
松之山オープンキャンパス

2018年度美術科教育学会リサーチフォーラムin新潟〈大地の芸術祭〉活動記録

アートによる学びのこれから

―体験講座＆フォーラム
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「松之山オープンキャンパス」について

2010 年頃から、十日町高校松之山分校（通称：松高）を舞台に、特色ある授業が少しずつ試み
られてきた。背景にあったのは、少子化による生徒数の減少と、廃校になれば地域の灯りが消えて
しまうという地域住民の危機感だった。①松之山だからできること、②小規模校だからできること、
③大地の芸術祭と連携してできること、という「松之山体験型講座」のコンセプトがまとめられた。
今回の企画は、今後展開できるだろう授業を、さまざまな人に体験してもらうために行われた。
まず、「松之山国際交流タイム」は、松之山地域にあるアート作品を入り口にして、外国文化を
学ぼうという授業だ。外国のお菓子の試食や、クイズをきっかけにした対話などから、松之山で活
動してきた作家の出身国について、理解を深めていく企画である。アートから文化へ扉を開く試み
と言えよう。
次に、「現代アートの学校」は、松之山の地滑りをテーマとした授業である。しばしば地名に登
場する竜という生き物をめぐる思想史、松之山の現在の地形から推理する「未来の災害史」の講義、
そして、松之山の地形図のなかに生き物を探すというワークショップが行われた。目の前の現象か
ら出発し、想像力を駆使して何かを表現するという、まさにアートの力を体現した授業だった。
そして、「表鷲科表現ワークショップ」では、鳥取県の鹿野学園で実際に行われている学校設定
科目「表鷲科」を体験した。何人かが組みになって、与えられたお題をもとに即興芝居をつくり、
披露するというものである。小学生と高校生が一緒になる組もあったが、まったく違和感がなく、
芝居がつくられ、そのなかの役を演じられていた。
一方、「松之山版うわさの保護者会」は、大人向けの講座である。子どもの長所や性格など、親
子間で認識の開きが大きいテーマが、データによって示され、今後どのように子どもたちと向き合っ
ていくのかが話し合われた。
さらに、「明日へのフォーラム」では、各講師から授業の報告とともに、時代環境が大きく変わ
ろうとするなかで、松之山地域の可能性、学校教育に求められること、それを実現するうえでの制
度の壁などが話し合われた。また、北川フラム氏も加わり、「大地の芸術祭」の果実を、教育を含
め地域に還元するための課題と、実現の鍵となる媒介者の育成の難しさなどが議論された。
番外で秋に行われた「松之山版哲学対話」では、ファシリテーターの進行のもと自由に考え、対
話する場がつくられた。小学生から 90歳までという幅広い年代の参加があった。考えることや対
話すること自体の楽しさを体験し、そうした場の重要性とともに、日常生活のなかでいかに考える
場、対話する場がないかを確認する機会にもなった。
文部科学省が先に改訂した新しい「学習指導要領」のテーマは、「生きる力～学びの、その先へ～」
である。今回の授業で取り上げられたことは、考えること、伝えること、共感すること、想像し創
造すること、他者と協働すること、であった。まったく意識していなかったが、国の指針に対する
ひとつの解答になっていたのではないか。それは、自分というスタンスをもったさまざまなタイプ
の大人が、真剣に向き合った結果であろう。学校現場が外に開かれていけば、いろいろな可能があ
りそうだ。「大地の芸術祭」という科目が生まれたらなどと夢想する。
最後に、今回のイベントは、プログラムおよび会場の準備、参加者への告知、当日の運営など、
松之山地域の住民有志の多大な協力があって実現した。また、松之山出身者たちによる寄付を含め
た協力もあった。彼（彼女）らの姿からは、“ふるさとの灯”を消さないという思いが強く伝わっ
てきた。講師やゲストの方々を含め、関係者の多大な協力に深く感謝いたします。
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［プログラム］

▽日時：8月 25日（土）12:00 ～ 17:00

▽会場：三省ハウス　新潟県十日町市松之山小谷 327

▽プログラム
①「松之山国際理解タイム」（ランチ＆レクチャー）  p.4

時間：12:00 ～ 13:15
講師：山田裕史（新潟国際情報大学講師）、新潟国際情報大学国際交流ファシリテーター（学生）、
　荒川洋子（オーストラリア・ハウス コーディネーター）

②「現代アートの学校」  p.6

時間：13:30 ～ 15:00　＊ 10:30 ～ 12:00　フィールドワーク
講師：黒瀬陽平（カオス＊ラウンジ代表）

③「表鷲（あらわし）科表現ワークショップ」（鳥取市立鹿野学園特設科目）  p.8

時間：13:30 ～ 15:00
講師：中島諒人（鳥の劇場芸術監督）

④「松之山版うわさの保護者会」  p.10

時間：13:30 ～ 15:00
講師：苅宿俊文（青山学院大学教授）

⑤明日へのフォーラム
「もうひとつの学び、もうひとつの生き方―アートによる学びの可能性」  p.12

時間：15:30 ～ 17:00
ゲストスピーカー：苅宿俊文（青山学院大学教授）、北川フラム（「大地の芸術祭」総合ディレクター）、
　黒瀬陽平（カオス *ラウンジ代表）、中島諒人（鳥の劇場芸術監督）
コーディネーター：佐々木寛（新潟国際情報大学教授）

番外プログラム　松之山座談会「松之山版哲学対話」  p.14

日時：11月 10日（土）　10:00 ～ 12:00
会場：三省ハウス
講師：梶谷真司（東京大学教授）、IHS 東京大学多文化共生・統合人間学プログラム（研究員、学生）

