
高等学校での竹炭焼き活動

塩 川 哲 雄

Making Bamboo Charcoal in High School

SHIOKAWA Tetsuo

【要旨】

本校は，吹田市北部の千里丘陵に位置している。この地域の特性を生かして，学校の敷地に自

生している竹を材料にして竹炭を焼く活動を実施している。生徒の体験活動の素材として利用す

るほか，地域の人たちとの交流，環境保全の取り組みとの関連等，さまざまな側面で活用してい

る。また，この活動は，さまざまな地域の方々の支援によってなしとげられた。実践の内容と成

果を報告する。
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Ⅰ はじめに

１ 地域の特徴

本校が位置する大阪府吹田市藤白台は，大阪

市の近郊の北摂に位置している。千里ニュータ

ウンとして開発された新興の住宅地域で，地域

に残された自然環境を愛する人たちが多く，住

民の環境保全に向けた意識は強い。また「すい

た市民環境会議」をはじめとする環境保全を目

指すNPO組織が地道な活動を展開している。

そのような背景の中で，吹田市の行政組織は，

地域の環境保全に取り組む努力を続けている。

地域の植生の特徴は，竹が多く自生している

ことである。かつての里山を形成していた雑木

林の面積が激減し，住宅開発が進んでいる。さ

らにわずかに残された空き地の林には竹が繁殖

して他の広葉樹を圧迫している状況がある。林

の整備は手がつけられていないことが多く，密

生した竹が放置されたままで伐採の必要性があ

る。

本校の敷地は，千里丘陵の斜面を一部に含

み，比較的多くの緑地に囲まれている。隣接す

る吹田市立青少年野外活動センター（以下「野

外活動センター」という）との境界部には，竹

が豊富に自生しており，伐採の必要を感じるほ

どの繁殖ぶりであった。

地域に自生する竹を何らかの方法で利用する

施策が，行政の側からも求められていた。私た

ちが竹炭焼きの活動を軌道に乗せようとして，

地域の人たちや行政関係部署の協力を依頼して

まわったところ積極的な反応があり，この活動

が地域の問題にうまく適合していることを強く

感じた。

また，学校に隣接する住宅がなく，周囲が公
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園や野外活動センターであるので，竹炭焼きで

生じる煙や臭気に対して予想された近隣の苦情

は，全くないといってよい。また，所轄の消防

署に炭焼きの実施をそのつど連絡しておいて，

地域の人が煙の発生を通報することに備えた。

このような地域の背景のなかで，校庭のの片

隅に炭焼き窯を設置し，私たちの竹炭焼き活動

がスタートした。

２ 活動のねらい

本校の炭焼き窯は，平成１１（１９９９）年度「大

阪府立高等学校魅力ある学校づくりの推進に関

する事業」により設置された。そのねらいは次

の諸点である。

!１ 環境保全の課題として

学校が位置する地域の環境保全を，生徒たち

に考えさせることを目指した。その題材として

竹が有効に利用できると考えた。環境保全の課

題は幅広く存在しているが，!１竹炭焼きを題材

とする，!２地域の環境保全を考える。の２点に

重点をしぼって課題を設定した。特に，竹を炭

に焼くことによって，繁殖しすぎるといわれて

地域で困っている竹を，新たな利用価値のある

ものとして見なおすことができると考えた。

そこで，次のように竹炭焼きの目標を設定し

た。!１リサイクル：竹を炭にしてリサイクルし

て利用する。!２環境浄化：炭の吸着活性を利用

して，臭いを取る，水質浄化，土質改良に使用

する。!３里山の営みの再現：学校の近くに生え

ている竹と雑木を切ってきて利用することに

よって，昔から人々が営んできた，里山と人間

のつきあいかたを再現することにつなげる。

!２ 開かれた学校作りの素材として

PTAや地域の老人会の参加を要請し，地域

に根ざした活動の性格を持たせ，「地域に開か

れた学校」「地域に支えられた学校」を作って

いくことを目指した。

!３ 「総合的な学習の時間」の素材として

活動の計画当時，「総合的な学習の時間」の

実施が目前に迫っていた。従来の講義形式中心

の授業に限定しない，生徒が自分のからだを動

して物作りをするような，体験的な学習の素材

になることを目指した。総合的な学習の試行的

先行実施の形で，授業時間中の活動に取り入れ

た。

Ⅱ 活動の内容

教職員の有志で，「竹炭焼き実行委員会」を

組織し，さまざまな形式で活動を試みた。学校

長・教頭・事務長を先頭に，教諭・事務職員・

技能員などの教職員が取り組みに参加した。

本活動の実施形態は，主として次の３とおり

図１ 窯の設置に参加した生徒たち

図２ 完成した炭焼き窯
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であった。!１授業時間中：有志の教員が担当す

