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の社会を、この世界を構成しているのは、自分たち

2012 年 10 月 20 日（土）

こころを整えるフォーラム 沖縄久
高島と京都の中学生の「地元文化自
慢授業」開催に当たってのご挨拶
京都大学こころの未来研究センター

鎌

田

東

二

だけでなく、いろいろな人々、もの、いのち、環境
あってのことと、他者を理解し大切に思う心を育む
機会になると確信するからです。
「地元文化」に対する深い関心と愛情と誇りなし
に、「他文化」に対する深い理解と尊敬心は生まれ
にくいのではないでしょうか ?

すっかり秋も深くなってまいりました神無月は

そんなことを考えながら、本日の催しに取り組ん

20 日の本日、以下のように、久高島と京都の中学

でまいりたく思います。プログラムは以下の通りで

校との 3 校合同「地元文化授業交流」の催しを京都

す。

府と京都大学こころの未来研究センターとの共同企
画として行ないます。
「久高島」は、沖縄本島の東南にある人口 200 人
あまりの小さな離島ですが、古来「神の島」として
尊崇されてきました。しかし、過疎化の波の中で、
一時は小中学校の存続も危ぶまれましたが、久高島
留学センターができて、日本各地から生徒が集まり、
息を吹き返しました。
その島で、子供たちがどのように自分たちの島を
捉え、生きていこうとしているか、本日はメインゲ
ストとしてその久高中学校の生徒 3 名を迎え、地元
京都市と京都府の 2 つの中学校の生徒とともに、
「地
元文化」を「自慢」しつつ「再認識」し、
同時に「他
地元文化理解」を深める授業とディスカッションを
行ないます。
この催しは、1 年以上の準備を経て開催にこぎつ

開催日時：2012 年 10 月 20 日（土）13：00〜17：00
開催場所：京都大学 稲盛財団記念館 3 階大会議室
（京都市左京区吉田下阿達町 46）
プログラム
13：00〜13：20 趣旨説明（鎌田東二）
挨拶：兼島景秀
（沖縄県南城市立久高小中学校長）
13：20〜14：10 久高中学校（沖縄県南城市久高島）
の生徒による「島自慢授業」
14：10〜15：30 西賀茂中学校（京都市北区）
・和知中
学校（京都府船井郡京丹波町）の生
徒による「地元文化自慢授業」
15：30〜15：45 休憩
15：45〜17：00 ディスカッション
コメンテーター：やまだようこ
京都大学名誉教授・立命館大学特
別招聘教授（発達心理学）
司会：鎌田東二（宗教哲学・民俗学）
閉会挨拶
【特別関連企画】
10：30〜12：00 記録映画上映「久高オデッセイ第二
部 生章」
（大重潤一郎監督作品）

けました。昨年 9 月に行われた久高島の大運動会
（幼
稚園・小学校・中学校・島民全員参加）にやまだよ

本日の久高中学校生による「島自慢授業」も、京

うこ先生ともども参加し、兼島景秀久高小中学校長

都市・京都府地元の西賀茂中学校および和知中学校

先生や久高島留学センター代表の坂本清治先生とお

生による「地元自慢授業」も、パワーポイントを使っ

話しする中で、今日の催しの基本構想が生まれてき

たそれぞれの土地の風土の歴史や伝統文化など、そ

ました。

の特色と活動を紹介しつつ、生徒自身の実演が入り
ます。

いじめや不登校や無気力など、学校現場を浸食し

久高中学校の場合は、エイサーやアンガマ（アブ

ている教育の諸問題を解決していく糸口の一つとし

ジーャマー）の掛け合いや琉球空手、琉球舞踊の名

て、生徒本人が生活しているそれぞれの地域の「地

手の引率担任教員の大城寿乃先生による琉球古典舞

元文化」をどう捉えるかは、問題解決にすぐにはつ

踊「かせかけ」の披露があります。

ながらなくても、重要な糸口になるはずだと考えます。

西賀茂中学校は、葵プロジェクトのことや、上賀

なぜなら、それによって、生徒自身が、自分自身

茂神社で手ほどきを受けた舞、和知中学校は、「総

の立ち位置や、自分たちの家族や、共同体や社会の

合授業」の中で地元の経験者に「伝統文化（和知人

歴史と現実を深く見つめ、考えていくきっかけとな

形浄瑠璃と和知太鼓）」を学んでいるようすの映像

ると思うからです。そして何よりも重要なのは、こ

やダイナミックな和知太鼓の実演があります。
5

これらはみな、生徒自身が先生方や地域の伝統文

ンターの共同の企画ですが、午前中に記録映画「久

化の担い手の方々と共に学び受け継いでいるもので

高オデッセイ第二部

生章」を皆さんに見ていただ

す。

きました。昨年には、この記録映画の監督の大重潤
一郎氏を招いて、この会場で、沖縄・久高島に関す

ぜひこの機会に、3 つの地域の異なる生徒たち自

るシンポジウムを行いました。そのときに、今日も

身の文化発信を体験してみてください。本日の「主

久高中学校の生徒たちを引率して来てくれています

人公
（シテ）」はあくまでも生徒自身です。コメンテー

久高島留学センター代表の坂本清治さんも参加して

ターのやまだようこ先生もわたしもワキ（脇）に徹

くれました。昨年（2011 年）の 11 月のことでした。

しつつ、生徒自身が生き生きと語り、表現し、交流

そういう交流が今まで継続してあったものですか

できるよう、気を配ってまいりたく思いますので、

ら、今回のこの催しを私たちが引き受けまして、後

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

でコメンテータとして参加してくれます、その当時

なお、本会場の後ろの方で、久高島の特産物やこ

は京都大学教育学研究科の教授で、今は名誉教授で

ころの未来研究センターで行った催しの本なども紹

また立命館大学の特別招聘教授のやまだようこ先生

介販売しております。休憩時間等に手に取ってみて

とともに、昨年 9 月の久高島大運動会に一緒にまい

お求めくだされば幸いです。

りまして、京都大学教育学研究科とかの、教育に関
する新しい試みとして何かできないかと考えたので
す。
というのも、京都大学教育学部では近畿地方のい

第1部

くつかの高校や地域と交流する教育交流事業をやっ

地元文化自慢授業

ています。それらを踏まえて、新たな企画ができな

開会挨拶・趣旨説明

いかと考えたのです。新たな企画というのは、沖縄

京都大学こころの未来研究センター

鎌

田

東

二

から中学生を招いてここで島自慢授業をしてもら
う、それに加えて、やはり地元の中学生に京都の地
元の文化も同時に発信してもらい、両方をぶつけあ
い、生徒同士の刺激の与えあいをすることを企画し

みなさんこんにちは。京都大学こころの未来研究
センターの鎌田東二と申します。
今日は私にとってほんとうに嬉しい、またみなさ

どうせやるからには、ゲスト校の話を聴く一方で
はなくて、自分たちの地元の文化も再活性化できる

んにとっても楽しい充実したひとときになるのでは

仕組みができないかと、一挙両得をねらったのです。

と心を躍らせています。

そこで

西賀茂中学校の生徒、それから和知中学校

実は昨年の 7 月くらいに久高島に渡りましたとき

の生徒をそれぞれ招いて、京都市、京都府、この両

に、久高島の方から久高の中学生が、東京とか京都

方からそれぞれの地元の文化を授業の中や課外活動

とかいろんなところに行って自分たちの島の文化を

でどのように取り組んでいるのかを含め、発信して

紹介したり、自慢したりすることのできるような催

もらおうと思いました。

しはできないかねぇ、というご相談を受けました。

さて、それでは、まず、本日参加の三校の生徒を

実際、島根県の隠岐の島の海士町というところで

紹介します。久高中学校からはるばる京大まで来て

は、海士町の中学生か、高校生だったかが東大や一

くれた三人は、安里豊規君、福治万嘉君、内間大介

橋大学で自分たちの地元の文化を紹介するような催

君の 3 名です。どうぞよろしくお願いします。＝拍

しをやっています。そういうものを久高島でもでき

手＝

ないだろうかという相談をうけたのが最初のきっか
けです。
これまで、こころの未来研究センターでは、沖縄
文化の研究や久高島をテーマにした映画の上映な

6

たわけです。

西賀茂中学校からは、濱森友爾さん、横山大知君、
大西絢人君の 3 名と、上賀茂神社で習っている舞を
披露してくれる、松浦紅葉さん、藤原紫津子さん。
よろしくお願いします。＝拍手＝

ど、いろいろな催しを今まででやってきました。そ

最後に、和知中学校は、15 人の参加です。堀望

の延長線上で、今回は京都府とこころの未来研究セ

空さん、正田瑞穂さん、山内南さん、松下和暉君、

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」❖

梅原麻友さん、片山芽久さん、木下陽菜子さん、菊
内名月さん、福本瑞希さん、足立夏実さん、田中雄

挨

也君、山本瑛介君、山中正明君、森光一郎君、樋口

拶
沖縄県南城市立久高小中学校長

智大君、以上の豪華メンバーで、和知中学校の地元

兼

自慢授業を展開してくれます。よろしくお願いしま

島

景

秀

す。= 拍手 =
こういう試みはおそらく京都大学でも稀有と思い
ますが、その三校のそれぞれの地元の自分たちの文

ご紹介に預かりました。沖縄県久高島にある、久
高小・中学校の校長の兼島と申します。

化を、自らがどう捉えて、どう社会発信していくこ

この度、皆様がたのご参加をえて、このように伝

とができるか、中学時代にこういう事を経験できる

統文化の交流ができますことを非常にうれしく思い

ということは、これから先に彼らの人生にどのよう

ます。

な意味を持つのか

そういうことも含めて私どもは

大変期待するところがあります。

本校の子どたちは 40 名おりますが、常に限られ
た人との関わりで日常生活を過ごしております。意

というのも、いじめも含めてですが、教育に関し

識して人とつなぐ取組をしくことで、学校を外に開

て、いろんなところで、いろんな事が取りざたされ

き、子どもたちに刺激を与えていかなければならな

ています。そういう中で一番欠けているもののひと

いと考えています。

つは、自分ひとりで生きているのではないというこ

そのような状況の中で、京都の西賀茂中学校と和

とをいろんな角度から知るということではないかと

知中学校との交流は貴重な体験になります。この活

思うのです。そのような意識や認識を持つことが、

動を通して自分たちの故郷の良さをあらためて感

いじめをなくしていくひとつの方向になるんじゃな

じ、自信を持って今後の活動に活かせるよう、文化

いかと思っています。

をこれからも継承していきたいと思います。人、文

そういう意味でも、自分たちがどういう歴史や文

化、歴史をつなぎ、確かな力をつけることが、島で

化を持ち、先祖伝来のどのような蓄積と経験があっ

ある本校の大きな使命です。学校と地域が一心同体、

て今に至るのかを知ることはとても重要な事であ

運命共同体として強いきずなで結ばれ、学校から文

り、同時にそれを知ることによって、他者への敬意

化の光を発信していきたいと思っています。

や他の地域に対する尊敬心も芽生えてくるのではな

その一環としてのこの会は、重要な場になります。

いかと思います。自分達の文化と生に対する誇りと

いつかこの久高島を離れる子供たちが、今日のこの

尊厳とアイデンティティの確認。そして他者に対す

交流会を通して、未来を生き抜く逞しい力が身に着

る尊敬心。それをきちんと持っていたら、いじめも

くように、ということを大きく願っております。ま

起こらないんではないかという思いがあります。

た、京都の両中学にとっても、故郷を再度認識し、

そこで、こういう企画をすることによって、中学
生自らの自分たちの自覚と、それから将来に向けて
のもっと大きい飛躍を期待したいと思い、この催し
を企画しました。
それではただいまより 5 時まで、三校の若者たち

誇りと自信を持って、生涯にわたって、子供たちの
生きる支えになることを願っております。
むすびに、こころの未来研究センターをはじめ、
たくさんの方々のご支援でこの会が開催できますこ
とを感謝申し上げます。どうぞ宜しくお願い致しま

を中心に展開していきたいと思いますので、よろし

す。

くお願いします。

= 拍手 =

それでは、続きまして、今日わざわざ久高中学校
から兼島景秀校長先生が来てくださっています。兼

司会

兼島校長先生ありがとうございました。

島先生、去年の今頃相談したことが、こういう形で

この中で、久高島に行ったことのある方、ちょっ

実現しました。ごあいさつをお願いします。よろし

と手を挙げていただけるでしょうか。はい、10 分

くお願いいたします。

の 1 くらいの方々ですね。では、西賀茂中学校のあ
る地区は上賀茂神社が一番近くにあるんですけど、
上賀茂神社に行かれた事のある方、手を挙げてくだ
さい。4 分の 3、もうほとんどの方が、行ったこと
7

のあるということですね。では、和知は、京都府の

れぞれ順番に休みなく自分たちの地元自慢授業を展

園部と綾部、福知山の間にあるところですが、和知

開してまいります。そしてそのあと 15 分ほどの休

に行かれた事のある方、ちょっと手を挙げてくださ

憩をはさみますので、3 校のそれぞれの生徒の皆さ

い。はい、10 人ちょっとくらいの方がいます。そ

ん、こころの準備も、身体の準備も宜しくお願いし

れぞれの今日 3 校の地区の生徒たちによる授業に関

ます。

心を持たれた方はぜひまたその地を訪れるような機

ではまず最初に、久高中学校の生徒の皆さんから
始めたいと思います。宜しくお願いします。大きな

会を持っていただけると思います。
では、早速進めたいと思います。今日は 3 校がそ

拍手でお迎えください。

― − ― − ― − ― − ― − ― − ― − ― − ―

方がちがいます。

地元文化自慢授業

「琉球舞踊」は、中国からさっ
ぽうしを招いたときに、歓迎の踊
りとして踊られました。
琉球王朝時代に踊られていた踊
りは「古典舞踊」と呼ばれ、大き

「島自慢授業」

く 2 つに分かれています。

沖縄県 南城市立久高中学校

1 つは、
「男踊り」または「にー

安里豊規・内間大介・福治万嘉

それでは、これから「神の島・
久高島」
の自慢をしたいと思います。
「ゆたしくうにげーさびら」
（よろしくお願いします）

「んな。いーわーてぃき

せーうどぅい」と言います。有名
な踊りとして「ぬぶいくどぅち」
「たかでーらまんざい」「ゼイ」な
どがあります。

やい

びんみゃー」
今、僕が何と言ったかわかりま
すか ?

