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Ⅰ　教育コミュニティ論と原風景論

１　教育コミュニティ論

近年，「地域の子どもは地域で育てる」と

いった類のスローガンが，各地で用いられる

ようになった。地域と教育の関係は，学術的

にも古くて新しい問題である。例えば，久富

善之は，「地域と教育」と題した論文（1）の中

で，日本における地域と教育に関する過去の

研究を，第Ⅰ期（1 9 5 9年まで），第Ⅱ期

（1960年から1974年まで），第Ⅲ期（1975年

以降）の三つの時代区分のもとで捉えようと

している。また，いわゆる「開かれた学校づ

くり」が言われるようになって久しい。「学

教育コミュニティづくりと原風景
―大阪府田尻町における地域教育協議会の事例から―

諏　訪　晃　一１ 渥　美　公　秀２ 中　村　有　美１ 山　口　悦　子３

Creation of Education-Oriented Community and Genfukei (Original-Scape): 

A Case of Tajiri Town in Osaka Prefecture

SUWA Koichi ATSUMI Tomohide NAKAMURA Yumi NAKAGAMI-YAMAGUCHI Etsuko

【要旨】

教育コミュニティづくりと原風景の関係について検討した。教育コミュニティづく

りにおける学校・家庭・地域の関係を理解するために必要な理論的な観点として，原

風景についての議論を整理し，原風景は，過去についての個人の中の記憶として固定

的に存在するものではなく，現在の社会に生きる人々が，共同で過去について語る中

で立ち現れる存在であることを確認した。そして，教育コミュニティづくりにおいて，

地域の共同性を確保するために必要な条件と，その際に過去の地域社会と現在の地域

社会の関係をどのように捉えるべきかということについて，大阪府田尻町における地

域教育協議会の事例を踏まえながら，理論的な観点から考察を行った。その結果，地

域の共同性を確保するための手段として，現在の地域社会において，過去の地域社会

について共同で語り合い，想起することを通じて，原風景を構成することが有力な候

補となり得ることが見いだされた。

【キーワード】

原風景，教育コミュニティづくり，学校・家庭・地域の協働，語り，共同性

1 大阪大学大学院人間科学研究科（Graduate School of Human Sciences, Osaka University）
2 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（Center for the Study of Communication-Design, Osaka

University）
3 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学（Department of Pediatrics, Graduate School of Medicine, Osaka City

