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“ 地域への思いを書き／語る ”地域学習
社会教育研究紀要 第３号　2021 27-39

1．北松西高校「地域探究」への注目

（１）高等学校における地域学習
小値賀地区では2008年から小中高一貫教育が導入されたが、当初は教育の質担保による学力向上を狙っ

たものであった。しかし近年では、キャリア教育や地域との関わりが接合されるようになったことで、意
識や意欲といった不可視なものへの働きかけを小中高一貫教育で行うようになった。

小中高一貫教育の中の試行から10年余りが経過した現在、子どもたちの意識や態度といえる部分に関し
て、些細だが確かな変化の萌芽を見出すことができる。岡（2021）によれば、高校の生徒の間で進路や職
業選択の中に‘島で生きる’という発想が生まれつつあるのだという １）。この見取りが正しいとすれば、
島で暮らす将来像へ対する意識変化に少なからず関わった小値賀地区の学校教育の取り組みをどのように
説明できるだろうか。

本論では、小値賀地区の学校教育機関の中でも、唯一の高等学校である長崎県立北松西高等学校（以下、
北松西高校）での「地域探究」の取り組みに注目し、地域への思いを書き／語る実践としての展開過程を
分析する。これは小中高一貫教育の最終段階である高等学校においては、進路選択に際して‘島で生きる’
ことに内在する葛藤が顕在化し易いと考えるからである。「地域探究」とは総合的な学習の時間を用い高校
３年間を通して行われる地域学習の独自名称である。

離島・過疎地域で高等学校の地域学習に取り組んだ先駆的事例として、島根県の県立高校に関わるもの
挙げることができる。樋田大二郎・樋田有一郎はそうした島根県の過疎地域の高校に対して継続的な参与
型の研究を行ってきた。樋田（2018）では、「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業」という「地域
の特色を生かした教育」に関わる一連の事業を対象に、横田高校の「地域探究」、隠岐島前高等学校の「地
域学」、吉賀高校の「サクラマス・ドリーム・プログラム」を分析している。いずれも調べ学習やふるさと
学習に留まらない、地域資源活用、ビジネスプランの策定、大学生との協働によるアントレプレナー教育を
通した、地域への貢献意識の向上に資する地域課題解決学習（地域型学習）の様相を見せるのだと論じ
る ２）。

樋田はその際、教科書や試験を前提とした学習における普遍的な知が進路意識・能力形成を身近な日常
から遠ざけることを批判した上で、地域型学習と地域との接点を「当事者性」という概念から規定してい
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る。これはマイノリティ研究における「当事者」という語が、当事者なるものとそうでないものを分断す
ることから、地域学習においては異なる当事者同士が連帯性を深めるという含意で「当事者性」という概
念を導入していることに拠る。さらに P. フレイレの対話的教育の議論及び、それを引用した当事者性の議
論を用いて、当事者性を深めるものとして対話概念を挿入する。それは当事者性の異なる他者との対話に
触発され、地域の実践家と別の困難を発見しつつ、自分の困難と他者の困難を重ね合わせる過程を指すの
だという。

上記のように、樋田が地域学習を「当事者になる」過程だと看做したことは本論にとっても示唆深い。
一方で前掲の岡論文の通り、地域学習が「暮らしの延長線上」にあることを踏まえれば、地域学習は既に
地域に暮らす当事者にも開かれたものであると考えられる。即ち、小値賀の高校生たちが、地域学習を開
始する以前から一貫教育及び日常生活の中で当事者・地域の一員として生きていることを踏まえると、地
域学習の性格を当事者性の深化とは別な角度から捉えられるのではないだろうか。こうした関心から北松
西高校における地域学習の展開に洞察を加えたい。

（２）小値賀地区の学校教育を取り巻く現況
まず最初に小中高一貫教育導入の背景について整理したい。
長崎県教育委員会（2018）は、小値賀地区の小中高一貫教育導入に至るまでの経緯を包括的に整理して

いる ３）。全国的な発端は1998年の第16期中央教育審議会答申であり、当時は中高一貫の選択的導入に関し
て議論され、その意義としてゆとりある学校生活の実現が標榜された ４）。2000年には文科省の指定を受け
た小値賀地区と隣島の宇久地区にて、先行事例として中高一貫教育推進の研究が行われた。一方、長崎県
単位で見ると、2001年から連携型中高一貫教育が開始され、2005年の『長崎県立高等学校教育改革第３次
実施計画』の中で、小値賀、宇久、同じく隣島の奈留地区へ『「しま」地区における小中高一貫教育の導
入』が画策されたことは特筆すべきである ５）。その後、諸制度の準備に数年を費やしたうえで、2008年か
ら小中高一貫教育が本格的に導入された。2015年には追従する形で、「学校教育法等の一部を改正する法
律」が公布され、小中一貫教育が制度化されることになった。今後、「しま」地区の小中学校は「義務教育
学校」あるいは「小中一貫型小学校・中学校」に移行予定であるという。