る授業時間の一部を利用して生徒に活動させ

た。!２休日の自主的活動：教員と生徒の有志

が，土曜日・日曜日の休日を利用して活動し

た。!３地域のグループの活動：地域の老人会

と，こどもエコクラブが，組織の活動として本

校の炭焼き窯を利用した。上記の３とおりの活

動を有機的に結合させて，開かれた学校の協同

作業の形式を作り，総合的な学習の素材とし

て，生徒の体験的活動として利用することを目

指した。

１ 炭焼きに要した材料・機材

!１ 竹

炭の材料にする竹は，本校の敷地に自生する

孟宗竹を使用した。また，隣接する野外活動セ

ンターの敷地の孟宗竹も許可を得て利用した。

さらに，テレビに放映されたこともあって，活

動を知った茨木市の土建業者から，工事のため

に廃材となった竹の大量の寄付があった。

!２ 薪

燃料にする薪は，吹田市建設緑化部の後援に

より，市が管理する公園と野外活動センターの

間伐材を使用した。運搬に際しては，NPO「す

いた市民環境会議」のメンバーから軽トラック

を借用した。

!３ 炭焼き窯

竹炭焼きの窯には，ドラム缶を使うことが多

いようである。しかし，強度・耐熱性・気密性

等の面で弱いという短所があり，炭の焼きあが

りに大きな影響を与えている。体験を交流して

いる他の炭焼き活動では，ドラム缶の保守の問

題が最大の難題であるように感じた。それに対

して，本校では，府の予算措置によって鉄板を

加工した窯を作成することができた。これに

よって炭を焼く効率が良くなり，焼き足らな

い，焼きすぎて消し炭状態になる，などの失敗

はほとんどない。

炭焼き窯の設計は，愛媛県のみかん農園を経

営する俊成満彦氏から学び，提示された設計図

を本校なりに修正して使用した。大きさは，ド

ラム缶窯を使用した方法を基礎にしているため

に，ドラム缶とほぼ同じ大きさにしてある。実

際の製作は，ボイラーを手がけている専門的な

鉄工所に発注した。

２ 作 業

!１ 竹の準備

竹は，５年程度生育したものがよいとされて

いる。自生しているものを切り倒し，枝をはら

う。窯の大きさの半分に合わせて，長さ４５cm

に輪切りにする。さらに短冊形に割り，内側の

節を取っておく。この作業で，竹専用の鋸（ノ

コギリ）と鉈（ナタ）を使用する。生徒の体験

活動として利用できるが，鉈は危険を伴うので

使用させない。

炭焼き１回に必要な竹は，およそ４本分，重

量にして約１００kgである。できあがった炭

は，１５kg程度になる。

!２ 薪の準備

燃料として適した木材は，最初は松を考え

た。火付きが良く，火力が強いと考えた。その

後，樹種に関係なく使えることがわかり，あら

ゆる木材を利用している。薪の長さは，窯の焚

き口の奥行きに合わせて６０cmに切る。太さは

直径５cm程度のものが最適である。もっと太

いものは，鉞（マサカリ）で割る必要があるが，

慣れない者が使用すると危険を伴うので，使っ

ていない。

!３ 竹の充填

窯に竹を詰めこむ作業が，予想した以上に重

労働である。窯の水平方向に竹を並べて詰めて

いく。できるだけすきまのないように竹を詰め

る。あらかじめ，デザインを考えて竹を切って

おいたり，金属製の空き缶に小さな松かさやド

ングリ等を入れてもうまく焼ける。
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!４ 炭 焼 き

窯の焚き口で薪を燃やしつづける。熱風が焚

き口から窯の本体上部に入り，窯の中全体に行

き渡って竹を加熱してから反対側の下部にある

煙突出口から出て行く。内部の温度は，さまざ

まな融点の物質（例えば板状アルミニウム（融

点６６０．４℃）の切れ端・塩化ナトリウム（融点

８００．４℃）の結晶）を入れて融解するかどうか

を確かめようとした。その結果では５００℃～

６００℃であろうと推測している。窯内部の温度

