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て総括しておきたい 。

序
海津研究室は1996年の開室以来、
「中世の共和国をこ
の世に再現する」という紀州惣国復活プロジェクトを
推進してきた。1997年夏には、 田荘絵図が中学高校
教科書に載っていることで著名な 田荘保存運動の一
環として、
「 田荘−フィールドミュージアムʼ
97」
と題
するシンポジウムを企画して、かつらぎ町笠田の地に
300名の市民・研究者を集めて話題となった 。以後、
フィールドミュージアム（略してＦ・Ｍ）路線は、和
歌山大学の教育学部が、博物館資格取得の委員会を通
じて、地域連携を試みる際の切り札として用いられ、
のちに全学組織である紀州経済史文化史研究所が大学
博物館（附属図書館３階が博物館相当施設）として自
立する際のキーワードとなった 。
紀州惣国復活プロジェクトは、観光学部の設置にと
もない予算的な裏づけを得て、和歌山市・海南市の雑
賀地区に焦点を合わせて、雑賀惣国・鈴木孫一復活プ
ロジェクトとして多角的に展開した。とくに雑賀小学
校、和歌山大学附属中学校、城東中学校、向陽高校、
笠田高校などとは多角的な事業・授業連携が試みられ
ており、おりからの教育学部の「実践的地域共育推進
事業」
（学校連携する教員に研究費を傾斜配分する戦
略）と相俟って、教室内をも射程にいれた教材アイテ
ム開発、アクティヴ・ラーニングとして成果を出しつ
つあった 。
海津研究室、および大学博物館紀州研では、学校教
育と生涯学習が不可避的に連携している僻地教育実習
に対して多大な関心を寄せてきた。例年のガイダンス
においては、おりおりに私や紀州研博物館担当（研究
支援員身分の学芸員）が参加して発言して、連携の枠
組みを模索してきたが、いまのところ確たる成果が上
がっていない。このほど、雑賀小学校担当の実習委員・
豊田崇充氏が授業改善プロジェクトの枢要を担われた
のを期に、ささやかながら僻地教育改革の具体的な提
案をおこなってみた。
教育実習テキスト地域文化編
『田
舎・僻地と思ってないか』の緊急編集刊行がその中身
であるが、この紙面を借りて、その意義と狙いについ

１ 自己紹介・学校紹介
テキストの冒頭には、
「−自己紹介−」というタイト
ルで、次のような書き込み用の空欄（図１参照）を用
意した。
自分の生まれ育った土地
（住所で言うと大字＝
近世村）の魅力を語らせることで、自然・歴史・文化
への自己認識を覚醒させる。多くは驚くほど貧困な知
識しか持ち合わせておらず、何らの積極的な地域活動
などしてこなかったことに気づくことになろう。そし
て次に「学校紹介」である。赴任した実習校はいった
いいつ開校したのか、その背景は、どのような場所な
のかについて調べさせる。地理上の空間及び歴史的な
時間の認識によって、ひろく地域認識を深めさせて、
真の意味で個性豊かな実践を志してもらう。この認識
なしでは小手先の授業改善、コップの中での幼児的な
工夫くらいしかできないよ、というメッセージなので
ある。要は、地域のなかの学校の歴史を知れ、教室の
なかだけでは生きた教育ができないという提起であ
る。
試みに大学の一般教養の講義において配布して試行
して見た。「実習校の開校年」「その年にあった歴史的
事件」の項目−。観光学部やシステム工学部の学生も
居たため、仮に和歌山大学教育学部を実習校とした場
合で記入させた。開学の年を大正年間の師範学校から
数えるもの、戦後改革の中で数えるもの、半々くらい
であった。その間の懸隔を自覚させて討論させただけ
でも、それだけで教育系大学に対する歴史認識の飛躍
的な深まりが認められる。さらに「地名の由来」もち
ろん大字小字である。「一番近い寺社名」「祭礼の日に
ち」
−これは最後の「学区の歴史・文化のみどころア
ピール」を記述するための布石である。寺社の機能は
決して宗教施設だけにとどまらない。
「社会」
の語に示
される如く、地域の寺社は多くの場合、政治の中心で
あり、文化の発信基地だった。これに注目すれば、不
可避的にその地の共同体の個性や「伝統」について問
うことになる。和大の近くの寺社といった場合、半数
くらいの学生は紀三井寺だの日前宮だのとんでもない
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遠方を持ち出してくる。
「大字が地域だといっただろ
う、和大のある栄谷やせいぜい梅原や狐島から選ぶの
だ」
と指導し、身近な寺社から地域を見直させる。
「神
は細部に宿り給う」
−梅原鎮守の大歳神社などは、
神功
皇后の「三韓（朝鮮）征伐」の霊跡にして（要石の岩
神様をみたか ）和歌山城下の最北の砦というパワー
スポットであったことなど、少し調べるとわかってく
る。なぜ信州一宮の諏訪明神が栄谷の村鎮守になって
いるかわかるか など、こんな小さな調べ学習を通じ
て地域の輝かしい由緒が見直されてくる。この認識の
回路はかならずや教室の中の教育実践にまで影響力を
およぼすはずだというのが私の発想である。

