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はじめに 

 子どもの人間形成に関わる学校は、しばしば地域との関連で議論されてき

た。学校と地域との連携や、地域に根ざした学校、地域に開かれた学校づく

りなど、今日では「学校」と「地域」はセットで語られるのが当たり前のよ

うになっている。 

 本稿では、こうした学校と地域について検討したい。子どもが一日の大半

を過ごす学校とはどのような場なのか、大人や子どもが暮らす地域には、子

どもの成長を支える上でどのような可能性があるのか、子どもの豊かな育ち

に向けて、学校と地域はどのような関係をもてばよいのか、あらためて考え

てみたい。 

 その手掛かりとして、ここでは、哲学者である内山節の次の著書を取り上

げる。『「創造的である」ということ（下）地域の作法から』農山漁村文化協

会、2006 年（以下『地域の作法から』と略称する）。『子どもたちの時間―山

村から教育をみる』岩波書店、1996 年。『時間についての十二章―哲学にお

ける時間の問題』岩波書店、2011 年。 

 これらの著作に注目するのは、人と地域との関わりやその変化、地域や学

校の特徴などがよくわかるからである。内山は、農山村社会に生きる人々の

描写を通して、現代社会における人々の状況を鮮やかに照らし出している。
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また、農山村地域の時空とともに、それと対比して学校の時空も取り上げて

いる。そこでは内山が重視する「時間」という視点で、人々の営みが考察さ

れている。内山によれば「人間の生きている過程自体が、時間」であるため、

「人間は時間的な存在」だからである(1)。この「時間」という観点を導入す

ることで、内山の著作は、農山村における地域や学校の特徴を深く捉えるも

のとなっているのである。 

 ところで、本稿の題名を「学校と地域」ではなく、あえて「地域と学校」

としたのは、地域の教育力を回復するとともに、そうした地域が学校を包摂

するのが望ましいと思うからである。内山の著作は、あるべき暮らしの場と

しての地域のありようを考えるヒントを与えてくれている。それは、人と自

然との関係や人と人との関係、またそれらの多様な関係の再生の重要さを教

えてくれる。そのような地域の再生の過程で、学校もまた暮らしと遊離した

現在の姿を緩やかに変化させていけるのではないだろうか。本来、学校は地

域の人々の暮らしの外にある特別な存在ではなくて、人々の暮らしとともに

あるもの、さらには人々の暮らしに溶け込んでいくものであろう。 

 以下では、内山に依拠しつつ、次の順で地域や学校についてみていきたい。

まず「1.地域と教育」で、地域と教育についての内山の見解を取り上げる。

続く「2.地域と子どもの育ち」において、フランスの農山村の子どもたちの

事例をもとに、子どもの豊かな成長を支える地域のあり方に注目する。その

後「3.地域と学校の時空」で、農山村地域の時空と学校の時空の特徴をまと

める。そして最後に、「4.地域と学校の創造」において、内山の示唆をもとに、

今後の地域と学校のあり方について若干の考察を試みる。 

 

1．地域と教育 

最初に述べたように、学校は地域との関連で語られることが多いのだが、

そもそも地域とはどのような場なのだろうか。また、教育とはどのようなも

のなのだろうか。ここでは、これらについての内山の見解を『地域の作法か
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ら』に探ってみよう。この本は、農民との勉強会の記録であり、そこでの内

山の報告集である(2)。本書の「第三篇『教育』の再検証」には、「ローカルな

思想としての教育、中央集権の教育」（第八章）、「地域とは何か、教育とは何

か」（第九章）という題名の文章が掲載されている。 

 

