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「キッズキャンパス2008」– 役割と意義 –
報告：松尾真由美

A world to be born under your footsteps… St.-John Perse

1.　「キッズキャンパス」
　キッズキャンパスは、広島日野自動車の助成を受け、広島市立
芸術学部の「全ての世代に亘る生涯学習への取り組み」の一貫とし
て、２００５年よりスタートした幼児・児童美術講座である。広島
日野自動車株式会社、上野弘文社長の要請に対し、大井健次芸
術学部長（当時）が、幼児・児童向けの美術講座を構想し、１０
年間の計画のもと、２００５年、森永昌司芸術学部助教授、伊東
敏光同学部助教授（当時）が研究プランを実施、その基礎が形成
され今日まで継続している。

2.　プログラム名・担当者名（２００５年〜２００７年）

２００５「児童絵画をもとにした大型彫刻の制作」
　　　　彫刻専攻・伊藤敏光
　　　　「自然と触れ合い芸術家と共に描く」
　　　　油絵専攻・森永昌司
２００６「親子で楽しむ造形あそび」油絵専攻・森永昌司
２００７「ゆめのバスをかこう」油絵専攻・森永昌司
　　　　「空に絵をかこう」「学内探検スタンプラリー」
　　　　油絵専攻・松尾真由美
　キッズキャンパスで制作された作品は、市内会場で展示し、より
多くの市民が鑑賞する機会を設けた。同時に会場内では、「わくわ
くアートワークショップ」という、学生スタッフ主体の造形ワークシ
ョップを毎年開催している。

「キッズキャンパス展・わくわくアートワークショップ」２００５〜
２００７
ワークショッププログラム例：２００７「オーナメントをつくろう」
−地域産の牡蠣の殻、廃材を利用した立体造形

3.　「キッズキャンパス２００８」

「キッズキャンパス２００８」
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

「キッズキャンパス」は、広島日野自動車株式会社の寄与講座として、
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、幼児と小学校低学年の児童を対象とした公開
講座として、2005 年よりスタートいたしました。キッズキャンパス
に於いて開催されるプログラムの担い手は、広島市立大学芸術学
部の教員と学生たち、そして子供の創造性に着目してその喚起と
育成に取り組もうとする現場の教育者たちです。芸術の「人を自由

にする学問」としての本義を果たすべく、子供たちを取りまく環境
をよりよいものにする為に、市民や企業のサポートを得ながらプロ
ジェクトの継続をはかって参ります。

　私は２００７年開催の「キッズキャンパス２００７」からプログラ
ム制作、指導、主な運営を担当しているが、「キッズキャンパス
２００８」で、プロジェクトの継続と更なる発展のために、それま
での活動を振り返り、一度児童造形活動の基本に立ちもどる事を
考えた。具体的には、「絵画」と「造形」というシンプルな２本の
軸でプログラムを整理し、わかりやすく楽しめる造形講座と、安全
な講座会場の環境作りを心がけた。
　物事に対する発見 – 気づきは、創造性を育む大切な一歩と考え
る。情報や商品が溢れ、組織での行動が多い社会では、ともすれ
ば個人的な「気づき」を見過ごしてしまう。ささやかな「気づき」
を見過ごす、及び軽視する環境では、そこから先に繋がる創造性
へと発展しない。何かを育むには、「ものが生まれる環境と、生ま
れたものを守り育て続ける努力」が必要である。このわかりきった
シンプルな環境は、しかし、家族、地域、教育機関、しいては社
会全体が協力しないと成立しない。
　「キッズキャンパス」では、参加児童・保護者・学生スタッフの３
者全てが、造形活動を通じて「創造の発見と歓び」を経験できる
場になればと願っている。

「キッズキャンパス２００８」プログラム
《色のサーカス》
キッズキャンパス２００８プログラム１
担当：油絵専攻助教・松尾真由美
時間：１０：００〜１２：３０
参加者数：３５名
　　キャンパス：８m x １１m の綿布２枚（芯生地、白）
　　画材：ローラー、筆、アクリル絵の具、スクールガッシュ、
　　色鉛筆、クレパス、クレヨン　他