▽主催：松高オープンキャンパス実行委員会

▽共催：美術科教育学会

▽後援：新潟県教育委員会、十日町市教育委員会、大地の芸術祭実行委員会、松高支援連絡会、松高同窓会
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lesson 1

松之山国際理解タイム

ご飯を食べながら地図を囲んでワークをする参加者たち

8月 25日に松之山・三省ハウスの食堂で新潟国際情報大学国際交流ファシリテーターによるワー
クショップを行った。
総勢 80人近くが参加したこのワークショップは、

·「芸術祭作品＝アート」「松之山＝地域」「外国人作者＝国際」という 3つのキーワードをテー
マにした活動を行うことによって松之山オープンキャンパスの全体のアイスブレイクを行う。
·地域内、地域外の人同士の交流を促し、松之山にも関心を持ってもらう。
·アートを通して世界に興味を持ってもらうきっかけを提供する。

という 3つの目的を持って進行した。また、ワークショップは正午に開始したので、松之山の食
材を活かした食事をとりながらワークを進めた。

はじめに、参加者には好きなテーブルについてもらい、ファシリテーターの紹介をした後、ワー
クショップの内容を確認した。
つぎに、メインワークのマッチングゲームを行った。このゲームは各グループにある模造紙に書
かれた国々と、各グループに配られた各国のお菓子の正しい組み合わせを考えてもらうというクイ
ズ形式のワークである。
その後、マッチングゲームの答え合わせをし、正解数の多かった上位 3グループに松之山に関連
した景品を贈呈した。
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lesson 1

地図を指しながら国とお菓子の組み合わせを考える参加者たち

最後にまとめの部分で、マッチングゲームで出てきた国々は、松之山にある「大地の芸術祭
2018」作品の作者たちの国籍であることを紹介し、松之山が作品を通して世界と繋がっているこ
とを知ってもらいたいということを話した。そして、作者も様々な意図や興味があって松之山とい
う場所を選んでいるからこそ、松之山在住の方々に作品を見てもらいたい、興味を持ってもらいた
いということを強調した。また、越後妻有という広大な地域で芸術祭に松之山が選ばれたというの
は、それだけ松之山には魅力があるからだと思うので、そこも参加者には理解してもらいたいとい
う言葉でワークショップを終了した。
その後、松之山・浦田地区にある芸術祭の作品「オーストラリア・ハウス」を核とする国際交流
について、オーストラリア・ハウスのコーディネーターからこれまでの実践の報告が行われた。浦
田地区にこの作品兼日豪交流の拠点ができてから、この地区がどのように海外アーティストと交流
してきたか、それによって何が変わってきたのか、今後は子どもたちや学校により深く関わっても
らうことで、成果が拡大していくのではないかという提言があった。
私たちは今回の活動を通して、松之山に関する様々なことを見たり聞いたりすることで学ぶこと
ができた。このような活動を 1回限りで終わらせるのは非常に勿体無いので、これからも学び続け
たいと思っている。
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lesson 2

現代アートの学校

カオス＊ラウンジ代表の黒瀬陽平さんが講師を務めた、レッスン 2「現代アートの学校」では、
フィールドワークで松之山の地すべりに由来する地形を巡るとともに、日本人による地震や地すべ
りに対する認識と想像の歴史を関連するアートによって学び、最後に想像力を駆使して松之山の地
形図の中に生き物の形を描き出すワークショップを行った。

松之山の自然に肌で触れて学んだ

レッスン 2の参加者は 50名ほどで、十日町市在住の小学生とその保護者が主であった。大地の
芸術祭でもよく知られるように、越後妻有には美しい棚田の風景が存在する。何も知らない人間が
初めて棚田を見ると、「よくこれだけの大規模な地形を造り上げたものだ」と感心するかもしれない。
しかし、こうした棚田は人間が無理矢理に地形を切り崩して作ったものではなく、地すべりによっ
て形成された地形と豊かな湧水という自然の恵みを上手く利用して作られた、いわば自然と人間の
生活が調和することで生まれた共同制作の芸術作品なのである。フィールドワークでは、このよう
な棚田の地形が生まれるもととなった地すべりの痕跡を、根曲がり杉や湧水、植物の多様性などを
手掛かりにして自分たちの足で巡った。案内人は、黒瀬さんが主任講師を務める現代美術のスクー
ルである「新芸術校」の卒業生であり、地すべりに詳しい伊藤允彦さんが務めた。地すべりの痕跡
の代表である根曲がり杉は、読んで字のごとく根っこから曲がって生えた杉のことである。多くの
植物には、光合成の効率を高めるために光の射す方向に葉を向けて成長するという性質がある。根
曲がり杉は、緩やかな山の斜面でかつて太陽の方向へと真っ直ぐに伸びていた杉が、ある時に地す
べりによって根ごと斜面を下り降りた際に倒れてしまい、その後また年月を経て杉が太陽を目指し
て成長したことによって、幹に曲がりが生じている。こうした解説を聞きながら実際に土地を巡る
ことで、“地すべりの聖地”でもある松之山の自然の魅力を肌で感じることができた。

根曲がり杉の解説をする伊藤さん（写真中央・案内人）と黒瀬さん（写真中央右・講師）
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lesson 2

