
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

〈こども風土記論〉が切り拓くも
の

高田, 雅士

高田, 雅士. 〈こども風土記論〉が切り拓くもの. 人文學報 2021, 117:
159-166

2021-05-31

https://doi.org/10.14989/264292



[書 評]

〈こども風土記論〉が切り拓くもの

高 田 雅 士
(一橋大学大学院社会学研究科)

はじめに

かつて梅棹忠夫が「これはおどろくべき本

である」と絶賛した『北白川こども風土記』。

京都市立北白川小学校の児童たち 48 人が，

課外学習で郷土・北白川を調べ，書き記した

作品であり，映画化までされた。そして，こ

の『北白川こども風土記』の「不思議な魅力

をたたえたテクスト，それを生み出した地域

のコンテクスト，そして，それらをめぐる時

代状況とその変容を考察」(89 頁) したものが，

本稿で取り上げる菊地暁・佐藤守弘編『学校

で地域を紡ぐ― 『北白川こども風土記』か

ら』である。総勢 14 名による論考・コラム

と『北白川こども風土記』抄によって構成さ

れる本書は，民俗学，芸術学，歴史学，教育

学，考古学，博物館学，文学，メディア論な

ど，さまざまな切り口から『北白川こども風

土記』の読解を試みる。

また，本書は『北白川こども風土記』を読

み解くことだけが目的ではない。「こども風

土記」というジャンルは，柳田國男による著

作からはじまり，戦時下では「大東亜」へと

拡大，戦後は生活綴方など文化運動の影響を

受けつつ広がりをみせ，1980 年代に数量的

ピークを迎える。そのため本書では，「北白

川と同様に，〈こども風土記〉と題した作品

が各地に存在すること，そして，そのような

書名を用いずとも，子どもたちが地域を学ん

で書き記すという実践が無数に存在してい

る」(90 頁) 点にもあらためて光をあてること

を，もうひとつの重要な課題として掲げてい

る。『北白川こども風土記』の読解を梃子と

して，いわば〈こども風土記論〉とでもいう

べき，あたらしい研究領域を読者の前に提示

することを試みているのである。

そうした〈こども風土記論〉を今後展開し

ていくうえで重要な導きの糸となるのが，本

書に収録された一色範子による「こども風土

記一覧」と，一色，菊地，佐藤の 3 人の解説

による「こども風土記 33 選」である。この

両者を眺めながら，一つひとつの「こども風

土記」がどのような過程で編纂され，そして

そこに何が記されているのかを想像するだけ

でも愉しみは広がる。とりわけ，そのなかで

筆者の目に留まったのが「文理閣子ども風土

記」シリーズの一冊として 1979 年に刊行さ

れた『南山城子ども風土記』であった。

筆者は，戦後の地域における文化運動や住

民運動を主な研究対象としているが，その際，

京都府南山城地域1)をフィールドのひとつと

してきた。その過程で，『南山城子ども風土

記』という書物の存在を認識してはいたもの

の，それがどのような意味をもつものなのか，

恥を忍んで告白すれば，気にも留めなかった

というのが正直なところである。しかし，本

書ではじめて「こども風土記」の多様な広が

りを知り，あらためて『南山城子ども風土

記』を読んでみると，さまざまな新しい発見
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があった2)。