(1)地域における教育 

内山は、人々が暮らす小さな世界で教育を考えることを重視している。こ

の小さな世界こそが地域なのだが、内山は、「もっと地域とともに、あるいは

地域の暮らし、地域の労働、地域の習慣、そういったものを全部取り込みな

がら、ローカルな教育体系をつくりあげないといけないのではないかという

思い」(3)を抱いているのである。 

 では、なぜ地域なのだろうか。内山によれば「人間が責任を負える範囲は

そんなに大きなものではないだろう」(4)し、「小さな世界に生きているからこ

そ、自分の役割が見える」(5)からなのである。内山は、「いろいろな社会変化

のなかで、自分の役割が見えなくなってきたというのが、今の社会を不幸に

しているという気がしている」(6)と言う。そして、かつては子どもにも高齢

者にも教師や親にもあったはずの役割が今では「見えない社会なのに、何か

を指導し、何かを教育して、社会が進歩していくという観念だけが残ってい

るものだから、そこのところに調和し得ないトラブルが発生してきているの

ではないかという気がする」(7)とも内山は述べるのである。自分の役割が見

えることは、人に安心感や自分の存在感、存続意義―幸福感といったよう

なものを感じさせるものである。それ故、人は小さな世界（地域）に生きる

ことが大事だということなのだろう。  

 

(2)「非文字の学問」と「文字の学問」 

内山によれば、教育とは「もともとは、自分の生きている社会で生きてい

ける人間をつくること」(8)であった。農村共同体の場合には、そこで生きて

駒澤大学教育学研究論集 第 33 号 2017 年 2 月 
 

1 
 

 

地域と学校 

 
 

 

 

   豊田 千代子 
 

はじめに 

 子どもの人間形成に関わる学校は、しばしば地域との関係で議論されてき

た。学校と地域の連携や、地域に根ざした学校、地域に開かれた学校づくり

など、今日では「学校」と「地域」はセットで語られるのが当たり前のよう

になっている。 

 本稿では、こうした学校と地域について検討したい。子どもが 1 日の大半

を過ごす学校とはどのような場なのか、大人や子どもが暮らす地域には子ど

もの成長を支える上でどのような可能性があるのか、子どもの豊かな育ちに

向けて学校と地域はどのような関係をもてばよいのか、あらためて考えてみ

たい。 

 その手掛かりとして、ここでは哲学者である内山節の次の著書を取り上げ

る。『「創造的である」ということ（下）地域の作法から』農山漁村文化協会、

2006 年（以下『地域の作法から』と略称する）。『子どもたちの時間―山村か

ら教育をみる』岩波書店、1996 年。『時間についての十二章―哲学における

時間の問題』岩波書店、2011 年。 

 これらの著作に着目するのは、人と地域との関わりやその変化、地域や学

校の特徴などがよくわかるからである。内山は、農山村社会に生きる人々の

描写を通して現代社会における人々の状況を鮮やかに照らし出している。ま



 
 