変化は，サーミスタ温度計を用いて測定するこ

とが必要であると考えて，現在，測定を開始し

て継続中である。

所要時間は５時間程度である。火の強さの調

節等，焼き方に工夫の余地がある。

!５ 竹酢液の採取

発生する煙が煙突を通過して冷却する際に，

蒸留効果によって竹酢液が生成する。この液の

成分は，竹が熱分解する際に生じるさまざまな

有機化合物を含んでいる。主成分として，酢

酸・メタノール・プロピオン酸・フェノールが

あげられる。煙突を出る所で，液化して流出す

るものを受けて採取する。煙突は，長さが約４

mある。長ければ長いほど，冷却されるので液

化する量が増える。１回の炭焼きで４～５リッ

トル採取できる。

!６ 煙の変化による温度管理

炭焼きの技術は，伝統的なノウハウの蓄積が

ある。最も重要な焼き上がりのタイミングも，

伝統的な方法で煙の色・湿り具合・温度の変化

を見ながら決めている。

焼き始めは，竹の組織の間に含まれる水が蒸

発して出てくるので，水蒸気を大量に含んだ白

い煙である。２時間程度経過してから，黄色を

おびた刺激臭のやや強い煙になる。これは，竹

のセルロース等が熱分解して炭化していく過程

であると考えられる。やはり水蒸気を多く含ん

でいる。これらの過程で，竹酢液が大量に生成

する。やがて，煙の量が減少して青色をおびた

透明感のある煙になる。この段階で，窯の内部

が高温になって竹の炭化が完了したことを示し

ている。

!７ 密閉と放置

竹の炭化が完了したと見なすことができれ

ば，ただちに窯に４ヶ所ある出入口を密閉す

る。密閉する方法は，窯に備え付けのコックを

閉じる部分と，泥で封をする部分がある。その

後数日間は，余熱が発散して内部の温度が冷め

るまで放置しておく。

!８ 炭の取り出し

内部が冷めたら，できあがった竹炭を取り出

す。上部の窓から窯の中に手を入れて取り出す

ので，相当な重労働である。ただ，完成の喜び

は，何度味わっても良いものである。

!９ 炭と竹酢液の仕分け

できあがった竹炭と竹酢液は，希望の生徒・

教職員・PTA・近隣の人たちに頒布している。

竹炭は１５０gを一単位として，小さなポリエチ

レン袋に入れ，「北千里の竹炭」というラベル

と説明書をつけている。竹酢液は，原液は濃厚

で皮膚にしみついたりするので，十分にろ過し

て，７倍程度に希釈してからペットボトルに入

れて頒布している。

図３ 焼き上がった竹炭
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３ 生徒の活動

上記の作業のすべてを，生徒に参加させて実

施することが理想的である。しかし，授業の範

囲内では時間と多人数であることの制約があっ

て，すべてを行うのは困難を伴う。ここでは，

筆者が平成１２（２０００）年度に授業で実践した，

選択生物Ⅱのクラスの取り組みを報告する。

また，他に３名の担当教員の授業において

も，竹炭焼き活動を取り入れている。その教

科・科目は，理科の生物ⅠＢ・Ⅱ，地学ⅠＢ・

Ⅱ，保健体育科の保健である。特に，この報告

を書いている時点で，保健体育科の保健の授業

で１クラス４０名の生徒を班に分けて，竹炭焼き

の全工程を分担させる取り組みが進行中であ

る。教員はチームティーチングで取り組んでい

る。これについての報告は，別の機会にゆずり

たい。

!１ 選択クラスの構成

対象のクラスは，３年生文科系（本校の類型

で文型と称する）生物Ⅱ選択クラスで，生徒数

は２５名である。受験用に生物ⅠＢとⅡを必要と

する生徒と，そうでない生徒が混合している。

授業の年間計画では，時間数の半数を生物Ⅱの

座学，残りの半数を野外活動としている。野外

活動は，生物Ⅱの探求活動の課題として設定し

た。

!２ 竹炭焼きに使用した時間数

竹炭焼きに直接関係する活動を実施した時間

数は，５０分単位で４回である。その他に，公園