以上のように見れば、中高一貫教育の導入こそ中教審主導により進行したものの、＜小中＞高一貫教育
に関しては長崎県独自の離島教育施策の動向としても理解することができるだろう。その問題背景につい
て、前掲の第３次実施計画によれば、小規模の「しま」地区における学校規模の縮小、教員配置数の減少
に起因する教育水準の低下が挙げられるという。教育条件の向上と学校相互の活性化を図るため、連携型
中高一貫教育に加え小中一貫教育を導入することにより、長崎県独自のシステムとしての小中高一貫教
育」の実現を図るものだということである。一方で、長崎県を含めた九州の高校再編の動向を整理した上
野（2016）は、島嶼部の一貫教育についてそのような教育水準向上の側面を一定程度評価しつつも、３学
級を維持できなくなった場合には新しいタイプの高校の導入、学級減、学科再編、通学区域の撤廃が一体
的に進められているという大局的な動向を整理したうえで、その意図性について警鐘を鳴らしている ６）。

以上、小値賀の小中高一貫教育の導入には、全国単位での動向および県単位での動向がそれぞれ密接に関
わっており、とりわけ学校統廃合の趨勢とのせめぎ合いとして理解できるのである。この状況下において、
小中高一貫教育は教育の質を担保するための一つの生き残り戦略として作動している側面を看取できるだ
ろう。そのような中で小値賀地区の小中高一貫教育は具体的にどのように展開を見せているのだろうか。

（３）小値賀地区の小中高一貫教育
2008年度から小値賀地区では長崎県主導の教育計画の下、小中高一貫教育が本格的に開始され、12年間
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を１つのタームとして教育課程編成が進行してきた。以下、2008年度から2018年度までの10年間の小中高
一貫教育に関する成果報告書から抜粋する ７）。

まず小中高一貫教育の大きな目的として、①児童生徒数の減少に伴う教職員定数の減によって生じる専
門性の確保という課題をいかに克服するか、②児童生徒の学力を向上させ、社会性を育成し、進路をいか
に保障するか、ということが掲げられており、それに紐づけられる形で、年度ごとの目的を立てながら進
行してきた。2011年度の時点では学力向上（分かりやすい授業の推進及び過程学習の推進化と考える力の
育成）と小中高の合同行事の充実を図るという方向性が打ち出され、2013年度には生活力の向上という項
に「キャリア意識の深化」という内容が盛り込まれた。2016年度には「小値賀キャリア教育全体計画」の
作成、2018年度からは12年間を見通すことのできるキャリア教育のロードマップ作成が計画された。付随
して目指すべき学力観も変化していき、2018年度には「文章や資料などから必要な情報を読み取る力を伸
ばす」「根拠を明らかにして自分の考えを他者に説明する力を伸ばす」といった文言が登場する。

キャリア教育ロードマップでは、小値賀地区の小中高一貫教育の随所に地域との関わりが盛り込まれて
いる。住民との交流を通して地域のことを知る、あるいは地域課題に対する問題意識を深め、解決策を考
える。以上のように地域に関わることとキャリア教育の取り組みが両輪で進行していることは小値賀地区
の小中高一貫教育の特徴の一つである。

（４）「地域探究」の授業構成に関して
次に「地域探究」を分析するための視座を示したい。
本論では資料収集および分析の方法として、はじめに指導計画及び生徒たちの提出物を用いて、「地域探

究」の時系列的な整理を行う。次に「地域学習」の授業の計画、実践に関わった教員２名へのインタビュー
データを参照に、カリキュラム編成に関わる目的・意図性を分析する。そして最後に「地域探究」の実践
的意義について地域との関係から理解するために、地域住民が「地域探究」をどのように捉えているのか、
インタビュー調査を行った。

結論に先立ち、本論では北松西高校で2016年度から2020年度にかけて実施された「地域探究」の授業を
‘生徒たちが地域への思いを、話し言葉及び書き言葉によって表現することが意図されたカリキュラム’と
して把握し、分析・考察を行うことを述べておく。以下、その理論的背景を示す。

まず樋田が引用している P. フレイレを手掛かりにすれば、フレイレの議論は人間化に向かう対話にお
ける「文字」の在り処を示すものであり、文字を通して自らを抑圧する状況を意識化し、そこからの解放
を志向するものである。また、多くのフレイレ著作の翻訳を手掛けた里見実がフレイレの言説から「猫は
歴史を持たない」 ８）という一節を取り上げているように、フレイレにおける人間化の要点は、対話を通し
ていかに世界への埋没から抜け出すのかということと同時に、対話において自身を表現する言葉を獲得す
ることにも置かれていると理解できる ９）。

また、言葉を話し言葉と書き言葉から考えた時に、福田（2007）はＪ. デリダのエクリチュール概念 10）

から教育実践における両者の関係を再考している。例えばコミュニケーション能力に関わる教育を想定す
れば、その即応性や文脈性から話し言葉が重視される傾向にある。しかしパロールの代理としてのエクリ
チュールの機能を考えた時に、パロールとは同一性が保たれていく際の様々な現前の差異が既に刻み込ま
れているという意味で、エクリチュールに基礎づけられたものだという。福田はその意味で文字学習が脱
文脈的であるという二項対立的な理解の問い直しを提起している 11）。福田の議論からは、例え対話型、課
題解決型の地域学習であっても、書き言葉は空虚なものではなく、話し言葉同様にそれを通して地域やそ
こに生きる自身を表現するに値するという示唆を得ることができる。

