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“Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. 
Socrates.”

「教育とは、炎を燃え上がらせることであり、容器を満たすことで
はない。」ソクラテス

1.「キッズキャンパス」
　キッズキャンパスは、広島日野自動車株式会社の助成を受け、
広島市立大学芸術学部の「全ての世代に亘る生涯学習への取り組
み」の一環として、10 年間計画で 2005 年にスタートした幼児・
児童向け美術講座である。
　主な活動は、夏休みの講座、冬の展覧会、そして、造形ワーク
ショップの開催である。夏休みの講座では、広島市立大学教員と
学生が、地域の 3 歳～小学 2 年生の幼児・児童を対象に絵画や
造形ワークショップを開催し、冬の展覧会と造形ワークショップで
は、こども達の作品展と、学生が運営する造形ワークショップを
開催している。2009 年には、学外から講師を招き、児童教育に
関する講演や座談会も開催した。

2.「キッズキャンパス 2010」
　我々人間は、幼年期、少年期、青年期、壮年期、中年期、高
年期と、成長や変化を伴いながら人生を歩んでいく。人口のほぼ
四分の一を 65 歳以上の方が占める超高齢社会１へと、世界にも類
を見ない速度で進行した日本において、造形・美術活動を最も必
要とする年齢期は、幼年期と高齢期ではないかと考える。造形・
美術教育やその活動は、今後より一層社会に取り入れられ、活か
されるべきではないだろうか。
　もちろん、どの世代にとっても創造する時間は有意義なものだが、
一方には創造性を育み、その成長を促進させ、他方には生き甲斐
となり、人間性を回復し退行症状を遅らせるという点で、造形・美
術教育は、幼年期と高齢期の両年齢期の人々により広く適している
と思う。社会的な役割から、他の年齢期に比べ自由な時間が多い
という点でも、活動するには適していると考える。我々は、この造
形・美術教育に適している、そして、必要と考える幼年期に焦点を
当て、キッズキャンパスを毎年開催している。
　こどもは実に感情が豊かで、周りの環境に敏感である。楽しい、
悲しい、疲れたと、起きてから寝るまで感覚も身体も働き続け、自
らの感情を全身で表現する。見えるものや聞こえるもの、身の回
りの無数の刺激に反応し、それらの影響を受けながら成長する。
　造形・美術活動には、制作過程に様々な発見や乗り越えるべき
課題があり、それは、幼児にとっては「学びと習得」、高齢者にと
っては「選択と刺激」となるだろう。目的に向かい制作する道程で、
個人の創造性はもとより、物を観察する洞察力や、完成へ向かう
忍耐力が養われる。自分の案（idea）と作品 （work）の間に生ま
れる差を埋めるために、より適切な材料や道具を選び、その使い

方を工夫する。また、自分の考えや作品について他人に説明する
ことで、コミュニケーション能力も成長するだろう。
　キッズキャンパス 2010 では、伸び伸びとした活動を通じて、こ
どもの心と体を解放し再構築することを目標に、テーマを「あそび」
と設定した。ともすれば、あそび＝自由と捉えがちだが、自由は不
自由さの裏返しであり、不自由は自由への扉でもある。情報が飛
び交う現代社会では選択肢が過度に多く、人は選択肢の多さを前
に翻弄し、逆に選択しにくくなると言われる。2　たしかに、幼児が
自由に遊びに興じられるのは、保護者や社会に守られているとい
う条件の下である。
　このような考えのもと、最小限のルールをプログラムに設け、芸
術学部棟、回廊、中庭と構内の広域を会場にして、寛容かつ先行
的な試みを展開した。
　本稿では、「キッズキャンパス 2010」の活動を公開すると同時に、
造形・美術教育が担う意味や役割を探り、大学が地域社会へ寄与
する活動の一例として紹介する。

「キッズキャンパス 2010」
テーマ：「あそび」
主催：広島市立大学芸術学部
協賛：広島日野自動車株式会社
[ 制作プログラム ]　開催日：2010 年 8 月 29 日（日）
　　　　　　　　　開催場所：広島市立大学芸術学部
[ 鑑賞プログラム ]　 開催日：2010 年 8 月 22 日（日）
　　　　　　　　　開催場所：広島市現代美術館
対象：３歳～小学校２年生

キッズキャンパスプログラム１
《にじのえでつなごう》
日時：2010 年 8 月 29 日（日）10:00~12:30
担当：油絵専攻助教・松尾真由美
参加者数：24 名
材料・準備物：綿布、アクリル絵の具、ローラー、

