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[書 評]

『学校で地域を紡ぐ』が切り拓いたもの。

そして切り拓いてしまったもの。

林 潤 平
(京都市学校歴史博物館)

『学校で地域を紡ぐ―― 『北白川こども風

土記』から――』が，その多彩，かつ重厚な

執筆陣の手になることで，学校資料研究に新

生面を開いたことは，私が申すまでもないだ

ろう。数多くの分野を専門とする論者たちが

集結し，それぞれの立場から『北白川こども

風土記』を分析した個性豊かな論考からは，

1 人の人間の力ではとても把握し尽くすこと

ができない，多様な価値が学校資料に潜在し

ていることを改めて実感できた。まさにこの

書は，「学校資料には美学・民俗学・メディ

ア学・考古学・教育学・デザイン学・歴史学

などなど，様々な分野から発見される，多彩

な潜在的価値が含まれている事実」を，まざ

まざと読者に示したといえるだろう。

学校資料研究の分野は，先達の努力により

近年ようやく開拓された領域である1)。つま

りまだまだ学校資料に関心をもつ人は必ずし

も多くいるわけではないし，学校資料研究に

携わる人の数も，当然ながら十分でないとい

うのが偽りのない現実だろう。そのなかでこ

の書が示した事実は，学校資料研究の門戸を

より大きなものへと作り変え，その研究への

参加の道筋を，より魅力的に，かつより多様

な形で，外部の世界へ切り拓いたとはいえな

いだろうか2)。学校資料には，こうした形で

多くの人々の結節点となりえる，多大なポテ

ンシャルが備わっているのであり，まさにこ

の書は学校資料のそうした潜在性を，改めて

私たちに示してくれたのである。

また，この書は単にそうした部分にのみ目

を向けていたのでは，十分にその成果を掴み

切ることができないと考えられる。ここで注

意をしてみたいのは，この書が示した個々の

研究論文の内容，とくにその論文に示された

実証性についてである。教育史を専門とする

私に，この多様な学問領域を横断する書全体

の論文内容を評する力は毛頭ないし，その資

格もないであろう。しかし，日々京都の教育

史に触れる機会の多い私にとって，例えば京

都市立北白川小学校の郷土室を正面から取り

上げた村野正景論文，「京都市立北白川小学

校の郷土室――学校博物館の活動とその可

能性」には，馴染み深い論点も数多く存在し，

そうであるがゆえに実証性の面からも，検討

を施しうる興味深い事実が多数含まれている

ことに気がつく。そこでここからは村野論文

を中心にして，『学校で地域を紡ぐ』につい

てより深く掘り下げてみることとしよう。

この論考は，著者らが平成 29 (2017) 年か

ら北白川小学校で実施している，学校所在資

料の調査・保存に関する取り組みが下敷きと

なっていて，このなかで見いだされた史資料

をもとに，「北白川小学校の郷土室の活動や

歴史をできるだけ復元」することを目指した

ものである。ここで表明された調査経験，及
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び目的の記述からうかがえるのは，これまで

