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Ⅰ　はじめに

　全国に配置されている国営公園では文化財
的資源である古民家等を移築又は新築復元
し，我が国の歴史・文化の学習や体験の場と
して様々な取り組みが行われている（1）。今に
残る古民家は地域の風土の中で，風雪に耐え，
農民等の生きていく上での様々な知恵の集大
成というべきものである。例えば，東北地方
の雪深い地域の人々は，地域で採集できるス
スキなどを雪囲いや茅葺き屋根の材料に使っ
たり，牛や馬の飼育のため，馬屋を家の中に
取り込んだり，蚕を飼うために家の中を階層

化するなど生活の知恵を出し，家の構造も工
夫して生き抜いてきた。平成 14年度から学
校教育において実施されている「自ら学び，
自ら考える」生徒を育成し，「生きる力」を
育むことと目標とする「総合的な学習の時間」
においても，地域の資源の活用による学習が
期待されており，古民家と，そこでの人々の
暮らし方，生き方を体験とともに伝えること
は，青少年育成上，極めて意義のあることと
考えられる。国営公園においても，古民家を
はじめ地域の歴史・文化の学習に資する文化
財的資源を活用し，さまざまな体験プログラ
ムが実施されているが，今後の展開を考える
上で，国営公園としての特性を十分に踏まえ
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た検討が求められるだろう。
　そこで本報告では，地域の文化財的資源を
有する国営公園における青少年に対する歴
史・文化の総合的な体験学習の場としての可
能性と課題について，国営みちのく杜の湖畔
公園における歴史・体験プログラム事例を取
り上げ考察した。

Ⅱ　国営公園における古民家等の現状

　国営公園には一つの都府県を越えるような
広域の見地から設置されるもの（イ号の国営
公園）と国家的な記念事業として，又は我が
国固有の優れた文化財的資源の保存・活用を
図るため閣議の決定を経て設置されるもの
（ロ号の国営公園）の 2種類がある。平成
21年 4月現在，北海道から沖縄県まで整備
中の国営公園は 17箇所あり，その内 16箇

所（2）が開園され，年間 3,000万人以上の公園
利用者が訪れている。国営公園には様々な役
割があり，多様な公園施設を有している。現
在，古民家等の文化財的資源を有する国営公
園は 6箇所ある。（表 1参照）
　古民家等の文化財的資源を有する国営公園
は歴史・文化の地域性の観点から次の二つに
分けることができる。
（1 ）専ら，我が国の優れた文化財的資源を
その歴史的風土も含めて，保存，継承，
活用することを目的とする国営公園で，
国営飛鳥歴史公園（奈良県），国営吉野ヶ
里歴史公園（佐賀県），国営沖縄記念公園
首里城地区（沖縄県）をあげることがで
きる。この内，国営飛鳥歴史公園は飛鳥
地方の歴史的風土そのものの保存を目的
としており，往時の建物の復元はない。

