
第３回 地域創生の内容・方法（２）：  

「吉備の国」の歴史と現代的意義を考え、「桃太郎の里」をアピールしよう！ 

 

 

１．吉備の国                                     

高梁川・笹ヶ瀬川・旭川の流域を中心にその開発を基礎にして、成長してきた勢力であった。その勢力が及ん

だ範囲は、キビ（吉備）とよばれた。キビの語源は、黍（きび）を耕作したところから生じたという。そのキビを重

視しなければ、とうてい日本の古代史を語ることはできない。のちに大和を中心とした国家権力の形成に当初

から深くかかわっていたことである。キビは広く、のちの備前・備中・備後の三国と美作国および、小豆島・直島

などをはじめ瀬戸内の島々の範囲にもわたっていた。     【吉備の古代史から】 

 

２．藩校 

＊概要：内容や規模はさまざまだが、藩士の子弟はすべて強制的に入学させ、庶民の子弟は原則的に入学で

きない。広義には医学校・洋学校・皇学校（国学校）・郷学校・女学校など、藩が設立したあらゆる教育機関を

ふくむ。 

藩校では「文武兼備」をかかげ、7～8歳で入学してまず文を習い、のち武芸をまなび、14～15 歳から 20 歳く

らいで卒業する。教育内容は四書五経の素読と習字を中心とし、江戸後期には蘭学や、武芸として剣・槍・

柔・射・砲・馬術灘が加わった。 

＊沿革：江戸前期、武断政治から文治政治への移行とともに藩校が設立され、1641年（寛永18年）岡山藩池田

光政が設立した花畠教場（はなばたけきょうじょう）が最初である。 

＊閑谷学校：岡山藩主池田光政によって開設された世界最古の庶民学校である。藩士のための教育施設（藩

校）「花畠教場」に続き、岡山藩立の学校として開かれた。地方の指導者を育成するために武士のみならず庶

民の子弟も教育した。また、広く門戸を開き他藩の子弟も学ぶことができた。就学年齢は 8 歳頃から 20 歳頃

までであった。カリキュラムは 1 と 6の付く日には講堂で儒教の講義があり、5 と 10の付く日は休日となって

いるなどであった。 頼山陽などの著名人も来訪し、幕末には少年時代の大鳥圭介もここで学んだ。岡山藩は

学校領を設け藩財政より独立させ、学田や学林を運営させた。これにより、もし転封や改易により藩主が交替

となった場合においても学校が存続するよう工夫した。ここに岡山藩がこの学校をいかに重要視していたか、

その一端が伺える。建造物のうち、講堂が国宝に指定され、小斎・飲室・文庫・聖廟・閑谷神社・石塀など 24

棟が国の重要文化財に指定されている。また、付近一帯は国の特別史跡に指定されている。 

 

司 馬 遼 太 郎 氏 著  「 歴 史 を 紀 行 す る 」  桃 太 郎 の 末 裔 た ち の 国 よ り          

「吉備」という語感がたまらなく好きである。上古岡山県は吉備国といった。のち備前、備中、備後（備後のみは

明治後広島県に編入）それに美作をくわえて四カ国にわかれたが、吉備といわれていたむかしは、出雲が大和

朝廷に対する隠然たる一敵国であったように、吉備国もまた一個の王朝のすがたをとっていたにちがいなかっ

た。鉄器が豊富であった。 中国山脈で砂鉄を産したがために、武器、農具が多くつくられ、兵はつよく、土地は

はやくからひらかれ、出雲とならんでいわゆる出雲民族の二大根拠地であり、その富強をもって大和に対抗し

ていた。この点、岡山県は他県とはちがい、しにせが古すぎるほど古い。 

 

＊「桃太郎の里」をアピールしよう 

 

＜「桃太郎の里」建設＞  

  桃太郎と吉備津彦命との純粋な関連は、鬼と呼ばれていた温羅（うら）を吉備津彦命が退治したという、いわ

ゆる鬼退治の話のみとなっている。キビダンゴは吉備津彦命と桃太郎の共通性を示すものではない。 

 



＊鬼ノ城 

   日本の朝鮮式山城を代表するといっていい。対朝鮮関係の注目すべき遺跡である。発掘調査は、昭和 53

年（1978）の7月からはじまったが、四つの城門・六つの水門・角楼・礎石建物群などが検出された。総延長2．8

キロにわたる雄大な鬼ノ城は、朝鮮式山城のトップといっても過言ではない。（上田正昭） 

 