子どもたちの豊かな想像力に大人たちは脱帽

フィールドワークに引き続いて行われたワークショップでは、地すべりが起こる科学的な仕組み
からアートを絡めた地すべりの認識のされ方について解説が行われた。かつての日本では、地面
の下に“巨大なにょろにょろした生き物”がいて、その生き物がごくたまに動くことで地震が起き
ているのだと考えられていた。そうした考え方は江戸時代の日本の絵画に表れており、日本列島を
ぐるりと取り囲む龍が描かれた「大日本国地震之図」や、ナマズが描かれた「鯰絵」が残されてい
る。黒瀬さんによると、土地に生き物の存在を見出だしたこのような例が、松之山にも存在すると
いう。「辰ノ口」は松之山に実在する地名だが、かつて地震や地すべりを起こす原因だと考えられ
ていた龍になぞらえて“龍の口”から付けられた可能性があるとのことである。実際に辰ノ口では、
2011 年の東日本大震災の翌日に起きた余震によって大規模な土石流が発生しており、その時の土
砂の様子はまるで龍が動いた跡のようであったようだ。ワークショップではこれらの解説を聞いた
上で、最後に、松之山の地形図の中に生き物の形を見つけ出すという課題を行った。古代の人々が
夜空に散らばる星々に動物や道具を見出だしたように、子どもたちは自由な発想で松之山の地形図
からクマ、アザラシ、ネズミ、魚など数々の生き物の形を発見していった。大人は経験を積んで決
まりきったパターンを知り過ぎているせいか、法則性の無い地形図から生き物を見出だすことに苦
戦していた様子であった。今回の課題では子どもたちの柔らかい頭に軍配が上がったようである。

子どもたちが松之山の魅力を知る機会となった

以上述べてきた通り、レッスン 2ではフィールドワークとワークショップを通じて、地すべりに
ついて学びながら松之山の自然を深く知ることができた。こうした体験は、参加した地域の子ども
たちにとっては、自身の住む土地の魅力を知る新鮮な機会になっただろう。

松之山の地形図から生き物の形を見つけ出す課題に取り組むワークショップ参加者



8

lesson 3

表鷲（あらわし）科表現ワークショップ

場面づくり

小学校低学年から高校生までの 13人の参加者は、ペアになって演劇を作った。作ったものはとても短い
一場面だったが、その場面づくりのために、講師の中島諒人さんは 4つのステップを用意した。

ステップ 1: a さんがなにかに気づく
ステップ 2: それを相手の bさんにも共有しようと頑張る
ステップ 3: それが bさんにも伝わる
ステップ 4: 2 人はなにかを決めて行動に移す

それぞれのペアは、話し合いながら場面の設定を決め、やりとりの流れを練習してから全体に向けて発
表した。場面設定は十人十色で、それぞれが 4つのステップを作ろうと果敢に取り組んでいた。

ペア 1: 白い線を足元に見つけ、それが遠くの山のうえにまで続くことを発見し、線を追っていく
ペア 2: 家の鍵を閉め忘れたかもしれないと不安になるが、よく思い出せない
ペア 3: 遠くに何かを発見してそちらへ向かう
ペア 4: 部屋のなかでカードゲームをしていたら雨が降ってきたことに気づく
ペア 5: 雨が降っていると思ったら気のせいだった
ペア 6: ハイエナを見つけて身を守ろうとあたふたする
ペア 7: 落し物を見つけて交番に届けようとする

中島さんは、どんな演技の前にも「感じること」が重要だということを強調した。鑑賞のあいだは、幼
い子も笑って反応しており、参加者のみんなが場の一員として楽しんでいた。参加者の年齢に幅があった

学年の異なる二人の参加者が発表する様子
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lesson 3

にもかかわらず協働できたことについて、中島さんは驚きを述べてそれを全体の感想とした。そして、参
加者たちからは「もっと練習したかった」「もっと難しいと思っていたけど意外とできた」などの感想が共
有された。全員が順番に感想を言い終えると、みんなで礼をして会は終わった。

立場と年齢を超えたコミュニケーションと学び

中島さんは最初に「まこまこさん」というあだ名で自己紹介をし、参加者も同じように自分が呼ばれた
い名前を考えて名札を作った。また、絵本『三びきのやぎのがらがらどん』の朗読をして、「普通、学校と
かだと大きい人が小さいひとを守るっていうけど、この本だと関係ない。みんなも（年功序列を）気にし
ないために読んだよ」と言って、この演劇のレッスンが、普段の学校とは違うものだというメッセージを
届けていた。
また、講師の中島さんが、自分自身で最初にやってみせたり、参加者と共に取り組んだりするところは、
学校の先生のイメージとは大きく違うところだった。例えば、「名前をまわす」ゲームでは、自分を指して
自分の名前を言い、その次に誰かひとりを選んで指し示し、その人の名前を言う、そして指名されたひと
が次へとつないでいくのだが、中島さんは中腰になって目線を低くし、ちょうど小学校中学年くらいの参
加者と同じ目線の高さでこのゲームに取り組んでいた。さらに、パスがあまりまわってきていない参加者へ、
積極的にパスをまわすことが多かった。参加者と同じ目線で活動に参加しながら、微調整をしていると感
じた。
上下のないリラックスした関係性のおかげで、参加者は面白いことが起きると声をあげて笑い、場は賑
やかな雰囲気になる。参加者の緊張が充分に解けた証拠だが、おそらくそれを理解した上で、中島さんは
それを「元気のつながりが途切れた瞬間」と表現した。そして「今度はエネルギー途切れないようにして、
元気をつなぐ」という指示をしたことで、同じゲームであるにもかかわらず、仲良くなるためのウォームアッ
プの段階から、演劇のトレーニングの段階へとテーマが自然に移っていった。

