、定期的にほかの地域に行ってみて広い

視野を持つようにいきたい。 

 

農学部 橋本 光平 

１回目のフィールドワークで少子化の影響により小

学校を閉鎖し、宿泊施設として運営している「みやま

の里木の根坂」に宿泊した。２回目のフィールドワー

クでは鮭川村で代々受け継がれている鮭川歌舞伎の後

継者不足問題を聞いた。少子化を止める術はないのか。

今回の活動を通じて、初めて直に少子化を目の当たり

にしたため、真剣にこの疑問に向き合った。 

少子化に対する打開案として、多くの人々に鮭川村

を訪れてもらうために、交通網の改善を行うべきだ。

交通の便の悪さを感じた理由は、山奥に存在する集落、

スポットに行くとき山道が車一台分の車道の広さに加

え、曲がりくねっていたためである。地元に長年住ん

でいる方や熟年のドライバーでないと厳しいと感じた。

気軽な気持ちで次の機会にまた訪れたいと思ってもら

う必要がある。しかし、交通網の改善は簡単なことで

はない。そのため、もっと現実味のある良い改善案は

ないか、自分なりに考え、次の案を考えた。鮭川村に

存在するエコパークというレジャー施設にフォレスト

アドベンチャーを取り入れるという案はどうだろうか。

若者が鮭川村に訪れる良い機会ができると思う。既存

の施設を利用することにより、経費の削減に繋がる。

また、フォレストアドベンチャーを体験した後、エコ

パークにはキャンプ場、コテージがあるため、それら

の利用者の増加にも繋がる。自分が考えた中でこの提

案が一番現実的であると感じた。鮭川村には都会には

ない自然という大きな味方がいる。自然をもっと利用

していき、全面的に鮭川村をPRしていくのが望ましい

と思う。 

自分が高校生だった際、歌舞伎を見る機会があった

のだが、動き１つ１つの力強さ、舞台全体の完成度の

高さに感動したことを今でも覚えている。その感動に

鮭川歌舞伎は負けていなかった。しかし、鮭川歌舞伎

は現在存続の厳しい状況にある。PRのために多くの公

演を行うことが望ましいことは鮭川村歌舞伎保存会の
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方々も知っているが、各々の本職の都合によりそれは

厳しい。正直、良い解決案が浮かばず、現実の厳しさ

を感じた。 

今回のフィールドワークを通じて、発見した問題に

対し現時点の自分にできること、また、できないこと

があることを学ぶことができた。当たり前のことだが、

大学生活を通じて、様々なことを吸収していき、現時

点ではできなかったことを将来できるようにすること

が自分たちには求められているということを再確認で

きた。良い体験をすることができた。 
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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 29 年 5 月 27 日(土)～28 日(日)、6月 24 日(土)～25 日(日) 

 

○受 講 者：早津 琴夏（記録）、江連 由大（発表）、佐々木 実紅（発表）、本間 恵里花（発表）、 

小原 純（記録）、石井 徹（記録）、平尾 郷佳（発表）、小澤 哲也（発表）、 

牧野 大輝（発表）、尾仲 夏鈴（発表）、金澤 綾青（発表）、山本 理人（発表）、 

高橋 友里（発表）、太田 実里（発表）、見波 侑（学生サポーター）、会沢 哲也 

（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】５月２７日（土） 【１日目】６月２４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 

12:00 昼 食 

13:15 メダカ池周辺整備（泥あげ、木道整備） 

17:00 入 浴（ぽんぽ館） 

18:30 夕食交流会 

20:30 振り返り 

 

08:00 山形大学発 

10:00 古口公民館着 

10:15 開会式 

10:40 ほたる祭り準備、練習 

12:00 昼 食 

13:15 ほたる祭り準備、練習 

16:00 リハーサル 

17:00 夕 食 

18:30 ほたる祭り開演（1時間 20 分程度） 

20:00 もらい湯（一般家庭のお風呂に入ります） 

20:30 ホタル観賞 

21:00 振り返り 

【２日目】５月２８日（日） 【２日目】６月２５日（日） 

06:00 起 床（朝食準備） 

※ 朝食準備から後片付けまで 

08:30 メダカ池、炭焼き小屋周辺整備 

12:00 昼 食 

13:15 ほたる祭り企画会議 

    2 回目の 6 月 24 日にほたる祭りを主催して

いただきます。その企画会議です。（どんな祭

りにするかを全員で考えていただきます。） 

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（朝食準備：１回目と同じ） 

08:30 ほたる祭りの後片付け 

09:30 炭焼き体験とピザづくり 

12:00 昼 食 

13:15 わら細工 

14:45 公民館清掃 

15:15 閉講式 

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！」 

 

人文社会科学部 早津 琴夏 

私たちは今回、戸沢村での合計 4 日間のフィールド

ワークを通して様々なことを学んできた。その中でも

私は、ほたる祭りの運営を通してイベントを最初から

考えることの難しさを実感した。お祭り自体は成功だ

ったと言っていただけたし、小学生も高齢者も楽しま

せることができたと思う。私たちも臨機応変に行動で

きた。しかし当日の準備の段階で詰めの甘さを指摘さ

れるということもあった。もし指摘していただかなけ

れば本番で大きく時間をロスしてしまったかもしれな

い。内容に気をとられて本番の細かい動きの確認が足

りていなかった。また私の中ではピンクの折り紙がい

いと言った小学生の女の子に、折り紙が足りなくて他

の色で我慢させてしまったことが記憶に残っている。

参加者全員を全く不快な思いをさせずに楽しませるこ

とは不可能なのかもしれないが、もう少し配慮ができ

ていたら、私がもっとうまく対処できていたらと思っ

てしまった。ほたる祭り全体を通してイベントでは時

間・対象・内容の 3 つ全てが大切だということを学ぶ

ことができた。この経験を今後のイベントの企画やプ

レゼンテーションなどで活かして生きたい。 
 また、フィールドワーク中の全ての活動が私にとっ

て本当に学ぶことが多いものであった。参加前の戸沢

村のイメージは、とても失礼なことだが、全国に多く

ある少子高齢化に困っている村の一つという程度であ

った。だが、実際に行ってみると私たちにいろいろな

ことを教えてくれた｢幸齢者｣の方々やその他助けてい

ただいた村の方々は本当に親切だったし、充実した生

活を送っているように思われた。私には高齢者はこど

もに元気をもらって、こどもは高齢者に知恵をもらう、

というお言葉が印象的だった。幅広い世代の住民が助

け合っているというのは私の地元にはなかったもので、

素敵なことだと思った。フィールドワーク 4 日間の中

で体験した池の草取りや石窯の整備、薪割り、わら細

工は私にとって初めてのことばかりで貴重な経験にな

った。また村のお母さん方に用意していただいた食事

も初めて食べた山菜や辛味噌などとてもおいしくて印

象に残っている。村の方だけでなく、グループのメン

バーから教えてもらったり助けてもらったりしたこと

も多く、日を追うごとに 14 人仲が良くなっていくこと

が嬉しかった。 
今回の活動全体を通して私が学んだのは、実際に行っ

てみて、やってみないと何も分からないと言うことであ

る。村、というと高齢化、若い人がいない等と負の印象

を抱く人が多いと思うが、戸沢村の方々は全くそのよう

なことがなかった。戸沢村の素晴らしさをもっと多くの

人に知ってもらいたい。 

 

人文社会科学部 江連 由大 

私は合計 4日間フィールドワークを通して様々なこ

とを学んだ。 

第一にプログラムで行った炭焼き体験、郷土料理作

り、わら細工づくりなどは普段の生活では学べないこ

とであるため、貴重な経験となった。いずれの体験活

動の際も村の方々が「現在では行われることが少な

い。」と話していた。それは現在の社会に便利なものが

溢れているゆえの結果だと思った。私自身も活動の中

で、昔ながらの生活の知恵に驚かされることが多かっ

た。是非、私も日常生活での実践だけではなく、サー

クル活動で関わる小中学生の子供たちに今回の体験で

得た生活の知恵を伝えたいと考える。 

続いて学生で企画したほたる祭りについてだ。内容

としては、ほたライトなどの実験、ご当地かるた、ほ

たるアートなどを行った。それぞれが役割分担をして

進行したため無事成功させることが出来た。しかし、

それ以外の入場の際に時間がかかってしまったり、各

企画の補助を分担出来ていなかったりと村の方に指摘

されることもあった。これらのことはリハーサル時点

では気づかなかったことだった。これらの反省からリ

ハーサルでは、本番をより綿密に想定する必要がある

と感じた。個人的感想としては実験やご当地かるたで

年齢を問わず楽しんでもらえたので頑張ってよかった

と率直に思った。 

最後に今回の活動の中で将来の夢に繋がると感じた

ことについてだ。私は将来、教員になりたいと考えてい

る。現在の教育では学力の向上が第一目的とされること

が多く、教育の一切を学校や塾に委ねられる。その中で

人間関係が薄弱化しているように思う。戸沢村では、教

育に共育という字を当てていいて「共に育つ」をコンセ

プトにしている。実際に戸沢村では通学合宿やもらい湯

などを通じて村全体で子供たちの教育を行っている。ま

た、ほたる祭りでも村の方々は子供たちの名前を呼んで

親しそうに関わっていた。私はこうした社会が一丸とな

って教育する姿が求められると考える。これは学社連携

という理念のもとにあり、学校教育法でも推進されてい

るが実現しているとはいい難い。むしろ、小さな問題で

さえ社会で取りざたされる現在の教育では消極的にな

ってしまうのではないか。しかし、一番の被害者は子供

たち自身である。自分の拠り所がないということは孤独

であり、解決が必要な課題である。私は今回の活動を通

して、こうした気づきを得たため大学では社会科学を学

ぶことで学社連携について考えていきたい。 

 

人文社会科学部 佐々木 実紅 

 今回のフィールドワークでは、普段いるキャンパス

や地域を出て戸沢村に行くことでしか体験できない貴
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重な経験をたくさん積めた。 
 様々な体験と地域の皆さんとの交流の中では、伝統

を体で受け継ぐことの大切さを学んだ。炭焼体験やメ

ダカ池の整備、納豆汁に使用する納豆のつぶし方、わ

ら細工の作り方など、村の生活の中で必要な知恵や伝

統工芸のコツなどは、実際に自分でやってみると簡単

だが記録ノートに文章にして人に伝えるとなると正確

に伝えきるのは難しいことがわかった。人が人へ口や

手や足で伝えていくということがこんなにも大切なの

だと肌で感じることができた。それを戸沢村の人々は、

北の妙創郷大学の設立・運営や小学生の通学合宿の中

で、自主的・日常的に行っていたことを知り、これこ

そが伝統継承のよい形なのだと思った。幸齢者集団が

小学生に知恵を教え、その子が親へまた伝えていく。

そうして様々な知識が伝えられているのだそうだ。そ

の過程では多くの人とのコミュニケーションがあり、

それができるコミュニティーがこの戸沢村にはたくさ

んあることが魅力だと思う。その営みをこれからも絶

やさないでほしいと強く思った。 
 また、ほたる祭りの運営では、聞き手は誰かという

ことやどんなプロセスを通して会を運営するかなど、

綿密な打ち合わせがあって初めて充実した会が出来上

がるのだということを学んだ。会運営中に起こった

様々な予想してなかったことをその場で乗り越える力

はもちろん大切だが、起こりうる事態を予測して、そ

れに対処する策をはじめから立てておけば、よりスム

ーズな会進行ができる。そのときどきで誰が動くかと

いう役割分担を細かいところまでしておくことは机上

でもできることで、一番必要なことだと知った。これ

からサークルや就職後に会の進行に携わることはたく

さんあるので、そこでまたぜひ実践したいと思う。 
 核家族化、離婚率増加、独身率増加と、他人と関わ

ること・助け合うことが少なくなっている世の中で、

戸沢村では、人と人との繋がりがまだとてもしっかり

としている。もっと戸沢村のように人の温もりが身近

に感じられるような地域が増えたら、社会の諸問題が

解決できるのではないかと思う。 
 ここに書き切ることができないくらい様々なことを

感じ、学ぶことができた。地域の方々や班員に恵まれ、

幸せな時間を過ごせた。関わった全ての人に心から感謝

したい。 

 

医学部 本間 恵里花 

  今回のフィールドワークでは大きく 2 つの活動を

行い、たくさんのことを学ぶことができた。 
1 つめは地域の方々に教わりながらメダカ池の整備

や炭作り体験、そしてピザ作りやわら細工作りといっ

た体験を行ったことだ。これらの様々な活動を通して、

高齢者の皆さんの元気の秘訣と、地域のコミュニティ

ーの大切さを痛感した。地域の皆さんの様子で一番印

象に残っていることは、いつも笑顔がたえず、積極的

に活動しているということで、北の妙創郷大学にも飾

ってあったスポーツ大会での賞状などが皆さんの健康

に対する意識の高さを感じた。また地域の子供たちと

高齢者との交流が盛んであり、高齢者が子供たちに

様々な知恵を与え、子供たちは高齢者に元気を与える

という仕組みが備わっており、これからの高齢化社会

において大切にするべき価値観があるようにも思われ

た。 
 2 つめは今回のフィールドワークのメインの活動で

あった、ほたる祭りの企画と運営である。学生たちだ

けでどのようなメッセージを戸沢村の方々に伝えたい

かという観点から話し合い、子供たちが喜んでくれる

企画を考え、そのために一ヶ月に渡り準備を行った。

ほたる祭りの本番は、まず子供たちが集まってくれる

かから心配で、準備していた実験やかるたも盛り上が

るかどうかなど不安な要素がたくさんあった。しかし、

冒頭のソーラン節から実験、かるたを行うに連れ、子

供たちにたくさん盛り上がってもらい、喜んでもらう

ことができたと思う。一時間半という短い時間ではあ

ったが、本当に楽しい時間を過ごすことができた。こ

のほたる祭りを通して、企画を行う上では単純に何を

するかだけではなく、それにかかる時間や役割分担と

いった細かい部分まで綿密に計画を立てるところまで

が必須であるということを学んだ。また計画通りに行

かなくても臨機応変に対応することをみなで実践でき

たのではないかと思う。 
今回のフィールドワークでは班長をはじめ、素敵な

仲間を得ることができて本当に感謝している。何か問

題が起こったときに、「じゃあこうしよう」というポジ

ティブな意見をたくさん出すことができたのも成功の

一因であったと思うし、これからの自分の人生の一つ

の糧となるような経験ができて本当に良かった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 小原 純 

 私が今回このプログラムに参加した理由は高齢者の

方々がどのような活動を通して健康を保っているのか

気になったからである。実際に戸沢村で地元の方々と
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の会話を通して健康寿命を延ばすことにつながりそう

ないくつかの特徴を知ることができた。具体的には、

高齢者の方々が自発的、積極的に活動をしているとい

う事や、地域のつながりが強い事である。今回の活動

の中の木を運ぶ作業や木を割って材料にする作業は大

学生で体力がある自分たちでも疲れてしまうようなも

のであった。これを年に三回もやっているとのことで

こう言った活動が体力的な面での健康の維持につなが

っているのだと感じた。また、地域で組織を作り様々

な活動をすることで人がそこで集まりコミュニケーシ

ョンをとることができる。それによって地域のつなが

りは強くなり、そういったつながりが精神的な面での

健康の維持に関わってきているのだと思う。 
 今回のプログラムの中で一番大きな活動であったほ

たる祭りに関しては、多くの地域の方々が参加してく

ださった。地元の方のお話で特に印象に残っているの

は、震災などで故郷を離れてしまった人が再び故郷を

盛り上げようとしたときに人々が心のよりどころとし

たのはこういったお祭りであったという話だ。自分は

この話を聞いてシンボルとなるものの必要性を改めて

感じさせられた。現在人口が減少していっている地域

は数多く存在する。そういった地域において再び地域

を盛り上げる活動をする起点となるような祭りなどの

活動を大切にし、次の世代につなげて絶やさないこと

が必要なのではないかと考える。 
自分が他の地域と比べていいと感じた戸沢村の特徴

は高齢者の方々がいきいきとしていて、地域のつながり

が強く同世代間のつながりはもちろん世代を超えた交

流があるという事である。自分はこれらのいいところが

もっと他の地域にも伝われば高齢者はより健康になり、

子供たちの社会教育の手助けもできると考える。これら

のことは人口が少なく高齢者が多い地域でしかできな

いものではないと思う。高齢者を手厚く世話するだけの

行政活動ではなく、高齢者が地域を巻き込んだ活動がで

きるようにサポートする行政活動を進めていくことが

戸沢村のような良い特徴を持った地域を作るカギにな

ると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 石井 徹 

今回戸沢村を訪問して印象に残ったことは３つある。 
一つ目は何故戸沢の幸齢者の方々は心身共に健康な

のかということだ。戸沢村の北の妙総合大学には多く

の学校とコミュニティーが存在する。そこでは野生メ

ダカの保護や、家畜の飼育、わら細工、各種スポーツ

大会など様々な活動が行われている。更にこのコミュ

ニティーは同世代間のみにとどまらない。戸沢、特に

古口集落では地域の子供たちなど若い世代と積極的に

交流行い、もらい湯をしたり地域の伝統的なこと、料

理の仕方を学ばせている。このことは幸齢者にとって

は社会的における自身の生存価値を見出せるという点

で健康に生き続ける上で非常に意味のあることである。

また子供たちを含む若い世代にとっては日常的に蓄積

された美しい高齢者の方々の生きる知恵や生き様など

を直に肌で感じることができ、学ぶところが非常に多

い。私は戸沢の子供たちが非常にうらやましくなった。 
二つ目は炭窯体験である。これまで高校の部活の性

質上炭窯跡を見ることは何度かあったが、実際に使っ

ている炭窯を見て、できたての炭を扱うのは初めてだ

った。炭窯は想像をはるかに超えて熱く、まるで自分

がオーブンの中で料理されているかのような暑さだっ

た。だから昔は冬によく炭づくりをして暖をとってい

たとい話を聞いてものすごく納得がいった。また取り

出した後の炭は水ではなく砂で消すということも学ん

だ。水をかけると炭がボロボロに砕けてしまうらしい。

その上、まきから炭を作るのには木が燃えて灰だけに

なってしまわないようかなりの工夫が必要であるとい

うことも学んだ。炭を作るというだけでもこれだけの

経験と知恵を要するのだと知り、ただただ驚かされた。 
三つ目に印象に残ったことはほたる祭りである。班の

仲の良さと、チームワークによって皆忙しい中、りょう

せいを中心に協力し合い時間を見つけたり、作ったりし

て準備に取り組むことができた。当日は時間の問題など

うまくいかなかった点もあったが全体としては小学生

を楽しませ、自分たちも楽しむことができ大成功に終わ

った。これはこのメンバーだったからこそ成しえたこと

だと確信している。これからも戸沢で学んだすべてのこ

とを大切にして生きていきたい。 
 

医学部 平尾 郷佳 

 私は今回のフィールドワークで山形県の戸沢村とい

うところに行ってきた。数多くあるフィールドワーク

の中でも、私がこの「戸沢村の超元気印！高齢者集団

の生きざまに学ぶ」に応募したのはホタルを見てみた

かったという理由からだったが、今年はなかなか気温

が上がらなかったためか、残念ながら実際にホタルを

見ることはできなかった。しかし、そんなことはどう

でもよくなるほど今回のフィールドワークで得るもの

がたくさんあった。 
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 このフィールドワークのメインイベントは「ホタル

祭り」である。ホタル祭りとは地元の小学生や親御さ

ん、地域の人々を対象とした祭りであり、私たちは１

時間使って自分たちで考えた出し物をするという課題

が与えられた。私たちは光に関する科学実験とホタル

や班員の地元、戸沢村に関するカルタ大会を行いホタ

ル祭りは無事に成功した。成功した要因はチームワー

クの良さにあったと思う。私たちは１回目のフィール

ドワークが終わり２回目のフィールドワークが始まる

まで、３、４回集まりホタル祭りで何を行うか、それ

に伴いどのような準備をするのかを班長を中心に話し

合った。各々テストやバイトなど予定があり忙しかっ

たにも関わらず、ほぼ毎回全員集合し、積極的に活動

に取り組む姿をみて本当にこのメンバーで良かったと

感じた。私はみんなに比べて仕事ができていなかった

ので、もっと周りを見渡して何をしなければいけない

のか自分で考え、他人のことにも気を配れるように行

動していかなければいけないと痛感した。このフィー

ルドワークの良い点は、１回目と２回目での活動で繋

がりがあったことだと感じる。そのため、班の仲も深

まり１回目の時よりも２回目のフィールドワークでは

コミュニケーションが活発に行われ、班の人だけでな

く地域の方とも会話ができていた。だからこそホタル

祭りの成功につながったと感じている。 
 計 4 回のフィールドワークを通して私は企画、運営

の能力、大人の方との会話、礼儀、コミュニケーショ

ンの大切さ、伝統を大切にする心、時間が限られたプ

レゼン能力など社会に通用する、そして求められるも

のをたくさん学ばせて頂いた。私にとって戸沢村はす

べてが学びの場であり、刺激的だった。フィールドワ

ークでの経験はなかなかできないことなのでこの貴重

な経験を将来に活かしていきたいと思う。 
 

工学部 小澤 哲也 

今回の４日間のフィールドワークでは様々な体験を

行った。それらの体験を通して様々なことを学んだ。

特に印象に残っていることは二つある。 
一つ目はホタル祭りの企画・運営をしたことだ。班

員全員が力を合わせて時間がない中、昼休みなどの時

間を使い集まり様々な案を考え、提案した。様々な意

見が出たが、それらの意見をまとめて、どういう順序

で発表するのか、どのように発表したらいいかなど細

かいところまで話し合い、一つの物へとまとめていっ

た。本番前のリハーサルでは、自分たちの発表ばかり

に意識がいってしまい役割分担などの細かいことを戸

沢村の人から指摘してもらい、そのアドバイスを取り

入れて万全の態勢で本番に臨んだ。ホタル祭り本番は

大成功に終わったが、唯一心残りがある。それは、入

場する子供たちに戸沢村の良いところや自分の将来の

夢について書いてもらうという企画で、想定よりも時

間がかかり予定時間を大幅に遅れてしまったことだ。

書いてもらう相手が小学生であるのにも関わらず小学

生の目線で計画できなかったことが原因である。相手

の立場を考えた計画が重要だと感じた。今回のホタル

祭りの企画・運営では、実際に運営側に立ってはじめ

て分かったことなど多くのことを学ぶことができた。 
 二つ目は戸沢村で初めて行った木炭作り、炭窯での

ピザづくりや、婦人会の料理を食べたことだ。実際の

ところ戸沢村の話を聞いているときは、「戸沢村に来

た」という実感がなかったのだが実際に自分の身体で、

肌で、舌で体験してみると、その体験がより濃く、鮮

明に体に刻まれるということがはっきりと分かった。

特に今回の木炭作りでは長年の木炭作りの歴史を感じ、

村人たちの木炭作りの豊富な経験に驚いた。そういっ

た文化を後世に残そうとしている戸沢村のコミュニテ

ィー活動や様々な取り組みに感心した。 
今回のフィールドワークを通して、今の社会では

様々なことを簡単に調べることができるが、自分が本

当に知りたいことや、体験したいことは自分の五感で

見て、触れて、体験することが分かった。今回学んだ

様々なことは今後の人生に生かしていきたい。 
 

工学部 牧野 大輝 

私は今回このフィールドワークを通して様々なこと

を考えさせられた。特にコミュニケーションについて

はよく考えさせられた。 
 まず、戸沢村のコミュニケーションについてだ。私

が初めて戸沢村を訪れた時に、なぜこんなにも高齢者

の方々が生き生きしているのかと疑問に思った。高齢

者によく笑い、そして力仕事まで行っていたことはす

ごく驚いた。話を聞いてみると、戸沢村の方々は密接

なコミュニティーを持っており、話をする機会が多い

ことが分かった。話すことで脳を活性化させることが

でき、笑顔の絶えない生活ができるのだろうと思った。 
 このことは都会や地方でも応用できると考えられる。

現代の日本では、配偶者に先立たれたり、視力や聴力、

身体機能の衰えから孤独になる高齢者が増えてきてい

る。何かしらのコミュニティーに属し、会話をするこ

とで健康寿命が延び、少しでも幸せになるのならば、

これらの問題も解決するのかと考えられる。 
 次に私自身のコミュニケーションについてだ。私が

このフィールドワークで一番苦労したのがコミュニケ

ーションだ。フィールドワーク初めは、戸沢村の方々

に対して自分から積極的に話しかけることが出来なか

った。このことを反省し、地域の方々に話しかけよう

としても話す内容が思いつかず話しかけられないこと

も多々あった。一回目の一日目の反省時に「コミュニ

ケーションは相手を理解して話を聞いて話す力」だと

地域の方がおっしゃっており、まさにその通りだと思

った。それからは、このことを意識して戸沢村の方々
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とコミュニケーションを取ろうとすると、頭は使うが、

楽に話すことが出来るようになった。そして、二回目

のフィールドワークでは話しかけるだけでなく、今自

分がやらなくてはいけないことが分かるようになり、

積極的・能動的に動けるようになった。 
大学や社会では単に頭脳だけでなく、自ら動く積極

性が大事だと頭の中ではよく分かってはいたが、私は

今までそれが出来ていなかったと思う。今回戸沢村に

フィールドワークで行って少しは自ら動く力が身に付

き、積極性の重要性も再確認できた。しかし、まだま

だ私に自ら動く力があるとは言えず、まだまだ訓練が

必要だと思う。大学では自分から動けばなんでも出来

るので、場数を踏んでコミュニケーション力をつけて

いきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
工学部 尾仲 夏鈴 

このフィールドワークに参加して人との関わりの大

切さや企画すること、課題発見や改善など様々なこと

について改めて実感したり初めて経験したりと学ぶこ

とがたくさんあった。 
一番に、高齢者同士の集まりだけでなく、地域全体

で子供たちを育てていることが分かった。乙夜塾でわ

ら細工などの伝統だけでなく、料理などの生活一般を

教えていることからも感じられた。また、もらい湯を

しているとのことだったのでそこでも個人的に話せて

関わりを持つことができ、地域の方とのコミュニケー

ションが持てる機会の一つだと思った。 
また、ほたる祭りで幼い子供たちの関心を引き付け

るのは難しいと感じた。短い言葉ではっきり、ゆっく

り話すことが大事である。中高校生以上に向けて話す

ときは実験なら原理などの事前・事後説明も大事にな

ってくるが、それ以下の子供にとっては楽しい・面白

い実験を実際やることが大事になるのでそれ以外の説

明を如何にその子らの関心・興味に繋げて聞いてもら

うかが重要であると思った。また、準備段階において

は、「実際やってみないと分からない。」、「その時次第。」、

「臨機応変に。」などで済ませてしまったところがあっ

たが、それらがリハーサルで時間が押してしまった原

因の一つだと思った。実際、そのような部分は多々あ

るが、きちんと計画ややり方を詰めた上で臨機応変に

対応しなければならないと感じた。それでも、自分ら

が準備してきたことが子供たちの笑い声や歓声という

ような反応として返ってきたことが一番嬉しかった。

企画の難しさと同時に楽しさも感じることが出来た。

準備期間の一か月や夜の反省会に限らず、自分が持っ

ていなかった視点での意見を聞くことが多々あり、と

ても新鮮だった。そこから自分なりに探求していくこ

とも出来た。 
一つの疑問を調べていくうちに次々と「では、これ

はどうなのか。」というように疑問が出てきて調べるの

が、新しく知ることが楽しかった。さらっと調べて終

わるつもりでいたが、どんどん広がっていた。教育関

連でよく耳にする、「自分の興味・関心に繋げる」こと

は重要であると実感した。 
今回は新しく学んだり知ったことだけでなく、実感

することが多かった。言葉としてよく聞くことを実感

し、納得することが出来た貴重な 4 日間だった。 
 

工学部 金澤 綾青 

何かを学ぼうという明確な意思があったわけではな

い。 
「戸沢村の超元気印！高齢者集団の生きざまに学ぶ」。

共生の森もがみのハンドブックを読んでいてこのペー

ジが目に留まった。自然との関わりが多く、経験した

ことのない作業があることが決め手となり、私はこの

プログラムを選んだ。結論から言うと、このプログラ

ムは本当に大変だった。他のプログラムとは異なり、

体験するだけでなく発表する機会があったからだ。一

回目に企画を考え、二回目の訪問時に一時間半にわた

るホタル祭りを自分たちだけで行う必要があった。地

域の小学生、保護者、高齢者（合わせて５０名ほどの

方々に集まっていただきました。）に向けて公民館でな

にかをする。私達に与えられた条件はたったそれだけ

だった。なにをしてもよい。漠然としていた。私たち

に課された条件は「一時間半」という時間制限だけだ

った。自分は班長の仕事を引き受けたことをこのとき

後悔した。みんなが出したアイデアをその時間内に収

めた企画にまとめ上げる自信がなかった。14 人全員の

意見を同時に出されると私のキャパシティでは足りな

いと考えた。そこでとりあえず三つの班に分けてみた。

そこからが凄かった。どの班も素晴らしいアイデアを

もっていた。三つの班から出たアイデアを一つにまと

めるとき、活発な意見交換がなされた。自発的でポジ

ティブな提案。仲間の意見を否定する人はいなかった。

チームワークの真髄といえる姿がそこにあった。一度

目の訪問が終わり、二回目の訪問まで一か月間の準備

期間があった。この期間に、自分たちの地元について
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のカルタ作成、発光に関する実験の準備、ポスター作

成を行った。みんな忙しい中、集まり準備を進めた。

これらについて詳しく書きたいところではあるが、残

りの文字数でまとめきれる自信がないので、紹介に代

えさせてもらう。そしてそれらの本当に大変な準備が

終わり、私達は再び戸沢村を訪れた。ホタル祭りのリ

ハーサルの前に、祭り中の人の細かい動きを決めてお

くとよい、と私達のお世話をしてくださった佐藤さん

から助言をいただいた。私達は発表の担当を割り振っ

ていただけで、発表していないときの動きを全く視野

に入れていなかった。この助言がなければ、ホタル祭

りの進行は滞っていたことだろう。そうした助言のも

と、ホタル祭りは盛り上がり、成功した。ここに書い

たことはごくわずかなもので、他にも様々な体験を通

して学ぶことが出来た。最後にこの活動を共にした仲

間に心から感謝する。私は皆さんのような仲間と出会

うことが出来て、本当に幸せだ。これからもこの素敵

な関係が続いたらと切に願う。 
 
工学部 山本 理人 

2 回にわたるフィールドワークを通して、学んだこ

とは 2 つある。 
 1 つ目は企画をし、実行することの難しさだ。今回

祭りの開催を 1 から任せられるという初めての経験を

させてもらったわけだが、その準備の中で自分たちの

想像を超える難しさがあった。最も大変だったことは

ほたるの張り絵の製作である。どうすれば来てくれた

方々に興味を持ってもらえるか、どうすれば祭りの最

後にインパクトを残せるのかと様々な視点から考えな

ければならなかった。当日は最終的に上手くいったが、

本番ギリギリまで準備しなければならなかったり、突

然のトラブルに上手く対応できなかったりと甘さがあ

った。今度このような機会を与えてもらった際には今

回の経験をバネにして適切な対処ができるようにした

い。 
 2 つ目はコミュニケーションの大切さだ。2 回のフィ

ールドワークの中で幸齢者の方々と触れ合う機会がた

くさんあった。自分から話しかけることができず、相

手の方からくるのを待ちがちでもっと得るものがあっ

たはずなのにと後悔するところが多々あった。段々と

距離は縮まっていったが、もう少し早い段階からいく

べきだった。今回の経験は今回が初めてなわけでもな

く今回が最後なわけでもない。僕は以前から初対面の

人と話すのが苦手であるがゆえ、コミュニケーション

能力が問われる大学生になった今とても危機感を抱い

ている。戸沢村でも教わったように、とにかく場数を

踏むしかないと感じている。いろんなことに積極的に

チャレンジしていっぱい失敗していく中で成長してい

きたい。 
 最後に２回のフィールドワークをともに頑張ったメ

ンバーのみんなに感謝したい。幸齢者の方々の「みん

な他人のことを考えて動ける子たちだ」という言葉が

印象に残っている。誰一人欠くことができない、一人

一人が支え合って成り立つそんな１４人だったと思う。

これから先も関わっていけたらなと思う。そして長い

人生の中でこのようにかけがえのない仲間をどんどん

つくっていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農学部 高橋 友里 

 ２回の活動を通してたくさんの経験をしました。今

まで自然と触れあう機会が少なかった私にとってすべ

てが新鮮でした。とくに、初日に体験した池の整備は、

実際にやってみると指示されたとおりにやるのは難し

く、体力も必要でこれを毎年やるのは大変なことだと

感じました。このフィールドワークのメインの活動で

あるほたる祭りの企画から発表まですべて自分たちで

やりました。１回目の活動で、祭りで何をやるか話し

合い、２回目の活動までに準備をしました。みんな忙

しかったですが、声をかければグループほぼ全員が集

まりました。みんなに会える時間がとても楽しかった

です。２回目の活動が本番でした。私は光の実験を担

当しましたが、子どもたちが想像していた以上に楽し

んでいて、頑張ってよかったと思えました。お祭りは

結果的に成功しましたが、時間が思った通りに進まず、

企画が十分でなかったと反省しました。何をやるかだ

けでなく、進め方や自分の担当以外を手伝うタイミン

グなど細かいところの計画が足りていませんでした。

これからも自分たちで企画し発表する機会はたくさん

あると思うので今回の経験を生かしていきたいと思い

ました。 
２回の活動を通して感じたことは地域の方々の温か

さです。はじめ、とても緊張していましたが、開会式

のときから冗談でなごませていただき、これからの活

動がとても楽しみになりました。婦人会の方々には毎

食の食事を作っていただきましたが、普段一人でご飯

を食べる私にとってみんなで話しながら食べるご飯ほ

どおいしいものはありませんでした。私は辛味噌を一
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瓶いただきましたが、それ以上に私のことを覚えてい

てくださったことが嬉しかったです。ただ普段の生活

とは違う体験をするだけではなく、これから社会で生

きていくうえで大切なことをたくさん学びました。ま

た、私はグループのメンバーにも恵まれ、普段はでき

ないような相談もでき、またみんなで集まりたいと思

える友だちが増えました。１回目の活動での活動では

コミュニケーションは６、７割が聞くことであり、分

からないときは分かるまで聞き返すことが大事だとい

うことを教えていただきました。2 回目の活動ではい

ちから企画する大変さを学びました。また、私は与え

られた時間で考えていたことをうまく伝えることがで

きなかったので、この反省も生かしていきたいです。

この活動に参加できて、本当に本当によかったです。

はやくまた戸沢村に行きたいです。 
 

農学部 太田 実里 

合計 4 日間のフィールドワークを終えて、印象に残

ったことが 3 つある。 
 1 つ目は、ホタル祭りである。自分達で企画から運

営までをすべて行わなければならず、本番までの 1 か

月間、それぞれが忙しいなかで時間を合わせて話し合

った。そこで、誰かが出した意見に対してもっとこう

したらどうか、こういう案はどう？など多くの意見が

出て、短い時間の中でもますます内容が濃くなってい

ったと思う。いよいよ迎えた当日では、まだ細かい具

体的なところまでは決まっていなかったが、本番まで

の数時間で、自分の仕事をやったり、確認したり、ま

た担当の佐藤さんからアドバイスをいただいたりした。 
ホタル祭りが始まってからはもうただただ楽しかっ

た。特に担当した化学実験では、子供たちの驚いて喜

ぶ姿が見ることができて良かった。かるた大会でも地

域の方々や子供たちと一緒にやり、大いに盛り上がっ

た。自分のなかでホタル祭りは大成功だったと思う。

成功したのは、実験の協力をして下さった栗山先生、

パワーポイントのプロジェクターの準備や、その他ア

ドバイスをして下さった佐藤さん、山際さん、そして

なんといってもここまで目標を 1 つに頑張ってきた仲

間がいたからこそだと思う。本当にすべての人に感謝

したい。 
 2 つ目は、もらい湯である。これは地域の人の家の

お風呂を借りるものだが、お邪魔して思ったのは、と

ても落ち着くということである。窓が開いていたが車

の音はほとんど聞こえず、虫の声が風に乗って聞こえ

てきた。また、家の主の山内さんとの会話も楽しく、

心が癒された。まさに第二のふるさとだとしみじみし

た。 
 3 つ目は、14 人の仲の良さである。ホタル祭りの準

備期間で、チームワーク、絆が深まり、ピザ焼き体験

をする頃にはお互いにヘンテコなニックネームをつけ

あうほどだった。生涯にわたって付き合っていきたい

仲間である。 
 今回のフィールドワークで、企画・運営するときは

何が必要でどのようなことをしなければならないのか

を具体的に考えることが大事だということを学んだ。

また、仲間と協力することの大切さを改めて痛感した。

これらのことをこの先の人生で活かしたい。 
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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 29 年 5 月 27 日(土)～28 日(日)、6月 24 日(土)～25 日(日) 

 

○受 講 者：菱田 美帆（記録）、木村 蒔希（発表）、本多 千春（発表）、加藤 慎也（記録）、 

鈴木 雄登（班長）、山崎 凌汰（発表）、渡部 信（発表）、柳原 悠吾（記録）、 

大舘 洋音（発表）、佐藤 穂昂（記録）、清水 兆太（発表）、鈴木 惇司（発表）、 

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２７日（土） 【１日目】６月２４日（土） 

08:00 山形大学発 

10:15 戸沢村農村環境改善センター到着 

10:20 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 

10:15 戸沢村農村環境改善センター着 

10:20 体験プログラム・日程説明 

10:25 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２８日（日） 【２日目】６月２５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 原木キノコの菌植え（ナメコ・ヒラタケ） 

15:20 振り返り 

15:45 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 間伐材利用によるピロティ修繕 

15:20 振り返り 

15:45 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！」 

 

人文社会科学部 菱田 美帆 

計 4 回の戸沢村の角川地区へのフィールドワークを

通して、戸沢村の魅力を発見したとともに地域内の課

題と改善点を考えたのでまとめていこうと思う。 
 山菜料理に関しては初めて山菜の処理や調理の仕方

を学んだ。普段スーパーで見かける山菜は下処理がさ

れており、すぐに使える状態で売られている。だが、

処理の一から自分たちで行うことで調理の大変さを学

び、心なしかスーパーで売られている山菜よりもおい

しく感じた。貨幣経済の現代社会ではお金を払えば何

でも手に入る。だが身近にあるものや与えられている

もの、自然の力を有効に使って生活をよりよくしよう

とする村の住民の生活に豊かさを感じた。これは今に

始まったことではなく、自然と共存してきた先代から

の知恵が伝承されて今につながっているからだ。フィ

ールドワークを通して、裕福・贅沢という判断基準は

お金がある・なしではないと改めて発見できた。 
 里山保全に関して、伐倒や間引きの体験をする前は

木をいるのはもったいないと思っていた。だが、伐倒

や間引きによって他の木が成長し、風通りもよくなり、

環境保全に大切なことだと分かった。これらから、環

境保全は自然や現代に生きる人間のためだけではなく

後世のためでもあり、そこには環境と人間や過去と現

在、未来につながるサイクルがあると学んだ。 
 戸沢村は都会から来た人にとっては何もない場所か

もしれない。だが、現地の住民は「何もない」で終わ

ることがなく、「何もない」からこそ新しい発見や取り

組みをしてよりよく暮らすための工夫を凝らして生活

している。この自然と共存する生活スタイルは周りに

誇れるものでありながら、発信しきれていないと考え

る。この課題を解決するため、私はワークショップを

通して村を知ってもらうという考えを挙げる。参加者

で山に入って自然観察のトレッキングツアーをしつつ、

新鮮な山菜の採集し、それを用いて料理するという体

験型の活動だ。トレッキングツアーは丘での星空観察

や、蛍観察を盛り込み、山菜料理は参加者からの料理

案を募集し、コンテスト形式で参加してもらう。これ

が SNS などで発信されることにより、村を知ってもら

う一つのきっかけになりうると考える。山菜採集や料

理・トレッキングツアーなどの体験を通して付加価値

が生まれ、また戸沢村に来たい・戸沢村を知りたいと

いう人が出てくるのではないか。戸沢村には自然と共

存している素晴らしい環境があるということ、豊かな

自然の恵みがたくさんあるということをアピールし、

過疎化・高齢化が進む村に人を呼び込むことでより活

気あふれる村になるのではないか。 

 私は、戸沢村へ4回行っただけで戸沢村を知ること

ができたと思えない。そのためこれから大学で、戸沢村

のような村や他の地域についてもっと学んでいきたい

と考える。地域から世界を見つめる「グローカル」とい

う視点から、自分にできることを考え大学生の今だから

こそできることを大切にしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文社会科学部 木村 蒔希 

角川村には多くの魅力があり、また村の中でも様々な

イベントなどを行っていたのでどのようすればそれを

多くの人に伝えられるかということが課題だと感じた。 

 角川村は、戸沢村からさらに奥に入ったところにある。

だから、何か目的がなければ訪れることは少ないだろう。

角川村は、自然がとても豊かであるため多くの山菜がと

れる。私は一つの案として、これを利用して「角川カフ

ェ」を開くということを考えた。山菜はクセが強いもの

もあるため、苦手な人もいると思う。しかし、パスタや

ピザなどにすることで普段食べている野菜などに近く

なり初めての人でも食べやすくなると思った。また、角

川村には廃校となった学校があるのでそこを新たにカ

フェとして利用するのはどうか、と考えた。そうすれば、

新たに建物を建てる手間が省けるだけでなく、学校を利

用したカフェは珍しいので興味を持つ人が増えると思

う。そして、それをSNSなどで発信すればあまりない発

想だと思うので話題になると考えた。 

 また、農業体験や間伐などの体験をするプログラムも

カフェと一緒に発信することでそれに参加する人も増

えると思う。そうすれば、山菜を利用し、またそれを生

み出す環境も整えることが出来る。里山は、利用するか

らこそ守ることができるということを今回のフィール

ドワークで学んだ。そして、長期にわたり利用し、守る

ためには間伐、除伐なども必要になるということも知っ

た。加えて里山は、管理をしなければ荒れてしまい土砂

崩れなどの災害を及ぼす恐れもある。しかし、現在は村

の人たちの高齢化や、木などを切っても使い道があまり

ないためこれを行う人は少なくなっているそうだ。だか

ら、その問題の解決のためにも観光客に間伐などの体験
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をしてもらうことは、微力ではあるが里山を守るという

