特 集

地域がつくる みんなの小学校
小学校は教育の場であるとともに、
地域住民も集う大切な場所。
しかし、
この半世紀の間に、
日本の小学校の５校に１校が姿を消している。
統廃合などによって新設された小学校は、
地域コミュニティーや福祉を支える複合施設となり、
廃校となった校舎には、
地域の核となる新たな役割が生まれている。
そこは、
地域の特性を生かした、
さまざまな出来事が交差し、
子どもや大人の別なく、
行ってみたくなる、
心地よい空間であってほしい。
そんな楽しい小学校、
懐かしい小学校、
新しい小学校を訪ねた。
撮影 ● 増田好郎

兵庫県豊岡市立弘道（こうどう）
小学校。旧
校舎の老朽化と、城下町である出石（いず
し）の観光化にともない、まちを見下ろす高
台に1991 年に竣工した。風通しもよく、山
に抱かれるように建っている。
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その課題に「教育」と「建築（建物）
」

て非常に重要な課題なのだ。

物をどう使い続けるかは、地域にとっ

でもある。だからこそ、その場所や建

と。それは地域の拠点を喪失すること

５校に１校は消えてしまったというこ

つまり、全国にあった小学校のうち、

のが、２０１８年には２万校を切った。

年代半ばには２万５０００校あったも

いう。小学校だけで言えば、１９８０

００校のペースで廃校になっていると

今世紀に入って以降、学校は年間５

学校の役割は
教育だけじゃない

教員が自由に建物とかかわっている場

ですが、実際に訪れてみると、生徒や

た。時には子どもを管理するのが学校

るだけではない役割も果たしてきまし

用事で校舎を使ったり、単に教育をす

指定してきた歴史があります。地域の

「実際、小学校は校区を地域の範囲で

けだった。

ったのが、この研究をはじめるきっか

まとめる際、建物という部分でかかわ

た書籍『学校のモノ語り』を研究会で

にくい学校のモノやコトに焦点を当て

いか」という思い。メインでは語られ

存在として学校を捉えられるのではな

くと、もう少し多様な役割や幅のある

ものである〞と断言しているんですよ。

心のある子どもは運動場では遊ばない

「彼はとてもおもしろい人で、
〝自尊

ると、ある言葉が引っかかった。

アレグザンダーの論文や本を読んでみ

に驚いただけだったというが、改めて

たそうだ。最初に訪れたときは、外観

た目から、建設当時は相当物議を醸し

がずらりと並んでいる。その独特な見

てた校舎で、校内には蔵のような建物

クリストファー・アレグザンダーが建

高等学校。オーストリア出身の建築家、

げたのは、埼玉県にある盈進学園東野

う。興味深い校舎としてまず名前を挙

は想像以上の驚きと感動があったとい

年以上にわたり訪れているが、そこに

ひがしの

という２つの視点で向き合い、研究を

面に出会うこともあり、枠にはめ込む

大人にとって遊び場ではない場所を自

え いし ん

続けているのが立命館大学経済学部教

存在と思っていた建物が、自律的かつ

在に遊び場に組み替えていくのが子ど

し かた

授の四方利明さん。学力一辺倒に偏る

創造的な営みを支えるものでもあるん

室の後方部分に、
「サンルーム」と呼

高校を訪れる。そこで、それぞれの教

しれないと、四方さんはもう一度東野

何か見落としているものがあるかも

正しいと思いますね」

今の学校教育に問題意識を持ちながら、

必要のないスペースを
学校の中に置くおもしろさ

もたちだと言うんですが、僕もそれは

教育学の立場から、学校の建物（建築）に関する研究を行う四方利明さん。立命館大学びわこ・くさつキャンパスの研究室にて。

だと感じました」

「教育の境界研究会」の代表としても
活動を行う四方さんの中には、
〝中心
周縁〞という考えがある。それは、「学
校の中心である子どもたちへの教育的

そうして、四方さんは現役校舎から
廃校舎まで全国のさまざまな学校を

～子どもが考える、想定を超える校舎の使いかた～
四方利明

学校のウチとソトをつなぐ