（2 ）国営公園の所在する地域の文化財的資

　表 1　古民家等復元建築物のある国営公園一覧

公園名 所在地 計画面積
（ha） 設置エリア エリア面積

（ha） 概　　　要 復元建物
の概要　

新築・移
築の別　

文化財の
指定等　

国営みちのく
杜の湖畔公園 宮城県川崎町 647 ふるさと村 6.7

建築様式が完成した「東北 6
県の 19世紀の代表的な農家」
の移築復元

古民家 7
棟，馬屋
Ⅰ棟，長
屋門 1棟

移築復元

古民家は
川崎町有
形文化財
指定

国営越後丘陵
公園 新潟県長岡市 399

里山フィー
ルドミュー
ジアム

29
1840年（天保 14年：解体時
発見書き付け）建築の農家（庄
屋）

古 民 家
1棟 移築復元

国営木曽三川
公園

愛知県一宮
市，岐阜県海
津町，三重県
桑名市他

6,108 木曽三川公
園センター 39.4 明治中期頃の中小地主の農家

を想定し，復元
古 民 家
1棟 新築復元

国営備北丘陵
公園 広島県庄原市 340 ひばの里 9

明治から昭和初期の比婆さと
やま屋敷，茅葺農家，田畑等
の整備により，中国地方のさ
とやまの景観を再現

古 民 家
15棟 新築復元

国営吉野ヶ里
歴史公園

佐賀県神埼
市，吉野ヶ里
町

54 環 濠 集 落
ゾーン 29.7

吉野ヶ里遺跡の遺構の残存状
況が良好で，「クニ」として最
も栄えた時期とされる吉野ヶ
里 7期（弥生時代後期）にお
ける建物，環濠等を復元

復元建物
98棟 新築復元

吉野ヶ里
遺跡は埋
蔵文化財

国営沖縄記念
公園
（首里城地区）

沖縄県那覇市

82

4 首里城地区 4

1712年再建，1925年国宝指
定された正殿（昭和 20年ま
で首里の丘に存在）等首里城
を構成する建築物等の復元

首里城正
殿，北殿
等 12棟

新築復元
一部遺構
の利用

城（グス
ク）部分
は世界遺
産登録

（海洋博覧地区）沖縄県本部町 77 おきなわ郷
土村 4

琉球王国時代から明治 22年
（1889年）に敷地・家屋制限
令が解除された頃までの村落
の様子を再現（100年～500
年前）

古民家 7
棟，近年
の民家 1
棟，高倉
等 3棟

新築復元

※国営飛鳥歴史公園（歴史的風土特別保存地区）には復元建築物はない。
※移築復元 10棟，新築復元 137棟　合計　147棟
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源の保存，継承，活用を図るため，国営
公園の誘致圏域内（公園の利用を期待す
る地域の範囲）に存在した古民家等を当
該公園区域内のあるエリアに移築又は新
築復元した国営公園で，国営みちのく杜
の湖畔公園（宮城県），国営越後丘陵公園
（新潟県），国営木曽三川公園（愛知県，
岐阜県，三重県），国営備北丘陵公園（広
島県），国営沖縄記念公園海洋博覧会地区
（沖縄県）をあげることができる。

　（1）の国営公園は区域全体を歴史・文化の
学習や体験の場として活用することが本来目
的であり，様々な取り組みを行っている。（2）
の国営公園は国営公園区域の一部を地域の歴
史・文化（対象は主として往時の農家等日本
人の大多数の庶民の古民家）の拠点として活
用するものである。この二つの国営公園の管
理運営のあり方は極めて異なるので，本報告
では，（1）の飛鳥，吉野ヶ里，首里城のよう
に全国的に有名ではなく，余り知られてはい
ないが地域の歴史・文化を学ぶ上で重要と考
えられる（2）の地域の文化財的資源を有する
国営公園から事例を取り上げることとする。
この事例として，時代考証等に基づき整備さ
れ，管理運営されている国営みちのく杜の湖
畔公園を取り上げることとする。

Ⅲ　国営みちのく杜の湖畔公園について

　国営みちのく杜の湖畔公園は，東北の風土
と文化を踏まえながら，東北地方における多
様なレクリエーション需要に対応するため，
蔵王連峰を望む，宮城県川崎町（仙台市南西
に隣接）の釜房湖畔に設置された面積約
647haの国営公園である。公園施設として，
東北が中心であった縄文文化を象徴する「時
のひろば」，季節毎の花々で彩られる花畑・
大花壇を有する「彩りのひろば」，様々なこ
どもの遊び場を有する「わらすこひろば」，
釜房湖の湖面を利用する「ボート乗り場」，

自然豊かなキャンプ場の「エコキャンプみち
のく」，東北 6県の代表的な古民家の移築復
元では日本唯一の「ふるさと村」などがある。
公園利用プログラムとして，季節ごとの大規
模な花による風景づくりを中心としたイベン
ト，ロックコンサート，各種体験プログラム，
プロジェクト・ワイルドなどの環境学習プロ
グラムなど多様に行われている。平成 20年
度の公園利用者数は約 72万人であった。

