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東陽町河俣地区の笠松橋にて

【写真提供：東陽支所さま】

地域で会議を進行する平井教授（左）、平井教授の著書・令和4年3月出版（右）

鹿革の小物作りを楽しんだ参加者

【写真提供：泉支所さま】

豆腐作りを教わる集落の女性たち

大人も高校生も、社会の課題をどう解決する？
～2022年４月から高校の授業が大きく変わる～

日本遺産巡るバスツアー
～八代東高校が企画～

■探究ラッシュの社会科

弊店のまちの課題解決・探究コース

は７年目に突入したが 、高校生が

少々賑やかだ。理由は、2020年の小

学校、2021年の中学校に続き、2022

年度は高校で学習指導要領が改訂。

地理探究、日本史探究、世界史探究

のほか、現代社会が公共などに変

わった。

さらに、総合的な学習の時間が、総

合的な探究の時間に名称変更された。

文科省は、探究を「問題解決的な活

動が、発展的に繰り返されていく一連

の学習活動のこと」と定義している。

３月１０日、八代東高の生徒が企画

した市内の日本遺産などを巡るバスツ

アーがあり、生徒らが市内の石橋や観

光スポットを案内しながら、参加者９人

に地域の魅力をアピールした。

授業で観光について学んだ商業科

３年生の３人がガイドを務め、笠松橋

では歴史などを説明しながら「桜が満

開になるころは絶景です」と紹介。

また、昼食ではヤマメの塩焼きの実

演が行われるなど、参加者を楽しませ

ていた。

立場が変わっ
ても交流継続
井上芳恵氏

（龍谷大学准教授）
インターン事業開始から20周年、おめで

とうございます。私自身、2000年の学生時

社会学者の平井教授

より寄稿戴きました♪

◇平井太郎氏プロフィール

弘前大学大学院地域社会研究科教

授。1976年神奈川県生まれ。東京大

学大学院総合文化研究科単位取得

退学、博士(学術)。社会学（環境をめ

ぐる合意形成）を専門とする。

2011年より集落支援員・地域おこし

協力隊の全国研修会講師を務める。

農水省新しい農村政策の在り方に関

する検討会委員。総務省地域力創造

アドバイザー。

「ふだん着の地域づくりワークショッ

プ」、「SDGsを足許から考えかたちに

する」、ほか著書多数。私たちが暮らす地域はどうなってい

くんだろう。子どもや若い人はどんど

ん減るし、手入れされない家や田畑も

どんどん増えている。災害も増えてい

る気がするし、世界情勢も不安定だ。

そして、こんな不安な未来に対し、私

たちは何ができるだろう。この本は、そ

の思いに少しでも答えたい！と、昨年

の秋に一気に書き上げたものだ。

といっても、この10年、青森の農村

での学びをぎゅっと盛り込んだ。まず

伝えたいのは、不安な未来に対しても、

私たちにはできることがたくさんあると

いうことだ。それも何人かのグループ

がうまくできてきたときだ。これは学問

の世界では「グループ・ダイナミクス」

と呼ばれる現象だ。

しかも、このグループの力は、どんな

地域でも積み重ねられてきたこともわ

かってきた。たとえば、「生活改良」と

呼ばれた農家のおかあさんたちのグ

ループ活動だ 。この生活改良とグ

ループ・ダイナミクスが、同じ時期に同

じところから生まれてきたということも、

この本であらためて見つけることがで

きた。

■社会学者の視点でアプローチ

さて、昨年宮崎県の教諭などの講義

や視察に対応したが、現場は相当困

惑しているようだった。学生は校外へ

出かけて社会のさまざまなテーマで活

動することになるが、教諭は専門科目

に加え、探究の時間に対応しなけれ

ばならず、ノウハウも不足している。

そこで、コースの高校生用に弘前大

学の平井太郎教授の図書を購入。教

授とは２０年来の付き合いがあり、社

会学者の切り口から考えることは大人

にも参考になり、今回ミニコミ紙用に

寄稿文を戴いた。【岩本剛】

3学期の復習、高校入試に

★中１・２・３クラブ
熊日では、中１・２クラブを年３回発行し、

熊日購読の有無に関わらず無料で配布し

ております。科目は数学、英語、国語の３教

科で、各学期の復習に最適です♪

また中３クラブは毎月発行で、私立高校の

入試問題、県立高校の入試予想問題のほ

か、進学のアドバイスなど盛りだくさん。こち

らは、熊日購読の方のみの配布です。

ご希望の方は、熊日宮原販売センター

（62-3868）へお申込み下さい。弊店に冊子

が到着後、各ご家庭へお届けいたします。

シカの革を活かそう！
～五家荘地域プロジェク ト～

３月１５日、五家荘自然塾において、

鹿資源(革)活用研修会が実施された。

五家荘地域振興会「一般社団法人

五家荘地域プロジェク ト」の主催。

シカの革を活かした五家荘発の鹿

革商品を作れる人材育成を目的に、

八代市五家荘観光活性化事業として

地元五家荘住民を中心に、１２人が

参加した。

宮崎市で袋物工芸教室を主宰する

河野恵子氏の指導を受けながら、な

めした鹿革で印鑑入れやコインケー

スなどの小物商品の制作に取り組ん

だ。参加者からは、「すばらしい体験

をさせてもらいました。今後、今日の

体験を活かしたいと思います」という

声が聞かれた。

同プロジェクトの炭尚之氏は、「鹿

革を使った商品が五家荘産として流

通するまで、継続して取り組んでいき

たい」と、今後の意気込みを語った。

では、どうしたら「うまく」グループが

できるのだろう。これについて、なによ

り伝えたいのが、「課題」ではなく「あり

たい姿」を探すことから始めた方がい

い！ということだ。今、地域づくりを始

めるとき、課題を確認して危機感を共

有する、というところから出発すること

が多い。

たとえば「人口減少」や「耕作放棄」

をどうしよう！から始めるパターンだ。

だが、ここから始めると、なかなか展望

が見えてこない。自分たちは課題を

負った存在だ、とマイナスから出発す

ることになるし、与えられた課題は自

分たちで解決できるほど簡単には思

えないからだ。

そうではなく、この本では、身近なこ

とがこうあって欲しい、という語り合い

から始めると、「うまく」話が進みはじめ

るとお勧めしている。そういう雑談のな

かから、まずはこういうことをやってみ

ようという目標を共有して、小さなこと

でもやってみる。

小さなことなら失敗してもやり直しが

きく。そういう試行錯誤を積み重ねて

いくと、次はこう、次はこうと、アイデア

が湧き上がるグループができてくる。

これが「ダイナミクスを生むグループ」

の誕生だ。

こんなグループが１つでも生まれてく

れば、地域の未来は明るい。どんな突

発的なことが起きても対応できるように

なるからだ。これからも、そうしたグ

ループが生まれる瞬間に、ぼくもぜひ

これからも立ち会わせていただきたい。



　