の植物観察や池の野鳥観察を行った。

!３ 授業での活動

本授業で実施した竹炭焼き活動に関連した活

動は，次のとおりである。

!１ 本校周辺の竹林を散策

自然観察行動の途中に，竹林を散策し，自生

している竹が密生している状況を見た。

!２ 竹を切る作業

教員が生徒の前で生えている竹を切って見

せ，あらかじめ枝払いをして用意してあった竹

を用いて，生徒に竹を４５cmの長さに切らせた。

使用した道具は，竹専用の鋸である。竹を切る

際の香りを感じるものや，アイデアを出し合っ

てさまざまな形に切って，炭にできあがるとこ

ろを想像した生徒もいた。

!３ 竹炭焼きに参加

竹炭焼きの点火を授業時間に合わせ，生徒が

実行する形で行った。最初の点火は，子どもの

頃ボーイスカウトで活動していた生徒がすすん

で引き受け，うまく火をつけた。

!４ 竹炭を取り出す作業

生徒たちは，自分自身が切った竹が炭になっ

ているのを楽しみにしていた。他のクラスで単

発的に実施した竹炭を見せるだけの授業では観

察されないような，生徒たちの目の輝きがあっ

た。

４ 地域の人たちの支援

!１ PTA

本校のPTAの会員・役員が，積極的にこの

活動を支援した。竹炭と竹酢液のラベルは，

PTA役員数人の創意によるものである。 また，

PTAの広報誌にたびたび活動報告と計画を掲

載し，会員の参加を募った。学校の文化祭で

は，PTAバザーのコーナーで竹炭と竹酢液を

大量に頒布した。その成果を，日本環境教育学

会関西支部第９回研究大会においてポスター発

表を行った。発表者は，PTA役員２名・教

頭・教員２名の連名であった（１）。

!２ 近隣在住の人たち

本校のある吹田市藤白台地区の老人会である

「藤寿会」が，私たちの依頼に快く応じ，活動

面で多大な援助を引き受けた。土木作業の面で

は，老人会の人たちが要領を最も良く体得して

いる。特に，窯の周囲に練った土を盛る作業

は，この人たちの協力によって成し得たもので

ある。
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NPO「すいた市民環境会議」は，５年前か

ら吹田市の地域環境保護を目指して地道な活動

を続けてきた団体である。本校が竹炭焼きを計

画しているという情報が届いた直後から，メン

バーからの多様な援助があった。

!３ 行 政

吹田市長においては，行政の先頭に立って本

校の活動を熱心に励まし，数回の来校があっ

た。また，各関係部署が，竹の伐採や薪の調達

に便宜を図り，多大な援助を得た。また，２０００

年度「吹田市花と緑のフェア」では，吹田市の

職員が本校の炭焼き窯を活用して竹炭を焼き展

示した。

炭焼き窯の設置主体である大阪府教育委員

会・大阪府教育センターは積極的に活動を支

援，広報し，他の府立高校等からの問い合わせ

が多い。

!４ こどもエコクラブ

大阪市内のこどもエコクラブの指導者に活動

紹介した結果，「せいわエコクラブ」の子ども

たちの参加が実現した。子どもたちは，鋸や火

吹き竹を扱い，体験活動をした。

５ 北千里環境セミナー

竹炭焼き活動と並行して，市民向け環境講座

「北千里環境セミナー」を開催している。大阪

府教育委員会が推進している「大阪府立高等学

校自主開放講座」の一環である。講師は，鈴木

善次大阪教育大学名誉教授や「すいた市民環境

会議」事務局長に依頼した。生徒・卒業生・教

職員・PTA・地域の人たち・大学生の参加が

あり，本校の環境教育活動の広がりに役だっ

た。

Ⅲ 活動の成果

１ 竹炭と竹酢液―環境保全の素材として―

地域に自生する竹の現状に何らかの影響を与

えたり，竹の吸着力によって地域環境を美化し

たりすることまでには至っていない。小学校や

NPO組織が管理しているビオトープに，竹炭

を利用しようという計画は進行中である。

炭焼き窯でできた竹炭と竹酢液は，多数の人

