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【活動紹介】  
 
野殿・童仙房地域における「生涯学習による教育空間創造」の取り組み 

 
小林 伸行 

 
Introduction: our action to create an educational space 

 as a network of lifelong-learning resources in Nodono and Dosenbou region 
 

KOBAYASHI, Nobuyuki 
 

2006 年 6 月 23 日、京都大学大学院教育学研究科は、京都府唯一の村で最南端に位置す

る南山城村の二つの区、野殿・童仙房地域と協定を結び、「野殿童仙房生涯学習推進委員会」

を立ち上げました。そして今なお、2006 年 3 月に廃校になった旧野殿童仙房小学校を拠点

として、地域に住み暮らす住民の方々と協働しながら、様々な生涯学習の実践と研究活動

に取り組んでいます。 
野殿・童仙房区は滋賀や三重との県境に当たる標高 400ｍ程の高原にあり、茶・米が主産

物で人口 350 人程の地域ですが、生涯教育学講座は、2007 年度に発足した教育実践コラボ

レーション・センターとも連携して、この地域と出会った初期の段階から活動の中核を担

ってきました。 
 
本稿は、この活動そのものの紹介というよりは、その①特色と②関連文献の紹介に絞っ

たものですが、活動内容の詳細については後述の文献に詳しいですので、是非ご参照くだ

さい。私たちが学び、研究に勤しんできたことの報告が、読者の方々の新たな学び・研究

の契機になるなら幸いです。 
 

① 自主的な生涯学習に基づく「内発的な（学びのネットワークが作り出す）教育空間」 

 本活動を敢えて一言にまとめるなら「生涯学習による教育空間」創造の試みであり、「学

校教育による教育空間」の再生・変革に向けた取り組みとは、かなりの部分で対比的に（も

しくは車の両輪として）捉えられると言えそうです。 
近年の主だった具体的な活動としては、 
 
＜2011 年度＞ 

5/28（土）第 2回野童いなか塾「初夏の自然観察会」（旧野殿童仙房小学校周辺） 

7/23（土）「第 6 回風と雲の広場 科学と魔法の交差点」（旧野殿童仙房小学校） 

11/13（日）公開シンポジウム「地域社会の教育力－終焉それとも再生？」 
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11/19（土）第 5回野童いなか塾「防災の集い」 

3/10（日）座談会・交流会「食と農のこれからを考える ～福島と童仙房をむすんで～」 

 

＜2012 年度＞ 

7/21（木）「第 7 回風と雲の広場 演じる体」（旧野殿童仙房小学校） 

8/19（日）「童仙房高原 親子中国琵琶コンサート」（旧野殿童仙房小学校） 

11/24（土）～25（日）童仙房水曜ひろば教育学部祭展示（教育学部本館右手） 

12/14（金）～16（日）「防災×演劇 in 童仙房」（旧野殿童仙房小学校） 

 