University）



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年60

校が開かれている」かどうかということにつ

いては，絶対的な基準を設けることは難しい

が，こうした声が高まっていることは，学校

に対する期待の高さの裏返しであるとも言え

よう。

学校と地域社会の関係構築に向けての方策

の一つとして，大阪府教育委員会が，2000年

度より「総合的教育力活性化事業」の中で進

めているのが，「地域教育協議会（すこやか

ネット）」の取り組みである。地域教育協議

会は，池田寛が提唱した「教育コミュニテ

ィ」（2）の理念のもと，「学校・家庭・地域の協

働」（3）のためのひとつの方策として，設置さ

れているものである。より具体的には，大阪

府内（大阪市を除く）の334の中学校区の全

てについて，各学校や地域住民の参加のもと，

協議会組織が立ち上げられている（4）。活動内

容については，１．連絡調整機能，２．学校教

育の支援機能（例えば，「総合的な学習の時

間」への協力），３．地域教育の活性化機能

（例えば，校区フェスティバルの実施）を主

要な三つの機能としている。活発な活動を行

っている校区とそうでない校区には差がある

のが現状であるが，一定程度の成果が出てい

ることも，すでに報告されている（5）。

また，大阪府では，地域教育協議会などの

学校・家庭・地域の協働に関する活動を活性

化させるための人材の発掘や養成に向けて，

2001年度より「地域コーディネーター養成講

座（6）」を実施している。これは計30時間の講

座やワークショップ（１泊２日の合宿を含む）

を通じて，2005年度までの５年間で，1,000

人の「地域コーディネーター」を養成するも

のである。「地域コーディネーター」の役割

は，地域での活動にあたって，コーディネー

ションを行うこと，つまり，学校関係者や地

域住民の間を対等につなぐことである（7）。さ

らに，講座の修了者の自主運営組織として，

「大阪府地域コーディネーター連絡協議会」

が組織されており，会員相互の連絡や，会員

のスキルアップに向けた活動がなされてい

る。

池田寛は，その著「人権教育の未来」（8）の

中で，「教育コミュニティ」とは，「学校と地

域が協働して子どもの発達や教育のことを考

え，具体的な活動を展開していく仕組みや運

動のこと」であると述べている（9）。また，教

育コミュニティづくりに関与するのは，「教

師，地域住民，保護者，そして行政関係者や

NPOの人びと」（10）である。こうした人々が，

「ともに頭を寄せ合い子どもたちのことを考

え，いっしょに汗を流しながらさまざまな活

動に取り組むこと」（11）が教育コミュニティ

づくりの特徴であり，「『ともに集う場』『共

通の課題』『力を合わせて取り組む活動』が

その基本的要素である」（12）と述べる。そし

て，活動を展開することにより，「学校を通

じて人びとのつながりをつくりだそうとして

いる点」が「教育コミュニティづくりが従来

の地域活動や教育活動と異なる点」（13）であ

るという。つまり，教育コミュニティづくり

は，地域の共同性を構成する試みという側面

を持つ。

しかし，こうした人々のつながりや，地域

の共同性を構成するにあたっては，何を拠り

所にすればよいのだろうか。有力な手段のひ

とつとして，例えば，地域の伝統や文化を大

事にするということが挙げられる。しかし，

それとて，個別に見れば，全ての地域がいわ

ゆる伝統を持っているわけではないし，「昔

はよかった」というような懐古趣味や復古調

の動きとどう峻別していくのかということな

どについて，実践を進める上では留意する必

要があろう。ここで，教育コミュニティづく

りにおいて，共同性を確保することはどのよ

うな条件のもとで可能となるのかということ

と，その際に過去の地域社会と現在の地域社

会の関係をどのようなものとして捉えるのが

妥当であるのか，ということについての，理

論的な課題の存在を指摘できる。
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２　原風景論

（1）原風景と過去の関係

地域の共同性について考えるにあたって参

考になる論考として，いわゆる「原風景」に

ついての呉宣児による議論がある（14）。呉宣児

は，議論を始めるにあたって，原風景を「過

去の体験であるが，心に強く残っており，し

かもそれは単なる過去の経験ではなく，現在

と未来の自分にとって何らかの支えになって

いる忘れられない風景，影響を与える風

景」（15）と仮に捉えているので，さしあたって

は，ここでもそれを踏まえることとしよう。

常識的に考えれば，原風景とは，過去のある

時点に存在していた風景である。従って，原

風景について語るということは，記憶を基に

して，過去のある時点に存在していた風景に

ついて語る，ということになる。

しかし，呉宣児は，「原風景」をキーワー

ドとする過去の諸研究の中では，原風景が記

憶の中に固定的にあるものとして捉えられて

いることを批判し，想起するものとして動的

に捉えることを提案する。実際に，人々が原

風景について語る様子を分析した結果，「『原

風景を語る』ということは，自分の子ども時

代を過ごした所にまつわる多様な体験を基に

自分を語ることであるが，それは単純事実と

しての語りではなく，語る時点での意味づけ

が行われながら，『今の私』が語られるこ

と」（16）であるという。また，「過去の体験に

よって形成されている原風景は固定された記

憶ではなく，常に解釈し意味づけられながら

作られる生成の物語として個人の生活に現れ

ている」（17）と述べる。

呉宣児の議論を踏まえると，原風景と過去

の関係について次のように言えよう。原風景

は，語られることによって，その都度，解釈

され，意味づけがなされるものである。さら

に，原風景は，語りによって，その都度，再

構成されるものである。従って，原風景を

「過去のある時点に固定的に存在する風景」

として捉えることは，妥当ではないことが分

かる。つまり，原風景とは，過去と結びつき

つつも，それ以上に，語られる場（つまり

「今，ここ」）で，その都度，構成されている

と考える方が適切である。

（2）原風景と共同性

さらに，呉宣児は，原風景についてのこれ

までの諸研究では，原風景が個人的なものと

してのみ捉えられていることを批判し，他の

個人や地域・風土などをも含めた共同的なも

のとして捉えることを提案する。より具体的

には，「原風景を共同で語るということは，

同じ地域の場所・空間・風景と関係する多様

な人，遊び，出来事が交わりながら，共同で

ストーリーを構成し，そして共有認識し，共

同で評価し，意味づけていく，語り合うその

場での共同の物語生成作業であると考えられ

る」（18）と述べる。

呉宣児が検討している事例では，人々は必

ずしも全く同じ空間や場所の体験を共有して

いるわけではない。また，呉宣児は「同じ空

間・風景・場所の体験をしても，語るときの

様子や自分自身への意味付けは人それぞれ異

なる」（19）と指摘する。しかしそれでも，共

同で語ることを通じて，ある種の共同性が構

成されていくことを指摘する。

呉宣児は，数人が集まって語り合う「共同

語り」について検討する中で，「共同語り」

は個人の語りに比べて，「参加した人たちの

共通した空間・風景・場所が絞られてくるの

かなと思ったら，そうではなく，ある空間を

直接体験した人も，直接体験したことのない

人も，語り合いのなかで，体験し直したり，

また体験したかのような共通の感覚が生成さ

れ，私
．
が体験した場所・空間・風景ではなく，

私たち
．．．

が体験した空間・場所・風景になって

いくのでした。つまり，『私
．
の体験・私

．
の原

風景語り』が『私たち
．．．

の体験・私たち
．．．

の原風

景語り』になっていたのです。」（20）という。

また，共同で語られる原風景は，「語り参加
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者のなかに固定的にあるものではなく，語る