桃太郎伝説と犬島  

 犬島にも海賊が住んでいた洞穴があったりしますが、ここにも桃太郎伝説が伝わっています。当時鬼たちは

鬼ヶ島から讃岐（現香川県）の鬼無（きなし）付近へ出没して人々を苦しめていました。 桃太郎は家来の犬たち

と一緒に備讃瀬戸の鬼ヶ島へと攻め上がり、見事に鬼退治を遂げるのです。鬼を退治していなくなったので鬼

無、鬼を待ち伏せしていたので鬼待など、桃太郎伝説を裏付ける地名が残されています。犬はほうびに島をも

らいそれから犬島と呼ぶようになった、とも伝えられています。 

＊都の役人になったつもりで、一級国道「古代山陽道」を設計してみよう。 

 ＊「歩こう・連ごう・旧山陽道」を進めよう。 

 

＜チョット・チャット・コーナー（２）＞ 

「あさひまち宝探し」 

 

                          （星山幸男、『自然との共生とまちづくり』、北樹出版、2005） 

＊朝日町エコミュージアム構想の三大原則 

 ①「エコミュージアムは、朝日町の自然と人々の生活そのものである」こと 

 ②「朝日町の自然感興と人間によって醸成された、自然と人間とのかかわりあいを伝統と産業社会の発展の

中で捉え、それを表現する場である」こと、「時間の中に生きる人間を表現する」という原則と、「朝日町の進

むべき道を求める研究所である」こと、「自然と文化の保護センターである」こと、 

 ③「地域住民の学校である」こと （136） 

＊「あさひまち宝探し」 

   エコーミュージアムの実践の基本は、地元の自然や伝統、産業や文化の価値を再発見することにある。こ

うした「宝」を住民みずからが発掘し、再発見することが大切である。 

   まず、子ども事業であるが、この宝物については中学生の宿題にしてもらって選定し、これを「カルタ」にし

て学校の授業に使う。イベントとして「朝日町宝物カルタ大会」を 150 人の小学生を対象に開催している。カル

タは小学生に配って、それ以上は販売している。 

   さらに、「大人版」の「あさひまち宝探し」も開催されている。「朝日町のりんごのはじまり物語」という、歴史

を「たどるワークショップである。「あさひまち宝紀行」という。このワークショップでは、朝日町のリンゴ栽培の

歴史を聞き、最古のりんごの木を実際に見ることがメインである。 （147） 

＊こうした学習活動の意義 

 ①エコミュージアムの取り組みは、一部の住民の主導のもと、行政との協調の中で進められてきた。多様で、

しかも地域を素材にした住民参画の企画を意識的につくることによって、エコミュージアムの理念や考え方

について理解を深めてもらう機会を提供したと言えよう。 

 ②朝日町で自主的に活動している個人や団体、そして学校や町内外の行政機関との連携の中で事業を行うこ

とによって、エコミュージアムをめぐるネットワークを形成することに成功していることである。 

 ③子どもから成人・高齢者に至るまで、それぞれの関心と役割に応じて、時には学習者として、時には、講師

として事業に参加する機会となっている。こうした参画を通して地域に対する自信、愛着、誇りなどの感情を

醸成していることである。 （148） 



＊本テーマを中心に楽しく語り合おう！ 

 

 