欧の侵略勢力にとって脅威の国であったことを強調し
たものである。もう一回は鎌倉時代。モンゴル帝国
（大
元ウルス）の侵略を紀州の水軍兵力と神々（神軍）が
斥けたことは私の本当の研究テーマである（海津『蒙
古襲来』
吉川弘文館、1998年参照）
。したがって和歌山
への愛とは、国家の枠組みをこえたアジア世界規模の
「倭寇の島」への思いに広がっていくのである。紀州
の地はこのような特別な世界であった 。
３ 「第３部 雑賀小学校の教育実践」
本書のなりたちは、「惣国復活プロジェクト」を2007
年頃より雑賀小学校の有本校長（当時）との間で推進
したことが直接のきっかけになっている。ｐ６・７に
は雑賀小学校の研究成果と私たちのプロジェクトのか
かわりを示した（図３）
。英雄鈴木孫一（雑賀孫一）の
演劇や紙芝居や芸能にも深く関わった。その前提には
福田光男教諭（当時）が中心となって作成した『創立
百周年記念誌・左日鹿野』や創作演劇『日本一のやま
らい雑賀衆』
などの研究蓄積がある。私たちのプロジェ
クトは、同校のもつ研究蓄積を踏まえて、それに即し
て成果を積み上げた。もしプロジェクトが地道な成果
を残しえたとするなら、その成功の秘訣は、こうした
対等連携にあったに違いない。大学研究室と小学校に
とどまらない、矢の宮神社や和太鼓クラブ夢鼓隊など
地域の諸団体との多角的な学びあい・情報交換も重要
な要素だった。

２ 愛・惣国心
愛国心を回復せよ。とにかく起立し声を出してお
けーというような空疎で声高な愛国心教育がはじまり
つつあるが、これでは腰のふらついた頼りない偽愛国
者しか生まれないだろう。到底倫理的な生活規範の獲
得などのぞめない 。
惣国とは中世（ざっくりいうなら熊野詣が隆盛して
いた時期から秀吉の天下統一まで、12〜16世紀）にこ
の世に存在していた武装独立の自治共和国「百姓のも
ちたる国」の称である。紀伊半島には紀州惣国という
最強最大の惣国が、
中世の最後の瞬間まで続いていた。
教科書に載っている惣国は、ふつう山城国一揆と加賀
惣国一揆
（一向一揆とも）
のみである。山城惣国は1493
年に潰れた
（その後もたびたび顕在化はしたが）
。加賀
惣国は1583年まで存続した。だが紀州惣国はそれをさ
らに更新して、天正13年（西暦1585）４月22日まで続
いた最後の惣国である。ヨーロッパ人宣教師ルイス・
フロイスは「富裕な農夫たちの、おおいなる共和国的
存在」と呼んで恐れた。私の研究室ではこの歴史的事
実を重視して、ＤＶＤ映像によって惣国の滅亡する事
件・太田城水攻めを再現して、
『中世終焉』の名の下に
大学サーバーから広く全国に発信した。個別のＤＶＤ
や歴史地図・論文集ももちろん併せて作成して普及し
た。
最近サーバーを移したので未見未聴の方は是非一見
いただき自由に活用して い た だ き た い。Ｕ Ｒ Ｌ は
mms：//ai6sys3.sys.wakayama‑u.ac.jp/ohta/
（開発協力はシステム工学部情報通信システム学科の
松田憲幸研究室）。私は愛国心を言う場合、この世から
消え去った惣国を発見させてその再生（ないし再現）
を行わせてみたい。
「愛・惣国心」の試みである。少な
くとも、意味の分からない実態を分かったふりしてい
るよりは、深く丁寧な地域への思いを培うことができ
ると考えるからである。
ちなみに第１部「中世、帝国と２度にわたり戦い日
本の独立を守った紀伊惣国」というキャッチフレーズ
は（図２参照）
、最近の研究により紀州惣国が日本列島
内で有名だっただけでなく、東アジア社会において
「イ
リャ・ドス・ラドロイス」
（＝中世ポルトガル語で倭寇
島）として名高く、イエズス会・東インド会社など西

