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芸術士のいる保育所

「保育所への芸術士派遣事業」

は高松市からの委託を受け、

NPO 法人 アーキペラゴが平成 21

年11月から市内 28 ヶ所の保育

所で実施しているものです。



prologue

はじまりのことば

子どもたちには、無限の可能性があります。

子どもたちの気づきや行動の中にこそ、大

人が知り得ない希望があります。

大人の固定概念や先入観で子どもたちの前

にレールを敷くのではなく、子どもたちを

信じ、その感性と創造力を守り育てること、

子どもたちが始める表現や行動を大切に受

けとめ続けることが、今を生きる大人に出

来る未来への行動です。

高松市は、多くの子どもたちが共に過ごす

保育所（園）を舞台に、子どもたちの感性

と創造力の芽を見つめ育む環境を整備すべ

く、アートを通じた活動経験を有する「芸

術士」を配属します。

感性と創造性の可能性を知り、それを体現

している「芸術士」たちは、感性と創造性

を開花させようとする子どもたちに寄り添

い、子どもたちの発芽に気づき守り、その

固有性を認めながら、共に暮らすこの街の

未来を意識し、共に希望の花を咲かせます。

人が変われば、街が変わり、社会が変わり、

世界が変わる。

高松市の小さな決意と行動、それらが生む

小さな変化が、世界の更なる輝きにつなが

ることを祈って、私たちはこのプロジェク

トを始めます。

高松市  / NPO 法人アーキペラゴ
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？
Geijyutsushi

芸術士とは

芸術士は、子どもたちの無限の可能性を信じ、子どもたちの感性と創造力を最大限に引き出す

手助けをします。それは、あれこれと指示することではなく、子どもたちを見守り、励まし、

豊かな感性を育てていくことです。

また、芸術士の目を通して見、気付いたことを保育士、保護者、さらに社会に伝えます。子ど

もたちに関わる社会がこどもたち個々の個性を育み、感性豊かな子どもたちが育つ環境になっ

ていくと考えます。芸術士は、子どもたちと社会を繋ぐ架け橋です。

芸術士を務める人

芸術士は、子どもを愛する人であり、感性と創造性の可能性を実体験として理解しているアー

トに通じた人であり、子どもと大人の境界を越えて共に交わるコミュニケーション能力を有し

た人です。そして何よりも、高松市の未来に、社会の未来に貢献する意識を持ち、そのために

自ら行動出来る人です。

芸術士のミッション

「芸術士は子どもたちと社会を繋ぎます」

芸術士は、子どもたちと接すること以外の役割として、ドキュメント（記録）を制作します。ドキュ

メントとは単なるこどもたちの活動の記録ではなく、

子どもたちが社会の中で価値ある存在であることを示し、子どもたちが創る未来の社会を垣間

見せるものです。そしてそれらが社会の財産となることを願います。

「芸術士は結果を求めません」

子どもたちの関心はめまぐるしく移行していきます。絵本を読んでいる途中で、踊り出したり、

描いていた絵を突然ハサミで切り刻んだり。大人の求める結果が、子どもたちにとっての正解

とは限りません。芸術士は、結果ではなく、過程を大切にします。

「芸術士は子どもたちのサポーターです」

子どもたちはなにかを発見したり、感動したりしたとき、それらを他者に伝えたいという気持

ちに溢れます。芸術士は、子どもたちそれぞれの個性を尊重し、自らが考え、工夫し、伝える

力を引き出すサポートをします。

「芸術士は子どもたちの『こころ』と『ちから』を大切にします」

◎探求心

子どもたちは新しい発見をすると「なぜ？どうして？」と尋ねます。芸術士は、それらの答え

を言葉で伝えるだけでなく、子どもたち自らが探し求められる環境を整えます。

◎想像力

例えば紙に１本の線があったとします。子どもたちはその線が何なのか想像します。道であり、

海であり、蛇であり、おそらく一人一人全く違うものがたりを創り出します。子どもたちは大

人の予測を遥かに超える想像力を持っています。芸術士は、子どもたちの想像力を引き出す手

助けをします。

◎創造力

子どもたちは無自覚にさまざまな表現手段を習得します。泣く事でしか自分の欲求を伝えるこ

とができなかった赤ん坊が、親を模倣することで少しずつことばを覚え、ことばが他者に伝わ

ることに大きな喜びを感じます。そしてことば以外にも表現方法があることに気づきます。歌

うこと、踊ること、絵を描くこと、それらの創造力は無限に広がります。そもそも子どもたち

が何かを表現したいという欲求の源は、自分も社会の一員であるということを他者に認めても

らいたいからでしょう。芸術士は、そんな子どもたちの可能性を狭めることなく、子どもたち

の創造力を最大限に引き出します。
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あすなろ保育園

道具について

夏の風景（海と山のある街）
                                          5歳児

あじさい　4歳児 あさがお　4歳児

屋島のふもと、我が家から約1,5kmほどの場所にあり、とても身近
な保育園。こども達に様々な体験をさせることに徹していて、行事
が多い中、こども達はいつも楽しそうに活動している。毎週一回、
週ごとに3歳児、4歳児、5歳児のクラスに順番に入り制作活動中心
に関わっている。クラス担当の先生にテーマや材料、ねらいを伺
い、素材や手法などを提案し、制作につなげている。各クラス担当
の先生が非常に協力的で、子どもにどう声掛けすれば良いのか分
からない時など、助け舟を出してくれたり、後できちんと説明して
くれたりするので、本当に助かっている。各クラスとも子どもたち
が年間を通じての作品集を制作しているので、それに即したもの
と、教室や廊下に展示するための共同制作が中心である。最近、
訪問できない時にも担任の先生がメールで子どもの制作状況を
レポートしてくださり、保育園に居ないときでも制作に関わってい
る感じがあり、とても励みになっている。今後は子どもたちの体験
を豊かにするべく、工作なども取り入れたい。

道具は私のこだわりで、きちんと洗えば新品の様にピカピカになる梅皿を使
用している。毎日の片付けが次回気分新たにつくり進める気持ちの切り換え
行為だと思っている。ある日、子どもが絵の具の後片付けの手伝いをしてく
れた。はじめは洗い方を教えつつ一緒に洗っていたが、二人の女の子が自分
たちでやると言いだしたので、任せることにした。すべてきれいに洗い終わ
ったので「よく頑張ったねー」とほめると、突然顔を洗い出した。遊んでいる
のかと思ったが、それを見た担任の先生は、彼女たちはきれいに洗い遂げ
た達成感とほめられた嬉しさで興奮してほてった顔を水で冷やしていると教
えてくれた。私には当たり前のことが、子どもたちには新鮮で楽しいことなん
だと再認識！片づけをきちんとすることや、道具を大切にすることなど、こん
なかたちで私のこだわりが嬉しさとして伝わっていくなんて・・・何とも言えな
い喜びを感じた。

夏をテーマに、２チーム15名
づつに分かれて制作。まずペ
ンで全体を描いてもらった後
、水彩えのぐで背景を着彩。後
日クレヨンで色塗り、とてもカ
ラフルな作品になった。

あとから各自の作品集におさめら
れるよう、工夫してみた。あじさい
の葉っぱ作りを経験した子どもた
ちはアッ！という間に葉っぱをつく
りあげた。半紙を折って着彩。乾い
た後にレイアウト。並べ方に各自の
個性が光っている。

三原色を使い混色。葉っぱと花びらを
着彩。好きな色画用紙を選びレイア
ウト。クレヨンで線を書き加え仕上げ
。あじさいの様に展示したことで、各
自の個性が一つ一つの花びらの中に
込められた。