場での状況や参加者の背景，参加者同士の関

係性から，語りの中で共通の基盤を見つけ出

し，それらの下で共同性を生成し共有認識し

ていくこと」（21）であるという。そこから敷

衍して，呉宣児は，「これは，同じ地域で空

間・風景・場所とまつわる体験を根拠にした

地域の土地に基づく『われわれ』という共同

のアイデンティティの生成と共有であると考

えられる」（22）と指摘する。

以上の呉宣児の議論を要約すると，次のよ

うに言えよう。第一に，原風景は，「過去の

ある時点での風景」として固定的に記憶され

ているものではなく，「今，ここ」でなされ

る語りを通じて，解釈され，意味づけられる

ことによって立ち現れるものである。第二に，

原風景は個人の内面に静的に存在するもので

はなく，共同での語りを通じて，その都度，

共同で解釈され，意味づけられることによっ

て構成される動的なものである。結局のとこ

ろ，地域における共同性は，単に過去の記憶

を共有するということが重要なのではなく，

その過去の記憶について，その記憶を有して

いる人やそうでない人を含めた形で，共同で

語り合い，解釈し，意味づけることが重要な

のだ，というわけである。なお，呉宣児は，

「原風景は『物語りである』」（呉宣児，同上

書，p.11）とさえ言い切っている。

本稿では，前出の問い，すなわち，教育コ

ミュニティづくりのための共同性を確保する

ことはどのような条件のもとで可能となるの

かということや，その際に過去の地域社会と

現在の地域社会の関係をどのようなものとし

て捉えるのが妥当であるのか，ということに

ついて，原風景に関する議論を手がかりに考

察することとする。これまでに，教育に関す

る事例を踏まえつつ原風景との結びつきにつ

いて論じたものは見られないので，本稿では，

学校・家庭・地域の協働に関する実践につい

てのインタビュー取材を元に，教育コミュニ

ティづくりと原風景の関係について，検討す

る。

Ⅱ　事例：大阪府田尻町の地域教育協議会

の取り組みから

１　田尻町の概要

本稿では，大阪府泉南郡田尻町における地

域教育協議会（すこやかネット）の活動につ

いて検討する。田尻町の実践を考察の対象と

して選定したのは，濱元伸彦による報告（23）

などで取り上げられていることによる（24）。

本稿では，田尻町における一連の取り組みの

いわばキーパーソンである関係者（M氏）へ

のインタビュー取材等をもとに再構成し，事

例とする（25）。また，M氏の発言そのものにつ

いても検討を加える（26）。

大阪府南部に位置する田尻町は，人口が約

7,500人，面積が４km２弱の町であり，大阪

府の中では，人口の面でも，面積の面でも，

小さい自治体である（27）。田尻町には，町立

の中学校と小学校がひとつずつあり（28），校

舎は小中がひと続きの運動場を挟んで向かい

合う形で建っている。また，道路の向かい側

には，幼稚園と保育所及び子育て支援センタ

ーが併設された施設がある。

田尻町の前身である田尻村は，1889年（明

治22年），「吉見」と「嘉祥寺」という二つの

旧村が統合したことによって生まれた。それ

以来，大阪府内の他地域に比べれば，大規模

な開発や他地域からの転入などは少なく，昔

ながらの風情が残る町となっていた。もちろ

ん，時代が移り変わるにつれて，町の様子に

も変化はあったが，大阪府内の他地域に比べ

れば，その変化は緩やかなものであった。

このように緩やかに推移してきた町の様子

の変化が大幅に加速されたのは，1994年の関

西国際空港の開港前後のことである。関西国

際空港は，田尻町の沖合にあり，また，関西

国際空港の中央部（「泉州空港中」地区）は

田尻町の町域の一部である。関西国際空港の
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開港に前後して田尻町の海岸沿いの地域が埋