もう 1 つは「女踊り」と言い、

は琉球と呼ばれていました。地図

有名な踊りとして「かしかき」
「ぬ

この言葉は、僕の住んでいる久

を見ても分かるように、北は現在

はぶし」
「しゅどぅん」
「よつだけ」

高島の方言です。直訳すると「み

の奄美地方から、南は台湾に近い

などがあります。

なさん、良い天気ですね」という

与那国島まで多くの島国から成り

意味です。久高島には「おはよう」

立っていました。

や「こんにちは」にあたいする言

8

僕たちの住んでいる沖縄は、昔

今日は、その中でもよく踊られ
る「かしかき」を紹介します。

はじめに、そんな琉球王朝時代

「かせかけ」は、五色の糸が巻か

葉がなく、人に会うと、
「おはよう」

におどられていた「琉球舞踊」を

れた綛 と黒 漆 が美しい枠 を手に

や「こんにちは」の代わる言葉と

紹介します。

持って踊る優雅な女踊りです。

して「天気」を言って会話をして

昔の女性は、一般的に労働とし

いたそうです。ですので、このよ

て布を織っていました。その布を

うな言葉が「おはよう」や「こん

織るための糸作りのことを「かせ

にちは」のような意味になります。

かけ」といいます。

また、沖縄の方言では、
「はい

身分の違いをこえて想う人へ上

さい。ぐすーよーちゅーうがなび

布を織ってあげたい、という女性の

ら」といい、地域によっても言い

一途な気持ちをあらわしています。

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」 ❖

踊り手は、久高中学校の大城寿

そ ん な「 ぞ う 踊 り 」 の 中 か

代表される多くの文化遺産など、

乃先生です。歌詞も見ながらどう

ら、八重山地方で踊られた「あぶ

貴重な歴史・文化史跡があります。

ぞご覧下さい。

じゃーまー」を紹介します。
「あぶじゃーまー」とは、もと
もと八重山の離島の 1 つである黒
島の曲ですが、沖縄全県的に知ら
れています。
八重山の旧盆行事で使われるア
ンガマの面を使い、
「アブジャー

久高島は南城市の東側に位置

マ」というじいさんが、若い「ン

し、沖縄本島から約 5 キロ離れた

ギャシャマ」という女性を妻にし

離島です。

て、「ナビシィ」という女性を妾
にしたとうたう滑稽な踊りで有名
です。
久高中学校 2 年の内間大介さん、
福治万嘉さんが踊ります。
歌詞の意味も見ながらどうぞご
覧ください。

あ ざ ま 港 か ら 船 で 約 15 分 ほ
どで行くことができ、全長は約
3km、周囲は約 8 キロで自転車が
あれば島の隅々まで見て回れるほ
ど小さな島です。

ʻ かせかけ ʼ 演舞

琉球発祥の地であり、琉球の神
「アマミキヨ」が降り立った場所
と言われています。
人口は約 200 〜 250 名で、半分
以上、高齢者が占めています。
久高島は高校がないため、中学
校を卒業すると沖縄本島の高校へ

明治時代以降は、しょ民の踊り

進学します。その後、2 〜 30 代

として各地方で「ぞう踊り」が普

は本島や内地などで仕事をし、40

及していきました。

ʻ あぶじゃーまー ʼ 演舞

代以降になると島へもどってくる

「ぞう踊り」は、「古典舞踊」と

ため、高齢者の割合が高くなりま

比べるとテンポの速い踊りで、庶

す。島民の多くは主に漁業、農業

民の生活の様子を表した踊りが多

をしている人が多く、自給自足の

いです。

生活をしています。

よく踊られる踊りとして、
「た
んちゃめー」
「はとまぶし」
「かなー
よーあまかわ」などがあります。

さて、僕たちの住んでいる久高
島は、沖縄本島の南部にある南城
市にあります。
南城市は沖縄県の南部に位置し
ており、6 年前に 1 町 3 村が合併
してできた新しい市です。
斎場御嶽（せーふぁうたき）に

久高島では多くの魚が取れます
が、時期によって「貝類」や「も
ずく」
、「なまこ」
「いか」なども
9

採れます。その中でも一番有名な

はぜひ食べてください。

〜 12 日の 3 日間行われます。

特産品は、
「いらぶー」という「う
みへび」です。
「いらぶー」は、ハブの約 10 倍
の毒を持っていて、今の時期にな
ると夜 7 時ごろから「いらぶーが
ま」というところに行って採って
います。捕る人は募集して決めま

「いらぶー」と並んで有名な特

すが、ちゃんと神様にお祈りをし

産品が、「海ぶどう」です。「海ぶ

て捕りに行きます。

どう」は「海のキャビア」と呼ば

ここが、
「いらぶーがま」とい

1 日目は、島の女性が「グルイ」
という踊りをします。
2 日目に、
「酒三合」といって、

れ、島では 5 か所で養殖していま

島の各家からお酒をもらって「カ

す。食感はプチプチしていて、い

チャーシー」を踊り、そのお酒は

ろいろな食べ方で楽しむことがで

神様におそなえします。

きます。そのままで食べてもおい

3 日目には、島の男性が「追い

しいですが、「うに丼」、「サラダ」

こみ漁（アンティキャー）」をし、

などにすると絶品です。

その席で漁で捕った魚をさしみに

また、最近では「海ぶどうアイ

していただきながら踊り歌いま

うところです。拡大してみると、

ス」も販売されているのでぜひ食

す。その後、砂浜で「沖縄ずもう」

こんな感じになっています。満ち

べてみてください。

をします。

潮になると、ここにたくさんの「い

次に、行事について紹介します。

「沖縄ずもう」は、大相撲とは
ルールが違います。

らぶー」があつまります。また、
たまに学校や民家に迷いこんでく

最初から組み、帯びをつかんで

るので、よく島の子どもたちが手

から勝負をはじめます。相手の背

づかみで海に逃がしに行ったりし

中を砂浜につけた方が勝ちです。

ます。

試合の途中に組み手をはずして逆
手を取ったりしてはいけません。
久高島の大きな行事といえば、
「イザイホー」です。

ですので、子供から大人まで楽し
むことができます。

久高島のイザイホーは、12 年
に一度、午の年に行われる島の女
性達が行う幻の神事です。
「いらぶー」はとった後、くん

31 歳 以 上 の 結 婚 し た 女 性 が、

製にします。そのくん製は、島や

家族を守るための霊力を授かるた

沖縄本島のおみやげ品店で販売さ

め、一月にわたって島の拝所を廻

れています。島の人はよく「いら

り、旧暦 11 月 15 日から 4 日間に

ぶー汁」にして食べます。独特な

わたりウドゥンミャーをはじめと

においがしますが、かつおだしよ

する祭祀場で神への祈りと踊りを

旧正月では、1 日目と 3 日目に

りも濃厚で、とてもおいしいです。

捧げます。600 年以上にわたって

満 13 才以上の男性が「酌とり」

僕の父も昔、
「いらぶーとり」を

受け継がれたイザイホーは、後継

という儀式をします。2 人ずつ酌

していたので、よく食べていまし

者不足のため、1978 年を最後に

とりをしますが、その酌とりが終

た。

おこなわれていません。

わるたびに「カチャーシー」を踊

ち な み に、「 い ら ぶ ー」1 本、

ら 3 日間行われます。

ります。その伴奏は、島の男性

3000 円 〜 5000 円 し ま す が、「 い

また、二大行事として、
「8 月

や高校生が担当し、酌とりの間、

らぶー汁」は 1500 円で食べるこ

マティ」と「旧正月」があります。

ずーっと弾いています。その後、

とができるので、沖縄に来たとき
10

「旧正月」は旧暦の 1 月 1 日か

「8 月マティ」は旧暦の 8 月 9 日

各家でも宴が続きます。
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そうすることで魚を追い込み、獲

じぃ・おばぁも一緒にお餅をつい

ることができるのです。

たり、楽しく会食をしたりして、

去年は大漁で大きな魚がたくさ

お正月の伝統行事を体験しました。

ん獲れました。
獲れた魚は、その場で幼稚園生
から中学生、地域の方々と全員で
ここからは、久高小中学校につ
いて紹介します。

さばいていきます。
漁の事前学習では、さばき方の

久高の自然に囲まれた久高小中

講習会も行っているので、久高小

学校は、今年で創立 103 年を迎え

中学校では全員が魚をさばくこと

ます。

が出来ます。

小学生 15 名、中学生 25 名の全

行事の他にも、久高小中学校で
はボランティア活動も積極的に
行っています。

校児童生徒 40 名。

朝は早めに登校して、全員で朝

とても少ない人数ですが、アッ

の清掃活動を行います。月に一回

トホームで小学生も中学生もみん

程度、放課後にクリーンデーとい

な仲の良い学校です。

う学校内外の清掃活動も行ってい
ます。
これは、9 月に行われる久高大
運動会の様子です。
久高島の大運動会は、老人会や
婦人会などの島民も一緒に行進す

アルミ缶を収集の活動も行って
おり、昨年度は換金したお金を東
日本大震災の被災地へ寄付するこ
とができました。

るところから始まります。
久高小中学校の特色は色々あり

「久高島大運動会」と銘打って

ますが、その中でも数々の行事は

いるとおり、児童生徒の行進はも

自慢のひとつです。

ちろん、老人会、婦人会、青年部

島の伝統漁法を学習する追い込

の行進があります。

み漁、地域の方々も一緒に行う運

島民全員が大行進する運動会

動会、おじぃ・おばぁを招待して

は、久高の名物といえると思いま

の餅つき会、その他、学習発表会

す。

また、久高小中学校では体育系・
文化系の活動も盛んです。

や七夕集会、クリスマス会など、

その他にも、運動会参加者全員

1 年を通してとても沢山の行事が

でのフォークダンスやつなひき、

向けては、放課後、毎日全員で練

あります。

婦人会の踊りなど、地域の方々も

習に取り組みます。

ではここで、行事の様子を少し
紹介したいと思います。

地区陸上大会や地区駅伝大会に

参加しての運動会は、久高っ子が
楽しみにしている行事の一つです。

練習は苦しいこともあります
が、みんなで取り組むことでチー
これは 6 月に行われる追い込み

また、お正月にはおじぃ・おばぁ

ムワークや絆が深まります。

を招待しての餅つき会も行ってい

また、部活動はバドミントン部

地域の漁師さんの合図で、全員

ます。幼 稚園生から中学 生が 縦

があり、ほとんどの生徒が所属し

海に入り大きな網を囲んで海面を

割り班となり、みんなで協力し合

て活動しています。

叩きます。

いながら餅をついていきます。お

漁の様子です。
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どれも沖縄の文化であり、地域の文
化に誇りをもって活動しています。

その演舞を、3 人で披露します。

文化的な活動では、少年の主張
大会での発表や地区の英語ストー

曲は、「ミルクムナリ」「安里屋ゆ

リーコンテストへの参加も積極的

んた」
「唐船ドーイ」です。3 曲

に行っています。少ない人数だか

目の「唐船ドーイ」は、みなさん

らこそ、挑戦するチャンスもたく

も一緒になって踊りましょう !

さんあり、1 人 1 人が目標をもっ

では、ご覧ください。

て取り組んでいます。
また、久高っ子は合唱にも力を
入れており、大会に向けて休日返
上で練習することもありました。

ʻ 空手 ʼ 演舞

今日は、日頃練習している空手
演舞の中から「ピンアン初段」
「ヌ
ンチャク」を、小林流初段の中学
3 年生安里豊規くんが行います。

ʻ エイサー ʼ 演舞

まずは、空手の基本である「つ
き、けり、うけ」をし、演舞を始
その他にも、総合的な学習の時

めます。どうぞご覧下さい。

間を利用して、久高島の文化や特

京都府 京都市立西賀茂中学校

産品、おすすめスポットなどを調

大西絢人・横山大知・濱森友爾

べ、一人一人が思いを込めて「手
作りパンフレット」を作成しまし

みなさんこんにちは。京都市立

た。これを港の待合所に置き、観

西賀茂中学校生徒会です。

光客へ久高島を紹介しています。
会場入口にも展示していますの
で、ぜひご覧になってください。
久高島へ行ってみたくなると思い
ますよ !

「地元文化自慢授業」

今日は私たちの校区にありま
最後に、伝統芸能であるエイ
サーを紹介します。

す、世界文化遺産上賀茂神社と西
賀茂中学校の関係についてと西賀

エイサーとは、旧盆の最終日（旧

茂中学校で取り組んでいる東日本

暦 7 月 15 日）に行われる祖先を

大震災、被災地中学校との交流に

あの世へ送り出す「念仏踊り」の

ついての発表を行います。

ことです。
沖縄のお盆は旧暦の 7 月 13 日
から 7 月 15 日の 3 日間で、祖先

担当の生徒会長の大西、代議員
会議長の横山、図書委員長の濱森
です。よろしくお願いします。

崇拝の強い沖縄では、お盆はとて
も大切な行事で盛大に行います。
また、地域での活動として、多
くの中学生が放課後や休日を利用
して「三線教室」や「舞踊教室」
「空
手教室」に通っています。
それぞれの写真は、運動会や地
域芸能祭での発表の様子です。
12

ですが、現在では結婚式やお祝

はじめに、西賀茂中学校と上賀
茂神社についての発表です。

いの席でもよく踊られます。
私たちの校区にあります上賀茂
神社は世界文化遺産として登録さ
れており、正式名称を「加茂別雷
神 社」といいます。雷を分ける程

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」 ❖

①番だと思う方、②番だと思う

という植物はどこにでもありふれ

方、③番だと思う方。正解は①番

た植物でどこにでもあるものにも

突然ですが問題です。

の海辺です。今でこそ山々に囲ま

感謝を示すという意味も込められ

この上賀茂神社ですがいつ頃か

れた土地ですが、1 万年前からこ

たおまつりです。

らこの京都にあると思いますか。

の地には人が住んでいたことが分

①番

かっています。

の力を持った神様をおまつりする、
古都京都でも最も古い神社です。

②番
③番

500 年くらい前。日本は戦

1 万年以上も昔より、人々が集
まり、感謝と祈りを繰り返してき

国時代に突入するころです

たこの土地に僕たちの西賀茂中学

2000 年 く ら い 前。 キ リ ス

校はあります。私たちはその風土

ト教の生まれるころです。

に育ててもらいました。
その上賀茂神社と私たちが直接

いつか分からない。

かかわる場面ですが、ひとつ目が、

みなさんはどれだと思います

校区内の小学校では、アオイプロ

か。①番だと思う方、②番だと思

ジェクトいう葵祭りのプロジェク

う方、③番だと思う方。正解は③

1 万年も昔より、人々が暮らし

番のいつか分からない、です。い

ていくにはたくさんの難しい条件

つか分からないくらい昔からこの

をクリアする必要があります。1

もうひとつは、2 年生の時に私

地に人々の集まる場所があったと

つは豊富な水資源があること。人

たちはチャレンジ体験という職場

考えられています。

が生きていくうえで水は欠かすこ

体験を総合的な学習の時間を使っ

とができません。

て取り組みますが、その時に上賀

もうひとつが豊かな食べ物があ

茂神社にお世話になっています。

ることです。獲物となる動植物に

今年度上賀茂神社に職場体験に

支えられて初めて、人々は生活を

参加した 2 年生は神様に捧げる舞

営むことができました。

い「神楽」を教えていただきまし

しかし、昨年の震災で、我々も
現在の上賀茂神社は、京都府の
南、この場所にあります。伊勢湾、

経験したように、自然は厳しい一
当時の人々が集まり生活するこ

あたりにあります。拡大します。

とのできる場所では自分たちを支

西賀茂中学校は上賀茂神社の北

え、そして厳しい一面をもつ自然

西この位置にあります。西賀茂中

にたいして、よりよい環境を願う、

学校はすぐ隣にかもがわ、周りを

感謝と祈りが自然発生的に生まれ

山々に囲まれた四季折々の自然の

たといわれています。

一つです。

た。少しお時間をいただいて紹介
をしたいと思います。

面も持ち合わせています。

大阪湾、日本海のちょうど真ん中

美しいところで、私たちの自慢の

トに参加する場面があります。

その感謝と祈りを行う場所こ

（神楽実演）藤原紫津子・松浦紅葉

そ、今の上賀茂神社があるところ
だそうです。

ここで問題です。現在は先ほど
見ていただいたところにある上賀

上賀茂神社で行われる最も大き

茂神社ですが、約 1 万年前はどの

な祭礼の一つに葵祭りというもの

ようなところにあったでしょう。

があります。これは京都 3 大祭り

①番海辺、②番平地、③番山の中、

の一つとして数えられるものです

のどれでしょうか。

が、その祭礼で使用する「アオイ」

神楽実演

以上私たちと上賀茂神社のかか
わりについてでした。
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次に、小名浜第一中学校との交
流についての発表を行います。