W
E
I
V
R
E
T
N

立命館大学経済学部 教授

いくんですが、その中で誰かが話した

教員と対話しながらパタンを抽出して

う考えがあるので、建てる前に生徒や

「彼には、建物は生活者のものだとい

ってこのスペースを作ったのだろうか。

では、当のアレグザンダーは何を思

せられているそうなんです」

が、使い方は担任とクラスの生徒に任

り良くないんだという声もあるんです

悪い使い方をする生徒もいるからあま

ランプをしたり。先生に話を聞くと、

れていたり、ここでお昼を食べたりト

ていて、冷蔵庫やパソコンが持ち込ま

た。隠し部屋のようなスペースになっ

「これは面白い仕掛けだなと思いまし

着目した。

ばれる小さな部屋があることに改めて

I
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集

教育学の世界ではあまり重要視されてこなかった学校の建物やモノ・コト。
しかしそこには、
学力だけでは語れない地域や人とのかかわりがあり、
建物は子どもたちの自由な発想を生み出す場でもある。
全国の学校をめぐるきっかけとなった書籍『学校のモノ語り』。

撮影●米田真也
取材・文●斉村朝子

インタビュー 四方利明

地域がつくる
みんなの小学校
特

機能だけでなく、学校が本来持ってい
るはずの周縁（境界）も含めて見てい

20

よりも早い時期に市内を の地域に分

基礎を築き始めていた京都では、それ

しかし、幕末の動乱を経て新たな町の

のは、１８７２年（明治５）のこと。

日本で近代的な学校制度が始まった

京都の町の土台である
「番組小学校」という文化

京都の人々にとって、
小学校は特別な存在。
地域の拠点であり、
町のシンボルでもあった校舎は、
閉校後も新しい文化を育てる場所として、
守り続けられている。

つくり、その番組に原則 校ずつ小学

ける「番組」という自治組織を独自に

66

６９〜 年（明治２〜３）
、日本初の

お金を出し合い、全国に先駆けて１８

ら」という思いのもと、地域の人々が

校を設置。
「まちづくりは人づくりか

1

学区制小学校（現在の公立小学校）を
校創設した。寺院や宮家の旧宅を移

築して校舎に利用する例も多く、各番

「学区」単位で自治活動を行っている
ところが多いといい、若い世代が通っ
たことのない学区内の学校跡地が、地

京都国際マンガミュージアム

元龍池小学校

大学・行政・地域住民の
域の拠点としての役目を引き継いでい
三者で実現させたマンガ文化の拠点
るのも面白い。

このように、独自の歴史と文化をた
どってきた京都では、教育に対する意

ら、その資金を地域のために自分たち

現実もあるが、学区制小学校創設時か

より資金がなくては始まらないという

への理解や技術の継承だけでなく、何

強い。それを実現するためには、伝統

くっていくもの」という思いがとても

かつて、
「上京二十五番小学校」（後の

ガ文化に興味を持つ外国人だ。ここは

も高く、来場者の約３割は日本のマン

ミュージアム。海外旅行者からの人気

人近い来場者が訪れる京都国際マンガ

京都市内の一等地に立ち、年間 万

日本が誇るマンガを
京都から国内外へ発信

図書館ではなくマンガなのか？」と、

候補地となった。しかし当時は、
「なぜ

らミュージアムの構想が生まれ、その

信する場が必要だと考えていたことか

にマンガ学科を設立。マンガ文化を発

進していた京都精華大学が、芸術学部

強く、２０００年代に入り、跡地利用

で集めるという労力を惜しまない熱意

龍池小学校）という番組小学校の一つ

反対意見も多かったという。そこで、

識や「自分たちの地域は自分たちでつ

にも驚かされる。

だった。児童数の減少に伴い１９９５

大学側はマンガが担ってきた文化やこ

という。
番組小学校は読み書きを教える教育
の場としてだけでなく、現在の警察署
や消防署、区役所、保健所などあらゆ
る機能を持つ複合施設であり、火事が
起これば学校から火消しが飛んでくる
など、地域住民のコミュニティーセン
ターという大きな役割を担ってきた。