こうした理解に立てば、地域学習における他者との対話とは、参与型の学習がしばしば前提とする音声
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コミュニケーションだけではなく、書き言葉によるコミュニケーションと不可分な関係にある。そして、
当事者性という意識変容に関わる要素と一旦切り分ける形で、話し言葉と書き言葉を包括する項としての
表現の存在に注目する必要が生じる。このことは、地域学習を通した意識の変容ではなく、意識変容の周
辺にある表現自体の変容に焦点を当てるという本論の立場に他ならない。このような見地から、地域につ
いて書き／語る教育実践としての「地域探究」の展開過程に対して分析を加えていきたい。

２．「地域探究」授業のカリキュラムの展開過程

（１）高校３年間の指導計画
本論で取り上げる「地域探究」は北松西高校で長年取り組まれてきた授業だが、現在のような形をとっ

たのは小中高一貫教育導入後である。最初にその経緯について触れておきたい。
発端は2016年度に長崎県から「島内で企業説明会をやっているかどうか」のアンケートを受けたことで

あった。既に近隣の離島で高校魅力化事業やふるさと教育が行われているのに関わらず、当時の小値賀地
区では未だそういった取り組みが始まっていなかった。そこで「小値賀でも出来るのではないか」という
機運が北松西高校の中で高まった。そうしたこともあり、長崎県教育委員会主導事業の「アイランドチャ
レンジ」に合わせる形で、2017年度から北松西高校魅力化プロジェクトが開始された。

魅力化プロジェクト開始以降は、地域の多種多様な企業を招致して企業説明会を行っている他、授業内
容に関して地域との接点を持つ形で再検討がなされたが、「地域探究」はその大きな一角を占めている。
2017年度以前は総合的な学習の時間に３年生次でのレポート作成及び校内での発表会が行われていた。対
してそれを高校３年間を通した系統的な取り組みに変え、成果を地域に開くために総合的な学習の時間を
組み替えたものが「地域探究」であり、その方法として、現在のような論文執筆と議会提案という形式が
作られたのである。

総合的な探究の時間に関わる全体目標を見れば、それは小値賀地区小中高一貫教育でつけたい力に紐づ
けられる形で設定されている。ものの見方・考え方を工夫し、横断的・総合的な学習を行うことを通して、
自己の在り方や生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質能力を獲得すること
を目指して

（１） 　探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に着け、課題に関わる概念を
形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。

（２） 　実社会や実生活と自己の関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分
析して、まとめ・表現することができるようにする。

（３） 　探究に主体的・共同的に取り組むと共に、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よ
りよい社会を実現しようとする態度を養う。

の３つが柱として設定されている 12）。これは北松西高校全体の目標である①地域理解力、②問題解決能
力・表現力、③主体性と対応しており、「地域探究」も総合的な探究の時間の枠組身の中で進行される。

同上資料を参考にしながら「地域探究」の一連の流れを整理した。高校１年次には論文に関わる基礎授
業や、キャリア講演会を通した初発の問題意識の涵養【地域探究①】、３年間をかけて取り組む企画書の作
成【地域探究②】に関わるカリキュラムが準備されている。尚、ここでのキャリア教育はいわゆる進路指
導とは区別されて行われる。２年生次には班別に分かれてそれらを深めた上で【地域探究③】、３年生次に
はポスターによる中間発表【地域探究⑤】、そして地域への提言に向けた論文作成【地域探究⑤】及びスラ
イド資料の作成【地域探究⑥】を行う。
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表１：地域探究の３年間の流れ（内部資料を基に一部変更し筆者作成）