Ⅳ　国営みちのく杜の湖畔公園ふるさと村
における古民家等及び体験学習プログラ
ム

１．古民家等の概要
　国営みちのく杜の湖畔公園ふるさと村（以
下 ｢ふるさと村｣ という。）のコンセプトは
東北地方の「農の風景」を創ることであり，
茅葺き屋根の連なる集落の風景を創造し，実
際に民家で行われてきたくらしの知恵を体験
することができるようにすることである。こ
のため，古民家の他，田，畑，段々畑，植栽
による修景，水車小屋，炭焼き小屋，流れ，
おまつり広場等も整備されている。これらの
施設の維持・運営管理の他，様々なボランティ
アの方々との協働による体験プログラムも実
施している。ふるさと村を構成する古民家群
は，はじめに東北 6県各地域の「民家形態
の確定時期（19世紀）に建築された代表的
な茅葺き民家（農家）」を選定し，これに適
合した遺構を探し，その遺構の寄贈を受け，
移築復元したものであるので，19世紀の東
北 6県の代表的な茅葺き屋根の農家の古民
家が一堂に会している。このような古民家群
の集積においては日本唯一である。（表 2参
照），（写真 1，2参照）
　ふるさと村の古民家 7棟は公園施設であ
ると同時に宮城県川崎町の有形文化財に指定
された文化財であり，その保存は重要である。
各古民家の中の各部屋も利用することがで
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き，子供から大人まで楽しく東北地方の歴史・
文化を理解することができるよう管理運営を
行っている。各古民家は建築基準法，消防法
を遵守し，防火対策，耐震性の向上等必要な
補強を行っており，来訪者にとっても安全に
利用できる施設となっている。

２．体験プログラムの概要
　平成 20年度の公園利用実態調査では国営

表 2　ふるさと村古民家等の概要

旧所在地 ふるさと村での
古民家等名 形　　　態 面積

（m2） 建設時期 展示テーマ

宮城県色麻町 鳴瀬川河畔の家 中二階式養蚕家屋 434 1896年 すまい

宮城県川崎町 釜房の家 主屋：直屋
馬屋付属

148
48

19世紀半ば
19世紀後半 くらし

秋田県由利本荘市（旧大内町） 本荘由利の家 両中門造り 427 1900年 食

岩手県遠野市 遠野の家 南部曲り屋 347 19世紀半ば 伝　承

青森県弘前市 津軽の家 内馬屋式直屋 179 19世紀後半 祭　り

山形県鶴岡市（旧朝日村） 月山山麓の家 妻入り式養蚕家屋 168 19世紀半ば 仕　事

福島県南会津町（旧南郷村） 南会津の家 馬屋中門造り 131 19世紀半ば 民　芸

宮城県大崎市（旧田尻町） 長屋門 長屋門 69 1864年 情報館

写真２　ふるさと村古民家の配置（3）

写真１　ふるさと村の遠景（背景は蔵王連峰）
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みちのく杜の湖畔公園の利用者の約 7割が
家族連れであり，青少年では親と行動を共に
する小学生以下の子どもが多い。青少年は小
学校の団体の一員として又は家族と一緒に
様々な体験プログラムに参加している。体験
プログラムは次の通りである。（表 3参照）
（写真 3参照）
（1）毎日利用可能な基本となるもの
　ふるさと村の古民家は往時，実際に生活に
使われていた本物の茅葺きの農家の家屋であ
り，建物自体が文化財の価値を有する展示物
である。月 1回，公園内で発生する間伐材
等を活用した炭焼きや日々の農作業，清掃等

が行なわれ他の公園施設と同様に利用が行わ
れるよう維持・管理運営（4）（5）を行っている。
昔を感じさせる懐かしい匂いも全ての古民家
の囲炉裏で薪又は炭による薫煙により醸し出
されている。この材料は公園内で発生したも
のを利用し，持続可能な資源循環に努め，環
境に配慮している。ふるさと村における最も
重要な体験プログラムは，古民家の中に自由
に出入りし，見学し，休憩し，縁側に腰掛け，
談笑したりすることなど来訪者自ら実際に古
民家を利用することである。そのための装置
がいろいろ用意されている。ふるさと村全体
のインフォメーションセンターは長屋門に設

表 3　平成 20 年度歴史・文化体験プログラム一覧

体験プログラム 開催時期 開催場所 内　　　　　容 協働ボラン
ティア名等

プログラム開催日
の参加人数（人）

古民家及び田・畑・段々
畑等の見学・体験
（≒常設展示体験）

毎　　日 各古民家 ,田，
畑，段々畑等

農村風景の体感
古民家の中での体感
各古民家のテーマに合せた民具各種
の展示，カラーコルトン，アニメー
ション等の映像・音声機器等による
解説（セルフガイドシステム）古民
家維持のための囲炉裏・釜戸での薫
煙，炭焼き室内掃除，田・畑・段々畑，
周辺植栽の維持管理だいこん干し等
季節の風物詩の再現