被災地の方に直接応援していると
いう気持ちを伝えることで、できる
心の協力もあるのではないかとい
うことで交流の話が出てきました。
その後、校長先生や教職員の方
など、たくさんの人のご縁があっ

小名浜第一中学校との交流の

て被災地中学校の福島県いわき市

まずは、小名浜第一中学校生徒

立小名浜第一中学校との交流の話

会長の電話がはじめにありまし

が進みました。

た。交流を始めるにあたり、当時

そして、去年 6 月 24 日に当時

の生徒会が中心となって、西賀茂

11 日に起きた東日本大震災でした。

の生徒会長同士が電話による直接

中学校を紹介する写真を添えて手

毎日テレビや新聞で見聞きす

の会話を通して、正式に交流の取

紙を送らせていただきました。

きっかけとなったのは、去年 3 月

る、今までに見たことも無いよう

組がスタートしていきました。

したエールビデオも送付しました。

な被害の状況は僕たちに大きな衝
撃を与えました。

更に夏休み前に全校生徒で撮影

ここでいわき市立小名浜第一中

（エールビデオ上映）

学校について簡単に説明させてい
ただきます。
中学校は後ほど地図で紹介しま
すが、
福島県いわき市の高台にあり、

そこで僕たちにも何かできない
かと考え、
「東日本に元気と笑顔

交流 T シャツを作成・販売し、
その売り上げを復興に役立ててい
ただきました。

全校生徒数は 700 人程度の西賀茂

これは小名浜第一中学校の復興

中学校とほぼ同規模の大きな学校

を願って、西賀茂中学校の全校生

です。部活動なども盛んで、全国

徒に原画の募集を呼びかけ、昨年

大会に進む部活もあるそうです。

の三年生が中心となって、T シャ

を」というスローガンを決めて西

津波による直接の被害はなかっ

ツのデザインを作成したもので

賀茂中学校として行動をすること

たそうですが、自身のゆれで校舎

す。T シャツは企業の方の協力

にしました。

には大きな被害があり体育館は避

もあって、原価で下ろしていただ

難所としても利用されていまし

くことができ、原価 500 円に対し

た。

て、一枚 1000 円で販売させてい

このスローガンには遠くの地か
ら、元気と笑顔を届けたいという
私たちの願いが込められていま
す。

そして、近くにある小名浜港と

ただき、500 円が小名浜に寄付さ

いう漁港は、震災前は海外からの

れるという取組でした。今年度も

大型タンカーが行き来する大変大

T シャツ原画を全校生徒から募集

きな漁港でしたが、震災当時はタ

し、今年度版の T シャツを作製

ンカーが漁港に乗り上げ、現在も

しました。さらに今年度は小名浜

復興の途中です。

第一中学校の生徒会の皆さんとも

この地図の①が中学校、チェッ
クポイントが小名浜港です。

デザインを出し合い、協力して T
シャツを作成しました。それがこ
ちらです。

震災後、僕たちはすぐに行動を
起こし、募金活動と支援物資集め
を行いました。一度目の募金活動
は二日間かけて行い、吹奏楽部や
地元企業の協力もあって 100 万円
近い金額を日本赤十字社に寄付を
することが出来ました。
しかし、物質的支援だけでなく、
他にも何かとできないかと考え、
14

それでは、今日まで取り組んで
きた交流の取り組みについてで
す。

T シャツ（胸側）

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」 ❖

その売り上げを小名浜第一中学

シャツの販売を続いていただき、

校に送付し復興に役立てていただ

その売り上げを使って、黒板消し

きました。

クリ - ナーの贈呈と、2 年生の学
習発表会取組、被災地の名産、名
所をテーマにした階段アートの写
真を贈呈しました。
選挙の後、新役員のビデオメッ

T シャツ（背中）

セージを作製、送付しました。
また、震災一年にあたって、追
バザーの様子です。

バザーは

三年生を中心に取り組み、PTA
も協力をしていただきました。

悼式を計画、実行しました。
西賀茂中学校の生徒会誌、｢ゆ
りかもめ｣ の送付を行いました。
そして、今年度の二年生が各ク

マークアップ

続いて先ほどに少し紹介させて

ラス自分たちのクラスを紹介する

いただいたしおりづくりについて

ビデオレターを作製し小名浜に送

です。

らせていただきました。
（そのときのビデオレターです。

今年もすでに保護者、地域の方

ご覧ください。（映像））

の協力で約 150 枚販売することが
出来ました。
昨年の交流 T シャツを作製す
るときに集めた原画をもとにして
しおりを全校生徒で作製しまし
た。
また、募金活動も行いました。

全校生徒から集めた T シャツ
の原画をもとにして、しおりを作
製しました。しおりの表面が原画
デザインに、裏面がそのデザイン

ローガンを自分たちで起こし垂れ
幕にして、取組の場面で利用しま

行った千羽鶴も同封しました。

に込めた思いになっています。そ

これらが主に西賀茂中学校が小

こに皆で色を塗り、しおりを作製

名浜第一中学校に向けて取り組ん

し募金活動や協力バザーに参加し

だ内容です。

ていただいた方に配らせていただ
東日本に元気と笑顔というス

また、この時美術部が有志で

きました。その様子です。
続いてバザー以降の取組につい

これらのことは夏休みに行われ
た北上支部中学校生徒会交流会で
あるサンコンで報告をしました。

てです。

した。
復興協力バザーを行い売り上げ
を復興に役立てていただきまし
た。今年取り組んだ募金活動の様
子です。
そのバザーについていくつか紹
介させていただきます。

サンコンでは生徒会役員が各分
生徒会担当の先生にバザーの売

西賀茂中学校では毎年バザーを

上を直接現地に届けていただきま

行っており、例年は海外協力を目

した。その際小名浜の生徒会の人

的していましたが交流を行ってい

たちで贈呈式を挙行していただき

る昨年度より復興協力バザーとし

ました。バザー終了後も PTA の

て取り組んでいます。

協力でフェスティバルなどでも T

科会に分かれてそれぞれ取組を行
いました。
ここでいくつかその時の写真を
紹介します。
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そして今後の予定ですが

みなさん、こんにちは（2 人）

は冬景色、年間に何日かは大雪と

ただいまより、和知中学校の伝

なり、校舎全体が真っ白のなかに

統文化自慢の授業を紹介します。

包まれます。」

小名浜第一中学校は、来年度 4
月に京都への修学旅行が決まって
います。そこで何らかの交流をで
きればと考えています。
そして、3 月にいただいたお礼

まずは、和知中学校の場所です。

また真冬になると氷点下になる

京都府船井郡京丹波町市場という

日が多く、すべってこけることも

ところにあり、京都府のほぼ中央

珍しくありません。

のビデオレターの中にあったので

に位置し、自然と緑に囲まれた町、

すが、現地では以前の生活を取り

キャッチフレーズは「人のぬくも

戻しつつあるものの、校庭には除

りと、ふれあいが、かなでる躍動

染作業によって集められた土がブ

のまち」です。

ルーシートをかぶせられている様
子が紹介されていました。
震災から月日がたち、報道の回

先生方の車をとめるのもたいへ

数も減る中、交流によって直接現

んです。中には動けなくなる自動

地の様子を知り、僕たちにできる

車もあります。

ことを考えていくことがこれから
も必要なことだと思います。
そして、生徒会を中心としなが
ら全校生徒を巻き込んで取り組ん
でいくことが、これから必要なこ
とだと考えています。
先生方も雪が振ると、朝早くか
長時間にわたり、ご清聴ありが
とうございました。

和知中学校のさらにくわしい位
置は、平成の大合併により、瑞穂

ら雪かき、この日は 40cm ほどつ
もり、たいへんでした。

町・丹波町・和知町ががっぺいし
てできたのが京丹波町ですが、そ
のなかの旧和知町内にあり 1 保育
所、1 小学校、1 中学校と旧和知

「地元文化自慢授業」

町内にある唯一の中学校です。

京都府 京丹波町立和知中学校

正田瑞穂・堀

望空

でも雪のあがったあとの晴天の
空は、抜けるように青くとっても

（和知太鼓実演）樋口智大・松下

きれいです。

和暉・山中正明・山本瑛介・田中
雄也・山内南・森光一郎
ここで和知中学校の紹介を少し
させていただきます。自然の中に
四季おりおりの美しい姿で私たち
和知太鼓実演
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の目を楽しませてくれます。まず

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」 ❖

若干基礎数学を選択する生徒が多

また、春になると入学式前後は、

いです。それは進路を意識しての

校舎は桜でつつまれます。

だと思います。

秋の校舎の二階から見えた夕焼
けです。
グランドからみた桜満開の校舎
です。

和知の人形浄瑠璃は、江戸時
代末期に大迫村で農閑期に楽しん
でいたのが始まりといわれていま
す。そのため、当初は「大迫人形」
と呼ばれ､ 昭和に入って「和知文

少し遠くからみた 4 月の校舎、

これほど美しい夕焼けはめった

楽」と呼ばれるようになりました｡

に見られません。校長先生が思わ

そして、昭和 60 年 5 月､ 京都府

ず写真に撮っておられました。

無形民俗文化財に指定されたのを

桜に包み込まれるような感じがし

契機に「和知人形浄瑠璃」と改め

ます。

られました｡

さてつづいて和知中学校の規模
ですが、かつては 600 人をこえた
これなんだか分かりますか、桜

生徒数も現在では 108 名です。1

一般的に人形浄瑠璃で使う人形

吹雪のあとグランドにつもった桜

年生 2 クラス、2 年生 1 クラス、3

は「三人」で操られますが､ 和知

の花びらです。

年生 2 クラス特別支援学級 1 クラ

人形浄瑠璃では 1 人で大型の人形

スの 6 クラスの小さな学校です。

を操る「一人遣い」を行い､ これ

時には教室の廊下も花吹雪で
いっぱいになります。

を特徴としています｡ 一体の重さ
は 4 〜 5㎏あり、長時間つかうと
かなり疲れます。
現存する人形のなかには、名工
といわれた天狗屋（吉岡）久吉の
作もあります。
本校では、平成 16 年から「総

夏の校舎です。京都の夏は暑い

合的な学習の時間」のなかに人形

ですが、和知の暑さも半端ではあ

浄瑠璃と和知太鼓を取り入れ、全

りません。

学年全生徒どちらかを選択するこ

でも、熱中症でたおれた生徒は

とになっていました。現在では、

いません。日々の鍛錬の成果で

それに基礎数学を加えて「人形浄

しょうか。

瑠璃」「和知太鼓」「基礎数学」か

人形浄瑠璃の指導者は、全員和

ら選択することになっています。

知在住の方で、中には自分のおじ

今年の 3 年生は、人形浄瑠璃 11 名、

いさんが指導者であることもめず

和知太鼓 6 名、基礎数学 25 名と

らしくありません。地域のお年寄
17

りに指導をうけて、お年寄りと話

和知太鼓を出来る人全員が順番に

す機会をもち、お年寄りを尊敬し、

演奏して終わるのが定例と成って

大切にする心が芽生える取組でも

います。

あります。こんなことも和知の自
慢できる授業だと思います。

ひだりの写真に写っている人
は、佐渡島にある鼓童の創設メン
バーの 1 人であり、和知出身の藤

つづいて和知太鼓について少し
説明させていただきます。和知太

本さんです。藤本さんも中高生の

それでは人形浄瑠璃の取組から

とき、和知太鼓を習い、一般企業

紹介します。本当なら、ここで公

に就職したものの太鼓の魅力が忘

演したかったのですが、徳島県で

れられず佐渡に当時あった太鼓座

行われている国民文化祭と日がか

に入座したとのことです。そんな

さなり人形がすべて徳島に行って

人と一緒に太鼓が打てるのも和知

いるため実演できないのが少し残

太鼓の魅力です。

念です。すこし詳しい紹介になっ

鼓の源流となる広野太鼓の起こり

てしまうかもしれませんが、最後

は､ お伽草子「酒呑童子」にかか

までおつきあいをお願いします。
まずは日々の練習風景です。火

わりがあるとされています｡
平安時代中期､ 源 頼 光 が天皇

曜日には、保存会の方が 10 名近

の命を受け、大江山の酒呑童子と

く指導にきていただきます。三味

いう鬼の討伐に向かいます｡

線の指導、語りの指導、人形使い

しかし､ 草尾峠で激しい雷雨に

それでは具体的な和知の伝統芸

の指導、しかも人形使いは登場人

あい、広野にある藤森神社で雨宿

能の練習やその成果を発表してい

物によって指導者がことなり、本

りをしました。

きます。

当のマンツーマンの指導をしても

まず取組の時間は二週間に一回
火曜日に実施されます。
1 年生は 2 校時、
2 年生は 3 校時、

らっています。時には、生徒の数
より指導者の方が多いこともしば
しばです。

3 年生は 4 校時、人形浄瑠璃か和
知太鼓か基礎数学を選択します。
現在の 3 年生の選択の人数はこ
いざ出陣のとき、頼光の武運を

のようになっています。

祈願して村人たちが打ち鳴らした
奉納太鼓が、藤森神社の宮太鼓と
して氏子に継承され､ 現在の和知

人形使いの指導、軽そうに見え

太鼓になりました。

ますが実は 4㎏から 5㎏あり結構
しんどいです。
和知人形浄瑠璃は昭和 60 年に
京都府指定無形民俗文化財に指定
されています
また和知太鼓は昭和 63 年に京

太鼓も浄瑠璃も地域の保存会の
人が指導にこられます。
特に太鼓は、保存会の練習が夕
方のため、好きな生徒は毎週 2 回
その練習に参加しています。
また夏祭りでは、最後のとりが、
18

丹波町指定無形民俗文化財に指定
されています。

語りは、感情をこめて大きな声
でなかなか思うようにはいきませ
ん。
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ちは 1 年でみるだけでしたがどき
どきしました。

人形の仕草や表情を顔の傾きや

このときはじめて子どもの人形

顔にできる陰、手の動きでいろい

使いを公演で行いました。緊張の

ろな感情を表現するのはなかなか
難しいです。

そして、プレ国文祭にむけての
練習、一週間前から、放課後特別

連続、おもうようには動かせませ
んでした。

練習でした。

しかし、やっぱり一番難しいの
は三味線です。人形浄瑠璃で三味
線をする生徒は、ほぼ 3 年間続け

リハーサルも終わり、後は「プ
私たち 1 年生も「語りの部分」
では練習に参加しました。

レ国民文化祭」の出番をまつのみ
…

るのがあたりまえになっています。
それぐらいやっても、文化祭と
か、公演のときは、放課後一週間
ぐらい特訓しないと弾けません。

プレ国文祭の前日です。はじめ

プレ国民文化祭の当日、1 年生

ての舞台をつかって練習しまし

だった私も人形使いとして出演し

た。すこし緊張しています。

ました。とっても緊張しました。

それでは、いままでの和知人形
浄瑠璃、中学生がかかわってきた
おもだったものを紹介します。
私たちが 1 年生の時、初めて学
校外での公演をしました。もちろ
ん 3 年生が中心で私たちはみるだ
けでした。
つぎも同じです。