ちょうどそのころ、マンガ教育を推

が検討されることになった。

現在、学校は統廃合などで、全国で

年（平成７）に閉校したが、地元の人

1 元龍池小学校の運動場。マンガをここへ持
ち出して読むこともできる。2 子どもや親子連
れが靴を脱いでくつろげるスペースには約
3000 冊の絵本が並んでいる。

は、その地域のシンボル的存在だった

年間約５００校が閉校になり、その後

京都では早くから、小学校の跡地を利
用したさまざまな文化施設が建てられ
てきた。そしてそのほとんどが、「学校
は自分たちのもの」という強い意識を
持つ地元住民に支えられている。
今回は、新しい機能を加えながらも
閉校した校舎を活用し、地域の人たち
とともに場を守り、育てている３つの
施設を紹介していく。

1

た つい け

児童数が減少し、多くの学校が統合さ

れからの可能性について、地元住民へ

至京都駅

京都市
学校歴史
博物館
四条通り
四条

題となっているところも多い。しかし、

たちの小学校を残したいという思いは

組で競い合うように建てられた小学校

閉校

の校舎の活用が地域にとって大きな課

河原
町通

ではなく、かつて番組小学校があった

地下鉄烏丸線

烏丸

鴨川

烏丸通

阪急京都線

京都河原町

京都芸術
センター

地下鉄東西線
烏丸御池
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京都国際
マンガミュージアム
御池通

丸太町

小学校時代の面影を残す京都国際マンガミュージアムの階段。
京都国際マンガミュージアム

地域がつくる
みんなの小学校
集
特

30

～京都の閉校校舎の役割～

れている今も、京都では新たな
「校区」

2

文化を育てる拠点
70

撮影●米田真也
取材・文●斉村朝子

1
T
R
A
P
64
京都御所
丸太町通
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まちが始まる
まるで広い土間のような半屋外の廊
下を、はだしで走る子どもたち。

学校が核というより、地域と学校がと

住所 ● 埼玉県南埼玉郡宮代町百間1105
HP ● https://www.fureai-cloud.jp/kasasho/

はだしの子どもたちが遊ぶ
外のような廊下、
家のような教室
赤色の柱に文字が刻まれている。かわら屋根２階建て。
光が柔らかで風通しもよく、
冬は少し寒そうだが夏はどんなにか
涼しいだろう。
１９８２年築の校舎に、
今も見学者が絶えない。