谷由貴 ASUNARO hoiku-en
Yuki  Tani



今里保育所 村井知之

10
5

1

13

14

6 11

17

7
12

15
2

9

8

16
3

4

全保育所の中では特殊なケースで、芸術士発のワークショップはあえて展開せずに、違う視点の人間が生活の場を共にし、対話す
る中でこどもたちの興味・表現を広げていく。という指針の元にそんな未知の領域を、保育士＋芸術士がどう連携していけば面白
いかを模索しながら、週に四日の日々を過ごしています。昨年から独自のプロジェクト保育の様なアプローチを既にはじめていて、
先生が年長のこどもたちの言葉を拾い上げながら、船・冒険と言ったようにテーマを明確にし、「浮かぶとは」「どんな形の船を作
ろう」等、段階に沿いマインドマップと照らし合わせながら形にしていきます。ここでは、てがかりになる様な資料（本・人）を
探してきたり、材料をわけてもらえそうな所に交渉にいったり（後に皆で行く）、関わってない子を見守ったり、他の年齢の子と
遊んだり（異年齢混合なので）、アイデアを出したり。という係を担当してみています。プロジェクト保育では、大人がおおまか
な狙いは持ちつつ、ひとりで始めるそれもあったり・到達点へいけなかったり、途中で休んだりまた違うものがはじまったり。と
縦横無尽に「遊び」の過程を楽しむ所に重きをおいています。今里アプローチでは、その辺りをどのように取りこみながら進めて
いけるかが課題です。きっかけ・問いかけを魅力的に投げかけるには。彼らの摩訶不思議でロマンチックで、個々の等身大サイズ
の現実を、どれくらい受け入れれるのか。こどもたち・せんせい方と一緒に「やわらかくてつがく」していければと思います。そ
の取りくみの様子や毎日のささやかな出来事は、日々ドキュメントに綴っています。所内でも先生たちが作ったそれらの横に並ん
で、リアルタイムで見ていない親御さん等に読んでもらったり、振り返り俯瞰したりするのに役立てています。これを作ると、失敗・
成功という次元でなく「可能性」がみえてきます。希望です。なんにもしない（様に見える）時間は自分の自然を回復する時間で、
実はとっても大事な行為。意味はわからなくても、人それぞれにそんなカフェや空き地の様なものがある。こどもたちのことばや・
行為には、意味も無意味も混在してなんとも言えない味わいの物語があるのでしょう。まだまだその宇宙の 1% も見れていないで
しょう。たくさん垣間見たいものです。                     

1. さくらんぼカラー　2. 楽器はお家ごっこツールになり　3. 空想と現実が行き来しつつ物語が進む　4. この位の高さで観てる　5. 落ちた花びらを木に再生してみる　6.

所庭で竹小屋制作　7. 初「みんな一緒に各々好きに絵を描く」の巻　8. 工具を使って船造り 9. 近所の建具屋さんに材料をもらいに　10. スリッパの上で積み木ワールド

　11. 光を映して机の下がセルフ映画館　12. すだれが異次元の膜になって　13. 粘土で顔飾りー変身　14. クリスマスびっくり箱登場　15. 舞台美術さんのアトリエへ材

料をもらいに　16. メモをキャンパスに似顔絵かいてます　17. 即興バンドが誕生

IMAZATO hoiku-syo
Tomoyuki Murai



４歳児クラスからのおつきあいの子どもたち。

年長さんになってパワーアップした彼らと共に、普段の一日を過

ごさせてもらっている。

その生活の中、聴こえてくる様々なストーリー。

何気なくお話をする中で、素敵なアイデアが次々と飛び出してく

る。

このきもちを一緒にかたちにできたらどんなにいいだろう、そう

思って彼らに声をかけることが自然と表現することにつながって

きているように思う。

朝の外遊び時間に所庭に工作コーナーを作らせてもらったり、自

由遊び時間を使わせてもらったり。あくまでもその日のリズムを

大切に。

彼らにとってこのコーナーでの出会いが、日常の選択肢のひとつ

としてつながっていければと思ってきた。

工作用に繰り返し用意してきたカラーマスキングテープ、ペンな

どのアイテムも、今では彼らの手とあたまに良くなじんでいる。

アイディアのひとつ、海のいきものをつくっていた時のこと。

「この子たちに名前をつけない？」と私のほうから提案。名前がつ

いた瞬間からその生き物たちが息をしはじめることを感じている

様子の彼ら。

生き物の顔を描くことに戸惑っていた男の子に「○○はどんな子？

おこりんぼ？のんびりや？」などと話しかけてみる。

雲が晴れるかのように「やさしい子なんで！」とペンで彼そっく

りな笑顔をかきはじめた。

こんな風に、“思い” は既にできていて、ほんの少し背中を押して

あげるだけでいい。

素材だけでなく対話の中でのドラマの展開も、つくるものの大き

なヒントになっていくことを感じたエピソードだった。

そんな彼らはきっと生活そのものが表現することでできている。

言葉になる前のかたちで発信する子どもたちには、今この時を思

い切りたのしんで欲しい。

今持てる見えないものを見るちから、聴こえない音を聴くちから

をいっぱいにつかって遊ぶこと。

これが今彼らとの時間で大切にしていきたいことだから。

少しずつ重ねた時間が、今、彼らの中でかたちを現し始めている

ことを先生方と感じている。続けることの力を共に実感している。

これからも生活の中子どもたちの発する音に耳をすませ、もっと

もっと五感をくすぐるストーリーを見つけていきたい。

繰り返し、何度でも共にたのしむことができる喜びを彼らは誰よ

りも知っているから。

そんな子どもたちと、まわりみんなを思わず巻き込んでしまうく

らい魅力的な時間作りを一緒に展開していきたいと思っている。

扇町保育所 赤松きよ Ogimachi hoiku-syo
Kiyo Akamatsu

ストーリーがきこえる



太田保育所では現在「大人も子どもも楽しめる保育」をテーマに、

保育を実践しています。そうした中で私のすべきことは、造形活

動だけではなく、子どもたちの日常に深く関わること。子どもた

ちから出てくる小さな「芽」に気付くこと。そして、つぎの何か

に繋げることだと考えています。これまで遠足や散歩、所外活動

などにも引率者として参加させてもらえており、多くの側面から

こどもたちと関わることができています。多様なシーンで芽吹く

子どもたちの不思議や発見などの「芽に」、様々な表現方法のヒ

ントや、魅力的な材料の｢水を与え」、自己表現としての｢花を咲

かす」サポートをしていきたいと思います。

朝の自由遊びの時間に芸術士コーナーを担当。

興味があるこどもたちが自由に参加するスタイ

ル。毎回、より魅力的なメニュー・材料を持ち

込まなければならないと、いい意味のプレッ

シャーを感じながら活動を行っている。また、

屋上を使用させてもらえることとなり、開放的

な空間でこどもたちとの時間を共有している。

太田保育所 前堀浩二

ロール紙にお絵かき。

この日は筆は使わず、

スポイトとローラーで。

風が吹く。

ロール紙がめくれあがる。

絵の具が垂れる。

思わぬ表現技法を知る。

お散歩で行った公園。

落ちている枝で絵を描き始める。

枝が持つ自然な曲線が

彼らの創造力を掻き立てるよう。

保存できない表現。

こどもたちから、

表現することの楽しさ、

そして、プロセスの大切さを

教えてもらえた。

ランドアート こどもたちの表現力は、　　　　　　

のなかで育まれる。

霧吹きを使ってのお絵かきや、

虫眼鏡・ライトスコープを持って、

保育所中を駆け回る姿。

彼らを刺激しつづけることも

また、重要な役割。

あそび

OTA hoiku-syo
Koji Maebori



大野保育所 大西 章寛

昨年度から引き続き、週に２回。主にふじ組(年長)さんと過ごす。その中で、できるだけこども
達と同じ目線で対話するように心がけている。自分の世界に集中し没頭する感じの子(あくま
で個人的主観)が、僕と一緒にいるとクレパスを楽器にしてみたり、切れ端の小さい紙に絵を
描いたり、課題の夏野菜の絵をかいた時も野菜についた傷を目や口に見立てて手足が生え
ていたり、とても素敵な表現者。自分から話をする子ではないが、「これってこうなの？」と問い
かけるとうなずいてくれる。まるで話をせず、相手に自分の意思を伝えるジェスチャーゲーム
をして楽しんでいるようにもとれる。(正解だとすっごく嬉しそうにうなずいてくれる)絵の具を
使うとなると皆テンションがあがる。こども達が楽しんでくれるのが一番なのだけど、テンショ
ンが上がりすぎて作品として上手く残らないのがすごく残念。朝の自由遊びの時間に、芸術
士商店なる制作コーナーを、と話を頂いてはいるが、うまい具合に始動できておらず。ラキュ
ーや洗濯バサミを使って立体を作るのが流行っているので、立体に関連してイイ具合にオー
プン出来たらと思う。持ち込む素材も、色々なものを準備し、こども達から「こんなの作るから
あの材料がほしい」のような言葉がでてくるのも楽しみだ。