＜2013 年度＞ 

6/29（土）野童いなか塾①「初夏の自然観察会」（旧野殿童仙房小学校周辺） 

8/3（土）4（日）野童いなか塾②「第 8回風と雲の広場 劇をつくろう！」（旧野殿童仙房小学校） 

11/23（土）～24（日）野童いなか塾③「童仙房体験コーナー」教育学部祭参加（教育学部本館右手） 

3/1（土）野童いなか塾④「童仙房セミナー」講演とディスカッション（旧野殿童仙房小学校） 

 
…などが挙げられますが、これらはあくまでも紙面・誌面やＷｅｂ上などの「フ

ォーマルな場における」紹介向けの代表例に過ぎず、学び合いの空間がイベントと

して「目に見える形で」立ち現われてくるケースにかぎった場合のものです。本活

動の真骨頂はむしろ、こうしたフォーマルな催しや計画された調査活動などの日時・場所

から外れたところにこそ「豊かな出会い、学び、刺激、気づき」を生じさせてくれる、人

と人との“ネットワーク”の創出・構築にあります。それゆえ基本的な活動の方針として、 
 
1. 院生の研究と地域の諸問題を相互にリンクさせる場を創出する 
2. 地区の子どもだけでなく地区外の子どもも対象とする、学習と遊びのサークルを立ち

上げる 
3. NPO や社会教育関係団体などの各種団体と協働し、子どもから高齢者まで多様な学び

の空間を創出 
4. 広報誌『風と雲の便り』を定期発行して区民全体に活動を報告し、インターネットで

も公開する 
 
…が掲げられて始まりはしましたが、当初の計画・指針に縛られるよりは、地域をたま

たま訪れた際の（想定した目的や関係性を超える学びを促す）出会いや、メーリングリス

トへの（報告の意図を超えた学び・気づきを促す）自由な投稿、ネット上での（想定した

範囲を越えて出会い・学びを促す）交流の機会などを適宜取り込みながら、活動の内容を

臨機応変に変更し充実させてきたというのが実態です。 
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ただ、こうした“ネットワーク”のなかに（たまたま）生じる「出会い、学び、刺激、