学年 時期 通し番号 内容 行事名

１年
９－12月 地域学習① 基礎的な学習を行う

・キャリア教育講演会
・レポート作成方法

１－３月 地域学習② 地域課題を設定する ・企画書作成

２年 ４－３月 地域学習③ 地域課題について深める
・班決め
・国際交流会
・インタビュー調査

３年

４－10月 地域学習④ 発表に向けた準備を行う ・ポスター中間発表
11月

地域学習⑤ 地域に向けて提言を行う
・論文作成

12月
・ 町議会でのスライド発表
（１・２年生は見学）

①基礎的な学習を行う
小値賀アイランドチャレンジ事業の開始以降は、おぢか企業説明会という地域企業で働く人々が一堂に

会し、高校生に対して仕事への思いを語る校内行事が企画された。講演者は伝統的な産業を担う者から、I

ターン・U ターンで島に移住した者まで幅広く選定される。

表２：おぢか企業説明会講演者一覧

年度 日付 企業名 備考

2017年度 ７月18日

島宿御縁
おぢかアイランドツーリズム協会
小値賀町担い手公社
宇久小値賀漁業協同組合

U ターンによる起業
従事者は I ターン
地域産業の担い手研修

2018年度 ７月17日

小値賀町教育委員会
ながさき西海農業協同組合
小値賀郵便局
小値賀こども園
自衛隊上五島駐在員事務所

2019年度 ７月16日

小値賀町担い手公社
小値賀町診療所
牛飼い
小値賀町役場産業振興課
自衛隊上五島駐在員事務所

繁殖農家、U ターン

2020年度 ７月14日

小値賀町役場産業振興課
小値賀町診療所
小値賀子ども園
こじこじぱん
OJIKAPPAN

パン屋、I ターン
活版印刷、U ターン

以上のような企業・職場から講演者を呼ぶ。また、講演はなぜこの仕事を選んだのか、やりがいは何か等、
仕事の中身を紹介するに留まらず、職業に対する思いを生徒に伝えることを目的としている。
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②地域課題を設定する
１年生の１月頃からレポート作成と議会提案を見据えた研究課題を練り始める。最初は中学３年次に議

会で発表したテーマを振り返り改善点を考えた後に、それらを深める形で調べ学習を行う。参考に2017年
度の１年生の１月時点でのテーマを以下に例示する。

・小値賀に人を集めるためにすべきこと　　　　　・漁業の後継者問題
・大人の離島学習　　　　　　　　　　　　　　　・世界大会の開催を目指した提案
・高齢者の生き方・働き方　　　　　　　　　　　・ICT 機器を活用した遠隔授業の可能性
・Ｉターン・U ターン者を増やすために　　　　　・光回線と Free Wi-Fi

・無人島を活用した提案　　　　　　　　　　　　・新しい産業
・空き家利用の視点から　　　　　　　　　　　　・農業について（畜産業の発展）
・アートを観光資源とする提案　　　　　　　　　・修学旅行生との交流を通じて

１年次に選んだテーマで卒業論文を書くことは強制ではないものの、しばらくはこの時に提出された
テーマを起点に作業を進める。３月頃まで大体週２回の授業の中で調べ学習を進める。各生徒のテーマに
合わせて担当教員が割り振られ、提出物による個人指導も並行して行われる。

調べ学習のポイントとして、情報だけでなくどこから探した情報であるのかを一緒にメモしていくこ
と、それらを纏める際は自分の言葉を使うことが指導されており、いわゆる研究倫理を初期段階で身に着
けることができるような工夫がなされている 13）。

③地域課題について深める
当初は高校２年次の地域探究の時間の使い方は決まっていなかったが、2019年度から他の学校行事との

連携を生かした取り組みが行われている。例えば修学旅行に現地の大学生との交流を取り入れているが、
そこに地域探究を組み合わせている。これは国際関係専攻の大学生、留学生との交流の際に地域探究の内
容について英語でポスター発表をするというものである。４月から関心別に班分けを行い、発表の準備に
取り掛かる。途中の11月に行われる小中高合同事業の「English Day」で外国人ゲスト向けに発表を行い場
数を踏んだのち、12月の修学旅行を迎える。１月から３月には議会提案に向けて再びテーマの設定および
グループ学習を行う。３－５人のグループを３－５つほど作り、その過程で研究課題をさらに練り上げる。
そして春季休業中に該当する研究課題に関わりの深い地域住民に対してインタビュー調査を行う 14）。

インタビューは誰に話を聞くのかという段階から自分たちで決め、アポイントも自分たちで取る。例え
ば2018年度の３年生は A（商品開発）、B（環境、（海、漁業、磯焼け））、C（観光）に分かれ、分担してイ
ンタビューを行った。その際には、可能な限り自分たちで情報を集めておくこと、質問リストを準備して
おくこと、インタビュー後にお礼状を出すことなどが事前に指導される。

④発表に向けた準備を行う
３年生次にはインタビューの結果を持ち帰り、論文作成に対して本格的に取り組み始める。４月頃から

週に１回の頻度でグループワークを行う。ここではインタビュー結果から小値賀の地域課題や現在行われ
ている対策について整理し、５月までに課題解決のための仮説を打ち出す。この際に提案の説得力を増す
ため、できるだけ多くの仮説を出すように指導がなされる。５月末から７月中旬にかけて研究計画書を提
出する。

研究計画書作成の段階で、調査方法についてもう一度精査し、文献調査に切り替えることもある。計画
書作成時には最終的な卒業論文のイメージとして、（１）緒言（２）調査方法（３）結果と考察（４）結言
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（５）参考文献の構成を意識させる。特に結果と考察に関しては、
「小値賀の○○をするために、△△を提案します」という形で説得
力ある提案になるように指導がなされる。

⑤地域に向けて提言を行う
５ページほどの卒業レポートを完成させたのち、別途でスライ

ドの資料を作る。11月に校内での発表、そして12月には最後の取
り組みとして定例の町議会に「地域探究」を被せる形で、提案を
行い町議会議員と議論を交わす。2020年度までに取り組まれた卒
業レポートの最終題目は以下の通りである。