4  地域と学校 
 

いける人間をつくるという形で、伝統的な教育システムができあがっていた

という(9)。そして、この伝統的な教育システムは、高橋敏のいう「非文字の

学問」と「文字の学問」によって成立していたのだという(10)。要するに、こ

れら「二つを重ねて人間をつくり出していくところに、かつての地域におけ

る教育」があったと内山は指摘するのである(11)。 

ところが、内山によると、明治以降の文字系の学問の重視によって「非文

字系の学問の衰弱という一面」が生じ、とりわけ戦後になると「非文字系の

学問の伝承システムがきわめて衰弱し、文字系の学問だけが前面に出てきて」

しまった(12)。そこで、学問、教育にはこれら「両面が必要だったのではない

かという反省」が出てきているのではないか、と内山は捉えている(13)。つま

り、「論理的に整理することのできる部分だけしか教えられない」「文字の学

問」だけでは、「非文字の学問」が捉えていたような「人間にとって一番大事

な」、ものごとを「つかみとっていく」ことが消されてしまうことへの反省が

出てきていると内山は言うのである(14) 。 

ところで、「非文字の学問」とは、「文字を通さず口伝えで教える」という

意味だけではなく、「体で技や行事のやり方を身に付けさせていく」という意

味を持っているのだが、地域で生きていく人間を育てるのにつくられていた

「非常に複雑な教育システム」は、この「非文字の学問」として伝えられて

いたと内山は述べている(15)。 

親から子へ伝える教え方や祖父母から孫へ伝える教え方、また若者組のよ

うに地域において先輩から後輩へ伝える教え方、さらには祭などの地域のさ

まざまな行事を通して教えていくやり方など、内山によれば地域にはこのよ

うな複雑な教育システムがつくられていた (16)。かつて地域は、人が育つた

めの豊穣な土壌であったのである。 

一方、「文字の学問」について、内山は、古い時代の農村共同体の人々も「共

同体の外と結びついて生きているという一面を持って」おり、そのことがこ

うした学問も必要としたと捉えている(17)。内山によると、地域の習慣や歴史、



駒澤大学教育学研究論集 第 33 号 2017 年 2 月 
 

5 
 

文化等を共有しない「外と結びつくときは、契約などが重要になり、『文字の

学問』が必要になってくる」のであり、そこで寺子屋教育が出てきたのであ

った(18)。 

今日、私たちは、教育といえば「文字の学問」が中心の学校教育をまず思

い浮かべるだろうが、歴史をひもとくと、自分たちの地域で生きていける人

間を育てるという地域の教育が長い間行われてきたことが、内山の記述から

わかる。地域ごとに、「非文字の学問」を中心に「文字の学問」も含めた自分

たちの教育システムを、人々は自分たちでつくり出していたのだった。教育

とは、本来、国から求められるものではなくて、地域という小さな世界のな

かで住民自身が創造していくべきものであろう。 

 

2．地域と子どもの育ち 

1.でみたように、かつて地域には、地域で生きる人々を育てていく複雑な

教育システムがつくられ機能していた。子どもは、地域のなかで大人へと成

長していったのである。ここでは、『子どもたちの時間』のなかで内山が取り

上げているフランスの農山村の子どもたちに注目して、子どもたちが地域の

なかでどのように成長していくのかをみてみたい。また、子どもたちの成長

を支えるものとしての地域について、その特徴を探ってみたい。 

 

(1)フランスの農山村の子どもたち 

内山は、フランスの農山村での滞在時に経験した出来事として、「仕事をも

つ子どもたち」(19)のことを綴っている。その一例の農村には、村の中心に教

会があり、その近くに一軒のホテル兼レストランがあったという。内山はそ

のホテルに滞在し、階下にあるレストランも利用したことがあったのである。

そこは四十代くらいの夫妻が経営しているのだが、内山が出会ったのは、そ

こでの仕事を任されていた夫妻の子どもたち（姉弟）であった(20)。 

内山によると、夫妻は、夏休みの間は、中学生になったばかりくらいの子
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ども（姉）にホテルの仕事を任せていた(21)。夫妻はまた、十歳になるかなら

ないかくらいの子ども（弟）にも、日曜日にレストランの二つのテーブルを

受け持たせ始めていた。少年は、プロのボーイとして仕事を任されたのであ

った(22)。 

親の手伝いではなくて、仕事を行う子どもたち。これが、内山が見た村の

子どもたちの姿だったのである。「この姉弟は、その仕事をしているときは、

自分が仕事人であることを意識し、そうすることに誇りをもっているように

みえ」ると内山は述べている(23)。また続けて内山は、農村社会における子ど

もの成長過程と仕事との関係に触れて、「農村の子どもたちは、こうして少し

ずつ大人になってい」く。「その歳に相応しい仕事をもち、その仕事がふくら

んでいくとき、子どもたちは大人になってい」く、とも言うのである(24)。 

内山はまた、フランスのピレネー山中の山の村の「仕事をもつ子どもたち」

についても言及している。内山によれば、この山の村でも、小学校に上がる

頃になると、子どもたちは自分の仕事をもっていた。「最初は鶏の世話をする

仕事が多く、小学校の上級生になると、薪割りの仕事が加わったり」するの

である(25)。 

内山は、こうした山の村の子どもたちからもまた誇りを感じ取っていた。

「自分の仕事について語るとき、子どもたちは誇らしげ」だと内山は言う(26)。

内山によれば、村の暮らしを維持するのに必要な家庭内の仕事も含めて、村

の仕事を受け持つことは、子どもたちにとっては「自分は必要な人間として、

この村で暮らしている」という「自信と安心感」を与えるものである。それ

は大人にとっても全く同じことである(27)。だから、子どもたちはそのことに

誇りをもつのである。そして、「子どもたちは、わずかな仕事を受け持つよう

になったときに、自分は子どもから『小さな大人』、『小さな村人』になった

と感じ」る。「村の暮らしを守る関係の世界の一員になったことに、誇りをも

つ」のである(28)。 

また、内山は、ここでも子どもの成長と仕事との関係について書いている。
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先の農村の子どもたちと同様に、仕事が年齢とともに次第に大きなものにな

