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校長先生の開会宣言、気仙沼大島みらいチームより
長峯教授の挨拶がありました。
そのあと学生代表の磯谷君が「島歩きノート」の使
い方を説明しました。ここで名前を書き込み、スクー
ル中は常に持ち歩きます。

unit 2 の作戦会議を踏まえて、島のあちこちを歩き、
魅力を発見する調査をしました。調査地は小田の浜、
亀山、龍舞崎などが中心でしたが、ここで「何がで
きるだろう」「何があったらもっとよくなるだろう」
といった普段とは違った見方で見て回ることが大切
です。島を歩き回り、体育館に帰ってきた学生はど
の顔も少し疲れた様子でした。

島歩きに行く前に、「どこに行くか」「何をみつけるか」
など方針を話し合いました。大島の魅力ある場所や
伝説に関する意見などについて、活発な議論が行わ
れました。

unit 3 で調査できなかった場所を、引き続き調査し
ました。すでに調査が完了し、制作に入るチームも
ありました。

各チームで島歩き調査を踏まえて、発表会に向けた
提案の方針を話し合いました。議論の方向性が定ま
らず、どのチームも苦戦している様子がみられまし
たが、unit 8 で行われた「中間発表会」では、それ
ぞれ独自の提案をプレゼンテーションしていまし
た。そこで審査員の方々にいただいたアドバイスを
参考に最後の調整を行いました。

unit 9 からは台風接近により、残念ながら中止となっ
てしまいました。unit 9-unit 10 では、各チームで最
終発表会に向けた発表練習が行われる予定でした。

この unit も中止となってしまいましたが、実は大学
生には山内氏を含む審査員の先生方が、こっそり講
評コメントをくださいました。後日中学生ともコメ
ント内容は共有したので、今後「総合Ⅰ」の活動に
活かされることでしょう。

島歩きノート

Eco&ART Project 2013
～大島みらいデザインスクール～

チーム 名前

大島みらいデザインスクール2013

2013

チーム別の活動レポートは裏面（p.3,p.4）をご覧ください。

今後は中学生が「総合 I」の授業で、
よりよいものを製作し、11 月 3 日の
大島中学校の文化祭で最終成果を発表
します。ご期待ください。
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気
仙沼大島みらいチームでは、「今

日からできる島づくり」の実践

策のひとつとして、大島の豊か

な自然環境と島の産業、観光資源などを学び

ながら具体的な形やイメージに描き出して行

くことを目指す「エコ＆アートプロジェクト

2013」を提案して参りました ( 本誌 No.5 参

照 )。具体的には「大島のみなさんが自ら島

づくりデザイナーになる」という構想のもと、

デザインを学ぶ学生達がそれをサポートす

る、創造と学びのプロジェクト「大島みらい

デザインスクール」を企画しました。そして

今年は大島中学校の総合学習の授業「大島の

未来予想図」と連携させていただけることに

なり、将来を担う大島の中学生のみなさんと

共に調査とデザイン制作に取り組みました。

　最終日となる９月１６日には「第 8 回大

島のみらいを考える会」にてデザイン成果を

皆様に発表する予定でしたが、台風１８号の

接近により残念ながら発表会は中止としまし

た。しかし、取り組んだデザイン企画は中学

生達が引き継ぎ、11 月２日 ( 土 )、大島中学

将来の復興への担い手となる本校生徒には、大島の未来について真剣に考えてほしい、大きな夢を持ってほしい。その願いのも

と、今年度の総合的な学習は「大島の未来予想図」というテーマでスタートしました。活動が始まって間もなく「大島のみらい

を考える会」より、中学生を対象とする大島みらいデザインスクールについてお話がありました。正に、本校の総合的な学習の

ねらいと一致する活動で、今後、タイアップして取り組んでいくこととなりました。大学の先生や多くの大学生の皆さんと本校

生徒が、ともに学びながら未来の大島をデザインする。生徒にとって素晴らしい体験・学びになると期待しています。その成果

は１１月２日の文化祭で発表となります。多くの皆さまのご来校をお待ちしております。

校文化祭にて発表させていただけることにな

りました。また当初ゲスト講評者に予定して

いたリアスアーク美術館主任学芸員・山内宏

泰氏のご厚意で大学生メンバー達はデザイン

ワークショップの進め方に関して、大変有意

義な助言をいただくことができました。11

月の最終発表に向けて、中学生達とのコラボ

レーションも継続し、より充実した成果を発

表できる様に取り組んでいきます。

（神戸大学准教授  槻橋修）

大島中学校 校長     菅原 裕

気仙沼大島のみらいを考える3日間
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11 月開催予定です。

乞うご期待！

第 9 回 大島のみらいを考える会は、
次回のお知らせ：

※下記のスケジュールは、9/14 〜 9/16 に行われた「大島デザ

インスクール」の開催スケジュールをまとめたものです。
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C チームリーダー
　　信州大学大学院　山本 十雄馬