Ono hoiku-syo
Akihiro Onishi



新聞紙をシワシワにする
ジャンボかたつむりさん

袋にフィンガーペイントをして、

中に新聞紙と鈴を入れました

色水あそび　 ｢カラフル人形」

川島保育所

土粘土
削る・刻む・のばす・摘む・穴を掘る・つくる 泥に対する関心は造形表現活動への契機となります

ボディーペインティング 全身を動かしておもいっきり遊ぶ事ができる こころの解放感

養生シートに手形を貼り、タペストリーに

フラフープにセロファンを貼って、モールになりました

ダンボールに描く

海のディスプレイ

たこさん・ふぐさんなど

フィンガーペイント 「太陽がいっぱい」

おもいっきり両手で描きました。

目を入れておひさまとお話ししましょう！

友達とのコミュニケーション

目と手と心と全身を使って、楽しい造形活動 ( 豊かな自己表現）が出来るように、楽しい遊びの中で取り組めるように、身近に

ある素材とおもいっきりたわむれることを大切にしながら活動を行っています。生き生きとした造形活動(豊かな自己表現）の結果

として子どもたちの夢のある作品が残るのだと思います。子どもたちがどうすれば楽しく自己表現ができるか、活動の過程を大切にしてい

きたいです。

ペットボトルに水を入れてその中に染料
をスポイトでたらし色水をつくる。顔や
飾りをつけカラフル人形完成です。顔は
トイレットペーパーを丸めて半紙で包み、
てるてるぼうずの逆さにして目と口をつ
けくってけました。

野生を目覚めさせる

伊藤修子
KAWASHIMA hoiku-syo

Syuko Ito



川添保育園では、大きめの平面・立体の共同制作を中心に活動してきました。平面においても立体においても、ものをつくりだすうえ
での技術向上を目指しています。心がけていることは、道を走る車を描く時も、なにか動物をつくるときも、ただ、こどもたちのなか
のある思いを出し自由につくるだけでなく、図鑑などを参考に、本物を見せながら制作に取り組むようにしています。約１ヶ月程かけ
てつくりあげた３種の動物制作では、ただ楽しく自由にものをつくるだけでなく、図鑑とにらめっこしながら、ここがこんな色・形になっ
ている、毛並みはこうだ、という発見をし、それを形にするための表現方法を考え、より近づけるためにはどんな素材を使えば良いのか、
グループ内でアイデアを出し合いながら相談し、実行する姿が見えました。そのために、少しでもスムーズにこどもの思いや理想に近
づけるよう、素材や、表現方法も紹介し、選択肢を広げるようにしています。担任の先生をモデルとし、人間の体をリアルに描く、と
いう取り組みもしました。普段、こどもたちが描いている目がキラキラのお姫様のようなお絵描きではなく、頭の大きさや手足の長さ、
着ている服の形や色や模様、全体のバランスをよく見るように声かけをし、画用紙に描いていきました。絵を描いたり立体でつくった
りすることで、手をつかってものを生みだす楽しさや喜びを感じるだけでなく、そのために情報を収集したり、適切な表現方法を見極
める力もつけていきたいです。そして、こどもたちがつくりだすものが、より完成度の高いものになるよう導きたいです。大きな平面
制作でも立体制作でも、何週にも渡って、楽しみながら集中力を欠くことなく制作に取り組めています。これからは個人の絵画制作に
も力を入れながら、多種多様な素材体験を通して、豊かな作品づくりができれば、と考えます。

絵の具あそび

みんなのみち　みんなのそら

動物づくり 筆・ハケ・ローラー・コンテ・
木炭・ストロー・スポンジな
どたくさんの画材や道具を揃
えました。みんな裸足になっ
て絵の具や様々な画材に触れ
ます。約5m×4mの紙があっ
という間に色んな色に染まり
ました。みんなで楽しく色を
つけた紙は、市販の色画用紙
とはまた違う独特な色に仕上
がりました。

乾いた上に、白いクレヨンだけでお絵描きしました。こんなに可愛らしい絵
がたくさん。微妙に色合いの違う紙に描かれた小さな絵が、とても表情豊か
です。

川添保育園 永島香苗

立体で好きな動物をつくることに。でも、ライオン
やうさぎなど、絵本やキャラクターになるような想
像のつく動物をつくるのもつまらない…ということ
で、少しマニアックな動物をつくることを提案して
みました！動物の図鑑を見ながら、形や色や顔が面
白い動物がいるかな？つくってみたいと感じる動物
はいるかな？そして、ホッキョクギツネ・カモノハ
シ・クジャクの３種の動物に決定しました！こども
は 3 つのグループに分かれて制作しました。どんな
材料をつかってどんな順序で仕上げるか、すべてこ
どもたちと相談しながらすすめていきました。最初
に用意したのは段ボール、新聞紙、木材、針金、絵
の具などの画材、などなど。作業を進めていく上で
必要とする材料はその都度、調達します。

羽根を開いた様子を、針金を使ってつくることに
なったのは、こどもたちのアイデアでした。それ
をどうやって段ボールでできた胴体につけるのだ
ろう？と私は不安だったのですが、強行突破で針
金を突き刺すという頼もしい姿に安心しました。
すごいな～。じっくりじっくりクジャクのいろん
な角度からの写真を見ながら、出来るだけ本物そっ
くりにつくります。どんな材料を使って、どんな
風にすれば本物のクジャクになるかな、さまざま
なアイデアが飛び交います。それは私も想像しな
いようなすばらしい発想だったり、非現実的なア
イデアだったり、あれこれ考えて、時には失敗も
しながら少しずつ進んでいきました。

まず、クラス全員で空の絵を描きます。真ん中に印象的な大きな虹、ロケットや UFO、雲や雷、飛行機や鳥や気球、こどもならでは
の発想で、大きな空がにぎやかです。昼の空には、白い月があることを発見した子が、白いクレヨンで丁寧に月の絵を描いています。
｢太陽って何色？」の質問に、こどもたちは空を見上げて実際の太陽を観察し、太陽の中にいくつかの色があることをみつけたよう
です。どれもしっかりとクレヨンで塗られています。次は道路の絵です。クラスを 5 チームに分け、ローラーを使って自由に描いた
道の絵を５分割し、配ります。チームごとに相談しながら、道路をにぎやかにしていきます。カラフルな車がたくさん！お城やお店、
花壇もあります。線路やお友達やプールも。図書館から借りてきた｢働く車」の本をじっくり見ながら、消防車を描いている姿も。
それぞれ完成した絵をつなぎあわせて、大きな絵が完成しました！クラスみんなで力を合わせてつくりあげた大作です。こどもたち
の思いがたくさんつまっています。

KAWAZOE hoiku-en
Kanae Nagashima



木太保育所 　樫本美千子

五月の暖かな日。４、５才で近所の広場までお散歩。「かめ、おる！」「大きな魚泳いどる
で」そんな歓声の中、私の芸術士活動が始まった。この保育所は、町中にある割に、木
太という歴史古い土地柄のせいか、近くに畑や田んぼ、川もあり、自然豊か。「ぼくが保
育所来る時とおる道や！」「あっちに電車みえる！」野の花を見つけた女の子「お母さん
にあげよ・・・」小さな優しい手に包まれた花は幸せ。たった一時間もないような散歩
も、子どもたちには様々 な発見がある。

さっそくお散歩マップの作成。自分たちが見つけた、かめや鯉の絵を地図の上にどんどん貼っ
てゆく。自分の家も、好きな店も、近くに欲しいおもちゃ屋さんも・・・。お散歩マップというより、「
こんな町あったらいいなー」に変身。子どもたちのたくさんの愛を乗せてマップは広がってい
る。

4歳児さんで「迷子の魚さんに海のお友達をつくってあげよう」と、ク
レパス、ローラーや筆を使ってお絵描き。体全体で筆を使う子ども
たちのパワーはいつもながら圧巻。「小さなお魚さんにお友達いっ
ぱいできた！」と言ってくれた子どもたちのすてきな笑顔。

子どもたちの制作風景を見ながらいつも思うことは、「どうしたら子どもた
ちがもっと自由に制作できるだろう」ということ。もっともっとひまわり組（5
歳児）さんたちが楽しんで自分の世界を広げられるようにお手伝いしたい
と思う。例えばそれが身近な風景であったり、園内の花であったり、何かを
発見しその発見をかたちにできればと思っている。

迷路づくりが好きな5歳児さんたち。1人の女
の子が、画用紙に描いた迷路をどんどん友達
とつないでゆく。「お散歩マップ」から「自発的
な町づくり」に発展。これからもっと深められる
世界だと思った。

空き箱で建物をつくるために置いてあったセロテープやマスキング
テープ。子どもたちは別の遊び方を見つける。空き箱をつないで「ロ
ボット」や「望遠鏡」、「潜水艦」も。もちろん迷路もできていた。子ども
たちが見つけたものを、もっと広げられるためには、どうすればいい
のかと悩む毎日。