たちの家庭で利用され好評を博している。配布

している竹炭・竹酢液の用途についての説明書

を次にあげる。

竹炭の使い方

１．最初に水洗いしてください。

窯から出したままの物を包装しています。触

ると手に炭の粉が着きます。必ず水洗いしてく

ださい。

飲み水等に入れられる場合には，最初に煮沸

図４ 炭焼き窯の改修に参加した地域の老人会の方々 図５ せいわエコクラブの子どもたち
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してください。最初は，竹にある独特の臭いが

着いています。

２．竹炭の多様な用途

!１ 湿気や臭いを吸い付ける強力な吸着力

冷蔵庫・下駄箱や室内に，布等でくるんで置

いてください。

!２ 炊飯器やポットの水をおいしくします

ひとかけら（５cm程度）を入れてください。

!３ 金魚鉢の水が見る見る澄んでくる

北千里高校のメダカの入った水槽が，見違え

るようにきれいになりました。２０リットルの水

槽で，２０cm程度の炭で十分です。

!４ お好みによってはお風呂にも

!５ 電磁波もカット

パソコン等の電磁波を吸収してカットする働

きもあります。クッションマットでお腹を覆う

方法があります。

!６ 枕やクッションマット，壁材の充填にも

枕やクッションマットには，衝撃を和らげる

だけではなく，遠赤外線を出す等，いわゆる

「癒し」効果が言われています。

３．使い古しの炭の処理方法は？

!１ 臭いを多く吸着してしまったものは，煮沸

して日陰で干したら再利用できます。

!２ 土中に数ヶ月埋めて置く方法もあります。

微生物の働きで吸着した物質が分解され，効

果がよみがえると言われています。

!３ 植木鉢に埋めると土質を改良する効果があ

ります。

!４ 炭本来の燃料として，焼肉でもいかがです

か。

竹酢液の用途

バザー「？（ハテナ）のお店」で頒布する液

は，煙突からとったものをろ過して水で薄めた

ものです。使用するときは，さらに百倍以上に

薄めてお使いください。独特の強い臭いがあり

ます。また，色が付いたままなので，シミには

ご注意を。理想的にはさらに精製したものを使

います。

１．防虫効果は抜群

霧吹きか噴霧器に入れて，野外で噴射しま

す。蚊はもちろん，いろいろな害虫を追い払う

ことができます。

２．植物が生き生き

植物の葉に噴霧すると，葉が生き生きしてく

るといいます。殺菌効果があるようです。

３．生ゴミの防臭

生ゴミの臭いを消す効果があります。これも

殺菌効果でしょう。

４．お風呂に入れるとお肌に効果

ほんの少し小さじ一杯で，お肌がなめらかア

トピーにもよいとか。

５．水虫には抜群の効果が！

竹炭と竹酢液の効果についてはいくつかの文

献を元にしていますが，自然科学的には完全な

証明がなされたとはいいにくいものもありま

す。皆さんの感性にあった方法でお楽しみくだ

さい。

以上。

利用した生徒の声を次にあげる。

〈生徒の竹酢液使用レポート・その１〉

竹酢液を、肥料・黒い土の中に葉が入ってい

るものにまぜてから植木鉢の下の方に敷き入れ

て使いました。結果，ゆっくりじわじわと効果

がでてきました。普通の肥料だと，花だけが開

いてすぐ枯れてしまうのだけれど，竹酢液を混

ぜると，花はもちろん葉も茎も全部が元気に

なって，大きな花がきれいに長く咲きました。

私も，田舎・兵庫県城崎の畑から持って帰って

きた椿の苗がずっと元気がなくて枯れそうだっ

たので、竹酢液をまぜた肥料を植木鉢の底の方

にいれました。すると，一週間たってから，葉

がきれいな緑色になり，茎がしゃんとして，

やっと小さな芽が１つだけでてきました。それ

以来椿はとても生き生きしています。竹酢液
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は、ゆっくりですが、植物に生命力を与えるよ