ことに繋がると考えた。 

 このプログラムの全体を通して私が強く感じたこと

は、角川村の方々全員の「また、この村にきてほしい」

という想いだ。角川村の方々は、村の魅力を伝えるため

に多くの企画などを行なっていた。そして実際にその場

所に行き、その方々と話すことで、角川村の地域振興に

本当に必要なことは何かということを考えることが出

来た。しかし私は、たった四日では角川村のほんの一部

のことしか知ることは出来ていないと感じている。だか

ら、また機会があれば、角川村を訪れて地域に人を呼び

込むために必要なものは何かもっと深く考えたい。私は、

これから大学生として出来ることは何か、ということを

考えこのような地域に貢献していきたい。 

 

工学部 本多 千春 

今回の活動を終えて、私が感じた問題点とその改善

案として以下の方法を考えた。 
 まず、山菜料理に関しては下処理や調理方法の大変

さから村人が消極的になっていることである。この土

地の暮らすことで山菜が身近に感じられることは良い

と思うが、そのために魅力を感じにくくなり、「タダで

とれるから食べている」という意識が強いのではない

かと感じた。そこで、普段山菜を食べる機会の少ない

村外の人々、特に都市部に暮らす人々に魅力を伝える

ことが重要なのだと考えた。また、調理の手軽さを求

めて、味付けが似通ってしまっていることも感じ、多

くの人に山菜を食べてもらうためには調理方法にも工

夫が求められると考えた。そこで農家カフェのような

気軽に立ち寄れる場所を都市部に作るとこを提言した

い。都市部に作ることで「食」から戸沢村に訪れるき

っかけを作ってもらうためだ。そこで地元の食べ方の

他に、二回目の活動で作ったピザや春巻きのような料

理も提供し、山菜になじみの薄い方々にも受け入れて

もらうことが良いと考えた。 
 次に里山保全に関しては人手不足・後継者不足が避

けられない課題であると感じた。しかしながら、どの

ように後継者を育成していくかは非常に難しい問題で

あるため、今回は間伐材の利用方法に的を絞って改善

案をあげたいと思う。間伐を行ってもそこで出た間伐

材に付加価値をつけないことには利益が上がらず、生

木のまま販売することで赤字になるため、さらに間伐

が進みにくくなるという悪循環が起きている。戸沢村

で炭焼きが盛んに行われていたころは間伐材を木炭に

加工することで利益を生み出していたが、現在は窯元

も炭焼きの職人も減少している。そこで、特に対象を

小中学生に絞り夏休みを利用した合宿型の炭焼き体験

教室を開くことで集客を図ることを提案する。今回私

たちは窯の火入れを行うことが出来なかったが、もし

自ら参加して作った炭を用いてキャンプやバーベキュ

ーを行ったらと想像すると、既製品を使ったものより

もはるかに自然との共存を味わうことが出来ると考え

た。また、炭焼きの体験は日頃からできるものではな

いため、地元の子供たちにも参加してもらうことで自

分の地元に誇りを持ってもらえるのではないかと考え

た。 
 以上の二点が、私がフィールドワークを通して考えた

改善案だ。 

 

工学部 加藤 慎也 

今回のフィールドワークの目的は、地域に浸かって

いない私たちから戸沢村の活性に綱がる糸口を見つけ

たいということであった。私なりに気づいた点・考え

た点を 3 点挙げていこうと思う。 
 まず、地域の人々が集まって話せる時間や場所が少

ないのではというところです。地域の方々と話してみ

ると「こうしたかった」、『あーしたかった』という意

見をもって 
いました。戸沢に来たのがたった４日の観光産業の勉

強をしたことのないような、若造の生意気な意見と感

じるかもしれませんが、地域の思いを吸い上げること

がもっと大事なのではと思えた。 
 二つ目に、私は岐阜出身なのですが、幼いころ、間

伐体験、山菜採り、炭焼き体験と今回のフィールドワ

ークと同じようなことを体験しました。その体験の時

と違う点を書いていこうと思います。まず、間伐作業

の後なのですが、それを使ってアスレチックを作りま

した。年々アスレチックの大きさが広くなっていき、

３年その活動に参加しました。次に、次に炭火なので

すが私がしたときは簡易な小さな炭火釜をその場で作

りました。そして、その日中に作りました。炭づくり

は職人技が必要とされていますが、失敗したという経

験も十分楽しめた。この体験にはなかったのですが、

バードワッチングをしました。戸沢村は、自然豊かで

そのような体験するには十分か環境だと思います。 
また、星を見るために簡易の望遠鏡を作り、星を見た

りしました。とても楽しかったと記憶しています。子

供が体験しながら学べるというイベントを開くのはど

うでしょうか。 
 最後に、コテージなど若者がキャンプに来る施設の

設置はどうでしょうか。私は高校生のころ友達とキャ

ンプをするためいろいろの場所を探しました。私たち

が選ぶのに考えた基準は、①金額②コテージに泊まれ

る人数③BBQなどできるのかということで調べました。

戸沢村は夜の星空も今まで見た中で一番きれいだった

と思えるし、雰囲気だけでもいいところだと思えます。

少し遠くてもタクシーなど使っていくと思います。ま

た、とても楽しければ再び行こうとなります。 

 二回のフィールドワークで、家族のように暖かささ

を感じたぐらい素敵な村だと思えた。戸沢では、便利
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だからと言って街頭を建てたことによって、蛍が見え

なくなった。とざわそのものを変化させず、村起こし

ができることが望ましいと思える。また、戸沢に遊び

に行きたいと思えた。 

 

工学部 鈴木 雄登 

1 回目の 1 日目、最初はそば打ち体験をした。そば

打ちは初めての体験であったが、地元の方たちに優し

く教えてくださったので何とか作れることができた。

混ぜたり伸ばしたりなど、1 つ 1 つに熟練の技があっ

たので、完璧に作れるようになるにはとても長い時間

をかけなければならないと思った。ただ、最後は自分

たちが作ったものなので、よりおいしく食べることが

できた。 
１日目の午後には山菜取りをした。わらび、うど、

ウルイなどの山菜をとった。山菜の採り方など教えて

くださり、それを真似しながらで採っていくと、最後

には自分たちから山菜をとれるようになり、時間を忘

れるほどはまってしまった。 
2 日目には、その自分たちで採った山菜を使って料

理をした。山菜の下準備には時間がかかることや、調

理法などについて学んだ。 
2 日目の午後には、原木キノコの菌植えをした。キ

ノコの作り方を学び、1 人でやるととても大変な作業

だということが分かった。ただ、この経験から、仲間

と協力し合えるようになったと感じた。 
1 回目を通して、戸沢村で見た景色は非常にいいも

のだと感じた。この景色をいろんな人に見てもらいた

いと思った。 
2 回目の 1 日目、最初に山菜取りと山菜料理を行っ

た。みずという山菜をとり、そのみずを使った料理を

した。前回にも山菜料理を行ったので、使ったことの

ある山菜料理はスムーズにやることができた。 
午後には杉林の間伐を行った。間伐は非常に危険な

もので、死者が出ることもある作業なので注意しなが

ら行った。最後には自分たちから進んで間伐を行うな

うことができたので成長を感じることができた。 
2 日目には、最初に炭焼きの説明を聞いた。実際に

はできなかったので残念だったが、非常に長い時間か

かることや、立地条件がちゃんとしているところでな

いとできないなどの話を聞くことができて、とてもた

めになった。 
そのあと、自分たちが考案したメニューでの山菜料理

を行った。中でも山菜ピザは、山菜特有の苦みなどが全

くなく、山菜が苦手な人でも食べることができると思っ

た。 

 

工学部 山崎 凌汰 

自分の実家があるところは、割と戸沢村に近い環境

で、小さい頃は森の中に入って虫取りをしたりして遊

んでいた。今回のフィールドワークでは虫取りはしな

かったが、山菜を採ったり木を切ったり、採った山菜

で料理を作ったりして自然というものをとても身近に

感じることができ、懐かしい気持ちになった。戸沢村

には、都会では決して感じることのできない素晴らし

いことがたくさんある。 
 しかし四日間の活動で課題点もみえてきた。それは

圧倒的な人手不足である。人が増えれば活気が生まれ

る。人が減れば活気も減っていく。戸沢村は、人手が

減って活気がどんどん減っているように思える。その

対策として私が考えたのは、二か月に一度の戸沢村ツ

アーである。ツアーの目的は当然戸沢村の魅力を知っ

てもらうことだが、二か月に一度にしたのは、二か月

経てば、前回のツアーでの戸沢村の自然景観などが変

化し、違った魅力を感じることができると考えたから

である。一回のツアーでは戸沢村のすべてを感じられ

ないことを知ってもらうことで、リピーターも確保で

きるはずだ。また、数回のツアーで戸沢村のことを深

く知ってもらうことで、ツアーに行ったことのない人

に村の魅力を伝えやすくなり、新たなツアー客を確保

することもできるだろう。 
 だが、ツアーを行ううえでひとつ大きな問題がある。

それは山道の道の悪さである。私も実際に経験したが、

車ががたがた揺れて乗り心地がいいとは言えなかった。

あの道の悪さはツアー客の減少につながりかねない。

何より危険である。改善の必要があるだろう。 
私は今回のフィールドワークを通してある結論にた

どりついた。それは、戸沢村は都会と張り合う必要は

ないということだ。都会には都会の。田舎には田舎の

良さがある。このふたつは比べられるものではないの

である。今回企画したツアーが仮に実現し、都会の人

がツアーを経験して、「自分の住んでいるところもいい

けど戸沢村にもいいところがたくさんあるな。」と、そ

んな風に思ってくれたらいいと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 渡部 信 

今回の戸沢村へのフィールドワークを通じ、里山保
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全の重要性を実感した。その根拠としていくつかの例

を挙げる。 
第一に、里山は利用しなければ人の利用できない環

境になっていくことだ。管理されていない里山は様々

な災害が引き起こされやすくなる。ケモノが人里へと

降りてくる、土砂災害が起こるなど人間への悪影響は

少なくない。第二に、里山の恵みはその地域に住む人

にとって密接なかかわりがあることがある。戸沢村で

は山菜を使った料理が日常的に食べられていたように

感じた。都市部では考えられないことである。切って

も切れない関係があるのではないか。第三に、里山保

全することで戸沢村が住むのに適した環境である限り、

そこで成長する子供たちにとって良い教育になるだろ

うということである。戸沢村の学校は小中一貫校の一

つしかないと聞いた。そこでは、地域と密着した教育

が行われているのだそうだ。都会では得られない経験

である。地域全体で子供を育てていく、私はそういう

教育を尊重したいと、この体験を通じて強く思った。 
 以上より、里山保全はするべきである。そのために

はどうしたらよいか。私からは山菜を使った料理コン

テストを提案したい。その概要をまず示す。 
 地域の人で有志のグループを募り、料理を創作して

もらう。コンテストではブースに分かれ、その料理を

ふるまう。このとき、村に来てもらって知ってもらう

ことを第一とするので、できるだけ安価で食べられる

ようにする。食べた人に投票してもらって優勝を決め

る。加えて、農家民宿や農業体験、間伐作業や薪割体

験などへの派生もする。 
 次に、このコンテストを提案する理由を示す。一つ

目に、山菜はこの土地の名産だからである。戸沢村を

知ってもらうためには山菜なしでは語れないと思う。

二つ目に、地域の人が山菜料理を考えるということで、

自分たちで村おこしをするという思いを持てるからで

ある。外からやってきた人から指示されてやったこと

を長続きさせるのは難しいと思う。当事者になっても

らうことが必要だ。三つ目に、たくさんの人に来ても

らえば、里山保全を知っている人が増え、協力しても

らえる可能性が高まるからである。 
最後にこのプログラムで考えたことを述べたい。この

情報化社会で、バーチャルに繋がることを強要される

日々に我々は疲れ切っている。そんな状況の中、戸沢村

で、汗を流して体を動かすこと、おいしいものをたくさ

ん食べること、人と人との暖かなコミュニケーションが

その疲れを癒してくれた。それは感謝とともに、再度の

訪問を望ませるに十分に足るものだった。この魅力は戸

沢村の大きな力である。こんな素晴らしい山形があった

のかと強く思わされた体験だった。 
 

工学部 柳原 悠吾 

戸沢村での２回にわたる計４日間のフィールドワー

クの活動において、村の方と交流をすることで地域の

繋がりの強さや温かさを感じた。また、里山の自然の

恵みや食材の豊かさを強く感じることが出来た。 
これまで食材というものは、当たり前のようにスー

パーで購入していた。しかし戸沢村では、当たり前に

豊富な食材が村の周りの里山にあるのだ。様々な山菜

が育っており、採っても食べきれないほど収穫するこ

とができることは衝撃的であった。都会ではワラビな

ど一部の山菜しか売っておらず、少量であり値段も張

るものである。一方、里山には４０種類ほどの山菜が

ある。戸沢村ではすべての里山にある山菜を食べるの

ではなく、地域により食べる種類が異なることを聞い

た。また同じ種類の山菜でも地域によって育つ土壌の

違いで、粘り気や香りが異なるものになるようだ。こ

の違いを戸沢村の食の特色としてさらに伝えることが

できるのではないか。普段山菜を食べることが無いと

いう人に向けて発信して、違いに興味を持ってもらう

ことが重要だと考える。 
そして、この村の魅力を伝え続けていくには、里山

があり続けなければいけない。里山は苗木を植樹して、

間伐・除伐といった管理を何十年も続けて、育った木

を伐採して利用するといった循環がある。しかし現在

は人の手が入らないことで、動物が人間の生活圏に近

づくことやナラ枯れが広がり土砂崩れを起こしやすい

環境になっている。ナラ枯れというのは、ナラの古木

の樹幹に虫が侵入して虫の持つ菌によって木が枯死し

てしまう病気である。これは古いナラの木を伐採する

ことで防ぐことが出来る。しかし高齢化や人材不足と

いった理由で手が行き届いていなくなっているのだ。

この問題を解決するためには定住して里山に関わる人

を増やすだけでなく、農業や林業に興味のある人に向

けて中長期的に滞在して村の人たちが行っている作業

に参加できるプログラムがあればいいのではないかと

考える。生活場所も民泊以外に戸沢村にある小屋のよ

うな所で泊まれるように整備できたらいいのではない

か。戸沢村に関心を持ってもらい人に来てもらうこと

が、里山を守ることにつながるはずだ。 
今回のフィールドワークを受講して、この地域でし

か出来ない里山での活動を幾つもすることができた。

戸沢村の地域の方にとっては当たり前のことでも、自

分にとっては普段はすることができない体験なので、

ここで得た学びを忘れずに活かしていきたい。 

 

工学部 大舘 洋音 

私は戸沢村で人間が本来大切にしなければいけない

ことに気付くことができた。それは、人と人のつなが

り、自然との共生だ。今回の 4 日間で戸沢村について

全て知れたわけではないが、戸沢村に真剣に関わって

みなければ分からないことがたくさんあった。 
 人と人のつながりということで、この戸沢村では地
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域の結びつきというものに驚いた。そば作り体験をし

たとき、その家の小さい子をまるで自分の子のように

じゃれていたり、接したりしている地域の皆さんを見

て、子供は本当に地域の宝なのだなと感じた。 
子供だけでなく、どこに行っても誰と話してみても

その人達からは優しさや思いやりが感じられた。また

林業やキノコの菌植えなど、一人でやるには大変な仕

事を地域の皆さん全員で助け合い、続けていることを

聞いた。その話からは苦しい話、つらい話もあったが、

楽しい話をしているのが大半だった。今の時代、企業

に勤める人が多い時代ではあるが、人と人の結びつき

や地域間の思いやりというのも現在の日本に失われて

いる一つの要素だと考える。自然との共生ということ

で、戸沢村の森林には正直山育ちのわたしも驚かせら

れた。山菜採りに行ったとき、初めて戸沢村の山に入

ったが緑が生い茂っていて、多少の管理はあるが、人

口のものが一切ない光景にも驚いた。山菜にも種類が

多く、店だと買わないと手に入らないがここではただ

で採れるという言葉も印象に残っている。また、移動

中や山小屋から見た戸沢村には田畑がたくさんあり、

お金を稼がなくても豊かに暮らせることも学んだ。お

金があれば豊かだということではなく、本当の豊かさ

は自分が暮らしやすいかどうかなのではないかと感じ

た。 
また、杉材の間伐・除伐をした時に人口が足りなく

て、森を管理する人が少ないため、気が生い茂り、動

物が増殖し、動物の住み方と住民の住む場所が近づい

ていると聞いた。住民の安全を守るためにもこの問題

には真剣に取り組まなければと感じた。戸沢村は過疎

が進んでおり、人口を増やすためには戸沢村の魅力を

村に住む子供たちや、里山に興味のある方たちに戸沢

村を知ってもらうための企画を立てれば自然と人は集

まるのではないかと考える。具体的には、村で採れた

木でログハウスを作って一週間住んでもらい、戸沢村

の良さを知ってもらえたらと思う。今回戸沢村で学ん

だ、つながりと共生という言葉を忘れず、自分の夢に

も行かせる部分はあると思うので、今後に生かしてい

きたい。 

 

農学部 佐藤 穂昂 

もがみ、戸沢村は一泊二日を二度体験するだけでは

全てを知ることが出来ないほどたくさんの魅力であふ

れている。山菜料理はどれも美味しいし、里山に入れ

ば普段はあまり目にする事のできない自然が私たちを

癒してくれる。なにも無いところだと思う人もいるか

もしれないが、都会にはないものやここに来ることで

しか得られないものが多くある。それを多くの人に体

験してもらうにはまず存在や特徴を知ってもらうこと

が第一歩だと思う。たまたま私たちは大学の授業で戸

沢村を知り、その魅力を体験することが出来た。こう

いった出会いがなければ戸沢村の魅力を知ることはで

きない。よってこういったきっかけをどう増やすかを

考えていく必要がある。若い人をターゲットにするな

らば SNS でのPR は大きな意味を持つだろうし、大人

をターゲットにするならば旅行のツアーなどに戸沢村

を組み込むことで多くの人に戸沢村の良さを伝えるこ

とが出来る。また、体験した私たちがこの思い出を風

化させないことも PR につながると考える。体験を終

えた今体験談を語ることは勿論、何年後かにもこの経

験を語る機会がくるかもしれない。こうして戸沢村の

魅力を知る人が増えていくことが村の活性化につなが

ると思う。一方で課題もあるのが現状だ。森林の整備

が行き届いていないことが原因で動物の生息域が村の

すぐ近くにまで及んでいたり、炭焼き等の技術の後継

者も不足している。これらの解決のためには若者の手

が必要だ。こういった体験の機会を増やしていき、現

場を見てもらい実際に肌に経験することが村への興味

へとつながる。他人事だと思っていた問題も一度体験

することでぐっと距離が近くなる。 
今回の体験では戸沢村の自然や料理を楽しむことだ

けでなく、協力してくださった方々の暖かみに触れ

色々なお話を伺うことで、改めて地元山形の素晴らし

さを感じることが出来た。また戸沢村を訪れたり、他

の村を訪れて違いを見つけたりすることでより一層地

域のことについて理解を深めていきたいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農学部 清水 兆太 

私は計４日間のフィールドワークで様々なことを体

験し、そして学んだ。戸沢村角川地域で体験したこと

として、山菜取り・山菜料理・きのこの菌植え・杉の

間伐・除伐などが挙げられる。これらの体験を通して

私が考えたことは、圧倒的に若い世代の人たちが少な

いということである。 
様々な体験をしたからこそ分かることであるが、戸

沢村角川地域でに生活のため日常的に行わななければ

ならないことは、肉体を酷使しなければならないもの

が多い。例えば山菜取りでは腰をかがめた状態にして
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いなければならないし、きのこの菌植えではドリルで

穴をあけ菌を打ち込んでゆく作業を数日の間、丸太何

百本分とつづけなければならない。そして、これは体

験したことではなくお話を聞かせていただいたことで

はあるが、木炭を作る際の炭焼きという工程では、炭

焼き窯の前で、泊まり込みで火加減を見なければなら

ないらしい。このように肉体的に厳しい作業が続くこ

とから、体調を崩したり怪我をしたりすることもある。

その際、若い世代の人がいればサポートをすることが

でき、村の人も安心して生活できることであろう。 
また、村の人には若い世代が少ないことから若い世

代の視点が足りていないように思える。私の視点では、

戸沢村には素晴らしいものがたくさんあるように思え

た。それは、採り立ての新鮮な山菜であったり、都会

ではできない間伐の体験であったりである。これらの

体験は村の人にとっては大変な作業であっても、初め

て作業するものにとっては大変に新鮮で楽しいもので

あることであろう。このようなことをもう少し村の人

に知ってもらい、村の外の人に村の良さを PR してい

くことが必要である。そして、村の人からの説明があ

った際、方言や聞き取りにくい部分があった。このよ

うな時でも、若い世代の人、特に戸沢村出身ではない

人がいれば方言や聞き取りにくい部分に気づきサポー

トすることも可能であろう。また、若い世代の視点か

らの視点として、村では形態の電波がつながりにくか

った。これは、体験した人がすぐに SNS を通じて情報

を共有できなく、せっかくの情報の拡散の機会をなく

してしまう。そのため、フリーの Wi-Fi スポットの設

置を提案する。 
これまで主に改善点の指摘となってしまったが、戸

沢村は大変に魅力的な場所であり私自身大変に満足で

きる場所であった。であるからして、現在指摘されて

いる課題を解消するため、若い世代の参入があればさ

らに魅力的な場所として知られるであろう。 

 

農学部 鈴木 惇司 

私が計 4 日間のフィールドワークで戸沢村の角川に

滞在して最初に思い浮かぶことは、周りに誇れるもの

を沢山持っているのに、それを活かし切れていない、

宝の持ち腐れのような状態だということだ。 
戸沢村では、炭焼きができる人が減少していたり、

間伐が不十分なため、野生の動物が人の住む領域に踏

み込んできてしまっていたりする。これらは全て、圧

倒的な人手不足が招いた事態だと言える。人口が減少

している原因として、住人たちは「何もないところだ

から。」と、口にするが、本当にそうだろうか。外から

来た私には、都市部にないものが揃っていると感じた。

山の中で、まさに取り放題だった豊富な山菜。都市部

では味わうことのできない、息を呑む程に雄大な自然。

これらが地元の人にとっては当たり前のことで、その

良さに十分に気が付けていないと感じた。一掴み 500
円ほどで売買されるミズが、最高に新鮮な状態でいく

らでも食べられる。少し山の中に入ると、樹齢 1200
年の杉の木が迎えてくれる。このような角川の良さを、

地元の住民は再確認するべきだろう。そしてその再確

認した、「当たり前」を大々的に PR するべきだろう。

人口の減少に歯止めをかけたい、増加傾向にしたいと

考えるのであれば尚更だ。イベントなどを通してその

地域に興味を持ったとしても、「当たり前」である普段

の生活を知らなければ、そこに移住しようとは思わな

い。「当たり前」を知って初めて、移住の決意を固める

のだ。 
また、林業や農業の次世代の担い手となる若者を呼

び込みたいのであれば、Wi-Fi スポットの充実が不可

欠であろう。山の中で電波が入らないのは理解できる

が、山の中でない公道でも電波が入らない場所が多々

存在しているのは、ストレスにしかならない。そこで、

フリーの Wi-Fi スポットが充実すれば、若者でも戸沢

村に馴染むだろう。 
以上の 2 つのことを実践すれば、宝の持ち腐れであ

る、現在の状況を打破し、戸沢村の人口減少の解決の

糸口になると、私は考えた。 
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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 29 年 6 月 10 日(土)～11 日(日)、7月 8日(土)～9日(日) 

 

○受 講 者：佐藤 夏希（発表）、瀬尾 怜花（発表）、山田 英恵（発表）、小野寺 聖司（発表）、

大庭 璃々（記録）、新関 燿（発表）、小林 孝輔（記録）、菊池 和香（発表）、竹井 

梨紗（記録）、山地 潤心（班長）、木村 一真（発表）、渡邊 宏樹（発表）、見波 侑

（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】６月１０日（土） 【１日目】７月８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１１日（日） 【２日目】７月９日（日） 

09:00 戸沢村農村環境改善センター集合 

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 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－トコーンなど） 

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！」 

 

人文社会科学部 佐藤 夏希 

一回目のフィールドワークに行く前の事前学習で戸沢

村について調べたとき、「村」ということから、人口が少なく、

高齢化が深刻で若者が少ない、いわゆる限界集落のよう

な場所を想像してしまった。そのため、一回目のフィール

ドワークではどうしたら若者が増えるか、どうしたら観光客

が増えて地域の活性化につながるかということを考えようと

思っていた。二日間でオカヒジキの草取りや夏野菜の仮

植などの農業を体験して、地道な果てしない作業を高齢

者が続けるのはとても大変なことだと感じ、一層その思い

は強くなった。 

 しかし二回目のフィールドワークを終えた今、一回目の

時とは違う考えに変わった。それは、村の人々はとても元

気で温かく、「田舎」だからこそできることばかりで、今の状

況を大きく変えることはリスクになるということだ。村の人の

お話では、幻想の森という樹齢千年を超える杉林が鉄道

会社の CM に使われたことから観光客が増え、杉の木が

傷つけられてしまったことがあったそうだ。また、一日目の

夜に班員たちでホタルを見たり道路に寝そべって星を眺

めたりしたことは、私たちが住んでいるところでは滅多に

できない貴重な体験だった。だから、観光客をむやみに

呼び込むことは時にリスクになると考えた。 

 ところで、最上地域は県内の他の地域とは異なり農業販

売額が増えているそうだ。私たちが宿泊した民宿の方も、

契約農家として県外の飲食店にパプリカを提供しているそ

うだ。私はこのような農業を通して戸沢村を活性化できると

思う。具体的には、伝統野菜を使ったレシピを考案しメデ

ィアや SNS を通して発信することだ。そうすることでその野

菜の需要が増え、伝統野菜の継承にもつなげられると考

える。一日目に伝統野菜を使って考案した料理を実際に

作ったところ、意外とどんな料理にも合い、またいつものと

は違う新鮮さも感じたからだ。 

 計四日間のフィールドワークで、私は地域振興の多様

さと人と人との温かいつながりが特に印象に残った。今後

様々な場面でこの体験を思い出し生かしていきたいと思

う。 

 

人文社会科学部 瀬尾 怜花 

今回のフィールドワークでは計 4 日間、戸沢村の方々

にお世話になった。 

一回目の訪問では、野菜の定植やオカヒジキの雑草取

りをした。大人数で短時間の作業ではあったけれどとても

大変で、農業の大変さを、実際に身をもって感じることが

できた。また、大変だからこそ農業はやりがいのある仕事

だということもわかった。今回は栽培のほんの一部の作業

しかできなかったけれど、実際に自分で一から育てたもの

ができたときの達成感はかなり大きいのだと思った。農業

体験をして一番に感じたのは、農家の方々へのありがた

みだった。普段何気なく食べている野菜がこんなにも手間

暇をかけて作られているということを改めて考えることがで

きた。 

二回目の訪問では、伝統野菜を使ったレシピを自分た

ちで考え、作り、郷土料理を教わりながら作るという活動で、

食を通して戸沢村を知ることができた。レシピを考えるにあ

たって、伝統野菜についていろいろ調べ、ひろっこやえご

まのことを知った。さらに、実際に見て食べて、えごまはし

その仲間であることや、ひろっこは生のままだと結構辛み

が強いことなどを確認し、感じることができた。郷土料理作

りでは初めて食べるようなものが多くて、新しい体験をする

ことができた。どちらの料理でもとれたての野菜が使われ

ていて、とても新鮮でおいしかった。普段スーパーで買う

野菜とは大きさも全然違っていて驚いた。 

また、村の方々の温かさをとても感じた。村全体で家族

のように仲良くて、私たちにも親切にしてくださり、小さな

村だからこその雰囲気なのだなと思った。 

農業や郷土料理体験に加えて、夜に星や蛍を見たり、

自然の音やにおいを感じたり、普段の生活ではできない

ようなことをたくさんさせてもらった。最初は人を増やすた

めになにをするべきかと考えていたが、活動をしていくに

つれて、いまのままの戸沢村だからこそある魅力がたくさ

んあることに気づいた。だから、人が減っているからといっ

て、ただ人を増やすために改善点を見つけることが重要

ではないのだと学ぶことができた。 

今回の活動で農業や村おこしについて気づかされること

が多くあった。この経験をこれからの生活で活かせるように

しっかり覚えておきたい。 

 

医学部 山田 英恵 

1 回目の活動では、１日目にそば打ちとおかひじき畑の

雑草取り、2 日目にからどり芋、ピーマン、トマト、キャベツ、

里芋の定植を行った。2回目の活動では、1日目に学生提

案料理作り、笹採り、しその葉採り、えごま定植、2 日目に

郷土料理作り、秋野菜の播種を行った。 

そばは粉をこねてのばして形を整えて切ればできると

思っていたが、こねるときに菊の模様を作るように折り込ん

でいく菊練りという技法があることや、空気を抜くために円

錐形に整えることなど、今まで知らなかった工程が多々あ

り、そば打ちは奥が深いと感じた。また、郷土料理作りで

は笹巻きの作り方を教えていただいたが、1 回で覚えられ

るほど簡単ではなく、やはり長年の経験が物を言うのだな

と実感した。そば打ちと郷土料理作りの体験を通して、角

川地域では高齢化が進んでおり、伝統的な技や文化を伝

える人が減少してきていると思うので、若い世代に積極的

に伝えていき、この伝統を絶やさないでほしいと感じた。 

畑での作業を通して、最初は土に触ることが新鮮で畑

作業は楽しいと思っていたが、長時間膨大な量の苗を作
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り続けたり、畑に定植したり、雑草を取ったりすることは、若

い私たちにとっても重労働に感じた。私たちが体験した何

倍もの仕事量を高齢の方が少人数でこなさなければなら

ないので、安易に農作業を楽しいと考えてはならないの

だと実感した。 

今回のフィールドワークを通して、農業の大変さを強く

感じたが、それと同時に戸沢村に行かなければ知ることが

できなかった魅力も発見することができた。まずは、美味

しい野菜。美味しい水と肥沃な土壌によって甘みの強い

野菜が育っていた。次に、豊かな自然。蛍や星、川のせ

せらぎや風の気持ちよさなど、パンフレットではわからない

ことを身をもって感じることができた。そして戸沢村の人々

の温かさ。私たちが笹巻きの作り方をなかなか覚えられず、

何度も質問してしまったが、そのたびに丁寧に教えてくだ

さった。民宿ではおかみさんや旦那さんのおかげで初め

て会った他のお客さんともすぐに打ち解けて楽しい時を過

ごすことができた。また、地域の方が私たちを指導してくだ

さったスタッフに声をかけているところを見て、角川地域の

人々は一つの家族のように強い絆で結ばれているのだな

と感じた。戸沢村の人々に会い、人との出会いを大切にし

たいと強く感じた。 

 

医学部 小野寺 聖司 

今回のフィールドワークでは計 4 日間戸沢村の方々に

お世話になりました。1 回目はそば打ちや苗の定植、ピザ

作りなど様々な事をしました。そば打ち体験は今までで 2

回くらいしかやったことがなくあまり上手には作れませんで

したが、自分で作ったものは美味しく感じました。野菜の

定植では、ビニールシートのようなものを土にかぶせ穴を

開けて植えていきました。12 人でやったため少しの時間

で終わりましたが、疲れてしまったので、これを 1 人や2 人

でやっている農家の方の苦労を身にしみて感じました。ま

た、定植とは別におかひじきを栽培している畑の雑草とり

をしました。その時、雑草とおかひじきの見分け方などそ

こでしか学べないことを体で体験できてよかったです。 

2 回目は、グループごと伝承野菜を使った料理を提案し、

つくり食べました。また、地元の方に教えていただき郷土

料理をつくりました。自分のグループは冷製パスタをつくり、

女子の班２つは春巻きとプリンを作ってくれました。冷製パ

スタには地元でとれたひろっこの根やキュウリ、えごま油な

どを使いとても美味しくできました。作業中思ったのはひ

ろっこの根はすこしネギっぽい感じがしたのと、キュウリが

とても大きく瑞々しかったことです。これがとれたてなのだ

と思いました。春巻きにはシソとささみを使用していてとて

もヘルシーで美味しかったですし、エゴマを使用したプリ

ンも珍しくとてもおいしかったです。各グループ料理を作

るためにいろいろ野菜について調べたと思うのでいい経

験になりました。また、郷土料理作りでは笹巻き、しそ巻き、

きな粉ご飯などを作りました。どれも初めて食べたものば

かりで新鮮でした。しそ巻きの中の味噌のようなものは各

家庭ごと違う配合らしく、教えていただいたものと民宿でい

ただいたものでは味が違いました。笹巻きは丁寧に教え

ていただいき初めて自分で作りました。郷土料理の作り方

を直接教えていただいて良い経験になりました。 

今回のフィールドワークでは伝承野菜栽培や郷土料理だ

けではなく戸沢村の風景や人々のあたたかさを学べまし

た。戸沢村には村全体を見渡せる丘があったり空を見上

げると満天の星空がみえたり、蛍が見えたりととても素敵な

景色を見ることができました。また、戸沢村での生活にあ

たり戸沢村の人々と様々な交流することができ、戸沢村の

人々のあたたかさを肌で感じることができました。今回の

フィールドワークに参加してとても良かったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 大庭 璃々 

今回のフィールドワークでは農作業のことについて

ももちろんだが、地域おこし協力隊の皆さんから多く

のことを学んだ。その中でも一番心に残ったのが、“主

体的にやることの大切さ”である。角川の地域おこし

協力隊の皆さんは、一人一人が角川を発展させようと

主体的に取り組んでいて、その姿勢は地域おこしにお

いてだけでなく、大学の学びにおいても非常に重要な

ことであると思った。これからの大学生活を一層実り

あるものにするために、常に主体的に学ぶ気持ちを持

って物事に取り組んでいきたい。 

反省から得たこととしては、初日の報告会では科学

技術を活かして、より効率的・生産的なものにしよう

ということばかりを重視していたが、地域の伝統、予

算面などを考慮すると必ずしもそのようなことばかり

が重視されるべきではなく、そのようなことを考慮し

た上で構想を練るべきであり、地域を知ることの大切

さを知った。地域を知るには、現地に赴いてはじめて

得たものがほとんどで、“まずやってみる”ことが多く

の問題の解決に繋がると実感した。 

また、自然豊かな角川の魅力は終始圧倒された。該

当がほとんどないため、夜は月が太陽のように輝き、

その光はカーテンをも通すほどである。高い建物がな

いため、視界を遮るものもなく、夜の星空を眺めるこ
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とができる。「自然に囲まれた地」特有の涼しさがあり、

クーラーの涼しさとはまったく比べものにならないほ

ど心地よいものであった。また、野菜の栽培において、

工学部として科学技術の面でアピールしていきたいと

いう気持ちがあり、このフィールドワークに参加した

が、前にも述べたように、効果の高いフィルムは高価

であまり手が出せないなど、技術はあっても実用性が

低いことが多かったので、技術を開発することだけで

なく、せっかくある技術をもっと多くの人が気軽に利

用できるように、将来技術者の立場として考えていく

べきである。 

 

工学部 新関 燿 

私がこのプログラムを希望したきっかけは農業を体

験してみたい程度のものだった。山形に住んでおきな

がら一度もまともな農作業をしないなどあってはなら

ないとさえ感じていたため、やる気は確かだった。し

かし現地へ赴き活動をしていくと、実際にやらないと

感じなかったであろう農村の課題、自分たちの考えの

未熟さ、認識の甘さなど想像もしなかった経験をする

こととなった。そのなかでも私が最も印象的に感じた

ことが三つある。 
一つ目が地味で体にこたえる農作業の大変さだ。苗

植え、プランター作り、支柱たて等の作業をしたが、

なんといってもオカヒジキの畑の草取りの作業が一番

体にこたえた。はえたてのおかひじきは 10cm にも満

たない大きさで周りの雑草とも酷似しており、どれを

抜くのかという判断をするだけでも時間を要した。加

えて、抜いても抜いても一向にきれいになったように

感じられないことが疲労感に追い打ちをかけてきた。

たった一日作業をしただけでこのように感じるという

のにこれを何年も続けるとなると、その過酷さは相当

のものではないかと感じられた。やりがいを感じるに

はかなりの年数がかかるのであろうか。 
二つ目が物事を短絡的に考えてはいけないというこ

とだ。プログラム外の時間であったが、隠された角川

の観光スポットをいくつか紹介していただいた。幻想

の森と呼ばれる山奥の原生林が大半を占める森は以前

女優の吉永小百合さんが訪れ、その反響でたくさんの

観光客が訪れたそうだ。一見村に良いことが起きたよ

うに思われるが、観光客が来たことにより森が破壊さ

れてしまうという最悪の結果がおきてしまった。その

上肝心の経済効果は周りの大きな地区に吸い取られて

しまい、戸沢村としては大きな損害だけが残る形とな

った。「人が少ないなら魅力をアピールして人を呼び込

めばいい」と誰もが思いつくような立派な改善策がい

かに短絡的な考えであるかをうかがわせる。実際にそ

こで何が問題で何が一番の改善策なのかは、実地を通

して熟考しなければならない。 
三つ目はやる前から決めつけないということだ。上

記の二つにもつながってくることだがやってみて初め

て気づくことは多く、失敗してもやることに意義のあ

ることがあった。農作業をしたからその苦労をしるこ

とができ、戸沢村に行ったから高齢化の深刻さや住民

の地元愛、サイトには書いていない魅力を感じること

ができた。何かアイデアが浮かんだら恐れずにやって

みようと強く感じた。 

 

農学部 小林 孝輔 

４日間のフィールドワークを通して農村地域に対す

る考え方が大きく変わったと思う。農村地域という言

葉を聞くと自然豊かで景色が良い場所というプラスの

印象よりも、遊ぶ場所がなく過疎化に歯止めがかから

ないさみしい場所というマイナスの印象が勝っていた。 
 今回のフィールドワークでお世話になった戸沢村角

川地域に対しても訪れる前は同じような印象を抱いて

いた。しかし、実際に現地を訪れてみると人々の温か

さと深いつながり、地元を愛する心を感じる場所であ

った。野菜の植え付け、郷土料理作りで角川の方々と

交流する機会がたくさんあったが、特に民宿での宿泊

が私の考えを改めさせてくれた。4 日間とも阿部ご夫

妻の営む民宿にお泊りさせていただいた。地元の旬の

食材をふんだんに使った郷土料理と食後のご夫妻との

会話は一生忘れられない経験となった。都会では出回

ることの少ない山菜、近年民宿に関心がある外国人観

光客が増えて英語以外の観光パンフレットが出版され

たこと、民宿を営むためには法律と資金が壁となるこ

となど現地の人だけが知っている話題を数多くうかが

うことができた。 
 イベントを企画して角川を元気づける角川元気プロ

ジェクトの方々や、地元が好きな子どもを育てようと

頑張る教育委員会の野口先生など角川のために行動を

起こす人々の活躍も目の当たりにした。後継者が見つ

からない、子どもの数が減り続けているという現実を

受け止めながらもアイデアを出し合って活性化を図ろ

うと努力する人たちの姿に感銘を受けた。 
 角川での活動を通して農村地域は人の温かさと郷土

料理のような文化がぎっしり詰まった宝箱のような場

所であると考えを改めることができた。今回は角川で

活動をさせていただいたが、日本各地には角川と同じ

ような課題を抱えて悩んでいる農村地域が数多く存在

する。もっと深刻な状況の農村もあるかもしれない。

今後農村地域で活動する際はそれぞれが持つプラスの

面を伸ばすことを第一に考えて活性化に貢献したい。 

 

農学部 菊池 和香 

4 日間の活動を通して感じた戸沢村の魅力や学んだ

ことについて述べる。 
戸沢村の方々は、親切でとても温かかった。外の活

動では、暑さに気を使って麦わら帽子やお茶を用意し
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てくださり、いつも気さくに話しかけてくださった。

