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　2018 年夏に PLUS KAGA に参加して、加賀の山々に注目した。加賀
のまちの多くに、それほどは高くない山・みどりが隣接しており、魅力
的に感じた。その中で、山代温泉と隣接する里山「萬松園」「薬師山」
に着目した。総湯と隣り合うように萬松園のみどりがある一方で、実際
には人の手入れがなされていない状況であり、非常にもったいないと感
じたからである。
　そこで、2018 年度に、萬松園を再生し、萬松園と山代の住民の方々
や観光客との新たな関係性を創出する「萬松園再生プロジェクト」を立
ち上げた。
　小学生の学習支援を行う「山代まちこや」に、萬松園を題材とした様々
な学習ができるのではないか、ということで声をかけていただいた。山
代まちこやと萬松園再生プロジェクトがコラボし、2019 年度に「薬師
山探検隊 by まちこや 2019」を開催することができた。
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　薬師山探検隊では、萬松園・薬師山のフィールドワークを通して子ど
もたちに萬松園の自然や歴史・文化を体験してもらい、萬松園の魅力＝
「お宝」を再発見してもらう。
　以前、萬松園は子どもたちの遊び場・学びの場としても機能していた
が、現在子どもたちが萬松園に入ることはあまりなくなってしまった。
しかし、萬松園には多様な自然環境や蓄積された歴史的・文化的コンテ
クストがあり、萬松園の持つ魅力をもう一度認識する必要がある。探検
隊では、子どもたちの目線から萬松園の魅力を見つめ直す機会とした。
　探検隊の活動により、萬松園で自然体験や歴史的・文化的体験が持続
して、日常的に実現できるようになる素地を作ることが目的である。萬
松園と触れ合い、自然や歴史・文化に詳しくなった子どもたちから、暮
らしの豊かさに繋げる萬松園の有効活用と維持管理の担い手に生まれる
ことも期待している。
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　山代まちこやを始め、様々な団体・組織・個人にご協力していただき、
プログラムの企画・運営を行うことができた。

Δ͢ײಈఔɹࣗવɾྺɾจԽΛମ׆�̏

開催日 テーマ プログラム内容 参加者数
4/20 総合 萬松園を知ろう 17
5/25 自然 萬松園の自然を見つけよう 14
6/22 歴史・文化 萬松園の石仏を見つけよう 13
7/27 歴史・文化 萬松園の石仏を比べよう 10
8/24 自然 萬松園で材料集めをしよう 14
9/7 自然 萬松園で工作をしよう 11
9/28 歴史・文化 萬松園の石仏を比べよう 7
11/2 自然 萬松園の恵みをいただこう 6
11/30 総合 萬松園の過去から未来を考えよう 14
12/7 歴史・文化 萬松園の石仏を比べよう 5
12/21 歴史・文化 萬松園で宝物を見つけよう 4
1/11 歴史・文化 萬松園で石仏をもう一回観に行こう 4
2/22 総合 萬松園の石仏を比べよう 7
2/29 総合 小さな発表会・終了式 7
10/11 総合 探検隊報告会「お宝を伝えよう」

主催

共催

助成

後援

協力

山代温泉まちづくり推進協議会・一般社団法人おやこハグネット

山代児童センター・PLUS KAGA Project

公益財団法人あくるめ

加賀市・加賀市教育委員会

（敬称略・順不動）

西山義春・坂本英之・大門哲・須谷祐二・道場美恵・薬王院・
九谷焼窯元 須田菁華・九谷焼窯元展示館・山代温泉財産区管理会・
山代温泉旅館共同組合・山代温泉観光協会・明覚上人顕彰会・
山代温泉婦人会・山代地区民生児童委員協議会・一六桜会・
むくげの会・山代温泉女性懇話会
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探検隊発会式「萬松園知ってる？」

　萬松園のことを知っているか、尋ねてみ
た。萬松園や山代のまちがどのような位置
関係にあるのか、地図と自分たちの目で照
らし合わせた。
　地図の見方や方位を含め、自分の知って
いる場所が地図でどこに表現されている
か、どのようなルートを歩いているかを確
認した。
　その後、総湯・湯の曲輪や萬松園を実際
に歩き、今後まちこやで扱う萬松園の多様
な自然や歴史、文化などの要素について、
概略を説明した。
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１.  山代老人福祉児童センター
探検隊の発着地点

２.  古総湯にて
自分たちがいる場所を地図で認
識した。古総湯の周りに湯の曲輪
が広がっていることを確認した。
東の方角に薬師山・萬松園の自然
が見えていることを説明した。