＜精神的バックボーン・コーナー（１）＞ 

今なぜ「精神的バックボーン」が大切になっているか？ 

１．個性の喪失                              （南條文雄、『現代の人間学』、北樹出版,2002） 

高度に工業化した現代は、大量生産に基づく大量消費の時代といわれる。大量に生産された同一の商品を

購入・消費することで、人々の衣食住のスタイルは、次第に平均化されていく。また、マス・メディアの発達によ

って、大量の情報が迅速に伝達されるようになると、各自の意識や興味・関心までもが似通った傾向をもつよう

になる。とくに、メディアを巧に利用した企業の広告や宣伝活動はそれを促進させ、人々の消費への欲求を際

限なく、しかも大量に作りだしてゆく。 

   現代社会では、人間ばかりでなく、これまでの歴史的な風土や土着的な伝統に根ざした地域社会の特徴、家

族や様々な集団の特徴までもがしだいに失われてきている。画一的な街づくりや都市再開発に対して、近代で

は、町や地域の活性化の一環として、個性的な街づくりに取り組んでいる地域も見受けられる。脱サラやフリー

ター、シングル族やセパレート家族など、これまでのライフスタイルや慣習にとらわれない生き方を試みる人々

も多くなってきた。それらがすべて真の個性化をもたらすかどうかは問題があるとしても、いずれにせよ大衆化

の時代は、個性化が求められる時代といえるのである。（22）国や文化、価値観などの異なる相手との相互理

解を深めていくためには、自分の立場や主張などを明確にすることが、これまで以上に必要となる。各自が自

分らしさを 追求し、自分の個性や意見を確立していこうとする努力が、相手をどこまで理解できるかを左右す

ることになる。他人を理解することと自分を再発見していくこととは、密接に関係し合っており、自己理解と事故

主張なくして真の他者理解は不可能なのである。 

   こうして、社会生活が豊かになり便利になればなるほど、心理的な自己のアイデンティティの危機が増大し、

そのなかで新たな自己をいかに発見し、調和のとれた個性的な人生をいかに創造していくかが、各人に問われ

ることになる。（22-3） 

 

２．本当の「知」を求めて                    （宮内海司、『共生の哲学』、情況出版、2000） 

  ソクラテスによれば、「知」とは富を得る方法でも権力を獲得する手段でもない。本当の「知」とは、その人の

魂を養うことのできる知恵のことである。魂とは人間の本質であり、その人自身のことである。従って「知」とは、

人間をその魂すなわち本質において良い人間にする知恵および知識でなければならない。 （32） 

哲学とは根源を求め、全体を見極め、人間の生き方を問い、世界観を禎二するものでなければならない。 

（45） 

 

３．豊かな社会を求めて                 （宇沢弘文、『経済学と人間の心』、東洋経済新報社、2003） 

   豊かな社会とは、すべての人々が、その先天的、後天的資源と能力とを充分に生かし、それぞれの持って

いる夢とアスピレーション（熱意、抱負）が最大限に実現できるような仕事にたずさわり、その私的、社会的貢

献に相応しい所得を得て、幸福で、安定的な家庭を営み、できるだけ多様な社会的接触をもち、文化的水準

の高い一生をおくることができるような社会である。このような社会は、次の基本的諸条件をみたしていなけ

ればならない。 

（１） 美しい、豊かな自然環境が安定的、持続的に維持されている。 

（２） 快適で、清潔な生活を営むことができるような住居と生活的、文化的環境が用意されている。 

（３） すべての子どもたちが、それぞれの持っている多様な資質と能力をできるだけ伸ばし、発展させ、調和の

とれた社会的人間として成長しうる学校教育制度が用意されている。 

（４） 疾病、傷害に際して、そのときどきにおける最高水準の医療サービスを受けることができる。 

（５） さまざまな稀少資源が、以上の目的を達成するためにもっとも効率的、かつ公平に配分されるような経済

的、社会的制度が整備されている。 （115-6） 
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もう少し お待ちください

まもなく 開始いたします…

地域協働の学校づくり

～「開かれた学校づくり」を通して～

連塾１期生

角田みどり

 

１ はじめに

「閉ざされた学校」からの脱却
（昭和５０年代）

・校内暴力
・不登校
・いじめ

↓
学校という人為的教育空間を

実社会に拡大していく

２ 学校を「開く」とは

学校施設の開放
・地域コミュニティの拠点

・学習機会の提供

・学習の場の開放と拡充

・地域住民の学習支援

２ 学校を「開く」とは

教育機能の開放
・学校教育の活性化

・学校の教育機能の地域への開放

・地域の教育機能の学校への導入

・子供たちへの教育支援や発達支援

学舎融合を推進する

３「開かれた学校」とは

①地域社会や家庭と連携・協働して、子供たちの

「生きる力」を育むための教育を推進できる学校

②学校の施設や機能を地域社会に開放し、人々
の教育・文化の振興に貢献できる学校

③生涯学習の基礎的な資質の育成を重視し、
子供たちの実態に応じて地域人材を活用した
特色ある教育活動を展開できる学校
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４ 開かれた学校づくりの推進