子どもたちと同じ目線で一緒にゲームをする中島さん
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lesson 4

松之山版うわさの保護者会

苅宿俊文さんの開催されたレッスン４「松之山版うわさの保護者会」は、市民の間に対話を立ち上げる
ためのワークショップだ。会場には、松乃山地域の住民を中心として、年齢も性別も職業も関心もバラバ
ラの、文字通り老若男女およそ 30人が集まった。10人弱のグループを三つ作りそれぞれのグループ内で
さまざまなトピックについて議論を交わし、AI などによって大きく変革される未来の社会において教育は
どのようにあるべきかを考える。

①話しやすい環境づくり―対話アプリを使った自己紹介

ワークショップの始め、初対面の人もいるせいだろうか、どのグループも緊張しなかなか発言が出ずに
スムーズな会話が始まらない。そこで苅宿さんが導入したのが接続詞アプリだ。参加者たちはスマホの画
面上にランダムに提示された接続詞に続けて順に何かを喋らなければならない。話し始めの最初の一言が
口を出ないならば、アプリによってその発言の方向づけを限定して補助するという試みである。身近な話
題について歓談していくうちに徐々にざっくばらんに個人的な会話が飛び交い、笑いも起こるようになっ
ていった。

②話すきっかけとして聞く

対話アプリによって緊張は解れたとはいえ、次いでアプリなしで会話してみようとしてもこれまたなか
なかスムーズには続かない。そこで苅宿さんが強調するのが、話す前にまず聞いてみることだ。他人の話は、
共感する点や違和感を感じる点、もっと聞いてみたい点など話の種の宝庫だ。何もないゼロから会話する
より、まず他人の話に耳を傾ける。聞くことは、受動的な行為であると同時に、話すための準備をする能
動的な行為でもあるのだ。

ワークショップの説明をする苅宿さん
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③感じたことや考えたことについて話し合う

自己紹介や身の上話に始まり、話題は次第に抽象的な話題へと移っていく。自分の年齢や所属、肩書き
など表面的な情報を話すのはそれほど難しくないだろう。だが、「普段の生活で困っていること」など答
えのない話題では、自分がどう感じるかどう思うかを話すことはより難しい。なぜならば、みな自分の意
見がちゃんと伝わるか、受け入れてもらえるか不安だからだ。しかし本ワークショップで強調されてきた、
まず相手の話を頭ごなしに否定せずに聞くこと、そしてその話に関連付けて話し始めてみることを積み重
ねることで、もはや苅宿さんが手を貸さなくともきちんと対話が成り立つようになっていった。

④話し合うことの難しさについて

苅宿さんによれば、子どもが小学校でどのように振舞っているかについて、子ども自身とその親の間で
は大きな認識の差異があるという。例えば、親子を対象にしたあるアンケートによれば、「難しい問題をじっ
くり考えることがとても得意」と自分のことを考える子どもは全体の 13.5%であるのに対し、自分の子
どもがそうだと思う親は全体の 0.0%である。つまり、子が思っているほどには、親は自分の子の思考能
力を優れているとは思っていないということだ。親と子という親密な間柄であるはずなのに、どうしてこ
のような事態が生じてしまうのだろうか？おそらくその間柄が親密であるとお互いが思っていればいるほ
ど、「暗黙の了解」のようなものが支配的になりその反対に交わす言葉が少なくなり、その結果として認識
のギャップが生じてしまうのではないだろうか。
普段の私たちの身の回りの生活を見渡してみても、たとえ同じ事柄に関してでも、立場を異にすれば見
解もまた異なることがしばしばある。苅宿さんは、そのような認識のギャップを埋めるためには、安心・
安全な対話空間を作ることが重要だと強調する。他の人の話に関連付けて話し始めてみること、先入観な
く相手の話に耳を傾けること、自分の感じたこと・考えたことを率直に話してみること、そうした実践によっ
て初めて安心・安全な対話空間は開かれるのではないだろうか。

ワークショップの参加者たち
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明日へのフォーラム
「もうひとつの学び、もうひとつの生き方―アートによる学びの可能性」

明日へのフォーラムの主旨説明

司会者・佐々木寛さんは自然災害と豊かな恵みも
もたらす地滑りの両義性に触れ、松之山の「明日の
ない町」を「明日への町」と読み替えることで逆説
的な希望が生まれ、新しい教育を松之山から発信し
ていく可能性を示唆した。

各レッスンの内容の紹介

中島諒人さんは演劇が色んな可能性を持つ社会
に活用可能なものだと述べ、鳥取県鹿野学園の「表
鷲科」の演劇を紹介した。小 1から高 2までの参
加者と演劇の基本「エネルギーを出すこと」を楽し
みながら行い、行動の前提にある理由を意識するこ
とで、演劇の良さや現代社会の中での可能性を体験
した。アートによる学びは学校教育を超えて人間同
士のつながりを作りうる。
黒瀬陽平さんはアートによる無意識の視覚化を
試みた。松之山の文化・歴史は地震国日本の典型例
である。黒瀬さんは中世から近世の龍図や鯰絵をも
とにいかにアートが地滑りを扱いうるか説明した。
フィールドワークを通して地形が動きやすい場所
を想像し、そこに潜む巨大生物を地図上から描く
ワークショップを行った。地滑りの観点で見ると松
之山の風景は普段とまったく違って見える。地下水