地元の「道の駅」
「なごみ」と
いうことろでの公演でした。私た

語りにも少し参加しました。で
も観客に届く声はやっぱり 3 年生

ここで手紙を広げてもつ役をし
ているのが私です。

の声が大半でした。

やっぱり三味線は、3 年生しか
弾くことはできませんでした。
19

夫が代官の激しい攻めにあい、
亡くなったことを知らされ悲しむ

シーン、昨年は放課後や土曜日等、

語りも右側が 2 年生です。

特別な練習を何回かしました。

シーンです。

また練習を兼ねて、淡路島の人
おばあさんに分かれを告げて死
を覚悟して代官所まで、山越えを

次男の赤子を背負い、長男とと

形浄瑠璃をクラブ活動として行っ

もに、山越えを決意して出発する

ている学校との交流会にも参加し

シーンです。

ました。

するためにわかれのシーンです。

語りの部分でも 1 年生からだし
ていただきました。

服装を見てください、左の男子

そのときの和知の浄瑠璃をして

は野球部、真ん中はバレー部、右

いる生徒と交流会での全員でとっ

はバドミントン部、それぞれの部

た記念写真でした。まいにちクラ

活がおわってからの特訓でした。

ブ活動でできることをちょっぴり
うらやましく思いました。でも私
たちのように体育クラブに参加し
ながら伝統芸能を学べる和知中学
校もいいなぁと思いました。

そしていよいよ国民文化祭が京
都で開催された昨年度の取組で
す。

三味線でも、3 年生ほどうまく
はなかったですが、特訓の末、2
年生からも出演できてとても嬉し
かったです。
交流会での演奏、和知中学校初
めてすべて生徒だけによる公演、
とってもうれしかったです。

練習にも熱が入ります。特別給
食室を使っての淡路との交流会へ
の練習シーンです。

右の 2 人が現在の 3 年、当時は
2 年生です。

おなじく舞台を使っての練習
20
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で…

交流会での講演シーンが続きます。

先輩達の緊張が伝わってきま
私たちの演奏のあとの続きは指

す。

そして話は佳境、クライマック

導者の地域の大人の人の公演でし

ス、悪代官と正義の味方の対決

た。ふだんは指導はしてもらうだ

シーン

けで、実際に公演を見るのは初め
てでした。感情のこもった語り、
生きているかのように動く人形、
迫力のある三味線、どれをとって
も感動的でした。

ストーリーは夫の置き手紙、
「自
分が果たせなかった場合は、後、
意思を次いで直訴を」とおっとの

最後は、殿様登場、名裁きの結

熱い思いのこもった手紙のシーン

果、悪代官はとらえられ、亡き夫

です。

の思いはかなうというストーリー
です。
作り話の所もありますが、実在
の人物であり、保存会の方は今も

最後に全員で記念写真をとりま

墓参りにいっておられます。

した。

亡き夫の後を継ぎ、山を越え代
官所に直訴にいくシーン、中学生
が演じる最後の山場です。
そしていよいよ国民文化祭です。

先輩達が残していった「感想の
一部を紹介します。
人形浄瑠璃を選択してよかっ
た。
大人になってからも続けたい。
ここからは大人が演じる山越え
のシーン、

年取って和知に帰ってきたら必
ず和知浄瑠璃会に入るつもりだ。
人前で発表することが苦手だっ

当日はおそろいの T シャツを

たが楽しくなった。

もらいちょっと本物になった気

私たちも人形浄瑠璃を学ぶ中

分、でも緊張のほうがおおきかっ

で、近所のおじさん、お年寄りか

たです。

ら指導をうけ、これまであまり話
もしたことのない地域の人とも話
あまりの寒さに背負った子どもは

をしました。人形浄瑠璃を通して、

死んでしまいました、しかし、意

また地域方に指導してもらって、

思はかたく、夫の思いを遂げるま

こんな田舎だけど、和知にしかな
21

い良さ、和知にうまれ育ったこと

指導者のかたふたりでの実演で

に誇りと感謝を感じることができ

す。ほんものの太鼓をみせて聞か

ました。

せてもらえる、これが地元の伝統

秘な部分がかくれてしまいます。

芸能のよさだと思います。

以上でパワーポイントによる
「和知中学校の伝統文化の自慢授
業」をおわります。最後までご静

太鼓は、先ほど実演を見てもら
いましたので、あまり深くは説明

和知のような田舎では人前で発

聴有り難うございました。最後に

しません。実際の演奏が一番の説

表したり、多くの人の前で演奏す

「和知人形浄瑠璃」文化祭の前日

明だと思います。この写真は和知

る機会はあまりありません。しか

リハーサルのビデオをお楽しみく

太鼓保存会の会長さん自ら指導し

し、太鼓を通じて、多くの人の前

ださい。ありがとうございました。

ていただいている所です。きびし

で太鼓を演奏する、また自分のす

いですが、普段はやさしい近所の

む町の、自慢できる文化を感じる

おじさんです。太鼓の選択をして

ことができる太鼓や人形浄瑠璃が

いる仲間のみんなも私たち以上に

大好きです。大人になっても、ぜ

和知が好きで和知に生まれ育った

ひつづけたいとおもっている仲間

ことを誇りに思い、また、太鼓の

も多いと思います。

指導者の方々に感謝していること
と思います。

実際の雰囲気はこの程度の明る
さです。あまりあかるすぎると神

― − ― − ― − ― − ― − ― − ― − ― − ―

第2部

ディスカッション

冒頭で申し上げましたように、
昨年、
2011 年の 9 月、
私はやまだようこ先生と同行して久高島大運動会に
参加致しました。それから 1 年たって、こういう交
流授業ができる流れと運びとなりました。
やまだようこ先生は発達心理学の専門家ですが、

司会

それでは、これより第 2 部を始めたいと思い

ます。

などで量的に研究するのではなく、インタビューと

まず最初に、京都大学教育学研究科名誉教授の発

か絵画表現とかの分析などを通して一人一人の心の

達心理学者のやまだようこ先生に、「地元自慢授業」

内にあるイメージや感覚、世界観やコスモロジーを

をしてくれた久高中学校・和知中学校・西賀茂中学

詳しく研究されている、日本における質的研究の第

校 3 校の交流授業を見て、どういうことを思ったか、

一人者です。

考えたか、また 3 校の生徒たちにこういうことを聞
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人間の心をアンケートなどの統計的手法や測定実験

『この世とあの世のイメージ』という著作では、

いてみたいということなどコメントや質問をしてい

沖縄のこの世とあの世のイメージだけでなく、フラ

ただきたいと思います。

ンスやオーストリアなどのヨーロッパ諸国との国際
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文化比較もした、大変面白く興味深い本を出版され

今日は久高島の方々と、二つの西賀茂中学校と和
知中学校の方々と一緒に交流会を開いて、それを私

ております。
それでは、やまだようこ先生、よろしくお願いし

どもが見せていただくという、大変な機会をいただ
きまして本当にありがとうございました。

ます。

地域も違うのですけれども、たぶん規模がそれぞ
やまだようこ

皆さん、こんにちは。いまご紹介い

ただきました、やまだようこと申します。
今日は皆さんの素晴ら
しい発表を聞かせていた

れ、久高小中学校で 40 人。西賀茂中学校は 700 人。
そして和知中学校は 108 人ですか。すみません。質
的研究をやっているもので、数字には弱いので、だ
いたい大きくは間違っていないということで。

だいて胸がいっぱいです

規模がまったく違うんですね。もちろん地域も違

ね。本当に素晴らしくて、

うのだけれども、皆そういう違いを全然乗り越えて、

たぶん時間が少なすぎた

それぞれの中学生の人たちが力いっぱいやってくだ

かなというぐらい、もっ

さっていましたね。

と見ていたかったなとい

いま中学生はいろいろ、それこそ移住の問題や、

う気持ちが致します。まだ本当に胸がいっぱいなの

非常に難しい問題を抱えていたりするんですけれど

で、何を申し上げようかなという感じなんですけれ

も、やはりこういう力強い皆さんの発表を聞いてい

ども。私は自分の子どもが出ているみたいな気分で、

ると、私どもも何かとてもうれしいというか、元気

「よくここまで中学生でやっている」と、涙が出そ

づけられました。

うな感じが致しました。本当に感動でございます。

それぞれの発表なのですけれども、久高島の 3 人

いま鎌田先生がおっしゃったように、久高島と私

と先生お一人なんですが、少人数で一人が何役もさ

たちはずいぶん長く、いろんなかたちで交流をして

れて本当に大活躍でしたね。最後のエイサーもそう

きました。私も 20 年ぐらい前なんですけれども、

ですけれども、それぞれ空手をおやりになっても、

一番最初は久高島の、「イザイホー」の最後を撮ら

太鼓も踊りも久高島の文化が血肉になっている。そ

れた比嘉康雄さん、亡くなられたのですが、ずっと

れぞれの土地のなかに息づいているリズムや体の動

久高島に通っておられた写真家の方の本を読んで非

き、声の出し方といったものが 3 人の方がそれぞれ、

常に感動しまして、それで何が何でも久高島に行っ

もう血肉になっておられるなと。先生ももちろんで

てみたいと思って行ったのが最初ですね。その後い

すけど、もうほとんどプロ級と言っていいのか、そ

ろいろなかたちで交流をしてきました。

ういった素晴らしい演技を見せていただけたと思い

昨年は鎌田先生とも一緒に久高島の小中学校を訪

ます。

ねまして、久高島の留学センターをやっておられる

私たちは、そういった伝統文化を継承することが

坂本先生ともお会いしまして、久高島の人たちを京

大事だとは、頭では分かっているんですけれど、ま

都に呼ぶような交流会ができないだろうかという話

た、京都などでも、ちゃんと古典を継承しておられ

になりました。

る方はおられるんですけれども、どうしても日常生

そのとき私は、「ええ、そんなことが簡単にでき

活とちょっと切り離されたところにある。時々見る

るの。できないんじゃない。無理なんじゃない」と

か、あるいは、よほど関心がある人以外は、普段は

申し上げたぐらい、そのときは実現が難しい夢のよ

あまり関係ないところにいることが多いように思い

うな話に見えました。坂本先生も非常に熱心で、
「い

ます。

や、久高島の子たちが、やはり外へ出て、自分たち

そこがちょっと、やはり久高島、沖縄全体がそうか

の力をみんなに見せること、島の外に出てやること

もしれないんですけれど、少し違っている。もちろん

が大事なんだよ」と言われまして、私も、ああ、そ

課外活動でやっておられるんでしょうけれど、課外

うかと思いました。

活動だけじゃなくて、生活の根っこが、そういった文

それで、鎌田先生やいろんな方々、これが実現す

化のなかにどっぷりあって、そのなかの一部として学

るまでには非常に多くの方々のお力添えがあって、

校があるような。それは言い過ぎかもしれませんが、

ようやく実現したのだと思いますけれども、本当に

そういった感じを持ちました。

そういう意味でも感無量でございます。

そういう意味で、坂本先生が、沖縄の久高島は端っ
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こなんだけれども、実は一番先端なんだとよくおっ