農家民宿では、戸沢村の伝承野菜や農業のこと、民宿

のこと等いろんな話を聞かせていただき、おかえり・

いってらっしゃいと家族のように接してくださった。

そんな人の温かさに触れ、戸沢村にまた来たいと思っ

た。そしてそう思うのは、お世話になった方々にまた

会いたいと思うからである。人の温かさは 1 番の魅力

に感じた。また、戸沢村は流れる時間がゆったりとし

ていて、自然豊かな場所だった。夜は人工の光がほと

んどないので、星空や蛍を見ることができた。他にも

幻想の森や長倉の大杉といった自然を感じられる観光

スポットがある。しかし、幻想の森は吉永小百合さん

が訪れたことがきっかけで一時期観光客が押し寄せた

際に、ごみをポイ捨てしたり木登りして枝を折ってし

まった事があったそうだ。人を呼び込むだけでなく、

自然を守ることも大切であると学んだ。そしてなによ

り食べ物が新鮮でおいしかった。ひろっこやえごま、

畑なす等の伝承野菜や、わらび、みず、タラの芽など

の山菜、農家さんのとれたて野菜など、都会ではなか

なか食べられない食べ物を堪能できた。味噌の種類も

豊富で、青ばこ豆の味噌やパプリカ味噌、えごま味噌

など戸沢村ならではの味噌をいただけた。そばが栽培

されるのは、小麦が育ちにくい土地だったからといっ

た環境との関係も知ることができた。戸沢村は兼業農

家の方が多く、えごまを栽培する農家さんはえごまの

人気が出る前よりは増えたそうだが、まだ需要に供給

が追いついていない。食材を宣伝するにも、農作物を

育てる農家さんがいて成立するので、それをふまえて

活動を考えなければならない。畑では草取りや苗の仮

植・定植を経験したが、大人数でも時間のかかる作業

を普段は個人でしている農家さんが多いため農作業を

楽にする方法が必要である。郷土料理からは、抗菌作

用のあるほおの葉や笹の葉でお米を包んだり野菜の切

り落としの部分も使うといった昔の人の工夫を学んだ。 
そして戸沢村では、地域おこし協力隊の方と連携し

てサマーパーティー、角川雪回廊物語などのイベント

を行っている。このようなイベントを開催したり村を

宣伝するにもいろんな縁があって、それが結果につな

がっていた。失敗を恐れずにまずはやってみることが

大切である。早速、班員で加工品のアイデアを考えた

ので、それらのいくつかが実現するように励みたい。 
 

農学部 竹井 梨紗 

私はずっと住宅や商業施設、ビルなどに囲まれて生

活を送ってきた。今回、フィールドワークがあると知

ったとき、今までしたことがないことを経験してみた

いと思った。講義を受けて理解するのではなく、実際

に手や耳、鼻で感じながら戸沢村の自然や人々に触れ

たいと思いこのプログラムを選んだ。また、単純に戸

沢村の郷土料理を作って味わってみたいと思った。 

 1 回目の活動では、そば打ちや畑での作業、ピザ作

りなどを体験した。そばを打つのは初めてで、とても

難しかったが、自分たちで打ったそばは普段食べるも

のよりも何倍もおいしく感じられた。畑での作業では、

苗を植えたり、おかひじきの雑草取りをしたりした。

私たち 12 人で行ったため、短時間でも作業は進んだが、

農家の方が 1、2 人で 
行っていると知り、高齢化や人手不足を感じた。民

泊では、地元で採れた新鮮な野菜や山菜、お米を夕食

と朝食でいただいて、住んでいる地域に対する愛を感

じることができた。1 回目の活動を通して、普段感じ

ることのない自然の雄大さ、人々の温かさを感じた。

また、この戸沢村にどうやったら人が来るのかと考え

た。 
 2 回目の活動では、私たちで提案した料理をつくっ

たり、郷土料理をつくったり、農作業をしたりした。

新鮮な地元野菜や特産品のえごまを使って料理をした

ため、地産地消の素晴らしさを感じた。農家の方が丁

寧に郷土料理を教えてくださり、ここでしか味わうこ

とのできない味を若い世代に伝えていかなければなら

ないと感じた。民泊では、たくさんお話を伺って、泊

りにきたお客さんと話をすることが、1 番楽しくて人

生楽しいとおっしゃっていたことが印象的だった。ほ

たると夜空をみて、写真を撮って伝えられる風景では

なく、実際に肌で風を感じ、耳で水とカエルの声を聴

き、鼻で森の香りを感じたひとにしかわからない素晴

らしい風景だった。1 回目の活動後とは違い、観光客

を呼び込むことはよいことばかりではないと思った。

ごみの問題や杉の木が傷ついたことを聞いたからであ

る。 
 合計 4 日間、貴重な体験をたくさんすることができ

た。戸沢村の一番の魅力は地域の人々のつながりの強

さ、温かさである。初めて会った私たちを家族のよう

に迎えてくださった。今回感じたこと、思ったことを

忘れずにこれから過ごしていきたい。 
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農学部 山地 潤心 

今回のフィールドワークで、私は人としていくつか

大事なことを教えていただいたと思う。それらは作業

を通してだけでなく、現地講師や民宿の方々との交流

の中でも学ぶことが出来た。気づいた事は大きく３つ

ある。１つめに学ぶときに「偏見」は持たない方がい

いこと、2 つ目に物事を「短絡的」に考えないこと、3
目に「まずやってみる」ということである。 
まず偏見についてだ。私たちは現地に入ってすぐオ

カヒジキ農家の作業体験に向かい反省会を行った。私

の第一の印象は野菜の値段を聞いて少し高価だと思っ

たこと、販路が少なすぎるからもっと増やした方がい

いと思ったことが挙げられる。さらに農薬を使用して

いないので時に虫食いにあっており農薬を使用するべ

きだとも報告会の時に提案した。また、村に人口が集

まらず観光客も少ないので大大的に有名人を活用した

PR を行うべきだとも短絡的な改善策をあげた。班員に

も農薬の使用と機械化で効率化を挙げた人もいた。 
戸沢村は今と違い、昔は 3 つの集落に分かれていた。

それぞれの村で栽培されている野菜は異なり、土壌の

性質が根本的に異なっているので畑作か稲作かにハッ

キリとわかれている。最初にそこまで考えずひとくく

りに考えていたのは物事を多角的にとらえきれていな

かった。さらに多く人を呼び込みすぎた結果、マナー

をわきまえず樹齢 2000 年の木にのぼって破損させた

りごみを落として帰ったり、さらにお金を使って帰ら

ないのという事案が過去にあったということを教えて

もらった。それは過去に人をむやみに呼び込みすぎて

しまった為におこった。化学系の農薬を使えとも私た

ちは提案したが使わないことによって無農薬のオーガ

ニックとしてブランド化でき商品価値と需要が上がる

ということも学習できた。 
物事を第一印象でとらえてみるのも考え方として意義

はある。しかし、それを相手に押し付けるように言う

のは間違っていると思われる。なぜなら相手の考えを

否定することに繋がりかねないからだ。しかし、だか

らと言ってふさぎ込んでしまうのでは物事がよくなら

ないとも思う。これらの事は失敗から得られた教訓で

ある。故に失敗することで得られる経験も多いと考え

た。 
戸沢村に交流人口増加を今より増やすことについて

提案したい。私はこの 4 日間フィールドワークを行っ

て農学部の 2～3 年生に短期集中型で農家体験実習を

受け入れるのは面白いのでないかと思う。現在よりも

滞在時間が延び、農学部生が現場で実習する機会も得

られるからだ。また授業として作業を手伝ってもらえ

ば民宿への滞在で角川にお金も流れ、無償でより多く

作業力を得られると考えたからだ。 
 
 

農学部 木村 一真 

合計して 4 日間、戸沢村角川地区でお世話になった。

地元農家の方、地域おこし協力隊の方、教育委員会の

方など様々な方と接することができた。1 日目、午前

にそば打ち体験を行った。人生初のそば打ちだったこ

ともありとても新鮮であり、貴重な体験をさせていた

だいた。当然のことながら蕎麦屋で出てくるほどうま

くはできなかったが、自分たちで作ったものは格別だ

った。午後の野菜の定植では、ビニールシートを張り

実際に苗を植え、その後おかひじきの畑で雑草をとる

作業をした。雑草をとると聞くと簡単そうかと思うか

もしれないが、おかひじきと雑草の見分けが最初のう

ちは全然つかないために苦戦した。農作業を少人数で

こなしている現場の大変さが身に染みた。二日目のピ

ザ作りは、普段ピザにのせることのない戸沢村でとれ

た農作物をトッピングすることで今までにないピザを

食べることができた。 
2 回目は、グループごとに考えた伝承野菜を用いた

料理を作り、加えて、地元の方に教えていただきなが

ら郷土料理を作った。男子では、ひろっこの根やエゴ

マ油、キュウリを用いた冷製パスタを作った。すべて

がうまくいったわけではないが、自分たちで食材をど

う活かすか試行錯誤することは難しいながらも楽しく

もあった。シソ巻きについて作る人によって味噌の味

が違うということも面白いと感じた。また、エゴマ油

が体にいいなど様々な話を聞き、農学部で食品につい

て興味のある自分にとってはいい刺激になった。 
4 日間という短い期間ではあったが、タイトルの郷

土料理や伝承野菜について以外にも感じたこと、考え

させられたことがあった。高齢化などの地方でみられ

る問題についても気づき考えることがあったがそれ以

上に、地域の人と人との関わりやつながり、自然の恩

恵を直に受けた生活や風景などを視覚や聴覚など五感

を通して感じることができ、今回フィールドワークに

参加させていただいたことにとても感謝している。 
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農学部 渡邊 宏樹 

今回、私が参加した戸沢村のプログラムでは、地域

の伝承野菜と郷土料理というテーマで計 4 日間活動し

た。一回目は、そば打ちやピザ作り・夏野菜の定植・

おかひじきの雑草取りを行った。二回目は、実際に地

域の食材を使っての料理や郷土料理作りなどを行った。

どの活動も非常に貴重な体験であった。 
 私が戸沢村を訪れて最も印象に残ったことは、「人々

の繋がりの強さ」である。今の農村地域の課題の 1 つ

として高齢化が挙げられるがそれを感じさせないよう

な地域の人の温かさ・活力を感じた。戸沢村では、農

業者をはじめとする人々が自然や景観を守りながら家

族・近所の方や地域おこし協力隊の職員と共に協力し

助け合って生活している。私は今回のフィールドワー

クで、地域の魅力を肌で感じることが農村地域を考え

るうえで必ず必要であると思う。今では地域ごとにイ

ベントや体験活動などを企画している為、農村地域に

来る機会が増えている。このサービスを生かしてもっ

とたくさんのひとに農村の魅力や課題について考えて

もらいたい。今回は１０人以上で農作業などを体験し

たが実際は 1 人でやることがほとんどと思うと大変な

苦労である。特におかひじきの雑草取りは若者ならま

だしも高齢者にとっては体の負担が大きいはずだ。こ

のようなことは体験しないと絶対分からない。ただ座

学程度で勉強しただけでは表面的なことしか言えない。

「やりたいこと」と「できること」をつなげていくこ

とで農村地域の活性化につながる。農学を学ぶ者とし

て、今回のけいけんを通して戸沢村や地元の地域も含

めて自分がどんなアプローチができるか勉強しながら

考えたい。 
最後に、なによりもこの 4 日間は楽しかった。全く

知らなかった食材や戸沢村の良いところ多く知ること

ができた。すべてが新鮮で気持ちがよかった。実家に

帰ったら家族に教わった郷土料理を作ってあげたいと

思う。そして、戸沢村の職員の方をはじめ、民宿の阿

部さんご夫妻など多くの方に感謝したい。今回のフィ

ールドワークに参加して本当に良かった。 
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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 29 年 10 月 28 日(土)～29 日(日)、平成 30 年 1 月 13 日(土)～14 日(日) 

 

○受 講 者：朝野 里彩（発表）、古舘 純奈（班長）、王 金鈺(発表)、橋本 理那（発表）、陳 羿

文（発表）、菊田 健護（発表）、船水 智就（記録）、北島 陽（発表）、大沼 拓斗（記

録）、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２８日（土） 【１日目】１月１３日（土） 

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（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 山形駅東口発 

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２９日（日） 【２日目】１月１４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 山形駅東口着 
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授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文社会科学部 朝野 里彩 

七所明神巡りを通して、基本的な神社の参拝の仕方や

七所明神の由来を学ぶことができた。七つの神社それぞ

れに異なる体の部位が納められているということで、全国的

にもかなり珍しく、もっと多くの人に知ってもらいたいなと思

った。その中で私が感じた課題は二つある。一つ目は、神

社の管理である。七所明神のほとんどは個人で管理してい

る小さなものであるため、少子高齢化が進む現代で誰が管

理していくのかが問題となると思う。二つ目は、神社の中に

入れるということが参拝者に分かりにくいことである。それぞ

れの神社では中に入ることができ、そこには納められてい

る体の部位に関係のある物が置いてある。通常は鍵がかか

っているが、誰でも鍵を借りて中を見ることができる。しかし、

特に張り紙があるわけではなかったので、張り紙をするな

どもっと分かりやすくしたら参拝者はより楽しめるのではな

いかと感じた。 

萱刈り作業～御祭燈祭を通して、萱の組み立てなどの

御祭燈祭の準備や山大生カフェ「てらこや」の運営など今

まではお祭りに行く側だったけどお客さんを迎える立場を

経験することができた。その中で、萱刈りと萱の組み立て作

業は重労働で高校生や大学生などの若い人の力が必要

であると思ったし、伝統のあるお祭りを守っていくためにも

若い人にどう関わってもらえるかが課題になってくると感じ

た。 

４日間を通して、山形の郷土料理である芋煮と納豆汁を

調理している時やはけごの製作体験のときなどで地域の人

の話を聞く時間もたくさんあった。その中で、大人も子ども

も交流できる場としてこのような活動をしていくことが地域に

ある伝統を後世に残していくための良い機会になるのでは

ないかと強く感じた。 

このプログラム全体を通して、七所明神含めその地域に

伝わるもの・イベントをずっと残していくためには若い人に

関わってもらうことが大切だなと感じた。具体的には小学生

とその親を対象に、七所明神それぞれにクイズを設置して

全問正解出来たら景品を渡したり、御祭燈祭でマシュマロ・

かまくらのような小学生がお祭りに来て楽しめるものを企画

したりするなどである。座談会のような和気あいあいとした

雰囲気で七所明神の由来を伝えていくのもいいかもしれな

い。そうすることで神社やお祭りを身近に感じてもらえると

思うし、幼いころから地域活動に触れていくことで、神社の

管理や御祭燈祭の運営などに若い人が積極的に関わって

くれるのではないかと私は思う。 

 

人文社会科学部 古舘 純奈 

七所明神は15代天皇である応神天皇の皇子、大山守命

を祀ったお宮である。大山守命の兄である難波皇子と、父

である応神天皇の皇位を譲り合う。のちに、兄の難波皇子

が皇位を継承し、大山守命は悪臣に利用されることを恐れ、

京都から東路へと旅立つ。しかし、このことが悪臣たちに

「大山守命が謀反を起こそうとしている」とささやかれる原因

となり、大山守命は庄内地方で討たれてしまう。大山守命

は、いまわの際に「自分の体を7つに切って、 上鮭延庄

に祀れ。」と遺言を残した。左手は鳥越、右手は角沢、胴は

升形、男根は本合海、左足は京塚、右足は松坂、首は宮

内と、それぞれ祀られた。 

左義長は小正月に行われる火祭り行事で、一般には正

月15日前後に行われている。呼び方は地域によって様々

で、左義長のほかにどんど焼き、御祭燈、おさいど、おん

ぺ焼き、祖神祭り、三九郎焼き、鬼火がある。萱を中心に、

木材などを塔のように積み重ね、その周りに正月飾りなど、

家庭から持ち寄られたものを置く。 

はけごとは、腰につけて用いる、竹や藁で編んだ籠のこ

とである。もがみのプログラムでは、竹や藁の代替品として

ＰＰバンドを使用し、製作した。固定するための接着剤や糸

は一切使わず、編むだけで形を作っていく。 

「七所明神伝説と地域活動のあり方を探る」というタイトル

を見たとき、正直なことを言わせてもらうと、伝説を知ること

と地域活動を考えることには何の意味があるのか分からな

かった。もがみを通し、講師の方々のお話を聞いていく中

で、 終的な目標は「七所明神社の境内が荒れないように、

きれいに保つことである」と知り、後継者育成という意味がタ

イトルには含まれているのではという考えを持った。この視

点で今回のプログラムを見ると、目標を達成するには問題

点があり、それが顕著に表れていたのは御祭燈である。後

継するだけの十分な人もいれば、土地的にも住宅地という

恵まれた環境下に神社がありながら、若い世代が訪れず、

初めて来たという大人の方も見受けられた。このことから、

七所明神社は地域との密着性がないと言えると思う。密着

性を高めるためには、まず知ってもらうことが大切であるが、

地域活動として成立させるためには地元をターゲットにす

る必要があるので、広報活動を地元の小中学生と連携して

行うのはどうかと考えた。若い世代は、親などの上の世代と

共同して生活しているため、小中学生が活動することで、

情報が耳に入りやすくなると考えたのが理由である。 
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地域教育文化学部 王 金鈺 

今回の活動で伝統文化の伝承に対して、伝統文化は

外部に見せるためではなく、自分たちが楽しむためのもの

であるということを感じた。二回目の相談会でも「地方活動

の 終目標は七所明神をきれいに保存する」と保存会の

会長さんから教えられた。そして、地域の人の愛着こそ七

所明神を伝承し続けられる力であると認識した。そのため、

まず地元の人に良く七所明神に関わる伝説や伝承現状

や伝承組織などを知らせ、そして愛着や誇りを育てるのは

いいと思う。手段として、地元の人の神社と接触する機会

を増やすことは必要ではないであろうかと思う。たとえば、

神社の雪かきの仕事をボランティアに任せることや地元の

学校で関わる知識を教えることなど、出来る限り七所明神

の情報をしてもらうのはどうであろうか。 

インタネットを活用して関連する情報をデータ化するこ

とが効果的な手段と思う。七所明神の PR 力が足りない現

状で、地元の学校や行政に協力してもらい、新庄市公式

ページの観光情報欄などで情報を掲載したり、七所明神

神社で開催する行事を DVD や研究書などいろいろ作っ

たりすることで、外力とのつながりが深くさせて支援をもら

える一方、七所明神を外界特に七所明神関係者以外の

人に知らせる。なぜかというと、七所明神神社の来訪者は

主に神社の周りの方々で、そうすると七所明神神社は限ら

れた範囲で伝承しているからである。また、保存会の人か

ら宣伝手段は主に周りの掲示板にポスターを張ることだと

教えられた。知ることさえできないなら、魅力を感じさせら

れなくて伝承する意欲があるのは難しいのは言うまでもな

い。ですから、情報をデータ化して、更新しやすくて現地

に行かなくても簡単に情報を手に入れられる。七所明神を

伝承する者同士でしか分からない状況を防止するべきだ

と思う。 

伝承していくため、若い力は必ず欠かせないものであ

る。つまり子どもの心に七所明神を保存し、伝承する考え

を育てることが考える余地があると思う。たとえば、七所明

神の伝説に関わる読みやすい絵本や漫画をすることや、

神社で伝統文化の体験会（うち餅やはけごを作る）など、

さまざまな形式で七所明神と子どもの間の距離を縮める。

さらに、例として挙げた絵本や体験会などを作るとき、子ど

もの力も借リた方がもっと効果的だと思う。保護する過程に

実際に参加して、いつの間にか好きにさせるかもしれない

からである。 

活動に参加して、自分もいろいろ成長でき、よかった。

新庄市で熱心で素晴らしい人と出会い、よかった。留学期

間の良い思い出になり、よかった！ 

 

地域教育文化学部 橋本 理那 

新庄市にある「七所明神社」とは、応神天皇の皇子、大

山守皇子を祀った神社である。死に際に大山守皇子は、

「我を七つに斬って、 上鮭延庄に祀れ」と言い残したた

め、遺体を頭・右手・左手・胴体・右足・左足・男根の七つに

分け、それぞれを新庄市の中心に葬られたことが始まりで

ある。七つの遺骸はそれぞれ違う場所に埋葬されたため、

七つの神社として崇拝されるようになった神社である。特に

健康を守る神として、地域の人々に信仰されている。 

一回目の活動は七所明神の由来についての講義、そ

して実際に神社の巡検を行った。特に神社の巡検に関し

ては、実際に七つの神社を巡り、新庄市から戸沢村、鮭川

村まで移動してお参りをした。一つ一つの神社において、

右足が祀られている神社では足の怪我にご利益があり、

男根が祀られている神社には子孫繁栄、安産祈願といっ

た意味がそれぞれ込められている。健康とは、人間の体

の部位がどれか一つでも悪いと健康とは言えず、体調を

崩してしまうことが多い。すべての部位のバランスがとれた

状態をいうものである。七所明神社のそれぞれの神社に

違ったご利益や意味があることから、人間の体の部位一

つ一つは大切で、バランスを取ることが健康である、という

考えが昔から根付いていることに気づくことが出来た。 

二回目の活動では、御祭燈 左義長の準備、設営ブー

スの運営を行った。左義長とは小正月に行われる火祭り行

事の一つで、火の中に正月飾りや書き初めなどを投じて焼

く行事である。行事は神社の敷地内で行った。その中で高

齢者の方とお話しすることや、小学生の子供たちと遊ぶ機

会があった。「大学生みたいな若い世代の人と話せてうれ

しい」、「大学生のお兄ちゃんやお姉ちゃんが遊んでくれて

楽しかった」というような声を頂き、大学生のような若い世代

が周りを明るくし、元気づける力を持っていることに気づくこ

とが出来た。 

初は、七所明神社や御祭燈へ訪れる人の少なさから、

私たちのグループはただ単に観光客を増やせばいいので

は、という考えや、神社の情報をSNSでどんどん発信すべき

ではないか、というアイデアを抱いていた。しかし、本来の

目的は「七所明神社を綺麗に保つこと、守っていくこと」で

あり、集客ではないことに気が付いた。また、新庄市から遠

く離れた人々に来てもらうのではなく、七所明神社の近くに

住んでいる人、その地域の人々がより神社に愛着を持ち、

守ってもらう必要があることに気づいた。さらに神社を守っ

ていくためには、後継者となる若い世代の人々の力が必要

である。だからこそ、近所の子供たちが大人になっても神

社から離れず、守っていきたいという気持ちを育てるべきだ。

その種をまくという意味で、小学生のうちから御祭燈の準備

を手伝ってもらうことや、中学校で神社のイベントのポスタ

ーを作ってもらうことを通し、神社に関心をもってもらう機会

を学校と連携して行うことを提案する。そうすれば、自然と

神社のことを調べることや、行く機会が生まれるため、少し

ずつ子供たちの心に神社が根付いていくのではないかと

私は考える。 

 

地域教育文化学部 陳  羿文 

一回目はまず七所明神の紹介を話しした、前事前調査

の時七所明神に関する紹介はなかなか見つけない。先生
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紹介した後、巡りしに行った。巡り中先参観した神社に関

するクイズもある、全部十問ぐらいである。お昼の時、地域

の人と新庄についてお話しした。新庄の祭りと新庄弁は紹

介くれた。巡り終わって宮内に着いた早速晩ごはんの準

備した。翌日雨だけど萱刈り作業は予定通りする。泥だら

け、ちょっと怪我したけど完成した後本当に嬉しい、次回

の活動を楽しんしている。作業が終わり、お昼の芋煮を料

理して。 後、絵馬を描く、みんなの感想を発表した。 

二回目はまず前回の萱を利用し御燈祭の準備して置い

た。お昼は引っ張りうどんを作った。午後から祭りの準備を

続き、雪灯籠、かまくら、カフェ、お餅つきなどをしていた。

祭りに来る人が多くないけど、みんな楽しそうに見える。翌

日は片付けて、伝統工芸はげこを作った。お昼納豆汁を作

り、納豆潰すことは意外と時間と体力がかかる。 後、はげ

こを完成し、みんな感想と建言を発表した。 

神社の中で実は参拝できる事と日本の神社正確の参拝

方二つのことは今回日本の神社について学んだことであ

る。 

七所明神は人の健康を祈るための神様である。地域の

人はこれが七所明神昔からずっと残っている主な原因と述

べている。人の一生は必ず風邪をひいたり、病気をしたり

する。健康は人間にとって大事なことの一つである。です

から七所明神の存在は不可欠である。 

神社に関することではなく、山形新庄地域の言葉と料理

の作り方も色々勉強した。例えば新庄弁は「～にゃ」をつい

て話しする。芋煮と引っ張りうどんと納豆汁の作り方も勉強

した。 

新庄は雪が多い地域、そのため雪灯籠とかまくらも作っ

た。台湾出身の私にとってはいい体験だった。地域の子供

たちも雪を遊んで、寒さは感じられないように走ったり遊ん

だりすごいと思います。 

健康は大事なことだから七所明神の存在が特別なことで

ある。活動に通して七所明神社巡った感想はやはり自分に

行ったなら難しいである。七つの場所はかなりの距離があ

って車がない場合は不便である。もし観光バスあるなら、観

光客と参拝の人たちにもっと優しいと考える。せっかく七つ

があるならスタンプの集まりも観光者の興味を起こす手段

の一つになればいいと思う。 

 

理学部 菊田 健護 

応神天皇の第二皇子・大山守命と兄・難波皇子の皇位

をめぐる争いで大山守命が謀反を起こそうとしたとして、庄

内地方で追手（連臣）に討たれた。その時大山守命が「自

分の体を七つに切って、 上郡に埋めてほしい」と遺言。

それを聞いた追手（連臣）は、 上郡の七か所に埋葬した。

それが今の新庄市や鮭川村、戸沢村にある七つの神社

であり、健康を守る神様として地域の人々から信仰される

ものとなっている。 

一回目の活動では七所明神の由来を知る、神社の詣の

作法、七所明神巡り、絵馬制作、二回目の活動で行われ

た御祭燈で使う萱刈り作業を行った。特に印象に残った

のは七所明神巡りで、 初に七所明神の由来、歴史を学

んでから行われたのでただ七所明神を巡るより理解が深

まって何より楽しめた。案内してくれた三浦先生の話によ

ればこのようなツアーを年に数回開いていると聞いてこの

活動は続けてほしいと思った。また一方で萱刈り作業はと

ても重労働で若い自分ですら精一杯だったので「七所明

神の環境をよくする会」の方々だけではこれからの御祭燈

の存続に不安を感じた。 

 二回目の活動では御祭燈の準備、点火、はけご作り体

験、餅つき体験、自分たちで考えたブース（カフェ）の設

営を行った。自分たちで準備した御祭燈が燃え上がる様

子は言葉にできない感動と切なさがあった。餅つき体験で

は今まで機械で作られた餅しか食べたことがなかったの

でつきたての餅のおいしさを知ることができた。 

二回の活動を通じての食事は、芋煮、納豆汁、ひっぱり

うどんなどの山形の郷土料理を頂くことができ、作り方も教

えていただけて貴重な体験だと感じた。 

私たちは一回目の活動を終えた時、人の少なさから、

SNS などのインターネット媒体の活用を促進していって七

所明神のことを多くの人に知ってもらって神社にお参りに

来てほしい、いわば集客のことしか考えていなかった。し

かし二回目の活動を通じて地域の人との交流、環境をよく

する会の人の話を聞いて一時的な集客ではなく継続的な

地域への貢献する人を増やすことにあると考えた。そのた

めには、小さい頃からの七所明神との関わりを持っていけ

る環境づくり。例えば学校の授業で七所明神の事につい

て学ぶ場を設ける。チラシなどの広告を小中学生に作っ

てもらうなど。そうして成長して大人になっていっても七所

明神に関わってくれる人を増やすことが大事だと私は考え

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 船水 智就 

今回、フィールドラーニングを通して新庄市に伝わ

る新庄市に伝わる七所明神伝説という伝説とその神社

について学び、その他山形や新庄の文化や伝統を体験

させていただきました。 
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七所明神の由来のお話を聞き実際に各神社を見て回

る中で、一人の人間の体を七つに分け七ヶ所に奉り、

神社を作り各神社ではその体の部位に関わるご利益が

あるという話を聞き、日本に数多くある神社の中でも

とても珍しいものだと感じました。今回このような伝

説について学び、自分の地元にある神社にもこのよう

な言い伝えや神社を作った由来などがあるのではない

か、などを考える良いきっかけになりました。 
また今回、絵馬やはけごの制作、御祭燈の準備、い

も煮や納豆汁などの郷土料理を自分たちで作り食べま

した。餅つきやかまくらづくりも体験しました。普段

自分一人だけでは体験できないことや食べられないも

のがたくさんで貴重な経験をさせてもらいました。そ

してなにより作っているときや食べているときに地域

の方々から聞いた作り方のちょっとしたコツや新庄の

お話、これらのお話を聞けたことは自分にとって価値

のある経験であり、このフィールドラーニングで得ら

れたことだと思いました。地域の方々との交流がこの

フィールドラーニングの最大の魅力ではないかと感じ

ました。神社の参道の歩き方やお参りの仕方、里芋の

皮の剥き方に納豆のつぶし方、そして餅のつき方やち

ぎり方、かまくらの作り方など普段の生活では学べな

いことを多く学ぶことができ面白かったです。 
地域の人々の話を聞き今回のフィールドラーニング

の最終目標として七所明神の神社の修繕費を増やし神

社をきれいに保つために学生目線の提言、提案をする

ということでした。グループでは課題として後継者不

足や七所明神の認知度の低さなどが挙げられました。

まず私が感じたことは参拝に来た方たちがほとんど歩

いてきたことです。これは雪が多く降る土地でありし

ょうがないと思いますが、雪が積もってはいるものの

使おうと思えば使える広い土地が残っていたのでこの

使われていない土地を駐車場として開放したりできれ

ばいいと思いました。次に、グループでは子供がもっ

と遊びにける場所にしようという意見が出ていました。

ただ小さな子供だけ来ることができるのは近所に住み

わずかな子供だけで少し離れたとこに住んでいる子供

たちは親がいないと来られないと思いました。そこで

使われていない土地を地域の店に声をかけそこで限定

の市場のようなものを開くことができれば、場所の利

用代として参拝客の寄付以外にも修繕費を稼ぐことが

できるとともに子供のいる家族も来たくなる環境作り

ができるのではないかと思いました。 

 

農学部 北島 陽 

今回この集中講義に参加しようと思ったきっ

かけは、前期におなじ集中講義で新庄市の図書館

で活動した事でした。その時新庄市の方々がとて

も親切で、活動していく中でさらに新庄市のこと

が知りたくなったため、この集中講義に応募しま

した。 
七所明神の凄さは何か、と聞かれた時私は七か

所で 1 つの珍しい神社であるというところと、管

理が全て地域の人たちによるものだということ

だと思います。七所明神は最上地域のあちらこち

らに点在しています。しかし、連携はしっかりで

きているようで、今回のように私たちが七か所す

べてをめぐることができたのだと思いました。 
また、今回の活動を通して、地域活動の難しさを

感じました。このプログラムに参加する時、初め

は地域を活性化するにはただただ地域活動に参

加する人を増やせばいいと思っていました。その

ために色々なところでチラシを配るなどの宣伝

をしたり、声掛けをしたりすればいいと思ってい

ました。しかし、今回の活動はそれが難しいとこ

ろでした。最上の他の地域と比べれば人はおり、

活気があるところでしたが、それでも実際に動け

る人は少なく、またそのような人たちはみな仕事

をしているため、忙しいということもありました。

またサポーターの方から、ただお祭りの参加者を

増やせばいいというわけでなく、地域のお祭りな

のだから、ネットで拡散させるより口コミなどを

利用した方がよいと言われ、また費用などの面も

考えなければならないと言われ、ただただ宣伝す

るだけではだめなのだと思い、ハッとしました。

新庄市は他の最上地域と比べて活気がある地域

です。しかし、このままではほかの地域と同じよ

うに人口減少が進んでしまいどうにもならなく

なる状態になる可能性もあります。そうならない

ためにも私たち大学生が外からできることを積

極的にやり、地域に参加することが大切だと思い

ました。 
今回の活動で新庄市がさらに好きになったと

ともに、今後企画を立てたあとの宣伝をする際に

気を付けた方がよいことを、身を持って学ぶこと

が出来ました。 
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農学部 大沼 拓斗 

私は今回のフィールドワークを通してどのようにしたら七

所明神にまつわる建造物を守り続けることができるのかに

ついて考えた。１回目の訪問の際は七所明神伝説につい

て学び、実際に七ヶ所の神社を見学して七所明神をもっと

多くの人に知ってもらうためには SNS を通して情報を発信

したり、バスですべての神社を見学するツアーをしたらどう

かという意見が出た。しかし、これらのことは、内容はどうあ

れ既に行われていたもので自分たちがいかになにも調べ

ないで参加していたのか自覚させられた。 

２回目の訪問では御祭燈祭の手伝いをさせていただい

た。御祭燈をつくるとこから始まり祭り中の地域の人との交

流や、自分たちで独自のブースを出店したり、活発な活動

になっていたと思う。訪れた方から頂いたお賽銭は神社の

修繕費にあてられるそうだ、逆に言えば訪れる人が少なけ

れば必然的に修繕することができなくなってしまう。 

今回祭りに参加させていただいた中で私は訪れるお客

さんの人数が少ないように感じた。さらに参拝客の年齢に

も偏りがあり、小さな子供を連れた親子やお年寄りばかり

であった。このことは、若者がこの祭りに興味を示してない

ことを示しており、若者が祭りに参加しないままだと祭り自

体の活気が下がるように思われる。それでは、外部から観

光客を取り入れればいいのだろうか。確かに、私が体験し

た御祭燈祭はとても魅力的な祭りであったし見に来る価値

は大いにあると思う。しかし、御祭燈は同じ日にさまざまに

地域で行われており、わざわざここの祭りを選んで訪れる

ことは考えにくい。そのため地域の住民に来てもらう必要

がある。ではどうしたらいいのか、今回祭りを行う前に近隣

の小中学校にチラシを配布したと聞いた。もしかしたら、そ

のチラシをもっと工夫すれば訪れる子供たちも増えるかも

しれないし、もっと子供たちが参加できる事（例えば今回

あった餅つきや玉こんずくりなど）があればなおいいかも

しれない。または、フィールドワークで参加する我々大学

生が子供たちを楽しませられるよう頑張り、その評判が広

まれば大学生を見に来る子もいるかもしれない。 

２回目の１日目にお話しさせていただいたご年配の方

は若い子と喋れてうれしいとおっしゃっていました。若い

力は必要だと思われる。結論として建造物を守り続けるに

は若い子が訪れるように工夫するのと、その足掛かりとし

て我々大学生がその手助けになるような行動をフィールド

ワークの間やその後もとっていくことが大事ではないかと

思った。そうすれば七所明神は忘れられることなく現代に

残り続けるのではないかと私は思う。 
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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 29 年 11 月 11 日(土)～12 日(日)、11 月 18 日(土)～19 日(日) 

 

○受 講 者：高島 和紀子（記録）、青沼 和泉（記録）、丹野 愛（記録）、徳竹 孝城（記録）、森

島 侑紀（発表）、齋藤 響介（発表）、森井 勇翔（発表）馬場 陸槻（班長）、小松 

弘河（発表）、冨田 耕介（発表）、会沢 哲也（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１１月１１日（土） 【１日目】１１月１８日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄市民プラザ着 

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） 

11:30 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 自分の民話を語る 

16:00 振り返り 

16:30 宿泊先（山屋セミナーハウス）へ 

 

【２日目】１１月１２日（日） 【２日目】１１月１９日（日） 

09:15 宿泊先出発 

09:20 新庄市民プラザ着 

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 新庄市民プラザ発 

18:00 山形大学着 

 

08:50 宿泊先出発 

09:00 新庄市民プラザ着 

09:15 郷土料理つくり 

12:00 昼食・休憩 

13:00 新庄市内伝説地巡り  

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 新庄市民プラザ発 

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！」 

 

人文社会科学部 高島 和紀子 

私は今回、フィールドラーニングを通して隠明寺凧と民

話、そして郷土料理について多くのことを学ぶことができ

た。長い間、山形に住んでいたにも関わらず新庄市には

行ったことが無かったため、どれも貴重な体験となった。こ

のレポートでは特に、隠明寺凧と民話についての良い点

や課題点などを見直していきたいと思う。 

 まず初めに、私たちは隠明寺凧の制作を体験した。隠

明寺凧とは、幕末から始まり昭和初期にいったん姿を消し

たものの戦後に復活し、今もなお続いている新庄の伝統

文化である。特に有名な絵柄としては般若があり、そのほ

かにも 32 種類の絵柄が存在している。そんな隠明寺凧の

良い点は、浮世絵彫刻師にも認められた芸術性の高い絵

柄だと考える。実際にその浮世絵彫刻師の目に留まった

ことがきっかけで隠明寺凧は復活しており、1968 年の隠明

寺凧保存会が発足したころは工芸品として飾ることに重き

が置かれていた。また、もう一つの良い点としては、一つ

一つ丁寧に作られているため頑丈であるということである。

素人である私が作った凧でも、実際に大空に飛ばしてみ

たところ全く壊れず飛ばし続けることが出来た。これは左

右のバランスや竹の骨組みなど細かところまで計算され作

られているからであると考えた。一方で課題としては、保

存会に若い人が入会せず凧作りを伝承することが出来な

いということである。現在の保存会は 60 代が一番若く、最

高で 80 代の方もいらっしゃる。このままではさらに伝承し

ていく人が減ってしまう。そこで私は若者に興味をもっても

らうための解決策を考えた。まずは、VR など最先端の技

術を使い、凧を実際に飛ばさなくても体験できるようにす

ることである。これによってわざわざ外に出向いてまでした

くないという人や、凧を飛ばす十分な土地がない人でも簡

単に体験できると考えた。また、絵柄が評価されていると

いう点から、さまざまな絵柄のキーホルダーやカレンダー、

顔のパックなどを作ることにより、より多くの世代に興味を

持ってもらえると考えた。 

次に、体験したのは、民話である。民話といっても昔話と

伝説に分けられており、代々口から耳へと語り継がれてき

た。しかし、時代の変化により昔語りは紙芝居やスライド、ラ

ジオ、テレビなど多面的に変化してきた。そんな民話の良

い点は、似たような話でも地域によって登場人物などが異

なり地域特有の個性が出ているところである。私の住む山

形県にも「傘地蔵」と似た話があり、傘地蔵では傘を被せる

が、山形県の「地蔵むがし」では蓮の葉を被せている。また

もう一つの良い点は、生活の仕方や暮らし、生き方の教訓

が話の中に入っていることである。この教訓によって昔の子

どもたちはさまざまな知恵などを身に着けていたのだと考

えた。一方で課題としては、方言が難しいためなかなか内

容が入ってこないということである。実際に民話をお聞きし

たとき、聞いたことのない言葉が出てきたことで理解するの

にとても苦労した。またもう一つの課題としては、語り手が

減少しているということである。これらの解決策としては、イ

ンターネット上に民話を語っている動画を字幕付きで投稿

することがいいのではないかと考える。また、そのビデオを

地元の幼稚園、小学校、学童保育などに持っていき見せる

ことも有効である。 

 

地域教育文化学部 青沼 和泉 

私は今回、新庄市で行われたフィールドラーニングに

参加した。隠明寺凧や民話など、新庄市の民族文化を伝

承している方々のお話を聞いてきた。また、凧を作って飛

ばしたり、民話を語ったり、自分でも実際に伝統文化を体

験してきた。そこで各々の文化の良い点、悪い点を知っ

た。 

 最初に隠明寺凧の良い点は、多様なデザインがあり美

術品としての価値もあることだ。一方悪い点は、若い人が

興味を持ちにくいこと、飛ばす場所が限られることだ。次

に民話の良い点は、生活の仕方や生きるための教訓を知

ることができること、家族が集まる場が増えること、気候・風

土など自分の生まれ育った地の歴史に触れることができる

ことだ。一方悪い点は、方言を知らない人は内容を把握し

にくい、伝統的な継承の仕方では時間がない人が聞きに

行くのが大変であることだ。しかし、民話の価値とは、「そ

の地域にしかないもの」である点だろう。地域特有のもの

であることによって、そこに住む人々にとっては内容をイメ

ージしやすくなる。人々が民話に興味を持てば、伝承する

人も増えると考える。 

 そこで私は、各々の課題についての改善策を考えた。

最初に隠明寺凧についての改善策は、凧にスマートフォ

ンをかざすと 3D 模様が浮かぶなど若者が興味を持ちや

すいような工夫をすること、隠明寺凧の特徴的な絵柄を生

かして女性向けのパックを作ることだ。次に民話について

の改善策は、方言がわからない人のために民話の内容を

標準語で書いたものを配ること、新庄市または山形県で民

話に関する番組を作成すること、声優の方に民話をよん

でもらうこと、いろりで読む体験ツアーを実施することだ。

やはり、現在はデジタル時代であるのでスマートフォンや

TV を有効的に活用するべきだと考える。 

 私は、如何にして若者に隠明寺凧と民話の魅力を知って

もらうかが一番の課題だと考える。私は、今回2つの民族文

化を体験して、どちらも楽しんで行うことができた。そのよう

に実際に体験する機会を設ければ若者も必ず興味を持っ

てくれるはずだ。また、民話の講師の方々が、今回逆に自

分たちも勉強になったとおっしゃってくれた。今まで全く新

庄市について知らなかった私の意見が、少しでも役に立て

たことが嬉しかった。山形大学の学生が新庄市でマルシェ

を行っていると聞き、そのように大学と新庄市が協力して行

うイベントがもっと増えれば私たちが手伝えることも増えると
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考える。今回この集中講義に参加した私たちだからこそ、

できることもあるのではないだろうか。新庄市の方々とでき

た、せっかくの素晴らしい縁なのでこれからも新庄市で行

われるイベントに参加したい。 

 

地域教育文化学部 丹野 愛 

私はフィールドラーニングで考えたこと、学んだこと

を三つの視点からまとめたいと思う。 
① 共通点と課題(陰明寺凧と民話) 
隠明寺凧と民話の共通点は古くから伝えてきた歴史

があるということ、そして今その継承者がいないという

ことである。昔は進んで取り組まれていたことが時代の

流れに合わなくなってきているということだ。考えなく

てはいけないことは、伝承内容と伝承方法である。ここ

で大切なのは、どのくらいの創作を加えていいのかとい

うことである。昔から伝わってきたことをそのまま伝え

るがベストかもれない。しかし、それでは時代に合わず

にスルーされてしまうかもしれない。「昔はそういうこ

とがあったのか。へー。」で終わってしまっては、残せ

るものも残せない。ゆえに、私はまず、伝承方法の方に

目を向けるべきだと思う。 
② 現代への対応力 
フィールドラーニング受講生に期待していることは、

なにか。私たちができることはなにか。それは私たちな

りの地域創生を考えることだと私は考えた。ただ、漠然

と講義をうけて考えたことではなく、実際に最上に行き、

体験し、感じたことから考える地域創生である。実際に

触れてみて楽しかったし、学べることもあった。こんな

風な意味があるのだという驚きと感動もあった。しかし、

「継承者にあなたはなりますか」と聞かれたときに私は

頷けなかった。より、若者の感覚に近い私たちが考えら

れる“現代に対応した”伝承方法はやはり、テレビ・ラ

ジオ・ＳＮＳ・アプリの活用が入ってくる。現実味はな

いかもしれないが凧をバーチャル化してアプリにした

り、YouTubeで字幕付きで民話の配信をする、テレビで

方言講座をやるなど、なかなかにオリジナル性が入って

くる。しかし、あくまでも知ってもらうことだけを考え

るのであればこのくらいの奇抜さが必要なのかもしれ

ないと思うのだ。今できることはそれぞれの団体で大方

行われているのも感じた。では、根本となる、残してお

かなければならない価値とはなんなのか。 
③ 伝承する意味・価値(本物を伝えてく) 
価値を考えることは、思っていたよりも難しい。それ

は、昔ながらのものであるがゆえの現代とのずれが生じ

るからだ。現代は凧を揚げることよりも、民話を聞きに

行くよりも価値が高くつけられてしまうものがたくさ

んあるのだ。しかし、実際に、凧揚げや民話を話したり

聞いたりすることは違う面白さがあるのも事実である。

それは体験してみないとわからないことで、その道の人

と触れ合うことでより効果が出るだろう。だから、戻る

ようだが、結局はいかに多くの人に興味を持ってもらう

かに焦点を当てるのが大事だと思う。最終的に、私が新

庄へ行き思ったことは凧揚げや民話を通じて地域の人

と触れ合うことこそが価値であり、その場所で生まれた

ものを通じることでわかる地域性に面白みがあるのだ

と思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 徳竹 孝城 

今回のフィールドワークでは隠明寺凧の歴史と民話

について学んだ。 
第一回目のフィールドワークでは、隠明寺凧の仕組

みと歴史について学んだ。そもそも隠明寺凧とは、明

治初期に新庄藩の隠明寺勇象が生計を立てるために父

からもらった凧を自作して売り始めたのが始まりで、

大正初期まで製作が続けられたが電線の普及とともに、

電線に絡まり気味が悪いなどの理由で衰退していった。

昭和 35 年にその凧の絵の版画が見つかり、隠明寺凧保

存会が発足した。 
実際に凧を作ってみると、骨組みや空中で凧に仰角

をつけるための糸の配置が綿密な計算の元に成り立っ

ており、簡単に設計できるものではないということが

分かった。また、自分が苦労して作った凧がうまく上

がった時の感動は言葉では言い表せないほどで、貴重

な体験ができた。隠明寺凧保存会では新庄凧フェステ

ィバルで凧揚げの大会を開催したり、大凧を上げるイ

ベントを行っているので、そちらにも行ってみたいと

思った。 
第二回目のフィールドワークでは、新庄市の民話や伝

説について学んだ。民話の学習では、新庄民話の会の

方々から直々に民話を語っていただき、その後、自分

たちで調べた自分の出身地の民話を語った。民話を聞

くまでは読み聞かせと大差ないと考えていたが、実際

に聞いてみると大きく違っていた。まず、伝統家屋の

中で囲炉裏を囲んで民話を聞くというスタイルに大き

な魅力があると感じた。民話の中には家屋に関する訛

りのある単語が登場し初めて聞く自分たちには理解で

きなかったが、伝統家屋の中で指をさして示しながら
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語ってもらうことで簡単に理解できた。また、民話の