『南山城子ども風土記』については，福島

幸宏によるコラム「敗北の「こども風土記」」

でも一部取り上げられているが，本稿では，

あらためてこの作品を当時の地域社会の動向

のなかに位置づけて読み解いてみるとともに，

そこで見えてきた特色から再度『学校で地域

を紡ぐ』に立ち返り，その成果や残された課

題について考えてみたい。ささやかではある

が，『学校で地域を紡ぐ』に触発された，私

なりの〈こども風土記論〉の試みである。

1．背景としての地域社会の変容

先述したように，『南山城子ども風土記』

は，「文理閣子ども風土記」シリーズの 1 冊

として 1979 年に刊行された。「文理閣子ども

風土記」シリーズは，今田保を仕掛け人とし

て南山城のほか，丹後，由良川，窪川を題材

に計 4冊刊行されている。そして，この『南

山城子ども風土記』の編纂の背景を考えるう

えで，1970 年代の南山城における地域的変容

が重要な意味を有する3)。

高度成長期以降の南山城地域では，文化財

破壊の問題が地域住民の大きな関心事であっ

た。とりわけ，宇治市や城陽市などの比較的

京都市に近い地域では，宅地開発や団地の建

設が進められるが，それによって流入してき

た新住民を中心に文化財保存運動が活発に展

開された。特に，『南山城子ども風土記』の

編纂が進められた 1970 年代末は，関西文化

学術研究都市構想が始動しはじめており，ま

さに地域社会の大きな変貌に直面していた時

期といえる。

そして，そうした地域開発の進展を背景に，

さまざまな文化財愛護・研究団体が生まれる

ことになる。それらは開発による破壊に対処

して文化財の調査・保存，あるいは愛護を訴

えるグループとして出発したものが多かった。

さらに，1966年には，これらの連絡協議組織

である山城地方文化財愛護協議会も結成され

ている。この連絡協議組織は，行政と住民組

織が協同してつくったものでもあった。また，

それぞれのグループも，京都府の文化行政の

援助によって大きく支えられることとなっ

た4)。

また，文化財保存運動の高まりに加え，各

地での自治体史編纂作業の進展，さらには

1985年に控えていた山城国一揆 500 年に向け

た運動の展開などが同時並行的に進んでいた。

京都府立山城郷土資料館が開館したのも 1982

年のことである。郷土資料館は，その後，地

域の歴史と文化の研究・学習のセンターとし

て重要な役割を担うことになる。

以上のように，高度成長期以降の南山城地

域では，新住民が多く流入してきたことで，

あらためて地域の歴史に関心が集まることと

なった。彼らは，地元民とも手を携えながら，

文化財保存の取り組みや，地域の歴史を学ぶ

活動を展開することになる。『南山城子ども

風土記』の「あとがき」を担当した編集委員

代表の小山安は，「南山城のあすを考えると

き見逃せない問題は，山城に定住していた地

域住民と，ここに住宅地をもとめて，住民と

なった新しい山城の住民との問題ではない

か」と語っている5)。編集委員の面々も，南

山城地域における地元民と新住民という構図

を意識していたことが分かる。

そして，地域社会の変容とそれにともなう

地元民と新住民という構図は，北白川にも共

通する視点であった。ようするに，本書で繰

り返し言及される，土着の「花うり族 (≒近

郊農家)」と新米の「大学族 (≒学者・サラリー

マン)」という構図である。おそらく，高度成

長期以降に南山城地域で現われたような状況

が，北白川では時期的に先行するかたちで進

んでいたのだろう。

しかしながら，本書では梅棹忠夫によって

提示された「花うり族」と「大学族」という

状況説明6)に寄りかかるのみで，独自の地域

社会分析がなされていないことが悔やまれる。

『北白川こども風土記』の実践が，学校教育

のみならず地域の力量に支えられていたとす
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るのであれば，それを支えた地域社会とは具

体的にどのようなものであったのか。梅棹の

理解に寄りかかることなく，地域社会構造を

独自に分析したうえで，あらためて『北白川

こども風土記』作成をめぐる経緯を位置づけ

直してみると，さらに深みのある論点が導き

出されたのではないだろうか。これは北白川

学区の特異性をふまえるべきとの和崎光太郎

による指摘とも響き合う論点である7)。

2．『南山城子ども風土記』の概要

先述したように，高度成長期以降の南山城

における地域社会の変容は，人びとがあらた

めて地域のあり方や歴史へと目を向けるきっ

かけとなった。次に，そうした地域的状況の

なかで作成された『南山城子ども風土記』に

ついて実際に見ていこう。

この本の目次は，「はしがき／Ⅰ わたし

たちの郷土／Ⅱ 南山城の歴史／Ⅲ 郷土の

行事と伝説／Ⅳ 郷土のくらしと産業／Ⅴ

かわりゆく南山城／資料 水とのたたかい

(久御山教育研究会)／あとがき」となっている。

「はしがき」，および「あとがき」には『南山

城子ども風土記』刊行の経緯が記されている

が，それらによると，まず，文理閣側から各

小学校や教育局の教員に依頼があり，そこか

ら編集委員会が立ち上げられたことがわかる。

『北白川こども風土記』とは異なり，学校横

断的に取り組まれたものであった。

その後，作品の募集が各小学校宛におこな

われ，募集にあたっては，以下のよびかけが

なされた。少し長くなるが，編集委員会の同

時代認識や編纂にあたっての問題意識が鮮明

にあらわれているため引用しておきたい。

昭和 30 年代以来，地域は開発によって

大きくかえられてきました。特に，緑の田

園地帯や青々とした山肌をみせていた南山

城は，つぎつぎと田んぼはうめたてられ，

山肌はけずられて美しい自然は破壊されて

きました。近代化は社会の趨勢とはいえ，

それはあまりにも性急であり，無暴
(ママ )