きました。どうやって普段学んでおられるのかとい

しゃっていらっしゃるのですが、私も本当にそう思

うことや、実際の公演の様子なども見させていただ

いました。一番端っこのように見えるけれども、そ

いて非常に感動を受けました。

こで行われていることは、もしかしたら未来の私た

それから、すごい迫力の太鼓ですね。「やはり太

ちの教育や、いろんな文化の継承や生き方みたいな

鼓と浄瑠璃を見ていただけるのが何よりだ」とおっ

ものを一つ提案してくれるかたちなのかなと思いな

しゃったのですけれど、まさにそのとおりで、いや

がら聞かせていただきました。

あ、これも、とてもプロ級ですね。ここまで中学生

最初に鎌田先生がおっしゃったことを、私流の言

でできるのかと本当に驚きました。そういう意味で、

葉に言い直すと、
「ふるさとに根づき、世界にひらく」

とてもいい発表を聞かせていただけたと思います。

といえるでしょうか。日本文化や地域に根づいたと

私が印象に残ったのは、発表のなかにあった「町

ころから、私たち、自分たちが誇りに思いながら世

が好きです。町を誇りに思っています」という言葉

界に発信していく。自信を持って出していくことが

でした。これは今日発表された全ての方々にも通じ

できる。そういったものを久高島の方々の発表から

る言葉ではないかなと思います。「町が好きです。

非常に力強く感じさせていただきました。

町を誇りに思っています」という言葉が、うん、い

それから、西賀茂中学校の方々の取り組みですね。
一番京都に近くて、上賀茂神社も私もよく行く所な

この言葉もいろいろに変奏ができます。、「京都が

んですけれど、案外よく知らなかったなんていう部

好きです。京都を誇りに思っています」、「久高島が

分もありまして、今日教えられたこともたくさんあ

好きです。久高島を誇りに思っています」、あるいは、

りました。
特に印象に残った言葉は、「自然への感謝と祈り」
ということを伝えてくださいました。これはほかの

「日本が好きです。日本を誇りに思っています。」こ
ういう感覚が、私たちがこれから生きていくときの、
私たちの根っこになります。

地域の方々、久高島もそうですが、みんなに共通す

先ほどの言葉、「ふるさとに根づき、世界にひら

るものがあって、東日本大震災への取り組みを結び

く」につながります。日本が好きというのは、べつ

つけてお話しくださったことが、とても印象的でし

に国粋主義とかいった狭い意味ではなくて、私たち

た。

の持っている根っこのものを大事にして発信をして

ある意味で自然は恐ろしいものだということを普

いくし、交流もしていくし、世界に開いていくとい

段私たちは忘れておりまして、自然に感謝しながら、

うことですね。しっかり根づきながら開いていくと

しかも祈りながら、自然といかに協調していくかが

いう感覚が、町の方々の発表を聞きながら、ひしひ

私たちのこれからの課題だということがますます身

しと伝わってきました。

に染みたわけですが。
そういう意味でも古い文化がやってきた祭りや、

久高島の方々も、西賀茂中学校も、和知中学校の
方々もそうですけれど、おじいやおばあですね、地

そうしたものの中にある自然への感謝と祈りの気持

域の年配の方々と一緒にやっておられるところが、

ちは、ああ、中学生の皆さんにしっかり伝わってい

また非常にいいなと思いました。

るんだなと思って、とても教えられましたし、そう

「伝統の生成と継承」は、広い意味の教育、教育

いうふうに捉えてくださっているのが非常にうれし

というのは教えて育てるという言葉なんですけど、

く思いました。

もう少し広い意味で、人生全体を考えていくときに、

東日本大震災との積極的な取り組むも具体的に教

とても大事な言葉だなと思っています。そのなかで

えていただき、しおりなんかも一人一人手づくりで

大事にしている言葉の一つに、エリクソンという発

よかったですね。そういった手づくり感で自分たち

達心理学者の「ジェネラティヴィティ（生成継承性）
」

で自主的にやっておられる取り組みの仕方が、私に

という言葉が非常に大事だと思っています。ジェネ

はとても印象に残りました。

ラティビティ（generativity）は、エリクソンの造

最後の和知中学校の方々のご発表については、人

24

いなあと思って私も聞いていました。

語で、辞書を引いても出てこない言葉です。

形浄瑠璃を今日はここへ持って来られなかったとい

ジ ェ ネ ラ テ ィ ビ テ ィ は「 生 み 出 す、 生 成 す る

うことで、それに代わるものでいろいろカバーする

（generate）」 と「 世 代（generation）」 を か け あ わ

かたちで、私たちにたくさんのことを伝えていただ

せた言葉です。舌をかみそうで、なかなか訳が難し

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」❖

いんですけれども、私は「生成継承性」と訳してい

らいますので座ってください。やまだ先生も向こう

ます。

の一番端の方ですが、お願いします。では、どうぞ

新しいものを生み出すということと、継承して世

登壇してください。

代をつないでいく、次の世代をケアして育てていく

皆さんから顔が見やすいように、ちょっと壇を上

働きを全部兼ね備えてものが生成継承性ということ

げてありますので、ぜひ 3 校の生徒の爽やかな笑顔

です。

や、また、難しい質問をされて困ったなとかと思っ

「遺伝子」は、英語で gene ですが、これは「生成子」
と訳すこともできます。遺伝子の働きのように、い

たときの表情豊かなところを見ていただければと思
います。

のちを伝え継いでいく「継承」と、新しい子どもを

それでは、第 2 部の次のステージは、生徒自ら

生んでいく「生成」の両方の働きが必要です。伝統

40、50 分ぐらいを一つの目安にして、生徒自身に

を継ぎながら、実は新しいものが生まれてくるとい

いろいろと聞いて答えてもらう時間にしたいと思い

うダイナミクスを含んでいます。

ます。

アイデンティティは自分を確立することですが、

それから、そこに登壇しているみんなが、ほかの

自分を確立するだけではなくて、次の世代に継いで

中学校の生徒に聞いてみたい質問とかがあったら自

いく、あるいは、自分が愛するものを産みだして、

由に質問してもらっても構いませんので、そういう

また次の人に伝えていく働きがもっと重要でしょ

時間を設けていきます。

う。自分だけではなく、次の世代や、次の次の世代

では、今日は 3 校の自分たちの地元自慢の授業を

へのつながりを考えることが、生きる力を生みだし

やりましたね。まず最初に一人ずつ順番に、西賀茂

ていくことになります。

中学校の濱森友爾さんから、ずっと 1 回 1 巡するよう

今日の発表を聞かせていただいて、まさにジェネ

なかたちで、ほかの学校の授業を聞いて、どういうこ

ラティビティ（生成継承性）を感じました。年配の

とを思ったのか、
他校の発表に対する感想を聞くのを、

方から受け継ぎながら、また新しい活力で自分たち

まず最初の質問にしたいと思います。

なりに取り組んで生きるエネルギーが産み出されて

第 2 番目の質問に、他校の発表を聞きながら、地

いく良い循環といいますか、そういう生成継承の力

元の自分たちの学校の特色や特徴に対してあらため

を、それぞれの三つの学校の発表で感じさせていた

てどう思ったかを質問したいと思います。

だきました。

最初は 1 番目だけを答えてもらえばいいので、大

最後に、どの学校もそれぞれパワーポイントを非

丈夫ですよ。久高中学から行こうかな。遠慮深いで

常に上手に使っておられて、限られた時間で巧みに

すね。やはり守礼の国ですね。その間に時間稼ぎし

紹介されており、私たちの学会発表よりもうまいか

てちょっと考えておこうかなという配慮もちょっと

なと思いながら、とても素晴らしいなと思いました。

あるかもしれませんね。

そういったパワーポイントのつくり方も含めて、

それぞれの前にワイヤレスマイクが置いてありま

あるいは構成、限られた時間で何をどれだけ誰が発

す。それを上に押せばスイッチオンになります。で

表してどうするかと、随分準備は大変だったと思い

は、西賀茂中学校の濱森さんからお願いします。何

ます。そういった裏話は、それぞれの方から多少聞

でもいいので。久高中学と和知中学の発表を聞いて

かせていただればうれしいなと思います。

くれましたね。他校の発表を聞いて濱森さんはどう

以上で私のお話を終わります。

いうことを思ったか、感想をまず、ほかの中学校に
向けて発表してください。お願いします。

司会

やまだようこ先生、どうもありがとうござい

ました。
3 校のそれぞれの「地元自慢授業」に対する感想、

濱森友爾

私は、西賀茂中学校もそうなんですけど、
和知中学校も久高中

コメント、そして裏話、苦労話もぜひ聞いてみたい

学校も共通して、ど

ですね。この辺のところは、次のステージで聞いて

こも、自分の地域と

いきたいと思います。

か、地域の文化を大

それでは、壇上に、それぞれの 3 校の生徒の名前
が出ているので、そこに 3 校を代表して出演しても

切にしているなと思
いました。
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司会

それだけでいいんですか。一番最初ですから、

くいいなと思いました。

あまりぺらぺらと出てこないかもしれませんね。で

和知中学校の皆さんは歴史で習ったような人形浄

は、その次に、順番に回していきましょうか。前に

瑠璃が身近にあって、すごくいいなと思いました。

あるマイクをだいたい二人ぐらいで、うまく使いな

以上です。

がら話を進めてください。
では、次に、生徒会議長さん。

司会

はい。大西絢人君は、さすが生徒会の会長さ

んらしく、ぴしっと決めてくれましたね。西賀茂中
僕は他校の発表を聞いて、それぞれの地

学校のめりはりというのをいま、何となく柔らかく

域にいろんな特色があって、それぞれいいところも

はんなりと始まって、ぴしっと最後は決めていただ

あって、それを生かし切れている、それぞれの学校

いて、ありがとうございます。

横山大知

和知中学校は、実際に

久高中学は、まず安里豊規君が生徒会の会長で 3

太鼓を見せていただいて、迫力があって、すごく心

年生、あとの内間大介君と福治万嘉君は 2 年生です

に響きました。

ね。これから楽しみな 2 年生。では、安里君、生徒

がすごいなと思いました。

久高中学校も実際に踊りなどを見せていただい

会会長から、先ほど西賀茂中学校の生徒会長が答弁

て、こんな踊りは初めて見たというのもあったんで

のように言ってくれたのでお答えしてください。お

すけれど、もっと見せていただきたいなと思いなが

願いします。

ら見ていました。
安里豊規
司会

とても丁寧な敬語の使い方ですねえ。横山大

西賀茂中学校は、東日本大震災が起こっ

てすぐ、自分たちが何ができるだろうかと考えて自

知君は、普段からそのような敬語の使い方をしてい

ら生徒が動いて、

るから、こういうときもそれがすっとできるんです

町まで出て募金

か。

活動をしたのが
すごいなと思い

横山大知

ました。

そんなことはないです。

僕たちはアルミ缶をつぶして一応活動をしている
たとえば、
「見せていただいて」とか、普段

んですけれど、ちょっとサボったり、アルミ缶を持っ

から使っていないと、とっさにはでてこないですよ

てきたり、生徒がなかなかいなくて、なかなかたまっ

ね。たとえば、パワーポイントを使っての発表のと

ていないんですけど、西賀茂中学校はすごいなと思

きなどは、前もって書いた原稿があるから、原稿を

いました。

司会

読みあげるので、書いておけば安心してできるんだ

和知中学校の和知太鼓は、沖縄のエイサーと違っ

けど、こういう場面で、「ほかの中学校に発表して

て、とても迫力がありました。おじいたちから人形

いただいて」なんてというのは、なかなかすっとは

浄瑠璃などを習って、おじいたちと触れ合ったりし

出てこないですよ。だから、敬語を使うのは普段か

ているのはすごいなと思いました。終わりです。

らしていないと。すごいですね。
さすが京都なんですかね。日常のなかで根付いて
いるのかしら。僕なんかも、なかなかうまく使えな
くて困っているんですけれどね。

司会

久高中学校生徒会長さん、立派な答弁をあり

がとうございました。
では、次に、内間大介君。

では、大西絢人君、お願いします。
内間大介
久高中学校の発表を見ていて、僕ら西賀

西賀茂中学校は僕たちとは違って、被災地へ募金活

茂中学校は全校生徒が 700 人もいて、一人一人確か

動などを行って交流学習までするのがすごいなと思

に真剣にやっていると思うんですけど、みんなが

いました。僕たちはちょっとのアルミ缶だけで、西

やっているから自分はいいやという人も、たまにい

賀茂中学校はとてもすごいなと思いました。

大西絢人

たりするんです。そうではなくて少人数の学校は、
みんなが本当に一生懸命やっているのを見て、すご
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僕が交流学習を体験して思ったことは、

和知中学校はとても伝統的な文化が多くて、和知
太鼓や人形浄瑠璃などを初めて見て、沖縄のエイ

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」❖

サーとはとても違うので、僕も和知太鼓を体験した

流会とかの計画

いなと思いました。人形浄瑠璃はとても操作などが

も立てていたの

難しそうで、
だけど、和知中学校の生徒は器用に扱っ

で、すごいなと

ていて、とてもすごいなと思いました。終わりです。

思いました。

司会

司会

はい、ありがとう。

では、次に、福治万嘉君。
福治万嘉

西賀茂中学校と和知中学校はとても文化

的で、文化を伝える思いがとてもあったので、久高

はい、ありがとう。

では、最後に、松下和暉君、お願いします。
松下和暉

西賀茂中学校は皆さんの話にもあったと

おり、東日本大震災のときに募金などをしていた
ことを聞いて、僕も一応和

中ももうちょっと見習います。
西賀茂中は、震災が起こって自分たちで何ができ

知中の生徒会長として、募

るかと考えたときに、交流学習や募金活動をして、

金なども前の生徒会長のと

ちゃんと福島の学校に寄付をしたりなど、とても小

きからやっていたんですけ

さい島ではできないことをやっていたので、とても

ど、1 週間か 2 週間ぐらい

勉強になりました。

ですぐにやめてしまって、

和知中学校は、和知太鼓で、とても迫力のある演

少ない額しか送ることがで

技を見せてもらって、みんなとてもいい顔で演技が

きなかったので、こうやっ

できていたので、久高中も、もうちょっとミスをな

て長期的に活動できるのは

くして完璧にできるように頑張ります。

やはりすごいなと思いました。
久高中学校の方を見せてもらって、僕はちょっと

司会

はい、どうもありがとう。福治万嘉君、大丈

同じような感じで、太鼓などはまだ覚えればできる

夫ですよ。久高中の生徒たちの顔もとても笑顔で、

んですけれど、ダンスというか、舞踊などの方はす

力一杯でみなぎっていたので、本当に自信を持って

ごく動きが難しそうだなと思って、一時やってみた

大丈夫ですよ。

いなと思ったんですけど、たぶん 1 年も続かないと

それでは、次に、和知中学校の山内南さん、お願

思いました。

エイサーの太鼓は、和知太鼓と同じ

ような「たたく」ことだけではなくて、空手のよう

いします。

な、剣というか、そういう動きもあったりと、すご
西賀茂中学校の人たちは、被災地の人に募

くかっこよくて、すごくまねしたいところがいっぱ

金するだけではなくて、交流授業をしたり、T シャ

いあったので、和知中の太鼓も取り入れてみたいな

ツとかをつくったりして、すごいなと思いました。

と思いました。

山内南

久高中学校の人たちは、一つの文化だけじゃなく
て、たくさんのことをいろいろやっているから、す

司会

はい、どうもありがとう。

ごいなと思いました。エイサーも和知太鼓と同じよ

松下君は和知中の生徒会の会長さんです。今回は

うに太鼓を使うけど、エイサーはみんなで盛り上が

3 校来てもらったんですが、3 校の生徒会の会長さ

る感じで楽しそうだなと思いました。

ん自らここに出て、いろいろと実演したり、また意
見を述べてくれたりしました。

司会

はい、どうも、ありがとう。

それでは、次に、正田瑞穂さん、お願いします。

それぞれの 9 人の生徒の皆さんが異口同音のよう
にして語った西賀茂中学校の東日本大震災に対する
取り組みは、他校の生徒たちみんなが、とても関心

正田瑞穂

久高中はエイサーを 3 人で楽しそうに

やっていて、迫力も伝わってきて、すごいなと思い
ました。

を持ってすごいなと言ってくれていましたね。
私も話を聞いて、募金額は 100 何万でしたか。
109 万円。すごい高額ですよね。だいたい普通私た

西賀茂中は、東日本に地震が起きてちょっとぐら

ちが自分たちの集まりとかで募金した場合でも、数

いしたら、ちゃんと募金とかをして、その後も交

万円とか、何十万円とかが多いですけど、なぜ 100
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万もの金額が募金できたんですか、寄付されたんで

