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「卒業写真をもう少し格好よく展示できないか？」展覧会の一年前、始まりはこんな些細な会話だった。場所は閉校を
半年後に控えた西ノ島町立美田（みた）小学校。その時点で閉校に向けてはいくつかの行事が進められていた。しかし
その後のことは何も決まっていなかった。だがそれを前向きにとらえると、建物がすぐに取り壊されることもなく、し
ばらくの猶予期間が存在しているとも言えた。校舎の具体的な活用方法を模索する前段階のこのタイミングで、アート
の観点を取り入れた試行は、その後に続くであろう学校の活用によい影響が出るはずだと確信して、この企画、隠岐アー
トトライアル 2011「美田小の実験」が立ち上がった。
今回意識したことは、
「もう学校ではない」でも確かに「学校だった」という状況を体感できる展覧会である。
「夜の
展覧会」としたのはその為である。昼間とは違った表情を見せる夜の校舎は、見慣れた学校で異世界を感じることがで
きる。また展覧会に際して、できるだけ校舎そのものの良さを体感してもらったり、この会場を使って地域の方と共に
作り出すような活動を取り入れるように心掛けた。それらは「学校だった」場所にしっくりとくる。
さまざまな考え方があるだろうが、アートとは体感をともなって考える姿勢である。関わった人々の中で思考の化学
変化みたいなことが起きるとき、そこに何か新しい価値が確かに生まれてくる。この実験が美田小の今後を考える上で、
化学変化を誘発する触媒のようになればと期待する。
最後になったが、今回の企画に対して多方面の多くのみなさまから、ご支援、ご協力を頂いた。その力がなければ到
底実現することはできなかった。この場を借りて感謝の意を表したい。
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本年三月に閉校となった旧美田小学校は制度として
は百三十七年（明治七年）、現校舎としては八十六年（大
正十四年）の歴史を持っています。この校舎は島根県下
では最も古く、誇るべき西ノ島町の宝です。時代の趨勢
とはいえ、この校舎を廃舎で済ませるのは忍びなく、昨
年卒業生を中心に「美田小学校の閉校を惜しむ会」を立
ち上げました。この会は我々を卒業させてくれた校舎を、
感謝の意をもって見送るための集いでした。しかし、こ
れからは郷愁にひたるのではなく、新たに地元にこの施
設を活用させようと「美田学校再生会議」が結成され、
未来への活用という視点を中心に活動を始動させたとこ
ろです。
その試みの一つとして「隠岐アート・トライアル

美

田小の実験」が開催されました。昨年は廊下に全卒業生
の卒業写真を展示して、家族・親戚の子供時代を再現し
ましたが、今年は美田学校の「歴史の蓄積」をイメージ
して、祖先から現代人までをも含めた「歴史」を体感し
ていただきたく展示いたしました。地元の人にとって昼
の学校は見慣れた風景でしょうが、夜の校舎は、それと
は異次元の世界です。「再生」の可能性を秘めた新たな
眼で校舎・展示をご覧下さい。

「美田学校再生会議」会長

松浦道仁

( キャプションより抜粋）
■ 美田学校再生会議：閉校後の美田小活用を考える住民と行政一
体となった組織。2011 年設立。

つみもの（講堂）
美田学校再生会議 & アート・ディレクター共同製作
素材：マット紙にインクジェットプリント、机、椅子
制作年： 2011
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自慢の廊下・通り抜け
美田学校再生会議 & アート・ディレクター共同製作
素材：自慢の廊下、レーザ－
美田小の廊下は、長年使われ閉校を迎えてなお、歪むことなく平らで、柱は凛と鉛
直にのびています。卒業生は誇らしげに「自慢の廊下」と呼びます。
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つみもの（階段）
美田学校再生会議 & アート・ディレクター共同製作
素材：スライドフィルム ,35mm スライドフィルムプロジェクション
機材協力：成安造形大学メディアデザイン研究室
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イカ寄せ浜の伝説
ここは、日本海に浮かぶ小さな島国、隠岐、西ノ島
この小さな島には国賀海岸をはじめ、手付かずの大自然が、今なお多く