は町の文化・歴史の無意識であり、私たちの見方を
規定している。
苅宿俊文さんのレッスンでは安心・安全な対話空

間の作り方を松之山と他地域からの保護者に経験
してもらった。子どもの自己評価を親が否定するこ
とによって子どもの可能性を潰さないために、自
分の子どもや親としての自分を見直す必要がある。
苅宿さんは「普通」とは何かを問いかけ、自分の考
える「あたりまえ」の前提条件を参加者に考えても
らった。
北川さんは今日のような実践をしている人々の

ネットワークと後継者の問題があると述べた。こう
した活動の場所と人、普遍性があれば、アジアの各
地域でも芸術祭は可能だが、それを持続可能にし
ていく構造的なサポートシステムができていない。
北川さんによれば、松之山地域の歓待の美徳が芸術
祭には関係しており、美術的なものが与える希望を
伝えていく人材が芸術祭や今日のフォーラムの課
題としてあり、現実的な動きの一歩一歩が問われて
いる。

松之山での新しい生き方ともうひとつの学び

苅宿さんは使うアートとして学校教育にアート
を入れる可能性を探求している。芸術表現体験の後

当日三省ハウス体育館に集まった約90名の地域住民と関係者
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に省察を入れることで人間関係形成・社会形成能
力・自己理解という資質能力の発見・定着とコミュ
ニケーション能力が育つ。苅宿さんは 3年前のシ
ンポジウムをきっかけに、他者と表現して楽しみ、
共同性や他者に対する尊敬を育てる授業を計画し
ている。苅宿さんは人口減少地域の学校のあるべ
き姿がいま問題であり、三年後このネットワーク
の拡大を報告したいと述べた。
黒瀬さんが松之山高校存続問題に触れ、活動の主
体となる住民の重要性を挙げた。黒瀬さんと北川
さんの間で芸術祭実現のためにいかに行政と協働
するかという問題が議論された。黒瀬さんは清津
峡トンネルと磯辺行久記念越後妻有清津倉庫美術
館を比較しながら、土木という近代化の問題にアー
トと行政の両方に関わってきた磯辺さんの経歴や
思想を踏まえたキュレーションの必要性を訴えた。
それを受けて北川さんは磯辺さんの美術館の重要
性と住民にとっての土木の有用性を強調した。佐々
木さんはこのオープンキャンパスに次の芸術祭の
あり方があり、今後の子どもたちのつながりが一
つのチャレンジだとまとめた。
参加者からは理解しやすい芸術の必要性や、東
京オリンピックへの関与、芸術専門学校としての
松之山高校改革、芸術祭を利用した子どもたちの

生きる力の育成に期待が寄せられた。芸術祭とい
う非日常から日常への移行、住民だけで活動する
可能性について質問が出た。
中島さんは各高校が歴史・地域・人材を活かし

ながら、どのような可能性を発揮させるかが課題
だと述べ、松之山のアートに対する共感や理解を
土台にしながら、アートによって子どもたちの可
能性を伸ばす教育方法の模索を訴えた。苅宿さん
は教育委員会に住民の提案を受け入れさせるため
に必要な改訂版学習指導要領の読み方を解説した。
その中のキーワード「対話的」を出力型学力と位
置づけると、この学力の養成とは意味生成活動で
ある絵や演劇で得られる納得感の承認と習慣化だ
と解釈できる。黒瀬さんはキャッチーな作品がな
くとも芸術祭が可能なことはこれまでの芸術祭が
証明しており、歴史の姿勢を貫くことが後世から
評価されると述べた。北川さんは今後の芸術祭の
あり方への答えとして、松之山高校や松之山で芸
術祭に関わりたい若者に名乗りを呼びかけ、新し
い参加者とチーム単位で活動することが非常に現
実的だと述べた。佐々木さんは地域を中心に考え
ることが新しい生き方であり、ここで体験した最
先端の教育を住民が自信を持って発信することが
もうひとつの学びだと結論した。

議論を交わす登壇者たち（左から中島、苅宿、黒瀬、北川、佐々木）
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松之山座談会「松之山版哲学対話」

夏の緑が赤や黄色に十分色づいたころ、三省ハ
ウスに再び人々が集った。ストーブが焚かれた暖
かい室内で、2018 年 11 月 10 日、8月のイベン
トについてのふりかえりの会が持たれた。その際、
東京大学の梶谷真司さんを中心として「哲学対話」
の手法が取られた。

哲学対話とは何か

哲学対話とは、高名な哲学者の思想について語り
合うこと、ではない。むしろこの日も、対話の出発
点は参加者から挙げられた日ごろ考えているごく
身近な問いの中から選ばれた。人を否定するよう
な発言はしない、誰にでもわかる言葉で話すなど、
他者とのコミュニケーションにおいて守るべき最
低限のルールを踏まえたうえで、ふだんの会話とは
違うモードを取ること、これが哲学対話である。
では「違うモードを取る」とはどういうことか。
それは、「空気を読むこと」を一時停止してみるこ
とである。これは今の話に関係ないから黙っていよ
う、こんなことを尋ねたら変に思われるだろうから
やめておこう、今の相手の言葉の意味がよくわから
なかったけれど流してしまおう…私たちはふだん、
空気を読むことによってたくさんのチャンスを手
放している。それらのチャンスをつなぎ止めて、会