化が多くて、それもすごいと思ったんですけど、僕

しょうか。ちょっとその辺、生徒会長か議長、裏話

らの地域ならではの感謝の気持ちや祈りなどは、僕

にもなるんですけれど、どうでしょうか。

たちの地域だからこそ持っているものだと思います
ので、これからも人に対する感謝の気持ちなどを忘

大西絢人

西賀茂は 3 年生が中心となってバザー
を行っていて、地

れずに、最後の中学校生活を過ごしていきたいなと
思います。

域 の 人 や、 普 通
に生徒がバザーに
して、商品を買っ

司会

はい、ありがとう。

では、西賀茂中学校最後の大西君。

たりとか、そうい
う行事を通して集

大西絢人

久高中学校と和知中学校の 2 校は、太鼓

まった合計が 109 万円になったので、募金活動だけ

を使ったり、いろいろ音のある発表で、僕らはただ

で集まったわけではないです。

しゃべっているだけなんですけど。

司会

司会

でも、バザーで 109 万円、かなりな額です

そんなことないですよ。舞もありましたよ。

ね。バザーでそれだけになるというのは、やはり普
段から保護者や地域の皆さんの関心が集まってきて

大西絢人

くれるという蓄積がないとなかなかできないことで

あって、僕らは遅れているなというか、そういう感

す。やはり普段からの活動実績があるから、そうい

じがあったんです。1 問目のときに皆さんに、東日

うふうなときに集まる、
協力がされるんだと思います。

本の取り組みについて「すごい」と言ってもらって、

大変みんなも参考になったと思いますね。

ああ、やっていたことは間違っていなかったんだな

では、次の第 2 問目に入ります。第 2 問目は、今

舞もあったんですけど。迫力がすごく

と思いました。以上です。

日発表して、他校の発表も聞いて、あらためて自分
たちの文化、自分たちの地元に対する思いとか認識

司会

はい。ここでちょっとコメントを差し挟みま

が、どういうふうになったか。変わらなくてもいいん

すが、今回の「地元自慢交流授業」のことを、今年

ですけど、あらためて、自分たちの地元の伝統とか

の 4 月に西賀茂中学校の校長先生の所にお願いに

文化とか特色をどういうふうに思ったかについて、ま

行ったんですね。賀茂川を上流の方に自転車でずっ

た順番に話をしてもらいましょう。

と漕いで行って、上賀茂神社の先まで行って、まだ

では、また濱森友爾さんからお願いしますね。図

こんなに遠いのかと思いながら上賀茂神社を抜け

書委員長、頑張ってくださいよ。自分たちの地元の

て、さらに上流へ上っていって、いろいろ人に道を

文化とか学校の特色について、あらためてどのよう

聞きながら、訪ねて行きました。そうしたら賀茂川

に思ったか。どのように捉え返すことができたか、

の左側の山手の方に西賀茂中の校舎がだんだん見え

自由に感じたこと、考えたことを述べてください。

てきたのです。
行きましたら、とても京都市内とは思えないぐら

濱森友爾

ほかの中学校では西賀茂中学校よりも、

いに環境がいいというか、自然豊かなところで、先

自分たちの地域の文化をすごく尊重して、大切にし

ほど大西君と横山君が、自然への感謝とか祈り、自

ているのが分かったので、西賀茂中学校の地域でも

然という言葉が出てきましたけれど、賀茂川と山々

自分たちで、もっと自分たちの地域を生かせるよう

を見ていると、やはりそういう、日本全国の山林と

な活動とかをたくさんしていくべきだなと思いまし

か海、山深い自然豊かなところと本当に遜色のない

た。

ぐらいすごく豊かなところでした。
そういうところに行って、今回の話のお願いをし

司会

はい、ありがとうございます。

では、次に、横山君はどうかな。

てきましたが、地元の葵祭とか、本当にここでしか
ないお祭りとか、世界遺産になっている文化があり
ますよね。ですから、ぜひ今後とも、そういう地元

横山大知
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二つの中学校は迫力のある踊りなどの文

文化を活かした取り組みを活性化して、活用をして

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」❖

もらえればと思いました。
それでは、次に、久高中学校の安里君から、また

ような大器になるかもしれないですね。
それでは、次に、和知中学校の山内

順番に聞いていきましょう。安里君、お願いします。

願いします。

安里豊規

山内南

久高島は、イザイホーは残念ながらなく

南さん、お

和知太鼓と人形浄瑠璃を今日見てもらっ

なってしまったんですけど、久高島の方言などもど

て、太鼓とかは迫力がすごかったと言ってもらった

んどん消えつつあるんですが、沖縄の伝統のエイ

んですけど、和知中学校は総合的な時間で太鼓とか

サーや空手は自分たちもできるので、こうやったら

浄瑠璃の練習をしています。1、2 年生のときとか

エイサーが上手になるよ、かっこよく見えるように

は、浄瑠璃とか太鼓の文化の方を選ぶ人が多いんで

なるよと、これからも後輩に教えていったりしたい

すが、3 年生とかになるにつれて、さっき最後でも

と思いました。

言っていたように、数学の方に流れていく人が多く、

久高の漁法などはなくさず、追い込み漁など、自

1 年生のときには太鼓も 15 人ぐらいいたんですけ

分の子どもの世代までこれからも、ちゃんとつなげ

ど、いまは 6 人とかで、女子は私一人になってしまっ

ていきたいです。なくしていかないようにしたいです。

たので、後輩とかが少なくなっても、総合の時間に
できにくくなって文化がなくなることがないように

司会

はい、ありがとう。

していきたいなと思いました。

説明にもありましたように、追い込み漁は、みん
ながぱたぱたと海面をたたきながらずっと追い込ん

司会

でいく、みんなが一緒になってやっていく作業があ

僕は先月の 9 月に京都府文化芸術室の横田さんとか

りましたね。ああいう漁法も独自のもので、いまは

と一緒に和知中学校にご挨拶に伺ったときに、その

残しているところは本当に少ないから、子どもたち

総合学習の授業を見せてみらいました。そのとき、

にも孫にも伝えていきたい。はい、ありがとうござ

太鼓の方はもうほとんど全員男子でしたね。そのな

います。

かで一人だけ女子生徒で参加してくれて、とても

では、内間君、お願いします。

はい、ありがとうございました。山内さん、

かっこよかったですね。みんなと一緒になって太鼓
をたたく姿なんかは、もうとてもきびきびしていて

内間大介

僕たち久高小中校は、部活や三線教室、

舞踊教室、空手教室などでは地域の人が毎日教えて

よかったと思います。
2 年生までは女子も結構多かったんですか。

いて、とても恵まれていると思います。京都に来る
ときも、地域の人がいたからこそ来られたと思うの

山内南

1 年生のときは多くて、2 年生で減って、3

で、これからも地域の人に感謝しながら中学校生活

年生でまたさらに減って。

を送りたいと思います。
司会
司会

なかなか生徒会長みたいなトークになりまし

たね。はい、ありがとうございます。

ああ、だんだん減っていくのですね。ちなみ

に 1 年のとき女子は何人いたんですか。いまは山内
さん一人になってしまったんですね。

では、最後。福治君。
山内南
福治万嘉

5、6 人ぐらいいました。

僕たちの久高島はとても小さい島です

が、舞踊教室や三線教室や空手教室を地域の人から

司会

5、6 人ぐらいいた。それで、2 年生になって

教えてもらい、行事も地域の人たち全員で力を合わ

半分になって。

せてやるもので、いまは地域の人も久高小中学校の
みんなも協力して、協力しないとできない行事など

山内南

2 年生になって、二人になった。

もあるので、これからも行事をなくさず、久高島を
大切にしていきたいと思います。

司会

二人になって。3 年になって一人になったの

ですね。でも、よく頑張ってくれましたね。盛大な
司会

はい、内間君と福治君は次期生徒会長を争う

拍手を山内さんにお送りください。一人になっても
29

頑張ってくれて、今日は男子生徒のなかで本当に頑

別に儀式を行うという行事が、後継者がいなくて、

張ってくれたと思います。

1978 年を最後に、以来行われていないということ

では、正田瑞穂さん。

があります。
西賀茂中学校や和知中学校では、そういうふうに、

正田瑞穂

二つの中学校の地域の文化もそうだと思

地元にずっと伝統的にあったもので消えていった文

うけど、大人になるにつれて文化の意識とかが薄れ

化、伝統文化があるかという、そういう質問ですね。

ていくと思うから、いまの世代の私たちが後継者と

はい、どうぞ。

なって残していこうとする努力を考える必要がある
と思います。

横山大知

僕らのところはあまりそんなものはなく

て、京都三大祭りとかがあるように、地域の人たち
はい、ありがとうございます。

で文化を守っていこうという気持ちがあるので、昔

それでは、生徒会長の松下和暉君。

から受け継がれた文化がなくなったというのは、あ

司会

まり耳にしたことがないです。
松下和暉

和知太鼓をたたかさせていただいて、こ

ういうところでたたかさせてもらえることはすごい

司会

はい、ありがとう。では、和知中の方はどう

ことだなというのと、それだけ和知太鼓はすごいん

でしょうか。

だなと再認識したのと、ほかの中学校の文化に触れ
て、家に帰ったりして地域の人とかに、「ほかの中

松下和暉

僕が知っている限りの伝統芸能とかは、

学校の文化はすごかったよ」という感じにみんなに

ちゃんと保存会などがあって、定期公演とかもされ

広めていって、ほかのところの文化もどんどんして

ているので、あまり聞いたことがないです。

いただきたいなと思いました。
司会
司会

はい、どうもありがとうございます。

3 校の 9 人の生徒の皆さんに一人ずつ、それぞれ
二つの質問に答えてもらいました。前の方にも和知

伝統文化の無形文化財とかに指定されていま

すね。そうすると保存会とかができて、それを維持
していくというスタイルが、どの地方にも多くなっ
てきています。

中学の生徒が何人かいるのですが、質問とか、何で

だけれども、保存会も、やはり高齢化が進んでい

もいいので生徒自身のなかで何かありますか。この

ますね。そうしたときに、中学校の総合学習とかの

機会にこういうことを聞いておきたいみたいなもの

授業で取り組んで、次に伝える。それがうまくでき

はありますか。あったら、手を挙げてください。ど

ていないところは、やはり消えていくことがありま

うでしょうか。

すね。そういう意味で、次の世代の担い手をどうい

何かありそうな目で僕を見ているけど。では、
ちょっとマイクを回してみましょうかね。

うふうに育ててリレーしていくか、非常に重要な問
題になると思います。
それでは、せっかく 3 校の生徒が前に登壇してく

生徒

いや、見ていただけです。

れているので、今日参加の保護者や、また一般の方々
で、この機会にこういうことを聞いてみたいなとい

司会

見ていただけなのですか。質問とかはありま

せんかねえ。はい、では、安里君。

うところがあるでしょうか。もしあったら挙手して
いただければ、前の生徒の皆さんに答えてもらいた
いと思います。いかかでしょう。

安里豊規

西賀茂中学校と和知中学校は、久高のイ

はい。ちょっとマイクを回します。

ザイホーみたいになくなった行事などはあります
会場 1 すごく簡単なことなんですけれども、西賀

か。

茂中学の方に聞きたいんですけれど、
「葵プロジェ
司会

はい、では誰か、代表して答えてください。

イザイホーという 12 年の 1 回のうま年に、お祭
りをしていく担い手の 30 代、40 代の女性たちが特
30

クト」がありましたよね。あのアルファベットで
書いているのが、「O」じゃなくて FUH と書いて、
「AFUHI」になっている。あれは、どういういわれ
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でああなっているのですか。