「地域探究」では以上の流れで町議会での提案を行っており、2020年度で３回目を数える。さらに偶然
でもあるが、小値賀の漁獲量増大を狙った藻場の再生をテーマとする班は先輩から後輩に引き継がれる形
でこれまで継続的に行われてきた。

（２）「地域探究」に込められた意図性
では、「地域探究」のカリキュラムはどのような教育的意図の基で編成されたものであるのだろうか。こ

の点について、「地域探究」のカリキュラムに関して試行錯誤を繰り返しながら指導に当たった教師２名に
インタビュー調査を行った 15）。 尚、小中高一貫教育および高校魅力化の流れの中で「地域探究」のカリキュ
ラムが生まれたのが、2016年度（準備段階）・2017年度（試行年）である。まずその時期に高校内でどの
ような問題意識が共有されていたのかについて言及したい。

表３：卒業論文テーマ一覧

〈2018年度〉
班名 題目

住居班 「空き家を活用し地域活性化をめざす」
教育・福祉班 「少子化の改善」
水産班 「藻を増やすために」

〈2019年度〉
班名 題目

環境班【藻場】 「藻場を取り戻すために～ならず者を小値賀の名物へ～」
商品開発班 「新たな商品開発のために」
観光班 「民泊を中心とした持続可能な観光プラン～世界から小値賀へ」

〈2020年度〉
班名 題目

環境班【松枯れ】 「小値賀の松枯れを灰利用」
環境班【藻場】 「MO 復活」
産業班 「小値賀を元気に」
防災班 「小値賀の防災の在り方～島全体で防災意識を高めるために」
観光班 「SNS を通じて観光客を増加 with コロナ」
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図１：研究計画書作成に使われたワークシート
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教員の一人は、2016年当時の生徒の大半が２年生の終わりには進路を決めており、小値賀に戻りたいと
いう生徒は少なく、「ここは出ていくもの」という意識が強かったと述懐する。またもう一人の教員は、生
徒たちは当初から地域住民との日常的な関わりを持っていたものの、小値賀が島外からどのように見える
のかという感覚が弱かったのではないかと話す。

2016年度以前の卒業レポートは３年次のみの取り組みであった。これを更に深化させるべく、高校３年
間、更には小中学校との接続も意識した長期的なものに変えていった。また、テーマに関しても従来は地
域課題や自身の進路との関わりの有無を問わなかったが、「地域探究」では、地域に焦点を当てたテーマを
選ぶ。そして、今までは校内の発表のみだったものに町議会での発表を加え、「地域のことについて調べ
る」総合的な学習の時間が始まった。

①地域を知る
「地域探究」では地域について知るための様々なきっかけが用意されている。おぢか企業説明会にしろ地

域へのインタビューにしろ、それらは普段は聞けないような島の大人の仕事に対する思いに触れる時間と
なっており、学校側はⅠターン・U ターンなど、先進的な取り組みを行っている地域住民と生徒が繋がる
ためのサポートを行ってきた。一方で、当初よりインタビュー自体は生徒たちだけで上手くやってきた側
面があるのだという。

インタビュイーの選定に関しては生まれ育った地の利を生かしてテーマにあった地域住民を見つけ、イ
ンタビューの内容も教師では聞けないようなツボを押さえた質問を指導する前からしっかりできていたの
だと話す。勿論インタビューの事前指導などは行ってきたものの、地域について知る段階では大きな障壁
が無かったことは教師２名の共通見解のようである。「地域探究」の核心は地域への知見を深めるだけでは
なく、その先にあるようである。

②地域について深める
インタビューで情報を入手した後は、それを基に地域課題解決に向けた提案を行う。その過程で不可欠

であるのが、課題解決となり得る仮説を提出し、それらを検証する作業である。しかし生徒たちにとって
はこのような発想が馴染みのあるものではなかったため、「地域探究」では島のことを深めるための指導に
力を入れてきたのだという。仮説を深い次元まで練り上げるため、１つの班に１- ２人教員が指導に入り
綿密に指導していく。例えば、観光班は英語の教員、藻場班は物理の教員、商品開発班は体育と数学と家
庭科の教員というように、各教科の専門分野を生かした指導を行ってきた。そうすることにより、小値賀
の現状の問題や他自治体の先進事例への目配り及び、根拠に基づいた説得力のある提案を目指すのである。

そして指導上で重要な要素として位置づくものが論文作成であるという。例年、10月頃から班の中で論
文作成とスライド作成に分かれて作業をしていくが「まず論文が完成してないとスライドも上手くいかな
い」ということが指導上の実感としてあると話す。論文作成を見守りながら適宜、噛み合わない点や疑問
点を生徒に投げて、「どうなってんの」「わかりません」「これどっから持ってきた情報なの、調べてきて」
というやり取りをひたすら繰り返す。そのため一コマの授業で一行しか進まないこともあったのだとい
う。それでも教師たちは時間を惜しむことなく「あげてる数値もちゃんと裏付けがないと納得しない」た
め、いい加減な思い付きは言えない。小値賀をなんとかしたいという思いをちゃんと伝える必要があるか
らだという。