残っています。中でも、紺碧に輝く西ノ島の海には、たくさんの魚たちが
優雅に泳ぐ姿が見られます
ほら、見えますか？
鯛、アジ、いわし、・・・・
透き通った海の中で、のびのびと泳いでいます
おや、イカたちもたくさんやってきました
そう、この西ノ島を代表するイカは、一年を通じてたくさん見られます
そのイカたちにまつわる『イカ寄せ浜』のお話が今から始まります
むかしむかしの話です
季節はちょうど今頃。ある穏やかな波の日のことでした
海の中を魚たちが泳いでいると、
「あれはなんだろう？」
一匹のイカが言いました
「キラキラ光っているぞ！」
「近寄ってみようよ！」
いたずら好きなイカの子供たちは、近寄って行きました
「ちょっと引っ張ってみようよ」
「えいっつ！」
「痛い」
女の人の叫び声に、イカたちは驚いて、離れました
それは由良比女様の手だったのです
遠い出雲の国から桶に乗って海を渡っていたところでした
声に驚いたまわりのイカたちは、
「申し訳ございません、姫様の手だとは知らずに子供たちがいたずらをし大変
ご無礼をいたしました」
と姫様に謝りました
「姫様は一体どちらに行かれるのですか」
「あの先に見える隠岐の島です」
「姫様一人では大変でしょう。おわびに私たちが、姫様の桶を押してあげます」
そう言ってイカたちは、姫様の乗っている桶をみんなで押しました
イカたちに押されて着いたところは静かな島でした
「イカたちよ、ありがとう。あなたたちのおかげで、私は無事にたどり着くことが
できました」
姫様は、イカたちにお礼を言いました
美しい姫様に、また会いたいと思ったイカたちは、
「どうすれば姫様にまたお会いできますか？」と聞きました
「では来年のこの時期にまた会えるかもしれませんね」
こうして毎年秋になると、たくさんのイカたちが姫様に会いに、この浜に来る
ようになりました
そしてこの浜は、島人から『イカ寄せの浜』と呼ばれるようになりました
イカ寄せ浜にある由良比女神社は海の神様として、今でも島人から大事にされています
むかしと変わらず西ノ島の海は透き通り、たくさんの魚たちが泳いでいます

影絵発表会「イカ寄せ浜の伝説」
にぃな（安達静香、角市久美子、かわいゆかこ、丹野志摩）
2011
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影絵発表会「イカ寄せ浜の伝説」

“ にぃな ” の作品は学校の窓をスクリーンにした影絵。発表会のテーマは西ノ島の由良比女神社にまつわるイカたちのお話。
閉校以来灯りの消えていた美田小の教室に、隠岐の海が美しく映し出された。
今回 “ にぃな ” メンバーは「美田小の実験」に参加するにあたって、西ノ島ならではの作品を地元の人達を巻き込んで作りたい
と考えていた。ここは海に囲まれた隠岐諸島、一番最初のアイデアは学校の教室を海中にしてしまおうというものだった。
そこから、アートトライアルの展覧会が夜間の開催になったことで、光を使って夜の校舎に魚達を泳がそうという方向へと変
化していった。
その後、何度も夜の校舎で照明や影の移り具合を確認するための実験をし、話し合いを重ねるうちに、ただユラユラとシルエッ
トを泳がすだけでなく、島の伝説をストーリー仕立てにして子供達と発表するという企画に発展していった。

9 月１８日影絵発表会
「イカ寄せ浜の伝説」／美田小学校校庭

当日、開演 1 時間前の教室内には子供達が集
まりリハーサルが行われた。坂巻の語りとプロ
ジェクターで映し出される画面に合わせて動き
を練習。それぞれワークショップで制作した自
分の作品を手にし、その影が大きく映る様子に
はしゃいでいた。本番直前に降り出した雨の中、
校庭には傘を片手に島民 100 人以上が集まった。
夜 7 時 30 分、真っ暗な校庭にピアノとリコー
ダーの音が流れ出す。静かにナレーションが始