後日この作品は、担任の先生と子どもたちでダンボールに貼り、クラ
ゲも泳ぐ「ミニミニ水族館」に変身。先生の「子どもたちを笑顔にす
る」力に助けられる日々 。

Kita hoiku-syo
MIchiko Kashimoto



鬼無保育所 村井知之

地域との関わりも密着で、ゆったりした空気の所です。担当の先生と相談しながらメニューを試みています。前年は、音楽劇を

制作中の折で、所に竹を利用したものがあり、竹の太鼓を提案しました。発表会ではただ竹を割ったものだったので、スリット

ドラムを所庭で制作していました。工具に触れたり・音を出してみたり・彩色したりする風景が砂場や走り回る子らの側であり

ました。担当の先生や他の先生も音楽好きな方がいたのでスムースに進行できました。現在は、また別の先生と組んで週一日の

ペースで進行しています。アトリエを使って「チラシのコラージュ」や、7m×7mの紙を作り「ボディペイント」でべちゃべちゃ

になったり、季節の所のプログラムにリンクして「プールに浮かべたらきれいなものは浮かべてみよう」で数百個のガチャガチャ

のカプセルをインスタレーションしたりしています。( 日々の詳細は別パネルをご覧ください。）メニューもなるべくこどもの興

味・園の行事等とシンクロできるものを提案していければと考えているので、今は男の子の興味は手裏剣ー忍者で、園でピアニ

カの稽古をしたり。などがあるので、それに重なる様な何かをやれればと思っています。                 

1. 再生されていないラジカセの前で舞う彼女　2. 太鼓の穴をあけるドリルを見つめる　3. 草を納豆に見立てていますよ　4. 竹楽器に絵付け　5. カオスな山ができる

砂場　6. 竹太鼓～なんでも打楽器　7. 先生もご一緒に　8. ブオオ、ガチャドカポコポコ　9. 何度も塗って　10. 見て・叩いて・作って　11. ボディペイントの巻　12.  

7mx7mの紙にみんなで　13. 竹の粉を埋めて「大根生えますように」　14. プールにきれいなものを浮かべよう　15. 風船に絵を描いたものや数百個のカプセル　16.

大きい紙にフリードローイング　17. ガチャガチャ積み木　18.「グー」表現が大人びている彼

KINASHI hoiku-sho
Tomoyuki Murai



仏生山にある保育園。保育園に行く途中の通りには、江戸時代
から大正期ごろに建てられたという古い民家が点在する、歴史
ある町並みがある。芸術士は、週１回月曜日に４・５歳混合の
クラス、ぞう組に入る。「とにかくいろいろなことを体験して
ほしい！」月曜日は汚れても OK の服で、クラスみんなで創作
活動の日。土粘土や絵の具遊び、切ったり貼ったりの工作…。
担任の先生と相談しながら、次はどんなことをしようかと考え
る。朝園に行くと、「今日は何するん？」とこどもたちがよっ
てくる。「これ汚れてもいい服！」「ワンピースは汚しちゃだめ
だけど、今日の服は大丈夫なの」と、みんな準備はばっちり。
バケツに入れた絵の具や筆類や、ロール紙を持っていくと「運
んであげるね！」といつもお手伝いしてくれる。活動場所は主
にぞう組の教室。絵の具を使って制作するときは教室にブルー
シートを、土粘土をやるときには園庭に出てブルーシートを敷
き青空の下で遊ぶ。最近では担任の先生からの提案で、保育園
の入り口から園庭に続く縦長のスペースでも活動している。
ちょっと日陰になった空間で、汚れを気にせず目一杯遊んだら、
園庭で水浴びをしてきれいになって教室に帰る。遊びの時間か
らご飯の準備へ、自然に移行できるのがとてもいい。まだまだ
遊び足りない！という子には、汚れたブルーシートの掃除を一
緒に手伝ってもらう。掃除も遊びと同じように楽しんで手伝っ
てくれる。最後までの残っている子もみんなの姿がなくなって
いることに気づくと、自分から「もう行かなきゃ！」と教室へ。
筆やプラスチック容器を洗っていると、必ずと言っていいほど
毎回誰かが「洗うの手伝ってあげる」と言って手伝ってくれる。
今後は片付けも遊びの一連の流れの中に組み込んでいきたい。

春、暖かくなってきた頃、園庭にブルーシートを敷いて、今年度初の土粘土。年長さんとは、去年土粘土で遊んだことがあったが、年中さんは初体験。
ブルーシートが飛ばないようにとブルーシートの端に置いておいた、水を入れたペットボトルの水も使って、あっという間に泥んこ遊びが始まった。
始めは泥だらけになるのを嫌がっていた子も、土粘土の感触の気持ちよさが分かると、泥がつくのも気にせず遊んでいた。粘土を指に付けて指人形
にしたり、薄くのばして足を覆って粘土の靴をつくったり。水でぬるぬるになった粘土の山に上るのも楽しい。

土粘土

和紙を丸めて水に溶いた絵の具をに浸けて
…。そぉっと、そぉっと、和紙が破れないよ
うにやさしくひらく。和紙をひらくのはとっ
ても難しいけど、無事ひらけたら乾かして、
いろいろな色の和紙が完成！

雨がふったら

和紙

梅雨の時期。「雨が降ったら喜ぶ生き物」ってなんだろう？？みんなで雨につ
いて考えながら、前回作っておいた和紙を使って工作。カエルやアジサイを描
く子もいれば、雨が降っても大丈夫なようにとおうちを描いたり、細かく切っ
たたくさんの和紙を使って台風をつくったり。「雨が降ったら虹ができるよ」と、
きれいな虹を描く子も。ひとりひとり違った「雨」模様が完成。出来上がった
絵は紺色のロール紙に貼って壁面へ。部屋の中にも雨が降っているような面白
い雰囲気に…。

げんき保育園 小松智香 GENKI hoiku-en
Chika Komatsu



こぶし今里保育園 樫本美千子

子どもたちは遊びを見つける。大人なら「なんだ、そんな事」
というような事でも、不思議でいっぱい。クレパスを手に塗っ
ていたＳちゃん。その手をじーっと見て、私に満面の笑み。ク
レパスを黙々と窓のさんに並べている。「仲良く並んで電車み
たいだね」シールとクレパスでお絵描き。「これ、とんがってる！
鬼の角だよ」「このくにゃくにゃ、蛇」「お月様があるんで」ど
んどん想いが形になっていくようで楽しい。

よく黒マジックでお絵描きをする。白と黒という単純な色調の
中で、彼らの想いがはっきり伝わってくる。「お父さん、お母さん
、私とＭちゃん、みんな笑っとんで」と言ったＡちゃん。「これ雨な
んで。この点々が雨で、ギザギザが雷なん」「町んなか電車が走
っとんで。新幹線も走っとる」お話をしながら描く彼らの絵は、一
本線が増えるたび、物語が変化して、まるで万華鏡。

少し夏を感じる朝の時間。園庭で遊んでいる子どもたちに声を
かける。おーい、大きな紙に絵を描こう！」自分より大きな紙をみ
て、「オー」と声をあげるＹくん。さっそく3歳児さんたちはクレパ
スを手に思い思いに線を描いてゆく。上から下へ、伸びやかな
線を描く子。ひたすらぐるぐるを描いている子。それぞれが思い
のまま世界を広げてゆく。1歳児さんたちも入って、沢山の美し
い線が出来上がる。子どもたちに描いたものを聞いてみる。「大
きなくじら」「おばけ」「船！」この小さな手は、今後どんなものを
見せてくれるのか、思わず心がほっこりする。

保育参加での土粘土遊び。子どもたちは、土粘土特有の手触り
や、形のつくりやすさを体験。お母さんたちも一緒になって体験
してくれることで、より一層子どもたちの世界が広がっていくよ
う。お母さんがつくってくれたものを見せてくれた女の子。全身
泥んこになっていた男の子。その笑顔はずっと残ってゆく宝物
だ。