め立てられ，新たに空港関係者向けの住宅な

どができ，新しい住民が移り住むようになっ

た。また，国際空港の対岸ということで，外

国人向けの研修施設ができ，町の中ではそれ

まで珍しかった外国人の姿が見られるように

なった。また，この1990年代前半の時期は，

高度経済成長とその延長線上で推移してきた

日本の社会全体が，大きな曲がり角に位置し

ていた時期でもある。田尻町もその例外では

なく，例えば，町会単位での活動が徐々に衰

退し，それまで活発だった子ども会の活動が，

かつてに比べて勢いを失っていた。こうした

町の様子の変化について，M氏も，「いつし

か子どもたちが家を出なくなって，おっちゃ

んおばちゃん（29）が声をかけなくなって。自

分がPTA会長（を）したとき，つくづくそれ

は感じたけどね（30）」と述べる。

２　田尻町の地域教育協議会（たじりtry・

あんぐる）

こうした状況のもと，田尻町では，1999年

度から，文部省（当時）の「全国子どもプラ

ン」の中の「子ども地域活動促進事業」の委

嘱を受け，事業を実施した。2000年度末でこ

の委嘱事業が終了するのに伴い，2001年度か

らは，前年度までの事業で作られていた組織

を活かしながら，大阪府教育委員会が実施し

ていた，「総合的教育力活性化事業」の枠組

みのもとで，田尻町立中学校区でも，「地域

教育協議会（すこやかネット）」を組織する

ことになった。これに伴って，田尻町でも，

地域教育協議会の取り組みを推進するための

人材が求められることとなった。

そこで白羽の矢が立ったのが，今回のイン

タビュー対象者であるM氏である。M氏は地

元で自営業を営む男性で，代々田尻で暮らし

てきた人である。M氏は地元の体育協会や青

年会議所で活動してきたほか，当時，小学校

のPTAの役員を務めていた。今日まで，幼稚

園・小学校のPTAの会長などを歴任するな

ど，子どもに関する地域活動に関わってきて

いる。本稿執筆時においても，いわば現役の

子育て世代であり，町の住民全体の中では，

比較的若い世代であると言えよう（31）。

M氏は，町の社会教育課の担当者に声をか

けられ，大阪府が実施する，前述の「地域コ

ーディネーター養成講座」に出てみないか，

と薦められる。M氏は小学校のPTAの役員を

務めていたとはいえ，それまでは，必ずしも

町の子ども全体を視野に入れた活動をしてい

たわけではなく，参加にあたっては，とまど

いもあった。濱元伸彦の報告の中では，当時

の様子が次のように記述されている（32）。

「行ってくれるのは君しかいないんや。と

りあえず受けてくれ」と言われ，「それな

ら，しかたないな」と参加を決めた。当時

は，大阪府はおろか田尻町の教育の動きも

ほとんど知らず，養成講座の講習を何回か

受けても何をしていいかわからなかった。

しかし，養成講座の最後の一泊研修で他の

地域の人と交流する過程で，ようやく自分

のすべき仕事が見えてきたという。

M氏が講座を修了した後，教育委員会の関

係者とM氏は，田尻町での地域教育協議会の

立ち上げに向けて動いた。保育所・幼稚園・

小学校・中学校，地域の各団体等の参加の下，

前年度までに存在した子どものための協議会

を一回り大きくする形で，田尻町で地域教育

協議会が発足し，M氏は「地域コーディネー

ター」として，地域教育協議会の活動に加わ

ることになった。

発足直後の会合で，田尻町の地域教育協議

会には「たじりtry・あんぐる（33）」という愛

称が付けられた。これは，学校・家庭・地域

の三者を結ぶ三角形（トライアングル）とい

う意味と，何にでも挑戦する（トライする）

という意味が込められた名前である。当初，
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「たじりtry・あんぐる」は連絡調整に徹し，