ら 分歩くと赤い校舎が見えてくる。

かつては杉戸駅といったが、その駅か

村風景が心地よい。東武動物公園駅、

街地開発された景色に慣れた目に、農

過ぎてから沿線の風景が一変する。市

東武伊勢崎線で北上すると春日部を

地域とともにある
世界に一つしかない小学校

か さ は ら
み やし ろま ち

宮代町は東京への通勤圏、そして日
本工業大学の誘致により人口が増加、

住まいを探してました」と語る施設ス

った２０００年、宮代町は空き教室を

生徒数が減り、教室が余るようにな

校の施設のように開放的なところは珍

全国でつくられていますが、笠原小学

のための施設や障害者のための施設は

タッフの牛山真弓さんは、
「介護予防

福祉、交流施設として生かすことに決

しいと注目されています」と胸を張る。

も暖かな入り口近くの教室が提供され

中を変えるのは教育しかない。大人は

「世の
らない自立した町を目指した。

教育へ投資を回す、しかも補助金に頼

政治信条に基づいて、人件費を少なく、

増えて、学童保育室を裏庭に増築して

できました。しかし、今また児童数が

者作業所が各一つ、学童保育室２つが

スになり、空き教室に福祉施設、障害

４クラス。人口減少とともに、２クラ

をするところかわかりま

誰も来ませんでした。何

ます。スペースをつくっても、初めは

「今は専従のスタッフ５人で回してい

村孝一理事長に伺った。

ＰＯ法人「きらりびとみやしろ」の島

口が５分の１に減り、新しい住民が増

ちづくり計画」を策定した。農家の人

た。
「陽だまりサロン」を運営するＮ

あてにならない」という齋藤元町長の

います。町の人口が増えたわけではな

げたのが、地域との関わり。

から、折り紙、ベーゴマ、

子どもたちがやってくる

3

1

1 6 年生の体験授業わらじ作りは地
域のゲストティーチャーが教えてくれ
る。2 育てたケナフを使って紙すきし
た卒業証書。3 中庭には、築山とた
くさんの樹々と草花、そして「木登り
の木」。休み時間になると子どもでい
っぱいになる。

2

宮代町は１９９７年に「農のあるま

言葉は宮代町では有名だ。その信条を

せんからね。曜日ごとに

験の日などを決めて案内

く、入学時の学校選択制によって、笠

創設時からのユニークな教育と地域
との濃密な関係は今も続いている。就

「教頭としても２年間勤務しました。

「建物がユニークなのでいろいろなと

けん玉を教えたり。そう

しました。休み時間には

第一印象は赤色の温かな雰囲気です。

ころに取り上げられますが、福祉施設

するうちに人が来てくれ

その人気の秘訣として白石校長が挙

開校当時は児童数６８６名で１学年３、

『陽だまりサロン』と障害者作業施設

るようになった。農家で

に合わせて、１年生に教

『すだちの家』があることで、自然と

うになったと感じます。

えたりしています」

昔から伝わる年中行事の

『陽だまり』で昔の遊びを教わったり、

「子どもを笠原小学校に

地域の高齢者や障害者と関われるから

昼休みに１年生は読み聞かせをしても

入れたくて、宮代町内の

飾りづくりを学校の行事

らったり、交流がたくさんあります。

子どもたちが優しい気持ちを持てるよ

任１年目の白石昌孝校長に伺った。

状況です」

具現化したのが笠原小学校だった。

もち米づくりに紙すきに
６年間の農業体験

め、校内でも日当たりが一番よく、冬

もにあるという感じです」

撮影●野村和幸
取材・文●武藤久登

〜地域とともにある小学校〜
まちの人が「うちの学校」と自慢する、
地域の特性を生かし、
自然とともにある小学校は、
まちの未来をも背負っている。

これに対応して１９８１年（昭和 ）
に笠原小学校が新設された。１年目は
プレハブ仮校舎で過ごし、２年目に広
大な土地に優雅でユニークな校舎がで
きた。コンセプトは「学校はまち、教
室はすまい、学校は思い出」
。
こう ま

初代町長だった齋藤甲馬さんは、管

宮代町立笠原小学校

体操の日、さをり織り体

島村孝一さんは開校当時のことや齋
藤元町長の話もしてくれた。

原小学校を希望する児童が増えている

理職を置かない行政組織という独特な

宮代町立笠原小学校（埼玉県南埼玉郡）
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校長の白石昌孝さんは「子どもは自
然の中でたくさんの『なぜ』に出会
う」という。

校にあるものが、ない。あるのは、子
建っているんですね。校庭を掘るとほ

と２層になっている遺跡の上に学校が

歌山県で１９９２年（平成４）に始め
た自由な学校も、南アルプス子どもの
村小学校で４校目。昨年、長崎に５校
目が開校した。

にしようと決めたんです」と小学校校
長の加藤友美さんは笑いながら話す。

学校が楽しい
子どもの真の自由を問いかける
子どもたちの生活と学習の場所こそが一番の興味関心ごと。
地域を丸ごと教材にし、
子どもが意思決定するこの学校では、
すべてはミーティングから始まる。
1