話を一歩深めることで、皆が意識していなかった問
題に気づくことができるのではないか。その可能性
に賭けるのが、哲学対話である。

実際の流れ

当日は、幼稚園児や小学生から大人まで多様な年
代の男女 20名程度が集い、円になって座った。梶
谷さんからの趣旨説明ののち、この日の対話は参加
者から挙げられた複数の問いから一つを選び出す
多数決を以て始まった。選ばれた問いは、？？代男
性によって挙げられた「気をつけているつもりなの
に何度も繰り返してしまうことは何か」である。ま
ず参加者はこの問いに順番に答えていく。その際、
自身の年齢や仕事など、そういったことについては
一切語られない。ただ、この与えられた問いにのみ
答える。それゆえ参加者は、フラットな関係のなか
で問いをめぐる対話を深める姿勢に入ることがで
きる。
一巡したあとで、先の問いへの答えを受けて、他

の参加者に質問がある人や、何か言いたいことがあ
る人の発言が始まる。発言したい人は挙手をする
と、カラフルな毛糸で作られたボールを与えられ
る。このボールを持っている人のみが、そのとき発
言権を持つ。発言権を持つ人が誰なのかが一目でわ

参加者から提示された対話のための問い
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かるため、参加者は他人の意見を傾聴する姿勢に
入ることができる。
例えば、気をつけているのにしてしまうことと
して「図書館で借りてきた本を全て読み終わるま
で動けなくなってしまう」ということを挙げた参
加者A（女子小学生）の発言をめぐって、世代の
垣根を越えて次のような対話が繰り広げられた。

B（30 代女性）「10 冊借りてきてすぐ読むのは
すごいし、いいことでは？なぜ気をつけない
といけないのですか？」
A「午前中に図書館へ行って帰ってきて本を読ん
でいると、お昼ご飯の時間になっても止めな
いからお母さんに怒られてしまいます。」
C（50代男性）「借りてくる本を減らしたら？」
A「タイトルを見て、気になる本をつい多く借り
てしまいます」
D（60 代男性）「借りて読むのはすごいですね。
自分は買って満足してしまいますが、皆さん
はどうなんでしょう。」
E（20代女性）「私は図書館で借りて満足してる
から、読んでいるのはすごい。でもキリがい
いところ止められないという点では、気をつ
けていてもしてしまうこととして夜更かしを

挙げた私と似ているかも。」

ここから、生活習慣や勉強場所の確保の仕方、
漫画を読むことの意義など、多様なトピックに話
が及んでいった。固かった雰囲気も徐々にほぐれ、
最初はためらっていた参加者も徐々に発言ができ
るようになっていった。

対話を通じて得られること

最後に梶谷さんは、子どもと大人が共通する話題
を巡って対話をすること自体が稀有な機会であっ
た、という点を指摘した。ふだん、地域の問題を
解決しようとする会合が持たれるとき、その場に
子どもが招かれていることはほとんどないだろう。
だから大人はしばしば、いざとなれば子どもと対
話できるという事実さえをも忘れてしまう。本来、
地域とは当然、大人や子ども、そして男や女、さ
まざまな人々によって構成されている。哲学対話
はこの地域の構図をそのまま集まりの場に持ち込
むことで、地域の未来について考えるためのひと
つの方法を提示してくれているのだ。

円になって対話をする参加者たち
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松之山ヒアリング

2018 年 11月 9日東京大学「多文化共生・統合
人間学プログラム」（IHS）のメンバーで松之山の
キョロロと布川カフェで以下の三人の方々に松之
山地域についてお話を聞いた。

十日町市立里山科学館

越後松之山「森の学校」キョロロ館長・村山暁さん

上川集落出身の村山さんは、先祖から所有する
田畑山林と両親のために新潟へ帰り教員になろう
と決意し、東京で大学を卒業して千葉で教員になっ
た後、新潟へ帰郷した。村山さんが教員をしている
間に松之山には大きな変化があった。平成 6年に
「ニュー新潟里創プラン」が始まり、平成 12年「大
地の芸術祭」が開催されたことだ。平成 15年には
キョロロが開館し、平成 22年に村山さんは教員を
退職し、その翌年館長に就任した。村山さんは教員
時代の経験を活かし、話し合いの取りまとめなどを
担当してきた。日本有数の豪雪地帯である松之山
は、植生や動物などの生態系において非常に特徴的
である。美人林に代表されるように、冬の間は雪
の重さに耐えてしなやかにしなり、春になるとまっ
すぐ生えてくるブナはその一例である。また松之山
は雪があるからこその生活をしてきた土地であり、
米作りの水はその雪によって担われている。キョロ

ロは等身大の科学館であり、住民も科学者、町全体
が博物館であるというコンセプトのもと、「地域活
性化拠点施設」になっている。そこでは住民が意
義を感じる研究が目指されている。キョロロでは、
小学校の授業の一環としての見学や年間約 40種開
催されているイベントへの参加体験を通して、子ど
もたちに松之山の自然や生活にどっぷりつかって
もらい、いつか帰りたいと感じてもらうことによっ
て、松之山への移住・定住の促進を目標にしている。
村山さんはキョロロの将来についてもとても意欲
的だ。今後、「雪里」という言葉によって国内外に
松之山の魅力を発信していくことを目指している。

元松之山保育園園長、

松之山の美術クラブ主宰・草村慶子さん

草村さんと樋口さんにお話を聞いた布川カフェ
は、元々は保育園で、草村さんが園長として働いて
いた懐かしい場所だ。草村さんは、2018 年の大地
の芸術祭を振り返り、今年もたくさんの若者や観光
客が訪れ、彼らをもてなすためにお母さんたちがご
飯を作ったことに触れ、年々芸術祭に協力する地
域住民の数が増えていると述べた。草村さんは自
分の子ども時代に触れ、松之山では農業の稼ぎだ