筆、スタンプ　他

　芸術学部棟と国際学部棟を繋ぐ回廊にある 60m の橋に掛ける
絵画を制作した。こども達が体全体を使って絵を描き、絵の具と
触れ合い、共同制作を楽しむ事を目的としている。
　自然条件や保管面から綿布を支持体とし、幅 1.2m、長さ 60m
の綿布が用意され、アクリル絵の具、ローラー、筆、スタンプな
どを画材として使用した。
　導入部では、木の棒の先に木綿を詰めた布を巻いた「らくがき
棒」を用意し、棒の端部に水をつけ回廊の柱に一斉に落書きをした。
乾いたコンクリートに水は滑らかな絵を描き、蒸発すると絵は消え

キッズキャンパス2010—あそびとまなび—
報告：松尾真由美
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た。回廊の柱は、こども達の水絵で満たされては消えていった。
　次に、60m の布を広げ、6 つのグループに分かれたこども達が、
10m ごとに集合した。グループの担当学生の持つ色カードを目印
に、こども達は、赤、青とローラーに絵の具をつけて駆け出した。
前のグループから次のグループへと次々とリレーして線を繋ぎ、色
違いの 60m の線が重なり、次第に大きな虹のように形成された。
　更に、手や足に絵の具をつけてスタンプをしたり、筆で絵を加
えたりしながら、伸びやかで多彩な虹の絵が完成した。
　乾燥した絵画を学生達が 3 階の橋に掛けると、緑豊かな山々を
背景に、色彩豊富な虹が浮かび上がった。こども達 24 人で描い
た虹の絵画は光の中に輝き、こども達や学生達の歓声の中、美し
く風に揺れていた。

キッズキャンパスプログラム 2
《カラフルジャングルで遊ぼう！》
日時：2010 年 8 月 29 日（日）10:00~12:30
担当：立体造形分野教授　吉田幸弘
　　　立体造形分野非常勤助教　稲津あや子
　　　協力研究員　橋本英和
参加者数：25 名
材料・準備物：紙テープ、セロハンテープ、はさみ　他

　芸術学部２階エントランスホールに紙テープを張り巡らし、皆で
大きなジャングルを制作した。それは、建築図面に色鉛筆で線を
描いて遊ぶようなもので、こども達の手によって色とりどりの紙テ
ープが縦横無尽に繋がれていった。
　先ず、こども達を日常から造形の世界へ導くために、ジャングル
や動物のことを話し、紙テープで頭飾りや尾を作り、全員が飾り
を身につけて動物へと変身した。
　次に、エントランスホールに移動し、予めこども達の背の高さに
合わせて柱に貼ったスズランテープを支持体として、右から左へ、
左から右へと色とりどりの紙テープを張っていった。次第に紙テー
プの格子が作られ、密度を増したところで格子全体を一気に 3 階
から引き上げ、下層に新しい紙テープの層を制作していった。こう
して、左右だけではなく、上下にも紙テープをつなぎ、ジャングル
のような、蜘蛛の巣のような造形がホール一杯に広がっていった。
こども達は紙で徐々に形作られる巨大ジャングルに興奮し、大歓声
を上げ、床に寝転び頭上に重なる紙テープの層を眺めたり、逆に
３階に上がり上からジャングル全体を見下ろしたりしていた。2 階
から 6 階までの開放的なエントランスホールは、この色とりどりの
紙テープジャングルですっかり様変わりした。鑑賞後、今度は全員
でジャングルを壊し、紙テープをグルグル丸めると一つの大きなボ
ールになった。作品を創作し、それが無くなるまでの過程を楽し
みながら、物の循環を全身で体感するプログラムだった。

図 1 　にじのえでつなごう」制作風景

図 3   「カラフルジャングルで遊ぼう！」制作風景

図 2　「にじのえでつなごう」展示風景
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キッズキャンパスプログラム 3
《うごく絵日記を付くろ～》
日時：2010 年 8 月 29 日（日）10:00~12:30
担当：メディア造形分野教授　中嶋健明
参加者数：9 名と保護者
材料・準備物：デジタルカメラ、iMac、iMovieHD、