でもあ

りました。

それでも，自然破壊を一定のところで歯

どめしたのは，南山城を愛する人々の良識

と努力があったからではないでしょうか。

そして，変貌した現実にとまどいながら，

自然を守ることの大切さを感じている人々

も多いことでしょう。

南山城は，また歴史的にも由緒ある地域

であり，今日もなお幾多の歴史の残像をと

どめています。自然を愛することは，同時

に歴史や文化財をつぎの世代に残すことに

つながるはずです。

南山城子ども風土記は，子どもたちに，

山城の歴史と風土，自然に目をむけさせ，

歴史への関心をたかめ，歴史をきずいてき

た人々の営みと，その英知を考えさせよう

とするものです。変わりゆく環境や子ども

や親のくらしを支える産業や労働をみつめ

させ，現代の認識をふかめさせようとする

ものです。と，同時に，地域や自分の生活

をありのままにつづる，綴り方教育にも役

立てたいと願っています。

つぶらな子どもの目でとらえた歴史と風

土，自然と人間のかかわり，未来をきりひ

らく人間のあり方や思想がどのようなもの

であるか注目したいと思います。それはま

た，大人が失ったものを，子どもたちの目

が再発見することにもなるでしょう8)。

ここでは，地域開発による自然破壊という

現象のなかで，子どもたちにあらためて地域

の歴史や文化財に目を向けさせること，さら

にそれによって歴史や文化財を次の世代に残

していくことの必要性が謳われている。再度，

目次を確認すると，「Ⅰ」から「Ⅳ」までに，

郷土の概要，「歴史」，「行事と伝説」，「くら

しと産業」が配置され，最後の「Ⅴ」でそう

した郷土がいかに変容しているのかを論じる

という構成になっている。「Ⅴ」の具体的な

項目は，「1 なくなっていく農村生活」，「2

書評特集『学校で地域を紡ぐ ―― 『北白川こども風土記』から――』
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水とのたたかい」，「3 過疎地からの通信」，

「4 都市化の波のなかで」となっているが，

こうした構成からも，編集委員会の同時代認

識を読み取ることができるだろう。しかし，

編集委員会のやや前のめりな問題意識にもと

づいて整序された構成は，収録された子ども

たちの文章の魅力をかえって減退させてし

まったようにも思われる。この点については

のちほど詳述したい。

さて，『南山城子ども風土記』編集委員会

の意図を読み解いていくと，もうひとつの興

味深い論点も見えてくる。一色範子は，「「こ

ども風土記」には，他の「こども風土記」を

誘発する一種の伝播性があるともいえよう」

(146 頁) としているが，どうやら『南山城子

ども風土記』の編集委員たちも，その伝播性

を意識していたようである。先ほども紹介し

た編集委員代表の小山は，この本が南山城地

域では「最初の風土記というので，一つの型

をうち出そうという気おいがあった」と語っ

ている。また，小山は，「地域の子ども風土

記づくりは，10 年か 20 年に一回はやるべき

ではなかろうか，それがつみかさね，100 年

をへたとき，それは貴重な資料となり，一つ

の側面的な地域史を形成することにもなる」

との展望も述べている9)。「こども風土記」は，

一過性のものとして終わらせるのではなく，

地域で連綿と作り続けていくべきとの意識を

伺うことができる。「こども風土記」の作り

手は一様に伝播性を意識するものなのか，あ

るいはなぜ伝播性を意識するのかといった点

は今後〈こども風土記論〉を深めていくうえ

でも，重要な論点となりうるだろう。

3．生活綴方と「こども風土記」

『南山城子ども風土記』を一読して気付く

ことは，相楽郡 (と現在は木津川市) の小学校

文集『いずみ』(相楽郡小学校国語科主任会編集)