っていくとき、子どもたちは大人になっていくのだが、ここで内山は、村に

おける自分の役割という観点から子どもの成長を捉えている。年齢に応じて

仕事が大きなものになっていくとは、「村の暮らしを守る関係の世界における

自分の役割が、より大きなものになることを意味」しており、したがって、

「村では、大人になる、成長するとは、村の関係のなかでの、自分が支える

部分が大きくなっていくことでもある」と内山は指摘しているのである(29)。 

子どもの暮らしのなかに仕事が位置づき、子どもが誇りをもちながら大人

へと成長していくといった、フランスの農山村にみられたような人間形成の

あり方は、今日の日本社会ではほとんどと言ってよいほどみられないものだ

が、フランスの事例は人が豊かに育つとはどういうことかを深く考えさせて

くれるものだろう。 

 

(2)子どもが育つ地域 

フランスの農山村での子どもの育ちを支えていたのは、村（地域）である。

村は、そこに暮らす人々にとって、どのような存在なのだろうか。 

内山によると、「フランスの農村では、村人の相互的な関係のなかに、地域

がつくりだされて」おり、「それが、子どもの世界にも反映して」いる(30)。

村人の相互的な関係、言い換えれば、村の誰もが必要とされる社会のなかで

子どもたちは、成長していくのである。 

村には、人々の暮らしに必要なさまざまな店がある。雑貨屋やレストラン

も、そうしたものの一つである。村では、人々がそれぞれの役割（仕事）を

果たすことによって、暮らしが維持されるのである。こうした村について、

内山は「すべての村人の仕事を必要としつづける村の関係があり、この関係

のなかにいるかぎり、自分は必要な人間、価値ある人間としてここに存在し

ているという安心感が、大人にも子どもにも与えられて」いると言う(31)。ま

た、「だから多くの子どもたちは、大人になっても、村の人間でありつづける
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ことを望」むのだとも内山は述べている(32)。 

このように、フランスの村の子どもたちは、自分（の仕事）が必要とされ

ているという安心感がもてる地域環境のなかで育っていくのである。そして、

そのことは何より、大人にとって地域が、自分（の仕事）を必要としている

という安心感や誇りを感じさせてくれる場となっていることを、意味してい

るのである。 

先に、ホテル兼レストランを経営する親が子どもたちに仕事を任せていた

例をみたが、「大人たちは、村の仕事をこなすことが、村の人間としての誇り

や自由を成立させる基礎であることを知っているからこそ、少し大きくなる

と、子どもたちに仕事をもつことをすすめる」のだと内山は述べている(33)。

「そうすることによって、自分の有用性や自分の価値が、具体的にわかる存

在の仕方を、子どもたちがとらえられるようにしていく」のだと内山は言う

のである(34)。 

フランスの村は、以上のように、大人も子どもも安心感と誇りをもって生

きられる場であった。では、そのことは、フランスの村のあり方とどのよう

に関係しているのだろうか。 

内山は、フランスの農村社会が「循環と継承のなかに成り立っている」(35)

ことに注目している。一つは、村人による村の自然の継承と、「その自然が永

遠に循環しつづけるように維持すること」、もう一つは「地域社会としての村」

の継承であり、「地域社会もまた永遠の循環系のなかに成立していけるように、

守っていく」ことである(36)。「自分たちの労働の場所でもある自然と、自分

たちの生活の場である村という人間の社会を、継承し、永遠の循環のなかに

おいておくことが、村の暮らしと労働の出発点」なのだと内山は指摘するの

である(37)。 

村の人々が暮らしているのは、このような循環系という特徴をもった社会

なのである。そして、そこには、「村をつくりだしているさまざまな関係が、

基本的には変わることなく、あたかも永遠の循環をとげつづけるかのごとく
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維持されている」という「安定した関係があるからこそ、村人は、大人も子

どもも、その関係のなかの自分の役割を、誇りをもって担うことができる」

のだ、と内山は言うのである(38)。つまり、「その役割は、村にとって必要な

永遠の人間の営みであり、村がつづくかぎり、人間たちの価値ある仕事であ

りつづけるから」誇りをもって担えるということなのである(39)。 

今日の日本では、フランスの農村でみられたような、循環系の社会のなか

での人の育ちを見い出すのは難しいと言えるが、人々に安心感や誇りをもた

らす地域環境という観点からも、循環系の社会を回復していくことは大事な

ことに違いない。 

 