結
売出しが弱かったためか、いまだ教育実習委員会と
の間で教育実習テキスト活用の組織的なレクチャー等
はもてないでいる。主に社会科専攻の学生や関係授業
において、個別的な普及をはかっているレベルにとど
まる。ここでは編纂の意図を示すことにより、次のス
テップにすすむための布石としたい。私の大学におけ
る教育実践の方法提起は、
入試問題作成を軸にした
『地
域文化コミュニケーター教員への道・ＷＡＤＡＩの日
本史10年の歩み』
（2007年刊）と本書とで一応の完結を
みたように思う。これがどのように教育現場に影響を
及ぼせるか否か、その展開を注視していきたい。もち
ろん、ゼミ生・専修生らの活躍を通してということに
なるだろう。
註>
⑴1997年７月６日の現地シンポジウムで故小山靖憲（海津の前
任）
・上横手雅敬両氏が講演した。その成果は『和歌山地方史
研究』
33号に掲載されて、国庫補助による５ヵ年荘園調査の実
施をはじめとするその後の和歌山歴史科学運動再生の第１歩
となった。ごく最近、和歌山歴史学15年の歩みを問う企画出
版、海津編『紀伊国

田荘』同成社（2011年５月）を刊行した。

⑵フィールドミュージアム路線については、海津
「荘園調査の行
方−きのくに荘園調査・覚書−」
（日本史研究492号、2003年）、
同「和歌山大学博物館の雑賀惣国復活プロジェクト」
（同誌573
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号、2010年）を参照されたい。
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る。それでは、いかにして再生の道をさぐるべきか。
「地域改

⑶教材開発として具体化したものに、雑賀小学校連携『紙芝

革の発信基地としての学校」
をキャッチフレーズとして、その

居』
・『紙芝居孫一どんとヤタガラス』『演劇・孫一雑賀川の戦

プランナーとしての教員を養成するというのはどうだろう

い』
『実演・孫一太鼓』『実演・雑賀踊り』『ＤＶＤ太田城水攻

か。これならば、僻地や複式学級のみならず、都会のマンモス

め』
『Ｆ・Ｍ史跡探訪マップ』（５種）『歴史探訪カリキュラム

校において独自の力量を発揮して学校改革の礎になると思

（笠田荘・太田城・荒川荘）
』など。また学生は、那智山参詣

う。以下そのことを主眼とした僻地教育改革を提言する。これ

曼荼羅、道成寺縁起絵巻、高野山石童丸物語の絵解き興行が出

は当然ながら一般の教育実習においても応用できる。

来る。紀州研Ｆ・Ｍ叢書の企画出版『中世終焉』清文堂や、海

⑸これはかつて、和歌山大学教育学部（和歌山県師範学校）の出

津研究室刊行の『よみがえれ孫一』
『新編世界遺産参詣曼荼羅』

身だった西岡虎之助が、皇国史観に抗して主張した論理でも

『新編道成寺縁起絵解き』
（2008〜2010）などを見られたい。

あった。

⑷ありていに言って、現代学校教育の原点をさぐるという僻地

⑹もちろんこのような武装自治の国が手放しで礼賛されるもの

教育実習の試みは、教員採用というシュウカツに限るならば

ではない事実については、現代に至る負の遺産を直視させる

効果をあげていない。大阪・兵庫など関西圏はもちろん和歌山

海津編『新編

においてさえも教育現場のニーズがそこにはないからであ

史研究所、2011年や米田頼司著『和歌祭』帯伊書店、2010年な

道成寺縁起絵解き』和歌山大学紀州経済史文化

どを参照されたい。このテキストにも９・10ページに「中世紀
州魔界地図」として一部を抜粋して収録している。

図１
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図２
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図３
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