9 月４日ワークショップ
「西ノ島の影絵をつくろう！」／美田小学校講堂

まり、2 階両端の窓から徐々に明るくなり海を
イメージした影絵が現れた。場面ごとに変わる
スクリーンの色と音楽。途中、子供達が自由に
魚を動かす様子には観客から笑い声も起こった。

ワークショップ当日はあいにく台風直撃により、午前中の
予定を午後からに急遽変更。それにもかかわらず、今春まで
美田小へ通っていた児童を含む西ノ島小の子供達 16 人とそ
の親達を含めて約 30 人が参加し賑やかに行われた。
ワークショップに先駆け “ にぃな ” では由良比女神社の伝説

エンディングでは参加した子供 1 人 1 人が紹介
され、順にシルエットで映し出されると拍手が
湧き、約１５分間の発表会は終了した。
この発表会の語りと音楽は前日に演奏会を

をもとにオリジナルストーリーを完成させていた。作品作り

行った坂巻紗代が担当した。使われた曲はすべ

に取りかかる前に、まずその物語を参加者に読み聞かせた。

て「イカ寄せ浜の伝説」の台本から坂巻がイメー

子供達には、そこらからイメージした思い思いの西ノ島の海

ジして作曲したオリジナルである。坂巻のピア

の生き物を影絵にしてもらおうという形だ。子供達は慣れな

ノやアコーディオンの伴奏に合わせて児童 3 人

いカッターに戸惑いながらも厚紙を切り抜き、カラフルなセ

もリコーダーや鈴で参加していた。坂巻のやわ

ロハンを自由に貼付け作品を制作していた。

らかな朗読とそれに重なる演奏が影絵の幻想的

ワークショップの最後には、完成したそれぞれの魚やイカ達

な雰囲気をいっそう盛り上げた。

を広い教室の壁に映し出すと子供達からは大きな歓声があ
がった。
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＊ " にぃな " は西ノ島在住の女性４人（安達静香、角市久美子、かわいゆかこ、丹野志摩）が、ものづくりを通して島の暮らし
をより楽しもうと 2010 年に結成したアートユニット。2010 年は海岸の漂着物を素材に「漂着物モビール」を地元の子供達と
共に制作し、美田小校庭に展示した。
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砂鉄の物語・最終章
岡田毅志

田島史朗

素 材：
制作年：

松 砂鉄
2011

【砂鉄の物語】

２００８年スタートの【砂鉄の物語】は、本土から来たアーティストが西
ノ島の海岸で「砂鉄だまり」に出会ったことを手がかりに、「島」と関わり
ながら何かを産みだしてみようと始めたアートプロジェクトです。まず始め
たことは、砂鉄について様々な視点から調べることでした。そして２００９
年は、島民の協力を得て島の砂鉄から「小だたら」と呼ばれる方法で鉄を作
１

る実験をしました。そこに行きつく決め手となったのは、西ノ島の鍛冶沖光
さんに「昔に外浜の砂鉄でたたらをしたことがあるが何も残らなかった」と
聞かされたことでした。そしてほんの少量ですが鉄を得ることが出来ました。
その後は、メンバーのうち岡田毅志と田島史朗の二名が活動を続けました。
次にしたことは、隠岐島前地区で生産されていた「炭」を調べることでした。
炭は砂鉄と同様にたたらや鍛冶で使う材料の一つです。島前で産業用の炭が
盛んに生産されていたのは半世紀も前の事で、当時の面影は既に無くなって
５

いました。ところがその炭の話を沖光さんにした所、つい近年まで彼は鍛冶
の炭を自分で焼いていたと聞かされました。「またも沖光さんに戻ってきた」
そんな気持ちでした。それからは「沖光さん」の人柄に引き込まれていくこ
とになります。鍛冶や炭焼きなど仕事の魅力はもちろん、ご家族と話したり
と、鍛冶屋一家の人生観をゆったりとうかがいました。そして２０１０年の