3．地域と学校の時空 

ここでは、農山村地域と学校について、それぞれの時空がどのような特徴

をもっているのかを、『時間の十二章』と『子どもたちの時間』のなかに探っ

てみたい。 

 

(1)農山村地域の時空 

内山は、『時間の十二章』において、川の時間や山里の時間、森の時間など

を取り上げて、「時間」について述べている。そこからは、時間は一つではな

いことがみえてくる。さまざまな時間が存在するのである。また、時間はた

だ過ぎ去っていくだけではなくて、つくられるものでもあることがよくわか

る。 
そうした時間について、「第二章 山里の時間」をもとにみてみよう。内山

は長い年月、群馬県上野村に通って暮らしているのだが、この章は、そこで

の体験をもとに書かれたものである。 

内山は、この山里に暮らす人々の世界を、縦軸の時間と横軸の時間という

言葉を用いて表している。「山里に暮らす人々は、縦軸の時間と横軸の時間と

いう二つの時間のなかを生きている」(40)と言うのである。 
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縦軸の時間とは、「過去、現在、未来が縦の線で結ばれている」もので、「過

ぎゆく時間」である。「けっして戻ってくることのない不可逆的な時間」のこ

となのである(41)。内山は、こうした時間のことを「時計の時間」とも呼んで

いる。これは、私たちが通常「時間」というときに思い浮かべる時間だろう

が、内山は、山里には、これだけではない「もうひとつの時間世界」(42)が存

在していると言う。横軸の時間である。内山は、この時間のことを回帰する

時間、円環の時間とも表現している。 

 それはこういうことである。山里の暮らしは、自然と結びついており、「毎

年回帰してくる季節とともに展開する村人の営みのなかに存在している」(43)

と内山は言う。そこでは、村人は、春が訪れたとき、「春が戻ってきたと感じ

ながら、それを迎え入れる」(44)。つまり、「春は円を描くように一度村人の

前から姿を消して、いま私たちのもとに戻ってきた」、「去年と同じ春が帰っ

てきた」ということなのである(45)。このように、山里では「時間は円環の回

転運動をしている」のであり、こうした時間のことを、内山は縦軸の時間と

対比させて横軸の時間と呼んでいるのである(46)。 

 内山によれば、山里の時間は、「自然と強く結びついた暮らしと労働」(47)

のなかで生まれるものである。そして、それは自然だけがつくるのでも、人

間だけがつくるものでもない。時間は自然と人との関係のなかに存在するも

の、と内山は捉えるのである。山里の時間は「自然と、この自然のなかで暮

らす人間をふくむ生き者たちの時間」であり、「山里を共通の場として、自然

と人間が共振するとき生まれた時間」であるため、「自然との関係によって生

まれた時間」、「自然が人間と関係することによって存在する時間」なのであ

る(48)。また、したがって、山里の時間は、均一でも均等でもないゆらぎゆく

時間なのである。 

 ところで、戦後の高度経済成長期を経るなかで、かつては横軸の時間世界

のなかにあった山里にも、「次第に縦軸の時間世界が浸透してきた」と内山は

指摘する(49)。そして、そこでは、「縦軸の時間と横軸の時間が矛盾しながら
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も全体で山里の時間を形成し、この二つの時間は使い分けられていた」(50)

のだという。だが、「今日ではこの両者の矛盾が対立的なほどに高まった」(51)

と、内山は山里の時間世界の変化を捉えているのである。 

長い間、山里に流れていた横軸の時間。私たちがほとんど失ってしまった

のは、自然と結びついた暮らし、すなわち、自然と人との関係のなかで生ま

れ、自在に創造される時間世界なのであった。そして、そのことは、横軸の

時間世界での人間形成を私たちは失ってしまったということなのである。 

 