宿題お助け塾の後は、おやつタイム

桃をいただき、宮原コンビでハイ・ポーズ♪
本田和寛くん・桜ケ丘（左）、深川くん・町（右）

農のある風景。筆者の自宅の窓から

渋谷のスクランブル交差点

１人２分×２回のスピーチをおこなった保護者報告会～居酒屋一心（早尾）にて

ファーストペンギンになる(34)
ドキドキしながら、発表したよ♪
課題解決コース５期生、保護者報告会！

2019年夏から月１で書いている本連載。4

月からは「彩の国から～人と地球のための

新・幸福論」というタイトルでやることにした。

人が本当に幸せになるためにはどう生き

ればいいのか？そして、人の幸福と地球の

幸福を両立するにはどうすればいいのか？

この２点を、自分の言葉で、そして、できる

だけ自分の経験を基に書きたい。

◆彩の国で、農のある暮らし。

僕はこの4月に、埼玉県さいたま市に移住

した。「彩の国」とは、埼玉県の多彩な魅力

をアピールするために県によって作成され

た愛称であり、熊本を「火の国」というのと似

ている。ただし、「火の国」は歴史的に由緒

ある呼び方である点で、違う。

さいたま市は人口130万人の大都市だが、

郊外に行けばなだらかな丘陵地帯が広がり、

農業が盛んに行われている。僕はそんな郊

外に住んでいる。

平日は環境NGOの仕事をして、休日はと

ある農家の畑仕事を手伝う。自炊を基本と

して、疲れたら自然公園内を散歩し、楽器

【彩の国から～人と地球のための新・幸福論①】
～鈴嶋克太（子ども記者OB）～

の練習をする。職場は都内にあるから、時

には通勤電車に乗る。

こんな暮らしを、「農のある暮らし」という。

別の仕事をやりつつ、自分で育てた作物を

自分で料理して食卓にのせる、ということ。

「農家になる」とは違う。

◆「居心地の悪さ」を振り返りたい。

高校時代、僕は「がり勉」だった。親はもち

ろん、学校の先生に助けてもらったお蔭で、

東京大学に合格することができた。まったく

感謝の気持ちしかないが、入学後、物心両

面でいろんなショックが積み重なり、在籍期

間3年で中退した。真面目に授業に出てい

たのは2年でしかない。

例えば、 上京後、最初に渋谷のスクラン

ブル交差点に行ったとき、夜１１時になって

も明るい街にワクワクした一方、何となく居

心地の悪さを覚えたように。たいていの場

合、そのような不快な感覚は時とともに薄れ

るものだ。しかし、薄まったかのように見え

て、実はジワジワと身心に不調をきたしてい

ることもある。

次回から、そんな皆が経験するであろう

「居心地の悪さ」を言葉にして、「では、どう

すれば良いのか」とを考えていきたい。

地域づくりインターン20周年OB・OGのメッセージ～その２４月９日、まちづくり情報銀行にて、２回延

期していた「お菓子の家作り」をおこない、

５人が参加した。

１０種類のお菓子を使い、粉糖に水を混

ぜたものが接着剤となり、家と庭を思い思

いに製作。小３時に続き２回目だったので、

予定より２０分はやく完成した。

ターン事業を通して、社会への入り口を開

いていただき、また我々参加者に「失敗」と

いう貴重な経験をさせていただけた場所

だったと、今では心から感謝しています。

また、インターンへの参加を通して得た

何よりの財産は、日本全国に様々な年代、

お立場の方々とのネットワーク・人脈です。

在学期間中も各地にお伺いし、多くの経

験を積ませていただきましたし、インターン

の先輩方には直近の進路等をご相談させ

ていただくこともありました。社会人となっ

た今でも、そのご縁をきっかけとし、新しい

お仕事をいただくこともあります。

このように改めてインターンの事を振返っ

てみると、多くの諸先輩方にたくさんの刺