うです。

〈生徒の竹酢液使用レポート・その２〉

北千里高校の文化祭ではじめて竹酢というも

のに出会いました。何に使おうかいろいろ考え

ている間にすでにお風呂に入れられてありまし

た。ふたをあけた瞬間‘ふあっ’となにかとて

も懐かしい香りがしました。それだけでどこか

田舎の家に行ったような落ち着いた気分になれ

ました。その上，ポカポカと暖まり，アトピー

にも効くとのこと，我家ではなくてはならない

存在となってしまいました。本当は庭の木にや

ろうかと思っていたのですが，今では人間様に

使うので精一杯となりました。

２．地域との連携―開かれた学校作りの素材と

して―

前述のように，地域のさまざまな人たちの援

助を受けて，この活動は維持されてきた。この

活動を始めて以来，来校する外部の人が急増し

ている。他の教職員が，日常的に外来者が来る

ことを，当然のように受けとめるようになって

いる。先に掲げた目標，「地域に開かれた学校」

「地域に支えられた学校」が徐々に形を現しつ

つあると感じている。

支援を受けた老人会のメンバーに，地域の障

害者サポートセンターに関わっている人があ

り，本校生徒にボランティア活動の参加を依頼

してきた。このような広い連携関係ができたの

も竹炭焼き活動を機縁にしての事である。

３．生徒の変容―総合的な学習の時間の素材と

して―

前述の授業に参加した生徒たちは，はじめは

当惑した様子であった。最初は作業を強制させ

られるのではないか，汚れ仕事を押し付けられ

るのではないか，教師の趣味に付き合わされる

のではないか，等のイメージを持っていた様子

である。ところが，活動を重ねていくうちに

徐々に面白さが体感でき，主体的に活動するよ

うになった。

この活動の成果として，特筆しておきたい事

柄が２点ある。ひとつは，炭焼きの時に来校し

た外部のさまざまな人たちと生徒が直接交流し

て，竹炭焼きの活動の広がりを実感でき，誇り

に感じたことである。その時の来校者は，竹炭

焼きの指導を受けた愛媛県の俊成満彦氏，俊成

氏の知人で華道の師範，市役所の職員，野外活

動センターの職員である。生徒たちは，これら

の人たちと直接会話をしながら竹炭焼きを考え

た結果，炭焼きに対する意識の大きな変容をし

たことが作文から見ることができる。

次に，竹炭焼き活動と北千里環境セミナーの

講演会に積極的に参加した生徒の中で，竹炭焼

きやケナフの栽培，割り箸のリサイクル活動に

自主的に取り組む者が少人数ながら現れた。組

織的には科学部として活動し，卒業生との交流

も始まっている。これらの生徒の中には，この

活動を通して大学進学の希望分野を地球環境問

題にしぼった者もいる。

本校の総合的な学習の時間の実施は，現在計

画中の段階である。この竹炭焼き活動を素材の

ひとつとして利用できるように，さらに進めて

いきたいと考えている。

次に，生徒の感想文（抜粋）をあげる。

図６ 炭焼き作業中
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炭焼き活動についての生物Ⅱ選択者の意見・感