気づき」は、ともするとそのままでは生まれた瞬間に立ち消えたり他のことに紛れて忘れ

られたりしてしまいかねない儚さも帯びているため、部分的にでも「目に見える形」にす

るうえでは（参加者自身による振り返りなどを経て）活動を記録・収集した成果としての

後述の文献がいっそう重要になっています。 
 
 このように「教育空間」の創造といっても、本活動ではそもそも「目に見えにくい」空

間を相手にしているという特色がまず挙げられるわけですが、これはそこでの「教育」の

特徴にも由来します。 
端的に述べるならそれは、教師や行政などの主導する「外発的な（教育）目的」に基づ

く教育活動を目指した学校教育型の様式ではありえない、ということになるでしょう。裏

返せばそれが、学習者自身の「内発的な（学習）目的」を起点としつつも、学びのエネル

ギーを「学習という枠組みの内側に閉じ籠もったまま」にはさせず、「同時に他者の学びの

刺激や支え、リソースにもなる」ような学びとなっていく（相互に「教育」的な作用が自

然と生まれる）空間、すなわち、一緒に学んだり後から加わったりする人々との学びの“ネ

ットワーク” の創造を目指すということです。「学校教育による教育空間」とも「単に生

涯学習が可能な空間」とも一味違う、学びを学びに終わらせない（学びを「内に籠もらせ

る」のではもったいないの）で学びと学び、人と人とが有機的に結びつくような（学習者

個人／地域／大学などを取り囲み孤立させがちな「境界・障壁」を越える）空間の創造を

目指しているわけです。 
なお、教師主導型でないという点には二重の意味があります。①教員が教育者として振

る舞う側面よりは研究者としてともに活動する側面を重視して、あくまでも院生の主体的

な学び・研究を促すということと、②たとえ活動のなかで生涯学習の機会を創出できたと

しても、それが大学主導での遂行に終始してはいけないので、あくまでも地域住民の主体

的な学び・発案が期待されているということです。既存のフィールドに入り、既成のフ

レームワークに則って活動するのではなく、むしろそうした固定観念に囚われにく

い院生や地域住民こそが協働作業の主体となって、問題解決のための新たなフィー

ルドを創造することこそが目指されているわけです。そしてそれが同時に、地域の

資源を活かした主体的活動と大学の知的資源を活かした主体的な社会貢献とを取

り結ぶ試みとなり、行政任せ・行政主導の問題解決としての地域づくりなどとも一

味違うものになっています。 
また、特定の「外発的な（教育）目的・計画」に囚われないということは同時に、その

空間が多目的の併存する多文脈的・重層的なフィールドになりうるということも意味して

います。「学校教育による教育空間」は、特定の科目を画一的・効率的に学ぶためなどその

都度の教育に時間・空間の使い方や役割・関係の配置を特化させ、それに馴染まないもの

を排除する格好になりがちですが、本活動の「生涯学習による教育空間」は、そもそも日

− 145 −

京都大学生涯教育フィールド研究 vol. 2（通巻第 13 号）2014 年



常の家族生活や経済生活が営まれている場であって教育・学習のためだけに活動すること

ができないばかりでなく、たとえ教育・学習を目的とする活動が繰り広げられていようと

も、異なる背景や学習目的などを持つ人々が混在しながら協働することのほうがむしろ多

くなります。そもそも特定の文脈・目的・計画の通りに（イベントとして）学習をこなす

だけなら学校教育型のほうが向いているわけで、こうした教育の特徴と空間の特色は密接

不可分になっています。 
 

② 「儚く見えにくい学び」を垣間見ることができる文献等の紹介 

それでは、これまで見てきたような特色を有する本活動の実践・研究の成果に触れられ

る主要な文献等をいくつかご紹介いたします。 
 

（１）研究開発コロキアム成果報告書 
「魅力ある大学院教育」イニシアティブのプログラムの一環として、領域横断的な院生の

グループが主体となって「研究開発コロキアム」という授業の中に組み込まれた研究活動

を運営する成果報告書が、教育実践コラボレーション・センターからも発行されています。

5 年度分（5 冊）のそれぞれに一つずつ「野殿童仙房地域」をフィールドとする研究グルー

プの成果が掲載され、院生主体に進められる本活動の象徴の一つとなりました。年度ごと

のそれぞれの院生の問題関心に応じて少しずつ異なる切り口から地域と本活動について考

究した成果であると同時に、本活動に取り組むなかにあってさえ得てして見えにくい学び

や気づきの瞬間を丁寧にすくいあげた報告書になっています。 
 
児玉華奈・太田拓紀・生駒佳也・辻喜代司（2008）「野殿・童仙房地域における協働的な『学

びの空間』をめぐるフィールドワーク」教育実践コラボレーション・センター『研究開発コロ

キアム 平成 19 年度 研究成果報告書』72-81. 

児玉華奈・岡田薪子・生駒佳也（2009）「続 野殿・童仙房地域における協働的な『学びの空

間』をめぐるフィールドワーク」教育実践コラボレーション・センター『研究開発コロキアム 

平成 20 年度 研究成果報告書』108-135.  

辻喜代司・崔善今・岡田薪子・鎹純香（2010）「野殿・童仙房地域における生活の中の伝統行

事のフィールドワーク―神社祭祀とその継承を中心として―」教育実践コラボレーション・セ

ンター『研究開発コロキアム 平成 21 年度 研究成果報告書』100-123. 

辻喜代司・猿山隆子・坂上元太・鎹純香・上床弥生・山口記世・岡田光恵（2011）「ライフス

トーリーを活用した地域生涯学習の実証的研究―野殿・童仙房地域におけるエコミュージアム

活動をフィールドとして―」教育実践コラボレーション・センター『研究開発コロキアム 平

成 22 年度 研究成果報告書』88-116. 

辻喜代司・猿山隆子・坂上元太・鎹純香・上床弥生・山口記世・岡田光恵（2012）「ライフス

トーリーを活用した地域生涯学習の実証的研究（続）―野殿・童仙房地域における記憶を共同
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生成し、地域の物語を構築する試み―」教育実践コラボレーション・センター『研究開発コロ

キアム 平成 23 年度 研究成果報告書』32-56. 

 
（２）風と雲の便り 
冊子としては主に大学と地域を、PDF としては本活動と全世界の学習者・研究者を取り

結ぶ、本活動の「広報誌」にして最も重要かつ代表的な媒体です。毎号 4 頁ほどのなかに、

前平泰志教授の印象的な巻頭言と、その時期その時期の「旬」な活動内容・成果報告がコ

ンパクトに紹介されており、発行当時のみならず後から本活動のエッセンスを掴むうえで

も大変重宝する、正に「広報誌」になっています。 
（なお、PDF 版はすべて「http://souraku.net/manabi/publicity/kouhou.html」で公開さ

れています） 
 
前平泰志（編）『風と雲の便り 野殿・童仙房から…野殿・童仙房へ…』Vol.1（2006 年 7 月

31 日発行） 

 ～ （以下、最新 Vol.17 まで） 

 
（３）教育実践コラボレーション・センター活動報告書 

教育実践コラボレーション・センターの活動報告書、および『円環する教育のコラボレー

ション』でも、本活動の概要や関連する研究成果を伺い知ることができます。 
（PDF 版は「http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/176329」から入