年度や指導教員によってやり方は違うものの、上図のようなフォーマットに沿いながら、授業時間以外
のスキマ時間をも使いながらひたすら反復的な指導を行っていく。そして最終的に下図のような内容の論
文を作成する。
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班・テーマ 環境班　テーマ：MO 復活

研究動機

小値賀の特産品であるアワビやサザエが減少してきている。それは小値賀周辺の藻場が
減少してきていることが大きくかかわっていると考えられる。アワビやサザエなどをこ
れからの小値賀に残していくためにも、今ここで藻場の減少を食い止める必要がある。
そこで、藻を食べるアイゴやウニに焦点を当てて藻場回復の策を提案したいと考えた。
また、駆除されるだけのガンガゼというウニを有効活用したいと考えた。

仮説

藻場の減少はウニやアイゴによる食害が原因である。①ウニの養殖、②アイゴを食べよ
う、③小値賀の MO 回復 ! 魚釣り大会　の３つの策によって食害による藻場の減少を食
い止めることが考えられる。①ウニの養殖をすることで身入りの悪い状況のムラサキウ
ニを改善することができるうえに、ウニを磯から回収することで藻場が復活すれば、小
値賀の特産品であるサザエやアワビが守られるだけでなく、外から人を呼ぶことで小値
賀の活性化にもつながると考える。②藻を食べてしまうアイゴのおいしさを知ってもら
い、釣って食べる人を増やせば、アイゴによる影響を小さくできる。③魚釣り大会をす
ることで駆除されるだけのガンガゼをエサとして有効活用するだけでなく、島外から人
を呼ぶことで地域活性化につなげることができる。

具体的な研究手法等

① ウニの養殖　大島の港内にウニをかごに入れて２か月養殖する。餌やりは１週間に１
回クローバーを与える。

② アイゴを食べよう　アイゴのおいしさをより多くの人に知ってもらえるようにポス
ターを作成。

③ 小値賀の MO 回復 ! 魚釣り大会　駆除したガンガゼを利用した、魚釣り大会の提案。

本論

① ウニを養殖してみて身入りは悪かったが９割近くが生き残った。波がほとんどない港
内で行ったのがよかったと考えられる。餌のやり方次第では身入りもよくなる可能性
がある。

② アイゴのおいしさを多くの人に知ってもらえるように、釣り方やさばき方食べ方をま
とめたポスターを作成した。このポスターをターミナルなどの釣人や多くの人の目に
つくところに掲示することでアイゴに興味を持ってもらいアイゴを釣ってもらう。ま
た、小値賀の飲食店でアイゴ料理を出してもらうことでおいしさを広める。

③ 駆除したガンガゼをエサとした魚釣り大会の開催の提案。大会を開くことで地域活性
化にもつなげたい。大会の前に参加希望者でガンガゼ駆除をすることで小値賀の磯焼
けの現状を知ってもらい、島外から参加者を募ることで地域活性化にもつなげたい。

まとめ

① 生き残ることはわかった。餌のやり方次第では身入りも改善できるはず。そうなれば、
クローバーで養殖したウニ（よつばちゃん）を新しい小値賀の特産品にできると考える。

② 実際にアイゴを釣って食べてみると、身のにおいも気にならず、想像以上に食べやす
く、おいしかった。そこで、作成したポスターをターミナルなどの多くの人が釣りを
する場所に掲示して、アイゴを釣る人を増やしていきたい。

③ 要項を作成してガンガゼ駆除活動と一緒に行うことで釣るだけでなく小値賀の磯焼け
の現状を知ってもらう。島外からも参加してもらい商品に小値賀町地域商品券である

「おっとん商品券」や「特産品」を使うことで地域活性化にもつながる。

（３）小値賀にとっての「地域探究」
では「地域探究」の取り組みに対して地域住民はどのような眼差しを向けているのだろうか。ここでは

長期的な取り組みとなった藻場の減少問題に関する卒業論文を中心に、町議会で提案を行った時の映像記
録、卒業論文への資料分析及び、生徒の調査に対応した小値賀町役場産業振興課、漁業組合の各職員へ対
するインタビュー調査を通して考えてみたい。
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図２：2020年度の卒業論文の概要（内部資料より筆者作成）
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①藻場の減少問題に関する議会提案
まず３年間分の議会提案の具体的な様子と島民の反応について触れる。
2018年度の卒業論文では藻場の減少問題解決策として、①湧昇流を起こす、②広葉樹を植える、③鉄炭

団子を海に投入する、という３つの仮説の検証に取り組んだ。３つ全てに他の地域で先行事例があるもの
の、①には巨額の投資、②には膨大な時間であるという短点を挙げながら、この３つを「じげ藻ん作戦」
として提案した。結果的には広葉樹と鉄炭団子の実施案が島の大人と生徒たちの手によって試行された。