KOBUSHIIMAZATO hoiku-en
Michiko Kashimoto



様々な音が聴こえ始める朝。

こどもたちの「おはよう」はいろいろなかたちを持っている。

一日のはじまりの中のこどもたちのことを見ていると、特別な時

の流れを感じずにはいられない。

その日最初に自ら発見し、出会った色やかたちが、彼らの一日を

やさしく運んでくれたらいいな。

そう思い、朝は園庭の隅にあるちいさな創作コーナー中心に展開

させてもらっている。

ゆっくりと動き始めるちいさな手。

異年齢の子どもたちといっぺんに交流できるこの場所はにぎやか

な音楽を聴いているかのよう。たくさんの物語がうまれてきそう

な予感に溢れている。

このコーナーでは、ちょっとした挑戦や発見のあるアイテムを持

ち込むようにして、ここでの時間を一日のスタートの場として温

めていくことを大切にしてきた。

彼らの目線からだと台所のアルミホイルもキラキラの宝物に変

身。

こんな風にできるだけ身近な素材を準備するようにしている。

どこかで見たことがあるけれど、こうして違うシチュエーション

に置くと自然と違った視点で見えるということ。

そのことで子どもたちが具えているイマジネーションがいい作用

を起こしてくれると思っているので。

新しい色をおしえてもらったり、ものの感じ方だったり。どの場

面でも、彼らから受け取ることばかりのような気がしている。

しかし、私が感じたことをその場で直接伝えていくことは、彼ら

の自信につながっていくと思うから。

それだけでもここでの出来事は、お互いの内面も次へとつなげて

くれているようだ。

コーナーの後の午前中は２歳児から５歳児さん、幅広い年齢の子

どもたちと行事を含め、普段の生活を過ごさせてもらっている。

それぞれの年齢の出来ること出来ないことではなく、その時代だ

けにある目線、ものの捉え方に直に触れることの出来るこの時間

は、

まるで長い旅に出ているような気持ちにさせてくれる。

そんな貴重な時を一緒に過ごせることに感謝して、それぞれの子

どもたちから受け取ったものにできるだけ丁寧に返していきたい

と思っている。

このかたちのない、目に見えないものをどう子どもたちや先生方

に伝えていくかは、彼らの成長と一緒に日々を重ねる中一番大切

にしていきたいこと。

自分を誇れるひとになって欲しい。

「きみは素敵なひとだよ」

彼らの背中を押してくれる思いをひとつでも多くつくることがで

きるように、このきもちを日々の中、何度でも繰り返し伝えてい

きたい。

朝というじかん

赤松きよこぶし花園保育園 KOBUSHI HANAZONO hoiku-en
Kiyo Akamatsu



年長さんと一緒に園の行事「夕涼み会」のやぐらに飾る大きな

絵をつくった。今年のテーマは「海」。同時進行で瀬戸内国際芸

術祭での「高松うみあかりプロジェクト」へもこどもたちと関

わった作品を出そうという企画があり、こちらのテーマも「海

の生き物」。二つとも海に関わるものということで、まずは海の

生き物を見てみようと、プロジェクターを使って皆で海の生き

物を見てみることに。深海に棲む不思議な形の生き物や、きれ

いな珊瑚や、色とりどりの魚たち…。意外と人気だったのが「う

つぼ」。魚なのかヘビなのか…面白い形の生き物。ロール紙をつ

なげてつくった大きな紙に色塗り。CD で波の音を流しながら、

気分は海水浴。海の泡や波、虹や太陽もみんなで描く。海の映

画を思い出しながら、先生に読んでもらった海の生き物の絵本

を思い出しながら、黒い画用紙に魚やクラゲなどを描いてはさ

みで切り取ったら、「海」の好きなところへ貼付け、やぐらに飾

る絵が完成。

西光寺保育所にほぼ毎回持っていくアイテム。マスキンング

テープは色も豊富で扱いやすく、こどもたちにも大人気。紙を

テープでつなげてどんどん大きくしていったり、クレヨンと組

み合わせてお絵描きしたり、新聞紙や空き箱と組み合わせてみ

るのも面白い。指で簡単にちぎって、カラフルに貼って。「作る」

ことがどんどん楽しくなる。

お散歩で拾った枝や葉っぱを使って工作。テープで拾ってきた

物を紙に貼れば、自分だけの図鑑や絵本ができあがる。枝は絵

の具でカラフルにペイント。自分の描いた絵を飾るためのフ

レームをつくったり、釣り竿にしたり。

赤、青、黄色の三原色を使って絵の具遊び。手や足もつかっダ

イナミックに遊ぶ。たくさんの色が混ざり合ってどんどん変化

していく。ローラーを使って描けば、虹のような模様もできあ

がる。洗剤を少し混ぜれば、色付きシャボン玉としても遊べる。

絵の具に洗濯のりを大量にまぜて、「とろとろの絵の具」をつ

くる。ぬるぬるとしてとても気持ちよい。乾いてしまうとほと

んど色がなくなってしまうが、遊んでいる間は色鮮やか。絵の

具と絵の具にとろみがあることで、色同士がすぐに混ざらず、

色の層を楽しむこともできる。

クラスで釣りや船の遊びがはやったとき、巨大折り紙で船をつ

くることになった。四人乗りの大きな船から、一人乗りの小舟

まで。ロール画用紙をつかっての巨大折り紙。大きな昆虫や帽

子もつくれる。

水墨画に挑戦。硯で墨をすって、水で薄めて、墨の濃淡だけで

絵を描くのはちょっと難しいけど、とっても素敵な作品が完成。

できあがったら手作りはんこに朱肉をつけて、ポン！

保育所の周りには自然があふれている。畑や田んぼが多く、お散歩中にはいろいろ

な昆虫や木の実を見つけることができる。芸術士は、水木金の週３日で、３～５歳

混合のクラスである「さあら組」「れんげ組」「ぴっぱら組」にそれぞれ日替わりで

入る。クラスには子供たちが自由に使えるクレヨンや色鉛筆、はさみや糊、空き箱

や紙類がたくさん。クラスに入ると「これ見て！」と子供たちは力作の数々を見せ

てくれる。楽器作りがはやっていたり、釣り道具やお家、昆虫作りがはやっていた

りと様々。クラスによって雰囲気が違い、流行るものも違うのが面白い。西光寺保

育所では基本的には、園での活動に合わせて芸術士もこどもたちと一緒に生活を共

にするスタイル。子供たちがクラスで作っている物を一緒に作ったり、カラーマス

キングテープやガムテープ、ロール紙などを持っていき、こどもたちが作りたいと

言うものを一緒に作る。制作の時間を特別とっているわけではないが、クラスの先

生から「今クラスで○○が流行っていて…」というお話から、「じゃあダンボール

やロール紙を使って大きな○○を作ってみるのはどうですか？」と、話が展開する

こともある。画材や遊びの種類が無数にあるなかで、普段子供たちのことをよく見

ている先生からのお話で、より自然な形で子供たちの興味のある方へと活動を展開

していくことができているように思う。また、西光寺保育所には「ピロティー」と

呼ばれる半野外のスペースがある。普段保育所での活動時には使っていなかった場

所だが、そのスペースを制作のスペースにしていきたいとの考えがあることを教え

てもらった。外遊びの時間に土粘土をしたり、イーゼルを立ててお絵描きをしたり。

「ちょっと汚れても大丈夫」のスペースは制作にはうってつけの場所。今後は、外

遊びの時間に砂遊びや遊具遊びと同じ感覚で、制作したいときにこどもたちが自由

に出入り出来る空間として作っていけたらと考えている。　

西光寺保育所 小松智香

自然のモノから 巨大折り紙 色あそび

とろとろ絵の具マスキングテープ和紙

海をつくる

SAIKOJI hoiku-syo
Chika Komatsu



前年度　５歳児 あじさい　５歳児

虫の行進 あじさい　4歳児

夢の街

街中の立地にもかかわらず園庭、園舎が広く全てにおいて風通
しの良さを感じる園。理念や理想が明確で、自身を向上させなけ
ればいけない気分にさせてくれる。芸術士である私の存在を、園
を挙げて受け入れてくれようとする姿勢が随所に感じられる。今
年度、園には週一回、午前中４歳児、午後５歳児、各２時間ずつ
、主に共同制作活動の先生というスタイルで関わっている。題材
は主に担任の先生に提案してもらい、私は制作の過程で子ども
たちから出てきたものを作品に展開していく手法を提案、完成
につなげている。当初その関わり方が芸術士活動としてどうだろ
う？という不安があった。しかし、制作活動の中で育んだ信頼関
係は、確実に深まり、子どもや担任の先生を通じて父母の方が理
解を示してくれているのが嬉しい限り。担任の先生方の協力は
絶大で、週一回の訪問では足りない部分を細やかな心配りとフ
ォローで埋めてもらっている。芸術士活動を通して、絵を描く事
に対する興味が子ども一人ひとりの自己表現力を深める手段と
なる様、心から願っている。

城東保育園

街を制作した子どもたちの中で、絵が描きたいと言う子ども８名による自由制作。
紙の色選びから始め、ほとんど私は口出しすることなく完成。印象に残ったのは、
こちらが何も言わなくてもみんなでテーマ＋紙の色を相談し、決まったら迷うこと
なくすごいスピードで描き進めていったこと。紙が足りず継ぎ足す際、ある女の子
が「ここに動物園が描きたい！」と横に継ぎ足そうとした私を制したこと・・・。絵はカ
ギ型になった。子どもの発想は何て自由なんだろう！！クレヨンの色塗りもバッチリ
。色をきちんと塗り込むことがみんな当たり前になっていた。街を制作、その際に
経験したことや考えたことは確実に彼らの身についていて、この作品に反映され
ている。こうして作品を作り上げる過程で得たものが、子どもたちのあらゆる自信
につながるよう願っている。