［活動の経過］
２００８年
８月
活動開始（島根県隠岐郡西ノ島町）
「島論会」参加（岡山県白石島）

秋には、普段閉じていた沖光金物店で、ご家族と一緒に一日だけの特別営業

１１月

をしました。この二年間は高齢の沖光さんが刀の製作をやめ、炭焼きも難し

２００９年

くなり、まさに仕事の転換期に来ておられる、ちょうどそんなタイミングで

３月

ありました。

５月

砂鉄、たたら、島前という地域、炭、鍛冶沖光さん。この間に私達は、鍛
冶職人からあふれ出すさまざまな感覚を受け取り、溜め込んでいたようです。

７月

みるしかありませんでした。熟成期間みたいなものですね。
３

この活動を始めた原点は海岸の「ただの黒い砂」だという感じです。それと
もう一つ、どうしても気になることがありました。「炭になれなかった松材」

「外浜まつり２００９」…展示と解説ツアー（焼火神社ほか）

３月

島前三島の炭焼き窯を調べる（島根県隠岐郡西ノ島町、海士町、知夫村）
「沖光さん訪問」…炭焼きを窯見学

７月

「沖光さん訪問」…家族にインタビュー（沖光家）

９月

「外浜まつり２０１０」…一年間の活動を展示（美田小学校）
「沖光金物店・特別営業」…外浜まつりに連動して展示と営業
（沖光金物店）

２０１１年
３月

７

「沖光さん訪問」
美田小学校閉校式参加。西ノ島沿岸部を視察。

です。沖光さんの炭窯の脇には、最後の炭を焼こうと貯めていた松の廃材が

５月

野積みされていました。その少し朽ち始めた「ただの廃材の山」がとても魅

７月

力的でした。これは沖光さんから受けた直感みたいなもので、ことばでは表

７〜９月 立体作品製作（元・美田小学校）

現しにくいのですが、職人の内面に有るような、常に満足することがない、

９月

不足感というか‥‥、とにかく割り切れない塊みたいなものです。私達は沖

６

鉄の歴史村訪問 ( 雲南市 )

２０１０年

まず浮かんできたのは、「砂鉄」そのものを扱いたい感覚でした。できる
限り加工や細工はしない。たたら、炭、鍛冶と見てきたけれど、自分たちが

小だたら試操業（所沢市）

小だたら操業（波止）
９月

さてと、ここにきて自分たちが本当に何かしたくなるのか。これが今回の作
品で最大のテーマとなりました。これにはその場に身を置いて時間をかけて

「鍛冶沖光さん初訪問」（西ノ島町）
各地の砂鉄調査（京都、滋賀、神奈川、東京）

２

僕たちは何を作りたくなるのか

「たたら共同実習」参加（鉄の歴史村／雲南市）

元・美田小学校を訪問。外浜を視察。
「沖光さん訪問」…松材を譲り受ける
「隠岐アートトライアル２０１１」立体作品を展示（元・美田小学校）
（※町名表示が無いものはすべて西ノ島町）

光さんにこの「炭になれなかった松材」を作品の材料に使うために譲ってほ
しいとお願いしました。彼は快よく承知して下さいました。
それからの作業は素材をただありのままに設え一塊にすることに専念しま
した。「炭になれなかった松材」は、本来炭窯にくべられる時と同じくでき
４
１｜海岸の黒い砂（西ノ島町外浜海岸／ 2009 年撮影）
２｜小だたらの様子（西ノ島町波止／ 2009 年 7 月）
３｜小だたらで得られた鉄の小塊「鉧（ケラ）
」
４｜沖光さんの炭窯（西ノ島町船越／ 2011 年 7 月撮影）
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るだけ隙き間なく鉛直に整えました。海岸の砂は「砂鉄」のみを選別し、作
品上面を黒い砂の海に見立てました。これが、一つの塊が誕生するまでの物
語です。

［プロフィール］
岡田毅志（おかだたけし）／現代美術家、１９６７年生まれ、京都府在住。
「アートとは自分と現代社会との接点に、あるタイミングで必然と現れる」と
考え、作品制作、美術教育、アートマネージメントなどを並列して実践している。
田島史朗（たじましろう）／彫刻家、１９７２年生まれ、神奈川県在住。
金属を扱った仕事を中心に、他物とのかかわりから生まれる制作スタイル、
アートディレクションなどを実践している。