からの転載が多いことである。『いずみ』と

いう文集は，1921 年に創刊された『啓明』に
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【表】 『南山城子ども風土記』に掲載された『いずみ』の作品一覧

学校 (所在地) 学年 氏 名 タイトル
初出号数

(発行年数)
掲載頁数

相楽小 (木津町) 1 年 しろ よしひこ 虫おくり 10号 (1955年) 68 頁

上狛小 (山城町) 6年 野 口 登美子 おじぞうさん 18号 (1963 年) 74 頁

木津小 (木津町) 4 年 岡 島 宏 年 みこし 7 号 (1952年) 78 頁

湯船小 (和束町) 4 年 共 同 製 作 お茶のたび 10号 (1955年) 88-90 頁

川西小 (精華町) 5年 西 村 惇 子 ぐみの実 9 号 (1954 年) 104 頁

上狛小 (山城町) 6年 福 沢 悦 子 いも掘り 29号 (1974 年) 105頁

名和束小 (和束町) 4 年 北 藤 郎 稲こき 1 号 (1948 年) 105-106頁

田山小 (南山城村) 1 年 山 口 のり子 はたけへいった こと 32 号 (1977年) 107頁

田山小 (南山城村) 1 年 まつ田 ゆみ子 おこめをつくりたい 30号 (1975年) 107-108 頁

大河原童仙房分校

(南山城村)
6年 田 端 恵 子 草ひき 17 号 (1962年) 108 頁

湯船小 (和束町) 2年 おくだ みのる いねはこび 20号 (1965年) 108-109 頁

恭仁小 (加茂町) 3 年 龍 山 弘 子 うちのはたけ 29号 (1974 年) 109 頁

上狛小 (山城町) 2年 田 中 あさみ 水つき 8 号 (1953 年) 110 頁

大河原小 (南山城村) 5年 伊 賀 靖 子 きく 8 号 (1953 年) 111 頁

棚倉小 (山城町) 3 年 藤 山 恭 英 ああ とみおかてつお君 8 号 (1953 年) 111 頁

木津小 (木津町) 5年 山 口 洋 子 水害の思い出 8 号 (1953 年) 112-113 頁

当尾小 (加茂町) 6年 福 西 大 作 当尾の自然の破壊 29号 (1974 年) 130-131 頁

註) 南山城子ども風土記編集委員会編『南山城子ども風土記』(文理閣，1979 年) より筆者作成。なお，『いずみ』の発

行年については，中津川敬朗「学校文集「いずみ」戦後の出発」(『やましろ』19号，2004 年 8月) にもとづく。



までその淵源を遡ることができるが，これは

まぎれもなく当時の全国的な綴方教育の隆盛

のなかで生み出されたものであった10)。

そして『南山城子ども風土記』における

『いずみ』からの転載の割合は，全 91 編のう

ち 17 編，およそ全体の 19% にものぼる。

【表】は『南山城子ども風土記』に掲載され

た『いずみ』の作品を一覧にしたものである。

この【表】によると，同時代のものもいくつ

か見られるが，それとほぼ同じ数の文章が

1950 年代のものであることがわかる。とりわ

け「Ⅴ かわりゆく南山城」の「2 水との

たたかい」の部分は，そのほとんどが『いず

み』8号 (「水害特集号」) からの転載によって

構成されている。文章がある程度集まったあ

とに構成が考えられたのか，あるいは当初か