2019年の卒業論文では「じげ藻ん作戦」の「環境を変える」という手法に対して、藻場を食べる魚介類
の食害問題に取り組む形で行われた。イスズミという魚は従来食用に向かないとされてきたが、適切な調
理方法を紹介することで釣りによる漁獲量を上げる。またウニについては養殖場を開業し、地域住民が
持ってきた痩せたウニと養殖されたウニを交換、瘦せたウニを改めて養殖し、島内で消費できないものを
ブランド化して島外に輸出することを提案した。

町議会議員との質疑では、まず養殖場づくりの具体的な方向性についての議論となり、漁業組合で一度
試したが失敗したという点が話された。またウニ交換の仕組みについて質問があった時に生徒は「瓶詰め
加工をしたウニを住民に渡す」と答えたことに対して、議員から「君たちはウニをしのいだことある？めっ
ちゃ大変だよね。めっちゃ嬉しいと思うんだけど誰がやるの？」と実行可能性について問われていた。

2020年度の卒業論文でもウニやアイゴによる食害問題に焦点を当てた。ウニに関しては養殖の具体的な
方法としてクローバーを餌にした身入りの良いウニ生産について実験を行った。アイゴに関しては自分た
ちでアイゴを釣り、調査をしたうえでの発見を盛り込んだポスターを作成した。また小値賀で害魚駆除と
魚釣り大会を兼ねたイベントを開催する計画を発表した。これはガンガゼ（害魚）を餌にすれば石鯛がよ
く釣れることを利用したものである。

質疑では魚釣り大会の予算案まで想定されていることを称賛した上で、細かい収支についてやり取りが
なされた。またウニの養殖については「自分もやったことがあるが身入りは良くなかった。食べさせる量
を増やしてまた頑張ってみます」、「ブロッコリーを食べさせたところ実入りがよくなったということを新
聞で見た」「身入りの良し悪しは時期の問題だから気にしなくてもよい」など多くのアドバイスが飛んだ。

②議会提案を地域住民はどのように受け止めているのか
産業振興課の職員は６年ほど前に小学校４年生を対象に藻場の現象に関する学習会を担当した16）。実際

にテングサを取りに行き、自分たちの手で心太を作るプログラムを通して、島の藻場が減少している現状
を知ってもらおうとした。学習会を受講した子どもたちの数名が2018年度の卒業論文で藻場の減少問題に
取り組んだことを挙げて、直接的でないにしろ何らかの関係性を感じたのだと話す。小学校４年生での体
験活動と島の現状への認識が頭の片隅に残っていたことがこれまで藻場に関する研究が継続してきたひと
つの要因となったのではないかということである。

卒業論文の内容に関しては、島の大人から見ると事例に対する理解が間違っている部分もあるものの、
参考文献の欄を見ると仕事に取り組むうえで自分が読んだ論文も並んでおり「よく調べている」という印
象を持ったという。一方で、インタビュー調査（２年次）では現状把握を中心とした内容であったものが、
論文化された時には大人では思い付きもしないアイディアを採用しており、「子どもの頭の柔らかさに
びっくりさせられた」と話す。

また、漁業組合の職員は近年の漁獲量減少について「諦めの境地」「自然の力には中々ね」と語り、これ
まで様々な方策を試してきたが中々上手くいかったのだと話す 17）。しかしそれでも、小値賀のために何か
をしようとする姿に対して、「夢のあるねえ」といい、将来的に小値賀に帰ってくる計画を持っている生徒
のことを「嬉しいことよねえ。戻ってきて、小値賀でっちゅう、ちゃんとした考え方持ってるっちゅうの
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はねえ」と表現する。
以上のように、生徒達の論文はまず内容面において、関連職種に従事する住民にとって柔軟なアイディ

アを提供するものであった。また、内容自体をよく知らない住民にとっても、生徒たちが島のために何か
をしようとしていることが評価の対象となっているようである。

４．「地域探究」の展開過程と書き／語ることの意義

まず「地域探究」の展開過程について一度整理しよう。
「地域探究」とは、生徒たちが生きる小値賀島について新たな発見を行うことが意図されたカリキュラム

である。とりわけ地域を取り巻く課題について可視化した上で有効な解決策を自らの手で練り上げてい
く。このように言えば「地域探究」は既出である課題解決型の地域学習と相似形に映るのかもしれない。
しかしその過程を精査していくと、核心は課題解決能力の養成には無いように見える。
「地域探究」では地域に対する課題意識や知識が生徒たちの中にあることが一定程度は前提とされてい

る。実際に卒業論文執筆の初期段階では、生徒たちの小値賀島民としての特性がインタビューの円滑さに
影響を及ぼしていた。そうした地の利を活かしつつ、「地域探究」では生徒たちが持つ小値賀への思いを島
民に向けて表現することに主眼を置いた指導がなされていた。論文という形式を借りて、自分たちの本気
を島の大人に伝えることを徹底して繰り返した。その結果、議会提案では市議会議員を始めとする島民と
真剣勝負を繰り広げ、地域課題解決に関わる試みがなされた。「課題探究」のカリキュラムの学び方自体、
ある意味では論文を基にした学校的なものであったといえよう。しかしそれは学校だけでは完結するもの
ではなく、学習成果が持つインパクトを含めて、小値賀という地域に拡張性を持つものであった。