ほとんど学校の外で活用されてこなかった史

資料を用いて郷土室の活動・歴史を「復元」

するという，いわば実証的で，かつその実証

性もまた，新しい観点から確保していこうと

する志向性である。事実この論考の内容から

は，これまでに必ずしも十分に検討が加えら

れていなかった，新たな視角を加味した歴史

の復元が実証的に試みられているのがわかる。

まず，著者が研究者の手になる論文に目を

通した実感として述べているように，この論

考で主な分析の対象となっている学校に継承

された史資料群は，これまでほとんど扱われ

てこなかったものであった。つまりそれらの

史資料を用いて，活動・歴史を「できるだけ

復元」しようとする実践そのものが，新たな

歴史の側面を実証的に切り拓く試みに他なら

ないことを意味する。学校の記念誌等は作成

主体の性格にも左右されるものの，学校に引

き継がれている史資料を分析の俎上に上げ，

記述に活用する例も多い。しかし，その調査，

活用の手法としては，編者や読者の関心を重

視する結果，本来実証性という観点から触れ

ねばならない事項が言及されないなど，必ず

しも「復元」を志向しないことがあるし，む

しろそのような例が大半なのが一般的であ

る3)。

さらに村野論文で必見であるのが，郷土室

の写真に記録された展示内容を細かく検討す

ることで，その郷土室の内部構造の特徴や，

この郷土室という空間と『北白川こども風土

記』との関係などを明らかにしていく分析で

ある。村野論文では，展示された原稿が「未

完」を強調していたことから，児童の学習は

まだまだ続くのだ，と訪問者たちに強い印象

を与え，なおかつ「こうした意思表明が，展

示室という特別な場における演出効果を伴っ

て」，『北白川こども風土記』へと結実したの

ではないか，と問題提起がなされている。こ

の仮説は，新たな史資料を丹念に分析すると

いう，先に指摘した村野論文の性格に加えて，

著者のもつ学芸員としての経験が加味される

ことで初めて迫ることができた，きわめて興

味深い議論といえるだろう。教育史の研究蓄

積のなかには，文書を丁寧に分析し，その確

かな実証性に裏打ちされる形で，鋭い問題提

起を行う優れた研究が，当然ながら数多く存

在している。しかし，写真などの文書以外の

史資料を活用した研究は，いまだ教育史研究

の分野で副次的な位置を占めるに過ぎないと

いえ，なおかつ学芸員の視点，つまり教育史

の専門的な研究者以外の経験を踏まえた研究

は，さらに業界のなかで少ないものとなるで

あろう。その意味でこの論考は，オーソドッ

クスな教育史研究からはなかなか見出すこと

ができない新しい問題の領域をも切り拓いた

といえるのである。

さらに，著者が自身の調査経験を踏まえて

結論部で言及している最近の北白川小学校，

および北白川学区の状況については，まさに

『北白川こども風土記』を介して現場に「新

しい局面」が生まれてきているという意味で，

この書評において見逃すことはできないだろ

う。著者は，ふれあいサロンと展示室が隣接

した平成 31／令和元 (2019) 年以降の時期を，

郷土室の場所に依拠した区分という視点から，

北白川小学校郷土室の歴史第 4 期と位置づけ，

さらにこの時期に，著者は「新たな形の学校

博物館の活動が可能となるのではないか」と

期待を寄せている。なぜなら，著者によれば

この体制となったことで，地域住民が展示室

や資料の管理に主体的にかかわることが可能

となり，さらには北白川小学校，北白川学区

には，これまでも学校内外の多様な人々を結

びつけ，これからも「さらなる社会関係」を

構築していくであろう『北白川こども風土

記』という，「《社会的価値》」を備えた「強

み」があるからである。事実著者によれば，

学校や各種団体はすでに『北白川こども風土

記』の児童直筆原稿の保存に関して，議論を

開始している。こうした北白川小学校・北白

川学区をめぐる状況の変化を，実証的な歴史
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分析，加えて著者らによる継続的な調査活動