お茶，漬物のおもてなし 毎　　日 鳴瀬川河畔の家 ふるさと村で栽培された野菜等の漬物，お茶の無料提供（おもてなし）
そば打ち・こんにゃく作
り体験 土・日・祝日 本荘由利の家 公園スタッフの指導による体験実習 1,976

民話を聞く会 土・日・祝日 遠野の家 ボランティアによる民話語り平日：
小学校等事前予約による民話語り

ふるさと村
の民話の会 10,007

釜房の家での民具等解説 土・日・祝日 釜房の家 ボランティアによる解説 釜房ろばた
の会 21,816

川崎町の文化体験イベント 季節の節目 釜房の家 お月見だんごづくり，づんたもちづ
くり盆飾り・七夕かざり等

食の先生から学ぼう 日（月 1回） 本荘由利の家 東北地方に伝わる伝統的な料理づく
りの体験

食のボラン
ティア 81

田植え体験 5月 25日 水田 一般募集による田植え体験 11
稲刈り・脱穀体験 10月 12日 水田 一般募集による稲刈り・脱穀体験 105

昔遊び体験 日 本荘由利の家
屋外での羽子板，竹とんぼ，だるお
とし，こままわし，室内でのおはじ
き，けんだま，お手玉，毬つき等

みちのく公
園 パ ー ト
ナーネット
ワーク

8,820

カイコの飼育展示 7月～8月 月山山麓の家 蚕の飼育（こどもの夏休み期間中）
竹馬 毎　日 おまつりひろば 竹馬の自由使用

ふるさと村の夏まつり 8月 9・10日 南会津の家，月
山山麓の家

高野三匹獅子（福島県），高野三匹
獅子（福島県）等

ふるさと村の秋まつり 9月 27・28日 遠野の家，おま
つりひろば等

火伏せの虎舞（宮城県），花巻鹿踊
り（岩手）,わんこそば大会，忍び駒
つくり，折り紙等

毎年，東北
各県の日を
決め，その
県の伝統的
芸能の披露
等

新春ふるさとまつり 平成 21年 1月
10・11日

おまつりひろば
等

獅子舞，和太鼓演舞，七福神（福島県）
等

かまくらまつり 平成 21年 2月
6～8日

古民家前広場，
多目的ホール等

かまくらの展示，なまはげの古民家
来訪，なまはげ郷神楽（秋田県）等
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置され，様々な情報が提供され，ここを拠点
に東北古民家の探訪ツアーがはじまる。各古
民家には夫々「展示テーマ」が設定され，移
築前の状況や家の構造の紹介，展示テーマに
応じた映像・写真・音声・文字情報等による
解説が行われている。情報提供ツールとして
はアクリル製のキューブ，ミラクルビジョン
（立体映像），ビデオ映像（写真 4参照），
模型（音声解説付きもあり），民具，文字情
報による各部屋の名称・説明ボックス，パン
フレット類等が用意されている。これらは楽
しく「くらしの知恵」が学習できるセルフガ
イドシステムとなっている。又，おまつり広
場での竹馬，本荘由利の家での室内の昔遊び
が毎日，自由に行うことができる。
　展示テーマが「すまい」の「鳴瀬川河畔の
家」の例では次の通りセルフガイドが行われ
ている。
① 東北地方の代表的な民家形式（直屋，曲り
屋，養蚕家屋）の模型と音声による解説

② 東北地方に建っていたいろいろな家の姿を
四季の中で旅行に行った気分で楽しめるビ
デオ映像（東北民家紀行）
③ 鳴瀬川河畔の家の移築前の状況と構造を紹
介する映像キューブ（模型内蔵）
④ 鳴瀬川河畔の家の各部屋に設置の部屋の名
称とその説明ボックス
⑤ 鳴瀬川河畔の家の屋根裏をカメラで覗き，
観察するように見える映像キューブ
⑥ 鳴瀬川河畔の家で最もトピック的な水害時
における家の人達の動きを生き生きと描く
不思議なミラクルビジョンによる映像
⑦ 鳴瀬川河畔の家のリーフレット
⑧ ふるさと村で栽培された干し「栗」，「唐辛
子」などの縁側での展示
⑨ ふるさと村で栽培された野菜の漬物，梅干，
お茶を「だいどころ」（囲炉裏があり，かっ
て，団らんと食事に使用）で無償提供。こ
こがふるさと村で一番の人気のスポットと
なっており，不定期にスタッフが利用者と
の対応を行っている。