激と学びをいただいて来たな！と感謝する

一方で、30代後半になった私自身としては、

今後に続く後輩たちにそのご恩を返してあ

げたいなと思っています。

コロナ渦、なかなか地域を超えての対面

での交流やプログラムの実施が難しい中、

どうにかこのご縁が継続していくことを願っ

ていますし、私自身、少しでも貢献できた

らと思っています。

◆保護者のコメント

・自分達の活動について発表するだけでな

く、面白く伝えようと工夫も見られ、少し自信

が出てきたのかな？！と。

・ギロっちょのキャラクターの目は地域をしっ

かり見て、お腹の吸盤は周りの環境に流さ

れずがんばるという意味が込められている

のを、初めて知った。

・活動し始めた頃の娘は、人前に出て自分

の意見など発表するのが苦手だった。しか

し、今回は堂々と落ちつき目線をまっすぐ

に発表できており、成長を感じた。

・緊張は垣間見えたが、しっかりと準備して

きたんだと感じた。毎週楽しみに活動して

いる娘を見ていて、また毎週の振り返りを読

み、子どもたち４人がいい環境で勉強させ

てもらえてるんだなと思った。

前回より、うまくできたよ♪

◆社会への入り口、失敗を経験

させていただいた貴重な場
【深川 悠：筑波大・長野在住】

私は、2007～8年の宮原インターン、2009

～10年の小布施町インターンに４年連続で

参加させていただきました。学部生として４

年間連続で地域づくりインターン事業に参

加したのは、日本でも数少ない存在ではな

いかと、今ではちょっとした自慢です。

高校卒業後の進路について、悩みぬい

た末、中学生の頃に出入りしていたまちづ

くり情報銀行での体験が思い出され、“まち

づくり”という道に進みたいと岩本さんにご

相談したことが、私の人生の岐路だったか

のように思われます。

インターンに参加するにあたっては、「自

分自身の力やアイディアで少しでも地域の

課題を解決したい」という気持ちがかなり強

かったのです。しかし、実際は貢献できたこ

とはほとんどなく、挫折と失敗の連続でした。

後々振返ってみると、この地域づくりイン

【インターンでの思い出ベスト5】
①プログラムのスケジュールにある「自由

時間」は、「遊ぶ時間」ではなく「作業時間」

だった。

②小布施インターンの際、段ボールの上に

布団を敷いて寝た結果、汗を吸収し部屋が

汗臭くなった。

（※過酷な環境がインターン生の団結力を

高める。）

③インターン生の中で、岩本さんは実は２

人存在するのではないか？と噂になる。

④真夜中に不定期で開催される「愛の説教

部屋」に参加し、涙を流すインターン生続出。

⑤地域の方々から大量にいただく差し入れ

を最初は喜んでいたが、後半になると食べ

ることが義務化していく。

いわっちょの面白写真
～だれだか、わかります？～

知人がフェイスブックで紹介していた、

武者カーネルさんです。鬼滅の刃だった

り動物だったり、またマンガでも結構いじ

られているそうですね。こんなことをする

のは、世界でも日本だけらしいです(笑)

◆ドキドキが止まらない保護者報告会

４月２日のお昼すぎから、私はきんちょう

していた。なぜなら、夕方から５期生の１年

間のふり返りを話す保護者報告会があるか

らだ。この日だけ、時間が早く進んでいるよ

うな気がした。そして、ついに私が発表する

番が回って来た。

話し始めた時に、保護者の方々が私に注

目していたので、心ぞうがさらにはげしく動

いた。私のお母さんは、私以外の人の発表

を見る時は笑顔でほがらかな表情だったが、

私の時はしんけんな表情で見ていた。

きんちょうしたけど、５期生のみんながそ

ばいにいていくれたので、堂々と自信を

もって話すことができた。

【宮原小６年：四宮風佳】