中に登場する単語の実物が身近に存在するので臨場感

を味わうことができた。実際に民話を聞いてみると民

話には多くの魅力があることが分かったが、同時に短

所も出てきた。まず、民話は口伝が主な伝承方法であ

ることから、一度に伝承できる範囲や人数に制限があ

る。この問題に対して自分は、Youtube に動画として

投稿してはどうかと考えた。メリットとは、語り手の

動作などを見ること、訛りなどの分かりにくい部分に

字幕を付けられること、収益化ができることである。 
以上から、どちらの伝統文化も歴史があり奥が深い良い

ものではあるが、若手が足りていないということが分か

ったので、若い人が興味を持ちそうな物(動画配信サー

ビスや生放送など)を利用して、PRしてみてはどうかと

考えた。 

 

理学部 森島 侑紀 

今回のフィールドワークを通して、新庄の民俗文化の

隠明寺凧、民話、郷土料理を中心に体験してきた。 
1回目のフィールドワークでは、隠明寺凧に体験した。

凧文化は、全国の至る所にあるが、地域によって形状や

大きさなどさまざまな特徴をもつ。隠明寺凧は、小凧に

は、珍しい障子張りを使った重い凧で、般若や蔦などイ

ンパクトの強い絵が特徴である。凧の保存会の人の講話

を聞いて感じたことは、凧が時代背景と共に衰退しつつ

あることが分かった。実際に隠明寺凧も近代化に伴い電

線などが張り巡らされたことにより引っかかってしま

い、不気味がられて一時途絶えてしまっている。この後

地域の人によって復活するも後継者不足であることに

は変わりなかった。また、地元の小学校や高校で凧のイ

ベントを行っているが若者には短期的に興味が引くも

のの継続的な興味を引くことが難しい状況下にある。こ

の状況をどう変えるか考える必要があった。この状況を

変える材料として僕らが実際に体験することによって

いくつか得られた。凧あげすることにより自然と向き合

うことができて楽しく感じられたことから、最近は家で

遊ぶ人などが多いから自然と触れ合う機会が減ってい

ることから興味を惹きにくいことが考えられた。ここは

現代社会の問題でもあるので改善できれば、民族文化の

活性化にもつながるのではないかと思う。 
2回目では主に民話について体験した。ここでは、民

話に関しての認識が大きく変わった。以前民話は、景勝

地の由来になったりするのは知っていたが、本来の意味

は、先人の知恵や教訓を伝えるためにできたもので、本

などを使うことは本来の語り方ではなく、口から耳へと

人から人へ語るのが正しいそうだ。今回体験してみて思

ったことは、凧同様に地域性があるという点だ。これは

実際に聞いていると自分の知っている物語であっても

登場人物やものが少し違っていることだ。これは先ほど

の人から人へというのが大きく影響しているとおもう。

伝わっていくうちに、地域でイメージしやすいものに変

化していったのだ。また、知っている物語だと方言が面

白く感じられる、また囲炉裏などを囲むと臨場感が出て、

さらに面白く感じられた。この民話文化の問題は凧同様

に語り手不足である。これも時代が移るにつれて、核家

族化や方言の使われる機会の減少、囲炉裏の減少が上げ

られる。僕はこのなかでも方言の使われる機会の減少が

語り手不足の原因ではないかと考えられる。今の若者は

方言を聞いたことがあまりなく聞いたことの無い話し

を聞くと内容がわからずに興味がなくなってしまう。こ

れに対して、僕らが考えたのは字幕つきの動画を公開す

るのはどうかと思う。その概要欄などに細かい方言の説

明をすれば理解しやすいと思う。最後に「民話の価値」

とは、「その地域にしかないもの」ことだ、これは他の

民俗文化でも同じで地域のイメージとして大きな存在

だと思う。民話の臨場感や地域性を残していけるといい

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 齋藤 響介 

今回の計 4 日間の活動を通して、文化や環境の違い

がどうしても表れてきていることが分かりました。私

自身、そもそも新庄市に大きな凧を揚げている祭りが

あることや、民話が様々なところで語られているとい

うことも知りませんでした。さらに、環境や娯楽の変

化により、外よりも中で遊ぶ子供たちが増え、伝統的

な遊びに興味が湧かない子供たちが増えているように

感じました。今回は、凧揚げについて、これからの伝

承の方法を主に考えていくことにしました。 
 私は手が不器用で、凧など綿密な手作業が必要なも

のに関しては、あまり得意ではありませんでした。し

かし、実際に凧を揚げてみると、思った以上に大空に

高く上がり、胸が躍る気分になりました。今まで外で

の活動でここまで喜んだことはなかったと思います。

曇り空でしたが、この頃見ることのなかった空を見上

げて、雄大さを感じることができました。このような

感動を、凧揚げで分かち合うことができました。伝承

しないことにはもったいなく感じました。 



第二部 授業記録 前期プログラム２．新庄伝統の民俗文化を体験しよう～隠明寺凧と昔語り～ 

165 

 

 若手が不足していることで、実際に若手の意見がな

かなか聞けず、若い人の興味がなかなか引けないこと

も原因の一つだと思います。確かに巨大な隠明寺凧を

飛ばすのは迫力があります。しかし、私たちの意見と

しては、それだけでなく、何かゲーム性を取り入れて

みたり、現代の最新技術を取り入れた凧を飛ばしてみ

たりするのが理想だと思います。例えば、単純に、凧

を一番高く、または一番長く飛ばし続けたりした人が

優勝するようにしてみたり、何か 3D 表示の装置を取

り付けて、例えば般若の絵を大空に揚がったときに表

示させるようにすれば、もともとの般若の顔も相まっ

て、さらに仰天することになるでしょう。現実的に可

能なのは前者の方だと思うが、これをきっかけに、凧

に興味を持つ小中学生が増えていくと思います。そし

てその人たちが成長して、優れた技術者になれば、凧

の業界にも参入してくる人が増えるかもしれません。 
今回の体験を通じて、凧の仕組みや飛ばし方、そし

て隠明寺凧の歴史を知ることができました。隠明寺凧

は思った以上に本格的で、和紙に描かれる絵もとても

魅力的だと思いました。特に印象に残ったのは「絵を

刺す」という表現で、凧が揚がっても、ちゃんと描か

れた絵が移るというところにこの表現が使われている

ことがかなり印象に残りました。今回の体験を通じて、

新庄市の魅力を知ることができました。短い間でした

が、本当にありがとうございました。 

 

工学部 森井 勇翔 

今回、二回（計四日間）のフィールドワークを行っ

た。そこで主に新庄の隠明寺凧と民話について学んだ。

文化を伝統するということの大切さや難しさを痛感し

深く考えて以下にまとめた。 
一回目は新庄に伝わる隠明寺凧の歴史を学び、その

背景を知ったうえで実際に隠明寺凧の作り方を教わっ

て作って飛ばした。隠明寺凧の特徴は迫力のある般若

の絵柄で明治初期に広がり、一旦「気味が悪い」とい

う理由で姿を消したが戦後に復活し今もなお新庄の空

を飛んでいる。しかし、いい凧があったとしても、後

継者がいないと途絶えてしまう。今、隠明寺凧はこの

後継者問題が立ちはだかっている。この問題を解決し

ようと隠明寺凧保存会という会が存在する。この保存

会のメンバーは十人前後で活動されている。若い人た

ちが隠明寺凧になじむ機会になればと、凧作りと凧揚

げの体験を行っている団体だ。これまで、二百人以上

が体験しているそうだ。日本の伝統凧は、各地でお祭

りや文化として残り、またあるところでは廃れてしま

っている。この差は後継者の育成が大きな鍵だと思っ

た。凧の魅力を多くの方に知ってもらうためにバッチ

やキーホルダーなどのグッズにすると知名度が上がる

のではないかと考えた。 
二回目は、新庄に伝わる民話について学び、実際に

聞いたり語ったりした。民話とは大まかにその地域の

方言で語られる昔話のことで主に冬期、吹雪がひどく

て外で遊べないときや、夜、寝床の中で寝るまでの間

に語られることが多かった。単に娯楽としてだけでな

く、民話を通じて子供たちは世の摂理を覚え、人間と

しての優しさや思いやり、生きる上で拠って立つ根源

的な心の力が育まれる。それは、民話には、先人たち

が長い時間をかけて積み重ねてきた知恵と心が山ほど

込められているからである。しかし、時代とともに家

族形態が核家族化し、民話が語られることが少なくな

てきた。それにより民話を語れる後継者が減ってきて

いる。私は先ほどの隠明寺凧と同じように後継者を増

やすことが大切だと思う。そこでいくつか課題点があ

る。まず、方言が理解しがたいということと民話に興

味をもつ若者が少ないということだ。方言は段々使わ

れなくなってきているので、幼児や小学生を中心とし

て、方言を使ったかるたなどで遊びながら学習すると

効果的なのではないかと考えた。また、定期的に幼稚

園や小学校で民話を聞かせてあげて若いうちから民話

に興味を持ってもらうことが必要たと考えた。 
文化を伝承することは若者の力が必要だと思った。文

化というものは、過去から現在に伝わり、それを未来に

伝えていくことで過去と現在と未来をつなげているも

のだと思う。人の人格形成や地域社会に参画していく資

源や能力の基礎になると思うので昔からある素晴らし

い新庄の民族文化は大切にし、後世に継がれるべきだと

思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 馬場 陸槻 

私たちは主に新庄の伝統文化についてこの二回のフ

ィールドワークで学んだ。 
触れた民族文化は隠明寺凧、民話、郷土料理である。 
郷土料理は納豆汁、おはぎ、漬物を作った。納豆汁

は、今回のフィールドワークで初めて見た。納豆汁を

もっと広くほかの人にも知ってもらいたいと思った。

僕個人の疑問ではあるが、納豆汁など郷土料理専門店

はないのかと思った。あったとしたらその店をより広
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めることができれば、新庄の郷土料理はもっと知られ

るのではないのだろうかと思った。 
隠明寺凧も民話も課題は共通していることに気づい

た。それは、まず若手、伝承する人が減少しているこ

とである。ただ働き盛りの世代には、保存の会の会員

に入り、伝承するために活動に参加しろというのはな

かなか難しいことである。僕たちは、インターネット

の会員になった特典などでを入れることによりもっと

伝えられる人を増やすことはできないだろうかと考え

た。次に、やはり普及している規模が小さいというこ

とだ。班の話し合いで普及できるための案は出たもの

の、どうやったら「ありのままの形」を崩さないでこ

の文化を広げられるのかということはなかなか出なか

った。僕たちは、ありのままの形で広められることに

よって本当に新庄の民族文化を伝承することができた

と考えられるのではないかと思った。また、凧も民話

も直接触れてみないと奥の深さについてはなかなか知

ることはできなかった。だが、ほかの人たちは触れる

機会や時間はない。そのため、どうやったら直接触れ

ずに目で見たり、耳で聞かせたりして、刺激を与え魅

力を伝えられるのかというのも課題として挙げられた。

それぞれ違った普及案としては、隠明寺凧ではガチャ

ガチャや、般若の顔のパックなど隠明寺凧と絡めた商

品を出すことによって隠明寺凧をもっと PR していけ

るのではないかと考えた。民話では、方言が分かりに

くくて内容が入ってきづらいというのが課題に挙げら

れたので、まず方言を理解してもらうために、幼稚園

とかで方言を使ったゲームを実施するという案が出た。

また、標準語の字幕を付けたビデオを出すという案も

出た。 
さらに話し合った結果、まずは、子供たちに興味を持

たせることにより、その子供たちが大人になり結婚して、

自分の子供に伝え、高齢になったときに伝え手になるの

ではないかと思った。 

 

工学部 小松 弘河 

今回のフィールドラーニングを通して、新庄の民俗

文化である隠明寺凧や民話について深く触れることが

出来た。それぞれの良さや課題などについて話してい

きたいと思う。 
 私は小学生時代によく「凧」で遊ぶことがあったが、

一度も自分で作ったことはなかった。今回は一から作

り、凧を揚げるというという貴重な経験をすることが

出来た。全国的によく知られ遊ばれている凧だが、そ

れぞれの地域よって絵柄や組み立てに違いがあるのは

とても面白いと感じた。隠明寺凧の代表的な絵柄は「般

若」であり、とても印象に残りやすいものである。絵

柄だけ見ても様々ありとても面白いと感じた。 
新庄伝統の隠明寺凧だが、一度途絶えてしまったと

いうこともあり県内でも知名度は低い。又、伝統凧を

伝えている保存会のメンバーに若者がいないという課

題もある。これらの課題を解決する方法としていくつ

かの意見が上がった。顔パックなど若者の親しみのあ

る物を「般若」の絵柄を利用して作ることや、小さな

凧のガチャガチャを作ることで子供たちにも興味を持

ってもらえるのではないかと思う。 
次に民話について考えていきたいと思う。「民話」は

それぞれの地域ごとの特徴がよく表れている。同じ内

容の話であっても、その地域の土地や習慣が交えなが

ら話されていてとても面白く感じる。今回のフィール

ドラーニングでは実際に「民話」を語ってみたが非常

に難しかったが、囲炉裏を囲い相手の目を見ながら話

すという、昔ながらの貴重な経験をすることが出来た。 
 凧と同じく新庄伝統の民話であるが、語り手がほと

んどいなくなってしまったという課題がある。 
昔は冬などに、囲炉裏を囲いながら祖母から孫へと

いう形で伝承されてきたが、現在では囲炉裏もなくな

りその形は失われてしまった。また、方言が多く含ま

れているため意味が伝わりにくいという課題もある。

これらを解決するため民話会の方々は様々な取り組み

を行っていたが、まだまだ効果が薄いように感じた。

やはり子供のみならず大人も含め、いかに興味を持っ

てもらい記憶に残ってもらえるかが大切だと思う。 
 今回新庄の伝統文化に触れて感じた共通の課題は、

若者の後継者がいないということである。昔とは違い、

現在は様々な娯楽があるため若者の興味を引きにくい。

私自身凧を見たのは久々であり、まして民話を直接聞い

たのは初めてである。民俗文化をこれからも伝えていく

ためには、いかに若者や子供の興味を引き付けられるか

がカギになってくると感じた。 

 

農学部 冨田 耕介 

隠明寺凧とは新庄に伝わる伝統凧のことである。その

名前は新庄で独自の凧作りを始めた人物の苗字が由来

である。またその人物が描いた図柄が描かれていること

が隠明寺凧の条件でもある。 
隠明寺凧を作り始めた人物は隠明寺勇象と言う。新庄

藩に勤めていた父隠明寺善蔵は江戸に学び出ていたた

め故郷の新庄に江戸凧を持ち帰っていた。その影響を受

けて狩野派に指示したこともあった勇象は息子のため

に絵柄入りの凧を作った。これが隠明寺凧の発祥となっ

た。また、勇象は作成していくうちに凧が評判となり生

産速度を上げる必要が出てきたため、版木を作成した。

そして現在の隠明寺凧はこの版木から復刻したもので

ある。 
材料は竹から作り出した棒と和紙、糸を使っている。

和紙には三十数点の版木パターンのいずれかを刷る。

さらに絵筆などで色を刺すことも必要とされている。 
また、隠明寺凧の特別な点では新庄民話由来の般若の

絵の存在と他の地域では大凧用である骨組みの採用で
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ある。ただし骨組みの方は一時期凧作りが途絶えていた

ため再興するときの手本にした陰陽師凧の形状が由来

である。これは凧の彩色にも言えてオリジナルの凧の配

色は現代には伝わっていない。 
保存会の目的は二つある。 

 一つは隠明寺凧の作り方を伝承することであり、も

う一つは凧揚げそのものを楽しむことである。 
 一つ目の目的は先述べた通り隠明寺凧は昭和初期に

電線が貼られ始めた頃に禁止令が出たため、チキの

人々の記憶から消え去っていたことがあった。しかし

１９６０年代に浮世絵彫刻師中川木鈴の目に止まるこ

とで民俗と芸術面での価値が認められたことが会を発

足させた理由である。 
もう一つは凧揚げの妙味には子供よりも大人になっ

てから目覚める人が多くそれを味わうことが会の活動

を続けていく原動力となっているからである。 
新庄の凧揚げ文化が江戸から途絶えたり再興したり

しても続いていることは生活の中で今より物のない中

で見出された文化は時の経過にも耐えられる強さを持

っていると考えた。 
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山間地のお祭りを企画しよう 
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 29 年 10 月 28 日(土)～29 日(日)、12 月 9 日(土)～10 日(日) 

 

○受 講 者：許 思萍（記録）、張 露丹（記録）、永沼 幸平(発表)、松本 真依（発表）、 

亀田 茉里（班長）、石井 徹（発表）、望月 祐樹（記録）、庄司 聡（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２８日（土） 【１日目】１２月９日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 道草ぶんこう着 

10:10 開講式 

講話「地域の祭りの意義」 

      「祭りの企画と役割」 

11:30 昼食準備 

12:00 昼食 

13:00 祭り会場つくり、作品展示 

17:00 入浴（温泉） 

18:30 ホームステイ 

 

 

 

08:00 山形大学発 

10:00 道草ぶんこう着 

10:10 開講式 

10:30 講話「なし団子祭り」について 

10:50 なし団子飾りつくり 

12:00 昼食 

13:00 雪囲い作業（冬支度） 

    なし団子飾り設置、記念写真 

16:00 後片付け 

17:00 入浴（温泉） 

18:30 ホームステイ 

【２日目】１０月２９日（日） 【２日目】１２月１０日（日） 

06:00 ホームステイ暮らし体験 

07:30 朝食 

08:30 会場準備、受付、案内 

10:30 餅つき大会 

12:00 昼食、地域民との交流 

14:00 後片付け、里の先生との懇談 

16:00 道草ぶんこう発 

18:00 山形大学着 

 

 

 

06:00 朝仕事体験 

07:30 朝食 

09:00 クリスマス・正月飾り・リースつくり 

12:00 昼食 

13:00 ライブコンサート、輪投げ大会 

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！」 

 

基盤教育院 許 思萍 

私は、日本へ来て初めてフィールドワークを体験で

きた。せっかく日本で一年間の留学生活を送っている

ので、様々な活動に参加しないと惜しいと思っていた。

実際に、フィールドラーニングをやって本当に楽しか

った。山形県は山が多いが、ここに来てから一度も山

の近いところに行ったことはない。金山町は山に近い

ので、周りの風景は私にとって新鮮だった。事前学習

で調べておいた資料では、「金山を、旅しよう」と言う

ガイド本によると、「日本の、どこでもあった、小さな

町です」、このような宣伝用語に心を打たれた。私が実

感したこととして、日本の田舎は中国と比べて大分違

っている。場所は少し都心に離れていても、買い物や

医療機関など生活に必要な事は欠けない。これは日本

の場合である。中国では皆何かをしたいなら、近くの

都市に行かないとほぼできない。日本より少し不便だ

と思う。金山町の人口は少ないけど、皆幸せそうに生

活している。郷土料理を頂いて、地元の味を味わって、

「なるほどね」という言葉が必ず自然に出てくる。こ

んなに美味しい料理を毎日食べられるのも幸せだ。幸

せかどうかの判断基準は友達が多いか少ないかではな

く、身近の人達が親切してくれるかだと思う。地元の

人と一緒に食事をしながら楽しく交流した事は一生忘

れられない。疑問を解いてくれて、違った先入観を説

明してくれることを通して、私は皆さんの優しさに感

動した。 
 二回目の活動では、年末に近いので、雪もかなり多

くなっていた。男子は雪囲いをして、私たち女子は会

館の掃除をした。日本人は、玄関口やトイレの清潔を

重視していると講師の先生が教えていた。中国では、

家で掃除することはよくあるけど、学校や公共場所な

どを掃除してほしいと要求されたことはない。この点

に於いては、日本の労働教育は確かに良いだと思う。

実際に、このことを体験してその大変さを感じ、これ

からもっと大事に思われていくのだ。食後の片づけも

そうである。食器をキッチンに運んで、洗った物の水

を切ってちゃんと整えたこともとても良いことだと思

う。人はこの世に生まれてきて、感謝の気持ちを持た

なければならない。そのため、なるべく自分の力でで

きることをするのが大事である。 
 私たちのプログラムは、地域の祭りを企画してほし

いというものだった。一回目は「餅つき大会」、二回目

は「なし団子祭り」だった。二つの祭りは会場準備の

ため、会場飾りものを作った。日本人は本当に手作り

ものが好きだと思った。心のこもった物は、作った人

の気持ちが現れるからであろう。地域は少子化や高齢

化に悩まれているため、お祭りを開いて、地域を元気

してほしい。雨天の中でも来てくれた地域の人々にも

感謝の気持ちを伝えたい。 
活動は本当にいい思い出になったので、友達を誘っ

てまた遊びにきたいと思って再度金山町に行った。そ

して、いくつかの有名な観光地に行って、洞窟内にも

入って見た。森と自然との触れ合うことによって、全

身リラックスできた。「森の案内人養成」という講座を

参加した。山の宝を採集し、普段あまり気づかない物

に眼を奪われて不思議だと思った。日本の動物は人に

対する怖くないから、可愛いと思っている。大きい鯉

も、まだ見ていない熊も、人と共生できる感じがする。 
一年間の留学生活はとても短いと思うので、この時間

を大事にして、掛け替えのない思い出を作りたい。フィ

ールドラーニングで出会った友達や先生たち、そして金

山町の住民たちにお礼を言いたくていられない。 
 

人文社会科学部 張 露丹 

二回のフィールドワークが終わった。日本に来て三

ヶ月経ち、金山町のような町で体験するのは初めてだ。

この四日間を通して、いろいろな日本の情報を知って、

中国の状況と比べて考えた。大変勉強になった。 
 まずは、日本の高齢化と少子化である。日本に来る

前に、本や教科書から日本の高齢化と少子化の状況を

知っていた。しかし、東京や大阪などの大都市で旅行

したとき、若者が多いので、そんな状況には気づかな

かった。金山町に来た後、高齢化や少子化は本当だと

見つかった。金山町には、人口が六千人に満たず、子

供が少ない。若者もあまり見なかった。道草ぶんこう

の先生も委員会の方々も、年配の皆さんだ。一回目の

さわやか祭りのとき、参加した方々もだいたいが年配

の方だ。参加した人が少ないから、私たちは祭りが終

わった後お餅を配った。どの国でも、大勢の若者たち

が大都市に生活した方がいいと思う。中国でもそうだ。

中国では人口が大きいが、前の一人子政策のため、高

齢化の状況もある。だから今政策が改めた。地域では

若者が少ないと、年配者にとって非常に不便だと思う。

特に金山町のような地域では、冬のとき雪がたくさん

積もったら、積雪の清掃作業は年配者にとって大変だ

と思う。だから、フィールドワークのような授業を通

して、若者たちが田舎の地域へ行って、年配者を手伝

うことができるし、自分で地域についてのことを了解

できる。それはいいと思う。 
 次は、お祭りを企画する意識を持っている。フィー

ルドワークに行った前に、私はアニメの中でよくお祭

りを見たが、実際に参加したことがない。金山町での

さわやか祭りも、なし団子祭りも、アニメの中でのよ

うな大きくてにぎやかな祭りではなく、小さくて簡単

なお祭りである。でも、簡単な祭りも、にぎやかな祭

りも、目的は人々を揃って、一緒にいいことを祈るこ



第二部 授業記録 前期プログラム３．山間地のお祭りを企画しよう 

170 

 

とだと思う。さわやか祭りでのモニュメントやなし団

子祭りでのなし団子は人々の願いを託すものだ。中国

では、このような祭りがないが、意味が同じなイベン

トもある。今回のフィールドワークを通して、お祭り

の意識があって、お祭りの意味が分かる。今度簡単な

お祭りを企画させれば、私ができると思う。 
 後に、チームワークの重要性を感じた。フィール

ドワークでは、モニュメントもなし団子飾りも、七人

で一緒に一つのものを作るべきだ。だから、みんな一

緒に考えて、自分の意見を述べて、 後決まるのは非

常に重要だ。中国では、実践的な授業が少ないから、

チームワークするチャンスも少ない。なので、今回の

体験は珍しいと思う。 
 このフィールドワークでは、地元の人と交流できて、

ホームステイも体験して、お祭りの意識も持って、本当

にありがたいと思う。 

 

人文社会科学部 永沼 幸平 

今回のフィールドラーニング計4日間を通して、金

山町の印象が変わった。以前までは金山町を全く知ら

ず、「山間地の祭りを企画しよう。」という題にもあ

るように、山間地のような何もないようなところで、4

日間を過ごすと思っていた。しかし、今では4日間と

いう短い間ではあったが、そこで知った金山町の魅力

を、自身の肌で経験した。 

 そんな金山町も今や日本全体の問題でもある、少子高

齢化が急速な勢いで進んでいる。また1950年以降年々

人口は減少している。田茂沢地区にスポットを当てれ

ば、超少子高齢化が一番の問題だと言えるだろう。 

 「山間地の祭りを企画しよう。」ということで、私は

神輿を担ぎ、多くの住人が集まるものを勝手に想像し

ていた。しかし、田茂沢地区の問題である超少子高齢

化の影響で、祭りに参加出来ないような高齢者の方や

子どもの減少で私が想像していた祭りの姿では正直な

かった。しかしそんな中でも、私たちができる私たち

のやり方で、お祭りに参加出来ないようなお宅に、自

分たちでついた餅を配り歩くという能動的な活動も行

った。そして今後は老若男女問わず集まれるようなも

のを企画しなければいけないとも思った。 

金山町の市内を散策して金山住宅についても学んだ

が、そこにも課題がたくさんあった。昭和５９年に金

山町が「街並み景観づくり１００年運動」というもの

を提唱した。１００年というスパンで考えれば、現在

はまだ３分の１しか経過はしていないが、一般的な住

宅を建設するよりも価格が高く、市からの援助はある

ものの、なかなか簡単に建てる事はできないようだ。

また強制的に建てさせることもできない為、美しい白

と黒の景観を作り上げていくには、住民の協力が必要

であり、市からのもっと手厚い支援も必要だと思った。 

今回のフィールドラーニングのまとめとして、人と

の繋がりの大切さを学んだ。田茂沢地区をはじめ金山

町の方々は住民同士の距離が近い。他人の子どもでも

心から可愛がり、悪いことをしたら叱り、良いことを

したら褒め、地区全体が大きな家族のような印象を受

けた。また、 終日には「いつでも帰ってこいな」と

いうことを言ってくださり、こういった繋がりを大切

にして、ずっと田茂沢の方々と繋がっていたいと思っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 松本 真依 

このフィールドワークに参加する以前は、金山町の

ような地方が直面している問題を解決するには、「都会

に流出した人が戻り生活できるような環境にする」と

いう事や、「形ある行事や観光地などによって外から人

を招き、それによって地域内を活性化させる」など、

お金の動きを生み出すということが重要であると思っ

ていた。そのため、授業で学んだ「ひまわりが地域を

活性化させる」という解決方法や、テレビでやってい

た「若者とお年寄りの助け合い」など他の地域で実践

されている解決策をこの金山でも応用できないかと考

えていた。だが、今回のフィールドワークを通して、

自分の考えの浅はかさを学んだ。 
初に感じたことは、人の集まりの悪さである。そ

して、今まで地域の活性化のために活動して下さって

いた方の高齢化による行事の閉幕。など、私が考えて

いたことは、基礎がある所で行う事で効果が出るもの

ばかりであることに気付かされた。このことから、ま

ずは木で例えると“根”にあたる部分を作る大切さを

学び、これこそ私達が今やらなければならない事だと

感じた。実際、今回の活動では金山の地域の方にお祭

りで作ったお餅を配るという能動的な形の活動を行っ

た。この活動は、私達の存在を知らない人に私達の活

動を知っていただける機会となり良かったと思う。だ

が、この活動も継続することが重要であると感じた。

そして、この張った根を生かすことが一番の課題であ

るということを学んだ。 
また、2 回目の活動では景観を整えるという町の政
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策を行う上での難しさを学んだ。観光客の視点からす

ると、伝統的な造りを持つ住宅により美しい景観にな

ることは素晴らしいことだと思う。だが、そこで生活

をする人からすると住みたい家のデザインの制限につ

ながるため、反対の意見が出る。という現実を学ぶこ

とが出来た。私は、白川郷や大内宿にも行ったことが

ある。この二カ所と比べるとまだ改善点はたくさんあ

ると思うが、100 年計画とし進めている金山町がこの

二カ所のような美しい景観を持つ場所になれば地域の

活性化に役立つ所になると思った。 
後に、この2回の活動を通して私は、人とのコミュ

ニケーションの大切さを学んだ。今回私たちは、第六感

を使って感じる。そして、たくさんの人とコミュニケー

ションをとる。という事を意識して活動を行うよう 初

に言われた。このプログラムは、マニュアル化されたプ

ログラムではなく、また何か一つの課題を解決するもの

ではない。一つの言い方をすると、つかみどころがなく

難しい課題も多かった。だが、この活動を行ったことに

より、金山町だけではなく様々な地域が直面している課

題の根本を学ぶことができたと考える。そして、そのよ

うな課題の解決には、普段の生活では使うことのない

「第六感」を使い、そして何より「人とのコミュニケー

ション」の必要性を学んだ。 

 

医学部 亀田 茉里 

今回のフィールドワークでは主に道草ぶんこうでの

行事を体験したがそこで感じたのはやはりみんなで一

つの方向へと物事を進めていくのは大変なのだという

ことだった。1 回目のフィールドワークではさわやか

祭り、2 回目にはなし団子祭りに参加したが、天気の

こともあってか当初の予想とは異なり地域の方々の参

加があまり多くなかった。参加者も高齢の方が中心で

自分たちと同年代の人たちや働く世代の方々が少ない

ように感じ、全年代の人が参加するという感じではな

いようだった。さらに祭りの運営委員は高齢の方が主

に担当しており、今後の祭りの新しいスタイルを模索

しているということだった。 

2 回目のフィールドワークのときには金山町の中心

部に行き街並みを観光したのだが、そこでも街並みを

そろえるための活動の話はとても興味深かった。金山

町では 100 年をかけて街並みを整え観光資源にしよう

という試みが行われている。町で推奨している金山住

宅は白壁と切り妻屋根からなるデザインで構成され、

現在では町の住居の約 3 分の１が金山住宅形式のもの

となっていた。しかしながらこの計画のためには建物

の外観をそろえる必要があるため金山町に住む人たち

がそれぞれ協力していく必要があり、この計画には強

制力もないため全く様式の違う住居を建てる人もいな

いわけではなくそのためにすべての住民の協力を得る

には難しい状況であるということだった。 

これらのようにこの活動では多くの人がかかわる行

事や計画はその運営の人たちだけが頑張るだけではな

かなか大きいものにするには難しいのだということを

実際に知ることができたと思う。ただより多くの人々

と協力していくための方法も学べたように思う。さわ

やか祭りにおいては祭りで行った餅つきでついた餅を

そのあとに各家庭に配って回った。それによって今ま

での受動的な形態だった祭りからより能動的なものに

していきたいという話だった。また金山町の街並みづ

くりに関しても金山住宅の様式の住宅にした場合は補

助金が出るようにするなど住民が積極的に計画に参加

しやすくなるような環境を作ろうとしていた。しかし

ながらやはり自発的な行動が必要なものには様々な工

夫をしていかなければ多くの人の協力は得られないの

だということを感じるフィールドワークだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 石井 徹 

今回金山町を訪問して印象に残ったことは 3 つある。 

1 つ目は金山の雪に関することである。私は地元が

埼玉県である為、雪は年に１，２回降る程度である。

それだけに金山での雪に関連するイベントや話は非常

に新鮮だった。例えば初めてやった思い出深いことの

中に雪囲いがある。雪囲いは端的に言えば家や、建物

の周りに板を張り巡らす作業である。こうすることで

建物が雪で押しつぶされたり、窓ガラスが割れてしま

ったりするのを防げるそうだ。家全体に貼るため何度

も木を倉庫から運び出すのはなかなか大変な作業だっ

た。またホームステイ先で大野さんから昔の金山町に

ついての貴重な話を聞くことができた。大野さんが子

供のころは町に除雪車来ることはなく、道の位置を示

す赤白のポールもたっていなかったため、人々が踏み

固めた跡だけが道しるべだったそうだ。この為吹雪い

た次の日は道がよくわからなくなっていたそうです。

吹雪いて道がわからなくなるというのは生活の上では

非常に大変なことだなと思った。 

2 つ目に印象に残ったこと「さわやか祭」だ。この

お祭りの中で私は多くの多くのご高齢の方の話を聞く
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ことができました。金山の中心街の話や、町の昔の姿、

金山町の特徴、さわやか祭で出された郷土料理につい

てなど話の分野は様々で、非常に有意義な時間を過ご

すことができた。またこのさわやか祭では金山の家を

一軒一軒回ってさわやか祭でついた餅のおすそ分けを

した。金山町の家はどの家も非常に大きく、まるでテ

レビで出てくるような形の家や、巨大な牧ストーブが

ある家などがあった。そして家庭の方も気さくな方が

多い印象を受けた。私はこのさわやか祭を通して、金

山町は日本人が忘れかけている昔ながらの雰囲気の漂

う、温かみと落ち着きのある街だと感じた。 

3 つ目は「なし団子祭」についてです。なし団子祭

は来年の豊作や、その他願い事を書いてミヅキに飾る

行事で少し七夕に似ているなと感じた。またこの祭り

では切った餅をミヅキの枝一本一本にさしていく。す

べての枝に餅を指していく作業は多少大変ではあった

が、出来上がった木を遠くから眺める非常にきれいで

頑張ったかいがあったなと思った。 

金山町は昔とあまり変わらない日本古来の田舎町で

素敵だなと感じた。また機会があれば、金山町に行って

みたいと思う。 

 

工学部 望月 祐樹 

私たちは金山町で地域のお祭りへの参加と街並みの

散策を行いました。 

 1 回目の訪問ではさわやか祭りの準備の手伝いをし

た後祭りに参加しました。この祭りでは高齢化や過疎

化における人口減少のせいで年々参加人数が減ってき

ていることが問題になっていました。そこで私たちは

初日に地域の方々へ餅を配って回ることで祭りの宣伝

を行いました。運営委員の方々曰く今回の祭りのこと

だけでなく、大学生が来ていることの宣伝、これから

の他の祭りも含めた行事に積極的に関わってもらえる

ように興味をもってもらうことも狙いだということで

す。2 日目の祭り当日は道草ぶんこうの体育館で地域

の方々と四角に並べた机につき一緒に餅をはじめとし

た料理に舌鼓を打ちました。祭りというと神輿や屋台

といったイメージが金山町に来る前はありましたが、

地域の方々と食事を囲んでとるのは穏やかながらも会

話が盛り上がったりして楽しいひと時でした。ホーム

ステイ先では須藤さん一家が快く迎え入れてくださり、

一人暮らしを始めてからなかなか味わえない温かな夜

を過ごしました。 

 金山町にはご高齢の方々が多いですが幼いお子さん

もおり地域の方々が一体となって子供の世話を焼いて

いた姿を見て暖かく感じるのと同時に自分の地元では

子供はそれぞれの家庭が面倒を見てほかの家庭とはあ

まり交流がないのでとても驚きました。具体的な方法

は浮かばないのですが子供に対する金山町のアットホ

ームな雰囲気は子供を持つ両親ならば好印象を持つ人

も多い気がするため少子化対策の一つになるのではな

いかと思いました。 

 2 回目の訪問ではなし団子祭りへの参加と街並みの

散策を行いました。なし団子祭りとは水木という燃え

にくい木に餅を飾り付けるというもので、この地域特

有というわけでなく広い範囲で昔は行われていたそう

です。私たちは水木に飾り付けが終わった後森の蔦を

使ったリース作りに挑戦しました。私は日本で幸福を

呼ぶ飾りとして折り鶴が真っ先に連想されたため折り

鶴を用いたリースを作りました。リース作りへ夢中に

取り組むうちに童心に帰ったような気がしました。金

山町の中心地へも行きました。明治の街並みを保存し

ようとしているそうで、白壁、切妻屋根の伝統的な家

が数多くありました。 

街並み保存として新居はできる限り条例に従った伝

統的な家を建てるようにお願いしているそうなのです

が、維持費が一般的な家よりも高く国からの補助金も

60万ほどしか出ないとなると若者には敷居が高いよう

に感じられ、若い年齢層を集めようと思ったら国から

の補助金をもっともらえるようにするなどの金銭的な

問題を解決する必要がありそうです。 

 

 



第二部 授業記録 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～ 

173 

 

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 星川 隆弘 氏 

 

○訪 問 日：平成 29 年 12 月 9 日(土)～10 日(日)、平成 30 年 1 月 6日(土)～7日(日) 

 

○受 講 者：王 英名（発表）、姚 欽予（発表）、後藤 翔平(記録)、佐藤 遥斗（発表）、 

佐竹 彩人（記録）、菊池 健太（発表）、猪瀬 悠貴（班長）、安達 大登（発表）、 

池上 慧（記録）、櫻井 大智（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１２月９日（土） 【１日目】１月６日（土） 

 8:00 山形大学発 

10:15 遊学の森木もれび館着 

10:15  オリエンテーリング 

10:30  最上の雑学（末っちゃん講座） 

12:00  木もれび館で昼食（里山弁当） 

13:30  スノートレッキング 

15:30 夕食づくり  

17:30  夕食・片付け  

19:00  有屋少年番楽の奉納 

20:30 終了、入浴 

21:30 ふりかえり   

 

 

 8:00 山形大学発 

10:00 遊学の森木もれび館着 

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１０日（日） 【２日目】１月７日（日） 

06:00  起床、朝食、雪かき 

07:30 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 ぶどう蔦でペンダントづくり 

14:30 終了、ふりかえり 

15:45 遊学の森木もれび館発 

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、ひりかえり 

16:00  遊学の森木もれび館発 

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！」 

 

人文社会科学部 王 英名 

母国のシンガポールは四季も田舎もない熱帯雨林気

候の大都市なので、今回のフィールドレーニングを楽

しみにしていた。期待通りに人生で初めての体験を

色々して金山町の自然の魅力を実感した。金山町にお

ける地域づくりについて考えることもできた。少し話

していきたいと思う。 

地域交流や二回の振り返りなどから、過疎化・少子

高齢化の問題が大きいテーマだと感じた。会話の中で、

特効薬が中々見つからないという地域の人々の悩みが

しばしば表された。あくまでも私見だが、ローカル・

アイデンティティの育成がカギとなってくるのではな

いだろうか。私は去年の 5 月に熊本県黒川温泉を訪れ

た。黒川温泉は、日本全国において数少ない地域づく

りの成功事例だと広く評価されている。その繁栄の理

由として、人の「共同体意識」が挙げられる。地元の

人々が協力し合って自然の景観づくりに努め、統一さ

れた美しい町並みの風景を作り出した結果、観光客が

たくさん来るのだ。 

 同様に、第一回目に見てもらった「有屋少年番楽」

は地域意識に繋がっていると思う。番楽は中世期頃に

神楽の一種として生まれた歴史の長い民俗芸能である。

有屋地区の場合、稲沢番楽は 600 年、柳原番楽は 400

年以上の歴史もある。しかし、昭和時代以降番楽を受

け継ぐ若者が激減し、そのため昭和59年（1984）に有

屋少年番楽が結成された。学校教育の一環として、稲

沢番楽保存会と柳原番楽保存会の会員が有屋小学校の

生徒を指導する。地元の人の言葉によれば、子供たち

に民族芸能の素晴らしさを知らせるだけではなく、継

承の責任感を養わせ、大人の社会に住んでいく常識と

マナーを学ばせることも大事だそうだ。それに対して、

私は番楽を習うことで、自分の住んでいる地域に対す

る理解が深まり、地元のアイデンティティや郷土愛が

育まれることもあるのではないかと思った。 

 但し、番楽の指導者の高齢化も実情であり、保存・

伝承活動の持続性が今後の課題となるだろう。他に何

かできることがないだろうか。個人の見解だが、地域

資源の豊かさは金山町の最大の魅力の一つである。自

分のような都市人があまり自然に触れる機会がないか

ら、リースづくりやペンダントづくりのような活動を

とても新鮮で面白く感じた。それから、サンマ―キャ

ンプやホームステイプログラムなどがいかがだろうか

と考えた。金山町の豊富な地域資源を活用したアウト

ドア的な活動を通して自然に近づける体験を提供する

ことは、人々の興味を引き付けられるかもしれない。

現在、金山町は既に子供向けの環境教育や自然観察に

取り組んでおり、必要な知識やノウハウを持っている

方もいらっしゃるから、実現できないことはないと思

う。 

活動する中、田舎が本当に静かだと印象付けられた。

やはり、地域の活性化は過疎地の大きな課題である。

これについて愚見を述べたが、それよりも今回のフィ

ールドラーニングを通して貴重な体験をたくさんさせ

ていただき、最後に感謝の意を表したいと思う。 

 