（2）土曜，日曜，祝日に定期的に行われる
もの
　自由参加することができる，遠野の家等の
中での民話語り，本荘由利の家の内外での昔
遊びの指導，釜房の家での民具（川崎町在住
の方々等からの無償寄付）等の解説などがボ
ランティアの方々により提供されている。又，
スタッフによりそば打ちとこんにゃくづくり
体験が本荘由利の家で行われている。（写真
5参照）
（3）毎月 1回定期的に行われるもの
　宮城県の郷土料理であるずんだ（枝豆）で
作る「ずんだおはぎ」など東北地方に伝わる
伝統的な料理づくり体験が，ボランティアの
指導により行われている。
（4）季節の節目にまつりの一環として行わ
れるもの
　おまつり広場や各古民家を利用し，ふるさ
と村夏まつり，秋まつり，新春ふるさとまつ

写真３　家族連れ（鳴瀬川河畔の家）

写真４　ビデオ映像（津軽の家）
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写真５　昔遊び（本荘由利の家） 写真６　小学生に対する民話語り（遠野の家）

表４-１　平成 20 年度民話語り小学校利用一覧

小学低学年 小学高学年 合　計

県名 市町村名 1年 2年 3年 1～2年 1～3年 小計 割合
% 4年 割合

% 計 割合
%

宮城県 角田市（25km） 1
104

1
104

9.1
10.8

1
104

5.6
8.3

宮城県 岩沼市（20km） 1
157

1
157

9.1
16.3

1
157

6.6
12.6

宮城県 仙台市（20km） 3
365

3
173

1
83

7
621

63.6
64.3

7
561

100
100

14
1182

77.8
72.3

宮城県 村田町（10km） 1
47

1
47

9.1
4.9

1
47

5.6
3.8

宮城県 亘理町（23km） 1
37

1
37

9.1
3.8

1
37

5.6
3.0

　

計 1
104

5
559

3
173

1
83

1
47

11
966

100
100

7
561

100
100

18
1527

1000
100

割合 % 5.6
4.2

27.8
22.4

16.7
6.9

5.6
3.3

5.6
1.9

61.6
63.3

38.9
36.7

100
100

※上段：学校数，下段：人数
（　）の数字：みちのく公園からの距離

表４-２ 　平成 20 年度民話語り小学校利用一
覧（曜日別）

曜日 校数 割合 % 人数 割合 %

月 1 5.6 152 10

火 0 0 0 0

水 3 16.7 148 9.7

木 7 38.9 696 45.6

金 7 38.9 531 34.8

土 0 0 0 0

日 0 0 0 0

計 18 100 1,527 100

表４-３ 　平成 20 年度民話語り小学校利用一
覧（月別）

月 校数 割合% 人数 割合 %

6月 3 16.7 274 17.9

7月 1  5.6 80 5.2

8月 1  5.6 112 7.3

9月 10 55.6 863 56.5

10月 2 11.1 133 8.7

11月 1  5.6 65 4.3

計 18 100 1,527 100
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り，かまくらまつりとして，東北地方の伝統
的芸能の披露，伝統的な工芸体験やボラン
ティアの方々による民話まつり，昔遊び大会
などが行われている。冬以外の季節の節目は
チューリップ，ポピー，コスモスなど国営み
ちのく杜の湖畔公園の最も華やぐ時期でもあ
り，公園全体として様々なイベントが行われ，
多くの公園利用者があるときでもある。
（5）学校等団体の要望に応じて平日に不定
期に行われるもの
　青少年の体験学習の一つに事前予約の学校
に対する「遠野の家」でのボランティア（ふ
るさと村民話の会）による民話語りがある。
平成 20年度では宮城県内の小学校 18校，
1,527名に対して遠野の家の中の座敷におい
て民話語りを行っている。これらの学校は国
営みちのく杜の湖畔公園からの距離が約
25km以内，到達時間が 1時間以内で，全て
小学 4年生以下，曜日では木・金曜日に全
体の約 8割が，月別では 9月に全体の約 6
割弱が集中している。（表 4－1～4－3参照）
（写真 6参照）