想

問い１．北千里高校の竹炭焼きは，地域と連携

しながら活動をしている面で評価されている。

その意義はどのようなことであろうか。考えを

述べなさい。

・いろんな地域から来てくれたりすることで，

たくさんの人からの情報や意見を聞けていい

と思う。自然が豊かな北千里で，自然のもの

を作って何かを作ることはすばらしい。木で

はなくて，あえて竹を使うのもおもしろいと

思う。

・地域との一体感を高められることに意義があ

ると思う。地域と接する機会は高校となると

非常に少ないが，竹炭焼きはそういう機会を

作ってくれることにも意義があると思う。

ちょうど裏に竹やぶがある。竹はあまり密着

してはえさせたらいけないから密着している

ものはどちらかを切らないといけない。その

切った竹を有効利用することはいいことだか

らだと思う。竹やぶは守ることができるし，

竹炭焼きは空気や水をきれいにしたりして一

石二鳥でいいと思う。

問い２．竹炭焼き活動に参加して自分自身が感

じた事柄を述べなさい。

・めちゃくちゃ楽しい授業でした。自分で竹を

切るところから始めて，出来あがるまで，ほ

んとうに楽しみで，自分のがでてきたときの

感動はすごかった。嬉しいし，達成感があっ

て，自慢気になってしまった。友達もすごい

なーなどと言ってくれて，とても嬉しかっ

た。

・バーベキューや火鉢で時々炭を利用するが，

作る過程をしたのは初体験だった。炭は多方

面で活躍できて便利だ。それにきれいでし

た。自分たちで最後までやり遂げたことをう

れしく思う。先生の少年みたいなはしゃぎぶ

りがおもしろかった。

・最初は何とも思っていなかったけど，授業で

炭を焼いたりするたび，見学をされるお客さ

んが来てたりして，すごいことだ！と感じ

た。そして，実際に自分の竹の炭ができ上

がって，とても満足している。こんな体験は

おそらく一生できないだろうから嬉しく思

う。やっていて，いつのまにか夢中になって

いた授業なんて久しぶりだ。参加できて良

かった。

・１番初めに，学校の窯を点検するとき，京都

からいらしていたあの女の方と，お話をしま

した。その人は，竹炭のよさを，いろいろと

教えてくれました。その時，「私，竹炭をみ

るとドキドキしちゃうの」と本当に目をかが

図７ 細い枝や葉も炭になる 図８ 焼きあがった竹炭を取り出す人たち
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やかせていました。この人は本当に竹炭がス

キなんだなぁと思いました。それからは，私

も，竹のよさというものが少しは分かった気

がします。北千里高校に入って，しかも生物

Ⅱをとったから，こんな体験ができたことが

本当に良かったです。

Ⅳ 考 察

本校の生徒と教職員，校外の人たちの協同作

業によって体験的学習や交流の経験を積み重ね

てきた。生徒たちはこの活動を通して，体を動

かしてひとつのものを作り出す喜びを体得し，

そしてまた外部の人たちとの交流からさまざま

なものを学んだ。

この実践をする中で，私たち教職員が生徒の

活動を見る視点と意識が少しずつ変化してきて

いる。すなわち，従来からよく言われている

が，理論から先に組み立てて授業を計算どおり

に実践していく方向だけではなく，試行錯誤的

であってもまず活動を実践する事を通して，生

徒が身につけていく事柄が存在すること，それ

を，私たち教職員が再確認することができたの

である。特に，外部の方々との良好な人間関係

を作りながら，活動の活気が増していき，そし

て活動の幅が大いに広がってきている。このよ

うな好循環を経験する中で，生徒たち，教職員

たちが，そして地域市民の援助者たちも，どん

どん元気づいてきているのである。

生徒たちが，このような活動の経験をするこ

とを通して，さらに生徒たち自身が身につける

べき事柄は，「自己教育力」であろうと考える。

すべての生徒がいつまでも炭焼き活動だけをし

ていても，地域の環境保全の目標は達成できな

いであろう。自分自身が持っている実践力と発

想力で，人間関係を切り開いていき，自らが重

要であると信じる取り組みを貫徹していくこと

への希望と自信を，このような体験活動をする

ことから体得してほしいと願う。

また他方で，直接にはこのような活動に参加

していない教職員の意識にも微妙な変化が見ら

れる。それは，本校の位置する地域の自然環境

を改めて見なおそうという機運であったり，竹

炭や竹酢液の話題を通して自分自身の生活を考

え直していこうとする教員が存在することから

認められる。また，「開かれた学校作り」への

方向性として，校外からの来訪者に対して気安

く接していけるように，学校全体の雰囲気が

徐々に前向きに変化してきているように見られ

る。

Ⅴ おわりに

従来からたびたび唱えられている「体験的活

図９ 改修後の炭焼き窯

図１０ 待望の屋根も完成
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動の重要性」「開かれた学校作り」の実現に向

けて，本校ではその他に，外国からの留学生の

受け入れ，吹奏楽部の福祉施設での公演，社会

福祉行事のボランティア参加など，さまざまな

取り組みをしている。本実践がこのような実践

とうまく調和して，本校における新しい学校作

りの一助となればよいと考えつつ，この活動を

継続していきたい。
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