「たくさんの色が空中に浮かんで私たちのまわりを取り巻いたら？美
しい色にかこまれて楽しい気分になりそう。」

　芸術学部棟２F 吹き抜けに、こども達が描いた絵画で、円筒型
の絵画空間を作ることを構想した。透ける程薄い白色綿の芯生地
を縫い合わせ、８m x １１m の布を２枚作製し、それをキャンパス
とした。芸術学部塔２F 石膏室と立体工房という大きな部屋の床に
その布を敷き、年齢ごとに２クラスに分けて作画に取りかかった。
　黄、赤、青のアクリル絵の具を、一色ずつ多種のローラーで線
を引きながら色を重ねた。重ねた事で新しく色ができた事を学び
ながら、スクールガッシュ、クレパス、色鉛筆と画材を変え、絵の
具の濃淡を変えて制作を進めた。完成した布の絵は、金属製の大
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きな輪に吊るし、高さ８m の円筒型作品として芸術学部の２F 吹き
抜けに展示した。こども達は自分で描いたこの円筒の絵の中に入り、

「色の空間」を体験し、さまざまな色を見つけ、発表した。また、
自分で描いた箇所を親子で、探したり、話したりしながら鑑賞した。
絵具の重なりや、光の透過性を利用し、布に描かれた半透明から
不透明までの様々な「色の表情」と、「絵の世界」を体一杯体験で
きたようだった。

《ねんどろんこプールと不思議の生きものたち》
キッズキャンパス２００８プログラム２
１）ねんどろんこプール担当：油絵専攻助教・松尾真由美、
　　油絵専攻 7 期生・三木はるな
　　時間：１０：３０〜１０：４０
　　材料：こども用プール、粘土
２）不思議の生きものたち担当：彫刻専攻教授・伊東敏光
　　時間：１０：５０〜１４：３０
　　材料：心棒（垂木、麻ひも、針金）、粘土
　　受講者数：１）２）合計３2 名

「どろんこのプール、いちどは入ってみたい。どろどろ〜変身！粘土
は不思議。いろいろな形に変化してまたもとにもどる。なんでもつ
くれる」

　こども用ビニールプールの底に、柔らかく練った塑像用の粘土を
10 ㎝程度入れ、「どろんこプール」を６つ用意した。内３つのプー
ルには、「指の形が残る」程度の柔らかい粘土、残り３つには、形
が残らない「とろとろした粘土」を入れた。こども達は汚れても良
いように、水着姿でこの「どろんこプール」におそるおそる手や足
を入れ、粘土の感触を確かめた。次第に自分達の腕、足、体全体
に柔らかい粘土をどんどん塗っていく。粘土ボールを作ったり、粘
土のひもを作って全員でつなげたりして粘土素材を楽しんだこども
達の中には、粘土像のように体中べとべとになった子もおり、歓声
を挙げながら粘土との触れ合いを楽しんでいた。
　この「ねんどろんこプール」は、次に続く「不思議の生き物たち」
の導入部分であり素材である粘土に慣れた後、彫刻専攻の教室に
移動し、引き続き「不思議の生き物たち」を行なった。会場には、
伊東教授始め学生スタッフがあらかじめ用意した、垂木、麻ひも、
針金で作った、４つ足動物の心棒が置かれていた。こども達は各
自が好きな心棒を選び、思い思いの動物や生きものの形を考え、

図版 1　「色のサーカス」

図版 3

図版 2　制作風景

図版 4　鑑賞
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粘土で心棒に肉付けしていった。
　制作は親子単位で行い、好きな動物や、想像の生きものなど、
思いついた生きものを、粘土を使って本物のように作っていった。
普段使わない心棒の効果、１人約１キロという粘土量、学生スタッ
フによる技術的な補助もあり、大多数のこどもが大きな作品に挑
戦していた。中には高さ 60cm 程のキリン像などもあり、伸び伸
びと大胆な表現、根気強く細部にいたる表現と、その表現は多種
様々であったが、いずれも完成度の高い作品が完成した。