３.  薬王院温泉寺にて
薬王院温泉寺と薬師山の関係に
ついて説明した。あいうえおの
階段をみんなで声に出しながら
登った。

４.  明覚上人顕彰塔にて
あいうえお五十音図を作った明
覚上人の供養塔であることを説
明した。石が 5 つあり、文字が
書かれていることを確認した。

５.  服部神社にて
春祭りの予行練習が行われてい
た。春祭りについて子どもたちに
説明し、予行練習の様子を見させ
てもらった。

６.  いろは階段にて
いろは階段をみんなで「いろはに
ほへと」と声に出しながら下り
た。
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多様な自然環境を感じる入り口

　萬松園を散策しながら、多様な自然、生
物の存在、緑陰による涼しさを感じても
らった。
　また、それぞれが好きな葉っぱや花を採
集してきて、スケッチした。
　提示した葉っぱと同じ葉っぱを見つける
葉っぱかるたを行った。それぞれの葉っぱ
の特徴や違いを感じ取ってもらった。

１.  88 番石仏近くにて
以前、谷の下に土俵があって、斜
面が観客席になっていたという
話をした。

２.  尾根筋にて
鞍掛山と白山が一直線に見える
ことを確認して、白山信仰・白山
遥拝所であったことを説明した。

３.  さざえ堂の周辺にて
自分の好きな葉っぱや花を見つ
けて、採集を行った。その際に、
小さな虫なども多く生きている
ことを感じてもらった。

４.  谷間にて
谷に幹がまっすぐな樹木が多い
ことを感じてもらい、スギ林が広
がっていることを説明した。

５.  服部神社の境内にて
木の幹の太さや大きさなど、巨木
が多く生えていることを感じて
もらった。



0 1000m0 1000m

ւ触千㏡ך䈰✑ֹփ
自然のもたらす資源を見つめ直す

　工作に必要な木の実や葉っぱなどを集め
た。材料集めをする中で、木とその実や葉っ
ぱの関係などの自然を体感した。実際に手
に取ることで子どもたちの関心が高まり、
様々な木の違いを感じ取っていた。
　季節の移り変わりの中で萬松園に繰り返
し行くことで、植物や虫、鳥などの違いを
見つけ、気づくこともできた。
　木の枝、木の実や葉っぱ、松ぼっくりな
ど、自分たちの手で集めた材料で工作を
行った。前回拾ってきた材料の多さや自分
が取ってきたものがまだあることに驚いて
いた。なにを作ろうか迷うことがなく、す
ぐに取り組み始めていた。
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１.  いろは階段にて
子どもたちからいろは歌を唱え
たいという声が上がり、みんなで
「いろはにほへと」と声に出しな
がら登った。

３.  遊歩道にて
石仏のことを思い出しながら、遊
歩道を上り、葉っぱや木の実を拾
う。

４.  谷沿いの階段にて
階段を下りながら、見上げてスギ
が多いことを確認した。ミンミン
ゼミなどの虫の声や谷に響く鳥
の声、植物などから、春に来た時
と違うところを感じ取った。

５.  谷間にて
道の脇にクリの木があるのを発
見した。イガがまだ青いクリのイ
ガを拾い、クリの木、クリのイガ、
クリの実の関係を学んだ。

６.  服部神社の境内にて
大きくなっていないシイの実や
シイの木の葉っぱが落ちており、
シイの木とその実、葉っぱの関係
を学んだ。

２.  明覚上人顕彰塔にて
木の枝、葉っぱ、木の実など、工
作に使えそうなものを集めた。松
の木の下に松ぼっくりが落ちて
いることから、松と松ぼっくりの
関係を学んだ。
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みどりの持つ「食」の可能性

　しいのみを炒って食べたり、笹の葉茶を
飲んだりして、萬松園の持つ「食」のポテ
ンシャルを体験した。実際にしいの木を確
認しながらしいのみを拾い、赤松のもとに
マツタケができることを教え、昔とれたマ
ツタケに思いを馳せた。一六会の方々から
どのような活動をされているのかお話を
伺った。
　児童センターに戻り、むくげの会の方々
と一緒に、炒ったしいのみと笹の葉茶をい
ただいた。むくげの会の方々から昔しいの
みを食べていた話を聞いた。
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１.  いろは階段にて
いろはを唱えながら登った。子ど
もたちも少しずつ覚えてきてい
る。 ２.  服部神社の境内にて

5/25、8/24 に学んだ、「シイの
実はシイの木の下に、まつぼっ
くりはマツの木の下にあること」
を確認した。

３.  一六桜の石碑にて
活動を終えた一六会の方々から、
どのような活動を行っているか、
昔どのように遊んでいたか、お話
を伺った。

４.  さざえ堂の周辺にて
どんぐりやきのこなどの植物も
観察した。
笹の葉が生えているのも見て、笹
の葉も笹の葉茶としていただく
ことができることを話した。

５.  緑水園の前にて
昔、赤松の下にマツタケができ、
マツタケパーティーをしてきた
ことを話した。

６.  温泉寺・服部神社の境内にて
児童センターに持ち帰って食べる
ために、シイの実をいっぱい拾っ
た。
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四国 88箇所の石仏への着目