個々の具体的な活動は，既存の地域団体（34）

にゆだねる形式を採っていたが，徐々に「た

じりtry・あんぐる」が主導する活動も展開

されるようになってきている。より具体的に

は，三つの部会（子どもの安全部会・子ども

の居場所部会・親子のきずな部会）と広報事

務局という四つのパートに分かれて活動を行

っている（35）。

「子どもの安全部会」に関するものとして

は，「たじりtry・あんぐる」発足後，初めて

行われた取り組みである，「14000のアイ運動」

が挙げられる。この運動は，町の人々で子ど

もたちを見守ろうという運動であり，14000

という数字は，町民が約7000人強であること

にちなんで，また「アイ」は英語の「eye」

と，「愛」にちなんで，名付けられている。

より具体的には，子どもたちが下校する時間

帯（午後３時から５時頃）に合わせて，町の

住民になるべく屋外で活動してもらうこと

で（36），人目につかない場所を減らし，子ど

もたちにとって安全な町を作ろうという運動

である。

この取り組みを背景にして，2004年度から

は，「子ども110番ウォークラリー」が行われ

ている。これは，「子ども110番の家」の旗を

掲げている各戸を，小学生と就学前の子ども

たちが，中学生の先導のもと訪ね歩く，町歩

きの取り組みである。町へ繰り出す前に防犯

教室が行われるなど，子どもたちの安全を守

るための取り組みとしての姿勢を打ち出して

いたほか，コース途中のチェックポイントで

は，クイズが設けられているなど，イベント

として盛り上げるための工夫もなされてい

る。こうした取り組みは，子どもだけでなく，

大人にとっても新たな発見があるようであ

る。例えば，田尻町に生まれ育って30年以上

になるという女性が，この町歩きの取り組み

で，自分たちの町にこんな場所があったのだ，

ということに改めて気づく，という様子も見

られた。

「子どもの居場所部会」に関するものとし

ては，文部科学省の「地域子ども教室推進事

業」なども活用しながら，土曜日に学校で教

室や運動場・体育館を開放した取り組みであ

る「たじりドキドキ広場」が行われている。

「たじりドキドキ広場」は，今でこそ毎週70

人から80人の子どもたちが参加する充実した

活動になっているが，2002年に学校の施設を

使った活動がスタートした当初は，全くの開

店休業状態であった。

この取り組みは2001年度末に，田尻町の

「子ども議会」で子どもたちから，次の４月

から土曜日が休みになることについての質問

が出たことに端を発する。紆余曲折を経て，

教育委員会からの依頼で，M氏が土曜日の学

校開放を担当することになったが，子どもた

ちは来なかった。M氏は，「とりあえず土曜

日出るわ，ということで，4月から毎週土曜

日，僕が学校の鍵を預かって，僕一人で学校

の門を開けに行って，午前中ですけども９時

に開けて12時に閉めるというのを続けまし

た。４月１か月，誰一人来ません。ゴールデ

ンウイーク（を）過ぎてもこなかったですね。」

と当時を述懐する。５月のある日，そうした

様子を知った老人クラブのメンバー（「たじ

りtry・あんぐる」の役員を務めていた人）

が，テニスをする場所を探していた子どもた

ちを連れてきた。M氏は，体育館などを自由

に使わせてみたところ，子どもたちはバスケ

ットボールを始めた。すると，「そのバンバ

ンという音を聞いた通りすがりの子どもがぱ

らぱらっと遊びに来たんですよね。それから

その次の週から20～30人が毎回小学校に来て

くれるようになりまして，まあうれしいやら

感動やらで，続けてよかったなあとそのとき

は思いました。」とM氏は言う。

子どもたちは集まるようになったが，ただ

単に自由に遊ばせるだけでは，子どもたちは

すぐに飽きてしまう。といって，土曜日に子
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どもの相手をしてくれる大人はなかなか見つ