ェクト」と呼ばれるテーマ別の縦割り
「誰か隠れてお菓子を食べていた？」

袋について話し合われた。

は最適なもので、そこからテーマが広

の中でも学校のある地域の暮らしや人

必要なこの２つからとるのですが、そ

衣食住と表現、人が生きていくために

いたか。この学校では、学習の題材を

を食べていたか、どんな家に暮らして

ろだったことがわかる。どういうもの

た地域の特性を学習に取り入れていく。

どうの果樹が盛んだ。学校ではこうし

植えての養蚕業、今は桃やすもも、ぶ

立てていた。古くはタバコや桑の木を

住民は田んぼの代わりに樹木で生計を

干ばつ被害が頻発していた。そのため、

勅使川の流れが形成した扇状地であり、

い がわ

グループを自ら選び、そこで学校生活

「おたまじゃくしを育てている子がい

くしを育てるのはすてきなことだけど、
もちろん教材は遺跡だけではない。

古民家の蔵で、見たことのない道具を

「養蚕は、子どもたちが改修している

学習の充実だ。子どもたちは「プロジ

個人を重視した徹底した縦割り、体験

がすべてを決めること、学年ではなく

を過ごす。２０１９年度の南アルプス

たよ」
。そしてある子が「水が土に染

もちろん、自分たちで果樹を育てて道

実際に果樹農家に話を聞きに行くのは

ではクラフトセンター、劇団みなみ座、

み込まないようにお菓子の袋をしいて

の駅に出荷もした。屋号は〝子どもの

のプロジェクトができた。徹底した自

お菓子のビニール袋が散らばらないよ

学校のある原七郷と呼ばれる地域は御

村農園〞という。

己決定と体験に基づいた学びが、子ど

うにしよう、ということでこの話は終

学校の下には遺跡（徳永・御崎遺跡）

み

もたちに自由を与え、学校での勉強が

わろうとしたが、誰かが続けた。
「学

いんだよね」
。みんながざわめく、そ
んな決め事あったっけ……？

どもや大人が週に１回集まる全員ミー

が埋まっていて、掘り返すと土器など

調べてみると、確かに決まっていた。

ティングで話し合われ、決められてい

が出てくるのだ。
「平安時代のものと、もっと古いもの

く。 月のある日の全員ミーティング
では体育館の裏に落ちていたお菓子の

博さんは言う。

いと言い始めた」と中学校校長の加藤

た。次に自分たちでも蚕を飼ってみた

子どもたちは、えーっと驚いていまし

っていたんだよ』と話してもらった。

った。
『寝る場所もないくらい蚕を飼

ったら、養蚕の糸を取る道具だとわか

だこれ？って近所の人に話を聞きに行

見つけたことから始まりました。なん

楽しくなる。学園に携わる大人（先生

校では ㎝ 以上、土を掘ったらいけな

ない。

は何かを日夜問い続け、準備に余念が

ではなく）が、子どもにとって学校と

蚕１０００匹を１年間飼うと
何が養われるのか

がり、人ともつながります」

アート＆クラフト、むかしたんけんく

だ

この学校には、このように他の小学

子どもたちがわっと声をあげる。

えは……全部です！」

①宿題②テスト③先生④チャイム。答

「この学校にないものはなんでしょう。

前でクイズを出している。

が、新しく入学してくる小学 年生の

校での入学を祝う会でのこと。在校生

南アルプス子どもの村小学校・中学

学校について知ることが
その地域を知ること

（山梨県・学校法人きのくに子どもの村学園）

育てていました」という。おたまじゃ

「ここは昔から人が暮らしやすいとこ

南アルプス子どもの村小学校

らぶ、おいしいものをつくる会の つ

どの学校にも共通するのが、子ども

から以前、みんなで掘り返さないよう

どもの保証された自由だ。学園長であ

週に１回行われる全員ミーティング。子どもも大人も決議には等しく１票が与えられる。

んとに出てきちゃうんです（笑）
。だ
耕されなくなった畑を「獣害対策実験農園」
に。柵に通す電気は、手作りのソーラーパネ
ルで発電している。

る堀真一郎さん（ ページ参照）が和

子どもは一人一人違っていて当たり前。だったら、
学校も違っていて当たり前？ 地域を教材にし、
あるいは暮らす場所の影響を受け、
従来の型にとどまらない、
ぽんと突き抜けた学びを実践する学校を訪ねた。