「キッズキャンパスお楽しみプログラム」
　午後には、二つの「お楽しみプログラム」を用意し、受講者と保
護者が一緒に楽しめるようにした。

キッズキャンパスお楽しみプログラム
１《お楽しみランプシェード〜光の絵画大作戦》
担当：デザイン工芸非常勤助教　和気拓哉
時間：１３：３０〜１５：３０
材料：木枠に張った障子紙、アクリル絵の具、筆　他
　
　「色」をテーマにした絵画プログラムに関連するお楽しみプログ
ラムとして、木枠に張った薄い障子紙に思い思いの絵を描くプログ
ラムが考案された。絵が完成したら、会場アトリエの窓際（磨りガ
ラス）に天井から吊るし、光を通して鑑賞できように展示をした。
この作品は後日「ウインターフェスト – ひかり　あかり　いのり　
ふわり　メッセージ２００８」（代表研究者：北田克美教授）で光
の塔として活用され、「キッズキャンパス２００８展」でも展示され
た。

２《お楽しみ陶板〜手形・足形大作戦》
担当：油絵専攻非常勤助教　湯浅ひろみ
時間：１４：３０〜１５：３０
材料：粘土、貝殻、ビー玉　他

　「粘土」と関連するお楽しみプログラムとして、こどもたちの手形・

図版 5　「ねんどろんこプール」

図版 8　制作風景

図版 6　「ねんどろんこプールと不思議の生きものたち」

図版 7　制作風景
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足形の陶板制作を行った。完成した粘土板は乾燥後、日野自動車
株式会社研修センターにある「文香窯」（芸北町）の穴窯と山田山
陶芸教室の電気窯にて焼成し、２種類の味わいある陶板が完成し
た。完成した陶板は、後述する「文香釜窯だし」と「キッズキャン
パス２００８展」で制作者に贈呈した。

《油絵コーナー》
担当：芸術学部学生 
材料：F ３０号キャンバス　２枚、油絵の具、筆　他

　親子が共に楽しめるものとしてこのコーナーを作った。F ３０号
キャンパス２枚に３cm x ４cm　の格子線を引き、参加者が自由に
油絵の具を混ぜて好きな色を好きな升目に塗って、油絵の具を体
験できるようにした。

「文香釜窯だし見学・野外アート活動」
会場：「文香窯」広島日野自動車研修センター
会期：２００８年１０月１９日（日）

参加人数：親子２０組
材料：スケッチブック、はさみ、のり　他

　希望者２０組の親子を芸北にある「文香窯」で焼成した、「手形・
足形陶板」の窯出し見学に招待した。自分で制作した陶板が窯か
ら出てくる時は歓声が上がった。昇り窯の内外を観察した。その後、
会場から近い深入山麓の公園に移動し、全員で風景のスケッチや、
赤や黄色に色づいた落葉などでコラージュ（貼り絵）をした。

《キッズキャンパス２００８展・わくわくアート・ワークショップ》
キッズキャンパス２００８プログラム 3
会期：２００９年１月２４日（土）・２５日（日）
会場：広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市中区袋町 6 番 36 号）
TEL.082-545-3911 　FAX.082-545-3838
開場時間：１０：００〜１８：００　入場無料

講演会：「愛知県児童総合センターの取り組み」
講演者：愛知県児童総合センター長（当時）　田嶋茂典氏

図版 9　「お楽しみプログラム〜光の絵画大作戦」 図版 11　「油絵体験コーナー」

図版 10　「お楽しみプログラム〜手形・足形大作戦」 図版 12　「文香釜窯だし見学」
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日時：２００９年１月２５日（日）１４：００〜１５：３０
座談会：広島大学大学院教育学研究科　三根和浪准教授
　　　　広島市立大学芸術学部油絵専攻　森永昌司准教授
ワークショッププログラム：「色のプラネタリウム」「ひかりとダンス」