えるでしょうか。私はこう思っていますというので
いいので。べつにみんなの意見調整をする必要はあ

司会

誰か答えられますか。どうですか。

濱森友爾

学校の先生にも同じような質問をしたん

りません。はい、どうぞ。
松下和暉

僕も太鼓とか浄瑠璃を知らないという

ですけど、AFUHI だったんですけど、どうしてで

か、聞いたことがあるだけのときには、何でそんな

すかと聞いたら、古語、古文で、「き」を「い」と

にみんなが守っていこうとしているんだろうと思っ

読んだり、「葵」を「あふうい」と読むのをそのま

たこともあるんですけど、実際やってみたり、見て

ま英語で書いて、ああなったそうです。

みると、すごく楽しかったり、なるほどみたいな感
じで、すごく楽しいので、お祭り事などをして皆さ

司会

私が聞いているところをちょっと添えさせて

いただきますと、「あふひ」と書いて、それをロー

んとの場でつながるときに、そういう伝統芸能が必
要なんだと思いました。

マライズしたものです。「あふ」というのは「会う」、
「出会う」、「合」という字を書いたり、逢瀬の「逢」
という字を書いたりしますね。
「あう」という言葉

司会

この答えは素晴らしいですね。

では、沖縄の久高島の誰か。はい、内間大介君。

が語源だと聞いております。
それから、
「ひ」は、魂という意味合いもあったり、

内間大介

僕が思っているのは、行事は島の特色だ

太陽という意味合いがあったり、いろんな意味合い

と思うし、祖先が一生懸命受け継いできた行事なの

を含むんですけれど、そういう人と人との、あるい

で、それを僕たちの時代でなくすのは駄目だと思う

は、命あるものと命あるものが出会うという「あふ

からです。

ひ」を、口語的に「あおい」と表現するようになった。
葵祭は 5 月の 12 日から 15 日にかけて行われます。
一番若葉、青葉がもえ盛る生命の時期です。その時

司会

はい、とても立派ですね。

では西賀茂中学校の誰か。

期に、あなたの生命に出合う、あなたの命が湧き出
でていくことを「ことほぐ」
。まさに自然への感謝

大西絢人

の祭りが葵祭ですね。

ることなんですけど、昔からあることを受け止めて、

ですから、葵祭の人たちは全部、葵を頭にかざし、

西賀茂にある葵祭とかの伝統は昔からあ

それを新しいものにしていく、新しい考えを産み出

また、かずらをかざして、沖縄でもイザイホーとか

していくことも伝統を守ることにつながると思うの

でいろいろ頭に葉っぱをかざしますけれど、ああい

で、そういうふうにして僕は伝統を守っていきたい

うふうに葵祭も葉っぱをかざします。葵が生命の象

なと思っています。

徴で、出会いの象徴になると聞いております。
ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。

司会

伝統と革新ということですね。イノベーショ

ン。新しいことを起こしていく。
ちょっといじわるな質問なんですけど、な

頭も、ヘアースタイルもずいぶん新しくなってい

ぜ伝統を受け継ぐことが大事だと思うのか。私自身

ますね。ちょっと気になってね。私はそういう頭が

は私の思うところがあるんですけれど、皆さんはど

好きなんだけどね。自分もそういうふうにしたいと

ういうふうに思っているかなと。すごく大事だとみ

思うけど、はげてくるものですから、なかなかああ

んな言っているし、偉いなと思って聞いているんで

いうふうには長くならないので。

会場 2

すけれど、なぜそれが大事だと思うか、ちょっと素

さて、いま 3 人の率直な感想を聞きました。最初

直に、思うままに言ってくれたらいいかなと思うの

に和知中学の松下君が言ってくれましたように、楽

で、お願いします。

しいとか面白いと思うことは絶対に大事だと思いま
す。まず自分自身の体で何かが躍動するような面白

司会

それは、順番は誰からでもいいので、また一

人ずつ答えてもらうと時間もかかるので、できたら
1 校を代表して誰か素直に、はいと手を挙げてもら

さみたいなものがないと、なかなか本当に継続され
ていかない。そういう実感があって、生徒たちから、
「ああ、なるほど、こういうふうにして先祖たちか
31

ら伝わってきて、意味があるんだな」と思えるよう

たです。ありがとうございました。びりびりと感じ

になります。

るものがあって、すごくよかったです。僕が 15 歳

最初にやまだようこ先生が「血肉になっているか
どうか」と言ってくれましたが、自分自身の血や肉

のときのことを考えたら、皆さん本当にすごいなと
思っています。

になって、実際に生きているという実感を伴わなけ

僕は、やまだようこ先生に 20 歳のときに大学で

れば、形式になってしまって、なかなか本当に命の

出会って、いま沖縄にいるんですけれど。大阪の人

こもったものになりにくいのではないかと思います。

間で、京都大学の教育学部に入って、やまだ先生に

「面白い、楽しい」が、まず全ての根本にある。

20 歳のときに出会って、30 何歳かのときに再会さ

勉強も学問も、実は面白くて楽しいことなんですよ

せてもらったのです。

ね。嫌でたまらない、何でこんなことをしなくては

今日は皆さん、いろんな地域の、それぞれ久高の

いけないのとなると、非常に押しつけられたように

皆さんもこうやって京都まで来て、上賀茂の町の人

なってしまって、自分でも主体的に取り組めなくな

も、ここで出会ったものが何かまた未来につながっ

る。面白さや楽しさを生徒自らが実感するのが基本

ていくのではないかななんてことを、自分のなかで

中の基本かなと思いました。

はすごく期待したいと思いました。

では、保護者の皆さんとか関係者の方、また先生

こういう巡り合わせは、こういうふうになかなか

たちも何人か今日はこの場に来てくれています。そ

出会えないじゃないですか。そういう出会いをぜひ

の方々のなかで、今日見た生徒への励ましの気持ち

大事にして、長い、10 年、20 年の付き合いをして

を込めてでもいいので、ここでちょっと感想を述べ

いくきっかけになったら、すごくいいなと思いまし

てもらえればと思います。いかがでしょうか。挙手

た。

をしていただければと思います。はい、どうぞ。

皆さんにちょっと聞きたいなと思っているんです
けれど、皆さんは中学を卒業したら、高校に行った

会場 3

ぶしつけなものですみません。僕は 3 校

り、あるいは働いたり大学に行ったりとかと考えて

の人たちが地元の行事とか、根差したことをずっと

いるかもしれないんですけど、自分たちの地域に、

やっているのはすごくいいと思って、僕らが中学

これからこういうふうに関わっていきたいなとか、

生のときには「3 なし（三無主義）
」といいますか、

何か思っていることがあったら聞かせてもらえたら

無関心、無感動（無責任）
、無気力ですか、そんな

うれしいなと思います。

ことになっていて、地元をおろそかにしていたんで
すよね。

司会

では、9 人のなかで挙手して答えてもらうこ

それがずっと続いているのがいまの社会で、それ

とにしましょうかね。自分たちの地域でこんなこと

ぞれの人が疎外感を感じて、隣の住んでいる人が誰

をしたいなと思っていることがあったら。どうで

か分からない世界をつくってしまったと思うんです

しょうか。
まだ 14 歳、15 歳ですので、そこまでは十分に。

よ。
それを皆さんが、地元の人と一緒に地元のことを

今津さんが 14 歳、15 歳のときにこの質問をされた

やるということで地域のつながりをつくっていて、ま

ら、具体的にこんなことをしたいとか、例えば和知

たいい人間関係の社会ができていくと思うんですね。

太鼓だの、そういうことは続けたいという気持ちが

だから、ぜひそういう活動をどんどん続けていって

あっても、地域にどういうふうに積極的に関与した

ほしいのと、また、後輩の人に引き継いでいってほ

いかは具体的にまだ像を結んでいないかもしれませ

しいというのが日本の社会をよくすることだと僕は思

んね。

うので、よろしくお願いします。

いや、分からないですよ。像を結んでいるかもし
れない。どうでしょうか。何かこういうことを地域

励ましの言葉をありがとうございます。

で産みたいというか、こういうことを担っていきた

ほかにはいかがでしょうか。後ろの方で手を挙げ

いみたいなことはありますか。こちらにいる生徒の

司会

てくれました、白い服の方。お願いします。

皆さんでも構いませんが。
はい、内間君が、意見があるようです。積極的で

今津
32

今津といいます。
皆さん、今日はすごくよかっ

すねえ。次期生徒会長になりそうだ。
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内間大介

久高はいま旧正月とか 8 月祭りとか、三

たです。

線を弾く人が僕の世代にはあまりいないので、僕が

というのは、いまご紹介いただいたように、全国

進んで三線を弾けるようになったり、舞踊をもっと

から 10 数人の子どもを毎年久高に集めて、いま 12

踊れるようになったりして行事を盛り上げていきた

年目です。僕が久高に最初に行った年、小中学生を

いです。

合わせて 10 人ぐらいでした。校舎のコンクリート
がどんどん剥げ落ちていって、建て替えの申請をし

司会

はい、ありがとうございます。

ていたけど、島の方々が言うには、「もう見捨てら

内間君はさっき、最後にカチャーシーを踊ってく

れて建て替えないかも」というところに私が 10 数

れましたけれど、生徒のなかでも一番うまいんです

人連れていって呼び水になったのか、最大 50 数人

か。やはりしぐさがすごく決まっていましたよね。

まで小中学校に増えて、また 40 人と減りつつある

そういうふうなことを自分でもやっていて、やは

のです。

り面白いと思うんでしょう。面白いと思うから、そ

実は僕がこういう活動を始めたのは、すごい危機

ういうふうなことも積極的に担っていきたいという

感があります。危機感があったから始めたし、いま

思いがあると思うんですね。

も強くなっています。あの震災の後、さらにそれが

面白いと思うから、それを見ている私たちも楽し

強くなっています。

くなりますものね。やはり生徒自らが面白いと思っ

中学生の皆さんは「限界集落」という言葉を知っ

ているものは周りに感染していくというか、伝染し

ているかな。以前は過疎地とかと言ったのが、もう

ていく。それで周りのみんなに喜びを与えてくれて

限界と言われてしまうんだ。久高はそのなかに入り

いく。そういうふうなことを感じます。

ます。高齢化が進み、人口が以前 600 人を超えたの

ほかの生徒の皆さんで何かありますか。はい、で
は、和知中学校の松下君。

に、いま 200 人ぐらいまで減っています。
それで何かをやろうとしても、本当にもう手が足
りない。動ける人が少ない。僕はそれを何とかした

僕は中 3 で、次が高校なので高校進学を

くて、一つは外の人を連れていきました。今度は地

目指しているんですけれど、いま、いつも通ってい

元の人がもっと外に向けて開いて何かを取り込んで

る稽古場があるんですよ。そこに大人の人もいるん

ほしいと思って、今日は島の子をこうやって連れて

ですけれども、すごくいろいろ教えてもらったりと

きました。それでもまだまだ全国の限界集落は、さ

かができるので、高校が終わって部活も終わって、

らに厳しい状況になっていくと思うから、先ほど話

その後にできたら行ってみたいなと思います。

があったように、ぜひ本当に地元の人たちと外の人

松下和暉

が手を取り合って新しい日本をと思って、鎌田先生
司会

ぜひ学校が終わったときに行ってもらいたい

と思います。

にこういうことをやりましょうと言いだしました。
もしこれを聞いてくださった皆さん、関心を持っ

それでは、だんだん残りの時間も少なくなってき

てくださった皆さんは、ぜひ関わってほしいと思う

たので。久高島から引率して来てくれた 3 人の先生

し、せっかくこうやって出会った中学生たちに、そ

がいます。この 3 人の生徒は、みな地元久高島出身

ういう思いで次の社会をつくってもらえたらなと

の 3 人ですけれども、島に留学センターをつくって、

思っています。

そこに全国から生徒がやって来て共同生活をしなが

今日はありがとうございました。

ら久高小中学校に通うという活動を、この 11 年継
続してくれています久高島留学センター代表の坂本
清治先生に、今日の感想なり、いろんないままでの

司会

ありがとうございます。

坂本さんと僕は 20 年ぐらいの交友ですけれど、

プロセスのなかで感じている思いなりを語ってもら

本当に一生懸命活動されています。坂本さんの活動

いたいと思います。

に共感を持ちながら、いろんなところから協力や支
援をしてもらい、そして、いま言った久高小中学校

はい、ありがとうございます。久高島留

に通う生徒を毎年 15 名、共同生活をしながらやっ

学センターの坂本と申します。久高から島っこ 3 人

ている。本当に大変なことをされてきたと心から尊

を連れてきました。すごくこういうことがしたかっ

敬しています。

坂本清治
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それでは、次に、大城寿乃先生にマイクを渡した

が、子どもたちもとっても明るくて、家族思いで、

いと思います。山之口獏賞などをもらった沖縄を代

本当に地元が好きな 3 人です。なので、ぜひこれか

表する詩人で、高良勉という詩人がいます。その奥

らも島が続くといいなという思いも感じました。

さんが高嶺久枝さんという琉舞の先生です。私は

どうもありがとうございます。

15 年ぐらい前、高嶺久枝さんの琉舞の舞踊の公演
のときに、初めて大城寿乃舞踊公演を見せていただ
きました。大城先生は高嶺久枝先生のお弟子さんで

どうもありがとうございます。

今日のために自分のあれだけの見事な衣装を持っ
てくるのも本当に大変です。重たいし。それから、

した。
そして去年、久高中学でばったり再会したんです

今日のために、もう歴史的遺産になっている MD

よ。僕は大城さんは舞踊家であるとしか知りません

を CD に焼いてくれと頼んだりして面倒をかけてし

でしたから、久高中学を訪問したときにばったり

まいました。最近、大学にはもう MD なんかを使

会って、「ええっ〜、鎌田さんじゃないですか」、な

う設備はありませんと言っていたんですが、CD に

んと、大城さんがそこにいたんですよ。ここの久高

焼く暇もなかったもんですから、MD で持って来ら

中学校の数学の先生になって赴任してきているんだ

れて。でも、わが研究室に何とか伝統を残していた

ということを聞いて、面白いなあ、とほんとに思い

MD の古いものがあって、今日生まれて初めてわた

ましたね。

しの研究室のあの機器は役に立つことができまし

そこで担任の先生でもあるので、こういう機会を

た。ありがとうございます。

活かして「ぜひ」と引率してもらって、さらに、大

さて、西賀茂中学校は、先生方が校長先生も入れ

城先生は琉舞の名手ですので、授業のなかに組み込

て 7 名来ていただいています。もしよろしければ、

んで琉球舞踊を特別に披露してもらえませんかと頼

代表して西田教頭先生、最後に感想なり言葉をいた

みましたら、快く引き受けてくれました。大城先生、

だけばと思います。西田先生、よろしくお願いしま

ありがとうございます。ちょっと一言お願いします。

す。

大城寿乃

西賀茂中学西田教頭

こんな顔ですみません。怖いと思います

が、落とすのにちょっと時間がかかりますので、そ
のまま座らせてもらっています。

今日はどうもありがとうござ

いました。
先ほどから鎌田先生のお話にありましたように、

いま鎌田先生がお話ししていたとおり、私が大学

中学生がこういう場に集って、それぞれの学校の紹

1 年生のころですか、もう 10 数年前になりますが、

介なり、地元の行事なり文化を発表し合うのは初め

本当にご縁があって、またさらに久高島の方に研究

ての試みだとおっしゃっていまして、私も当然なが

生を連れて授業をしに来てくださったときにお会い

ら今日初めてこういう会に参加させていただいて、

させてもらったんですね。いま思うと、去年鎌田先

遠く沖縄からも来ていただいて、いままではテレビ

生がいらっしゃったのも本当にご縁なのかなと思っ

でしか見たことのないようなものを生で拝見するこ

て、たまたまそこに私が赴任していたことも重なり

とができました。

今日の日を迎えることになりました。

また、同じ京都に住んでいながら、京都市内のこ

私がここで踊るというのも、生徒のなかに混じっ

とはよく分かっていても、市内を出てしまうと分か

て大人が一人とも、ちょっと思ったんですが、ぜひ

らないことが、まだまだたくさんあって、和知中学

沖縄の文化を発信したいなという思いもありまして

校の伝統的浄瑠璃も、私はこの年になっていますけ

踊らせていただきました。

れど、まだ浄瑠璃を見たことがないんですよね。

私もずっと 5 歳ぐらいから琉舞をやっているんで

今日はビデオなどを拝見させていただいて、ああ

すけれども、とても誇りに思います。今日発表して

いうことを中学校で取り入れて、こんな早くから日

くれた 3 中学校の皆さんも本当に、地元の文化、思

本の文化に親しんでいる学校があるんだなと、本当

いを学校生活のなかで取り入れて、受け継ごうとい

に感心しました。

う思いも知ることができましたので、地域はなくな
らないのかなと思っています。
久高もさっき限界集落という言葉もあったんです
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司会

私ども西賀茂中学校は、大変自然には囲まれてお
りますし、近くには、先ほどからありますような世
界遺産でもあります名所もたくさんあり、御所も近

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」❖

くにありますし、日本三大祭りにもなっているよう

ますよね。そして命がちょっと燃え上がるというか、

な祭りも京都にはあります。

命のもとにぽっと火が付いて、それが 10 年後ぐら

そんななかでずっと生活していますと、あること
が当たり前になってしまって、知らない人が見たら

いにまた別の出会いを産んでいくようなことが本当
にありますね。

非常に驚くだろうなとか、非常に興味を持たれるだ

先ほど、どうして伝統芸能、文化の継承をするの

ろうなというようなことが京都のなかにはたくさん

ですかという質問に、やはり面白いからとか、楽し

あったとしても、私も小さなころからずっと見慣れ

いからと答えられた。本当にそうなのね。面白いと

ているもので、「あって当たり前」で育っています。

思ったもの、楽しいと思ったもの、いいなと思った

今日こういうものを見せていただいて、あらため

ものを大事にしていると、それが次々といろんなも

て自分の住んでいる地域、文化、昔から行われてき

のの出会いを産んでいって、さらに命が燃えていく。

ている伝統的なものを、もう一回足元から見直しい

そんな感じがしています。

けるような、そんな機会を与えていただいたような
気がしています。
どうもありがとうございました。

先ほど鎌田先生が不思議な出会いという、今日
踊っていただいた舞踊家の先生と久高島で会った現
場に私も居合わせたんですけれど、そういうような
ことが、やはり本当に起こってくるんですね。久高

司会

ありがとうございました。

和知中学の先生にお話を伺いたいところですが、

島を介しては、そういう不思議な出会いがたくさん
ありまして。私と京大卒業生で沖縄で活躍していお

新宮校長先生に一番最後に締めのお言葉をいただく

られる今津さんもそうなんですけど。たまたま沖縄

ことになっていますので、そこで今日の感想、まと

に行ったときに今津さんと夕食をしながら、彼も久

め、総括的なことも話をしていただくことにします。

高島に通っているという話が出ました。
「私も久高

それでは、いままで今日出てきた総括的、総評的

島なら 20 年前に通っていたの」
、それで「じゃあ、

に、やまだようこ先生にちょっと話をしていただき

明日た行ってみたい」ということになって、久高島

たいと思います。

へ行って。久高島に行ったら、「鎌田先生をご存じ

先ほど今津さんという、京都大学教育学部を出て、
やまだ先生に学びながら沖縄に行って、単身で人材

ですか」という話を聞いて、
「ええ、鎌田先生なら知っ
ていますけれど」という話で京大に戻ってきた。

養成のルーツという会社を起こして、久高島に入っ

もちろん京大にいて、鎌田先生のことは知ってい

たり、南城市と提携で地元の文化を活性化するよう

たわけです。私の研究室に来られたこともあります。

な人材育成の仕事をいま彼はやってくれていて、そ

でも、鎌田先生が映画を撮られたり、久高島にそ

して、わざわざ今回のためにこの授業に参画してく

んなに関わっておられることを久高島で聞いて、U

れました。

ターンしてから、京大で親交が格段に深まりました。

やまだようこ先生、そのことも交えながら、ちょっ

いろんな人との出会い、いろんなものとの関わり

と総評をしていただければと思います。お願いしま

が今日のイベントにもつながり、それから、またこ

す。

れからのいろんなものにもつながっていく感じがし
ています。

やまだようこ

総評ができる感じでもないですけ

ど。感想ですね。

こういうことは、直接受験につながらないし、一
見無駄に見えるようなことがたくさんあるんです

本当に人生は面白いというか、出会いは面白いと

ね。ですけれども、それが何と何につながっている

思います。いま中学生の皆さん、ここで出会ったこ

かは本当に分からないので、いま生き生きと出合っ

とで何か印象に残ったことが後々、
「ああ」みたい

たものが、本当に「葵」みたいに「あう」、ここで会っ

な感じでつながってくることがあるので楽しみにし

たことが、いつか何かにまた結びついていく、それ

ていてください。

が人生の面白味かなと思いながら聞いていました。

というのは、先ほど葵の語源を鎌田先生が教えて

感動することが未来につながります。私どもも研

くださいましたけど、
「あう」と「ひ」ですよね。「ひ」

究の申請をするために書類を書くときには、目標を

というのは命のことで、燃える「火」にもなるわけ

決めて、
「こういう計画をしたらどういう成果にな

ですけど、本当に、会うことが何よりも感動を産み

ります」とか、そういったものをたくさん書かない
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といけないんです。しかし、学問は、そんなふうに