人文社会科学部 姚 欽予 

地方経済の賑わいづくりに対する、基本的な原則は

一つがある。「地方の経済性と社会の発展を調整するこ

との必要があり、客観的な経済規律を尊重しなければ

ならない」だと考えられた。つまり、地方に対して、

所在地の経済、環境、人文などのバランスを重視しな

ければならないだ。一途に経済性のため、所在地の環

境や文化などを考えず、「一所懸命」のように開発する

ことはしないほうがいいと考えられた。所在地にある

文化や手に持っている資源などを考え、市民や専門家

の意見を聞き、客観的な経済発展規律を従うことは大

切だ。 

①経済性（コアコンピタンス） 

 コアコンピタンスは和製英語Ｃｏｒｅ ｃｏｍｐｅ

ｔｅｎｃｅだ。自社の得意な競争分野、あるいはその

分野に自社資源を集中する経営手法である。経済など

にも適用だ。例えば、京都と言えば伝統的な日本のイ

メージが出る。東京と言えば現代的な日本のイメージ

が出る。なぜなら、京都と東京のコアコンピタンスは

違いからだ。重工業が発達だから、アメリカ人にデト

ロイトこいう有名な車の都市を造られた。音楽や長く

て様々な文化があるから、オーストリア人にウィーン

こいうロマンチックのような音楽都市を造られた。つ

まり、先ず自分の所在地に手に持っている資源や文化

を考えみる、そして所在地の「得意な競争分野」を決

めて、「資源を集中する」という方法だ。 

 金山町には、経済力や人力などを不足だが、自然資

源や環境の側にその右に出る者がないだ。つまり、金

山町の自然資源と環境資源を利用して、自然的のよう

な旅行ツアーを開発したほうがいいと考えられた。春

夏の果物旅行、秋冬の温泉やスキーのようなレクリエ

ーション。そして、交通機関や道路を改善結果を結合

して、先ず自分から金山町のブランドを世界へ紹介す

ることだ。 

要するにコアコンピタンスを活用して自分のブラン

ドを作り、良い発展環境を作ったら、金山町の賑わい

も簡単のようになる。 
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②環境（持久発展） 

 中国語では「授人以鱼不如授人以渔」（人に鱼を与え

るより取り方を教えること）という言葉がある。人に鱼

を一尾を与えば一日食べさせてやれる。鱼の取り方を教

えれば一生食べさせてやれるという意味だ。 

 地方の発展も同じだ。発展だけではなく、持久性も

大事だ。デトロイトこいう有名な車の都市に対しても、

2013年に破産した。確かに様々な原因があるだが、し

かし一番大変な問題はやはり持久発展をできないこと

だと考えられた。逆に、世の中に持久発展をよく考え

る都市もある。例えば、アラブ首長国連邦のドバイ。

元々はドバイが石油資源を利用して開発した都市だが、

今のドバイは完全に「砂漠の花」のような国際的な都

市になった。つまり、もしある日にアラブ首長国連邦

が石油資源はなくなっても破産できなくて逆に都市を

発展することを続けれるだ。つまり「取り方を教える

こと」だと考えられた。 

 金山町も注意しなければならない。自然資源を利用

する時に自然を守ることも大切だ。なぜなら、交通機

関や道路を改善する時や旅行都市を開発する時、自然

環境の破壊を避けれないからだ。 

 良い自然環境、便利な交通機関、そして誰も知れる

金山町のブランド。こいうことに前提すれば、環境（持

久発展） 

 中国語では「授人以鱼不如授人以渔」（人に鱼を与え

るより取り方を教えること）という言葉がある。人に鱼

を一尾を与えば一日食べさせてやれる。鱼の取り方を教

えれば一生食べさせてやれるという意味だ。 

 地方経済の発展も同じだ。発展だけではなく、持久

性も大事だ。デトロイトこいう有名な車の都市に対し

ても、2013年に破産した。確かに様々な原因があるだ

が、しかし一番大変な問題はやはり持久発展をできな

いことだと考えられた。逆に、世の中に持久発展をよ

く考える都市もある。例えば、アラブ首長国連邦のド

バイ。元々はドバイが石油資源を利用して開発した都

市だが、今のドバイは完全に「砂漠の花」のような国

際的な都市になった。つまり、もしある日にアラブ首

長国連邦が石油資源はなくなっても破産できなくて逆

に都市を発展することを続けられるのだ。つまり「取

り方を教えること」だと考えられた。 

 金山町も注意しなければならない。自然資源を利用

する時に自然を守ることも大切だ。なぜなら、交通機

関や道路を改善する時、自然環境の破壊を避けられな

いからだ。 

 良い自然環境、便利な交通機関、そして誰も知れ

る金山町のブランド。こいうことに前提すれば、金山

町の賑わいはもっと簡単になるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 後藤 翔平 

わたしは、今回の金山町へのフィールドラーニング

を通して様々なことを学び、そして、様々なことを考

えさせられました。その中でも一番深刻な問題である

と感じたのは『いつか金山町は消えてしまうのではな

いか？』という問題についてです。現在、金山町では

輸出者超過が続いており人口がどんどん減少していま

す。実際に今回、有屋少年番楽を見に有屋小学校にお

邪魔させていただいた時も全生徒の人数の少なさ、ま

た、来年度の入学者の人数が一人だということを聞い

て改めて人口減少が深刻な問題になっているのだと感

じました。そこで私は『どのようにしたら金山町への

輸入者が増えるのか』について考えました。 

初めに、輸出者の減少について考えました。地域の

方の話で、「大学を無くせば人が地域に残る。大学に行

くことにより地域から人がいなくなり、大学を卒業し

ていった優秀な人材は都市部で働き、中途半端な人材

だけが地域に残ってしまう。」という話しがありました。

私はそうとは感じません。金山町に強い魅力があれば、

どんなに良い大学に進学しようと自分の地元に帰って

くると思います。むしろ地元に帰ってこないのは大学

のせいではなく、若者たちに魅力を残すことができて

いない地域の方々の責任でもあると思うのです。もち

ろん、私たちのような若い世代に刺激を貰おうとする

のはわかりますが、その刺激を求めた先が国公立大学

の学生であるという事に矛盾を感じてしまいます。大

学の有無などの問題ではなく、金山町の親世代以降の

人たちがいかに若者達に魅力を与えられるかが、輸出

者の減少に一番関係してくるのではないかと考えます。 

次に、どうしたら他所からの輸入者が増えるのかに
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ついて考えました。輸入者の増加に関しては私たちの

ような若者の力がとても重要になると考えます。金山

町の伝統文化である番楽や郷土料理などを、例えば八

峰祭で披露したり、学生間で情報を共有したりなど、

たくさんやれることがあると思います。また、インタ

ーネットへの情報記載も非常に重要です。その中でも

Twitter などの SNS を使った情報の配信は若者たちの

目にも止まりやすいと考えます。このように様々な形

で情報を共有することで金山町に興味を持ってくれる

人が増えていき、それが輸入者の増加につながると考

えます。 

今回のフィールドラーニングで様々な視点から物事

を考える能力や、仲間と共に一つの課題に対して向かっ

ていくことの難しさを学ぶことができました。 

 

医学部 佐竹 彩人 

フィールドラーニングを行った 4 日間を通して、そ

れまでは名前も知らなかった金山町の姿が実体験とと

もに見えてきた。金山町は山間部に位置しており、そ

の豊かな環境の中で育まれた伝統文化や、自然を生か

した活動が融合し、町が成り立っている。自分自身、

今回のフィールドラーニングで行った活動のほとんど

が初めて目にし、体験するものであり、そのひとつひ

とつがいずれも金山町の大きな魅力として目に映った。

しかし、同時に活動中に常に感じたのは、金山町でも

進んでいる過疎化の波であった。多くの魅力に溢れて

いる金山町でも過疎化の影響を避けることはできず、

それまでで受け継がれてきた伝統文化の維持が困難に

なっている様は、見ていて心が痛くなった。 

金山町で進む過疎化の波に対して、どうしたらその

流れを止め、町を活性化させることができるか、今回

のフィールドラーニングを行う中で最も重点的に考え

た。自分は当初、地方で進む過疎化について、過疎化

が進む地域の努力不足が原因として大きいのではない

かと単純に考えていた。しかし、金山町の地域の人々

との交流を通して、地域の人は町を活性化したいとい

う思いを皆強く持っており、できる限り魅力あるまち

づくりに手段を尽くしているということが伝わってき

た。自分も金山町は魅力溢れる町だと来てみて初めて

感じたが、それは地域の人々の努力があってこそ湧き

上がってきた感情だということを、その時理解した。

地域の人々がこれほど努力しており、実際に魅力が溢

れる町であるにもかかわらず、それをお構いなしに進

んでしまう過疎化をどうしたら解決できるのか。自分

自身何度も考えたが、結局有力な解決策を打ち出すこ

とはできなかった。もちろん、金山町にもまだまだ改

善すべき点が数多くある。小さいところではバス等の

交通手段が乏しかったり、インターネットの金山町の

情報が最新ではなかったりし、大きいところでは、生

活していく上で仕事がなかったり、都会に住む人との

考えの面での隔たりが大きかったりしていた。しかし、

それらの問題を解決したとして、実際に町を活性化す

ることができるのか、ということを考えると、自分自

身疑問が残った。自分自身有力な解決策を打ち出すこ

とはできなかったが、それでも今回の活動を終えてひ

とつ感じたことがある。それは金山町の子供たちが、

ふるさとである金山町を好きだということだ。今回、

金山町の子供たちとの交流を何度か行ったが、番楽の

時であってもスキー大会の時であっても、子供たちの

そういった思いがこちらに強く伝わってきた。過疎化

が進む町の活性化は容易なことではない。しかし、そ

れを行う上で最も重要な核となるものは、その町が好

きだという気持ちではないかと私は考える。金山町は

過疎化が進んでいるが、子供たちはふるさとが好きだ

という気持ちをしっかりと持っている。その点につい

ては希望が持てるのではないかと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 菊池 健太 

このフィールドラーニングを通して、金山町につい

てのことをいろいろと考えた。二回計四日間金山町に

滞在して思ったことがある。まず一つ目にこの四日間

に私たちが体験した様々なことが世間ではあまり認知

されていないことである。この四日間で私たちは、ひ

っぱりうどん作りやぶどうの蔦でのストラップ作り、

またウィンタースポーツのスノーモービルやカントリ

ースキーなどを体験した。これらはとても楽しく、金

山町のような田舎かつ雪がたくさん降っている場所で

はないとできません。しかし、これらのことを世間に

発信する事が出来ていない事が問題点だと思った。私

はこの問題点の解決策を考えた。まず、今ではとても

普及しているインターネットの活用である。今や若者

から老人までもが使うインターネットを活用すること

によってたくさんの情報を発信でき、たくさんの人に

知ってもらう事が出来ると思う。そして次に、交通機

関の普及をした方が良いと思った。金山町では 1 日で

バスが四、五回程度しか出ていなく、もし情報が普及

してもいく事ができないという事の可能性がある。こ

のような問題をなくせばより金山町が世間に認知され、
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町が活気付くと思った。 

また、この四日間で行った体験をより多くの人に体

験してもらうために、山形大学の学祭や山形市や天童

市といった大きな市での体験ができるイベントの開催

をするのも良いと思いました。大きな市での体験でき

るイベントはやはり難しいと思いますが、山形大学の

学祭でのイベントは、私たち山形大学生が協力をし、

実現できる可能性が高いと考えました。しかし、山形

大学生だけでなく、地域の方々が率先的に動かないと

できない事だと思った。このようなことを踏まえた上

でイベントをやってみる事が良いと思った。 

金山町は伝統があり、とても良い町だ。色々な問題点

をなくし金山町の力になるために積極的に助けになり

たいと思った。 

 

工学部 猪瀬 悠貴 

今回のフィールドラーニングでは金山町で二回に分

けて合計四日間過ごした。まずなぜ私がこのフィール

ドラーニングを受けることを希望したのかというと、

私は茨城県出身で雪国というものを今年になって初め

て体験することになる。そこでこのフィールドラーニ

ングでは雪に触れ合う活動がたくさんあり、自分が山

形で過ごしていくことの手助けをしてくれるのではな

いかと考えたからだ。こういった思いをもってフィー

ルドラーニングに参加した。 
 第一回目の活動で学んだこととして、二つある。一

つ目は、自主性だ。これは活動の中のメンバーの方と

ともにお昼に食べる山形の「ひっぱりうどん」という

ものを作るときに学んだ。最初は何かを行うにしても

指示を待っている状態が多く、「受け身」になっていた。

自分からこのフィールドラーニングに参加希望したの

にも関わらずいざ活動が始まると自分から積極的にな

れずにいた。このとき金山町の方から「自分から動こ

うとして」と言われて気づいた。二つ目は、仲間と協

力するという、当たり前のことだ。最初は、メンバー

同士ほぼ初対面ということもあって少し気まずい状況

で話し合いもあまりせず行動していて、うまく息が合

わなかった。これもまた言われてから修正した。そし

て一回目の活動では、山形の伝統に触れ合うような活

動が多く、感動する場面があった。しかし、話を聞く

と、こういった伝統も消えつつある、ときき、どうに

かして続いていってほしいと感じた。 
第二回目のフィールドラーニングでは餅つきやナシ

団子をつくり、スノーモービルに乗ることができた。

餅つきは始めて体験した。またナシ団子を作ることも

初めてで、第一回と同様に伝統的な行事を体験できま

した。また、金山町で行われているカントリースキー

大会の運営に協力した。そこでいろいろな方が応援に

来ていて感じたことがある。それは金山町に暮らして

いる方々はそれぞれ違う家族同士でも仲が良く、楽し

そうにしていたことだ。東京のような都会にはなく、

金山町のような所でしかない魅力だと考える。 
このように今回のフィールドラーニングでは、自分

自身のためになることだけでなく、金山町の方が都会

と比べて暮らしにくいのにも関わらずなぜ、わざわざ

金山町での暮らしにこだわるのか、ということも少し

わかったような気がする。 

 

工学部 安達 大登 

今回のフィールドラーニングに参加して、自分は金

山町の魅力を理解することができたと思う。まだ、す

べてを理解しきれていないが、一回目の活動では、ひ

っぱりうどんから歴史を学び、スノートレッキングや

クリスマスリース・ストラップづくりから自然につい

て学ぶことができた。二回目の活動では、スノーモー

ビルやりゅう馬スプリントスキーフェスタから冬の金

山町と雪の共存について考えることができた。どれも

自分が体験したことのないものばかりでとても新鮮な

感じがした。自分は、山形県山形市出身なのだが金山

の魅力についてはフィールドラーニングに参加しなけ

れば、知るきっかけがなかったと思う。そのため、ど

のようにすれば金山町について知ってもらえるか、ど

のような企画を立てればより魅力的な金山町になるの

かについて、自分なりに考えてみた。 

 まず初めに、インターネットに載っている金山町の

情報が少ないということが気になった。自分は、1 回

目の活動が終わって、2 回目の活動が始まる前にある

中間学習で「りゅう馬スプリントスキーフェスタ2018」

について調べてみようと思った。しかし、「りゅう馬ス

プリントスキーフェスタ」について載っている情報は

数年前のものが多く、今年の情報を見つけ出すことが

できなかった。そのような点から、インターネットで

の情報量を増やすことと新しい情報を更新することが

重要になってくるのではないのかと思った。実際イン

ターネットに情報が多くあることが直接「人口増加」

や「地域発展」につながるとは言い切れないが、金山

町について調べようとした人にとって身近に存在する

ものがインターネットだと思うので、よりよい情報を

提供してより一層知ってもらうためにも改善する必要

があると思う。 

 次に、企画について考えてみた。2 日目に体験した

スノーモービルとカントリースキーは、雪と触れ合う

機会ということもあり、とても楽しくいい経験ができ

たと思ったが、金山町ならではの体験ではなくスキー

場全般で体験できることなのではないかと思った。カ

ントリースキーもスノーモービルも自分の地元である

山形市にあるスキー場で見たことがあるような気がし

た。そのため、ただカントリースキーやスノーモービ

ルを体験するだけではなく、何かもう 1 つ工夫があっ

たほうがいいと思い、カントリースキー・スノーモー
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ビル・かんじきダッシュで作るスノーアートがよいの

ではないかと思った。スノーアートとは、誰も踏んで

いない雪の上を歩き足跡をつけて道を作り、上から見

たら絵になっているような作品を作ることです。この

ような企画を考えれば、より一層楽しみながら体験す

ることができると思う。 

今回のフィールドラーニングは、初めての体験がたく

さんありとても充実していた。これから金山町の魅力を

よりたくさんの人に知ってもらえるように、自分もでき

る限り協力していきたいと思う。 

 

農学部 池上 慧 

私が金山町に行って感じた魅力は、雪国で田舎であ

るこの金山町でしか体験できないことがたくさんあり、

とても楽しかったということである。私の地元が街中

であり、雪が一切降らない地域であるため、特にこれ

を感じた。しかし、ネットなどの、この町を知る手段

が少なく、交通網も充実していないため、町の外から

人が来るということが難しく、せっかく色々な体験が

できるのにもったいないと感じた。なので、実際に具

体的な魅力とその解決策を考えた。 

まずは、地元のお母さま方の料理である。普段、化

学調味料がたくさん入った料理などを食べることが多

い。また、洋食が増え、和食を食べる機会は減ってい

る。しかし、お母さま方の料理は、地域でとれた作物

の風味を壊さないような優しい料理で、漬物や煮物な

どもこの地域オリジナルのものもあり、普段食べられ

ないおいしいものであった。これを今話題の、農家レ

ストランなどを立ち上げふるまえるような環境を作る

のはどうかと考えた。 

次に、自然のものを使った工作体験ができるという

ことである。私たちも実際にリースとキーホルダーを

作ったが、とても楽しかった。しかし、ネットなどで

調べてもなかなか出てこない。これだと人も来ない。

そのため、まずは町の外の人に知ってもらえるような

宣伝が必要であると感じた。 

最後に、スキー場である。私はスキーやスノボーが

好きで、山形に来てからも県内のスキー場を調べてい

たが、ここの神室スキー場は知らなかった。だが、実

際にそこへ行ってみると、雪質がとてもよく、コース

も充実していた。それなのに客は少なかった。ネット

などに情報を載せることも大事だが、それよりも大事

な問題があった。それは、交通網の不足である。バス

停の時刻表を見たら、1日にバスが5本しかなかった。

ナイターもやっているのに、夕方までしかバスがない。

これだと客も来づらい。まずは交通網をもっと充実さ

せることが課題であると感じた。また、今回のフィー

ルドラーニングでカントリースキーとスノーモービル

の体験をさせてもらったが、この体験は全国のスキー

場でもできるスキー場は少ない。もしこの体験ができ

れば、他のスキー場とは違う体験ができるということ

で人が来るのではないか。そして、スキー場に泊りが

けで来た人にホテルなどで番楽を見てもらい、この町

の伝統も知ってもらう。 

金山町は、番楽など伝統のある町でもある。しかし、

地域の少子高齢化の問題は深刻であると聞いた。この問

題を解決するためにも、まずは周りから人を呼び、この

町を知ってもらう。そして商業が発展すれば、若い人の

流出を少なからず防げるのではないか。また、私自身も

金山町を宣伝して、少しでもこの町の助けになりたいと

思った。 
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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！２ 
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 29 年 10 月 28 日(土)～29 日(日)、11 月 25 日(土)～26 日(日) 

 

○受 講 者：大浦 光（発表）、齋藤 和弥（班長）、髙橋 利希(発表)、天谷 遥（記録）、 

佐々木 翔平（発表）、佐藤 涼香（発表）、青木 桃香（記録）、矢作 愛（記録）、 

櫻井 大智（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２８日（土） 【１日目】１１月２５日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 大場満郎冒険学校着、オリエンテーション 

10:00 ワイルドエドベンチャースクールに参加 

（稲こき作業、切り絵体験等町内小学生との交流） 

12：00 昼食(おにぎり持参) 

引き続きワイルドエドベンチャースクールに参加 

14：30 中央公民館着 

15：00 ワイルドエドベンチャースクール終了 

スタッフとの懇談会を予定 

16：00 中央公民館発（宿舎先バスにて) 

    途中スーパーにて夕食、朝食の買い出し 

17：00 宿舎着 夕食自炊 

 

 

08:00 山形大学発 

09:30 大場満郎冒険学校着、オリエンテーション 

10:00 ワイルドエドベンチャースクールに参加 

 （料理教室(巻き寿司を予定)町内小学生との交流） 

12:00 昼食(おにぎり持参) 

引き続きワイルドエドベンチャースクールに参加 

14:30 中央公民館着 

15:00 ワイルドエドベンチャースクール終了 

15:30 中央公民館発(宿舎先バスにて) 

    途中スーパーにて夕食、朝食の買い出し 

16:30 宿舎着 夕食自炊 

【２日目】１０月２９日（日） 【２日目】１１月２６日（日） 

10:00 宿舎出発（朝食自炊） 

10:30 大場満郎冒険学校 大場満郎氏による講話 

12:00 昼食(前森高原にて) 

13:00 冒険疑似体験(トレッキング等) 

16:00 大場満郎冒険学校発 

18:00 山形大学着 

10:00 宿舎出発(朝食自炊) 

10:30 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 大場満郎さんとの懇談 

14:30 冒険学校をプロデュースしよう 

16:00 大場満郎冒険学校発 

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！」 

 

人文社会科学部 大浦 光 

私はこの最上町でのフィールドラーニングを通して

感じたこと、思ったこと、聞いたこと、目にしたもの

が多くある。大場満郎さんの冒険学校で開かれている

ワイルドエドベンチャースクールに参加した山形大学

の僕たちはまず初めに、最上の自然の景色に圧倒され

た。1 回目は広がる草原と放牧されている牛や馬、ヤ

ギなどであり。2 回目は山形に雪が降り始めたころ、

最上では辺りが真っ白な雪原になっていたことだ。自

分はこの時、最上は自然がすごい！最上といえば自

然！という考えしか持たなかった。フィールドラーニ

ングで地域の方と懇談会をした時に、仙台から移り住

んだという宮本さんという議員さんに、なぜ、最上に

住もうと思ったのかを質問した。宮本さんは、仙台で

はあまり感じられない地域の人との繋がりや、心の距

離の近さが、最上で生きたいという理由になったとい

う。ワイルドエドベンチャースクールで、農産物の販

売を子供たちとしたときに、地域の人の大半が子供た

ちの名前を知っていたり、買いませんか？と子供たち

に言われれば快く買ってくれたりして、この地域はみ

んなが繋がっていると実感した。それに加え、子供た

ちが地域の人の家に遠慮もなく入っていけるという点

に私たちは驚かされた。最上町で育ったという人も昔、

冬に一人で街を店の手伝いとして回らせられたという

話もあり、地域の中の人と人との信頼関係が熱い街と

いう点も最上町の特徴なのだと考えた。 

このプログラムについてだが、自分はこのプログラ

ムを冒険家のようなことをするプログラムだと思って

参加した。子供たちに向けてもワイルドエドベンチャ

ースクールと、冒険らしいことを教えるところだと思

っていた。1 番冒険らしいトレッキングは雨で中止と

なったが、他のプログラムが大場さんの話を聞くとこ

ろ以外は、農業体験や、ピザつくり、手巻き寿司教室、

切り絵体験など、あまり冒険らしくないことばかりだ

なと感じた。大場さんにそのことを聞くと、冒険とい

うのは、アマゾンの川や、北極南極へいくようなこと

だけを言うのではなく、自分自身のしたいことを探す

こと、自分の居場所を見つけるためのことを言うのだ

という。これは、大場さんの過去が、農業で成功した

り、鷹匠になりたくて地域の人にならったり、大場さ

ん自身が自分のやりたいことを見つけるために、様々

なことをしていたことがあり。子供たちにも、自分の

やりたいこと、向いていることがどんなものかを見つ

けてほしいから、様々なことを体験する機会を作って

いるのだと考えた。子供たちが自分の目指す場所をみ

つけるための冒険をこの冒険学校でしている。冒険と

いう言葉のそういった意味をもっと多くの人に知って

ほしいと思った。 

 

人文社会科学部 齋藤 和弥 

私は今回のフィールドワークで初めて最上町に行っ

た。フィールドワークに参加すると決めるまで、最上

町の名前さえも知らず、もちろん、最上町について調

べるまで何が盛んなところなのかさえも全く分からな

かった。フィールドワークは二回に分けて行われたの

だが、私はあいにく、二回目の時に扁桃炎を拗らせて

入院していたので、1 回目のみの記録についてレポー

トさせてもらう。 

 まず、1 日目に大場満郎冒険学校で学んだことは３

つある。 

 1 つ目は、昔の人の偉大さである。私は大場満郎冒

険学校でまず初めに体験したことは、稲から稲穂を取

り外し、そこから精米するまでの流れであった。現代

では、人間は機械の中に入れるだけで簡単に精米まで

の作業ができるが、昔の道具は主に手作業であるから

一つの工程を終えるのに時間がかかった。しかし、そ

れは苦痛ではなかった。苦労して自分が食べられるま

での状態にすることの達成感を学ばせていただいた。 

 次に、二つ目は、地域との密接な関係である。大場

満郎冒険学校に参加していた子供たちと共に、大根を

収穫し、その大根を冷たい水で洗い、そして大根をリ

アカーに乗せて、地域の人に売り歩く体験をした。そ

のとき感じたのは、地域の人は家に訪問して、販売し

ても何 1 つ嫌な顔をせずに、どんどん大根や別に用意

していたもち米を買っていってくれるのだ。私は、も

しここが現代のマンションなどが立ち並ぶ住宅街だっ

たら、同じことが起こり得たのかと疑問に思った。そ

れほど、大場満郎冒険学校は地域の人に親しまれ、厚

い信頼を得ているのだと思った。最上町のほんの一部

しか見させてもらっていないが、自分たちの地域には

ない密接な関係を学ばせていただいた。 

最後に 3 つ目は、2 日目に聞かせていただいた、大

場三郎氏の冒険談についてだ。大場三郎氏は単独でア

マゾンやグリーンランドや北磁極などの険しい環境を

潜り抜けてきたということだ。私には到底まねできな

いことであるということを実感させられた。また、話

の中で印象に残った言葉が１つある。それは「自立し

たいのであれば、親と象徴的な殺し合いをしろ」とい

う言葉である。つまり、親と面と向かって話し合い、

自分のやりたいことを話すということだ。私はまだ完

璧に親から自立できていないし、自立するまで、少な

くとも大学を卒業するまではできそうにない。来たる

べき時がきたら、私はこの言葉を胸に抱いて、象徴的

な殺し合いをしようと思う。 
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人文社会科学部 髙橋 利希 

自分はこのプログラムを通して様々なことを学んだ。

最上町という今まで訪れたことのない町での活動とい

うものはやることすべてが初めてしたような感じがし

た。また、活動していく中で地域の小学生や大人の方々

と触れ合う中で最上の良さに気付くことができた。 
 一回目の体験の一日目は冒険家であった大場満郎氏

が様々なことを地域の小学生に教えるワイルドエドベ

ンチャースクールに参加して、農業体験とそこでとれ

た大根ともち米の売り歩きをした。農業体験では、昔

ながらの方法で稲こき作業などをしたが、どの作業も

力を使う作業ばかりで自分たちは苦労していたが、地

域の方々はその作業を平然と行っていて驚いた。また

育ててあった大根を収穫するという体験もさせていた

だいた。このとき収穫した大根を洗う際も、昔ながら

の方法で川の水を使って大根を洗ったのだが、川に足

をつけながら洗う作業はとても冷たく大変だったが、

地域の人たちはこれも平然と作業していた。農業体験

を通して、今は機械化が進んで農業の作業も昔より人

の負担は減ったが、昔ながらの方法を経験することに

よってその作物の有難みを感じることができると思っ

た。その後は、獲った大根ともち米を地域の方々に売

り歩きをしたのだが、急に訪れた自分たちに嫌な顔を

一切せず、その大根ともち米を買ってくれる最上の人

たちの温かさを感じることができた。二日目は当初予

定していた冒険疑似体験が雨のため中止となり、大場

満郎氏のお話を聞くこととなった。大場氏が体験した

話の一つ一つが自分の想像をはるかに超える話ばかり

でついつい聞き入ってしまった。自分はこの話を聞い

たことで、今まで持っていた人生観が変わった。大場

氏が語る話一つ一つがこれからの自分の人生の役に立

つと感じることができた。二回目の一日目はワイルド

エドベンチャースクールで巻きずし体験と切り絵体験

と小学生と一緒に体験した。二日目はピザづくり体験

などを行った。 
私にとっては一回目の体験が自分の中でかなり刺激

的だったのでそれを多めに書きました。この活動を通

して、自分は多くのものを得ることや感じることがで

きた。最上町の小学生の良さ、最上町の方々の良さ、

なにより大場満郎氏のすごさ様々なことを学ぶことが

できた。今後はこの体験をより良いものとしていくた

めに報告を頑張りたいと思った。 

 

人文社会科学部 天谷 遥 

今回のフィールドワーク「大場満郎氏の冒険の心に

触れ、最上を体感しよう！」で私は初めて最上町に行

きました。最上町と聞いて最初に思い浮かんだのは最

上川でした。しかし、事前学習で最上町を調べて行く

につれ、自然がとても豊かであること、古くから大木

がたくさんあるので「巨木の里」として有名であるこ

と、第一次産業従事者が一番多いことなどが分かりま

した。その中で大場満郎さんのエドベンチャースクー

ルに参加して、地域の子供たちやお年寄りと交流して

外面的な最上町だけでなく、内面的にも知ることがで

きました。 

 今回のエドベンチャースクールは10月28日.29日、

11月25日.26日と二回に分けて行きました。 

 1 回目のエドベンチャースクールでは古くからの道

具を使ってもち米を稲コキ、脱穀、精米したり、大根

の移動販売を地域の子供たちとしました。その後大場

満郎さんの冒険の話聞いて冒険とは何か、人生とは何

かを学ばせていただきました。地域の子供たちはとて

もエネルギーに溢れ、地域の大人の方もそんな子供た

ちを温かく迎え入れていて地域ぐるみで親密でした。

大場満郎さんの冒険のお話はスケールが大きすぎて想

像することはとても難しく、聞いていてとても引き込

まれました。 

 ２回目のエドベンチャースクールでは、班長が不在

の中、切り絵体験と巻き寿司作りをしたり、ピザを作

りました。そのあと、大場満郎さんと懇談をしました。

前回に比べて子供たちが大幅に増え、室内での活動も

あってか、とても元気で少々子供たちの相手をするの

も骨が折れました。しかし、切り絵体験では細かな作

業であったためか、全員とても集中してやっていまし

た。大場満郎さんとの懇談では、前回のフィールドワ

ークで疑問に感じたこと、大場満郎さんに聞いてみた

いことなどを聞いて、より大場満郎さんの考え方や生

き方についての理解を深めました。印象に残ったのは

「象徴的な殺しあいをしろ」という言葉です。この言

葉は自立をするためには、親と腹を割って話をして、

自分の本当の考えを伝えて双方が納得するまで話し合

いをしろという意味です。私は大学を卒業するまでは

本当の意味で自立することにはなりません。そういっ

た自分の状況も踏まえてこの言葉はとても胸に残りま

した。 

 最上町は外面的な面でもとても魅力てきですが、人

と人との繋がりなど内面的なもの部分での魅力の方が

大きいと思いました。私はこの魅力を大勢の人に伝え

ていきたいと思いました。 
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人文社会科学部 佐々木 翔平 

今回のフィールドラーニングでは、大場満郎氏が主

催する冒険学校に参加し、活動を通して最上地域の良

さや今後の課題を発見した。このフィールドラーニン

グでは、1 日目はおもにワイルドエドベンチャースク

ールに参加している小学生のサポートとして、2 日目

は自分たち自身が実際に大場満郎氏との活動を通して

知見を広めることができた。 

 私は今回の活動を通して主に2つのことを学んだ。1

つ目は最上地域の豊かな自然と優しい人柄、２つ目は

大場満郎氏の生きることに対する理念である。 

 最上地域は近年過疎化が進んでおり、町にいる多く

が小学生や高齢の方々である。今回の大場満郎氏によ

るワイルドエドベンチャースクールには、１回目 2 回

目共に、素晴らしい技術を持った方々がその技を教え

てくださり、少ない人々のなかにも貴重な技術をもっ

た方がいらっしゃるのだと感じた。具体的には、１回

目のコメの脱穀や大根の収穫での農家の方の指導、２

回目の巻き寿司体験や切り絵体験におけるプロの方か

らの指導など、多くのことを学ぶことができた。私た

ち大学生は小学生のサポートが主な役目であったが、

自らもこれらの体験を実際に行うことで貴重な技術や

知識を得ることができた。 

 次に大場満郎氏との関わりについてである。大場満

郎氏は北極・南極を横断し、ギネス記録にも認定され

た偉大な方であるが、活動や懇談を通して、大場満郎

氏から様々な事を学ぶことができた。今回の活動に参

加する前は、なぜ大場満郎氏が冒険をし、その後冒険

学校を設立したのか、十分に理解できていなかった。

しかし、大場満郎氏との体験活動や懇談を通して、こ

のワイルドエドベンチャースクールは、自分のコミュ

ニケーション能力を育てたり、自分自身の長所や短所

に気づき人生の幅を広げるために行なっているのだと

気づいた。これまで学んできた知識だけでなく、年代

を超えて多くの経験人から話を伺うことで、自分とは

何かを発見するという明確な目標があり、最上地域に

少ない大学生と地元の小学生が交流することで相乗効

果が生まれるのではないかと思った。一方で、冒険に

関して大場満郎氏は、それを通して自分なりの楽しい

生き方を探すためのものだとおっしゃっていた。大場

満郎氏にとっての冒険は、私たちに対しての周りの

人々との交流や実体験と同じようなものであり、楽し

く生きる方法を自分から積極的に探すことの大切さを

教わった。 

一方で、最上地域には町の活性化が十分に行われて

いなかったり、大場満郎氏の理念があまり伝わってい

なかったりと課題も見つかった。これらの課題は実際

に現地に赴いた人にしかわからないことも多々あるた

め、私たちが今後、最上地域が豊かで魅力あふれる地

域になるよう努力していかなければならないと感じた。 

 

地域教育文化学部 佐藤 涼香 

私は最上町で大場満郎さんの冒険学校でいろんな貴

重な経験をさせていただいた中で、最上町の魅力や、

大場満郎さんの偉大さを知ることができた。冒険学校

のワイルドエドベンチャースクールの活動では最上町

の子供たちとふれあいながら、昔の農業体験など普段

はすることのできない体験を多くさせていただいた。

特に、1 回目の 1 日目に行った大根の収穫と売り歩き

では、最上町の地域性を感じることができたのではな

いかと思う。大根を育てているお宅でも、子供たちが

売っているからと買ってくれたり、子供たちも地域の

人と自然にコミュニケーションがとれていたり、人と

人の距離が近いところを見て、素敵な地域性だと感じ

た。「地域で子供を育てている」という考え方があるか

らこそできることだと思った。また、最上町の人々の

温かさに魅かれて仙台から移り住んだという方の話や、

最上町で育った方の話を聞き、安心して子供を一人で

おつかいに出せるような治安の良さと地域の中に強い

信頼関係があることを知った。 

 また、大場満郎さんの話を聞いて、大場満郎さんが

行ってきた冒険の壮大さを感じると同時に、大場満郎

さんの情熱というか、信念を聞くこともできたと思う。

大場満郎さんは 4 回北極に挑戦し、4 回目でようやく

北極の単独歩行に成功したというような、その外にも

様々な偉業を成し遂げながら、現在は地震の生まれ故

郷である最上町に帰ってきて冒険学校で最上町の子供

たちに冒険の心を伝えている。大場満郎さんは”生き

ること”が冒険であるとおっしゃっていて、大場満郎

さんがしてきたような冒険だけではなく、いろんな師

匠に倣って様々な経験をすることによって冒険の心を

伝えたいと言っていた。 

大場満郎さんの話を聞いて、成し遂げてきたことの

偉大さや信念を知れば知るほど、すごい人なのだと感

じた。しかし、自分も住んでいる山形県にこんな偉大

な人がいることを今まで全く知らなかった。そのため、

大場満郎さんの冒険の心や、大場満郎さん自身のこと

をもっと周りに発信するべきだと感じた。活動や体験

の内容も、大場満郎さんを主体とした活動にしてPRし

てもいいのではないかと思った。また、子供たちとふ

れあう中で、活動内容の理解が十分でなくて、サポー

トする上で戸惑ったり、もっと上手く子供たちが活動

に集中できるような協力の仕方ができたのではないか

と感じる、課題も多く見つかった活動だった。 

 

地域教育文化学部 青木 桃香 

 今回、このプログラムに参加して大場満郎さんにつ

いて初めて知った。同じ最上地域に住んでいながらも

名前すら聞いたことがなかったことに恥ずかしく思っ

た。そして、今まで自分は故郷についてほとんど知ら
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なかったのだと気づき、最上の課題に向き合うきっか

けとなった。 

 このプログラムの大きな内容としては２つある。１

つ目は、ワイルドエドベンチャースクールのスタッフ

として参加すること。２つ目は、大場満郎さんの冒険

について話を聞き、冒険疑似体験を行うことだ。 

 １つ目。ワイルドエドベンチャースクールについて。

最上の子供達と一緒に活動を行う。ここで感じたこと

は地域の人の温かさだ。特に、１日目の大根ともち米

の移動販売では、自宅でも大根を育てているにもかか

わらず購入してくれたり、子供達の声を聞いて道路ま

で出てきてくれたりする地域の方がたくさんいた。人

口が少ないことが問題視されている最上だが、少ない

からこそ世代を超えての交流が盛んに行なわれている

と感じた。地域全体で子供達を見守ろうという姿勢が

あるのではないだろうか。一方で、子供と大人の距離

が近いがゆえに子供達の言葉使いが乱暴であることが

少し見受けられた。また、最上には私たちのような若

い世代がほとんどいないため、子供達にとっても大学

生と活動することは重要な機会だという話を聞いた。

その活動に参加できたことはとても嬉しく思うととも

に、将来小学校教員として故郷である最上地域で働き

たいと改めて思った。 

２つ目。大場満郎さんとの活動について。大場満郎

さんは生きるということについて熱い思いを持たれて

いる方だと感じた。満郎さんの冒険記で一番心に残っ

ているのは、自分が幸せになりたいのならば好きなこ

とをしろという言葉だ。好きなことと言われたとき、

自分にとって幸せだと思えるほど好きなことはなんだ

ろうと考えた。漠然としたやりたいことは次々に見つ

かるのに、満郎さんほど熱くなれるものは見つからな

かった。その好きなことをこの大学4年間で見つけて、

将来のことをしっかりと考えていきたい。満郎さんの

ような大冒険をすることはできないが、自分なりの冒

険を見つけて目標に向かって努力していきたいと心か

ら思った。その中で満郎さんのような、人から学ぼう

とする姿勢やできないことを正直にできないから助け

てほしいという姿勢を忘れずにしていきたいと思う。

満郎さんは子供や若い世代に自分が経験したことから

学んだことを伝えたいと願っていた。自分たちにでき

ることは少ないが、今回の活動を通して大学に持ち帰

りたくさんの人に伝えていきたい。 最上の魅力とし

ては自然の豊かさと人の温かさ、そして大場満郎さん

の存在だと考える。そこから考えた課題として次にあ

げる。最上ではワイルドエドベンチャースクールなど

の活動を行っているが、子供たちに満郎さんの思いが

しっかりと伝わっているのだろうかと参加してみて疑

問に思った。さらなるプログラムの改善が必要と考え

る。どれほど力になれるか分からないが、私たち大学

生がその手伝いをすることができるのであれば本望で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 矢作 愛 

今回、「大場満郎氏の冒険の心に触れ、最上を体感し

よう！2」のプログラムに参加して、まず、大場満郎氏

のような世界に誇ることのできる偉大な方が、ここ山

形の最上にいることに驚いた。そして、計４日間の最

上での体験を通じて、最上地域の人々の温かさを体感

し、ワイルドエドベンチャースクールという活動を知

り、またそれに参加することができた。私は「冒険」

とは、登山をしたり、地球の辺地まで旅をしたりなど、

そういったことだと思っていた。しかし、大場満郎氏

いわく、私たちが生きているこの日々こそが「冒険」

であり、自分は何者なのか、何をして生きていくのか、

ということを自分に問い続け、それを探し求めること

が、「冒険」であるという。ワイルドエドベンチャース

クールでは、そのような冒険を、小学生の児童が行っ

ており、計２日間、スタッフとして私たちは参加した。 

満郎氏による講話では、満郎氏が生きてきた半世紀

について、知ることができた。冒険の体験談や、それ

らをまとめた DVD は、私たちが生きている世界とはか

け離れすぎていて、まさに開いた口がふさがらないく

らいに衝撃を受けた。そのような衝撃を、私たちだけ

でなく、日本全国、そして世界中の人々に受けてほし

いと思った。私は山形県出身だが、大場満郎氏のこと

は知らなかった。私のような人は山形にもたくさんい

ると思う。それは、とてももったいないことだと感じ

た。 

大場満郎氏の企画したワイルドエドベンチャースク

ールでは、最上地区にいる様々な職人の方とふれあう

ことで、人生の先輩から学んだり、農作業を行ったり

して、自らの手で体験することを大切にしている。そ

のようなコンセプトのもとで活動を行っているが、実

際にスタッフとして参加してみて、活動の実施方法と

いう面から見たときに、もう少し改善の余地があるの

ではないか、と感じた。たとえば、２回目のエドベン

チャースクールでは、人生の先輩である元板前の方か

ら、巻きずしづくりを習い、自分たちで手作りの巻き

ずしを味わった。残念だと感じたのは、料理のサブ的
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な形で登場したもちは、小学生が春から育て収穫した