からない。「たじりtry・あんぐる」の会合で

そのことについて話し合ったところ，2人のお

年寄りに子どもたちの相手をしてもらうこと

になった。初回は，その２人が，就学前の子

どもたち約10人と，折り紙やお手玉で遊んだ。

その後の様子をM氏は次のように述べる。

「おばあちゃん，悪いな，暇やったらまた

来てな」と言うとですね，「いや，楽しか

ったさかいに，来週もまた来さしてもらう

よ（37）」，ということで“契約”できました。

次の週，朝，僕がまた学校（を）開けに行

くとですね，おばあちゃんが，自転車の前

かごと乳母車の前かごとにいっぱい（折り

紙を積んで），もう先に，折り紙を折って

来てくれてたんです。新聞の広告で作った

箱とか，かぶととかそんなんもいっぱい作

って持ってきてくれたんですね。「おばあ

ちゃんえらい悪いな，こんなんまで作らせ

て」｢いやいや久しぶりにな，ちっちゃい

子と遊んでごっつい（38）楽しかったんや。

今日，来るのが楽しみで楽しみで，ずっと

家でこんなんして作ってたんやー（39）」言

うて，そのときに，子どもらが喜ぶだけや

なしに，おばあちゃんらが，生きがいじゃ

ないけども，おばあちゃんらが楽しいんや，

っていうことに気づきまして（40）。

これ以来，様々な団体に，大人自身も楽し

める活動として，学校開放の取り組みを位置

づけた結果，大人と子どもの双方が充実した

時間を過ごせる事業になってきているとい

う。

さらに，「親子のきずな部会」では，2004

年度から毎週水曜日の午後を中心に，幼稚園

の園庭解放の取り組みを行っている。M氏曰

く，「想定してたのは幼稚園に来てる子がお

母さんと一緒にいつものメンバーで砂遊びす

るという想定やったんやけども，やってみる

とお父さんと１歳２歳の子がいっぱい遊びに

来た」とのことで，普段は必ずしも幼稚園に

深く関わっているわけではない人も含めて，

多くの参加者でにぎわっているという。この

ほか，「親子のきずな部会」では，学校給食に

関係する職員の協力を得て，親子で楽しめる

料理教室を開催しており，これも好評である

とのことである。M氏は，こうした一連の活

動について，「地域の大人たちが，子どもた

ちをみる」ということだけでも大切なことで

はないかと話す。「難しく肩肘張らずにです

ね，子どもたちに何かを教えるとか，そんな

んじゃなくて，みるっていうことが子どもた

ちを育むことになっていると思うんです（41）」

と語る。

３　活動を進める上で共有されるイメージ

田尻町において，学校・家庭・地域の協働

に向けた取り組みが比較的スムーズに展開さ

れている理由は何であろうか。人口の面でも

面積の面でも比較的小規模な自治体であるこ

とは，田尻町の場合，確かによい方向に作用

している。しかし，大阪府内には，田尻町の

他にも小規模な自治体は複数あり，必ずしも

それだけが決定的な理由であるとは言えな

い。

筆者（第一筆者）は，M氏に対して，町に

住む人の，町に対するイメージが共有されて

いることが，こうした活動が活発になってい

る理由の一つなのではないか，と尋ねた。す

ると，M氏は，まさにそうであり，田尻町の

教育コミュニティづくりにおいては，「30年

前の田尻」，つまり田尻町の過去の姿が，イ

メージとして共有されているのではないか，

という（42）。

今，各種団体が思ってる像はねえ，たぶん

30年前の田尻町やと思うんですよ。たぶん

それで僕はまあ間違いないと思うんです。

（中略）すこやかネット（43）の各種団体さん
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は，30年前の田尻町ですわ。で，いろんな