では「地域探究」のカリキュラムにおいて、書く／語るという島への思いの表現ははどのように位置づ
いているのだろうか。
【地域学習①】及び【地域学習②】は書き／語ることの基礎的な段階として理解することができるだろ

う。この段階ではインプット中心の形式で進行するが、それは単に地域を知ることとは異なる。生徒たち
にとって小値賀について日常生活の中で自然に知り得ることも多いが、【地域学習①】では普段では話題に
上りにくい小値賀の生活風景を問い直す。こうした「地域再発見」は小中高一貫教育の中に散りばめられ
ながら、「地域探究」の初期段階で意識的に取り組まれる。これは地域にありながらも同時に独立した存在
である学校という空間の特質を活かしたものであるといえよう。また【地域学習②】では卒業論文に向け
た基礎的な指導が行われる。取り組むテーマを精選すると共に、卒業論文を書くための作法について学ぶ。
後に触れていくように、地域への思いを文字によって言語化することが「地域探究」の要である。【地域学
習②】はそのための力を早い段階から涵養する意味で重要な過程である。
【地域学習③】では発表を通してテーマについて深めながら、場数を踏むことで島への思いの言語化へ慣

れることが意識されているといえるだろう。またインタビュー調査時には島の大人の話を聞く際のコミュ
ニケーションについても事前指導がなされる。これらのことから【地域学習③】から徐々に地域への思い
を語ることが指導に盛り込まれているようである。
【地域学習④】では仮説を練る、研究計画書を作成するなどの行程が盛り込まれている。これは地域への

思いを島の大人に伝える際の説得力を増すためであり、前述の３つと【地域学習④】以降では教師の指導
に対する力点の置き具合が変わっていることが示唆される。続く【地域学習⑤】では論文作成を通して教
師による指導が明確に顔を出す。指導とは具体的には「書く」ことの反復である。この期間、教師と生徒
は論文を基にやり取りを繰り返し、それを通して得た反省点を再び論文に落とし込むという工程を繰り返
す。それは口先だけの言葉が島生活の先達に通用しないことを生徒も教師もわかっているからであると推
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察される。【地域学習⑤】は話し言葉によるやり取りから生徒の関心を深めつつも、書き言葉を徹底的に
作っていくプロセスなのである。

以上のように「地域探究」を概観すれば、地域への思いを語る／書くことで他者に表現することに力点
が置かれていることが読み取られるだろう。語ることに関しては島での日常的なコミュニケーションを活
かしながら、特に書くことの鍛錬へ対する意識的な指導が「卒業レポート」という形式に表れているので
ある。

議会提案までの取り組みを知っている島の大人からすれば、「島のことに関心を持ってくれていて嬉し
い」というだけではなく、「良く調べている」「きちんと勉強している」ことが生徒たちへ対する目線とし
て表れていることがインタビュー調査の結果から垣間見える。実際に議会提案の様子を見れば、生徒たち
が綿密な卒業レポートを基に発表を行ったからこそ、本当にその提案が島の未来のためになるのかどう
か、熱く議論されたのである。提案に対する島の大人たちの眼差しは存外に厳しく、年によっては答弁で
生徒が打ち負かされてしまうこともあったほどである。しかしながらそれはお仕着せの参加ではない、目
の前の提案の根拠と実行可能性についての真剣勝負であった。だからこそ提案のいくつかは些細ではある
ものの、しかし本当の意味で島の大人たちを動かしたのである。そこには生徒たちの島に対する思いだけ
でなく、それらを表現する話し言葉、そして書き言葉の力があったことを認めることができるのではない
だろうか。

5．書き／語ることから見た「地域探究」の姿

以上、本論では北松西高校の「地域探究」の授業カリキュラムを事例に、学校教育における地域学習の
展開可能性について検討してきた。

従来の研究では離島の学校教育は課題解決型学習あるいは対話なるものとの組み合わせで語られること
が少なくないが、そこでは一定程度、非文字的な言語活動が前提とされているように見えた。これらの従
来の研究に対して、語る／書くという二元論に基づいた本論の視角は、離島地域における言語資源の豊か
さを注視しながらも、同時に学校教育固有の役割に立脚した試みであったといえよう。
「地域探究」において、地域への愛着を醸成することだけではなく、それを他者と共有することによっ

て、地域を動かすためのささやかだが大きな原動力を生むことが意図されていたことを書く／語ることへ
の接近によって明らかにした。「地域探究」は空間的には学校で遂行される教育課程であり、また学習方法
に関してもある意味では学校的な方法に依拠している部分は少なくないだろう。しかしそのことは「地域
探究」が学校内で完結することを意味せず、書く／語るという地域への思いの表現によって架橋されなが
ら地域へと開かれるものであったといえるのはないだろうか。
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