もちであることを、ほとんどの小学生は知らずに、そ

れらを残してしまっていたことだった。私たちも、そ

のもちが、育ててきたもち米からできていることに気

づいたのは、食べた後であった。食べる前に、春から

の思い出を振り返り、みんなの頑張りを労いあうこと

ができれば、それは食の教育になったはずである。そ

の後に行った、切り絵体験では、小学生が切り絵体験

に夢中になり、真剣なまなざしが輝いていて良いと感

じたが、切り絵職人の技を見たのはほんの一瞬であっ

た。職人の製作する切り絵には、どれほどの時間と労

力が詰まっているのかということを、小学生にもう少

し伝えられれば、より感動や、驚きを与えることがで

きたのではないかと感じた。 

今回のプログラムに参加して、普段は経験できない

ようなことを体験させてもらい、最上の温かい方々と

交流することができたのと同時に、大場満郎氏の偉業

や思いについて、これからまだまだ発信していくべき

だということ、そして、ワイルドエドベンチャースク

ールのコンセプトに、よりマッチした活動方法につい

ての課題を考えることができた。 
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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：会員および地域住民 

 

○訪 問 日：平成 29 年 10 月 28 日(土)～29 日(日)、11 月 18 日(土)～19 日(日) 

 

○受 講 者：陳 子軒（記録）、増川 かな（発表）、板垣 ふたば(発表)、佐藤 絵理奈（発表）、

伊東 晴菜（発表）、加藤 大智（記録）、早川 実緒（班長）、佐々 木 祥真（発表）、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】１０月２８日（土） 【１日目】１１月１８日（土） 

08:00 山形大学発 

09:15 舟形町役場着 

09:30  開講式 

    舟友祭見学、芋煮づくり（舟形中学校） 

12:00 昼 食 

13:30  シイタケ・ナメコ収穫体験 

18:30  夕 食（農村環境改善センター） 

19:30  入 浴（若あゆ温泉） 

21:00 就 寝（農業体験実習館） 

08:00 山形大学発 

09:15 舟形町役場着 

09:30  大根、白菜等収穫体験 

12:00  昼 食（農村環境改善センター） 

13:00  大根、白菜収穫体験 

17:00  入 浴（若あゆ温泉） 

18:30  夕 食（農村環境改善センター） 

19:30  入 浴（若あゆ温泉） 

21:00 就 寝（農業体験実習館） 

 

 

 

【２日目】１０月２９日（日） 【２日目】１１月１９日（日） 

07:00 起 床 

07:30 朝 食（農村環境改善センター） 

09:00  大根、白菜等収穫体験 

12:00  昼 食（農村環境改善センター） 

13:30  大根、白菜等収穫体験 

16:10 農村環境改善センター発 

16:45 舟形町役場発 

18:00 山形大学着 

07:00  起 床  

07:30  朝 食（農村環境改善センター） 

09:00  森の積木広場 （舟形小学校） 

12:00 昼 食（農村環境改善センター） 

13:30  大根、白菜等収穫体験 

15:30 閉校式 

16:10 農村環境改善センター発 

16:45 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！」 

 

地域教育文化学部 陳 子軒 

初めて舟形町へ行った時、その町の生活はとても純

朴な事をすぐ感じられた。建物より畑の方が多い、高

層ビルもないし、現代人がよく行く生活に欠かさない

コンビニさえもない。舟形町は時代の進歩につれて、

基礎の建設は他の町と比べたら、非常に少ないと感じ

た。 
近年日本少子化の問題はますます深刻になってきて、

舟形町の人口減少問題をみると、その厳重性は町にど

んな大きな影響を与えたか、すぐ分かる。当地では高

校がないため、子供は高校生になったら、ほかの高校

がある町へ勉強に行かなければならないことになって、

子供は実家より便利なところで生活して、その便利さ

に慣れたら、元々住む場所に戻って住むのは難しいと

思う。ですから、舟形町は今から改善しなければなら

ない点がいくつあると思う。まず、高校を建設する必

要があり、そして生活をもっと便利にする店、例えば

コンビニなどの店を開く必要がある。そうすると、舟

形町を離れる人が減少するかもしれないし、町にもい

い影響を与えると思う。 
舟形町の産業は主に農業で、私はフィールドラーニン

グの授業により、当地の豊かな天然資源を見た。例え

ば：様々な農産物や鮭や温泉などがあるから、その町は

発展の底力があると思う。だから、まず人口転出の問題

を減少するために、はじめに、天然資源に加えて、地元

の人たちは農業についての改革をすべきてある。農産物

の生産と品質を高めて、以前よりもっとたくさんのお金

を稼げば、若い者は絶対に舟形町へ転出したくなくなる

と思う。そして、農作用の機械を購入して、生産の自動

化と共に、自分達の生活を少しに楽になっていく。そう

すると、この町に転入したい人が増加し、町の人口にも

必ず増え、建設も多くなって、最後に人が暮らしたい町

になると信じる。 

 

地域教育文化学部 増川 かな 

私は、山形県の過疎地域についての考えを深め、将

来就く職に生かすことができるようになるために、こ

のフィールドラーニングに参加することを決めた。今

回の研修では、舟形町の方々に触れ、地域の現状を知

るとともに、課題も知ることができた。そのうえで、

舟形町の方々が行っている取り組みを体験することが

できた。 

 山形県最上地域では、特に少子高齢化が進み、消滅

の危機にある。その危機から脱却するために、今回の

研修でお世話になった大山さんは、農業を生かした取

り組みをしている。現在大山さんは、知人と「堀内フ

ァーム」を立ち上げて CSA（地域支援型農業）に取り

組んでいる。CSA とは生産者と消費者が連携し前払い

をして商品を契約販売する仕組みのことだ。CAS は、

どのくらいの費用がかかるのか、気候条件で起きるリ

スクはどのようなものがあるのかなどを共有し、信頼

関係の上で成り立つ。顧客からの信頼がとても重要だ。

現在、堀内ファームは漬物屋さんと提携し、契約販売

を行っている。また、舟形小学校では、都会の小学校

と学校交流をしている。今では交流だけでなく、農業

体験も行っている。農業を通して地域のつながりをと

ても大切にしている活動だと思った。 

 このような事業を続けていくためにも、人口減少は

何としてでも防がなければいけない。 

 そのために、三つの対策があげられる。 

 一つ目は、地域密着型の活動を子供のうちに行うこ

とだ。舟形町には高校がない。そのため、中学を卒業

して舟形町を出て他の市町村の高校に行かなければい

けないという現実がある。少しでも地元に帰ってきて、

地域を再生するようなことに携わりたいと思う人が増

えるように地域に根付いた活動を小学校、中学校で行

わなければいけない。現在、舟形町出身の高校生が「ふ

なっこ」という団体を作り、奉仕活動を行っていると

聞いた。狙いは、大人になってから自分の地元である

舟形を堂々と発表できる人になることだそうだ。地場

産業を行う上で、とても大切な活動だと感じた。二つ

目は、環境づくりだ。舟形を再生したいと思う子供が

増えても、雇用がなければ若者は定着しない。そのた

め、みんなで雇用を図る仕組みづくりをすることは重

要だ。三つ目は、外から人を呼び込む活動だ。例えば、

郷土料理を有名にして、産業につなげ、人を呼び込む。

これには辛抱強い活動が必要になると思う。 

最終プレゼンテーションではこれらのことを踏まえ

た、若者の私たちからの目線で提案ができればと思う。 

 

地域教育文化学部 板垣 ふたば 

私は今回、舟形町堀内地区のフィールドラーニング

に参加して大きく分けて３点について学びました。 
 １点目は「地域を知り、地域に愛情をもつ」ことで

す。堀内地区の現状は人口減少に伴い少子高齢化も進

んでいるため、集落の存在が難しくなりつつあります。

しかし、堀内地区にはたくさんの特産品があり、食の

豊かさにあふれていると感じました。特に〈堀内ファ

ーム〉という活動は、農業生産サービスや他県との交

流、農業の運営が困難になった農地の整備サービスを

行うことにより、持続可能な集落、そしてより発展す

る堀内地区を創ろうとしています。こんなにも素晴ら

しい町を知らないのはもったいないです。そこで、こ

のような活動を若い世代の人たちも関心をもち、例え

ばネットで拡散したりするなど、ネット社会であるか

らこそ出来ることを考えて実行することも発展への大
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きな一歩になると考えました。 
 ２点目は「子どもの教育」です。担当の大山さんの

話によると、家庭などでは農業に対してマイナスなイ

メージを話されるそうです。このままでは農村地域へ

の若者の理解が変わらず、逆に減ってしまいます。そ

の中で、地域の方に教わりながら自分たちで里芋を作

り芋煮で振る舞う〈舟友祭〉や、小学１年生がヒノキ

のつみきを使って遊んだり、森林の保全に関した紙芝

居を聞く活動は、地域の食や自然に実際に触れて体験

することで、地域に魅力を感じることにつながると思

います。子どもの頃にどれだけ地域に寄り添えるかが

重要になってくるのではないかと感じました。 
３点目は「農業のやりがい・大変さ」です。２回目の

フィールドワークでは大根掘りを体験しました。最初、

私はどのくらい大変なものなのかあまり想像できませ

んでした。しかし実際に掘ってみると大根の間隔は狭く

たくさんの大根が植えられていて、その日で約600本抜

きました。抜いた後は大根を運び機械で洗いました。今

回は機械で洗いましたが、昨年は約1000本（１トン）

の大根を川で手洗いしたと聞きました。私はこのとき農

家の方を心から尊敬しました。農業の後継者問題をあま

り深く考えたことはなかったが、本当に若者の力が必要

であると身をもって感じました。農家の先輩から農業の

知識を学び、受け継ぐこと、そして伝えていくことが現

代の農業に必要になっていると思います。一方で、他県

の地域で自分たちが生産したものを交流することは農

業のやりがいの一つです。その地域との交流を自分たち

の町にどう活かしていくか、その地域の若者がどう広め

ていくかを農家の方は期待しているはずです。 

 

地域教育文化学部 佐藤 絵理奈 

私がこのプログラムに参加した理由は 2 点あります。

1 点目は、私の祖父母の家が農家なので、祖父母が農

業を生きがいとしている理由を少しでも知ることがで

きたらよいと思ったことです。2 点目は、私は山形県

出身であるのに舟形町という地域名も場所も知らなか

ったので、このプログラムを機会に舟形町のことを知

りたかったことが理由です。 

   今回このプログラムに参加し、参加した理由を達成

することができました。まず、祖父母が農業を生きが

いとしている理由は、農業をすることで満足感が得ら

れるからではないかと考えました。大根の収穫をして、

自分が想像していた以上に農作業は大変だったのです

が、そこには満足感もありました。採れたての大根を

食べたとき、こんなにすばらしい大根は初めてだと思

ったほどに自分で収穫した大根に感動しました。その

大根をみんなに食べてもらいたいという思いでした。

このことが、農業に生きがいを感じる 1 つの理由なの

ではないかと考えました。また、今回農作業体験をし

て、少子高齢化が深刻な問題であるということを、身

をもって感じました。農作業は相当の労力を使わなけ

ればならず、高齢になると農業を続けることは大変に

なります。そうすると、やはり若者の力が求められま

す。舟形町の特産品を守り続けていくためには、後継

者が必要です。後継者を輩出するためには、舟形町へ

の愛着が生まれるような教育が必要だと考えます。舟

形町のいいところを子どもたちがたくさん知ることが

できるように、学校と地域が連携して教育を進めてい

くことが大切だと考えます。 

それから、舟形町を初めて訪問して、舟形町は自然や

食、愛に溢れている素敵な町だと強く思いました。特に

食に関しては、たくさんの特産品があるため、他の地域

にもっとPRすべきだと思いました。こんなにもたくさん

の特産品があるのに、私のように舟形町をまだ知らない

人がいるということはもったいないと感じます。他県で

舟形町の特産品を売ったりなどの取り組みをしている

とお聞きしたので、その活動をネットで紹介したりなど、

より多くの方に舟形町の特産品を知ってもらう活動を

することが効果的だと考えます。そうして、舟形町の特

産品の需要が増えてくると、少子高齢化の問題も解決の

光が少し見えてくるのではないかと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域教育文化学部 伊東 晴菜 

今回フィールドラーニングに参加してみて、まず、

感じたことがある。それは、各市町村によって、過疎

化に対しての取り組みでも、力を入れていることが異

なっているということだ。私は、二回目のフィールド

ラーニングが、基盤教育の授業の課外学習と重なって

しまい、途中参加させてもらうということになったが、

その課外学習先が、同じ最上地方の戸沢村だった。そ

ちらの授業でも、フィールドラーニングと似たように、

村の過疎化に対して、どのように取り組んでいるのか、

また、大学生の観点から、どのような取り組みを行っ

ていけば、人口の増加、それまではいかなくとも、減

少を少しでも緩やかにすることができるかを提案する

授業だった。両者を体験し、地元の方に直接話を聞い

て、力を入れている活動に相違点があった。 

まず、舟形町では、町の小学校や中学校に通ってい
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る子どもたちが、将来町に戻ってきてくれるよう、取

り組んでいるように思われた。大山さんは、「舟形への

愛着」という言葉を、何度も口にしていた。団塊の世

代の次の世代が、自分の子どもたちには、自分と同じ

苦労をさせたくないということで、農業ではなく、一

般の企業に就職してほしいと考えているそうだ。しか

し、それでは、町の人口は減少する一方だ。子どもの

うちに、町への愛着を持ってもらって、将来、舟形町

に戻ってきてくれるようにしたいと、大山さんは、話

をする度に語っていた。それに対して、戸沢村では、

出身者ではない人が、村に来てくれるように取り組ん

でいるように思われた。もちろん、戸沢村も、最上地

域全域で取り組んでいる「地元大学」の活動を通して、

子どもたちが地元に帰るきっかけつくっているが、地

域おこし協力隊を積極的に呼んだり、「戸沢村定住促進

住宅」という貸家を格安で用意したりと、村外の人材

の確保に力を入れていた。実際に、この貸家は 9 棟用

意されていたが、現在借り手が付き、埋まっている状

態であるそうだ。 

私は、このことから、舟形町でも、村外の人材確保に

もっと尽力したほうがいいのではないかと考える。愛着

を持った子どもの育成は大切であるし、これからも続け

ていって欲しいが、出身者ばかりでは、村の存続は厳し

い。戸沢村のように、貸家を用意したり、永住する町外

民を何らかの形で優遇したりして、人材の確保を図った

らよいのではないかと考える。 

 

医学部 加藤 大智 

私は山形県民で、幼い頃から山形で育ってきました。

しかし山形県について、市内や主要な場所については

多くのことを知っていても、最上など自分の行ったこ

との無い場所についてはあまり知りませんでした。僕

は友人から最上について質問された際にこのことを改

めて気づかされ、今回フィールドワークに参加するこ

とを決めました。 

今回のフィールドワークでの目的は少子化高齢化が進

み、衰退しつつある舟形町をいかに存続させるか考え

るということなので、それについての感じたことを書

いていきたいと思います。 

まず、舟形町を復興させるためにはそれに携わる人

員が必要になりますが、若年人口が町から出て行って

しまうという課題があります。その理由は様々あるか

もしれませんが、その内の一つとして舟形町に高校が

無いというのが挙げられるのではないかと思いました。

地元に対する愛着から将来は地元で仕事をしたいと思

う人は大勢いると思います。今回の活動で関わった舟

形中学の生徒たちからも舟形を愛しているということ

が言動から感じられました。しかし、自分の進路の大

きな方向性を決める高校生の時期を舟形で過ごさなけ

れば、地元に対する問題意識などが出てきにくく、将

来漠然と地元に残ろうと思っていたとしても他のこと

に対する問題意識などが強くなり、他の進路に進むた

め、地元から出て行くという結果になることも想像で

きると思います。しかしだからと言って高校を舟形町

に建てるのは現実的でありません。したがって、今回

のフィールドワークで行ったような活動を高校生にも

体験してもらうのはどうだろうと思いました。地元の

生徒でなくとも、県内出身であればその活動をきっか

けに最上地域などの過疎地域の存続に興味を持つ生徒

が出てくると思います。 

もう一つは農業に対して若者が持つイメージが影響

しているのではないかと思いました。今回私たちは農

業を体験してみて、作業自体は楽なものではありませ

んでしたが、やりがいのある仕事だと思いました。作

業をしながら、実際自分たちで工夫を凝らしながらや

ってみたいという気持ちも芽生えました。しかし取り

組む前は私も農業に対して、収入が不安定であるとか、

肉体労働が辛そうなど負のイメージを持っていたこと

は事実です。私たちが農業を体験する機会はあまり無

いので、ちょっとしたきっかけさえあれば農業に興味

を持つ人は増えてくるのではないかと思います。そう

いった意味でも今回の活動を高校生や来年の後輩たち

にも体験して欲しいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 早川 実緒 

一回目の活動では、一日目に舟形中学校の文化祭で

ある「舟友祭(しゅうゆうさい)」を見学し、昼食時に

芋煮と特産の鮎の塩焼きの無料配布の手伝い、昼食後

は会場の片づけ作業を手伝った。その後、最上小国川

に立ち寄り地元の漁協の方々に遡上してきた鮭 7 匹ほ

どを戴き、漁や鮭を守る活動の様子、河原の様子を見

学した。一度舟形町農村環境改善センターに寄り、山

に入り過年度のフィールドラーニングに参加した先輩

方が植菌してくださったなめこの収穫をした。また改

善センターに帰る途中に大根数本の収穫もした。これ

らの食材を使い、一日目の夕食、二日目の朝食、昼食

を作った。二日目の活動としては朝食作りと昼食作り
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が大半を占めた。この 3 食で鮭はザッパ汁、バターソ

テー、塩コショウのソテーなどになり、大根はサラダ

や大根菜のふりかけとなった。 

 二回目の活動では、一日目はほぼ全日大根の収穫に

時間を充てていた。この大根は、計四日間にわたって

私たちを案内・指導して下さった大山さんたちが、地

域の方々が事情により耕せなくなったいわゆる「耕作

放棄地」を借り、(今回の畑では)漬物屋さんと契約す

ることで、農村地域に新たなコミュニティを創出し農

家の方々に収入を提供する手段となっているという。

最初は大根畑に入りひたすら大根を抜き、班員が切り

落としてくれた大根菜で大根の泥をぬぐい、トラック

の荷台に運んだ。昼食をはさみ、大山さんたちが購入

したばかりの大根専用の洗い機を使い大根を洗浄、そ

の後平積みして乾燥させた。二日目のイベントに向け、

紙芝居を読む練習をして、一日目は就寝した。二日目

は舟形小学校1年生の児童とPTAの方々とのイベント

である「積み木広場」の運営を手伝った。ヒノキの間

伐材でできた約一万個の積み木を使い、イベントの前

半では各々の作りたいものを、後半ではその場にいる

みんなで「一つの街」を作った。イベントの終盤では

フィールドラーニング参加者が二手に分かれて紙芝居

を読み、理想的な森林環境を維持するためには間伐を

中心とした手入れが必要であるということを小学生た

ちと一緒に学んだ。二日目の昼食は改善センターで作

り、白菜のミルフィーユ煮や、山形の郷土料理である

ひっぱりうどんを戴いた。 

四日間舟形町に行ってみて、舟形は確かに少子高齢

化の進んだ農村地帯であり「自然以外何もない」とい

った印象を受けた。しかし、町を維持していくために

堀内ファームといった団体もあることも分かった。

我々大学生は地域を維持しようと活動している団体と

協力し、労働力として、また(特に若者向けに)情報を

拡散する基点として、舟形に貢献できると考えた。 

 

工学部 佐々木 祥真 

私は、今回のフィールドラーニングを通して農村の高

齢化または過疎化をいままでの経験の中で一番しっか

り実感できたと思う。舟形町に限らず農村が今現在抱え

ている問題はいずれも深刻なものでまた進行形である

ことから早急に国や県などの大きな組織の援助がなけ

れば、今以上に問題は深刻化し解決ができなくなってし

まうのではないかと感じた。舟形町では少子化と働き手

の高齢化が進み結果的に人口減少が危惧されていると

いう問題があることが分かった。少子化については、高

等学校が舟形町にないことが大きく影響している。高校

生という知的探求心が盛んな時期に地元である舟形町

に高等学校がないために興味や関心が得にくい状況が

少ない現状がある。したがって、大人になったときに舟

形町の外で働く若い人が多いという現象が発生し、少子

化が進んでいる。もう一つの問題の高齢化については、

働き手の高齢化が進んでしまったことによって舟形町

のおもな産業である農業の後継ぎが不足しているとい

う問題が発生している。高齢化問題も同様にこれからを

考えた場合、高齢者が高齢者の介護をする必要がある、

舟形町の伝統工芸品や農業面では、素晴らしい技術があ

るにもかかわらず人手不足によって衰退してしまう恐

れがあるなど舟形町ではいま、若い人たちが必要な状況

があるといえる。では、どうしたらこの状況を打破でき

るのだろうか、私は具体的に二つ方法があると思う。一

つ目は、娯楽施設の充実や誘致である。舟形町は新庄市

が比較的近くにある。新庄市の人口を考えれば、若い人

に限らず楽しむことができる大型の娯楽施設などを誘

致できれば人を集めることは可能だと思う。また、その

施設をボーリング、温泉、旅館などの施設にすれば、周

りの市町村の学生などはもちろん一般の人も集められ

る。つまりは観光地を作り出して人を集めるという方法

である。二つ目は、現在舟形町で行われているCSA（地

域支援型農業）の事業拡大だと思う。CSAとは買い物時

におけるさまざまなリスクやメリットを考慮したうえ

で消費者が生産者と販売契約を結ぶというものである。

舟形町現在、山形県内だけでなく遠く離れている宮城県

沿岸部の町でもCSAを行っていて、野菜の販売を行って

いる。野菜をもって移動することさえできれば場所の制

限は特にないのである。また、舟形町の野菜は非常に大

きく、おいしいためCSAと相性が良いと思う。CSAを有効

活用して舟形町の農業をより活性化させることは可能

だと思う。地域の活性化と人を集めること、どちらも非

常に解決が難しい問題だと思うが、最終発表に向けて考

えを整理し、現実性がある意見を提示できるよう努力し

たい。 
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子どもの自然体験活動支援講座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 29 年 12 月 9 日(土)～10 日(日)、平成 30 年 1 月 6日(土)～7日(日) 

 

○受 講 者：川島 悠輔（発表）、石川 ジン（記録）、大久保 梓(記録)、関 佳明（発表）、渡邊 

悠葵（発表）、大毛 瑞貴（発表）、八尾 一晟（発表）、原 修哉（班長）、鈴木 雄登

（発表）、工藤 華（発表）、長谷川 明佑香（発表）、本田 鈴香（記録）、太田 実里

（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】１２月９日（土） 【１日目】１月６日（土） 

8:00 山形大学発 

10:00 神室少年自然の家着 

    アイスブレイク オリエンテーション 

12:00  昼食 

地域体験 ～「人」と「文化」～ 

  夕食づくり 

20:00  入浴 

21:00  「親子ふれあいキャンプ」の企画運営 

内容と進め方について 

22:30  就寝（館内泊） 

8:00 山形大学発 

10:00 神室少年自然の家着・打合せ 

10:50  わんぱく探検隊～冬の巻～ 

出会いのつどい・アイスブレイク 

シュラフ・テントづくり 

12:00  昼食 

   雪上活動① 

    夕食づくり 

    雪上活動② 

21:00  就寝（雪中テント泊） ミーティング 

 

 

【２日目】１２月１０日（日） 【２日目】１月７日（日） 

6:00  起床 

       朝食 準備 

9:20「親子ふれあいキャンプ」出会いのつどい 

みんなで遊ぼう 

10:00  あったか料理づくり 

昔語りを聞こう 

13:00  注連飾り（しめかざり）作り 

15:00  別れのつどい 

       後片付け・ふりかえり 

16:00 神室少年自然の家発 

18:00 山形大学着 

6:00 起床 テント・シュラフ干し 

7:30 朝食 

 雪上活動③ 

12:00 昼食（館内食） 

12:30 別れのつどい 

13:15 ふりかえり(子ども達は解散） 

       後片付け・ふりかえり 

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！」 

 

人文社会科学部 川島 悠輔 

私は、第一回、二回のフィールドラーニングを通し

て、たくさんの事を学ぶことが出来ました。まず、私

は初めて真室川町に訪れた際に山形市と真室川町の雪

の降雪量の違いにとても驚きました。よく、こんなに

も雪のある地で生活できるのか、どのようにして暮ら

しているのか、とても疑問に思いました。第一回目の

初日では、そこの地の老人クラブの人たちとしめ飾り

作りを行いました。老人クラブの人たちの最初の印象

はとっつきにくく、とても怖い印象がありました。し

かし、次第に自分から積極的にコミュニケーションを

とっていくと相手のほうも反応してくれて、最終的に

は、あだ名で呼んでくれるほど仲良くなりました。し

め飾り作り自体は、とても難しく、作るのにはとても

根気がいる作業でしたが、老人クラブの人たちの協力

のもと完成することが出来ました。私は、しめ飾り作

りを通して、先人の知恵や、この寒さの中で生き抜い

ていくための知恵を老人クラブの人たちの交流を通し

て学ぶことが出来たと実感しました。二日目では、自

分たちが学んだしめ飾り作りを老人クラブの人たちと

ともに親子に教えるというものでした。さらに、この

日は、我々大学生が考えたゲームを親子とともに行う

というものがありました。これをやるにあたって、前

日にシミュレーションを行いました。その時に指摘さ

れたのが、ただ、ゲームを考えるのではなく、実際に

本番と同様にやってみることが大切と言われました。

この指摘のおかげで、本番はスムーズにいき、子供や

大人の人達にも楽しんでいただけました。そして、前

日学んだ、しめ飾りを親子に上手く伝えることができ、

真室川町伝統文化を継承できた気がして嬉しかったで

す。 

第二回目では、子供だけの参加ということで、一日目

は山登りのトレッキングを行いました。最初は、なかな

か子供達の距離感がつかめず、上手く話せませんでした

が、下山の時は気がついたらもうすっかり仲良くなって

いました。そして、宿舎に戻り、第一回目でもやったよ

うに、我々が考えたゲームを行いました。今回は前回の

反省をもとに一度通して、本番同様にゲームを行ったお

かげで、子供達だけではなく、職員さんからも褒められ

るくらいの大成功でした。一日目の反省点としては、注

意する所を注意せず、甘やかしたり、けじめを僕自身も

つけられなかったところです。二日目では、この反省点

を意識し、活動していました。二日目の雪山大運動会で

の整列の時などは子供たちが自ら動いて行動するよう

声掛けしたり、ふざけたりしているときは勇気をもって

注意したりするなどしました。私はこの二日目でこれま

での自分の反省点をしっかり意識し、改善できたのがと

てもうれしかったです。このフィールドラーニングを通

して、子供の触れ合い方や接し方、子供に対する本当の

支援とは何なのか、とても考えさせられるような活動で

した。 

 
人文社会科学部 石川 ジン 

私は、フィールドラーニングもがみでの活動を通し

て、老若男女どの世代にもそれぞれ力があるのだと考

えました。 

 一度目の活動では子どもたちはもちろんそのご両親、

老人クラブの方々とも交流しました。その中で子ども

たちからは周りの雰囲気を明るくする元気の力、ご両

親からは自分たちの子供だけでなく他の子どもたちも

一緒に見守り楽しく時間を過ごそうという愛情の力、

老人クラブの方々からは今までの経験を子どもたちに

ユーモアを交えて伝え、子どもたちの知識を広げてい

こうという教育の心が感じられました。 

 二度目の活動では子どもたちだけとの交流でしたが、

さらに子どもたちの力を感じることが出来ました。雪

山登りをしている際に、子どもたちは疲れた様子を見

せず、一方で大変そうな顔をして言葉もなく登ってい

く大学生の私たちを励ましてくれたことは、とてもパ

ワーを貰えたと感じる出来事でした。子どもたちも口

では「つかれた～」等のネガティブな発言をするので

すが、全く体にはその様子はなく、寧ろ楽しんでいる

ようで、そんな様子が私たちを元気にしてくれるのだ

なとも感じました。 

 神室少年自然の家の所長さんは、二回目で交流した

小学校3・4年生の子どもたちを「ギャングエイジの世

代」と仰っていました。私は最初にそれを聞いたとき

に「何を言っても自分のやりたいことをやる面倒な子

たちなのかなぁ」と不安になっていましたが、実際に

触れあってみると「自分の思ったことをすぐに口に出

す」という特徴があるものの、言うことはきちんと聞

いてくれることがわかりました。思ったことをすぐに

口に出す分、子どもたちの不満も解消しやすく感じま

した。私たちの世代だと、思ったことを口に出すこと

は少なく、お互いに何を考えているのか推測しにくい

ですが、子どもたちの方が何事も正直で、コミュニケ

ーションを取りやすいなとも思いました。 

 今回のフィールドラーニングで、私は「子どもたち

が地域を元気にする理由」を調べることを目標にして

いました。二回の活動を通して子どもたちが「わんぱ

くである」ことが地域を元気にする理由なのかなと思

いました。疲れた様子を見せなかったり、自分の気持

ちを素直に他人にぶつけたりすることは、「わんぱくで

ある」子どもたちだからこそできることで、そんな「自

分が出来ないこと」をする姿を見る私たちが知らず知

らずにパワーをもらうために、地域が元気になるのか
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なと考えました。そのパワーが源となって、全ての世

代の人々がそれぞれの力を持ち、また新たなパワーを

生み出していくのかなとも思いました。 
 
人文社会科学部 大久保 梓 

私は12月と1月の二回、真室川町にフィールドラー

ニングで行ってきました。 

まず、一回目では地元の老人クラブの方々との交流

や「親子ふれあいキャンプ」などを行いました。老人

クラブの方々と一緒に注連飾りを作り、その過程でお

年寄りの方々のあたたかさに触れることが出来ました。

作り方が不安になった時にお年寄りの方々に尋ねると、

丁寧に教えてくださり、また正しくできているかこま

めに確認してくださいました。こういったお年寄りの

方々のあたたかさを感じる機会がもっと増えていって

ほしいと思いました。また、「親子ふれあいキャンプ」

では世代間の交流の大切さを感じることが出来ました。

「親子ふれあいキャンプ」では、親子でのすいとん作

り、お年寄りの方々と子ども、その保護者、そして大

学生も加わっての注連飾りの飾りつけなどを行いまし

た。親子で楽しそうに料理を作っている姿を見て、親

子の絆が深まったのではないかと感じて嬉しくなりま

した。一緒に親子で料理をする楽しさを知り、親子で

いる時間を貴重なものとして過ごしてほしいなと思い

ました。また、子どもが真剣に注連飾りを作っている

時、年寄りの方がその姿を見て笑顔だったので、子ど

もたちの真剣に物事にとり組む姿は人を元気にする力

もあると感じました。 

次に、二回目では「わんぱく探検隊」で班付きスタ

ッフとして活動しました。「わんぱく探検隊」では、冬

山トレッキングや雪中運動会などを行いました。 

トレッキングの途中、班の子が何回か転んでしまう

時がありましたが、声かけをできたので良かったです。

私だけでなく、同じ班の子たちも声をかけていくよう

になってくれたことはとても嬉しかったです。また、

雪中運動会では競技の途中でちょっとした喧嘩が起こ

ってしまう場面もありました。その時に注意できたの

は良かったと思いました。結果は最下位でしたが、楽

しかったと言ってもらえて嬉しかったです。楽しかっ

たと言ってもらえることはスタッフとして活動してい

て一番嬉しいことではないかなと思いました。 

そして、スタッフとして活動するということは自分

のことだけでなく、全体をしっかり見て把握すること

が大切であると学びました。トレッキングの途中で、

私は自分が歩くことに精一杯になって、周りを見てい

ないということが何回かありました。危険なことはな

いか、子どもたちの体調は悪くなっていないかなどス

タッフは細心の注意を払うことが必要だと感じました。

また、声を出すことの重要性も学びました。職員さん

もおっしゃっていたのですが、声を出すことは難しい

と私も感じました。子どもたちに呼びかける時や何か

注意をする時など大きな声を出すということは勇気が

いると実際に行ってみて感じました。しかし、声を出

さなければならない場面はこれからの生活で必ずある

と思うので、この経験を通して、勇気を出してやって

みようと思えるようになりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域教育文化学部 関 佳明 

 一回目では子供だけでなく真室川町の老人たちとの

触れ合いもできた。12月9日に神室少年自然の家に着

いたら、しめ飾りの土台の作り方について、何年も作

った経験を持っている関栗老人クラブに聞いて教えて

もらえた。そして、次の日に小学 1 年と 2 年の子供た

ちとゲームをしたり一緒にすいとんを作ったり、しめ

飾りをしたりするうちに各世代の人々とのコミュニケ

ーションをする方法を学んできた。一回目でグループ

の皆さんとチームワークをしているうちに仲良くなっ

てきて、唯一の外国人として子供たちの自然体験を協

力していくこととともに中国の飲食文化などに関する

紹介を日本人の子供たちに伝えておきたいという意識

をしつつ一回目のフィールドランニングをうまく終わ

らせた。 

 二回目では小学 3 年と 4 年生の子供たちと雪山を登

ったり、缶ランタンづくりをしたり、雪上運動会で雪

遊びをしたりした。やはり一回目と異なるのはこの二

日間でずっと子供たちと一緒にいたし交流する時間や

チャンスも多かったから子供たちと友達になれやすい

しお互いに理解を深めることができるし、子供たちも

大学生たちもフィールドランニングの面白さを充分に

楽しめた。したがって、子供たちもスタッフとしての

私たちも今度また会って、また一緒に自然の魅力を発

見することに期待している。 

 また、真室川町の神室少年自然の家で2回のフィール

ドランニングを参加させていただき、またスタッフとし

て子供たちと遊んだり友達を作ったりする機会をいた

だいてありがたいと思っている。本当に楽しく充実な四

日間を過ごした。やはり参加してよかったなと思ってい

る。最後に、山大の友達や子供たちと話し合った後一番
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印象を残ったのはやはり日本人の皆さんは中国へのイ

メージが実際と異なることを気づいた。中国で箸を使う

かどうかわからなくて私に聞いてみた山大生もいるし、

中国といえばパンダだけを思い出した子供もいること

が今回のフィールドランニングの中で一番驚いたこど

だ。一方で世界の人々に中国に関する常識や中国の魅力

を伝える使命感が時々感じるようになった。将来いつか

中国が早いスピードで発展してきたことを誰にも見せ

たいと心の中から強く思っている。 

 

理学部 渡邊 悠葵 

私は将来教職につきたいと考えており、幅広い考え

を持ちたいと思い、今回１回目では主に高齢の方々、

２回目では主に子供たちと関わることができる真室川

町にフィールドラーニングへ行きました。 
真室川町 1 回目 1 日目の活動では、しめ縄作りとい

うことで高齢の方々に作り方を教わりながら作業をし

たのですが、かなり緊張してしまい豪雪地帯での生活

の知恵や人生の先輩としてのこれからのアドバイスな

どを聞こうとしていたのですが、聞くことができませ

んでした。2 日目の活動では、親子ふれあいキャンプ

で子供達と関わる機会があったのですが、子供達を楽

しませようとするあまり子供達が困っているとすぐに

助けてしまったり注意を強くすることができなかった

りと、子供達を甘やかしてばっかりでした。 
１回目では上の様な後悔残る活動になってしまったの

で、２回目では後悔ない充実した活動になるようにオ

ンとオフをしっかりと使い分けていきたいと考えまし

た。 
２回目の活動では１泊２日のわんぱく探検隊という

活動を行いました。１回目の活動とは異なり小学生 3.4
年生のギャングエイジと呼ばれる子供達が親元を離れ

色々な活動を行うというものでした。1 日目ではトレ

ッキングを半日かけて班ごとに分かれて行いました。

登りでは元気な子が多く、注意して一度はいうことを

聞いてもすぐにまたふざけ出したりと、自分のことし

か考えられていないような行動をする子が多く、かな

り不安になったのですが、下りでは班長を中心に、少

しペースが遅れ気味の子を励ましたりと、だんだんと

まとまり協力する姿勢を見ることができました。2 日

目の雪上運動会では班員全員で作戦を考えたり、男子

が率先して女子を助けたり、班長以外の子が食事の際

に中心となって準備したりと、自分以外の周りのこと

を見て判断し行動できる子が増えていきました。 
今回の活動で私は子供たちは大人がやり方などを少し

教えてやるだけで、自分たちで気づき考え行動できる

力を、私たち大学生や大人以上に持っていると感じま

した。 
今回のフィールドラーニングから学んだこととして

は、１つ目に指導、支援という２つの言葉は似ているよ

うであるが、全く異なる言葉であり、教育関係で大切な

のは子供達が自発的に考え行動できるように環境を整

えたりする支援の方であるということ。２つ目に子供達

にこれは気付かされたのですが、自分が何か子供達を注

意する際に自分が子供達に注意されるような行動を取

っていないか、また自分が子供達の見本になるような行

動を常に意識しながら行動する重要性。３つ目に職員さ

んの言葉から、いま現在大学生である私は何か物事を行

う際に失敗を恐れて行動できないことがたまにあるの

ですが、大学生だからこそもっと自発的に失敗を恐れず

に行動する大切さ。この３つを学ぶことができ、充実し

たフィールドラーニングにすることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 大毛 瑞貴 

私は前期フィールドワークで大蔵村という村に行き、

大蔵村の伝統行事や大自然の良さ、そして美味しいも

のを食すという体験をしました。その中で、大自然を

地元の子供たちと一緒に体験するという沼遊びのプロ

グラムが組まれていましたが、当日にマラソン大会が

あって子供達と活動することが不可能になってしまい

ました。私は、教師を目指す身としては良い経験にな

るだろうと楽しみにしていたのでとても残念でした。

そこで、後期フィールドラーニングでは子供と関われ

る真室川町に行こうと思いました。 

 真室川町 1 回目の活動では、小さな子供とその親、

そして老人会の方々と触れ合うという活動が中心で、

様々な世代の方と同時に関わるということで、多角的

な面からの関わり方を求められたので学ぶことが多く、

非常に有意義な活動でした。2 回目の活動では、小学

３・４年生というギャングエイジと呼ばれるわんぱく

な子供達と雪遊びをするという内容で、１回目の子供

達とは全然違った関わり方を求められました。自分の

班の子達は元気すぎるくらいに元気でした。会って初

めの頃は注意をしても少ししか耳を傾けてくれなかっ

たのでなかなか苦労しました。しかし、活動を通して

子供達と仲良くなるにつれて自分が注意するとすぐに

耳を傾けてくれるようになったので、指導者としての

感覚というものをつかめたような気がしました。また、
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「指導」に耳を傾けてくれる子供とはある程度の心の

距離感というものをつめる必要があるのだなと実感し

ました。 

今回学んだことは「指導」についてだけではなく、

「支援」についても学ぶことができました。どこまで

子供達に手を貸していいのか？どこまで口を出すこと

が子供達のためになるのか？非常に難しい線引きだと

思います。この問いの答えは、この４日間だけでは正

直、全てがわかったわけではありません。しかし、フ

ィールドラーニングの前後では明らかにこの答えに近

づいたものを心の中で感じることができました。子供

達は自分で考えて行動するという学びをし、成長する

ことができたと私は実感しています。それと同時に、

自分も「指導」と「支援」について考えて行動した結

果、自分自身が成長できたなぁと実感することができ

ました。 

今回のフィールドラーニングでは「指導」と「支援」

というものを学ぶことができたので、フィールドラー

ニングという活動の核心をつくことができたと思いま

す。また、神室少年自然の家ではボランティアを募集

しているということで、参加の機会があれば積極的に

参加し、「指導」と「支援」の線引きについての明確な

答えを探して行きたいと思っています。 

 

理学部 八尾 一晟 

私が、今回の講座で特に学んだことは、子供たちと

触れ合う際に必要な「厳しさ」です。 
今回の四日間にわたる活動の中で、私たち学生は、

主に子供たちを引率し、指示を出し、時には注意する

という役割を与えていただきました。私にとってこの

ように子供たちと深くかかわるような活動はとても楽

しみなもので、今回の活動においても楽しみなうえ、

子供と接することは慣れているという自信もありまし

た。実際に一回目の活動では多くの子供たちと触れ合

い、仲よく遊んだり、様々な経験をすることができま

した。 
しかし、私が最もこの活動の中で衝撃を受けたのは二

回目の活動の中です。一回目の活動に参加した子供たち

は年齢に大きなばらつきがあり、うまくバランスが取れ

ていたため、私たちが指示していないようなことにも積

極的に取り組んでくれたり、子供たち同士で励ましあっ

たりしてくれたため、とても私たちとしてもやりやすい

ものでした。また、一回目の活動の際には子供の親の

方々も多く参加してくださっていたこともあり、私たち

としても本当にやりやすいものでした。しかし、二回目

の活動の際には親の方々は参加しておらず、子供たちだ

けだったうえに小学校３．４年生という、一番ヤンチャ

盛りといわれている年代の子たちを対象としていたた

め、本当に多くの苦労がありました。その中でも特に、

子供たちが団体行動ができていなかったり決まりを守

ってくれなかった際に私たち学生はどうしても、子供に

対する遠慮や嫌われたくないという気持ちからか、どう

しても強くは子供たちに注意できず、はしゃぎまわる子

供たちを制御しきれないという場面が何度も見られま

した。そういった場面で真室川町のスタッフも方々は最

初私たち学生が少し驚いてしまうくらい厳しく、しっか

りと良くないことを注意し子供たちにやるべきことを

させていました。私が最初にスタッフの方々が子供たち

に注意するのを見たときには驚いてしまって本当にこ

んなに強く注意してしまって子供たちが落ち込んで寄

ってこなくなってしまうのではないかと不安でしたが、

きつく注意した後でも、子供たちも悪かったということ

をして自覚していたためか、注意された大人たちにも寄

って行ってむしろなついているようでした。このような

真室川町の姿勢を目にして私は子供と接する際には時

に厳しさも必要となるときがあるということを身に染

みて感じました。これからこのような機会があった詩に

はこの四日間で得たものを生かしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 原 修哉 

 私は今回のフィールドラーニングを通して「子供は

私たちの鏡である」ということを学びました。 
今回の活動で１番忘れられないことは学生サポーター

の先輩から自分達の部屋は片付けたのかを聞かれたと

きでした。私たち大学生は子供の手伝いをしなければ

いけないと自分のやらなければいけないことをおろそ

かにしていました。これでは小学生から大学生は掃除

をしたのかと聞かれたら何も言えません。また、私た

ちがしっかりと並んで待っていたりすると小学生も自

然と静かに並んでくれます。小学生は大人がやってい

ることをよく見ていて同じことをするということが分

かりました。私たちがまず自分の部屋を片付けてその

姿を見せることが小学生の成長に繋がるのだと感じま

した。また、地方の活動でどこでも直面している問題

は人手不足だと思います。神室少年自然の家でも毎回

の活動でボランティアを募集するなど人手不足である

ことは事実です。この問題を解決するには神室少年自

然の家の活動を多くの人に知ってもらいボランティア
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を募集するというのが一般的ですが、実際にその場で