学校での過ごし方や決めごとも、子

30

広い廊下は図書室でもある。思い思いに座
ったり寝そべったり。

県
梨
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～多様性と多文化共生と～
37

山
南アルプス子どもの村小学校

地域がつくる
みんなの小学校
集
特

特色ある教育
5

小学校校長の加藤友美さん（左）と
中学校校長の加藤博さんはご夫婦
だ。大阪市立大学時代の堀さん
（現・
学園長）の教え子でもある。

撮影●寺川真嗣
取材・文●小森岳史
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地区は起伏の激しい渓谷沿いにある小

長野県の南端、下伊那郡阿南町和合

親子移住で支える
全校生徒９人の小学校

生活を体験するというもの。しかし和

通いながらさまざまな自然体験や集団

に１年単位で移り住み、地域の学校に

親元を離れて山村の留学センターなど

わゆる山村留学とは、都会の子どもが

留学生を募る取り組みを開始した。い

ネットなどで情報発信を行い、翌年に

都市部へのチラシ配布や、インター

ゃないかと。苦肉の策だった」

ちなら、緊急対策として間に合うんじ

介して親子で一緒に住んでもらうかた

有志で考えて、町営住宅や空き家を紹

でできないし、予算もない。保護者と

暮らす寮をつくるなんて半年やそこら

しなきゃならんと。だけど、留学生が

これでは学校として機能せんし何とか

なってしまうかもしれん状態になって、

まだと来年には生徒が息子たち２人に

の息子が小学校に通っていた。このま

「当時は、うちの小学５年生と３年生

留学を始めた経緯をこう語る。

勢いよく飛び込み、夢中になって川で

大人でも足がすくむような高い岩から

あり、児童の一番の楽しみは川遊び。

うのが地域の人々の思いだ。

ない。それでも小学校を守りたいとい

れ地元育ちの子どもの入学の見通しは

ょうだいが入学するだけで、地元生ま

村留学後に生まれるなどした児童のき

まれで、 年前に移住した。今後は山

人だけ。その小椋さんも実は大阪府生

地区で生まれたのは小椋さんの次男一

子で暮らしている。全児童のうち和合

ご う

さな集落だ。人口は約２３０人。高齢

合では、親子で一緒に移り住む、親子

は１組の山村留学生を迎えて児童は４

遊ぶ。そのほかにも、米づくりや野菜

わ

化が進む典型的な過疎地だが、この小

留学を行っている。
〝お試し移住〞と

名になる。その後も活動を続け、昨年

づくり、かつて和合地区を栄えさせた

（阿南町）

さな村には、９人の児童が通う和合小

もいえるスタイルだ。

の児童数は９名。現在は４組の親子が

阿南町立和合小学校
和合小学校親子山村留学

学校がある。

和合小学校ＰＴＡ内親子山村留学実

炭焼き、地域の伝統芸能・念仏踊りな

児童数の減少が著しい中で、何とか

美しい清流と深い山々に抱かれた
超小規模小学校で、
伸び伸びと学ぶ

小学校を維持しようとＰＴＡが主体と

山村留学中で、２組が家族、２組は母

P A R T 4

行委員会会長の小椋啓司さんは、山村

子どもは地域の宝
村全体で温かく見守っていく
和合小学校は和知野川の清流沿いに

撮影●金井塚太郎
取材・文●梶野佐智子
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阿智村立浪合小学校