大島中学校 3 年　菅原 弘隆

大島中学校 3 年　小野寺 純香

大島のどんな魅力が発見できたんでしょう？

2 日間にわたる「大島みらいデザインスクール 2013」のチームごとの活動記録です。

私たちだけでは、考えられなかったアイデアなど
たくさんあったのですごくよかったです。

訪れる人を滞在させる仕掛けがなく、美しい景色以
外「何もない」と言われる龍舞崎。
伝説の物語を育んだ風土や地形を五感で感じられる
６つのアイディアを提案しました。

大島について改めて考えることができました。僕
は、自分が住んでいる大島の未来がどうなるのか
を考えるためにデザインスクールに参加しまし
た。自分が考えていたより色々な意見がでたので、
それぞれの良いところを取り、自分たちでまとめ
る作業をしました。いつもは思い浮かばないこと
もたくさんあって、とてもいい経験になりました。
これからも大島について考えていきたいです。

今回の大島デザインスクールは、初めての試み
ということもあり、すべてが手探りでした。日
頃接することのない中学生との共同作業は新鮮
で、こちらが教えられることも多かったです。
今後もサポートさせていただきたいと思いま
す。

B チームリーダー
　　神戸大学大学院　磯谷 二朗

今回、大島みらいデザインスクールを通して、
大島に対する熱い想いや中学生ならではの奇抜
な発想に驚かされ、とても刺激的な 2 日間にな
りました。今後文化祭に向けて、そのアイディ
アをより良いものにしていけるように中学生と
一緒に頑張ります。

チーム

チーム

チーム
C チームは、１日目のディスカッションで

中学生の意見から多く出てきた、島の各所

に残る民話・伝説に注目しました。

伝説が語り継がれる場所のなかでも、乙姫

窟の伝説の残る「龍舞崎」は景色もすばら

しく、島民の方もたびたび散歩に訪れる一

方で、「心霊スポットになっていて不気味」

という意見や、「景色以外に何もないから、

行ってもいまいち何をしていいかわからな

い」という否定的な意見も聞かれました。

２日目は調査をもとに、もっと龍舞崎の魅

力を引き出し、観光客も島民も楽しめる場

所にするにはどんな提案ができるか、チー

ム全員で意見を出し合いました。

大島の民話・伝説に注目

龍舞崎の新しい楽しみかた

左上：海上ブランコ
左下：ウミール
右：灯台ライブラリー

A チームリーダー
　　神奈川大学大学院　関目 峻行

大島中学校 3 年　片山 佳介

実はよく知られている魅力的なスポット以外にも、
島に住んでいるからこそ知っているちょっとした良
いスポットがたくさんあります。そんな自分だけが
知っている場所を集めてみました。

初日に小田の浜を見に行って、２日目は絵を描い
て大島をもう一度見直すことができてよかったで
す。デザインスクールに来ていた大学生の方々が
優しく声をかけてくださり、引っ張っていってく
れたのでとても心強かったです。本当に面白い活
動でした。

今回の大島デザインスクールで初めて中学生のみ
なさんと活動しました。ディスカッション、調査
を通して中学生とたわいない話や意見交換をして
いるうちに、大島にはまだまだ知らない魅力がた
くさんある事を知りました。今後もサポートしつ
つ色々なことを教えていただけたらと思います。

A チームでは１日目のディスカッションの

中で、「自分の家の近くからの景色がきれ

い」、「通学路の途中に怖い噂のある長い階

段がある」など自分しか知らない場所の話

がたくさん出ました。調査では、誰でも知っ

ているような場所に小さな発見があるのか

もという話から、小田の浜に行きました。

そこでは、岩場に生き物がたくさんいたり、

小田の浜からは見えない場所にビーチがあ

るなど新たな発見もいくつかありました。

２日目は調査をもとに、自分しか知らない

けど知って欲しい魅力的な場所を地図にプ

ロットしていきながら、どのような形で人

に伝えられるかを考えました。

子ども目線の大島の魅力

自分だけが知っている場所

右上：駒形漁港の夕日
右下：亀山の由来
左：てけてけさん

チーム別

2013
中学生

大学生

関西学院大学

信州大学

大島中学校

神戸大学

神奈川大学

Ｂチームは、島歩き調査の対象に亀山を選

びました。亀山にのぼり大島を見渡すと、

各地の思い出で話が大いに盛り上がりまし

た。その思い出の多くは、かつて学校で行っ

た体験学習の想い出でした。

そこに着目し発案したのが、観光客が大島

小学校、中学校で行われていた体験学習に

参加できるツアーです。

ホタテの養殖や、つり体験、給食で食べら

れるフカヒレのスープなど、観光客がまる

で大島の学校に入学したかのように楽しめ

る企画をみんなで考えました。

観光客にも大島体験学習

大島を訪れる観光客に体験学習をしていただき、
一つ終えるごとに一学年進級とし、６つ終われば
小学校卒業、あと３つ終われば中学校卒業と学校
のようなツアーを設定し、大島に何度も来てもら
えるように工夫しました。

体験学習を９つ終えれば卒業

上：進級ごとにもらえるスタンプの例