８
５｜ 一日だけ特別営業した沖光金物店（西ノ島町船越／ 2010 年 9 月）
６｜ 沖光さんの松を運び出す（西ノ島町船越／ 2011 年 7 月）
７｜
８｜

一つの塊に仕上げていく（元・美田小学校／ 2011 年 8 月）
鉧らしきものを手にとる沖光さん（2009 年 9 月撮影）
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シンポジウム「美田小学校の可能性について」
元・美田小学校校長室
元小学校の利活用、アートとの協働活動などについてシンポジウムを開催
した。今年度はトライアルとして様々な実験を行っているが、美田小学校
の今後を主題として話し合った。
ゲストパネラー：徳永高志（NPO 法人「カコア」理事長）

参加パネラー：

司会進行

徳永高志・西上ありさ・花房育美・岡田昌平・松新俊典
中山佳昭・田島史朗・丹野志摩・松浦道仁
： 岡田毅志

― 司会 / 岡田（以下司会） 島外からこの企画にアーティス
ト＆ディレクターとして参加している岡田です。テーマは閉
校になった「美田小学校の可能性について」です。先ずこの
シンポジウムが開催されるに至った経緯を松浦さんに説明し
ていただきます。
― 松浦 ご紹介いただきました「外浜まつり実行委員会委
員長、美田小学校再生協議会会長」の松浦です。昨年の春に
この学校が閉鎖されるという事を聞き、それを機に卒業生に
よって「美田小学校の閉校を惜しむ会」結成されました。「惜
しむ会」の趣旨としましては、この校舎が利用されないまま
朽ちて行くのは誠に忍びないので、どうにか再活用するため
の活動をしようではないかという事でした。3 月まで学校行
事を「惜しむ会」がフォローしながら閉校に至りました。次
に、この学校施設活用の具体的なビジョンを形作って行く為
に、昨年のアートフェスティバルでは廊下に大正８年から現
在までの全卒業生写真を展示して、地域の人々に注目しても
らう様なイベントを開催しました。
その結果、町長・教育長・総務課長と美田５集落の区長によっ
て、
「美田学校再生協議会」が再結成されました。この組織は、
「美田小学校の閉校を惜しむ会」のメンバーを中心とした官
民協働の組織であります。現在はその様な経過を辿りここに
至っております。
― 司会 メンバーを紹介します。田島史朗さんは横浜から参
加された私と同じアーティストであり、今回のディレクショ
ンも兼ねた役割を以て参加しております。次に松山市から来
島いただいた徳永高志さんは、ここと同じ状況である閉校に
なった学校を活用してアートイベントを開催しかけておりま
す。我々はアサヒアートフェスティバルというネットワーク
組織によって全国のアート活動のメンバーとコミュニケー
ションを深めながら交流しております。愛媛県のカコアとい
う NPO 法人の理事長です。後ろにグリーンのシャツを着て
いるのが地元の「にぃな」という女性アーティストグループ
のメンバーです。
― 田島 地元の人達にテーマを与えられ、僕達に何が出来る
かを考えた結果、この校舎を新しい目で見直すきっかけを作
る様なプロジェクトを企画したいと思いました。そこで夜に
展示をして「見直し」を意識したディレクションを始めた訳
です。さらに具体的には、築８６年の建物そのものを見せる
事に注意をはらいました。
― 司会 岡田・田島は外部の者ですけれど、ある程度、松浦
さんから事情を聴いたりして、それを考慮しながらディレク
ションしましたが、全く初体験の徳永さんから見たら、どう
いう印象を持たれましたか？
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― 徳永 先ず建物がすばらしい。我々が使おうと思っている
瀬戸内海の中島東小学校は築３０年で、ここに比べると遥か
に新しいものです。そういう意味では、ここは羨ましい場所
です。中島東小学校は閉校になって３年たちますが、一旦閉
校になると電気・水道・ガスなどのインフラが全て止まり、
非常にイベントがしにくい所になっております。また、イン
フラだけでなく、地元の人々も「何故他人が入れて、地元民
が入れないのか」という様なマイナスにとられる様な事もあ
りました。また、松山市では逆に公募して利活用が図られる。
だから、民間はもう手の着けようがないという感じです。普
通の鉄筋コンクリートで 30 年 体育館だけが開いている。松
山市という広い行政と中島町という地元と乖離している ( 市
行政では承認していても、地元に情報が伝っていないという
様なすれ違い ) その点で美田小学校は行政との関係において
も人間関係の面においても、又建物の文化的価値においても
羨ましい状況です。
― 西上 ここではそう言う状況は発生していませんか ?
― 丹野 保護者の中ではキャンプに使おうと伺いをしたら断
られたという話を聞きましたが
― 松浦 そう言う状況が無いとも云えませんが、現段階では
不満が爆発するほどの空気が充満していることはありません。
― 田島 例えば松山市で公募する様になると言われました
が、具体的にはどういう事ですか？
― 徳永 松山市では、学校の利活用は例えば産業用にするか
観光用にするかによって、それぞれのプロジェクト毎に入札
をするという様な形になると思います。
― 松浦 西上さん！海士町の事例を紹介していただけますか？
― 西上 海士町の「集落支援」活動をしている西上です。私
は海士町と２年契約で「町づくり」の支援をしています。海
士町も廃校や廃止された保育所の跡地の利用を考えています。
私たちは順序として先ず、町民の要望を聞き、それに基づい
て行政と具体的に実施しようとしています。
― 司会 まだ、閉校となって間がないという事もあり、漠然
とでもどういう様になって欲しいかお話はありませんか？
― 松新 私は美田小学校の前に、波止分校廃校の経過を見て
きて、段々廃墟に近くなって来たので、ああいう姿にはさせ
たくないという思いが強いのです。ですから、今回の「美田
小学校の閉校を惜しむ会」のメンバーになって、二度とあん
な事にならない様にと願っております。そこで何らかの活動
をして学校に注目を集め、これからのエネルギーにしたい気
がします。ただし、私はアート活動のメンバーとは古くから
関わっておりますが、彼らのしている事はサッパリ解らない
のですが、彼らが一生懸命やっている事に対しては感心もし、
できる限りのバックアップもしております。