Ⅴ　歴史・文化体験学習プログラムの場と
しての国営公園の特徴

　Ⅱ～Ⅳの事例分析をふまえて，本章では考
察した結果を記す。

１．歴史・文化体験学習の場としての利点
　ふるさと村の事例による，地域の文化財的
資源を有する国営公園における青少年を対象
とした歴史・文化体験学習の場としての利点
は，下記に示した 6点の通りである。
（1）「本物」の文化財的資源についての手軽
な体験学習
　国営公園においては文化財的資源も楽しく
利用してもらうことを目的とする公園施設で
あることから，他の博物館等の施設と違い，
青少年が「本物」の文化財的資源に手軽に触

れ合う体験学習が出来る。例えばふるさと村
では，気軽に入ることができる釜房の家では
移築前の様子を知っている旧所有者も参加し
ているボランティアの方々から古民家が使わ
れていた当時の様子を聞くことや，遠野の家
での民話の会のボランティアから楽しい民話
を聞くなど，生の話を本物の古民家の座敷な
どで直に体験することができる。又，お客様
への応対サービスの向上を常に心がけている
公園スタッフも様々なサポートを行っている。
（2）楽しみながら，地域の歴史・文化の体
験学習
　国営公園には幼児から高齢の方までいろい
ろな年齢層の方々が自由に楽しむことができ
るいろいろな施設があり，様々なイベントも
行われている。来園時に多くのレクリエー
ションを同時に楽しむことができる。復元し
た建物についても保存するだけではなく，公
園施設として他の公園施設と同様に積極的な
活用を目指している。ふるさと村秋まつりの
例では，公園全体でコスモスまつりも行って
おり，蔵王連峰を展望し，コスモスの大花畑
を楽しんだり，公園内を巡回する汽車型のバ
スに乗ったり，キャラクターショーを見たり，
ジャンピングドーナッツ（飛んだり，跳ねた
りすることができる空気膜構造の遊具）で遊
んだり，ボートに乗ったり，いろいろなレク
リエーションを楽しみながら同時に古民家で
の歴史・体験学習プログラムも楽しむことが
できる。
（3）ボランティアの方々との協働
　国営公園では様々なボランティアの方々と
協働しており，文化財的資源を活用した様々
な体験プログラムが提供されている。例えば
ふるさと村では 4つのボランティア団体が
ふるさと村の趣旨に因んだ活動を行い，来園
者に様々な体験プログラムを提供している。
国営公園のボランティアは適宜募集してお
り，希望すれば青少年でもボランティアとし
て活動することが可能である。
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（4）文化財的資源を利用した安全な体験プ
ログラムの実施
　近年の大地震においては文化財の倒壊等が
話題になっている。国営公園における古民家
等は文化財的資源であると同時に公園施設で
もあるので，文化財の保存の原則にのっとり，
往時のものと誤解を受けない形で建築基準
法，消防法を遵守し，地震時，火災時等にお
ける安全性を確保するため，必要な補強等を
行っており，利用者が安心して体験プログラ
ムに参加することができる。又，園路のユニ
バーサル化，公園施設としての清掃への配慮，
必要な箇所の照明の設置が行われている。
（5）冬季，雨天時等屋外利用が不適の時期
でも体験プログラムの提供が可能
　都市公園である国営公園の施設は主として
屋外レクリーション活動を目的に整備されて
いるため，冬季，雨天時などの荒天時の対応
施設が十分ではない。しかしながら，古民家
等は屋外ばかりでなく，室内での利用も主と
しており，荒天時においても中止することな
く，体験プログラムの実施が可能である。
（6）学術的に裏付けられて移築復元された
文化財的資源
　国営公園における文化財的資源の復元に
当っては，多くの建築物が，その文化財的資
源に造詣の深い学識経験者等の指導を受けて
いる。例えば，ふるさと村では東北地方の古
民家，民俗に造詣の深い学識経験者等からな
る設計委員会を設置し，その検討に基づいて，
古民家の移築復元を行っている。設計，施工，
展示ソフトについても東北地方の古民家の学
識経験者の指導を適宜，受けながら行った。
このため，ふるさと村の古民家は宮城県川崎
町の有形文化財に指定されている。ふるさと
村の古民家は公園施設であると同時に文化財
でもあるので，本物の文化財を活用した体験
プログラムとなっている。