画用紙、はさみ、のり　他

　デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能を使い、一生に一度の
その日その時の事象を、印象深く記録できたらというねらいのもと、
キッズキャンパスの親子の一日を写真撮影して、ストーリーや音楽
を加えながら、心に残る記録写真集を制作した。
　先ず、学生達の案内のもと、親子で広島市立大学を探検し、興
味を持つ場所を探した。気に入った場所が見つかると、そこでポー
ズを取り、建物や植物の影に扮したり、動物に化けたりしながら、
面白い写真を家族で協力して撮影した。
　次に、芸術学部 CG ラボに移動して、Apple コンピューター動画
編集ソフト i Movie HD で撮影画像を読み込み、その日のストーリ
ーを考えながら写真の順番を決め、効果的な画面切り替えを選び、
時に静かな、時に劇的な切り替えで、選んだ写真を繋げていった。
　更に、字幕スーパーでコメントやタイトル、そして、クレジットを
製作し、音楽素材を加えると映像に立体感が生まれ、家族ごとに
特色ある「うごく絵日記」が完成した。
　最後に、その日撮影した写真をコラージュし、描画を加えながら、
絵日記のイメージを表現する DVD ジャケットも制作した。
　講座の閉会式で完成作品は上演された。どの映像作品も、写真
のみならず、異なる効果や音楽によって家族の個性が表現されて
いた。作品はどれも「キッズキャンパスの一日」を鮮明に映し出し、
会場全体が楽しい雰囲気に包まれた。

キッズキャンパスプログラム 4
《みてみよう・はなしてみよう！》
日時：2010 年 8 月 22 日（日）14:00~15:00
担当：広島市現代美術館学芸員・教育普及担当　山下樹里

広島市立大学芸術学部　油絵専攻助教　松尾真由美
参加者数：16 名
　
　広島市現代美術館で開催された「もっと動きを：振付師としての
アーティスト」をこども達と対話しながら鑑賞した。身体の「動き」
を取り入れた作品を観て、作品の話しを聞き、その作品の動きを
真似たり、作品についてどう感じるか話したりした。
　机を叩いて雷の音を表現したヴィクトル・アリンビエフ氏のビデ
オ作品「夏の稲妻」2006 では、教室にいる少女達が指で机を叩
く動きが繰り返され、時折稲妻が光るシーンがある。　　　
　緊張感高まったところで挿入されるこの雷のシーンでは、こども
達から「こわい」と小さな声が上がり、中には、それまで真似てい

図 4「カラフルジャングルで遊ぼう！」制作風景

図 5「うごく絵日記をつくろ〜」制作風景

図 6「うごく絵日記をつくろ〜」制作風景
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キッズキャンパスお楽しみプログラム
《らくがき棒》、《さらさらすなえ》、《へんしん！かみテープ》、
《じゃばら MAX》
日時：2010 年 8 月 29 日（日）13:30~14:30
担当：芸術学部非常勤助教、協力研究員、学生
材料・準備物：らくがき棒（棒に綿）、構内で採取した砂、紙テープ、

画用紙、上質紙、ポスカ　他
　メインプログラムで使用した材料や道具を活用し、テーマに沿っ
たミニプログラムを開催した。「らくがき棒」では水絵、「さらさら
すなえ」では、大学構内の土で作った砂で砂絵を制作し、こども
達は素材の違いを体験した。　
　「へんしん！かみテープ」では、紙テープを編んだり、カールさ
せたりしてベルトや髪飾りを制作し、少し手を加えることで、同じ
素材が変化して見えることを紹介した。「じゃばら MAX」では、左
右から見ると異なる絵を制作し、その見え方の変化を楽しんだ。

体験コーナー
《キラキラあぶらえ》
日時：2010 年 8 月 29 日（日）12:30~14:30
担当：芸術学部学生
材料・準備物：F 30 号キャンバス、油絵の具、筆　他 
　30 号のキャンバスに、7.5cm×4.5cm の格子を描き、油絵の具
を用意して、自由に絵の具を混ぜながら、好きな色を好きな格子
に塗っていった。キャンパスに近づくと筆跡や塗る方向など、一つ
一つに違いがありこどもの個性が伺えた。

キッズキャンパスプログラム 5
3.「キッズキャンパス 2010 展・わくわくアートワークショップ」
会期：2010 年 1 月 23 日（土）・24 日（日）10:00~18:00 入場無料
会場：広島市まちつくり市民交流プラザ　メディアルーム
ワークショッププログラム：
プログラム A　《カラフルしゃぼん》定員：各 10 名、１日２回開催