と博物館学の知見を援用することで把握・明

示しえた点は，まさにこの論考が地道な研究

活動の末に切り拓いた，新しい地平と捉えざ

るをえない。いやむしろこの地平は，そうし

た著者を中心とする調査研究活動に加えて，

その活動を支えてきた地域住民，及び北白川

小学校に関わるすべての人たちの力が合わさ

ることによって，現場と研究の両次元で切り

拓らかれた到達点と把握するのが，正確かも

しれない。

そして，『北白川こども風土記』という学

校資料と，多くの興味関心をもつ人々とをつ

なぐ性格を備え，すでに実際に結びつきの機

会を生み出している書籍こそが，実はこの

『学校で地域を紡ぐ』なのであった。先にも

述べたように，この書はその多彩な分析視角

を反映するような形で，学校資料の魅力を外

部の世界にも広げてみせ，そこで明示された

学校資料の価値は，例えば元来学校資料と馴

染みのない学問と，当の学校資料とを結びつ

けていく道標となるだろう。さらに，実はこ

の書は，佐藤守弘が「あとがき」で述べてい

るように，研究活動や書籍化への道程におい

て，すでに『北白川こども風土記』の執筆者

であったり，地域の関心をもつ人であったり

を実際に結びつけていく，数々の出会いの場

(関連イベントの開催) を生み出してきていた。

実証性に焦点を当ててきたこの書評で最後に

言及しておきたいのが，こうした形で新しい

『北白川こども風土記』に関する史資料を活

用させ，さらにはこの『北白川こども風土

記』の創造に関わった人たちまでつなぎ合わ

せていった，この書の大きなポテンシャルが，

結果として「切り拓いてしまったもの」につ

いてである。

この書をきっかけに当時の関係者たちが再

度出会いの場をもったのだとすると，実証性

という観点からいえば，この再会の場は『北

白川こども風土記』が完成していく過程をよ

り良く知り，実証的に明らかにしていく，絶

好の機会と捉えることができるであろう。昔

の記憶という点にはその証言の意義を考慮す

る余地があるとはいえ，その場，もしくはそ

の後の調査で得られる証言からは，従来の創

造の物語においてあまり焦点が合わせられて

いなかった新しい事実や視角，当事者の思い

を知ることも可能であろう。『学校で地域を

紡ぐ』は，こうした新しい実証性を追求する

契機をも，私たちに提供していたのである。

しかし，その実証性の追求によって，ある

意味では梅棹忠夫の評言以来紡がれてきた，

『北白川こども風土記』をめぐる大きな物語，

つまり「『北白川こども風土記』は「おどろ

くべき本であ」り，教師と生徒による素晴ら

しい教育実践の成果だ！」という歴史像に，

大きな揺さぶりがかけられる可能性がある点

には，注意をしなくてはならない。どの歴史

的事象でも同じように，新たな信じるに足る

実証的事実が発見された際には，その事実を

加味して以前の歴史像を程度の差こそあれ修

正すべきであるからである。その意味で『学

校で地域を紡ぐ』は，こうした歴史像の再編

成，いわばそもそも人々を惹きつけていた

『北白川こども風土記』の学校資料としての

価値の根源を，改めて私たちが批判的に問い

直すことのできる (問い直さざるをえない) 新

たな地平をも，同時に切り拓いたといえるだ

ろう。『北白川こども風土記』の立場に立て

ば，再びその価値が隅々から検討されうる舞

台が整えれられてしまったということ，この

書評の関心からいえば，その再考の地平がこ

こに切り拓かれてしまったのである。

ただ，この『北白川こども風土記』をめぐ

る状況は，他の無数に存在する学校資料の現

況から考えれば，決して不幸な状態と捉える

ことはできない。過去には様々な思いを込め

て創造された数々の学校資料が，今では省み

られる機会さえ与えられていない現状がある。

その点を考慮に入れるならば，『北白川こど

も風土記』をめぐる新しい状況というものは，

視線を集めすぎてしまう懸念はあるものの，
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逆にいささか幸福と捉えうる現況ともいえる

のである。そして，むしろこの機会は，『北

白川こども風土記』の実証性を巡るさらなる

探求活動を介して，新しい学校資料の価値が

発見されたり，その価値の深みが掘り下げら

れたりするチャンス，さらにいえばこの機会

がこうした諸議論を介して，様々な場所で眠

る数多くの学校資料にまで目線が注がれるよ

うになる，絶好の好機となるかもしれない。

この「切り拓かれてしまった」問題をどう受

け止め，どのようにこの問題に解答を出して

いくのか。そしてこの機会を好機にしうるか

否か。これが『学校で地域を紡ぐ』に残され

た課題とはいえないだろうか。今後『学校で

地域を紡ぐ』の執筆陣が，まさにこの解答を

「切り拓いていく」場面に立ち会えたら幸い

であるし，学校資料研究に携わる人間の 1 人

として，この問いへの解答を模索し続けたい。

註

1 ) 研究成果の水準も，近年学校資料をメイン

テーマにする著作が刊行される段階となり

(地方史研究協議会編『学校資料の未来―地

域資料としての保存と活用―』岩田書院，

2019 年)，研究活動も平成 29 (2017) 年 4 月

に関西の有志 (学芸員や大学教員，大学院

生) が結成した学校資料研究会が活動を開始

し，学校資料を扱う際の手引きとしてハンド

ブックを編輯・発行するなど (村野正景・和

崎光太郎編『みんなで活かせる！学校資料

――学校資料活用ハンドブック』京都市学

校歴史博物館，2019 年)，少しずつ研究・実

践の領域が拡大をみせている。

2 ) 最近では学校資料のもつこうした潜在的価

値へ注目がなされるようになってきており，

例えば令和 2 (2020) 年 1 月 11 日に京都市

学校歴史博物館で開催されたシンポジウム

「学校資料の活用を考えるⅡ」では，東京国

立近代美術館工芸館 (現 (通称) 国立工芸

館) の花井久穂氏が，美術と学校資料とを架

橋する議論を報告している (花井久穂「「お

蔵入り」所蔵作品をいかに救い出すか ――

美術館の展示と学校資料の活用――」(和崎

光太郎・村野正景編『シンポジウム 学校資

料の活用を考える ――学校資料の価値と可

能性――』(京都歴史文化施設クラスター実

行委員会，2020 年) 所収)，pp. 82-93)。

3 ) もちろん，そのような志向をもたせないこ

とで明瞭さや簡潔さを強調し，地元民や関係

者を中心とした読者に広く受け入れられる効

果が帰結することは重要であるし，むしろそ

うした編集方法が，記念誌に独自の魅力を備

えさせていることも忘れてはならないだろう。

興味深く面白いエピソードが当事者から語ら

れる例などは，実証性は脇に置くものの，学

校の魅力を生き生きと読者に伝えてくれる他

ならない魅力となっている。そして，かたや

記念誌のなかにも，驚くべき歴史的な考察を

実践する例がある事実も見逃してはならない。

昭和 9 (1934) 年に京都市銅駝尋常小学校が

編集・発行した『銅駝尋常小学校沿革史』や，

昭和 14 (1939) 年に京都市明倫尋常小学校

が編集・発行をした『明倫誌』などにおいて

は，郷土教育運動に対応したからというレベ

ルではとても捉えきれない，注目すべき歴史

的な分析が実践されている。
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