「ステンドグラスモビール」「このかげなあに」「カラフルスライド」「い
ろいろウエ〜ブ」
会場入場者数：１５０名（２日間）
　
　２００８年８月２３日に開催した「キッズキャンパス２００８」で制
作したこども達の作品展示を、広島市まちづくり市民交流プラザで
開催した。この展覧会は以下３つの要素で構成した。
１　「キッズキャンパス２００８」作品展
２　講演会「愛知県児童総合センターでの取り組み」
　　愛知県児童総合センター長　田嶋茂典氏　　
３　「わくわくアートワークショップ」

1.　「キッズキャンパス２００８」作品展
　　「色のサーカス」で制作した布の絵画、「ねんどろんこプールと
　　不思議の生き物たち」の作品写真パネル、「ランプシェード」
　　の作品を利用した光の塔、「手形・足形陶板」の陶板を展示
　　した。

2.　講演会「愛知県児童総合センターでの取り組み」
　　田嶋氏の講演は、「愛知県児童総合センターでの取り組み」　
　　を紹介して頂いた。

3.　「わくわくアートワークショップ」
　「わくわくアートワークショップ」では、学生スタッフは２００８年
１１月から放課後にミーティングを重ね、造形プログラムの考案か
ら改善に取り組んできた。ワークショップは要予約の１時間プログ
ラムと、予約なしで来場者が随時取り組めるプログラム２種類を用
意した。

４.　まとめと今後の展望
　４回目となる「キッズキャンパス２００８」は、夏の講座、秋の「窯
出し」、冬の展覧会・ワークショップと多岐に渡ったが、講座を重
ねる毎にプログラムや講座の構成など、その内容が改善され、一
年を通じて充実した活動になったと思われる。
　「キッズキャンパス」を開催して強く感じる事が二つある。
一つは、受講者からの強い支持と講座への積極的な取り組みであ
る。夏の講座には、広島市内各地から１４３名の応募があり、毎年
のように応募下さる方も多い。「キッズキャンパス」は回を重ねる毎
に少しずつ、しかし着実に地域社会で認知され、支持されるよう
になってきている。今回参加した幼児・児童たちは、どのプログラ
ムにも積極的に参加し、普段体験できない大きさの絵画、そして
粘土造形に熱心に取り組んでいた。保護者の方々も、制作中は暖
かく見守り、必要な時は一緒に制作に参加していた。
　もう一つは、学生スタッフのプロジェクトへの積極的な姿勢であ
る。「キッズキャンパス」には、学科・専攻を問わず学生スタッフ
を募るが、日本画、油絵、彫刻、デザイン工芸とほとんど全ての
専攻や分野から参加者が集まる。多くは教職課程を履修し、美術
教育に関心の高い学生である。中には、こども環境に関した研究（デ
ザインなど）をテーマにしている学生もいる。彼らは大変積極的に
プロジェクトに取り組み、特に冬の「わくわくアートワークショップ」
では、テーマに沿ったワークショッププログラムを、案から試作品、
指導方法など学生達で検討し、改善していった。夏の講座で始め
て参加し、こどもへの対応を戸惑っていた学生も、冬のワークショ
ップ時には、堂々と対応できるように成長していく。プログラムを
自分たちで創り、こども達に教えようとする学生達の姿には本当に
感心する。またそうやってこども達に触れる学生達もまた、こども
達から刺激をもらい自身の制作に活かし、美術を通じて社会に貢
献しているのだ。
　今後は、講座にテーマ性を持ち、より実験的な要素を持った造
形プログラムを取り入れたらと考える。また、芸術学部のみならず、
情報学部、国際学部、しいては地域の美術館、科学館との連携も
視野にいれ、大学から地域社会へと発信し、地域に根ざした活動
へと成長してほしい。１０年計画としてスタートした「キッズキャン
パス」、中盤の役割、そして後半の役割をその都度再検討し、時
にはプロジェクト全体を見直しながらの継続を期待する。こども達
を取りまく環境がより良くなるように。

図版 13　「キッズキャンバス 2008 展・
わくわくアートワークショップ」会場風景