～長野県伊那谷の山村留学～
県
野
長

都市部の子どもが自然豊かな山村で暮らし、
地元の小学校に通いながら、
さまざまな体験をする山村留学。
長野県伊那谷では、
その取り組みが盛んだ。人口減少に悩む過疎地では、
学校を維持するための一筋の光でもある。
親子山村留学実行委員会会長の小
椋啓司さん。有機農業をしに30年前
（写真提供：和合小学校）
に移住してきた。

阿南町立和合小学校
集
特

自然の中で学ぶ
30

泰阜村立泰阜小学校

阿南町立和合小学校×和合小学校親子山村留学

地域がつくる
みんなの小学校

「炭焼き」の授業中の6 年生。山で木の切り出しから行い、この日は窯の準備を行った。

なり、２０１６年（平成 ）から山村
28

廃校

）５月 日に落成し、２００４年ま

小 学 校 旧 校 舎 群 は１９ ３７ 年（ 昭 和

校舎本館、図書館、講堂から成る豊郷

つ白亜の西洋建築が町のシンボルだ。

な田んぼの風景が広がる中、一際目立

中山道が通り、伝統的な家屋やのどか

出してきた。江戸時代の五街道の一つ

能を持った多くの先人たちを世に送り

である伊藤忠兵衛をはじめ、商売の才

県豊郷町。伊藤忠商事・丸紅の創業者

近江商人のふるさとと呼ばれる滋賀

「東洋一の小学校」と名高い
最先端の白亜の西洋建築

全国に数多くの名建築が残る建築家
ウィリアム・メレル・ヴォーリズ。彼の手掛けた豊郷小学校旧校舎群は、
ヴォーリズ建築ファン以外にも多くの人々が訪れる観光名所になっている。
その背景には、
近江商人ゆかりの町ならではの
丁寧な取り組みがあった。

で実際に使われていた。
この旧豊郷小学校を寄贈したのは、
豊郷町出身の近江商人、古川鉄治郎。
丸紅商店の専務を務めた古川は、海外
出張先でさまざまな教育に触れ、学び
の大切さを改めて実感。
〝世間から得
たお金は世間へ還元する〞という近江
商人の理念のもと、地元に小学校を寄
附した。
「土地を買収し、建設にかか
る全ての費用を個人負担されたそうで
なお き

す」と教えてくれたのは、豊郷町役場
産業振興課の大川尚輝さん。
古川は近江八幡に定住する建築家、
Ｗ・Ｍ・ヴォーリズに設計を依頼。教
室をはじめ図書館、体育館、講堂、プ
ールなどすべてにヴォーリズの思想を
反映させ、当時考え得るすべての最新
設備を整えた。校舎には最先端のスチ
ーム暖房を使った全館一括空調設備を
備え、水洗トイレや職員が使う内線電
話もあったというから驚く。外観は直
線的なコンクリート建築だが、建物内
へ足を踏み入れると、木造建築のよう
なぬくもりを感じるデザインがふんだ
んに取り入れられ、昔懐かしい小学校
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30

時代にタイムスリップしたような感覚

豊郷小学校旧校舎群

豊郷小学校旧校舎群（滋賀県豊郷町）
校門の正面に見える校舎本館。正面玄関の前は、建設当時のまま残るロータリー状のアプローチと噴水のある池をもつ前庭が整備されている。

ヴォーリズ建築の小学校が
町いちばんの観光名所に
12

廊下は端から端まで125ｍ。床は全フロア木張りが採用され、歩くと独特の軋み音がするのも豊郷小学校の魅力の一つ。
古川はコツコツ努力した自身の体験
をイソップ童話の『ウサギとカメ』に
重ね、階段の手すりに像を配置。

地域がつくる
みんなの小学校
集
特

県
賀
滋

5

校舎はよみがえる！
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～廃校小学校の力と可能性～

教育学の世界ではあまり重要視されてこなかった学校の建物やモノ・コト。
しかしそこには、
学力だけでは語れない地域や人との関わりがあり、
建物は子どもたちの自由な発想を生み出す場でもある。

と よ さ と ちょう

取材・文●西川有紀（モーラ） 撮影●米田真也