活動した私は新しいボランティアを募集するよりも１

回参加してくれたボランティアやフィールドラーニン

グで参加した大学生にまた参加してもらうことが大事

だと思いました。 １回参加してくれたボランティア

の人にもう１回参加してもらうためには参加したボラ

ンティアが小学生を楽しませることに必死にならずに

大人も一緒に楽しむことです。小学生は大人の行動を

よく見ています。また大人の感情に敏感であることが

分かりました。したがって大人が活動や自然を思いっ

きり楽しむことが小学生を楽しませることにも繋がり、

楽しいからまたボランティアに参加することにも繋が

ると考えました。 
 フィールドラーニング１回目の活動では様々な年代

の人と関わる機会がありました。色んな年代の人と関

わることは話が合わず難しいこともありますが、自分

から話しかけることが大事だと思いました。１日目の

活動では関栗老人クラブの皆さんと一緒にしめ縄飾り

の土台を作りました。関栗老人クラブの皆さんはしめ

縄飾りの作り方だけでなく一つ一つの飾りの意味や飾

る理由など沢山の知識を持っています。関栗老人クラ

ブの皆さんは、最初は無口な人が多いと感じましたが、

大学生から話しかけると様々な話をしてくれたり、大

学生に興味持ってくれて質問をしてくれたりしました。

２日目は関栗老人クラブだけでなく小学生や小学生の

親御さんも参加しました。小学生も最初から沢山話し

かけてくれるわけではないですが、大学生から話しか

けると沢山話してくれました。 
４日間の活動を通して色んな人との関わりかたを学

ぶことかできました。年代に関係なく自分から話しかけ

ることで相手も話しやすくなることが分かりました。私

たちは今回の活動だけでなく今後の人生で様々な場面

で多くの人と関わります。初めて関わる時などは今回の

活動で学んだことを思い出して積極的に話しかけ、自分

が楽しむことで相手も楽しませることができるように

したいと感じました。 

 

工学部 鈴木 雄登 

1 回目の 1 日目は、老人クラブの人たちと次の日の

親子ふれあいキャンプに使うしめ飾りを作りました。

老人クラブの方たちの話を聞きながら、その聞いた話

を親子にどう伝えるかがこの活動の目的なので、それ

を意識して活動しました。そしてその夜、ゲームやし

め飾りの豆知識などをどう伝えるか大学生だけでいろ

いろと考えました。このことはほんとに難しいことだ

と感じました。2 日目の本番では、親子間の会話にな

かなか入れず、苦労しましたが、すいとんづくりやし

め飾りづくりなどを通して少しは関われたと思いまし

た。考えながら行動することや、ただ楽しむところの

メリハリが自分は少しできなかったと感じたので、2

回目の活動に生かしていきたいと思いました。2 回目

の活動では、小学3，4年生とグループになって、雪山

を登山したり、雪上大運動会などをしました。1 回目

の活動と違うところは、子供たちだけだということと、

小学校の中学年だということです。ただ注意すること

や、楽しむだけではなく、子供たちが自分たちから考

えて行動できるような行動や発言を意識しました。そ

して、子供たちが大学生からしか学べないような話を

して楽しませてあげようというところを意識しました。

自分のグループでは小 4 の女子が多く、あまりふざけ

ることなく、初対面の人たちとみんなで仲良くしよう

という姿勢を見て、そこのところは自分は関与せず子

供たちだけでできたのでいいと思いました。ただ、自

分が小学生と仲良くなりすぎて、2 日間ずっといじめ

られてて、注意とかそういうのも本気で言ってるのか

分からなく小学生たちから見てそういうキャラになっ

てしまったので、そこは反省点だと思いました。ただ、

2 日間を通して、けがなく安全に、小学生が楽しんで

くれたのでそこはうれしかったです。大学生からしか

できない絡みや話を提供できたと思うので、そこのと

ころは続けていきたいと思いました。これからこの 4

日間のような状況が絶対来ると思うので、この経験を

生かしていきたいと思いました。また、真室川でこの

ようなボランティアがあるので、それにも参加してい

きたいと思いました。 

 

工学部 工藤 華 

私は今回のFLで初めて、最上地方を訪れました。出

身が東京のため、山形をもっとよく知りたいと思いこ

のプログラムに参加しました。神室少年自然の家とい

うのは、小学生を対象に自然に触れ合いながら、様々

なことを学んでいくこと目的としています。そこは、

普段の日常を離れて、山形に住む子供たちにも、山形

の自然や素晴らしさを知ってもらう場所になっていま

した。 

 一回目は、小学生、その保護者、そしてお年寄りの

方といった様々な世代の方と交流をしました。お年寄

りの方とは、前日準備の時からご一緒さてもらったの

ですが、なかなか上手にお話しすることができません

でした。神室の所長さんが仰っていましたが、山形の

お年寄りは口が重くて、初めは取っ付きにくいのが特

徴でした。そのことは、身をもって実感しましたが、

もちろんそれだけではありません。確かに、最初は少

し話しにくくても、コミュニケーションを取っていく

うちに、徐々にお年寄りの方の温かさを感じました。

しめ縄を作るのは初めてだったため、優しく教えても

らえたのは、嬉しかったです。  

 小学生は、保護者の方と一緒だったからか、比較的

おとなしめであまり危ない様子が見られなかったです。

保護者の方は、自分でやらせるところはしっかりやら
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せて、危険なところはしっかり注意していました。ど

れだけ大人が手伝ったり、手伝わなかったりというバ

ランスを取るのが難しいのですが、保護者の方はこれ

がしっかりできていました。やはり、親というのは偉

大だなと感じました。 

 二回目は、小学校3，4年生が対象のキャンプを行い

ました。一回目の時、保護者の方の子供への支援のバ

ランスに感動したり、所長さんが支援と指導の違いを

考えてからプログラムに参加してほしいと言われてい

たりしたので、そこを意識しようとしました。しかし、

慣れない雪などで、私自身がいっぱいいっぱいになっ

てしまいました。私自身は反省するところですが、こ

こで意外な動きを見せてくれたのが子供たちでした。

私の代わりに、みんなで励ましあいながら、危険なと

ころを注意しあいながら進んでいってくれました。大

人がはいることで、物事は円滑に進めることができる

ことは確かなことです。ですが、すべてを教えてしま

っては、子供たちのための学びにならないことを実感

させられました。余裕をもって周囲の安全確認を怠ら

ないうえで、口を出さずに出来るだけ子供たちに任せ

るというのが、やるのは難しいですが、大切のことだ

と思いました。 

私は、FLをとおして子供たちやお年寄りの方への接

し方、子供たちへの支援など様々なことを学びました。

これらは、学校の教室で座って授業を受けているので

は、得られなかったものだと思います。参加して本当

に良い体験ができてよかったです。 

 

工学部 長谷川 明佑香 

今回のプログラムを通して学んだことは、子供と接

するときに気を付けることや心掛けることついてです。 
初めは何を話したらいいのか分からず、なかなか話

しかけることも出来ませんでしたが、とりあえず何で

もいいから話しかけるように心掛けました。すると子

供たちがだんだん自分から話しかけてくれるようにな

り、スムーズに会話ができるようになりました。そし

て班のみんなが会話できるように話していない子に質

問するなどのことに気を付けながら会話をすることで

子供たち同士でも会話を積極的にするようになりまし

た。 
食事の時に班の子の箸が止まっていて「食べる？」

と聞いてもあんまり反応してくれないという場面があ

りました。その時に食べるか食べないか指をさして選

んでもらうことでコミュニケーシを取ることが出来ま

した。このように話したくなかったり、言いたいこと

があるけどうまく話せなかったりすることもあると思

います。その時は無理に話させようとするのではなく

答えやすいように質問をすることや、指をさしてもら

うみたいな話す以外の方法でコミュニケーションを取

ることが大事だと思いました。 

他にも、注意するときにただ「ダメだよ」と注意す

るのではなく、どうしてそれをしたらいけないのか理

由を言うことを心掛けるのが大切だと思いました。き

ちんと理由を伝えたことで伝える前と比べて注意した

行動を直してくれるようになったからです。それはそ

の行動をすることによって起こる危ないこととかを具

体的にイメージできるように注意したことが効果的だ

ったのではないかと考えました。 
また、これからやることを自分たちで考えて行動し

てもらえるような予定表の確認等を促す声かけを心掛

けることも必要だと感じました。しかしそれを気が付

かせる言い方はあまり考えたことがありませんでした。

そのため「今から何の時間？」や「何時にどこ集合か

な？」などをただ問いかけるくらいしかできずうまく

真意を伝えることができませんでした。同じ言葉でも

職員の方はうまく誘導していたので言い方とかの工夫

が大切だと感じました。 
そして、子供が困っているときにただ助ければいい

というのではないことが改めて分かりました。その子

のできないところだけを助けてあげるように、どの程

度手を貸すのかのさじ加減が難しいと思いました。困

っているから手を貸すのではなく声をかけて励ました

り、ただ見守っているだけのほうが良かったりする子

もいることが分かりました。一人ひとり必要なサポー

トが違い、その子にあったサポートがあることを学び

ました。子供と一緒に過ごしていく中で、ただ一緒に

過ごすのではなくこの子にはどんなサポートをすると

一番いいのかを常に考えながら接することが重要だと

学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農学部 本田 鈴香 

神室少年自然の家でのフィールドワークを通して、

「支援の意義」について沢山のことを学んだ。 
まず、第一回目のフィールドワークでは、親子キャ

ンプということで、お父さんお母さん方の子どもとの

距離感について、近くで見て学ぶことが出来た。刃物

を扱ったり、少し危険が伴う時は近くで見守り、アド

バイスをしながら活動し、安全で簡単な作業の時は、
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子どもに自由に活動させていた。基本的に手を貸さず、

子どもに自分でやらせている印象だった。そして、ち

ゃんと出来たら褒めていたので、子どものやる気を引

き出すためにも、褒めることはとても大切だと思った。

私は、小さい子どもの対応に慣れていなかったため、

怪我しないかハラハラしていたが、子どもに任せるこ

とも、成長させる為には必要なことなのだと感じた。 
第二回目のフィールドワークでは、三つのことを学

んだ。 
一つ目は、今回のような子どもとの活動の時は、先

を見通した行動が必要ということだ。一日目の最後の

集まりの時、部屋にいた子どもたちがいたのに、それ

に気づかなかった。今回は部屋にいたから良かったも

のの、これは命に関わる問題である。子どもが確実に

集まると思い込まずに、しっかり部屋やトイレ等に、

まだ残ってる子がいないか、確認することが何よりも

大事なことだと学んだ。 
二つ目は、支援についてである。登山の時、私の班

の女の子が少し遅れてしまっていた。その子と一緒に

下山していた際、私は「大丈夫？」や「どこか痛いと

ころない？」と声を掛けていた。しかし、スタッフの

方々が「歩かないと着かないぞ」とか「はい、行くよ。

立って立って！」と声を掛けているのを聞き、心配す

るだけではなく、背中を押して頑張らせるのが支援な

のだと学んだ。実際、その方が子どもも負けるもんか

とやる気が出て、元気よく進んでいた。 
三つ目は、注意することの大切さである。一日目の

夜のミーティングで、館長さんからのお話を聞き、二

日目は朝の布団の片付けから厳しくした。すると、子

どもたちは、しっかり言うことを聞いてくれて、自分

の布団でなくても積極的に何度もやり直してくれた。

子どもたちの力を引き出して成長させるためには、注

意も大切なのだと学んだ。 
今回のフィールドワークでは、幅広い世代の方々と

交流した。二回の活動を通して、人と関わることは、

学ぶ機会なのだと感じた。老人会の方とお話している

と、昔の生活の話や、知恵を学ぶことが出来た。子ど

もの親御さんとお話していると、子育てについてどの

ようなものなのか学ぶことが出来た。子どもたちと一

緒に活動したことで、子どもたちとの打ち解け方から、

支援する側のことまで沢山学ぶことが出来た。今回学

んだことは、これからとても役に立つと思うので、大

切にしていきたい。 
 

農学部 太田 実里 

私は、第 2 回目からこのプログラムに参加した。そ

の中で、２つのことを深く考えさせられ、学ぶことが

できた。 

 1つ目は、「試す」ということである。雪山トレッキ

ングのとき、雪道で危ないなと思ったときの声がけや、

少し行動が行き過ぎているときの声がけが足りなかっ

た。どこまで強く言っていいのかわからないこともあ

り、もっと積極的に試せばよかったと痛感した。この

反省を活かし、2 日目は屋根の下に積もった雪山に登

ろうとしているときや、雪に夢中で誰かが話している

ことに気づいていないときなどに注意することができ

た。子供たちは思うままに行動していて、あまり私が

言うことに対して聞く耳をもってくれないのではない

かと最初思っていたが、全くそんなことはなかった。

先に行きたい子が走り出して行ってしまいそうになっ

たとき、一言、「まだほかの人来てないよ。」と言った

ら「え～」と言いつつも、走って戻ってきて待ってい

た。今度は注意して直すというより、気づかせるよう

な一言を言えるようになりたいと思う。また、子供が

「これやって」とか「ちょっと手伝って」とか言われ

たとき、ほいほい手助けをしたが、言われたままに手

伝ってはその子のためにならない場合もあるのではな

いかと感じることが何回かあった。一回挑戦させてで

きなかったら手伝ってあげるなど、もう少し工夫する

とよかったと思った。 

 2つ目は、子供たち同士の人間関係についてである。

班の中で、1 人少し冷たく対応されている子がいて、

その子やほかの班の子に対し、どのように接すればよ

かったのか考えさせられた。その子は思ったことを口

にするまでに時間がかかるようで、なかなか言いたい

ことがうまく言えてないみたいだった。それに対して、

何か言ったらすぐに返答してほしい子が多く、何がい

いたいの？なんなの？というような雰囲気になること

があった。私は話を聞いてあげることしかできず、今

もどうするとよかったかなと思う。子供たちの間のこ

とにどこまで踏み込んでいいのか、わからないが、冷

たく対応されている子以外の班の子に、その子に優し

く寄り添うことができるようになってほしい。そのた

めに私にできることがあると思うので、これからの学

生生活で意識してヒントになるものを得たいと思った。 

このフィールドラーニングに参加して、子供たちだ

けでなく、自分自身も成長することができたと実感し

ている。これからは今回のようなボランティア活動に

たくさん参加したい。 
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環境保全と総合型地域スポーツクラブ参加体験 
活 動 状 況 

 

○実施市町村：鮭川村 

 

○講   師：ネイチャーアカデミーもがみ 代表理事 矢口 末吉 氏 

       鮭川村自然保護委員会 会長 髙橋 満 氏    

       さけがわ友遊C’Love クラブマネージャー 阿部 諭 氏 

 

○訪 問 日：平成29年10月28日(土)～29日(日)、12月16日(土)～17日(日) 

 

○受 講 者：森谷 美雲（記録）、阿部 宥希（記録）、阿部 実結(記録)、佐藤 豊仁（発表）、熊

谷 周作（発表）、瀬畑 達也（班長）、山田 開大（発表）、見波 侑（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２８日（土） 【１日目】１２月１６日（土） 

08:00 山形大学発 

10:15 米地区公民館着 

開講式・オリエンテーション 

10:45 鮭川村・米の自然について（講話） 

12:00 昼食 

13:30 米湿原保全作業体験、収穫祭準備等 

17:00 1 日目終了（宿泊 農家民宿まつ乃） 

    羽根沢温泉で入浴 

 

 

08:00 山形大学発 

09:40 鮭川村中央公民館着 

10:00 オリエンテーション 

10:30 クリスマスパーティー準備 

11:30 昼食 

13:30 クリスマスパーティー開始 

16:00 クリスマスパーティー終了・片付け作業 

18:00 1 日目終了 

18:30 羽根沢温泉着（宿泊 ホテル紅葉館） 

 

 

 

【２日目】１０月２９日（日） 【２日目】１２月１７日（日） 

08:30 農家民宿まつ乃発 

08:45 米湿原駐車場着 

米湿原保全作業体験 

12:30 収穫祭（昼食） 

    餅つき、地区住民との交流、感想発表 

16:00 米地区公民館発 

18:00 山形大学着 

 

 

 

 

09:00 羽根沢温泉発 

09:30 鮭川村中央公民館着 

10:00 総合型スポーツクラブについて（講話） 

11:30 昼食 

13:00 ソフトバレーボール大会開始 

    大会への参加、感想発表 

16:20 鮭川村中央公民館発 

18:00 山形大学着 

 



第二部 授業記録 前期プログラム８．環境保全と総合型地域スポーツクラブ参加体験 

199 

 

授業記録  
 

○活動レポート「私はもがみで考えた！」 

 

人文社会科学部 森谷 美雲 

一回目の環境保全活動、二回目の総合型地域スポー

ツクラブによるクリスマスパーティーとエアバレー大

会の四日間の活動を通して、私が一番感じたことは、

鮭川村のみなさんが私たちを温かく迎え入れてくれ、

村の方々は自分の地元を愛しているということだ。ま

た地元の本当の姿に向き合い、行動を起こすことは簡

単なことではないことを学ぶことができた。 

まず一回目の鮭川村・米の自然についての講話は、

米地区にはかなりの絶滅危惧種が生息していることを

知った。環境保全活動を始めたのも、絶滅危惧種を守

るために始めたのである。また草木で荒れ果てていた

湿原を自然保護委員会の方が 10 年をかけて今の状態

にしたそうだ。米湿原保全作業では、実際に体験して

みてかなり重労働であった。毎年立て直しを行ってい

る木道だが、私たちが作業するなかでも木道が壊れて

しまったことがあり、足場の悪い中での作業は村の人

たちだけで行うのは大変だと思った。私たち大学生や

ボランティアなどの村の方以外の力がこの米湿原を守

るのに必要だと感じた。 

次に二回目の活動では、一日目のクリスマスパーテ

ィーで、子供たちが楽しむことを一番に考え、当日ま

での間にクリスマスカード作りの準備をし、当日は鮭

川村友遊 club の方と一緒にパーティー準備から始ま

り、子供と一緒に遊び、私たちも楽しむことができた。

交流を通して、地域とのふれあいの良さや苦労した後

のやりがいを感じることができた。二日目の総合型地

域スポーツクラブについての講話では、鮭川村にとっ

て総合型地域スポーツクラブは地域のコミュニティー

の活性化を図るものであり、地元の方にとっての居場

所となるようなものだとお聞きした。自分の住む東根

市にも同じような団体があるにも関わらず、よく知ら

ずにいたので今回を機に自分の地元にも置き換えて考

えていきたいと思った。 

 四日間の活動を通して、これからもっと鮭川村の環

境を守り、活性させていくためには、国内に限らずよ

り広い範囲への鮭川村の現状とこれからについて「認

知」が必要だと思う。私は山形県出身ですが、県内で

高齢化・人口減少が問題視されている一方でどのくら

い深刻なのかなど実際のところは知らなかった。自分

が体験することで実感することを、多くの人に体験し

てもらうべきであろう。また鮭川村では人口減少が進

むのと同時に村に入ってくる人数も乏しい。そこで村

に元々住んでいた人の里帰りももちろんですが、他地

域や他県、他国からの人材も必要である。「人材」を呼

び込むためにどう PR するのかもポイントになるだろ

う。 

 鮭川村の方々は村の問題解決に向けて親身になって

いた。これから、取り組みを継続することや新たなこ

とにチャレンジすることで良い方向に向かうと思う。 

 

人文社会科学部 阿部 宥希 

米湿原保全作業を通して、ほぼ全ての作業が人の手に

よって行われており、多大な労力と時間を要する活動で

あることを実際に取り組んで痛感した。しかし、誰かが

やらなければこの湿原に存在する貴重な生物や自然が

消滅してしまう。米湿原の保全活動は環境保護だけでな

く、鮭川村の重要な観光資源の保護にもなると考えた。 

クリスマスパーティーを通して、様々な世代の人と

の交流ができると感じた。特に小さい頃は交友関係が

比較的狭いと考えられる。そこで、交流の場を設ける

ことによって学校の枠を超えて交友関係が広がり、さ

らには子供たちの社交性が身につく良い機会になるの

ではないだろうか。 

また、会場にあるたくさんのブースを見て感じたこと

がある。それは「お金をかけなくても楽しいものを作る

ことができる」ということだ。お金がないからできない

ということはなく、ちょっとした工夫で可能になる。「何

もないなら自分たちで作り出せばいい」ということを学

んだ。 

総合型地域スポーツクラブを通して、子供の体力向上

や大人の運動不足解消に役立つと改めて感じた。また、

地域ならではのアットホームな雰囲気や一人一人の距

離が近い所が総合型地域スポーツクラブの大きな魅力

である。このクラブは心身の健康の維持、生活の質向上

に大きく寄与する。また、今後の地域活性化に必要不可

欠な存在であると感じた。 

最後に、全てに共通する課題は「人材不足」である。

そこで私は、一度体験してもらうことが解決の第一歩

になると考えた。自然の素晴らしさ、それを守る大変

さ・やりがいは実際に体験しなければわからない。そ

して、そこで出会う地域の方々の温かさや地域の魅力

に触れ、また来たいと感じる。まずは、存在を知って

もらい参加してもらうために、学校や職場等を通した

プロモーションが必要だろう。子供は学校の課外学習

や大人は会社の取り組みの一環として、地域クラブに

参加してもらうことで人材確保に繋げていくのも一つ

の手段だろう。総合型地域スポーツクラブは「子供が

自分の地元の魅力を知る、大人が改めて自分の地元の

良さを知る」という機会を与える力を持っている。そ

して将来地元に残りたいという気持ちにさせるのでは

ないだろうか。結果として、加速している地域の人口

減少を抑えることにもつながると考えた。 

今後も自分自身が継続的に参加することはもちろん、

積極的に周囲の人たちに情報発信していくことで規模

を拡大し、クラブの発展や地域活性化に貢献していきた
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い。 

 

地域教育文化学部 阿部 実結 

まず、今回の鮭川村のフィールドワークに参加した

2回で、学んだこと感じたことを整理したいと思う。 

１回目、私たちは鮭川村の米湿原の保全活動に実際

に参加した。最初に米湿原について何も知らない私た

ちは、村の自然保護委員会の方々にお話をしていただ

いた。まず、鮭川村自然保護委員会は、鮭川村の方々

の、「自然を守り、たくさんの人に伝えたい。」「鮭川村

の自然を壊す人から守りたい。」という声や思いから発

足されたそうだ。現在は、米湿原の保全活動のほか、

米湿原を利用した小学校への学習支援や米湿原祭りの

開催など、精力的に活動をしている。自然保護委員会

の方々は、米湿原を通して鮭川村に足を運んでいただ

き、鮭川村の自然の素晴らしさや美しさを感じ、興味

を持っていただきたいそうだ。実際に、ただの荒れ地

だった米湿原は、10 年という長く地道な活動を得て、

希少動植物が生息するまでに至った。その数、なんと

288 種類までに及ぶそうだ。また、今までの活動の成

果により、全国でも珍しいギフチョウとヒメギフチョ

ウの混生地にもなったそうだ。そんな米湿原の保全活

動の一環に私たちは、携わることができた。1 日目に

行ったことは、枯草の撤収だ。枯草を雪が降る前に撤

収することで、来年雪が解けたときに楽になるそうだ。

２日目は、木道の木を新しい木に変える作業をした。

他から来た人が、気持ちよく見ることが出来るように

毎年交換して、木道の設備を行っているそうだ。2 日

目は、地域の方々も一緒に作業してくださったが、年

配の方々が多めで、若い人の力がもっと必要なのだな

と感じた。作業を終えた後の達成感はとてもよく感じ

た。自分が少しでも携わった米湿原に、動植物が盛ん

になる春や夏に自分の足で来たいなと強く思った。 

2 回目は、まず鮭川村の友遊 C‘love の方々が主催

をしている、クリスマスパーティーに参加した。私た

ちは子どもたちのためにクリスマスカードの見本を事

前に準備し、実際に教えた。子どもたちはとっても喜

んでくれて楽しそうに作ってくれた。喜ぶ顔を見るこ

とができ、頑張ってよかったなと強く思った。次の日

は、鮭川村の地域総合型スポーツの方々が主催のソフ

トエアバレー大会に参加した。最初に地域総合型スポ

ーツのことについてお話を聞いた。地域の人材育成、

人財発掘のため、地域のコミュニケーションの促進の

ためなどと地域総合型スポーツの担う役割は、地域活

性化のために重要なものだった。だが、現在もまだ人

手不足に困っているということだった。また、他の地

域との交流も深めることができるということだった。

実際に参加したのは初めてだったが、地域の方々と楽

しく体を動かすことができ、とても楽しかった。自分

の地元の地域総合型スポーツクラブもあるので、将来

どんな形でもよいので関わりたいなと考えている。 

活動 2 回を通して、自分なりに考えた地域の課題は

人材の不足だと考えた。課題解決のために自分たちに

何が出来るのか。私は、鮭川村の子どもたちに自分た

ちの地域の良さを教えて伝えることだと思った。将来

の子どもたちが地元の魅力に自信を持って帰ってきて

くれることが 1 番の解決策になる。また教師が教える

より、実際に鮭川村の中で活動した私たち大学生が教

えることができたらそれが 1 番子どもたちにとっては

伝わりやすいのではないのかと思った。この解決策を

班の人たちと一緒に膨らませたいと考えている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学部 佐藤 豊仁 

今回、私は鮭川村で環境保全と総合型地域スポーツ

クラブ参加体験というプログラムに参加させていただ

いた。私がこのプログラムを選んだ理由は環境保全の

活動がどういう形で地域の活性化と結びつくのかを環

境保全の活動を通して身をもって感じたかったという

のと、私はとてもスポーツが好きで、総合型地域スポ

ーツクラブという言葉を初めて聞いて、とても興味が

わいたためである。計四日間の活動を通して学び、感

じ、考えたことを述べていこうと思う。 

 一回目の一日目は鮭川村についての講話をお聞きし、

その後米地区にある米湿原の保全作業を行った。講話

で鮭川村はなんにもないけどなんでもあるという言葉

がとても印象に残った。保全作業は刈ってある草を運

んで、水をせき止めるダムのようなものをつくるとい

うもので、こうした作業の積み重ねにより湿原は復活

させることができるということをお聞きした。湿原は

十年ほどでやっと湿原になるということで、スライド

で見ると一瞬であるものの、現在の湿原に至るまでに

大変な手間と時間がかかっているのだと思った。二日

目は雨が降っており、良くない天候の中で保全作業を

行った。作業内容は草を運んだりするのに必要な足場

を古いものから新しいものにするというものだった。

昨日の作業とは比べ物にならない程、雨を含んだ重い

木を運ぶのは過酷だった。保全作業を体験し終わった

後に、私は全員が環境保全活動という一つのことを全
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員で行うということがとても達成感と充実感があって、

嬉しくなった。その後の収穫祭では米地区の方々と交

流をさせていただいて、たくさんお話することができ

た。お話をさせていただいた方が口をそろえておっし

ゃっていたことは心が一番大事で、心だけはお金に換

えられないという言葉だった。それを聞き、私は感慨

深い感情を抱いた。米地区の方々はとてもきさくで人

柄が暖かく、四六時中笑いにあふれていた。 

二回目の一日目はクリスマスパーティーの準備とブ

ースの運営を行った。クリスマスツリーを無償でもら

った段ボールでつくったり、ジェットコースターとい

うブースでは乗るところはステージの下のパイプ椅子

などを入れるもので代用したり、プロジェクターでジ

ェットコースターの映像を流したりすることで最小限

の費用で子どもたちを最大限楽しませようとしている

ところに感銘を受けた。グループのクリスマスカード

作りのブースでは子どもたちが楽しそうに作っていた

のでとてもうれしかった。しかし、親の方にクリスマ

スカードの作品例に基づいた切る部分を下書きしたも

のが子どもたちにとっては切りにくいという指摘を受

けた。クリスマスパーティー全体としては子どもたち

といっぱい触れ合えてとても楽しい時間を過ごせたと

思う。二日目は総合型地域スポーツクラブについての

講話を受け、午後からはソフトバレーボール大会に参

加した。総合型地域スポーツクラブはスポーツを通し

て、地域の人々の交流だけではなく、その総合型の名

を通して、色々な他県などの地域とも繋がれて、支援

をしたり、受けたりと交流がある。点と点だけの地域

どうしを結ぶということを学んだ。ソフトバレーボー

ル大会は本当に楽しかった。とても楽しい二日間を過

ごすことができた。 

 地方の市町村には都会ほど便利なものはないが、な

いのだからこそ地方にしかできないことを前面に押し

出すのが最も良い事だと感じた。お金をかければかけ

るだけ誰かに喜んでもらえるわけではないということ

を学んだ。なんにもないけどなんでもあるという言葉

はなにもないところなんてないということなのではな

いかと考えた。 

 

医学部 熊谷 周作 

私はこの度、鮭川村で行われた「環境保全と総合型

地域スポーツクラブ参加体験」に参加した。1 回目は

湿地の保全作業、2 回目は地域の方々との交流を中心

に講義が行われた。フィールドラーニングを行う中で

見えてきた地域の課題とそれを解決するための提案に

ついて本レポートでは述べていく。 

1 回目の保全作業では私たち自らが体を動かして保

全作業を体験した。鮭川は自然豊かで生態系も他の地

域と比べて多種多様であると言える。その自然を伝統

的に続けるために、決して自然をそのまま放置するの

ではなく、人間が自然に手を加えて保全する必要があ

るということを学んだ。自然に手を加えるという行為

は自然を破壊することと同義であると考えていた私に

とって、この体験は非常にイノベーティブな衝撃を与

えた。 

2 回目の講義では、地域のこどもとのクリスマスパ

ーティー、ソフトバレーボール大会がメインイベント

だった。総合型地域スポーツ文化クラブ「さけがわ友

遊Ｃ’Lｏｖｅ」主催でこれらのイベントが行われ、ス

タッフという立場でありながら楽しく遊ぶことができ

た。驚いたのは子どもの人数で、少子高齢化が特に叫

ばれる地域においても、若い力は決して消滅してはい

ないということを知ることができた。ソフトバレー大

会についても、使用した用具、設備は簡易なものであ

ったにも関わらず、時を忘れてバレーをプレイするこ

とができた。 

私が特に注目したのは総合型地域スポーツ文化クラ

ブを利用した地域活性化である。現在人口が減少し、

町おこしを図らなければならない鮭川村にとって人財

と財源の確保は必須である。それを解決するために一

役買うのはスポーツ大会ではないだろうか。スポーツ

大会のメリットとしてあげられるのは、設備を揃えさ

えすればそこにかかる維持費や管理費が少なくて済む

こと、団体から参加料を徴収することで財源を増やす

ことができること、団体内での、特に総合型地域スポ

ーツ文化クラブ内での関係が強まって村住民の一体感

が増すことなどである。鮭川村が豪雪地帯であること

も考えると、隣の市新庄で行われている雪上バレーボ

ール大会のような、地域でしか行うことができないス

ポーツ大会を開催することが地域の活性化に繋がると

考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 瀬畑 達也 

今回のフィールドラーニングでは鮭川村を訪れ、環

境保全と総合型地域スポーツクラブ参加体験というテ

ーマで計 4 日間にわたり、米湿原の保全作業や地域ス

ポーツクラブ「さけがわ友遊 C’Love」主催のクリス

マスパーティーの参加などを行った。 
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その中で私たちは村の人たちの暖かさや地域交流の

大切さを感じ、作業の過酷さや村の人員不足・資金不

足の現状、総合型地域スポーツクラブがもたらす効果

といったことを学んだ。 

では、上に記したような地域課題を改善または、効果

を活かし鮭川村をより活性化させるためにはどのよう

なことが必要なのか考えてみようと思う。 

人員不足については、今回私たちが米湿原の保全作

業やクリスマスパーティーの運営などに参加して顕著

に表れていることが分かった。「さけがわ友遊C’Love」

や「鮭川村自然保護委員会」のみで運営・活動してい

るものもある。 

しかし、限界集落の実態があるが故にほかの地域や

団体からの援助があったほうがより円滑に、幅広く活

動できるのは自明である。実際、村の方々以外にボラ

ンティアや企業の方々と協力して運営・作業をするこ

とで円滑に幅広く活動できたことは今回の体験を通じ

て分かった。 

 資金不足については鮭川村の方々に聞いたところに

よると、体育館の冷房が壊れたため改修を行いたいが、

資金不足により回収できないという話があった。実際、

地域のスポーツクラブが資金不足による経営難になる

ということは珍しくないそうだ。 

 では、この問題を改善し、鮭川村をよりよくするた

めにはどのような改善策が必要なのか考えてみようと

思う。 私が必要だと思うことは「人材確保・育成」

である。これは鮭川村の方も仰っていたことだ。「人材

確保・育成」が叶えば、そのクラブ自体が発展し資金

不足もおのずと改善できるのではないかと考えた。だ

が、そのために何をするべきなのかということを考え

る必要がある。 

そこで私が提案したいことは山形県の地域を学ぶと

いう内容の授業や体験活動を小・中・高校または民間

企業に展開するということだ。実例として山形大学の

フィールドラーニングが挙げられる。少しずつ地域の

魅力を広め、その魅力に少しでも関心を持った若者が

積極的に参加し、各人の地元の魅力を知ることができ

れば最終的に「人材確保・育成」が可能になるのでは

ないかと考えた。ほかにも解決する必要のある地域課

題はたくさんあるが、地域の方々と少しずつ手を取り

合って努力すれば改善することは可能だと思う。その

ためにまず必要になるのはやはり「人材確保・育成」

である。 

 

工学部 山田 開大 

 今回、私は集中講義として鮭川村に二回お邪魔させ

ていただき、フィールドワークという形で地域の現状

や問題そしてそれに対しての解決策を楽しみながら模

索することができた。一回目の訪問では、主に鮭川村

の自然と環境保全について、二日目は地域の人々と触

れ合いながら交流を通して問題の発見に努めるという

ものであった。詳細を紹介していこうと思う。 

 一回目の訪問は、私は期待と不安であふれていた。

授業の一環とはいえ私にとって「旅行」とは毎回何か

しらのトラウマや失敗を作ってしまう機会であり、さ

らに初めてのフィールドワークということもありどち

らかというと不安のほうが勝っていた。いざ鮭川村に

到着すると私は始めに自然がとても豊富であったと感

じた。視界を埋め尽くすほどの自然がまず私のこの村

に対する第一印象であった。その後、村の人やスタッ

フに案内され村の概要と湿地の管理の作業の説明を受

けた。鮭川は生態系の管理にとても力を注いでおり実

際湿地の水路はとてもきれいに作られており話を聞く

と十年がかりで管理しており、広くトンボなどの生物

が共存していた。作業は下草の伐採や木道の整備を主

に行ったが、私はここで課題を発見した。それは、こ

の素晴らしい湿地を人に広めづらいということである。

確かに山奥にあるため観光客が訪問しにくいというこ

とがあるが、私は今回の作業で整備した木道があまり

安定していないことに気づいた。一年毎に木を変えて

いるらしいがそもそも木道が狭く作られているため、

作業中も木道から落ちてしまう事例が多くあった。私

はもっと人に知られ、自然の素晴らしさを広めるため

には木道の広さと安定性を向上させるべきだと感じた。 

 二回目の訪問では、フィールドワークというものに

慣れ事前活動を通して班員とも大分打ち解けてきた。

その中で鮭川の人々と子供たちと一緒にクリスマス交

流会という形で交流をさせてもらった。鮭川の地域の

人々はことごとく私たちにとても親切であった。クリ

スマスパーティーの設営の作業で分からない部分があ

れば、わかるまでゆっくりと説明をしてくれ、おいし

い食事も振舞ってくれた。何よりフィールドワーク二

日目で行われたソフトバレーボール大会において、運

動神経が悪く、プレイの要領が悪い私にたいして最後

まで試合に付き合っていただいた上、大会を一番盛り

上げてくれたという意味で大々的に MVP 賞をいただい

た。私はこの暖かな人間性と鮭川の豊富な積雪をもっ

と広めるべきだと感じた。例えば北海道のように豊富

な雪にちなんだイベントを開催するなどだ。 

 とはいえ、鮭川にはまだまだ多く課題を抱えている。

一番の問題が資金の問題である。この問題は我々の作

業やバレーボールを案内してくださった阿部さんや村

長も再三言っていた問題であり、このフィールドワー

クにおいて最も考えるべき問題である。今のところ私

はこの問題について明確で説得力のある策は出すこと

はできないが、あげるとすれば湿地の管理という名目

で全国に募金という形で協力を要請することや県や国

に補助金の増額が認められるようさらに湿地の拡大や

地域の知名度アップに尽力することが必要だと思う。 

私は、鮭川はとても可能性のある村だと思う。自然は
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もちろん、温かい人間性が村全体ににじみ出ている。こ

のようなアドバンテージを今まで通りに伸ばすことが

この村の知名度アップにつながると私は考える。 
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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 29 年 10 月 28 日(土)～29 日(日)、11 月 18 日(土)～19 日(日) 

 

○受 講 者：木村 蒔希（記録）、朝倉 由香（発表）、藤井 梨賀子（発表）、舩山 かおり（発表）、

岡本 優太（発表）、渡部 信（発表）、加藤 慎也（発表）、金澤 綾青（発表）、山地 潤

心（班長）、高橋 友里（記録）、見波 侑（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１０月２８日（土） 【１日目】１１月１８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 薪つくり 

    薪ストーブ炊き 

11:15 焼おにぎり、焼いも、焼栗つくりなど 

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２９日（日） 【２日目】１１月１９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） 

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 ログハウス修繕 

12:00 昼食 

13:00 木工クラフト 

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！」 

 

人文社会科学部 木村 蒔希 

私は、戸沢村のフィールドワークに参加し、戸沢村

では様々なイベントや特産品などがあり、それをどの

ように発信、販売していくのかが課題だと感じた。 
 私は、前期のフィールドワークでも戸沢村を訪れたの

で今回のフィールドワークで 4 度目の訪問となった。

私は、フィールドワークに参加し戸沢村に興味を持ち

仙台で行われた最上地方の特産品を売るイベントを訪

れた。その時、戸沢村のブースでは見たことのない珍

しい野菜などがありとても面白いと感じた。しかし同

時に、それは平日の昼間に行われていたためごく限ら

れた人しか来ることができないと思った。なので私は、

山形市や宮城県でそのようなイベントの場所を決めて

年に数回でも行うといいのではないかと考えた。なぜ

なら、それは場所などが不定期で同じ場所で行われる

かはわからないということを教えていただいたからだ。

もし、場所や時間なども決めれば昼休みなどに訪れる

ことができると考える。私は、もう１つ考えたことが

ある。それは間引きなどで切った木の利用方法だ。フ

ィールドワークで杉林の間引きの作業を行ったがその

切った木は山に放置したままだった。しかし、私はそ

れがとてももったいないと思った。地域の方は「売っ

ても高くは売れない」「薪にするにも手間がかかる」と

おっしゃっていた。なので私は、インターネットなど

で自分で木をいくつかに切り分けて販売するのがいい

のではないかと考えた。木を売る時仲介業者などに頼

むとどうしても値段が上がってしまう。しかし、自分

と買主が直接取引をすればその費用はかからないので

はないかと考えた。現在では、誰でもインターネット

を利用して商品を売ることができる。私も、インター

ネットで調べてみると木の丸太を販売している人がい

た。また、今回のフィールドでは体験できなかったが

木を加工して皿やお盆にして販売すればより付加価値

がついて良いと考えた。 
前期と後期のフィールドワークで私は、戸沢村の地域

の方々がとても親切ということや、自然を生かした様々

な観光資源があることを学んだ。そして、その資源は利

用者によって無限に使い道があり生活する手段にも特

産品にもなるということがわかった。そして、地域の

方々と話すことでこの地域に今必要とされていること

は何なのかということも考えることができた。しかし、

まだ私が知らないことは多くあると思う。だから、私は

もっと戸沢村を訪れ、どのようなことをすればより戸沢

村の素晴らしさを知ってもらえるのか考えたい。1人の

大学生としての私の力はとても小さいかも知れないが、

それでもそんな私に何ができるのかということを考え

て生活していきたい。 

 

地域教育文化学部 朝倉 由香 

私は、今回のフィールドワークで初めて戸沢村に訪

れた。計４日間の活動は、主に２つ、１つは食に関す

る面、１つは林業に関する面からの学びで成り立って

いたと考える。 
 １点目。食に関する面では、そば打ち体験、キノコ

採り、キノコ料理作りをした。まず、私が山形に来て、

疑問に思っていたことがある。それは、なぜそばが有

名なのかということだ。今回の体験の中でお話を聞き、

戸沢村では地形を生かして作っていることがわかった。

そば打ち体験では、少しの水の量で状態が変わってし

まうこと、粉の混ぜ方、生地の伸ばし方ひとつで、味

や見た目が変化すること、おいしいそばを作るまでの

長い道のりを、身をもって感じることができた。キノ

コ採りでは、根っこからきれいに採るにはコツが必要

だということ、芽が出るまでにも大変時間がかかると

いうことを学んだ。スーパーでキノコを買ってきて調

理するまでは一瞬のことだが、その裏には、育てる人

の努力が必ずついているのだ。これらの体験から私は、

“働かざる者食うべからず”という言葉を身にしみて

感じた。 
 ２点目。林業に関する面では、ナラの伐倒、キノコ

の植菌、薪つくり、杉の間伐、ログハウス修繕を行っ

た。ナラの伐倒では、切り倒した木の中にはナラ枯れ

しているものもあった。この木はもう使い物にならな

いという。ナラ枯れを起こさないための対策をして、

有効に使える木を増やすべきだと考えた。と同時に、

その使い道についても、まだまだ足りていない部分が

あるとわかった。切り倒した木で薪をつくったが、す

べてを薪にするわけにはいかない。地域の方が、“田舎

だからこそできることがある”とおっしゃっていたの

を覚えている。田舎だからこそできる使い道がまだま

だあるのではないだろうか。 
“不便と不幸は違う”。地域の方はこうおっしゃって

いた。４日間、聞いたことしかなかったことを、自分で

実際に経験してみることで、その言葉の意味が分かった

気がする。田舎ならではの豊かさがそこにあった。課題

として知名度が低いことがある。そば、キノコ、薪など、

戸沢村の良さをもっと知ってもらうという部分で、何か

手助けができるように感じた、そんな４日間だった。 

 