この街を作った子どもたちとは、芸術士活動のスタートから関わった。週一回とい
うことだったし、こちらがまだ初めてでどう関わってよいのか分からず、最初は子ど
もたちと一緒に一日を過ごすことから始めた。毎回私より子どものほうが何でも
出来るんだ！！という新鮮な感動と驚き！２カ月ほど経った頃、白いロール紙（80㎝
×2、5ｍ）に６名ずつのグループに分かれ、それぞれテーマを考え、クレヨンで描
くことを提案した。制作活動開始。想像以上の出来栄えでこちらの声掛け次第で
子どもの作品はどんどん変化すると実感できた。

折り紙であじさいづくりをテーマにスタート。みんな折り紙で花を折ることに夢中
になり、すごい数が出来たので、それを生かした作品作りになった。２～３人のグ
ループになり花を配置、絵の具で表情を加味。どんどん雰囲気と存在感のある作
品になっていった。葉っぱはあじさいに負けないよう、子どもたちなりに存在感の
あるものにしたかったようで、クレヨンの色が楽しい。子どもが作ったものにも関
わらず、重厚感が全面に感じられる。更に、、虫を描いて貼り付けてみると、思わず
笑みがこぼれるような素敵な作品に仕上がった。

あじさいを制作した際、最後に制作した虫があまりにも素敵だったので、それだ
けを描いた作品づくりを提案、実現した。子どもたちの想像の世界は無限で、平
和で、彼らはそれをかたちにできることを教えてくれた。

絵の具の混色とハサミの使い方を中心にみんなであじさいづくり。最初は戸惑っ
ている子が多かったが、やりはじめると、３原色で広がる色の世界にみんな夢中。
２回目の葉っぱの色づくりは、こちらがあまり説明しなくてもできるようになって
いた。切ることはほとんど担任にお願いした。切った花と葉っぱをみんなでレイア
ウトしながら貼り付け作業。花１枚づつにのりをつけ、台紙まで貼りに来てはまた
のりづけの繰り返し。途中集まって全体に声掛けしてはまた作業の繰り返し。みん
な半分遊び感覚で一生懸命。観ていてほほえましく、圧倒される。２時間が子ども
たちにとっても私にとってもアッ！という間。透明感のある作品に仕上がった。

JYOTO hoiku-en
Yuki Tani谷由貴



地域との関わり方を芸術士なりの視点で。

メタセコイアの実を拾いに

しゃぼん玉ドローイング

凹凸を持ち帰る

すみれ保育園 太田絵美子 Sumire hoiku-en
Emiko Ota

風景に囲まれたロケーション。私も同行させてもらった春の園外活動では、公渕公園、三木町にある太古の森、地域に古くから伝わる場所
を訪ねるなどし、見て体験したことを取り入れていくつかの作品を制作した。

「地域との関わり」という大きなテーマは、私が保育園に初めて行った時からすでにあったもの。もうひとつ、「体験を個々の言語で言い換え
る」というテーマ。例えば、年長クラスで、太古の森の恐竜を描いた作品では、当日雨が降ってペアで傘を差したこと、大きな恐竜のオブジェ
、メタセコイアの実、アップダウンの激しい地形、浮橋、などの要素を糸口に、フォーカスを絞って表現することを実践した。年中クラスでは、
同じ行為は場を変えるとどのように感じるかということを焦点に、公渕公園の広い芝生でしたしゃぼん玉を、お絵描きのツールとして利用
した。また、年少クラスでは、地域の七福神の場所を訪れ、周囲の凹凸を紙に写し取り持ち帰った。体験をかたちにする行為には、おのずと
個々と題材との関係が現れてくるものだ。二人でさした傘を主役にした太古の森の絵。しゃぼん玉の泡の跡の周りに、芝生の緑を描き加え
た作品。こどもたちは、彼らなりの興味や印象を、ダイレクトに伝えようとしている。彼らのアンテナの電波をキャッチし、体験とつなげた作
品作りが展開していけたらと考えている。

今、地域の文化祭に出品するために、これまでこどもたちが芸術士と一緒に触れたテーマや体験をひとつの絵にまとめる計画を実行中で
ある。

七福神の祠周辺の木の幹、コンクリート、鉄格子、地面、石など凹凸を紙に
こすりだして持ち帰った。こすりだした紙に、額をつけるイメージで切った
セロハンや折り紙などを貼り飾りつけをした。セロハンに初めて触れる子
どもたちは、目にかざして色とりどりの世界を体験していた。違う色を重ね
ると色が変わることを発見した子も。たっぷりと素材の魅力に浸っていた。

公渕公園の芝生広場でのしゃぼん玉。新緑の緑、すがす
がしい風、反射する太陽の光。しゃぼん玉液に墨を混ぜ、
画用紙に泡の跡を写し取る。

三木町の太古の森へ。恐竜のモニュメント、雨降り、メ
タセコイアの実、など、キーワードを挙げながら、自分
の一番印象に残っていることを軸に画面をつくる。黒い
画用紙がいつもと違って新鮮。



海の近くにある保育所。線路が道路向かいにあり、電車が走るのが見える。芸術士は、週に１回火曜日に４歳児クラス（きりん組）
に入ることになっている。４歳児クラスでの活動の前に、朝は玄関前の空間で「つくろうコーナー」。「つくろうコーナー」は、屋
根付きのスペースで、机が二つ置いてあり、朝の園庭での自由遊びの時間に、絵の具遊びやお絵描き、土粘土遊びができる場所と
して設けられている。クラスに関係なく、活動に興味のある子が自由に出入りし参加出来る場所になっている。今は一種類の遊び
のスペースになっているが、いろいろな素材や道具を自由に使って遊べたり、興味のあることを追求できる場所にしていけたらと
考えている。例えば、「もっと○○の続きをしたい！」と思ったときに自分で道具を出してきて活動の続きが出来るとか、新しく発
見した遊びや面白い表現をこどもたち同士で交換出来る場所になるとか。４歳児クラスでの、こどもたちと芸術士との活動は、日
によって異なるが、朝の自由遊びや園の行事（異年齢混合での遊び等）が終わってからの 30 分～１時間半程度の時間を使って、ク
ラスのこどもたち全員が活動に参加するかたちをとっている。また、いろいろな材料や道具を使った制作活動や素材の体験を通して、
楽しく活動出来るよう担任の先生とのミーティングで活動内容を決定している。活動に使えるスペースは、４歳児の教室の他、教
室のすぐ隣のホール、園庭、玄関前の「つくろうコーナー」の場所、屋上、とたくさんあるので活動に合わせて場所を変えること
ができる。

小松智香瀬戸内保育所

４歳児クラスでの『空をつくろう』の続き。ペットボトルに
絵の具と水と洗剤を少し入れて、たーくさん振る…。ふわふ
わで、ちょっとおいしそうな、とっても気持ちいい「雲の絵
の具」の出来上がり。小さな筆、大きな筆、手や足も使って
いろんな形の雲をつくる。活動が終わったらみんなで屋上に
あるプールへ。体に着いた絵の具を落としながら、この日は
いつもより空を近く感じたかもしれない。し参加出来るよう
になっているきりん組では担任の先生とのミーテリングで今
後のスケジュールを考える。活動に使えるスペースは、きり
ん組の教室の他、園庭・玄関付近・屋上・ホールとたくさん
ある。春頃の屋上での活動はとても気持ちよい。夏の間はクー
ラーの使える教室やホールでの活動が多くなるが、秋頃には
また活動の場所を広げていきたい。

瀬戸内国際芸術祭のプロジェクトの一つに、「高松うみあか
りプロジェクト」がある。そのプロジェクトで、芸術士とこ
どもたちとの共同作品を展示しようということになった。
テーマは「海の生き物」。こどもたちに海の生き物や、「海に
はこんな生き物がいるかも！」という想像の生き物を絵にし
てもらい、それをもとに芸術士が和紙などを使い「あかり」
を作る。こどもたちと海のイメージを膨らませるため、プロ
ジェクターを使って海の映像を見ながらお絵描き。熱帯のき
れいな生き物から、ちょっと怖い深海の生き物まで。想像よ
り「つくりもの」みたいな実際の生き物の映像は、こどもた
ちのイメージと重なって、カラフルで面白い「新しい生き物」
が生み出される。