松之山のキョロロが開館した当時のことを話す樋口さん（左）と村山さん（右）
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けで子どもを進学させるのは難しかったため、「こ
ば」（屋根職人）をしていた父親が出稼ぎをしてい
た。女性も土日は山に出て働くものだとされ、「働
くのが良し、遊びはダメ」という気風の中で、人
目につかないように好きな絵を描いて育ってきた。
草村さんは 18歳の時に夜間の短大を出て都会で働
く中で、ゴミ拾いをする老人を見て食べ物にも困る
ような貧困が都会にあることに衝撃を受け、松之
山の豊かさを改めて実感し、親の後を継ぎたいと
思うようになり、夫とともに松之山に帰ってきた。
草村さんの4人の子どもの中には「松之山にいたい」
と言う子もいたが、仕事がなかったため、松之山
を離れざるをえなかった。草村さんにとっても松
之山はとても大事な場所であり、そこで開催され
る芸術祭には大歓迎だ。草村さんは、「子どもたち
に新しいことを経験してほしい」という想いから、
積極的に大地の芸術祭に関わり、ワークショップ
を開いている。草村さんにとって松之山はずっと
変わらない「原風景」であり、その好きな風景を
死ぬまでに描きたいと思っている。

松之山自治振興会会長・樋口一次さん

農協で働いていた樋口さんは、松之山の農業や
地域性に詳しく、昔の出稼ぎの風景や、出稼ぎ後
の貯金、失業手当などの制度を利用して暮らして
きた松之山の人々の歴史を語ってくれた。しかし、
時代とともに農業用の家畜が機械に取って代わら
れ、辛くても時間労働の方が収入が良くなっていっ
た。現在では出稼ぎをして松之山に帰って来る人
は少なく、都会へ移住してしまう人が増えている。
こうした働き方の変化が松之山の人口減少の要因
の一つだと樋口さんは述べた。草村さんは自分が
中学 1年生の時に起きた地滑りの後、引っ越した
人が多かったと感じているとも述べた。芸術祭に
関しては、樋口さんも草村さんの言うような近年の
松之山地域住民の芸術祭の受け止め方の変化を感

じている。最初は反対者も多かったが、今は協力
者が増えてきている。また、これまでは芸術祭は
松代や松之山中心だったが、経済効果の観点からも
十日町が乗り気になっており、作品のあるところ
に人が集まるので、現在は作品が存在しない松之
山の中心街にも作品を要望する声が上がっている。
樋口さんと草村さんは、松之山分校が普通教育の
場としてあってほしいと希望する。その理由は芸
術専門学校にしてしまうと、地元住民用の学校で
はなくなってしまうと感じているからだ。樋口さ
んは松之山の未来を担う小中学生に対して実施さ
れる将来についてのアンケート結果を参考にして、
子どもたちが松之山に対してどういう想いを持っ
ているのかを知り、そこから教育や町の将来につ
いて考えたいと思っている。

松之山の抱える問題と魅力

三人の方々のお話から見えてきたのは、松之山
への深い愛情とそこに定住するために不可欠な仕
事の問題だ。生活するためには収入が必要であり、
生活の変化は人口の減少や家族の形、そして町の
風景を変えていく。芸術祭はそうした問題を作品
として可視化する。キョロロや芸術祭は、松之山
の抱える問題と魅力を、外の人々だけでなく、松
之山の住民が知るきっかけになっている。



荒川洋子
オーストラリア・ハウス  ボランティアコーディネーター
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松之山地域について

「大地の芸術祭」における海外アーティストとの交流による地域での学び
―「オーストラリア・ハウス」の活動から

松之山・浦田地区に古民家を再生して初代オー
ストラリア・ハウスができたのは 2009 年。その
後 2011 年 3月の長野県北部地震による全壊の後、
現在の場所に 2代目が誕生し、地元住民をはじめ
多くの方々の協力・支援のもと、“日豪文化交流の
拠点”を目指しての活動が続いている。「大地の芸
術祭」の年にはオーストラリア人参加アーティスト
が滞在制作・活動を行うほか、それ以外の年はアー
ティスト・イン・レジデンスプログラムで数組の
アーティストが滞在制作・活動を行っている。また
日豪交流イベントや庭整備・冬囲いなど年間を通し
てさまざまな活動が行われている。
ここでの活動による地域の学びとしてまず挙げ
られるのは、より深く自分たちの地域や自分たち自
身を見つめ直す・学び直す機会となるということで
ある。「オーストラリア・ハウス」が、交流のきっ
かけ・拠点となり、オーストラリア人アーティス
トという人的資源が介在することにより、アーティ
ストの感性で浮き彫りにされる普段はあまり気に
とめてこなかった地域の特徴、よさ・価値に気づか
されることになる。つぎにアーティストとの活動
は、教える・協働する、スキルをシェアする場となっ
ている。冬場の厳しい自然や地形的な特徴など克服
すべきことの多いこの地で長年生活する中で培っ

てきた技術や経験がアーティストとの活動でおお
いに生かされる。このことは年配の者にとって生き
甲斐や張り合いになり、子どもたちにとっては自信
につながっている。そしてそれらの活動は、地域の
特徴・魅力に気づくと同時に世界に目を向ける機会
になっていく。オーストラリアとの比較で地元を見
て、地元からオーストラリアだけでなく広く世界に
視野を広げることにつながっていくのである。これ
までの活動で浦田というポイントがダイレクトに
オーストラリア、そして世界につながっていくよう
な感覚を覚えることが多くあった。
今後の課題として、子どもたちをもっと巻き込ん