― 丹野 私はここの卒業生ではありませんが、校舎に入った
時に、広い廊下に魅せられました。ここでギャラリーの開設
などがいいのでは無いかと思っています。
― 徳永 地域が狭いので意志決定プロセスが見えるのがア
ドバンテージですね。瀬戸内海の中島は町村合併の折に、選
択肢が２つあったんですが、大きい松山市を選びました。松
山市では１万人に二人の割合で職員を配置するのが基準に
なっているので、いずれ中島は二人くらいになると思います。
そうすると町民の意思決定は殆ど届かなくなり、こういう場
での意見が消えてしまう可能性が大きいと思います。同じ規
模の人口を抱える島でも行政区域の範囲に関わって、こんな
に違ってしまうのかなという感じを持ちました。
― 岡田昌平 前町長というプロフィール。今までは西ノ島町
では地区集会所に転用しているケースが多いです。また図書館、
工房などで成功している地域もあります。B ＆ G という近くの
施設との関連で宿泊施設や、校庭・講堂の使用も考えられます。
― 中山 子供が遊べる場所としての学校が利用できないも
のでしょうか。また校歌（みんな美田の子）が歌えないので、
どうにか歌える機会を作って欲しい。
― 松浦 昼間にオープンにしておくための図書館、茶屋など
の日常施設としての利用を考えています。というのは昼間開
けるという事は管理が必要という事でもありますので、人員
の配置という意味でも昼間活動を必要性が重要だと思ってお
ります。また、学校のテーマパークも可能ではないかとも思っ
ています。というのは、ここは地元の人にとっては特別な場