地域教育文化学部 藤井 梨賀子 

私は、今回のフィールドラーニングで初めて戸沢村

を訪れた。戸沢村では、採れたてのキノコをふんだん

に使用した料理作り、そば打ち体験、木の間伐作業、

木工クラフト、薪ストーブ体験など、普段の生活では

なかなかすることのできない貴重な体験をさせていた

だいた。私は、これらの体験を通して、“現地に足を運
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んで、実際に体験すること”の大切さを改めて実感し

た。 
 例えば、スーパーマーケットで売られているなめこ

しか知らなかった為、キノコ料理の前に行ったなめこ

の収穫で見たなめこの大きさや、収穫する際の感触に

驚いた。木工クラフトや木の間伐作業での、木を切る

作業や、ストーブに使用する薪割りは、想像を超えた

重労働であった。生きた木を切り倒したり、薪を割っ

たりする作業は、テレビなどでしか見たことがなかっ

た。映し出される映像では、たいてい長年の経験して

きた方や職人さんが作業をこなすため、簡単そうに見

える。そのため、案外できるのではないかと、どこか

感じている部分があった。しかし、実際に行ってみる

と、道具や木の重さ、木を切るために必要な体力が分

かり、大変さを思い知った。今回、私たちは、数本の

木を切っただけなので、お仕事でなさっている方の苦

労を考えると、普段あたりまえのように利用している

木のありがたみを強く感じた。 
 活動中に現地の方から聞くことができたお話の中で、

印象に残っているものがある。それは、“資源はあるの

に木材で輸入に頼っている部分がある”ということだ。

もちろん、木材の質や特徴に、利用する場面で向き不

向きがあるということはあるだろう。そういった部分

を抜きにして考えると、背景には大きな問題がある。

まずは、手（特に若者の）が足りないこと。そして、

仮に森林の手入れを行ったとしても採算が取れない。

こうした理由から手入れが行き届かなくなり、森林の

荒廃が目立つようになる。結果、輸入に行き着くのだ。 
 今回のフィールドワークでは、長年戸沢村で生活す

る現地の方々だからこそ知る、田舎暮らしの良いとこ

ろや苦労をたくさん知ることができた。私にとっては、

ほとんどが新しい体験で、わくわくさせてくれた。こ

れは、教室で椅子に座ってただ話を聞くのではなく、

実際に見て、聞いて、感じて、考えることができた結

果であると考える。私は、今回知ることができた戸沢

村の良いところも大変なところも、もっとたくさんの

人と共有したい。そうすることでさらに新たな考えを

持つことができ、問題解決にもつながるのではないか。 

 

医学部 舩山 かおり 

10 月 28、29 日と 11 月 18、19 日計四日間の戸沢村

でのフィールドラーニングが終了した。ただ、この「フ

ィールドラーニング共生の森もがみ」はただの農村体

験ではなく、山形県の四つの広域圏の中で唯一大学・

短大・高専のない地域であり、過疎化・少子高齢化の

進む最上地域全域をキャンパスと見立て、自然・環境・

文化・歴史・人を活かして教育・研究・社会貢献を展

開するものである。そのため、普段の学生生活では体

験できないことができたで終わらせるのではなく、な

ぜ戸沢村の方々が私たちにその活動を経験させたのか、

そこで見えてきた戸沢村の長所や短所について考えて

いきたい。 
 今回の活動は大きく分けて 3 つに分類される。①戸

沢村の特産品を扱う活動、②林業に携わる活動、③田

舎ならではの自由度を感じさせる活動である。①には

そば打ち体験、キノコ採り・調理・植菌、②にはナラ

の伐倒、杉の枝打ち、③には薪ストーブ炊き、ログハ

ウス修繕、木工クラフトが含まれる。①は戸沢村につ

いて知るきっかけとなった。どのようなものが特産品

であるかで、その場所の気候、文化、歴史についてま

でうかがい知ることができるからだ。②では戸沢村で

よく見かけられた林がどのように用いられているのか、

そして日本の林業は具体的にどのように行われている

のか、高齢者のみで行われる林業の難しさを感じるこ

とができた。③は個人的に最も学ぶことが多かったし、

現地の方もこの活動を通して伝えたいことが多かった

のではないかと思う。「田舎は不便だが不幸ではない」

「都会と違って田舎ではやりたいことを制限なくでき

る」、「どんな人であっても食べ物がなくては生きては

いけない。都市部で高級とされている食材を安価で手

に入れられる原産地の人は本当の贅沢を味わっている

のではないか」など、現地の方々から深く考えさせら

れる言葉をもらったためだ。 
活動を通して私が見つけた戸沢村の課題は、知名度が

低いことだ。確かに少子高齢化は進んでいるが、高齢の

方はとてもエネルギーに満ち溢れており農業や林業の

作業では熟練した腕を見せてくれた。そば、なめこ、角

川かぶなど食べ物はどれもおいしかったし、民宿では快

適に過ごせた。十分に魅力は持っているのであとは知っ

てもらうこと、そして足を運んでもらうことだと思う。

その宣伝という部分で私は大学生らしくSNSなどイン

ターネットを用いた働きかけができればよいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 岡本 優太 

今回のフィールドワークでは、今までほとんど知ら

なかった戸沢村で、そこの人々と交流し、その生活の

一部を体験することで得られた知見が多かったが、そ

の体験と相乗することで印象に残ったのは、地域おこ
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し協力隊の鈴木さんの、「世の中にはお金持ちもいるけ

ど、彼らも食物を摂らない限り生きてはいけない。に

もかかわらず、その食べ物を作っている人々は貧しい

こともあり、これは納得のいかないことである」とい

う内容の話だ。 
実際、一回目のプログラムでは、そば打ちとキノコ

を育てるための木の伐採、植菌、採集、料理を体験し

たが、前者はすべて人の手で行う作業であり時間も手

間もかかり、ましてそばを育てるところから始めるこ

とを考えると、おいしいそばができるまでは長い道の

りであり、後者は切った木を運ぶのは重くてとても大

変で、キノコの収穫も雨の中ということもありやはり

大変な作業だったと思う（やっているときは初めての

ことで、またみんなでわいわいという感じで非常に楽

しいものであったが、ここではすべて本来の仕事とし

ての作業としての労力に着目している）。これらの作業

の結果得られる食事はとてもおいしく、高品質の食べ

物を作るには多くの労力が必要だと痛感した。にもか

かわらず、生産者が得られる利益という観点で見ると、

機械化した大量生産型の産業の方が大きい、またそも

そも日本でこのような地域的な産業に就く人自体が減

っているという事実、そしてこのような産業がなされ

ている里山の村は少子高齢化が進んで未来にこの産業

を残せるかが不確かであるということを考え、この現

状を若い人が中心になって打開しなければならず、も

っと若者が地域に定着、あるいはIターンする仕組み、

そしてそのためには地域的産業にそれ相応の利潤が回

る仕組みが必要だと思った。 
 この最上における山形大学の諸フィールドワークは

何年も続いているが、結局山形県における過疎地域の

課題が解決されたとはいえない。山形大学は県外出身

者の割合が全学部において高い珍しい地方大学であり、

このプログラムの班員も私以外全員県外出身であった。

そのような学生は将来たいてい地元に戻るので、この

最上で里山の地域の産業や暮らし、そして課題を知っ

たとしても、将来的にその解決に継続的に協力するこ

とはできないと正直以前は思っていた。しかしある授

業で、朝日町における産業のブランド化による町の活

性化において中心的な役割を果たした県外出身の東北

芸術工科大学の卒業生の話を聞き、また今回班員の多

くが前期からリピートでこの戸沢村のプログラムに参

加し、村の方々と親しくなっているのを目の当たりに

し、様々な背景を持った人が山形の里山という共通の

テーマを考えることに大きな意味があり、ひょっとし

たら解決のきっかけが生まれ、また協力し続ける人も

現れるのかもしれないと思った。まして県内の人間な

らなおさら地元の課題に向き合わねばならないと思う

ので、自分は将来医師として県内で働くにあたり、こ

のフィールドワークで出会った人、知り、考えたこと

を忘れず、地元山形の過疎化した多くの地域の問題の

解決に貢献する人間になりたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 渡部 信 

私が戸沢村へのフィールドワークを通じて感じたこ

とは、モノに不自由しない社会は本当に良いものなの

かということである。次にそう感じた根拠を示す。 
 第一に、都市部のような十分にものが手に入る社会

では、人と助け合わなくとも生きていける。よって、

近所の人とのかかわりが希薄になってしまうことが多

い。隣の人の顔も知らない人がいると聞いたこともあ

る。そして、スマートフォンなどを使った SNS という

繋がりにすがってしまう。バーチャルな繋がりに偏重

するというのは、私には不健康に思えてならない。一

方、戸沢村では近所の人同士が顔見知りであり、とて

も仲良く見えた。余った野菜を無料で譲るといった助

け合いの心も感じた。私は、この村が理想的な社会に

見えた。悪い面もあろうが、この社会を否定はできな

い。 
 第二に、都市部では高いお金をかけなければ手に入

らない食材が、身近に手に入ることである。モノに不

自由しないからと言ってご飯を食べないわけにはいか

ない。お金を払わなくてもよいわけでもない。自由に

ものを食べるための対価を払わねばならない。対して

その生産地に行けば、例えば山菜はそこら中に生えて

いて、無料ではないにせよ安価で手に入れて食べるこ

とができる。不自由はあっても、この利点を無視でき

ない。 
 第三に、不自由だからこその自由があるということ

だ。「自由な社会」、「平等な社会」では、モノを手に入

れることのできる自由はあれど、数々の制約がある。

それは非常に狭い範囲内に大量の人やモノが集中する

からであって仕方のないことではあるのだけれども、

時として妙な制約を生み出してしまう。「公園で声を上

げて遊んではならない」、「公園でボール遊びをしては

ならない」といったことである。外遊びをしなければ、

子供の成長に多大なる悪影響が懸念される。コンピュ

ータゲームの影響のみならず、変な文句を言う大人達

のせいでこうなっているのである。一方、戸沢村には

裏へ→ 
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広い土地があり、近所の人との間にも物理的な距離が

ある。よって、大きな声を上げられてもあまり気にな

らず、例えば薪ストーブで煙をモクモクと出しても文

句を言われない。外で遊べて、いろいろな体験ができ

るとなれば、子供の健全な成長を期待できよう。 
 以上より、モノで満たされることは幸せであるとい

うことに疑問を呈したい。 
身の回りには偉大な先人の発明した素晴らしいモノ

がある。もはや我々はそれなしで生きていけないのか

もしれない。とはいえ先人は必要があってそれを作ろ

うと思ったわけであって、それ以前の社会という文脈

もなく発明したわけでもない。今の、大量生産、大量

消費、大量廃棄な社会が絶対ではないということを述

べて締めることにする。 

 

工学部 加藤 慎也 

私は岐阜県出身であり、山形大学に入学することが

決まって、興味本位で見た映画が、山形県のもがみ地

方、尾花沢を舞台に「田舎」にあこがれを持つ主人公

を描いた「おもひででぽろぽろ」という作品である。

この作品では、私は現代の日本人の都市で生活する日

本人を象徴していると私は考える。それは、私たちの

周りにも“なつかしの”“と言った田舎を連想させるワ

ードが入った商品がスーパーマーケットで並び、東京

から田舎体験するためにわざわざ観光バスが出ていた

りと”田舎“が大きなトレンドになっているからだ。

しかし、私には疑問があった。どうして、田舎に対し

てあこがれやすばらしいと思う風潮があるにもかかわ

らず、この作品の主人公の妙子のように田舎にいざ住

むのかという話になると自分も含めてだがそこに住む

のは…とおもってしまう。それは、なぜだろうか。そ

んなことを考えながらこの戸沢村でのフィールドワー

クに参加した。 
 私が実際に行くこと前期 4 日間、後期 4 日間で、戸

沢村の農家民宿に泊まることなど通じて、温かさを感

じたり、また、何もないというのを強みにかえて、0
から様々なものを作り出したりと、素敵な場所で何度

も来たいとも思えた。しかし、やはり、この土地に住

みたいとまで思わなかった。それは、なぜだろうか。

これは、自分の見解であるが、将来に対しての不安で

ある。私が参加して感じることが、田舎に住むことで

自分が農家をやっていくと考えることができない。そ

れ以外をビジネスと考えると、田舎はずっと都会に劣

っているように感じてしまう。 
最後に、このフィールドワークにて、「田舎に住むと

いうことは、確かに“不便”であるが、“不幸”ではな

い」と聞いた話が私にとってとても印象に残った。私

は、このプログラムに参加するまでは田舎に対して、

偏見の目で見ていたが、行って、見て、体験して、イ

メージが全然変わった。最上を盛り上げていくために、

わたしのような考えをもっていた若者に対して、意識

をかえ、田舎を開拓することに魅力をもたせ、ビジネ

スにつなげて行けるよう考えて行くことが必要と私は

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学部 金澤 綾青 

私は、今回戸沢村を訪問し、様々な体験を通じて学

ぶことが多かった。1 度目の訪問では、ナラ枯れした

木を伐採した。ナラ枯れした木はもろく、手でぼろぼ

ろと崩れた。この状態の木があると、いつ倒れるか分

からずきけんだ。ナラ枯れは高樹木に多く起こる。木

材としての利用率が低い場合に多く起こる。人手が減

ったこと、木材価格が安いことが原因で森林を完全に

さばききれていない。林業としては、近くの金山町が

有名である。雪国の杉は、とても緻密な年輪で、美し

く強いことが特徴である。しかしここ戸沢村では、森

林の面積が小さく、林業で生計を立てることができな

い。土地環境に適した生産ができていないのは、大変

もったいないと感じた。1 度目の二日目は、なめこの

植菌を行った。ここでは、前日に伐採したナラの木に

6 ㎝間隔で穴を開け、きのこの菌を打ち込んだ。原木

での生産は、木に菌が回るための期間が 1〜2 年かかる。

きのこはどこにでも生えている認識を持っていたが、

実は時間、温湿度、菌の弱さといった弱点を持つ繊細

なものであることが分かった。市販されているきのこ

は屋内で、菌と木のフレークを混ぜて作る。どちらの

方が難しく、価値のあるものかは一目瞭然である。こ

の経験を通じて、商品を買うときに、ただ安い方では

なく価値のある方を買いたいと思うようになった。今

回のフィールドワークのタイトルには里山というワー

ドが入っている。里山といるのはただ豊かな自然をい

うのではない。自然と人との共生によって、生態が豊

かになり、双方にとって利益のある自然を里山と呼ぶ。

森から木をもらう。森にとっては間伐、人にとっては

木材の利用である。私はここ戸沢角川に来て自然と人

の共生の在り方を学ばせてもらった。私は戸沢の里山

と、人の温かさに魅力を感じている。前期のフィール

ドワークを含め、すでに 6 回戸沢村に訪問している。
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これからも行くであろう。学び、考え、人と触れ合い

人として成長していきたい。 

 

農学部 山地 潤心 

 前期の第一回目に角川地区に訪れたとき、私が感じ

た印象は「ただのさびれた村、よくある過疎化と少子

高齢化の進んだ限界集落。」だった。後期に訪れた時、

角川第 2 の印象は「かつて 110ha の広大な杉木林を利

用した農林の村」に変わっていた。今回のフィールド

ワークでは今から80年前に木材、燃料の増産に使われ

ていた薪谷を見ることもできた。中間学習には記した

が、角川は大正 2 年まで水田が主流であった。そして

最上郡農会の提案で今の農業の形態の基になる畑作へ

遷移した。それでも当時、村の財政状況は赤字で殆ど

の農家が杉を植えて炭や建材を作った。因みに、それ

が農家の大きな副収入となって収入の一部を皆で出し

合い医者を村で雇った事が後に我々もよくお世話にな

る国民健康保険の礎である。しかし1960年代には外国

産の安い木材が日本へ大量に流れ込み現在村の 100ha

の財産は一切稼働していない。 

非常に高い製炭の技術を持った人もいなくなり、製

炭用の窯も無くなったことを聞いたとき私は大いに悩

まされた。全くもって矛盾している。日本国内で使え

る資材を利用する事を忘れ大量の重油を使い防腐剤に

塗れた安価な木をわざわざ何千 km 離れた遥か彼方か

ら運び込んでいる。国産の木が利用されている割合は

3 割にも満たない。残りは中国やヨーロッパからだ。

また内心一番ショックだったことは杉山の上に建つロ

グハウスの修繕にオーストリア産の材木が利用されて

いたことだ。農学部として、1 人の日本人としてまる

で自分の首を絞めている気持ちにすらなった。だが私

はそれを可笑しいと思いつつ言えなかった。村の現状

を理解しては言い出せない。このログハウスを修繕す

る為に何本か木を切らなければいけない。だがその木

を運搬して製材所(現在停止中)を動かすには 100 本の

木を製材するときと殆ど変わらないお金がかかる。数

本の木を運ぶだけでも重労働だ。だから製材された板

を買った方が何倍も楽で安い。それは理解したが果た

してそれが本当に安い木材か。使える資材を使わず手

入れがされなくなった針葉樹林の林床は薄暗いやがて

下草が完全に生え切らなくなれば土砂災害が起こる可

能性だって考えられる。コストを環境に押し付けて安

さが成り立っているのではないか。 

日本が輸入する木材は果たして本当に安いのだろう

か。その安い建材を輸入することが私達や、村そして

日本の将来にたいして本当に幸せなことなのだろうか。 

たった一本の板に貼り付けられたシールを見ただけ

だ。でもその一瞬は、この授業で一番痛烈なアッパー

カットを私に浴びせてきた。 

 

農学部 高橋 友里 

私は今回戸沢村角川地区で行われた「里山保全とキ

ノコ料理」というプログラムに参加した。前期のフィ

ールドワークでも参加した戸沢村についてもっともっ

と知りたいと考えたからだ。 
 1 回目の活動では、そば打ち体験、ナラの木伐倒、

キノコ採りとそれを使った料理つくり、キノコの植菌

を行った。2 回目の活動では、薪つくりと薪ストーブ、

スギの間伐、ログハウス修繕、木工クラフトを行った。

これらが戸沢村とどのような関係があるのか教えてい

ただきながら、お蕎麦屋さんやスギ林の管理に携わる

方からお話を直接うかがいながら体験できたのがよか

った。どの体験もはじめてだったので、うまくいかな

いものもあったが、楽しく取り組むことができた。今

回の活動で使ったものは手作りが多く、イベントを開

催するときは業者を呼ばないというお話を聞き、とて

も驚いた。また、宿泊は人生初の民宿だった。心温ま

るおもてなしとおいしいご飯に、民宿の魅力を感じた。

ご飯の準備のお手伝いやご飯をいただいているときに

戸沢村のことや農業についてのお話をたくさん聞くこ

とができた。 
計4日間の活動を通して、前期の活動では気づかなか

った新しい発見がたくさんあった。疑問に思ったことは

すぐに聞くよう意識した。たくさんの方から知らなかっ

たこともたくさん教えていただき、戸沢村への思いや考

え、意見を聞くこともできた。また、国民保険発祥の地

である戸沢村の地域の人々のつながりや優しさを改め

て感じることができた。豊かな生活、便利な生活だけが

すべてではないということをよく考えるようになった。

良い体験がたくさんでき、今回参加して本当に良かった。

戸沢村についてもっと知るには4日間の活動では足りな

いので、魅力がつまったこの村にこれからも訪問したい

と思う。フィールドワークに参加しなければできなかっ

たこの地域の方々とのつながりを大切にしたい。 
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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 29 年 12 月 9 日(土)～10 日(日)、平成 30 年 1 月 20 日(土)～21 日(日) 

 

○受 講 者：AMALIN AFIQAH BINTI PATHIUDDIN（記録）、宮本 日和（発表）、高橋 未貴（発表）、

山田 美由紀（記録）、渡辺 陸功（発表）、村瀬 拓実（発表）、加相 嵩人（班長）、

砂長 佑香（発表）、増川 くるみ（学生サポーター） 

 

○スケジュール： 

１回目 ２回目 

【１日目】１２月９日（土） 【１日目】１月２０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 角川雪回廊物語企画書づくり 

   （イベント概要紹介、地域の現状説明、 

    アイデア出し） 

12:30 昼食 

13:30 漬物作り体験、地域住民との交流 

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 角川雪回廊物語企画書づくり 

    (展示物等製作作業) 

12:00 昼食（もちつき） 

13:00 かんじきハイキング 

    (長倉の大杉)  

16:20 振り返り 

17:00 農家民宿へ移動 

 

 

【２日目】１２月１０日（日） 【２日目】１月２１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出発 

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！」 

 

人文社会科学部 AMALIN AFIQAH BINTI PATHIUDDIN 

日本に来た理由は、日本に来ることで奨学金をもら

えるからでもあり、より一層日本語を向上させるため

でもあり、本当の日本社会、本格的な日本文化を、本

でも、インターネットでもなく、自ら見たり、感じた

り、触れたりしたい気持ちもあったからです。それだ

けでなく、日本はいい所だとよく耳にしましたが一体

何の魅力があって、そう言われているのかを知りたか

ったです。そして、私は交流に関することに非常に強

い興味を持っています。なぜかというと、周囲の人々

と話す事が好きだからです。知り合いであろうが初対

面の人であろうが、皆と仲良くなりたくて、いい人間

関係を作りたいと思っています。それだけでなく、私

にとっては勉強というものはただ授業に出て、本を読

んで、試験を受けるだけではありません。もちろん良

い成績を取ることは大事なのですが、勉強も大事にし

て、ソーシャルスキルも人間関係も大事する必要があ

ると思います。従って、フィールドラーニングのよう

な授業に参加して、実際に現地へ行って、様々な事を

学びたいという気持ちが強くありました。 
 今回は、２回目のフィールドラーニングに参加しま

した。短い期間ですが、色々なスキルを身に付けるこ

ともでき、日本、特に戸沢村の事の知識もより深まり

ます。そして、日本に来て以来、何回も餅を食べたこ

とがあるけれども、餅の作り方が全く知りませんでし

た。しかし、戸沢村に来て、現地の方々が餅の手順や

作り方法等を優しく教えて下さったおかげで、餅が作

れるようになりました。自分で実際に餅つきを体験で

き、嬉しかったです。そして、ハイキングが大好きな

私は、自国でほぼ毎月山登りしています。しかし、こ

のような冬の時にハイキングをしたのが初めてです。

やはり、寒い時と夏の時にハイキングする雰囲気が全

く違うと気がします。冬の時ハイキングをするのは大

変だと思うけれども、非常に貴重な体験でした。何故

なら、ハイキングをしながら、現地の方々から戸沢村

の歴史を教えてもらって、ここにある神社の成り立ち

や習慣等が知ることができるからです。夜には私達は

農家民宿で止まって、その家族と様々な話をして、お

互いに文化交換をしました。私はマレーシアのことを

色々聞かれて、お互いに私の方からでももし日本につ

いて知りたいことがあったら、そのつど聞きます。お

互いの情報を共有し合いながら、知見も深めると私は

思っています。民宿で止まって、日本の習慣もあじわ

ることができました。例えば、和食のそれぞれの種類

とお風呂に入る習慣が挙げられます。次の日に、朝ご

飯を食べてから、朝練をしました。 

この授業は太鼓がメインですから、太鼓演奏発表会

のために精一杯練習しました。自国では太鼓というも

のはなかったから、太鼓をしたのも初めてです。最初

に太鼓のリズムを覚えるのが大変でしたが、練習すれ

ばするほど上手とはい言えないですが、自分が前回よ

りできるようになりましたと気がします。皆と一つの

チームとして太鼓演奏発表をしたのが、本当に満足で

きました。そして、戸沢村にある文化の一つも体験で

きました。それは、病送りという行事です。この行事

は昔からある伝統的な行事の一つで、一年間の無病息

災をお祈りものです。その話をした時に、国民健康保

険や貧問題の話も出てきました。それを聞いた私は一

つのことに気が付きました。国民健康保は、日本人は

皆持っているのに対し、マレーシアの場合はみんな持

っているわけではありません。お金を払って保険に入

る人もいて、お金がないため保険に入らない人もたく

さんいます。そして、貧困問題の話ですが、マレーシ

アは、貧困問題はあまり大変ではないと思いますが、

将来この問題を無くしたいと思います。これから多く

の知識を得て、貧困問題を解決する方法を考えたいと

思います。日本の国民健康保険は非常良い制度と思う

ので、マレーシアにもこのような制度を実施させたい

と思います。  

まとめとしては、このフィールドラーニングを通し

て、様々なスキルが得られて、大変勉強になりました。

この授業が終わった後でも、日本のことをもっと知りた

いと思っています。今度このような授業やイベントがあ

りましたら、チャンスを掴んで、是非参加したいと思い

ます。そして、楽しく大学の生活とこれからの人生も頑

張って続けていきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人文社会科学部 宮本 日和 

初めに訪れたのはこのフィールドラーニングの初日

で 12 月 9 日だった。まだ山形市内の雪は降ったりやん

だりで積もっていなかった。しかし、戸沢村はすでに

雪深くとても寒いと感じた。と同時に初めて見るたく

さんの雪は楽しく美しいものだった。その雪を利用し

た雪回廊物語の企画はとても興味深い。戸沢村の昔話
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を主なテーマにしているというのも戸沢村の事を知る

良いきっかけになる。昔話がまとめられた絵本を読ん

だが、どれもユニークで河童などが登場する日本の昔

話らしい話ばかりだった。まず、昔話の書籍が残って

いることに、種類もたくさんあったことに驚いた。昔

から戸沢村が人々に愛されていたことが伺える。 
角川地区は若い人の活動が盛んなことも魅力だ。「村」

というと高齢な方ばかりで私たちのような外から来た

ものにできることは何もないようなイメージがあった。

もちろん、村の方々皆さんは優しく戸沢村のことを教え

てくれた。創作太鼓である角川太鼓は、小中学生がメイ

ンとなって演奏していた。力強い太鼓の音色とパフォー

マンスに元気づけられた。これは他の地域にはあまり見

られないのではないかと考える。 
山形市内から車で約 2 時間かかり、古口駅まで電車

では 3 時間半かかる。このアクセスの悪さは興味を持

っても訪れにくい理由のひとつだろう。多くの人に訪

れてほしいならば、アクセスの改善か、より魅力的な

催しを開催する必要がある。 
雪回廊は今後継続させる企画としてとても魅力的だ。よ

り発展させるため様々な雪回廊を考えることが求めら

れる。例えば、私は竪穴を深めに掘り、絵を複数設置す

る立体的な回廊を考えた。 
今回のフィールドラーニングは戸沢村のことを知る

きっかけになった。これで終わりではなく、今後も交流

することが大切だ。雪回廊物語は2月11日が本番だ。是

非参加したいと考えている。私はまだ冬の雪深い戸沢村

しか知らない。雪が溶けた春に戸沢村で山菜を食べてみ

たい。夏にも角川サマーパーティーという企画がある。

秋の戸沢村も見てみたい。これからも私たちが戸沢村へ

訪れることで周りに戸沢村の魅力を伝えることが出来

ると考える。そうして少しずつ戸沢村へ訪れる人が増え

てほしい。 

 
人文社会科学部 高橋 未貴 

12 月、1 月と二回に分けて私は、戸沢村のフィール

ドワークに参加した。私にとってフィールドワークは

初めての経験だったため、最初は期待と不安が入り混

じった気持ちだった。 
活動内容は、角川雪回廊物語の企画書の作成と、漬

物づくり体験、絵灯篭の色付け、病送り、角川太鼓の

計 5 つであった。角川雪回廊物語とは、和紙に水彩絵

の具で昔の人場面やキャラクターなど、地域みんなで

協力しあって描いたものを、後ろから蝋燭で照らすと

いう非常に美しい絵灯篭のお祭りである。私たちは、

その企画書の作成の一部に参加させていただいた。も

ともとは、村のなかだけの小さいお祭りであったため

に、未だに観光客が少ないという現状を踏まえ、どの

ようにしたら多くの観光客に訪れてもらえるか、地域

の方々もあわせて三時間ほど話し合った。最終的に具

体的な提案は出せなかったものの、村の方々と面と向

かってお話ができたことで、村の方々のお祭りに対す

る熱い想いや、本音を聞くことができ、戸沢村につい

て深く考えることができた時間であった。 
漬物づくりでは、韓国出身の女性の方が丁寧に作り

方を教えてくださった。その女性の方は、長く戸沢村

で暮らしているせいか、話す言葉にその地域の訛りが

入っていた。浅田真央選手の言葉にも中国のある地域

の方言や訛りが入っていて、その地域の方々から親し

みを持たれているように、その女性の方も村の皆さん

から親しみを持たれていたことが印象的であった。 
4 つめの病送りは、もともとのプログラムには含ま

れていなかったのだが、地域の方々と一緒に参加させ

ていただいた。病送りとは、等身大の藁人形に無病息

災を願い、大きな数珠をみんなでもち、願いを込めな

がら回していくという戸沢村の伝統行事である。今回

のフィールドワークを担当してくださった方も初めて

体験したということで、非常に貴重な体験をさせてい

ただいた。 
そして、最後は角川太鼓である。宮太鼓、締太鼓、

大太鼓の三つからなっており、今回私たちは、「マタギ」

という曲を地元の小学生に教えていただいた。初めて

の体験で戸惑うこともあったが、最後の発表会では、

多少のミスはあったものの、大きな達成感を感じるこ

とができた。 
今回このフィールドワークに参加して、村の方々の生き

方、考え方など直接現地に行くことでしか得られないも

のを得ることができた。最後の挨拶で担当の鈴木さんが、

「大学で学んだことは社会に出てからでないと実感で

きない」とおっしゃっていた。社会にでてから生きてい

くために必要なことを大学では学ぶことができる。大学

生であるという恵まれた環境に感謝しながら、これから

も将来の自分のために自ら積極的に学んでいこうと思

えたフィールドワークであった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域教育文化学部 山田 美由紀 

実際に戸沢村に行ってみて、本当に人が少ないのだ

な、と驚きました。しかし、それ以上に印象に残って
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いるのは住民の方の距離の近さや優しさです。二回目

の講義ではもともとプログラムに組み込まれていなか

った病送り(やんまい送り)を体験することができまし

た。病送りは病気にかからないようにみんなで藁人形

にたくす、という戸沢村の伝統行事で、住民の方々は

仕事を休んででも参加するそうです。この行事に参加

できたのは早坂さんの「若い人たちにもぜひ参加して

もらいたい。若い人たちいるとみんな喜ぶから」とい

う声からでした。そして「じゃあ参加しましょうか」

とプログラムを変更できる柔軟さは、住民間の距離が

短いからこそできた芸当なのだと思います。私の地元

である宇都宮市のプログラムだったらこうはいかない

でしょう。 
またこのプログラムでは話す力も学べたと思います。

自己紹介や一日の振り返り、うまく話せていなかった

としても「話した」という経験は私の糧となりました。

民宿でも住民の方とたくさんお話しし、地元のことや

社会に出てからの話を聴けました。話自体もためにな

るものであったし、たくさん話せたという事実も「話

せる」という自信につながりました。私は少し人見知

りなところがあるので、話す自信を持てたというのは

とても大きな収穫でした。病送りでの時も、会場にい

たたくさんのおじいちゃん、おばあちゃんと話すこと

ができました。やはりみなさん距離が近くて、温かか

ったです。机の移動の際に「私もなにか手伝いましょ

うか」と声をかけ、「ありがとう。それお願い」と言わ

れた時、嬉しかったです。改めて、積極的に行動する

ことは大切だと感じました。 
戸沢村の全人口は4700人で、高齢率も非常に高いです。

その少なさが距離の近さを生み出しているとしても、と

ても看過できるような問題ではありません。まず交通の

便をよくすることと知名度をあげることが最優先では

ないかと思います。本州で一番大きな杉を知っています

か？それは戸沢村にある角川の大杉です。同じ最上地方

の鮭川村出身の友達はそのことを知りませんでした。お

そらくほとんどのひとが知らないと思います。まず、知

ってほしいです。戸沢村の存在、魅力、そして抱える問

題を。私の友達にはできるだけ話していますが、まだま

だ足りていません。もっと知名度をあげる取り組みが

大々的に必要だと思います。 

 

理学部 渡辺 陸功 

今回のフィールドワークでは、全日程四日間を通し

て様々なものが得られたと感じています。 
前半のプログラムの一日目では、オリエンテーショ

ンで自己紹介などを行った後、角川雪回路物語の企画

書作成を行った。イベントの紹介をしてもらった後に、

自分たち学生がアイディアを考え、他のメンバーはア

イディアがたくさん浮かんでいたが、自分はなかなか

アイディアが浮かんでこなかった。ここで、地域を活

性化させるという大きな課題を前にして自分の非力さ

を痛感したと共に、どんな些細なことでも可能性はあ

るという事を学んだ。その後、昼食を食べ、漬物作り

を行い、漬物の作り方を材料や割合など細かく教えて

もらい一日が終わった。そして、前半の二日目では、

太鼓を練習を行った。ただ練習を行うだけでなく、ま

ず角川太鼓を演奏披露してくれ、その後太鼓の説明を

してくれた。具体的には、宮太鼓や締太鼓の種類の説

明や、それに付随した太鼓の説明だった。一回目では、

事前に戸沢村の村の花であるヒメサユリについて調べ

たが、見ることはできなかった。だが、戸沢村の自然

を見てふれることができ、地方の自然を学ぶことがで

きた。 
 後半のプログラムの一日目では、角川雪回路物語の

展示物を作成や、かんじきハイキング（長倉の大杉）、

もちつきなどを行った。展示物の作成では、班員全員

で一つの大きな展示物の色塗りを次の日も早めに集ま

り仕上げることができた。大学に入ってからこのよう

に一つの集団で何か一つの物を作るという経験はほと

んどなかったので、懐かしんだのと同時に、地方の方々

はこのように協力し合いながら生活しているんだと学

んだ。また、かんじきハイキングでは、最上郡内で最

も古い神社の一つである角川今熊神社に行き、境内に

そびえる県指定天然記念物の樹齢 1000 年の「角川の

大杉」を見学し、この今熊神社は最上地方で最も古く

から開かれた神社で熊野修験によって建てられ、多く

の月山登山の行者が登った角川口のコースであり、こ

の付近の出羽山地一帯が修験場であったというという

ことを学んだ。二日目では、主に太鼓の練習と発表だ

ったが、その合間に、病送りに同行させてもらい、数

珠と太鼓と藁人形を使い無病息災を祈るという独特の

行事を経験させてもらった。そして、太鼓の発表では、

教えて頂いた方々に感謝の気持ちを込め、戸沢村の風

景を想像しながら叩くことができたと考えている。 
今回のフィールドワークで山形市や地元では味わえ

ないような経験をすることができ、自分の大学生活も考

えさせられる経験となった。このつながりを大切にして

いきたいと考えている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二部 授業記録 前期プログラム１０．創作太鼓と里山ぐらし体験 

 
214 

 

理学部 村瀬 拓実 

今回戸沢村の角川地区というところに行った。そこ

で感じたことだが、やはりどんなところにもそこなら

ではの文化などが存在するということだ。 
まず僕は、事前学習はしたものの戸沢村のことをよ

く知らなかったしむしろ人口 4700 人という数字を見

て少し、というかかなりびっくりした。 
僕は北海道の石狩市というところで育ってきた。札幌

市の隣ということで高校などは札幌市の高校に通って

いたし、何かするときは必ず札幌市だった。なので、

どちらかというと都会寄りの暮らしをしてきた。だか

ら、内心「こんなところ…」というような馬鹿にした

気持ちに少しなってしまった。 
だが、今となればそんな気持ちを持っていた自分こ

そが馬鹿だった。たった 4 日間ではあるがこんなすば

らしい文化があるのだとだと実感した。 
特に印象に残っているのが角川太鼓の演目のひとつの

「縁」という楽曲を演奏してくれたときの演奏者の顔

だ。その演奏をする前に代表の方が「この曲は人と人

との縁などを表した曲です」といっていた。そして演

奏を聴くと皆さん満面の笑みでジャンプや声を出しな

がら演奏をするので、曲を作った方はきっと人と人と

の繋がりはこんなにもすばらしいというのを太鼓の演

奏で伝えようとしていて、そんな文化があることに僕

は感動した。人と人との縁ということですがそれに関

してもうひとつ僕は学んだ。 
今の時代、都会などでは、子供などは隣人に話しか

けることを親に止められる時代なのに、戸沢村ではま

ったくそんなことはなく、人と人との距離がとても近

かった。大人も子供も僕たちにすぐなれてたくさん接

してくれた。とにかく人が温かかった。これは近年忘

れかけてきている勉強などよりももっともっと大事な

ことだと思った。 
人と人との繋がり。縁。そんなものを僕は学んだ。 
余談だが、僕はストリートダンスをやっていて、それ

を村の方に話すと是非夏祭りにきて踊ってほしいと言

われた。これもまた人の縁や繋がりが生んだものである。

早速学んだことを活かせた気がする。 
 

理学部 加相 嵩人 

 戸沢村で活動するに当たって最も気になったのは、

こうして外部への発信を精力的に行っている村落です

ら、それが不十分であり、的外れとも言える部分を多

く含んでいたことだった。 
 雪回廊物語を主力として推すのは非常に良いことだ

と思う。雪に慣れ親しんで来なかった側からすれば、

雪を活用した幻想的な風景というものはある種の憧れ

すら伴うからだ。雪の降らない、ないし多くない地域

から見て、魅力的な催しの一つだろうと思う。SNS を

活用したり、行政からの広報誌に載せたりと、呼び込

みにも余念がない。 
 だが、雪のイベントがある、と言うだけで来る人は

少ない。泊りがけが前提となれば尚更だろう。二十、

三十代までにとって田舎というものは、日帰りでふら

っと立ち寄ることが出来さえすればいい場所だが、泊

り掛けとなればそうもいかない。温泉宿がある、など、

泊り掛けで行くにふさわしい理由が必要となる。四十

代以降ともなれば田舎の楽しみを知る人も出てくるだ

ろうが、それも多くは日帰りであることが望まれてし

まう。泊りがけで行くならそれだけのコンテンツがな

ければならない。 
 そんなことを考える中で、大杉へ赴いたり、病送り

へ参加させてもらったり、月山への登拝道としての歴

史を教えてもらったりと、この地域が本来持つものを

見る機会があった。雪回廊を主力として推すのは良い。

むしろ、これらの中では雪回廊が主力となって然るべ

きだとは思う。だが同時に、泊り掛け前提のイベント

としてはさらなる付加価値が必要だ。例えば、一日目

の昼は大杉を見、夜に雪回廊を楽しみ、民宿で休んだ

後翌日は月山へ、と、数日に及ぶだけのコンテンツの

用意がいる。新しい文化として、太鼓の演奏から何か

を取り入れていくのも良いだろう。付近にある同様の

団体を募り、コンクールのようなものを執り行うのも

手だ。参加費を募りさえすればさほど出費も嵩まない。 
 だが生憎と、雪回廊物語の他に大きく宣伝している

ものは見受けられなかったと言って良い。大杉や月山

は調べれば出てくるから、などと侮ってはいけない。

調べれば出てくると言うのは同時に、調べなければ出

てこないことと同義だ。まずは不特定多数が調べよう

と思うほどに知られることが重要となってくる。 
田舎の弱点は知られてないところだ。全く同様に、田

舎の強みは知られていない文化が多く存在することだ。

新しいものに頼って発展しようと考えるのではなく、元

からあるものをどれだけ生かし、新しいものに繋げられ

るかではないか、と思う。 
 

医学部 砂長 佑香 

今回のフィールドラーニングでは４日間という短い

間だったにもかかわらず、戸沢村の魅力に多く触れる

ことができた。その魅力の一つとして、古くからの伝

統的な文化を村全体で今も大切に受け継いでいるとい

う点が挙げられる。特に、「病送り」が印象深かった。

２回目２日目の日程にはなかったが地域の方が是非参

加して欲しいと声をかけてくださり、急遽参加させて

いただいた。突然だったのにもかかわらず、私たちを

迎え入れてくださった地元の皆さんの温かさに触れる

ことができた。それと同時に、地域とのつながりを守

るためにも、地域に住む人全員でこの行事に参加する

ことの重要さも感じた。二つ目の魅力として、新しい

文化を築く力が挙げられる。先ほど述べた地域住民間
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の強い結びつきを生かして、角川雪回廊物語や角川太

鼓などの外に発信できる文化を生み出すところに、角

川地域の推進力を感じた。また、地域の子供達が雪回

廊物語で使われる灯籠の和紙の絵塗りを行ったり、角

川太鼓を通じて一つの作品を作り上げたりと、若い世

代も一緒になって地域に関わっていくところが角川の

良さの一つなのではないかと思った。 
戸沢村は山形県の北部に位置し、交通手段が限られ

ている上、行くのにも時間がかかる。これではせっか

く戸沢村に興味を持った人も行きづらい。そのため、

山形駅からさらに効率の良い交通手段を用意する必要

があると考える。また、魅力を発信するには SNS を利

用するのも良いと感じた。地元の人が発信することも

重要だが、私たちのように戸沢村出身ではない人がそ

の土地での写真や様子などを SNS で伝えていくこと

で、戸沢村の魅力をよりさまざまな方向からアピール

することができると考えた。 
先に述べた魅力は私が短期間に感じたものであり、

数多くある中でほんの一握りであると思う。そして、

その眠っている魅力は長く戸沢村にいることで見えて

くるものだと考えた。大学のプログラムの一つとして

戸沢村の皆さんにお世話になったが、ここで出会えた

ご縁を大切にしたいと感じている。そして戸沢村の人

たちが積極的に交流してくださったように、私もまた

戸沢村に積極的に関わっていきたい。 
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