た動作が崩れて目や耳を覆うこどももいた。
　橋本聡氏の作品「投石」2010 は、ベニヤ板で作った直方体のト
ンネルの中に一人が小石を投げ、他の人々が箱に耳を当て石の音
を聞く作品だ。氏のインストラクション通り、こども達は、順番に
トンネル内に注意深く石を投げ、見えなくなった石を音で追い、「こ
こまで石が届いた」と音の方へ駆け寄っていた。
　こども達は初めて観る作品に対し、未知なるものを吸収しようと
発言や質問も多く、大変積極的だった。プログラムでは終始、作
品とこども達との距離が、精神的にも肉体的にも近づいたり離れた
りして見えたが、それは、まるで作品の放つ意図やエネルギーをこ
ども達が全身で受け取っているように思えた。

図 7「みて・はなそう」会場風景

図 9「お楽しみプログラム」制作風景

図 8「みて・はなそう」会場風景
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4. まとめとあそびの提案
　思い切り遊んで疲れて眠る、そんな一日を最後に過ごしたのは
いつのことだろう。振り返ってみると、ただ全速力で走ることも、
芝生に寝転ぶこともずっとしていない。まして、体中が絵の具だら
けになることや紙テープまみれになることは、これまでにあっただ
ろうか。
　こども時代のあそびは、その後の人生において心身の健康を保
つ方法や自立を自覚する機会を体に記憶させているのかもしれな
い。芝生を裸足で走り、その匂いや風を感じ、小さな虫や植物を
見つける。四季折々、生命の循環を繰り広げている自然との対話は、
日頃見えなくなったものに気づかせてくれる。
 心を解放してあそぶことは、どの世代にとっても必要だろう。忙し
い壮年期や中年期の生活環境でもきっと周りにあそびは見つけら
れる。仕事場や自宅で、家具や掲示物の配置や配色を変える。毎
日使う食器や文具をじっくりと観察し、他の用途を考えて実行する。
効率やルーティーンワークを少しの間横に置いて、物事を異なる角
度から見る、試していない事を試すなど、今、見えないものを探
る気持ちが発見を誘発するはずだ。
　ジムで汗を流す、映画を見て泣く、お酒を飲み、カラオケで歌い
大声を出す、長い集団生活を行う人間は、多くのストレスを内に蓄
積し、様々な方法でそれを外に出し心身の健康を保っている。消
費社会に貢献する人工的な遊びも良いが、自然との対話や、一日
の出来事を絵や写真で綴る、大きな紙に好きに絵を描くなど、創
作活動はより能動的で、心身も活性化されるように思う。造形・
美術活動には心を解放する働きがある。あそびはその最も根源な
るものだ。3

　「キッズキャンパス 2010」では、参加したこども達、保護者、学生、
教員の、年齢や立場を超えて笑い合う交流が年間を通じて随所に
見られた。これらの活動が、こども達を取り巻く環境を良くしてい
くことはむろん、その周りの大人達、しいては地域社会全体にとっ
て、より良い環境作りの一助となればと心から願っている。

プログラム B　《ぱたおりパズル》、《森からのおくりもの》、《でこぼ
コンポジション》
随時参加可能
会場入場者数：60 名（２日間）

　「キッズキャンパス 2010 展」では、夏の活動で制作したこども
達の作品や、制作風景写真の展示を行い、「わくわくアートワーク
ショップ」では、テーマに沿った 4 つのプログラムを開催した。
　それらは、紙を折りながら、数種類の絵を組み合わせる「ぱた
おりパズル」、木目を利用して木片に色鉛筆やクレヨンで絵を描く

「森からのおくりもの」、段ボールを使ってのコラージュ「でこぼコン
ポジション」、そして、シャボン玉で紙に絵を描いた後、ヘイター法
で一版多色刷りを試みた「カラフルしゃぼん」である。中でも「カ
ラフルしゃぼん」は、絵具と洗濯のりを混ぜたシャボン玉で描く絵
画と、水性と油性インクを重ねて一版で刷る版画という、絵具の特
性を活かした 1 時間のプログラムで、担当した学生達が導入からま
とめまで特に熟考し、試作を重ねたものだ。参加したこども達や
保護者は、プログラムに大変興味を持ち、絵具やインクの性質を
知り、驚きながら制作を楽しんでいた。　

図 10「キッズキャンパス 2010 展」会場風景

図 11「カラフルしゃぼん」しゃぼん玉絵画　制作風景
図 12「カラフルしゃぼん」一版多色刷り版画　制作風景
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