あまり行政の人に意見を言わせない様にしています。
― 徳永 松浦さんがアサヒアートフェスティバルのオープ
ニングで「別にアート・センターじゃなくてもいいんですよ」
と云うのを聞いて、それでもアーティストに出来る何かを期
待してるなと感じました。また、アーティストじゃなきゃ出
来ないものをも期待してるなとも思いました。
― 司会 松浦さんが「とにかく地域に化学変化を起こしてく
れ。良薬か劇薬かのリスクはあるが、それも含めてアーティ
ストに期待する」と言われたので、個人的に納得してここで
アート活動に踏み込めました。勿論、それについては５年以
上にわたり地域の事を調べたり、コミュニケーションしたり
したのは当然の事です。ただ、１００回に１回当たるかどう
かは判りませんが。
― 徳永 １００回に１回でいいんです
― 西上 １００回に１回は確率が低いでしょう。確実に当た
る方法は、西ノ島のオバちゃん中心のアート活動をすればい
いと思います。
― 徳永 ここ１０年くらいの事は、短期に計画するばいいが、
アーティストは少なくとも、この学校（８６年）くらい先の
事を見据えた活動をする方がフィットするんじゃないかな
― 松浦 今日の会議は、現実的な廃校施設の活用と、アート
活動の交差するテーマでありましたが、これが以後そのまま
並行するとは思いません。短期的にはクロスしても長期的に
は離れて可能性の方が高いと思います。テーマの一期一会で
すかね。

所かも知れませんが、全国の６０代以上の人にとっては懐か
しさを感じる一般的な小学校でもあるとも感じているからで
す。それを雨天の観光として利用出来ないかとも思っており
ます。
― 西上 海士町は漠然はだめで「困ってる事」を解決出来
る場所にしなければならない。例えばブラブラ出来る（買わ
なくてもいい店）場所などの設立を町民で運営したり、古家
で余っている物のバザール ( 出御者と I ターンの古物の交換 )
などを、具体的に補助金などと結びつけながら実行しないと、
漠然とした夢だけでは実現も持続もしないと思います。
― 司会 私は充分に町民とのコンセンサスをとりながら、今
回のアート・イベントをした訳でもありません。逆に実行し
ながらコミュニケーションとコンセンサスをとったというの
が実情です。しかし、初めからの協議よりも動きながらのコ
ミュニケーションもサイクルの一つとして重要な気がしま
す。どっから始まってもいいのです。初めの計画がそのまま
実施されるなんてあり得ないし、面白くもない気もします。
― 田島 一昨年に「西ノ島に物申す会」というのがあり、そ
こに参加した経験からいうと、男ばっかりでした。男ばっか
りは、やはり意見も男風で、偏りがあった気がします。
― 花房 島前高校の企画である「人つなぎ」の時に、３つの
島の父兄でフォローする気がしてましたが、実際は困ったら西
ノ島のオバちゃん達が最もアクティブに協力してくれました。
私は３つの島で西ノ島のオバちゃんがもっと出てくるといいと
思います。
― 松浦 「会議」と名がついた話し合いでは、伝統的な女性
は発言していない気がします。逆に影で発言したり、終わっ
てから意見を云う様な事が多いので、その辺の状態をどう上
手く導けるかという事も重要だと思います。
― 西上 私は逆に女性の茶話会に参加して、そこで意見を集
約し、そのメンバーと行政組織のメンバーを後で合同させ、

本年三月に閉校となった旧美田小学校は制度としては
百三十七年（明治七年）、現校舎としては八十六年（大正
十四年）の歴史を持っています。この校舎は島根県下では最
も古いものです。
美田小学校略史
明治 7 年 大津、小山、薬師寺に美田小学校設立
明治 7 年 波止支校、お堂へ地福寺
明治 25 年 高等小学校設置
明治 40 年
大正 11 年
大正 14 年
昭和 21 年
昭和 31 年
昭和 47 年
昭和 50 年
昭和 51 年
平成 23 年

校庭にある楠は、大正天皇皇太子行啓記念樹
屋内体操場竣工
校舎新築
奉安殿撤去
波止分校新築
波止分校廃校
開校百周年記念式
窓はアルミサッシに改修
３月閉校
17

【美田小閉校までの活動（2010 年～ 2011 年）】
理科室では昨年２０１０年～２０１１年３月の閉校までの１年間に閉校記念として実施した活動の中から、隠岐アートトラ
イアルの関係者が行ったものを紹介した。また同時に、期間中の来場者の方々にも美田小閉校を共有してもらえる場を作った。
教室内にはビデオから校歌が聴こえ、
【思い出黒板】については黒板を設置し美田小への思いを寄せ書きできるスペースを作り、
【未来ポスト】についても１０年後の誰かに宛てて送れるようハガキを用意し来場者が投函出来るようにした。