ら構成が確定した段階で文章の募集がなされ

たのか，その時系列についての詳細は分から

ない。しかし，「水とのたたかい」，つまり地

域における水害の歴史の項目立ては，『南山

城子ども風土記』に必要不可欠なものと認識

されていた11)。ただ，1970 年代の小学生には

当然南山城水害の直接的な記憶はなく，1950

年代当時の小学生が綴った文章の臨場感を越

えることは難しかったのではないだろうか。

そのため『いずみ』からの転載が中心になっ

たものと思われる12)。

つまり，『南山城子ども風土記』を編纂し

ていくなかで，ウィークポイントであると認

識された部分を，『いずみ』にすでに掲載さ

れた文章から補ったという見方ができる。

「あとがき」を執筆した小山が，「子どもたち

は，わたしたちのために都合よく作品をそろ

えてはくれない」と告白しているように13)，

編集委員会側にはすでに明確な編纂意図が存

在していて，その意図に沿うような子どもた

ちの文章を入れ込んでいく，という対処に

なったのではないか。

そのため，こうした編纂のあり方は，結果

的に子どもたちの文章を充分に活かしきるこ

とができなかったように思う。『北白川こど

も風土記』が高く評価された要因は，子ども

たちによる一つひとつの文章が，「郷土しら

べ」による徹底的な調査と大山徳夫をはじめ

とした教員らによる教育的指導の延長上で生

み出されていたからであろう。さらには，そ

れらを支える地域コミュニティの存在も見逃

すことができない。翻って考えてみると，

『南山城子ども風土記』の場合，学校で文章

が生み出される過程と，編纂の作業とが切り

離されてしまっているところに問題があった

のではないか。子どもたちへの教育的指導よ

りも，『南山城子ども風土記』という作品と

しての仕上がりに傾斜がかかり，子どもたち

の手から離れたところで編纂が進められたこ

とは，『南山城子ども風土記』そのものの魅

力を大きく減退させることになったように思

う。これは，学校横断的に取り組まれた「こ

ども風土記」ゆえの弱点でもあろう。

『南山城子ども風土記』の仕掛け人でも

あった今田保自身が，『北白川こども風土記』

の刊行後，それに「つづく子ども風土記は，

あらわれなかった」と回顧していることから

も14)，あまり満足のいく作品として仕上げら

れなかった後悔が感じられる。福島幸宏は，

『南山城子ども風土記』をはじめとする 1970

年代の「子ども風土記」を「敗北の「こども

風土記」」として表現したが，その要因とし

て今田が「地域の多様な動向を十分に捉えき

れていなかったこと」を指摘している。しか

し，ここまで見てきたように，「こども風土

記」の編纂をめぐるありようから，その「敗

因」を考察することも可能ではないだろうか。

4．『北白川こども風土記』と 1950 年代の文

化運動

最後に，『学校で地域を紡ぐ』の内容その

ものに立ち返るとともに，1950 年代の文化運

動において『北白川こども風土記』がどう位

置づくのかという点についても考えてみたい。

｢戦後社会科教育と考古学」について論じ

た石神裕之論文 (第 4章) では，『北白川こど
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も風土記』において特筆されるのは，何をお