(2)学校の時空 

次に、学校の時空についてみてみよう。 

 内山は、「今日の学校制度は、時間秩序のもとになければ成り立たない構造

をつくりだして」いると言う(52)。また「今日の学校教育では、時間が価値基

準として設定されて」いるとも言う(53)。学校を支配している時間とは、一体

どのようなものなのだろうか。 

 現在の学校に流れている時間は、内山によれば縦軸の時間である。過去、

現在、未来が縦の線で結ばれている時間、過ぎ去っていく時間なのである。

それはまた、「均等にすすむ客観的な時間」(54)という特徴ももっている。そ

して、このような「直線的で、等速で、客観的な縦軸の時間」を、既述のよ

うに内山は「時計の時間」とも呼ぶのである(55)。 

内山は、「縦軸の時間世界では、時間は不可逆的な直線運動をしているので

あり、その直線的時間は変化とともにある」(56)と言う。したがって、こうし

た時間世界のなかでは、「私たちは昨日の自己をこえることを、進歩や上昇を

要請されつづける」(57)のだという。 

人々が自然とともにさまざまに時間をつくり出していく山里の世界とは異

なり、今日の学校では、時間は、子どもたち支配するものとして存在してい

るのである。 

子どもたちの豊かな人間形成を目指すはずの学校が、時計の時間によって
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子どもたちを管理する場として機能してしまっている現実を、まずはしっか

りと受け止めなければならないだろう。 

 

4．地域と学校の創造ー結びにかえて   

前述のように、今日、学校は地域との関連で語られることが多い。内山は、

こうした学校や地域について、さまざまな観点から論じていた。 

そこで最後に、内山から学んだことをもとに、今後の地域と学校のあり方

について述べてみたい。 

 

(1)生命尊重の地域づくり   

 内山から学んだことの一つは、人々が幸福に暮らす上での地域の大事さや、

地域のもっている潜在的な教育力についてである。 

 フランスの農山村社会では、子どもたちは、自分が必要とされているとい

う安心感と誇りをもって成長していた。人が豊かに育つのに欠かせない、こ

れらの感覚をもちながら成長していたのである。ここで注目すべきは、村が、

何より大人自身が安心感と誇りをもって暮らせる社会であったことなのであ

る。そして、それを可能にしたのが、循環系の社会の存続であったというこ

となのである。村の人々が村の自然と地域社会としての村を継承し、それら

を循環し続けるように維持してきたことが、子どもの成長を支えてきたこと

は見逃せないであろう。 

日本の子どもたちの自己肯定感が低いことは、しばしば問題として取り上

げられているが、フランスの村の例は、地域のなかで子どもたちが誇りをも

ちながら育っていける可能性を示している。地域は、潜在的にこうした教育

力を備えているのである。 

 人々に安心感や誇りが生まれる地域は、人々の生命が大事にされる地域だ

と言ってもよいだろう。さらには、自然と地域社会としての村を継承・循環

させてきたフランスの例からも学べるように、人々が安心感や誇りをもてる
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地域とは、人の生命だけでなく、自然の生命も含めたあらゆる生命が大事に

される地域と言えるだろう。 

すべての生命を尊重する地域のなかにこそ、子どもの豊かな育ちが生まれ

るのではなかろうか。 

 

(2)関係としての時間の創造 

 長い間、日本の農山村も循環系の社会であり、自然と人との関係のなかに

村の暮らしが成り立っていた。互いに影響し合いながら、すべての生命世界

の営みが展開していたのである。 

 山里の時間は、自然と人との関係のなかで生まれるものであった。それ故、

均一ではなく、ゆらぎゆく時間なのであった。加えて、人が関わる自然は地

域によって異なるため、生み出される時間もまた地域ごとに違ったものであ

っただろう。 

こうした自然と人との関係のなかに存在する時間が主流となるような地域

を創造していくこと、そして、そのために循環系の社会を創造していくこと

こそが、今日の地域づくりに求められていることなのかもしれない。 

今日では、自分の暮らす地域で、自然と共生しながら、農をベースにした

ライフスタイルをつくり出している人々が増えている。自然との関係のなか

で時間を紡ぎ出しているこれらの人々が緩やかに繋がることで、すべての生

命が大事にされるような循環型の地域が形成されていくのではないだろうか。  

 

(3)学校の創造としての地域の創造 

（2）で述べたような地域の創造は、均一で直線的な時計の時間が支配す

る社会のなかでストレスを抱えている、大人たちにとっても子どもたちにと

っても、必要である。 

 時計の時間を基準につくられている近代の学校制度のなかで、生きにくさ

を感じている子どもたちは多い。自分の外部にある時間への適応を求め、異
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なる一人ひとりの身体感覚を重視しない学校のあり方が、子どもたちから自