でいくこと、学校等との連携が必要だと感じてい
る。また、地域内での交流に留まらず、成果の地域
外での発表、日豪交流の先導として地域外に活動を
広げていくことも必要であろう。「実体的な実感あ
るコミュニティが、アートを媒介とした新しいコ
ミュニティをとりこんでいけるか、まさに正念場で
す」と芸術祭総合ディレクターの北川フラムがこの
地区の勉強会で語っていた。この地域での学びがま
さにそうした流れにつながることを願っている。
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りの専門家としてのワークショップデザイナーの育成プログ
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（東大出版会）など多数。その他、グッドデザイン賞やキッ
ズデザイン賞、青山学院学術賞など多数受賞。

北川フラム（アートディレクター）
1946 年新潟県生まれ。主なプロデュースとして、「アント
ニオ・ガウディ展」、「子どものための版画展」、「アパルトヘ
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祭」、「奥能登国際芸術祭」の総合ディレクター。長年の文化
活動により、2003 年フランス共和国政府より芸術文化勲章
シュヴァリエを受勲。2006 年度芸術選奨文部科学大臣賞、
2007 年度国際交流奨励賞・文化芸術交流賞受賞。 2012 年
オーストラリア名誉勲章・オフィサー受賞。2017年朝日賞。

黒瀬陽平（美術家 , 美術批評家 .「カオス＊ラウンジ」代表）
1983 年生まれ . 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課
程修了。博士（美術）。『思想地図』公募論文でデビュー美術
からアニメ・オタクカルチャーまでを横断する鋭利な批評を
展開する。また同時にアートグループ「カオス＊ラウンジ」
のキュレーターとして展覧会を組織し、アートシーンおよび
ネット上で大きな反響を呼ぶ。 .2013年 12月 ,『「フクシマ」
へ門を開く——福島第一原発観光地化計画展 2013』展（ゲ
ンロンカフェ , ゲンロンオフィス）に参加 . 著書に『情報社
会の情念　—クリエイティブの条件を問う』（NHK出版）。

佐々木寛（新潟国際情報大学教授）
1966 年香川県生まれ。中央大学大学院法学研究科博士課程
単位取得満期退学。立教大学法学部助手、日本学術振興会特
別研究員（PD）、新潟国際情報大学専任講師、准教授を経て
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究員、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員など。日
本平和学会第 21期会長、環境エネルギー政策研究所（ISEP）
理事、おらってにいがた市民エネルギー協議会代表理事。政
治学、平和学の観点から、市民による「新しい社会」の創出
を目指す活動を多角的に展開する。近著に『市民政治の育て
かた』（大月書店 ,2017 年）など。

中島諒人（鳥の劇場主宰）
1966 年鳥取県生まれ、東京大学法学部卒業。大学在学中よ
り演劇活動を開始、卒業後東京を拠点に劇団を主宰。2003
年利賀演出家コンクールで最優秀演出家賞受賞。2004 年か
ら 1年半、静岡県舞台芸術センターに所属。2006 年より鳥
取に劇団の拠点を移し、“鳥の劇場”をスタート。
二千年以上の歴史を持つ文化装置＝演劇の本来の力を通じ
て、一般社会の中に演劇の居場所を作り、その素晴らしさ・
必要性が広く認識されることを目指す。芸術選奨文部科学大
臣新人賞（2009）

山田裕史（新潟国際情報大学専任講師）
2008 年上智大学大学院外国語学研究科地域研究専攻博士後
期課程満期退学。東京大学大学院総合文化研究科グローバル
地域研究機構持続的平和研究センター特任研究員などを経て
現職。カンボジア研究、国際協力論を研究する。秋野豊ユー
ラシア基金「第 7回秋野豊賞」受賞（2005 年 6月）。特定
非営利活動法人 新潟国際ボランティアセンター（NVC）運
営委員、にいがた市民大学運営委員をつとめる。

新潟国際情報大学国際交流ファシリテーター
2005 年からはじめた新潟国際情報大学と新潟県国際交流協
会などの協働企画「国際交流インストラクター」の実績をい
かし、学生をファシリテーターとして育成し、県内小中学校・
高校に派遣するもので、地域社会の国際交流意識、地域活性
化をうながす意欲的な学生教育プログラムとして高く評価さ
れる。　その後、NUIS 現代 GP国際交流インストラクター
事業としての取組を経て、新潟県国際交流協会からの委託事
業として現在も継続・実践中。

荒川洋子（オーストラリア・ハウス コーディネーター）
シドニー日本人学校派遣、新潟市美術館勤務などを経て、現
在、新潟市立東新潟中学校教諭（美術）。2013年からオース
トラリア・ハウス コーディネーター。美術科教育学会所属。

梶谷真司（東京大学教授）
1966 年、名古屋市生まれ。89 年、京都大学文学部哲学科
宗教学卒業。94年、京都大学大学院人間・環境学研究科修
士課程修了。97年、京都大学大学院人間・環境学研究科博
士後期課程修了、京都大学博士（人間・環境学）。現在、東
京大学大学院総合文化研究科教授。著書に『シュミッツ現象
学の根本問題』（京都大学学術出版会）がある。

IHS　東京大学多文化共生・統合人間学プログラム
学際的・国際的領域としての統合人間学を修め、地球市民と
して多文化共生社会実現のための豊かな専門性とグローバル
な教養を身に着け、社会との連携を通して創造的・具体的に
実践する次世代トップリーダーを養成し、人文学・社会科学・
自然科学の新たな大学院教育の理念になりうる統合人間学を
社会に提示することを目指したプログラム。
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