２．歴史・文化体験学習の場としての課題
　地域の文化財的資源を有する国営公園にお
ける歴史・文化体験学習の場としての課題は，
下記に示した 4点の通りである。
（1）地域の文化財的資源の広報の充実
　そもそも，飛鳥や吉野ヶ里など専ら，我が
国の優れた文化財的資源の保存・活用を目的
とする国営公園を除けば地域の文化財的資源
が国営公園の中に公園施設として存在してい
ること自体が余り一般に流布していない。例
えば，国営みちのく杜の湖畔公園における公
園利用者の意見分析においても，花がきれい，
美しい，自然（が豊か），（面積が）広いなど
が良い評価と結びついているが，文化財的資
源を有していることについての評価はほとん
ど出てきていない。今後，地域の文化財的資
源の存在及びそれらを活用した体験プログラ
ムであることについての広報の充実が必要で
ある。
（2）地域内の他の施設との連携
　国営公園は多様なレクリエーション需要に
対応するため，様々な公園施設を有し，それ
ぞれに応じた維持管理・運営管理を行ってお
り，大規模な都市公園としてのイメージが強
い。歴史・文化の拠点としての機能は現在の
ところ十分ではない。今後，文化財を有する
他の施設と連携し，地域の歴史・文化のネッ
トワークを形成し，歴史・文化体験を国営公
園における知的レクリエーション活動として
の位置づけを一層向上する必要がある。
（3）学校等との連携
　ふるさと村での学校の事前予約による利用
は小学 4年生以下で，ある学年層に限られ
ている。「総合的な学習の時間」への貢献や
国営公園の利用の促進のための青少年の歴
史・文化学習に必要となる「副教材」が必ず
しも十分ではない。東北地方の生活の知恵が
凝縮して，形として現れている古民家等につ
いて学術的に裏付けられた副教材を学識経験
者，学校の教師等と連携し作成する必要があ
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る。又，公共交通機関の不十分さ（バスの増
便等は採算性の観点から困難）からも青少年
達が単独で来園することは困難であり，学校
等団体との連携が一層必要である。
（4）研究の充実
　地域の文化財的資源を有する国営公園にお
いては必ずしも歴史・文化に関する研究と研
究成果に基づくプログラム開発が十分ではな
い。今後，スパイラルアップすると考えられ
る歴史・文化に関する知的レクリエーション
需要への増大を考えた場合，所有する文化財
的資源を基礎とする建築学・民族学・教育学
等の学際的な研究とプログラム・デザインが
重要となってくると考えられる。

Ⅵ　まとめ

　地域の文化財的資源を有する国営公園での
歴史・文化の体験は知的レクリーションの一
つとして楽しみながら行われていることに大
きな特徴がある。気軽であるが故に，本物に
対峙しているという認識は必ずしも十分とは
言えない。本物の古民家等は夫々の地域の生
活の知恵を集大成したものであり，それらを
理解することにより，夫々の地域の歴史・文
化の特徴がより明瞭になってくる。古人の生
きる上での生活の知恵を学習し，今後の生き
る上での知恵を考える上でも有用である。ふ
るさと村では東北地方の古民家が一堂に会し
ていることから，東北地方（みちのく）の歴
史・文化における夫々の地域による特徴と違
いを自ら体験することが出来る。東北地方に
おいては，それぞれの地域の特性を生かし，
そこで生き抜くため，知恵を絞り，茅の採集，
葺き替え，積雪，養蚕，馬・牛の飼育，水の
利用等に対応し，家屋の構造や生活の道具等
が形づくられてきた。特に茅葺きの古民家は
日本が世界に誇る持続可能な里地・里山シス
テムの象徴でもあり，今後，ますます減少し
ていく貴重な地域の文化財的資源である。今

後とも国営公園のメリットを生かしながら，
地域の文化財的資源の保存と活用について楽
しみながら，特に「次の世代を担う青少年」
に対して，自ら学び，自ら考える体験プログ
ラムの充実に努めていきたい。
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