１

３

ピアノと歌の演奏会
坂巻紗代
２

４

今回の演奏会に先駆け、坂巻紗代は隠岐出身の画家・松田航との縁で 2011 年
7 月末にここ西ノ島を訪れ、松田航の絵画展とあわせて美田小の講堂にて演奏会

※１【思い出黒板】
『思い出黒板』は美田小の閉校を惜しむ人々による寄せ書きである。閉校式に集まった人たちの手で、何かひとつのものを作り

を行った。ちょうどその日、アートトライアルでは会場照明などの準備中だった。

上げようと企画された。歴史ある思い出の校舎に、それぞれの思いを残そうと用意されたのは古い黒板。分厚く重い一枚板の

夕暮れの古い小学校校舎にマッチしたピアノと歌声。この情景を再び多くの人

黒板は、すでに数十年前に廃校となっていた美田小学校の波止分校の壁から外し運びこまれた。学校に通った人なら、必ず誰

に体感して欲しいとのスタッフの呼びかけで今回の演奏会が実現した。

もが触れたであろう教室の黒板に、皆それぞれの美田小学校への思いを書き残した。

9 月 17 日夕刻、雨の予報を考慮し、会場は校庭から昇降口フロアへと変更に
なったが、多くの町民が集まり会場に入りきれない観客は校庭のベンチにも。
裸電球が暖かく照らす木造の校舎内に坂巻紗代の透き通った歌声と優しいピ

※２【未来ポスト】
閉校式で、美田小学校は終わりとなるが、それはまた新たな始まりでもある。そんな未来への希望を込めて『未来ポスト』を

アノの音色、会場はノスタルジックな雰囲気に満たされる。最後のアンコール

設置した。１０年後の未来に宛ててハガキを送るのだ。子供から大人まで皆思い思いに書き綴る。１０年後の自分に、友達に、

では、予期せぬ隠岐民謡「しげさ節」のリクエスト。アコーディオンを立ち姿

兄弟に、子供に、両親に・・・未来を想像しながらペンを走らせ書き上がったハガキを笑顔でポストに投函していた。

で伴奏する坂巻に合わせ、観客の手拍子と歌声も加わり、緩やかな熱気に包ま
れ演奏会は終了した。

坂巻紗代：
幼少よりピアノを習い大学時代から本格的に音楽活動を始め
る。京都の人気バンド「薄花葉っぱ（はっかはっぱ）」などを経て、
現在は活動拠点を関東に移し自作の歌やカバーなどをピアノや
アコーディオンで弾き語りするスタイルで活動している。

※３【ああ懐かしの美田小写真展】
昨年から廊下に展示してあった写真を年代順にファイリングした。

※４【美田小学校

校歌プロモーションビデオ】

美田小の卒業生が自慢するのは『校歌』。それは卒業生なら誰でも歌える。その校歌を美田小の出身である “ にぃな ” メンバー
の安達静香が閉校式で上映するための映像作品にした。映像のバックに流れる校歌は、美田小最後の在校生による合唱。昨年
秋に復活した学校最後の『美田小フェスティバル』の終わりに集まった子供たちが歌い、和やかな雰囲気の中で収録された。
子供達の元気な歌声と、軽快でテンポの良いリズムにのって生徒たち、先生、そして卒業生、この美田の地域に住む人々が次々
と登場する。撮影は、ビデオカメラと CD デッキを持って毎日商店や町を歩き、飾らない普段の様子のままを収めていった。
地域の人たちに支えられて存在してきた美田小学校。「最後だけん…」と多くの卒業生達が笑顔で協力してくれた。実は、歌
詞の最後に『みんな美田の子みんな美田の子
達の母校に対する思いが込められている。
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いつまでも』というフレーズが加えられている。そこには同校卒業生である安
写真左：会場でスリーミーバーガーを売るはっぴいのみなさん

写真中：スリーミーバーガー

写真右：飲み物販売

NPO 法人てにゃわずのみなさん
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