いても子どもたちがおこなったフィールド・

ワークであり，そこでの遺跡発見の経緯の背

景には，地域における土地開発の活発化が

あったと指摘している。そして，国土開発に

伴う史跡，遺跡の発見は当時の日本各地に認

められ，それが史跡保護の運動として顕在化

していく契機となっていったとする。

そのうえで石神は，相川日出雄による郷土

教育実践や和島誠一らによる月の輪古墳発掘

を紹介しているのだが，具体的にそうした取

り組みは，『北白川こども風土記』にどのよ

うな影響を与えたのだろうか。論文の最後で

は，社会科教育における郷土教育論争や戦後

歴史学の動向，あるいは民主主義科学者協会

や歴史学研究会など，歴史学者主導の歴史教

育運動との関わりが示唆されてはいるものの，

紙幅の都合ということで必ずしも充分に議論

が展開されていない。

そして，おそらくこうした点を明らかにし

ていくためには，やはり大山徳夫とは何者で

あったのか，ということを突き詰めていかな

ければならないのだろう。序章の菊地論文に

よれば，「大山の経歴については不明な部分

が多く，著作等もあまり残されて」おらず

(122 頁)，「大山がなぜ〈こども風土記〉に取

り組んだのかもはっきりしない」(123 頁) と

のことであるから，その実像を明らかにする

のは至難の業なのかもしれない。

とはいえ，『山びこ学校』の無着成恭を例

に挙げるまでもなく，1950 年代の文化運動に

おいては，その運動をリードした人物が重要

な意味を有したことはこれまでの研究でも繰

り返し指摘されてきた15)。大山がどのような

思想を有し，そして同時代のさまざまな取り

組みをどれだけ意識していたのか，あるいは

していなかったのか。そうした点を明らかに

していかなければ，やはり『北白川こども風

土記』を同時代的に位置づけることは難しい。

たとえば，大山の履歴には，「立命館大学夜

間部を卒業」(123 頁) とあるが，この立命館

時代に彼はどのような経験を積んだのだろう

か。大山の人物像については引き続き追いか

けていく必要があるだろう。

また，なぜ北白川小学校での「郷土しら

べ」の取り組みが 1950 年代以降持続しな

かったのかという点 (102頁) は，この取り組

みの本質や 1950 年代の文化運動をめぐるき

わめて重要な問いにもなるだろう。『北白川

こども風土記』に触発された地域の大人たち

による「愛郷会」などの取り組みは続いたも

のの，1960 年代以降の北白川小学校のなかで

の「郷土しらべ」学習が直接的に引き継がれ

なかったところに，1950 年代的な取り組みの

ありようを垣間見ることができる。

ただし，『北白川こども風土記』に携わっ

た子どもたちが，その後，その経験をどのよ

うに継承・発展させていったのか，という点

は引き続き検討すべき論点ではないだろうか。

1950 年代の文化運動研究の近年の進展のなか

で明らかになりつつあるのが，運動の担い手

たちのその後，とりわけ 1970 年代への着目

である。たとえば，東京南部の下丸子文化集

団のメンバーは，1970 年代に入り，1950 年

代における集団の取り組みの意義を歴史的に

検討しようとする作業をおこない16)，谷川雁

の『サークル村』に集まった森崎和江，上野

英信，石牟礼道子などは，1970 年代以降，そ

れぞれ作家・運動家として大きな飛躍を遂げ

た17)。また，1950 年代における国民的歴史学

運動を経験した学生たちは，その後，多くが

教員となり，1970 年代以降の地域での歴史掘

りおこし運動などを精力的に支える主体と

なった18)。高度成長にともなう大衆社会化の

進展によって，1950 年代の文化運動は衰退し

た，という図式だけでは見落としてしまうも

のがある。

翻って北白川の場合はどうだろうか。梅棹

忠夫も，『北白川こども風土記』の「協同作

業に参加した子どもたちは一生このことをわ

すれないだろう」とし，その「経験は，かれ

らのこれからの人生において，とうといもの
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として生きつづけてゆくにちがいない」と述

べている。梅棹も当時から子どもたちのその

後に関心を寄せていた19)。

そして，自身も『北白川こども風土記』に

携わった藤岡換太郎が，第 8章においてこの

点に言及している。そこで藤岡は，「大学族

である学者の子孫のほうは，大学を卒業して

も学問を引き継ぐものはほとんどなく，就職

して学問以外の道に進む者が多く，同級生で

学者になったものは三名しかいない。北白川

で研究を引き継いでいるものは筆者ともう一

名である。それも後を継ぐ者はいない。そう

いう点で，学者グループは全滅というわけで

ある」(396-397 頁) と語っている。これはあ

くまでも梅棹の提示した「大学族」と「花う

り族」が現在どうなっているかという流れの

なかでの説明ではあるが，「学者」になった

かどうかという尺度のみならず，『北白川こ

ども風土記』での経験を，それぞれがその後

どのように血肉化していったのか，という視

点での再検証も気になるところである。こう

した論点は，「こども風土記」の縦への広が

りを考えるうえでも重要な問いになりうるの

ではなかろうか。

おわりに

以上，『学校で地域を紡ぐ』の問題提起に

触発されながら，『南山城子ども風土記』を

ひとつの題材として，私なりの〈こども風土

記論〉を試みてきた。本稿でおこなってきた

『南山城子ども風土記』についてのきわめて

不十分な考察からも，あらためて『北白川こ

ども風土記』とは何であったのかを少しは逆

照射することができた。「こども風土記」の

比較検討や相互連関性を明らかにしていくこ

とで，今後，個々の「こども風土記」の読み

解きはさらに深まっていくものと思われる。

各地で編まれた「こども風土記」がどのよ

うな経緯で作成され，それは当時の時代や地

域社会をいかに切り取っているのかを読み解

いていくこと，そしてそれを一つひとつ積み

重ねていくことで，今後〈こども風土記論〉

は多様な広がりを見せるだろう。『北白川こ

ども風土記』を題材として，私たちの目の前

に〈こども風土記論〉という新しい研究領域

を提示してくれたことが，本書『学校で地域

を紡ぐ』の最大の成果といえる。
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