みだったと思うんですよね。まんざら縁がないわけ

直線的に進んで成果を出すわけではないですよね。

ではない 3 校が集まったんだなと思っております。

一見、直接受験に関わらないように見えるものが、

「こころを整えるフォーラム」ということで、ご

どんなに豊かなもので、豊穣なもので、後でたくさ

参加いただきました生徒の皆さん、関係者の皆さん、

んの学びや何かを育んでいくかを考えると、これは

保護者の皆さん、本当にご苦労さまでした。特に久

いま、とても大事な教育の現場にいるわけだし、中

高島の中学校の皆さん、遠くから京都に本当によう

学生の皆さんも、これからこれが何かにつながって

こそお越しくださいました。今日は「地元文化自慢

いく、とてもいいものにつながっていくのをわくわ

授業」ということで、3 校がそれぞれ特徴ある伝統

くしながら楽しみにしていただきたいなと思いまし

文化の各校の取り組みを紹介してくれました。

た。ありがとうございました。

体育系のことは毎年府下大会があって、毎学期大
会があって、全国大会があって、必ずテレビに出ま

司会

はい、ありがとうございます。

それでは、いよいよ締め一番になりますが、生徒
の皆さんはそこにいていただいて、和知中学の新宮

す。だから体育系のことは、どこの中学校が強いか、
ほとんどみんな分かります。
それが文化のことになると、ほとんどないんです。

校長先生に感想も交えて、大会の最後のあいさつを

こういう取り組みすらないのが現状だと思ってくだ

していただくことにしたいと思います。新宮校長先

さい。こんなことがなされることはめったにない。

生、どうぞ前の方に来ていただけますでしょうか。

だから、和知中学校の人形浄瑠璃も、これまで和

今回の取り組みで私たちがクラスに行ったとき

知中の文化祭で発表するのがせいぜいだった。去年

に、和知中の校長室ですよ、校長室で人形浄瑠璃の

やっと京都へ国民文化祭がやってきて日の目を見る

総合学習の授業をされていて、自らいろいろと案内

ことができたというのが実態です。本当はもっと地

して教えていただきました。

域文化的な交流があるような取り組みがなされてい

よろしくお願いします。

れば、実際にはもっと有名になっていたんではない
かなと思っています。

和知中学新宮校長

失礼します。先ほど各校から順

に感想を言われていたときには、私はどきどきしま

化的な取り組みは、確実に学校の現場教育のなか、

した。最初に終わりのあいさつを頼まれたときに、

教育課程、または課外授業のなかで取り入れられて

最初だったから、始めからつくっておけばいいなと

いるのを聞いて、見て、安堵するというか、心が和

思ったのですが、終わりは、先ほどやまだ先生が言

むというか、安心をするというか、ほっとした時間

われた後に、まだそれに付け加えて感想を付けてと

でした。

いうふうに、紙がくちゃくちゃになって嫌になって
しまったのですけれども。
実は、沖縄は和知中学校が 4 年か 5 年前に修学旅

僕は体育系の人間ではありません。数学と理科が
専門で、あまり体育には縁のなかったことです。だ
から、大会とは上にあいさつとかをするんですが、

行に行かせてもらったことがあって、縁がないわけ

大変つらいことでした。でも、ここは得意です。文

ではないんです。

化系は僕は大好きです。

上賀茂神社は、僕が大学に行っている時代に下宿

あまり話が長くなってしまいますので。昨年の京

しておったのが上賀茂であります。毎朝散歩をする

都の国民文化祭 2011 の「こころの宣言文」のなか

のが僕の趣味でして。そのころ僕は数学者になりた

に大変いい言葉がありました。その辺を少し引用し

いと思って、夜中にずっと勉強していたことがある

て、まとめとさせていただきたいと思います。

んです。夏休みに夜 10 時ごろに勉強を始めて 5 時
ごろに寝るようにしていました。
6 時か 7 時ごろに上賀茂神社に散歩に行きまして、
そうすると、どこか分かりませんが、女子高生が集
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ただ、今日の発表を聞いて、伝統芸能や学校の文

東日本大震災では多くの方々が、
家族や大切な人、
住む家、町を、そして大事なふるさとを一瞬して失
い、想像を絶する悲しくつらい体験をされました。
私たちは、その自然の力を前に人間の無力さを感

団でランニングでやって来て、
「おはようございます」

じるとともに、被災された人々が極限的な状況にお

と声をかけてくれました。僕も思わず「おはようご

いても決して利己的にならず、思いやりと感謝の気

ざいます」と返しました。それが 1 日の一番の楽し

持ちで互いに助け合いながら生きていくことをされ

沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」❖

る姿に、そして、不屈の精神に世界中の人々が深い
感銘を受けました。私たちがいま未来に向かって伝

願ってごあいさつとしたいと存じます。
ありがとうございました。

えていかなくてはならない精神がそこにあったと思
います。
私たちはいま、「こころを整える」というテーマ

司会 ありがとうございました。
新宮校長先生によっ
て全体の総括的な締めの言葉をいただきました。

について、心の在り方について考えてきました。こ

先ほどは、やまだようこ先生が「ふるさとに根づ

んにちの激しい変化の社会のなかで便利さや快適さ

き、世界にひらく」という言葉を言っていただきま

ばかりを追いかけて、私たちは何か大切なものを見

したが、皆さんもその言葉、ふるさと、自分たちの

失ってはいないのでしょうか。

地元の文化にうまく根付きながら、そして、それを

人間の限界を見失い、自然を支配できるといった
思い上がりに陥ってはいないでしょうか。その結果
が、あのような悲惨な悲劇を生んだのではないで
しょうか。

肥やし、根っこにしつつ、世界に向かってこれから
羽ばたいていってほしいと思います。
それでは、各校代表の 9 名の生徒の皆さん、一緒
に立ってくれますか。盛大なる拍手をお送りくださ

そのなか、今日生徒たちが一生懸命に取り組んで

い。それから久高中学校、西賀茂中学校、和知中学

いる伝統芸能、文化は、決しておごることなく、自

校の、関係者の皆さん、一緒に今日は参加していた

然と調和して世代から世代へと受け継がれていく日

だき、本当にありがとうございました。

本の誇れる文化だと思います。文化は人間の生き方

今日は私としても感慨無量というのか、こういう

そのものです。人間の営みと自然が調和される文化

取り組みができて本当にうれしく思っております。

こそが、そこにあると感じます。

京都府、また、さまざまな関係の方々のご協力を本

この文化が引き継がれ続くことが日本の未来を支

当にありがとうございました。これをもって「ここ

える力だと信じています。各校のますますの伝統文

ろを整えるフォーラム」を終了させていただきます。

化、および文化的な取り組みの発展と、この生徒た

ほんとうに、ありがとうございました。（終了）

ちによって素晴らしい日本の未来が開けることを
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〈ホームページより〉

第 1 回こころを整えるフォーラム

10 月 20 日、第 1 回こころを整えるフォーラム「沖
縄久高島と京都の中学生の『地元文化自慢授業』
」が

「沖縄久高島と京都の中学生の
『地元文化自慢授業』
」が開催さ
れました

京都大学稲盛財団記念館大会議室で開催されました。

（こころの未来研究センターに掲載された報
告記事：近藤令子記）

島民と共に伝統文化を守り続けている久高中学校

京都府とこころの未来研究センターの共同企画と
して開催した本フォーラムでは、初めての試みとし
て、「神の島」として尊崇される沖縄県の久高島で、
と、地元の伝統的な祭りを守る活動を行っている京
都市立西賀茂中学校、芸能の伝承を担っている京丹

開催日時：2012 年 10 月 20 日（土）13:00〜17:00
開催場所：京都大学 稲盛財団記念館 3 階大会議室
（京都市左京区吉田下阿達町 46）
プログラム
13：00〜13：20 趣旨説明（鎌田東二）
挨拶 : 兼島景秀
（沖縄県南城市立久高小中学校長）
13：20〜14：10 久高中学校（沖縄県南城市久高島）
の生徒による「島自慢授業」
14：10〜15：30 西賀茂中学校（京都市北区）
・和知中
学校（京都府船井郡京丹波町）の生
徒による「地元文化自慢授業」
15：30〜15：45 休憩
15：45〜17：00 ディスカッション
コメンテーター : やまだようこ
京都大学名誉教授・立命館大学特
別招聘教授（発達心理学）
司会 : 鎌田東二（宗教哲学・民俗学）
閉会挨拶：新宮雅之
（京都府京丹波町立和知中学校長）
【特別関連企画】
10：30〜12：00 記録映画上映「久高オデッセイ第二
部 生章」
（大重潤一郎監督作品）

波町立和知中学校の三校の生徒が集い、
「地元文化
自慢授業」と称して、地元文化の実演発表等とディ
スカッションを行いました。
開催の趣旨と経緯について、京都府と共にフォー
ラムを企画し、当日の司会進行を務めた鎌田東二教
授はこのように紹介しています。

「この催しは、1 年以上の準備を経て開催にこぎ
つけました。昨年 9 月に行われた久高 島の大運動
会（幼稚園・小学校・中学校・島民全員参加）にや
まだようこ先生（京都大学名誉教授）ともども参加
し、兼島景秀久高小中学校長先生や久高島留学セン
ター代表の坂本清治先生とお話しする中で、今日の
催しの基本構想が生まれてきました。
いじめや不登校や無気力など、学校現場を浸食し
ている教育の諸問題を解決していく糸口の一つとし
て、生徒本人が生活しているそれぞれの地域の「地
元文化」をどう捉えるかは、問題解決にすぐにはつ
ながらなくても、重要な糸口になるはずだと考えま
す。なぜなら、それによって、生徒自身が、自分自
身の立ち位置や、自分たちの家族や、共同体や社会
の歴史と現実を深く見つめ、考えていくきっかけと
なると思うからです。そして何よりも重要なのは、
この社会を、この世界を構成しているのは、自分た
ちだけでなく、いろいろな人々、もの、いのち、環
境あってのことと、他者を理解し 大切に思う心を
育む機会になると確信するからです。
「地元文化」
に対する深い関心と愛情と誇りなしに、
「他文化」
に対する深い理解と 尊敬心は生まれにくいのでは
ないでしょうか？
そんなことを考えながら、本日の催しに取り組ん
でまいりたく思います。」
（当日の配布資料より）
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沖縄久高島と京都の中学生の「地元文化自慢授業」❖

第一部では、鎌田教授による趣旨説明の後、兼島

の発表から、伝統を継承し次へ伝え、新しいものを

景秀 久高小中学校長の挨拶があり、久高島中学校

生み出しながら、生きる力も生み出す、そんな良い

生徒と先生らによる「地元文化自慢授業」が始まり

循環を感じた」と感想を述べました。

ました。

鎌田教授の進行のもと行われたディスカッション

はじめに引率担任で琉球舞踊の名手である大城寿

では、各校の生徒が自分たちの発表の感想や、他校

乃先生が琉球古典舞踊「かせかけ」を披露し、会場

の発表を見て感じたこと、やまだ名誉教授からの「な

が一気に沖縄ムードに包まれました。その後、生

ぜ伝統を守りたいと思うのか？」といった質問に対

徒みずからの手によるパワーポイントでの久高島紹

する意見を活発に発言しました。
「久高島のエイサー

介があり、生徒がお面をかぶって踊る「あぶじゃー

はとてもカッコ良かった。自分たちの太鼓にも取り

まー」、琉球空手の実演、ダイナミックなエイサー

入れたい（和知中学）」「自分たちの発表は、他校ほ

が披露され、ラストは会場の参加者を巻き込んでの

どダイナミックではなかったが、祈りや自然への感

カチャーシーで盛り上がりました。

謝の気持ち、被災地への支援活動などは独自のもの

続いて西賀茂中学校の生徒が、地元の上賀茂神社

だと再確認した（西賀茂中学）」
「沖縄の伝統行事は、

との繋がりを紹介し、職場体験プロジェクトで習っ

僕たちの祖先が大事にしてきたもの。僕たちの代で

た「神楽」の舞を披露したほか、東日本大震災を機

それをなくしたくない。これからも後輩に伝えてい

に始まった福島県いわき市立小名浜中学との交流活

きたい（久高中学）」など、各校がそれぞれの思い

動を紹介。「東日本に元気と笑顔を」というキャッ

を熱く語っていました。

チフレーズで大規模な募金活動やビデオレター交

来場した参加者もマイクを取り感想を述べまし

換、T シャツ制作など被災地を支援するために元気

た。過疎が進む久高島の再生をめざして設立され、

に活動する様子を伝えました。

島の活性化に貢献する山村留学センターの坂本清治

第一部最後には和知中学校が登場。ハッピを着た

さんが、「このようなフォーラムが実現して嬉しい。

生徒らによる和太鼓の演奏で始まり、激しい動きと

全国の限界集落といわれる場所の状況が年々厳しく

共に見事な太鼓の音が会場全体に響き渡りました。

なっているなか、地元と外部の人が繋がっていく取

パワーポイントでは四季折々の和知の様子が紹介さ

り組みが大切だと感じている。中学生の皆さんは今

れ、京都府指定無形民俗文化財となっている和知人

日のフォーラムで出会った人、関心を持ってくれた

形浄瑠璃を生徒らが地元の人々の指導のもと、昨年

人と関わっていくことで、次の社会を作り出してほ

の国民文化祭での上演に向けて必死に取り組む活動

しい」と話しました。

の様子が、臨場感あふれる写真説明とビデオで紹介
されました。

フォーラムの締めくくりにあたり、西賀茂中学校
の西田教頭は「京都には数多くの伝統文化があるが、

第二部では、各校の生徒によるディスカッション

あるのが当たり前という感覚になっているところが

が行われ、冒頭で挨拶に立ったコメンテーターのや

ある。今回、あらためて伝統を足もとから見直す機

まだようこ京都大学名誉教授が「久高中の発表は、

会が得られたのではないか」とコメント。和知中学

自分たちの文化を誇りに思いながら世界に発信する

の新宮校長は、
「今日はこころを整えるというテー

力を感じた。伝統文化が血肉となっている。西賀茂

マについて考えてきたが、生徒たちが一生懸命取り

中は、自然への感謝や祈りと、東日本大震災の被災

組み、発表した伝統芸能は、今後も途絶えることな

地への取り組みを繋げて発表し、その大切さを私た

く自然と調和しながら、世代から世代へと引き継が

ちに教えてくれた。和知中は、人形浄瑠璃や和太鼓

れるべき日本の誇れる文化だと思う。この文化が継

の迫力や、発表のなかでの『和知が好き。誇りに思

承されていくことが日本の未来を支るものと信じて

う』という言葉がとても良かった。
（イベント全体

います」とフォーラムを総括しました。

を通じて）自分たちの地域や文化を誇りに思い、他
文化、他地域と交流して世界に開いていくことが大

鎌田教授は、フォーラムを終えた感想として、こ
のようにコメントしています。

切だ」と感想を述べ、米心理学者のエリクソンが作っ

「こころの未来研究センターは、その名の通り、豊

た「Generativity= ジェネラティビティ（次世代へ

かな “ こころの未来 ” を創造していくというミッ

と繋ぎながら、価値を生み出す行為に積極的にかか

ションを持っていますが、研究方面からだけでなく、

わっていく、という意味）
」を引用しながら、
「3 校

さまざまな社会実践や社会教育活動と連携しながら
39

“ 豊かなこころの未来 ” を創造していくことも大事
な仕事の一つだと考えています。とりわけ、今回、
14 〜 15 歳の、本当に打てば響く年齢の少年・少女
たちに “ こころを整え、練る ” 機会と場と環境を提
供できることがどれほど重要ですばらしいことか、
改めて強く感じました。これを機に、さらに構想を
あたため、何らかの形で、継続していくことができ
れば “ 豊かなこころの未来づくり ” に少しでもお役
にたつことができるのではないかと、一層気を引き
締めて頑張っていきたいと思います。」
西賀茂中学校による神楽の舞

フォーラムの様子

おなじみ鎌田教授の法螺貝でフォーラムが始まった
和知中学校による和太鼓演奏

フォーラム全景

久高中学校によるエイサー
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第二部のディスカッション風景

久高名産の海ぶどうの試食や作品販売コーナーも開設