映像を見ながら

雲をつくろう

ロール紙

土粘土をいっぱいに入れたフタ付きのストッカーを、玄関前
の『つくろうコーナー』に置かせてもらっている。土粘土で
遊ぶ時は、ストッカーから使いたい分を自分で自由に取り出
すことも出来る。片付けも簡単。使い終わった土粘土をストッ
カーに戻すだけ。お団子や焼き鳥、キリンにゾウ。作りたい
物を自由に作る。時にはテーブルからはみ出して、どんどん
土粘土の町を広げていったり、大きな大きなかたまりになっ
たり。偶然の形もどんどんいろんな物に見えてくるのが面白
い。

ロール紙を長く広げてお絵描き。机の上でのお絵描きとはま
た違った楽しさがある。制限の無い空間で、大きく描くのも
小さ描くのも自由。クレヨンでたくさん色を重ねて不思議な
色にしてみたり、それをさらに手でこすってぼかしてみたり。
絵の上に座って、絵の上を歩いて…。こどもたちで作った世
界を楽しむ。色付きのシャボン玉や、ボディペインティング
の時にはロール紙を広げておく。どんどん色が混ざり合って
いく様子がわかる。

土粘土を使ってオリジナルスタンプあそび。土粘土を手で面
白い形にしてみたり、割り箸で穴をあけてみたり。絵の具を
何色もつけてみたらどんなスタンプが押せるだろうか。お花
のかたちや、レンコンみたいな形にしたり。小さなスタンプ
も大きなスタンプも思いのままに作ることが出来る。

土粘土スタンプ

土粘土
クレヨンを使って園庭の地面にお絵描き。よく晴れていて、
地面が湿っていない状態が描きやすい。いつもは茶色の地面
が、クレヨンのカラフルな色でいっぱいになる。消したいと
ころは手でそっと撫でるだけですぐ消せるのもいい。土でき
れいに作ったお団子を、クレヨンで描いたお弁当にのせてみ
たり、たくさんの昆虫を描いてみたり、じぶんの体よりもずっ
と大きな絵を描いたり…。「写真とって！」と言ってきた子
はウルトラビームを出していました。

赤、青、黄色の三原色絵の具とローラーを使って虹のような、
クジャクの羽根のような模様を作ってみたり、手や足を使っ
て、絵の具を思いっきり感じてみたり。折り畳んだ和紙に絵
の具を染み込ませて模様をつくり、天井から吊るせばいろと
りどりののれんができあがる。絵の具あそびは「色あそび」。
赤と青を混ぜるとどうなるの？黄色と白は？ちょっと濁った
色になっても大丈夫。どんどん混ぜて色の実験をしてよう！

いろいろな素材を使って自由に創作。空き箱や紙コップや、
カラーマスキングテープや輪ゴムなど…。色画用紙に加えて、
前にみんなで絵の具遊びをした画用紙も用意。オリジナルの
色紙になる。どんな素材を使って何を作るかは自分次第。と
もだちが作っている物もちょっと参考にしながら、今度は何
を作ろうかと考える。

絵の具あそび

自由創作

地面にお絵描き

SETOUCHI hoiku-syo
Chika Komatsu



保育所の先生に、虫取り名人がいる。廊下の飼育ケースには常に
新鮮な草花、豊富な種類の昆虫たち。青虫やカタツムリ、オタマジ
ャクシ、メダカなど。また、最近では隣の保育所から譲り受けた蚕を
育てている。しかし、かくいう私は、虫のことがあまり得意でない。あ
る日の朝、廊下に並んでいる葉っぱの入ったダンボール箱が５、６
個あった。覗き込むと、白くて動いている沢山の数の謎の物体。ま
さか。こどもたちは、白いヤツラが群がる枝をひょいと持ち上げ、鑑
賞中。後ずさりする私。その後毎週ヤツラと顔を合わせるようにな
り、みるみる大きく成長する姿を見届け、（結局最後まで好きにはな
れなかったけれど）自己流ではあるが、保育所の先生たちのサポー
トを得ながら繭の糸取り、染めを行った。昆虫が生み出す素材を利
用したこのテーマは、私にとってかなりセンセーショナルなものだ
った。未知の領域に触れるという大きな収穫である。こどもたちと
接するうちに生まれた私の変化。地面をはうアリやダンゴ虫は、砂
、草花などと同じ、ミクロの世界の創造物だということ。虫博士の先
生のおかげで、私の中に新たなテーマ（自然やミクロ）との接点が
生まれている。

センセーショナルな出会い

自然を身にまとう

おさんぽマップ

ミクロの世界に出会う

太田絵美子田井保育所

ロール紙に、お散歩で歩いた道を再現した。それぞれで描く場
所の分担し、協力して大きな作品を制作した。田んぼで見つけ
たアメンボやヒルの印象が、そのまま全体の大きさの比率に
現れている。（左）この大きなヒル。よっぽど印象に強かったの
だ。昆虫のテーマで廃材を利用して壁面を装飾した。ユニーク
で愛嬌のある虫パラダイス。このテーマは、子どもの生活に密
着していて、ダイレクトに表現できた。

私が芸術士として保育所に通いだした4月、虫めがねを持
ち込み、庭の草花や野菜を観察することから始めた。地面
にいる虫や、砂の粒、ベンチや遊具の金具まで、あらゆる
方向に興味が発展していく。

近所に沢山生えているススキみたいなホワホワした草を使っ
て何かできないか？という先生の提案で、ファッションコーナー
を設置。更にいろんな種類の葉っぱを集め、思い思いに着飾っ
た。