機会があるたびに僕が話してんのは「思い

出してください」と，「皆さんの昔を思い

出してください」と，「忘れただけです」

と地域教育力については言うてるんで。

「もっと，おばちゃんら，子どもら怒って

たやろ，それもっぺんやってよ（44）」って

言うてるんで，たぶんそこらへんでは像っ

ていうのはたぶん一緒。

もちろん，現在の田尻町に住む全ての人が

「30年の田尻」に暮らしていたわけではない。

30歳より若い世代はもちろんのこと，30歳以

上の人であっても，例えば，近年，新興住宅

地に移り住んだ人には，全国各地の都会で暮

らした経験のある，いわゆる転勤族が多く，

「30年の田尻」を知らない人がほとんどであ

る。M氏も「その人たちの子どもの理想像と

いうか，目指す像っていうのはたぶん僕らの

像とは違うと思うんですね。そこらへんのギ

ャップはあるんですけど。」と述べる（45）。ま

た，田尻の過去の姿といったとき，必ずしも

30年前をイメージする人たちばかりではな

い。例えば，環境問題に取り組む人たちの中

には，町内を流れる川にもっと多様な生き物

が棲息していた時代のイメージ，より具体的

には「60年前の田尻」のイメージを背景に活

動しているのではないかとM氏は述べる。

しかし，教育コミュニティづくりを展開す

る上では，田尻の過去の姿をイメージとして

共有することが大事なのではないか，とM氏

は語る。

地域住民が昔を思い出してくださいっちゅ

うのが一番ええかなあ。婦人会のおばちゃ

んとかは昔なりの声かけ，声かけっていう

たいそうなもん（46）ではないけど。（中略）

それを一人でもやってもらえる人を増やす

っていう風に考えてるから。

教育コミュニティづくりを展開するにあた

っては，人々がイメージするものが具体的で

あればあるほど力を持つかというと，必ずし

もそうではない。なぜなら，緩やかな形で共

有されたイメージの方が，人々の多様な活動

を包含するのにより適していると考えられる

からである。M氏の語りからは，「30年前の

田尻」という言葉で語られる事柄についての

イメージが，田尻町での地域教育協議会の活

動に，ちょうどそぐわしいものとなっている

ように感じられる。

Ⅲ　考察

呉宣児の議論では，さしあたって，「過去

の体験ではあるが，心に強く残っており，し

かもそれは単なる過去の経験ではなく，現在

と未来の自分にとって何らかの支えになって

いる忘れられない風景，影響を与える風景」

のことを原風景と呼ぶこととしていた（47）。

一方，田尻町における地域教育協議会の活動

の背景として，M氏らがイメージしているの

は，「30年前の田尻」であり，M氏らはそれ

を積極的に想い起こすよう呼び掛けている。

従って，ここでは，さしあたって，田尻町に

おける地域教育協議会の活動の背景として，

原風景の存在が指摘できよう。

一方で，呉宣児の議論によれば，原風景は，

「過去のある時点での風景」として固定的に

記憶されているものではなく，「今，ここ」

でなされる語りを通じて，解釈され，意味づ

けられることを通じて立ち現れるものであっ

た。また，原風景は個人の内面に静的に存在

するものではなく，共同での語りを通じて，

その都度，構成される動的なものであった。

実際，田尻においても，過去の田尻町の姿に

ついては，人々の間で必ずしも一つの統一さ

れたイメージが持たれているわけではない。

むしろ，「今，ここ」でなされる人々の間の

会話を通じて，その都度，立ち現れてくるも

のとなっているようである。事例の中では，
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具体的には，M氏らが「おばちゃんら，子ど