　ワークシートを用紙して、それぞれ分か
れた 4チームで、何番の石仏がどこに置
かれているかを探し出した。
　その中で、石仏の表情や姿勢、持ち物、
ロウソク立てや覆屋に書かれていることな
どにも注目した。
　子どもたちはよく書かれている文字を読
めるようになったり、千羽鶴の台紙のチラ
シが気になったりしていた。
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  ◁利用したワークシート

チーム１

チーム２

チーム３

チーム４
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石仏を比較して特徴をまとめる

　石仏の写真と石仏の特徴をまとめるシー
トを用意して、88 体の石仏をより詳しく
比べた。シートに写真を貼り、それぞれの
石仏の顔の表情や持ち物、覆屋、蝋燭立て
などに注目し、特徴をまとめた。
　印刷した写真で判別できない箇所はパソ
コンで拡大して観察した。難しい漢字も大
きい子達が小さい子達に教えていた。それ
ぞれが自分たちの気付きを記入していた。

　1年生は石仏カードで平仮名やカタカナ
を書く勉強にもなった。
　特に学年の大きい子は興味深いようで、
「もっとやってもいいか」と聞いてくるほ
どで、3年生は何枚もカードを記入してく
れた。手の形や表情、髪型、持ち物、姿勢
などの持つ意味などが掲載された、「イラ
ストでわかる 日本の仏さま」（中経出版）
という本で調べながら、石仏の特徴を当て
はめていくことを楽しんでいた。
　この体験を通して調べること、まとめる
ことの下地がついたらいいなあと思った。

　石仏調べの後には、まちこや食堂にて、
むくげの会の皆さんと、わかめおにぎりを
握り、豚汁とともに昼食をいただいた。子
どもたちはおにぎりの握り方も教えても
らった。

ւ触千㏡ס焪♉嬟ֹփ୳ୂݕͷهɹྺɾจԽᶄ�



0 1000m

0 1000m

山代文化遺産と萬松園

　山代歴史文化遺産「湯の曲輪と総湯」「九
谷焼」 「明覚上人とあいうえお」 「男生水・
女生水」「菖蒲湯祭り」と萬松園の関わり
を探した。
　松の木をくり抜いた管で湯を湯宿に配っ
ていたこと、明覚上人の五輪塔があること
などを話した。これまでのまちこやで学ん
だことが大変生きてきていた。例えば、子
どもたちも昔の絵図や五輪塔などを見て、
「覚えているよ」と話してくれて、とても
嬉しかった。
　加えて、新しく、菖蒲湯祭りと薬王院の
関係や、九谷焼の燃料に赤松を用いること、
萬松園から水が染み出してくることなどを
学んだ。
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１.  薬王院山門にて
石碑を読んで、明覚上人やあいう
えおと関係があることを学んだ。

３.  薬王院温泉寺にて
「たまゆら」という文字が掲げら
れているのを見ながら、あいうえ
おとの関係を再度話した。

５.  明覚上人五輪塔にて
明覚上人と薬王院、萬松園の関係
について再確認した。薬師山探検
隊で繰り返し見ているので、子
どもたちが「知ってるよ」と口々
に話していた。

６.  東屋にて
赤松を子どもたちに見つけても
らった。その上で、前回話した赤
松と古総湯・湯の曲輪の関係や九
谷焼との関係を話した。

４.  あいうえおの階段にて
「あいうえお…」と声に出して階
段を上がった。あいうえおとの関
係だけでなく、あいうえおのプ
レートが九谷焼でできているこ
とや九谷五彩の話をした。

７.  薬王園園庭の下にて
子どもたちに水の流れを発見し
てもらい、その水がどこから流れ
てくるか辿った。萬松園の方から
水が染み出してきているのを見
つけた。

２.  薬王院温泉寺の境内にて
薬王院と菖蒲湯祭りとの関わり
があることを話した。この境内で
火が付けられるということを話
した。

  △利用したワークシート
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古地図の読み解き

　明治 34 年の湯の曲輪や萬松園が描かれ
た絵図や、昭和 8年、12 年、45 年の地図
を読み取り、今もあるもの、今はないもの
を探した。
　総湯や萬松園、薬王園、服部神社はある
一方で、小学校の位置が動いていたり、電
車ができてなくなったりしたことを確認し
た。現在の位置関係や漢字の読み方なども
学んだ。今の大人たちが山や川で遊んだエ
ピソードなどを聞いた。
　そして、未来に向けて考える手がかりと
なる松と山代の関係について話した。
　また、明治時代の木造の総湯を再現した
古総湯を紙粘土で作った。
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