平成８年 中央教育審議会 答申

・学校が家庭や地域社会との連携を進め、

「開かれた学校」になることを求める。

・学校施設の開放、学習機会の提供

平成１０年 「今後の地方教育行政の
在り方について」 答申
・保護者や地域住民の意向を反映して学
校運営が行われる仕組みを設ける必要性

５ 学校体育施設の開放

運動場の開放（Ｓ５１～）

・ソフトボール
・サッカー
・バスケットボール
・ポートボール
・陸上
・軟式野球 等

５ 学校体育施設の開放

体育館、格技場の開放
・バレーボール

・ポートボール

・剣道 ・柔道

・卓球 ・なぎなた

・バドミントン 等

６ 地域の学校施設使用団体

・使用料金の免除制度
（社会教育団体、体協加盟団体 等）
青年団、婦人会、ＰＴＡ、子供会
体育協会、スポーツ少年団、
町内会
（使用料金１回５００円程度の免除）

７ 学校文化施設の開放

施設開放範囲の広がり
（特別教室、余裕教室 等）
・美術、工芸、調理、パソコン
合唱、実験、多目的教室 等

ゾーニングの必要性
・管理棟や普通教室との分離
・施錠管理の徹底

８ 学校週五日制の導入

ねらい
・ 社会の変化に対応し、これからの時代を生きる児童等の
望ましい人間形成を図る観点に立って実施する。
・多くの知識や技能を教え込むことに偏りがちであった教育
から、子供が自ら考え、主体的に判断し行動できることを
ねらいとし、学校教育の基調の転換を図る。

月１回→月２回→毎土曜日の休日
（Ｈ４の２学期） （Ｈ７年度） （Ｈ１４年度）
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９ 地域人材の活用

「人材バンク」の作成

生け花、茶道、昔遊び、 、書道、

絵本読み聞かせ、 戦争体験の話、
等々で地域内から人材を集め、

データを作成し、活用する。

地域に眠る「名人」「達人」の発掘

１０ ボランティア先生の事例

事例①

「茶道」

１０ ボランティア先生の事例

事例②
「絵本の
読み聞かせ」

１０ ボランティア先生の事例

事例③

「竹馬」

１０ ボランティア先生の事例

事例④

「こま回し」

１０ ボランティア先生の事例

事例⑤

「けん玉」
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１０ ボランティア先生の事例

事例⑥

「蘭の栽培」

１１ 学校支援ボランティア制度

岡山市の「学校支援ボランティア」制度

・一般登録 ・学生登録

①教育活動支援（授業の補助・クラブ指導）

②教師の支援（障害児サポート・学校生活の補助）

③環境整備支援（樹木の剪定・花づくり・校舎の補修）

④学校安全支援（通学路の見回り・校門でのあいさつ）

１２ ゲスト・ティーチャーの
活用

①「外国人講師による英語活動」

１２ ゲスト・ティーチャーの
活用

②環境学習「紙はゴミじゃない！」

１２ ゲスト・ティーチャーの
活用

③健康・福祉学習「盲導犬と生きる」

１３ 学校評議員制度

中央教育審議会 答申
「今後の教育行政の在り方について」（Ｈ１０年）

○・・・今後、より一層地域に開かれた学校づくりを推進するために
学校が、保護者や地域住民の意向を把握し、反映するとともに、
その協力を得て、校長が行う学校運営に対し、幅広く意見を聞き、
助言を求めるために、地域の実情に応じて、学校評議員を設ける
ことができる。
○学校教育法施行規則（学校評議員の設置）
○評議員は校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。（１０人以内）
○地域における様々な意見を、バランスよく学校運営に反映させる。
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１４ 地域運営学校
学校運営協議会

教育改革国民会議報告（平成１２年）

「教育を変える１７の提案」

・地域の信頼に応える学校づくりを推進

・新しいタイプの学校設置を促進

文科省 中央教育審議会 答申（平成１６年）

「今後の学校の管理運営の在り方について」

・保護者や地域住民が一定の権限を持って、運営に

参画する新しいタイプの学校→地域運営学校

学校運営協議会（学校運営を協議するための機関）

学校運営協議会の様子

１５ コミュニティ・スクール

「地方教育行政の組織及び運営に関
する法律」の改正（平成１６年）

↓

学校運営協議会が設置された学校

コミュニティ・スクール

・東京足立区五反野小学校
・京都市立御所南小学校

・岡山市立岡輝中学校

岡山市岡輝中学校区
シニア・スクールの取組

・地域住民のシニアが

学校内で、授業を

受けるとともに、児

童や生徒と交流の

場を持つ。

・講師の先生方も

シニア世代。

１６ 学校地域支援本部の取組

校内に学校運営に参画する本部を置く

・コーディネーター

・学習指導員

杉並区和田中学校の事例

学校に塾の教師を介入させ補教

多額の予算投入

１７ おわりに

地域協働の学校づくり
↓

家庭・学校・地域の連携と協働
↓

学校教育への「参画」
↓

子供の「生きる力」を育む学校
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ご静聴

ありがとうございました！