手できます） 
 
前平泰志（2012）「教育空間創造ユニット: 野殿・童仙房での生涯学習の取り組み 2007 年度」

教育実践コラボレーション・センター『活動報告書(2007-2011 年度) : 子どもの生命性と有能

性を育てる教育・研究をめざして』64-65. 
前平泰志（2012）「教育空間創造ユニット: 野殿・童仙房での生涯学習の取り組み 2008 年度」

教育実践コラボレーション・センター『活動報告書(2007-2011 年度) : 子どもの生命性と有能

性を育てる教育・研究をめざして』66-67. 

前平泰志（2012）「教育空間創造ユニット: 野殿・童仙房での生涯学習の取り組み 2009 年度」

教育実践コラボレーション・センター『活動報告書(2007-2011 年度) : 子どもの生命性と有能

性を育てる教育・研究をめざして』68-69. 
前平泰志（2012）「教育空間創造ユニット: 野殿・童仙房での生涯学習の取り組み 2010 年度」

教育実践コラボレーション・センター『活動報告書(2007-2011 年度) : 子どもの生命性と有能

性を育てる教育・研究をめざして』70-71. 
吉田正純（2012）「教育空間創造ユニット: 野殿・童仙房での生涯学習の取り組み 2011 年度」

教育実践コラボレーション・センター『活動報告書(2007-2011 年度) : 子どもの生命性と有能
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性を育てる教育・研究をめざして』72-73.  
 

このほか、同報告書の 92、98、101、104、105 ページには研究開発コロキアムの概要

もあります。 
また『円環する教育のコラボレーション』では、133-134、135-136、137 ページに関連

するコラムがあるほか、以下の論文で本活動に対する総括的な考察が試みられています。 
 
吉田正純（2013）「『いなか』をとり戻す : 野殿・童仙房という『教育空間』」教育実践コラ

ボレーション・センター『円環する教育のコラボレーション』108-119. 

 
 

 
主要な文献のご紹介は以上のとおりですが、この他にも、学会発表・紀要・著書などで

関連する研究成果の一端が様々な形で報告されています。 
 
どの文献でも、地域での・住民との学び合いや話し合い（討議など）から多くの活動が

生まれてくる様子が垣間見えることと思います。「学校教育による教育空間」とは違い、

「夜」でも、時には「お酒を酌み交わしながら」、必ずしも「フォーマルな（表向きの）

目的や時間配分、役割などに囚われずに」進められる活動のため、得てして排除（後回し

に）されがちな「余剰の触れ合い」がそこでは重要な基点になっています。 
そもそも地域と大学の出会いの段階からして、「学校教育による教育空間」が行政再編の

荒波のなかで縮小する過程において、野殿童仙房小学校の閉校（統廃合）で地域から「子

どもの声」や「学びの場」が失われることが危惧されたなかで生まれた取り組みだったの

であり、もともと「外発的な目的や評価尺度」からは外れて船出した活動でした。それは

常に、初めのうち（評価の仕方が見定められるまで）は行きつく先もよく見えないまま手

探りで（内発的な閃きや想いのままに）始まり、展開していく学びの連続で、いわば「闇

夜のなかを他者と繋いだ手の温もりだけを頼りに進む」ようなものでしょうか。「闇夜」

のなかでは、自分自身が日常している何でもないことでさえ、相手の学びや気づきを刺

激・支援できる可能性があることに、他者と触れ合い他者から評価されることで初めて気

づくことがよくあります。既存の評価尺度や常套手段から外れやすいため（分かりやすい

成果を手早く求められることが多くなった時勢にあっては）心細くなりがちななかでも本

活動を続けてこられたのは、色々な人々との触れ合いが、常に相互に絶えざる刺激や支援

となってきたからのように思われます。 
上記の文献等を通じて、読者の皆さんにもそうした経験の一端に触れていただくととも

に、私たちとの新たな触れ合いが生まれるきっかけとなるならば、本稿は“望外の目標”

に辿りついたことになります。 
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