もら怒ってたやろ，それもっぺんやってよ」

などと呼び掛けることで，「30年前の田尻」

の姿を，その都度，描き出していた。また，

M氏の活動や語り口からは，「たじりtry・あ

んぐる」の活動に多くの人を巻き込みながら，

「30年前の田尻」について，みんなであれこ

れと想いを巡らせている様子がうかがえる。

こうした様子は，まさに呉宣児が指摘する，

共同での語りを通じて原風景を構成する営み

である。つまり，M氏の言う「30年前の田尻」

は，田尻の人々が構成する原風景であると言

えよう。

ここまでの議論を踏まえれば，教育コミュ

ニティづくりおいて，地域の共同性を確保す

ることは，田尻町でなされているように，過

去の地域社会について共同で想起する活動を

行うことを通じて可能となるのではないかと

考えられる。言い換えれば，教育コミュニテ

ィづくりは，原風景を構成する営みとしての

側面を有する。ここで誤解してはならないこ

とは，過去についての記憶の内容自体が重要

なのではない，ということである。M氏の語

りに即して言えば，地域の「おばちゃん」た

ちが子どもたちを怒っていたこと自体が重要

なのではない。そうではなくて，「『おばちゃ

ん』たちが子どもたちを怒っていた」という

ことを，地域の人々（ここではM氏と「おば

ちゃん」たち）が，共同で想起するという行

為こそが重要なのである。言い換えれば，

「30年前の田尻」について，それを直接体験

していない人も含めた形で語り合い，共に想

いを巡らす営みこそが重要なのである。

ここで，過去は必ずしも肯定的なものとし

て想起されなければならないわけではない。

否定的な過去，例えば，「つらい過去」や「厳

しい過去」を共に想起することも原風景を構

成する営みとして，十分あり得るだろう（48）。

従って，一般論としては，原風景を構成する

営みは，懐古趣味や復古調の動きとは異なる

ものであると言える（49）。

教育コミュニティづくりを可能にする手法

として，原風景を構成する営みの中で共同性

を生みだすという方法は，有力な候補の一つ

であると言えよう。原風景を構成する営みを

可能にするために必要な条件は，過去につい

て共同で想いを巡らすよう働きかけること

と，そういった働きかけが可能になるような

場を用意することであると言える。田尻町の

事例では，地域コーディネーターであるM氏

が，地域教育協議会という場を通じて，こう

した働きかけを行っていた。

なお，M氏の場合は，「皆さんの昔を思い

出してください」あるいは「忘れただけです」

といった呼び掛け，つまり過去を想起するこ

とについての直接的な働きかけを行っていた

が，原風景を構成するための働きかけは，必

ずしもこうした直接的なものでなくともよ

い。例えば，町歩きの取り組みを通じて，多

くの人にそれまで触れることのなかった町の

姿に気付いてもらうことは，現在の町の姿だ

けでなく，町の歴史，ひいては過去の町の様

子について，人々が対話を始めるきっかけと

なり得るだろう。

こうした原風景を構成する営みに関連し

て，過去の地域社会と現在の地域社会の関係

はどのように捉えるのが妥当であろうか。こ

こまでの議論に基づけば，過去の地域社会は，

現在の地域社会において共同でなされる語り

の中で，想起される対象である。一方，現在

の地域社会では，過去の地域社会についての

共同での語りや想起を通じて，共同性が生み

出され，「われわれ」という意識，つまりあ

る種の一体感を確保することが可能である。

逆に言えば，過去の地域社会の中で展開され

ていた営みそのものが，必ずしも現在の地域

社会にとって重要なわけではない。そうでは

なくて，過去の地域社会や，その中で展開さ

れていた営みを対象として，現在に生きる

人々が共同で語り合い，想いを巡らせること
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が重要なのである。

本稿の結論として，次のことが指摘できよ

う。教育コミュニティづくりは，地域の共同

性を構成する営みという側面を持つ。地域の

共同性を構成するために有力な方法の一つと

して，現在の地域社会において，過去の地域

社会について共同で語り合い，想起すること

が挙げられる。過去の地域社会について共同

で語り合い，想起する営みは，すなわち原風

景を構成する営みでもある。原風景を構成す

る営みを可能にするための条件としては，過

去について共同で想いを巡らすよう働きかけ

ることと，そういった働きかけが可能になる

ような場を用意することである。

呉宣児は，「私はどんな人であるかという

アイデンティティは，私はどこの出身でどこ

で生活してきたのか（ということ）と分離し

て考えることができない（50）」と述べる。本

稿での議論に基づけば，この引用部で「どこ

の」や「どこで」という言葉で示されている，

場所や土地，地域といったものへの意味づけ

自体，共同での語りや想起があって初めて成

立する。つまり，地域における子どもたちの

体験や，教育コミュニティづくりの中で構成

される共同性は，子どもの発達という観点か

らみても，必要なものである。「30年後の田

尻」のためにも，今の子どもたちにとっての

原風景を，今の大人たちが語り合い，構成し

ていくことが重要なのではないかと考えられ

る。教育コミュニティづくりとは，実はこう

して原風景を共に想い描く営みでもあると捉

えておきたい。
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