由で創造的な身体を奪っている。だからこそ、硬直化した学校制度の改革が

求められるのである。 

 一方で、地域の創造も欠かせない。人と自然との関係のなかで生まれる時

間が存在するような地域がつくられるなら、子どもたちは、時計の時間以外

の豊かな時間を生きることができる。そして、子どもたちの暮らしのなかに

こうした世界が膨らんでいくならば、子どもたちの身体も徐々に自由で創造

的なものへと変化していくに違いない。子どもたちの生命が大事にされるだ

ろう。 

 また、困難を伴うかもしれないが、このような地域の時空の創造を、地域

を構成している学校とともに行っていくことの意義は大きいだろう。そこに、

学校が地域の暮らしと結びついた「地域の学校」へと変わっていく可能性が

生まれるはずである。  
 

注 

(1)  内山節『子どもたちの時間―山村から教育をみる』（シリーズ 子どもと教育）岩

波書店、1996 年、p.127 

(2) 内山節『「創造的である」ということ（下）地域の作法から』農山漁村文化協会、

2006 年、p.1 

(3) 同上、p.217 

(4) 同上、p.218 

(5) 同上、p.219 

(6) 同上、pp.219－220 

(7) 同上、p.221 

(8) 同上、p.229 

(9)  同上、p.229 

(10) 同上、p.230 
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(15) 同上、pp.229－230 

(16) 同上、p.229 

(17) 同上、p.230 

(18) 同上、p.231 

(19) 内山、前掲書『子どもたちの時間―山村から教育をみる』p.16  

(20) 同上、p.7 

(21) 同上、pp.8－9 

(22) 同上、pp.12－14 

(23) 同上、p.16 

(24) 同上、p.16 

(25) 同上、p.27 

(26) 同上、p.27 

(27) 同上、p.29 

(28) 同上、pp.29－30 

(29) 同上、p.30 

(30) 同上、p.36 

(31) 同上、p.33 

(32) 同上、p.33 

(33) 同上、p.34 

(34) 同上、p.34 

(35) 同上、p.46 

(36) 同上、pp.46－47 

(37) 同上、p.47 
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地域と学校 

 
 

 

 

   豊田 千代子 
 

はじめに 

 子どもの人間形成に関わる学校は、しばしば地域との関係で議論されてき

た。学校と地域の連携や、地域に根ざした学校、地域に開かれた学校づくり

など、今日では「学校」と「地域」はセットで語られるのが当たり前のよう

になっている。 

 本稿では、こうした学校と地域について検討したい。子どもが 1 日の大半

を過ごす学校とはどのような場なのか、大人や子どもが暮らす地域には子ど

もの成長を支える上でどのような可能性があるのか、子どもの豊かな育ちに

向けて学校と地域はどのような関係をもてばよいのか、あらためて考えてみ

たい。 

 その手掛かりとして、ここでは哲学者である内山節の次の著書を取り上げ

る。『「創造的である」ということ（下）地域の作法から』農山漁村文化協会、

2006 年（以下『地域の作法から』と略称する）。『子どもたちの時間―山村か

ら教育をみる』岩波書店、1996 年。『時間についての十二章―哲学における

時間の問題』岩波書店、2011 年。 

 これらの著作に着目するのは、人と地域との関わりやその変化、地域や学

校の特徴などがよくわかるからである。内山は、農山村社会に生きる人々の

描写を通して現代社会における人々の状況を鮮やかに照らし出している。ま



 
 

16  地域と学校 
 

(38) 同上、p.50 

(39) 同上、p.50 

(40) 内山節『時間についての十二章―哲学における時間の問題』（岩波人文書セレク

ション）岩波書店、2011 年、p.20 

(41) 同上、p.20 

(42) 同上、p.20 

(43) 同上、p.21 

(44) 同上、p.22 

(45) 同上、p.22 

(46) 同上、p.22 

(47) 同上、p.22 

(48) 同上、pp.41－42 

(49) 同上、p.26 

(50) 同上、p.32 

(51) 同上、p.32 
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(53) 同上、p.99 
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(56) 同上、p.26 
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