Tai hoiku-syo
Emiko Ota



多肥保育所では、平面作品制作を中心に活動しています。登園してすぐの 1 時間（9：00 ～ 10：00）は、天気が良いと、学年合同で外

遊びをしているので、その一角に、芸術士によるお絵描きブースをつくり、自由参加型で作品制作をしています。毎回違う色のロール

紙を広げ、テーマを決めてから取りかかります。水色だと「空・海｣、紺色だと｢夜」など。使う画材はクレヨン・絵の具を中心とし、

筆は細いものから太いもの、ハケなどを用意します。道具を使うだけでなく、手足を使っておもしろい表現をする場面も多くみられます。

一つの画面に、繊細に描かれた部分、ダイナミックに描かれた部分が混ざり合って、毎回とても魅力的な作品が出来上がります。体全

体を使って楽しんでいるな、と伝わってくる作品たちです。また、個人での絵画制作にも力を入れています。大人１人につきこども３

人程の少人数を見ながら、じっくりじっくり時間をかけて取り組んでいます。大事にしていることは、道具の使い方を丁寧に教えること、

もうひとつは、子供の思いを十分にくみ取りながら制作を進めることです。筆を使った絵の具の混色も進んで挑戦してもらいます。最

初は思うように出来ず、濁って汚い色になってしまうことも少なくなかったのですが、回を重ねる毎に、自分のものにしている感じが

伝わってきて、最近では自分のオリジナルのきれいな色を作り、それを使って制作する喜びを見出せている様子です。

多肥保育所 永島香苗

共同制作

つなげてお絵描き
自由時間に集まった子たちとクレヨンでお絵描き。1枚の画用紙を何人かで取り囲んで、み

んなで描きだしました。あっという間に描くところが無くなったので、画用紙を追加。同じ

様な絵（草原や花・女の子・家など）を描いていたので、「つなげてみたら？」と提案。長

い大きな絵ができました。その後、少し目を離しているといつの間にかどんどん絵をつなげ

ていました。お友達と絵をつなげて一緒に完成させる喜びをみつけたようです。

ボディペイント
本日はボディペイント。片栗粉に食紅を混ぜて、7色用意しました。絵の具とは違う、変わっ

た感触にテンションが上がります。やわらかいグミのような感じです。白い紙にこすりつけ

たり、自分の体や友達の体につけたり、いろんな色が混ざり合ってとてもきれいです。暑い

夏に、外でひんやりとした絵の具で体いっぱい遊んで、とても気持ち良さそう。小さな手の

上でキラキラと輝く様子は宝石のようでした。

多肥保育所では、個人の絵画制作に力を入れています。梅皿・筆・筆洗器をひとりづつに

用意し、ひとりひとり時間をかけて、道具の使い方など、丁寧に説明しながら取り組むよ

うにしています。担任の先生と協力しながら、大人 1 人につき子供は 3 人程を見て、でき

るだけ本人の気が済むまで時間をとってあげるようにしています。（30 ～ 40 分）「灰色っ

てどうやってつくるの？」「これとこれ混ぜたらどんな色になるかな」制作するなかで出

てくる小さな疑問や興味にも少人数を相手にすることで十分に対応できます。何回かやる

うちに、道具の使い方も体で覚えていきます。最初は濁ってしまうばかりだった混色も、

なんとなくコツをつかんだ様子で、自分だけのきれいな色をつくり、それを使って作品を

彩っていきます。子どももまだまだ絵の具というものに興味津々なので、制作だけでなく、

片付けも楽しんでいます。使って余った絵の具たちが水に流れながらまた混ざっていくの

が面白くてたまらない様子です。子供たちに片付けを頼むと、いつもピッカピカになって

戻ってきます。

絵画個人制作

TAHI hoiku-syo
Kanae Nagashima

テーマ「海・空」

テーマ「夜」

テーマ」「夏」

指でお絵描き



弦打保育所

さら粉の宝庫。階段下の秘密基地。カラカラカエルだ。お湯に入れたらもどるかなぁ

べたべたボンドおばけ。将来のゆめは大工さん。

ゆびにんぎょう‘ズ紙粘土で「カラフルだんご」

マに枝分かれしていった。保育所の制作の中で生まれてくる色々な「つぶやき」を拾い、制作コーナーに盛り込んでいくのが今後の課題
である。

TSURUUCHI hoiku-syo
Akihiro Onishi

大西章寛



中野保育所 前堀浩二

昨年 11 月から年長クラスを中心に毎週火曜日に活動。子

供たちはもちろん、所長先生をはじめ職員のみなさんが

とても明るい印象の保育所。街中の保育所としては所庭

も広く、栗林公園や峰山も近くにあり開放的な立地に思

える。 また、当初から積み木に注力している所で、それ

らの経験が子供たちに優れた造形能力と、破壊と再生の

哲学を自然なかたちで身につけさせていると思えた。 そ

んななか、昨年度の活動はスポンジを使った「お絵かき」

から始まり、柔らかいアルミ線を使用しての「ワイヤー

アート」や、250 キロの土粘土を用いた「造形制作」、描

いた絵を切って折り曲げる「ペーパークラフト」、素材体

験としての「石膏あそび」など、より専門的な造形材料・

手法を試みた。こどもたちは驚くほど何の躊躇いもなく、

材料に触れ、知識やスキルを吸収していく。伸びやかに

自らの表現として作品を産み出していった。 そして今年

度スタート。こちらも待ちに待った新年長クラス。一年

を通して成長を見守りたい。まず春から秋までの期間は

準備体操。こちらからの技術指導は必要最低限。身近に

ある素材が見方次第で表現材料や道具に一変することに

気付き、自己の内側にある眠れるセンスが開花すること

を目指している。フリースタイル創作と名付けた材料・

道具・テーマ、全てが自由な時間を提供している。 当初。

子供たちに飽きさせずに活動に取り組ませることが重要

な課題考えていたが、そこは取り越し苦労。自由である

こと、人とは違う自己表現が出来、それが許され褒めら

れることをを彼らは喜び、驚異的な集中力と満面の笑み

で応えてくれる。 これまでを振り返り気付いたこと。そ

れは子供たちの社会的な成長とそのスピード。５月、フ

リースタイル創作に取り組みはじめたころは、プリミティ

ブ（原始的）な表現が多く見られた。中には抽象表現主

義の巨匠マーク・ロスコのような色だけで世界を表すよ

うな作品も現れた。その色使いは潜在的に内包された彼

らのセンス。しかし、回を重ねて行く度に現実世界にあ

る具体的なものに変化していく。それは 5 歳から 6 歳の

彼らには至極当たり前の成長なのだと思える。ただ、私

の個人的な考えでは、ずっとこの感覚を持ち続けて欲し

いと願う。また、芸術士の枠を超える活動にも取り組ま

せて貰えている。7月後半、一泊二日のお泊まりキャンプ。

嬉しいことに引率の一員として参加。一ヶ月前から、チー

ムに分かれての打ち合わせや、キャンプファイヤーでの

スタンツの練習。そして大興奮の当日。そんなメモリア

ルな場面を共有できたこと、保育所と云う名の家族の一

員になれた様に思える。そしてこれから。キャンプでの

思い出を全員でジオラマにしようと提案。みんな大賛成。

１回目はチームに分かれて、制作パート決めと、材料・

道具のリストアップ、作り方の検討会議。 2 回目から実制

作に取りかかる。 現段階ではどれだけの時間が掛かるか

は分からないが、時間を掛けてこそ出来る作品の喜び・

達成感を味わって欲しいと思う。

NAKANO hoiku-syo
Koji Maebori



西春日保育所では、平面、立体、遊びから生まれるアート、個人制作、共同制作、さまざまな取り組みをしています。午前中、もしくは午後に３
０分～１時間程を使って活動しています。７月にキャンプというイベントがあったので、それに向けて気持ちを高める為、キャンプにからめ
たプロジェクトをいくつかすることにしました。なかでもテントづくりは３週間ほどかけてつくりあげていきました。自分より大きなものをつく
る、という面白さや、それが存在することで、いつもの教室が違って見える、という感覚がありました。完成してからはもちろん、制作途中でも
テントの中に入って遊んだり、楽しそうな声が聞えました。個人制作で紙ねんどの自由制作は、それぞれの個性が発揮できました。繊細につく
る子、ダイナミックにつくる子、一袋では足りず、ひとりで２，３袋を使って大きな（長い）作品をつくりだす子も。女の子らしい可愛いケーキを
細かい作業でつくったり、形はシンプルでも着彩を複雑にすることで魅力的な作品に仕上げる子も。ただクレヨンや絵の具を使って絵を描く
だけでなく、しゃぼん玉を使ったり、アルミホイルを遊びに取り入れたり、絵の具も蛍光色やラメ入りを使用したり、毎回違う道具を取り入れ
て、できるだけ多種多様な素材体験が出来るように心がけています。細かい作業よりも、体を使った大きな作業で本領発揮できる子、またそ
の逆も多く見られます。それぞれ自分の気に入った素材や表現方法を見つけて、豊かな作品づくりができれば、と考えます。

市販の紙ねんどをひとり一袋づつ配り、まず
はテーマを決めてもらいました。「きょうりゅ
う」「どうぶつ」「ケーキ」のチームになんと
なく分かれ、自由につくりました。途中、スト
ローを出してみました。グサグサさしてポッ
プな生き物になったり、ストローの曲がった
部分をうまく使って表現する子も。ストロー
をトントンとねんどに押し付けて、まるい跡
をたくさんつけて模様としている子も。乾い
た作品に着彩をしました。蛍光色の絵の具
を何色か使ったので、とても鮮やかに仕上
がりました。

画用紙にそれぞれどんなテントをつくりた
いか絵に描いてアイデアを出してもらいま
す。用意したのは大きい段ボール。テンショ
ンが上がります。自由に大きさを決めてもら
い、窓の形や場所も決めてもらいました。四
角い窓、まるい窓、ハート型や星型、いろん
な窓ができました！テントの周りは白い紙を
貼り、楽しくペインティング！中で内緒話をし
たり、かるたをしたり。天井から星もぶらさ
げました。どんどん手が加わって進化してい
く、現在進行形のテントです！ボロボロにな
っても遊んでね！

西春日保育所 NISHIKASUGA hoiku-syo
Kanae Nagashima永島香苗

紙ねんど

テントづくり



花の宮保育園 大西 章寛

てるてる坊主つくったよ

園庭での自由遊び

どろ団子作ってたら
おじぞうさんみたいなてになっちゃった。

花ノ宮温泉。タイヤの湯。虫探しちゅう。

この穴の中になんかおる。

今年度より、週1回お世話にな
っています。保育の流れに沿っ
て、こどもたちと一緒に過ごして
います。こちらの提案で、らいお
ん組(年長)さんの部屋にこども
たちが自由に制作で使える材
料・道具を入れる棚を作ること
になる。朝のサークルタイムの
折に、みんなでどんなものが必
要かを話し合い、書き出してい
った。　驚くことに次から次へと
出てくる。その後、何人かのこど
もとどんな棚を作ろうか絵を描
く。週に1回しか会っていない僕
の顔を描いてくれたり、「こんな
部屋にしたい」と間取り図を描
いてみたり、花火の模様にする
といって花の絵を描いたり、沢
山の素敵な枝葉が生まれてき
た。出来ることなら、材料の調達
から一緒に行きたかったのだ
がなかなか難しく、くぎ打ちと、
色塗り、模様を描くところに時
間をかけることにした。嬉しい
ことに、プール遊びという巨大
な誘惑にも負けず、ほとんどの
子がくぎ打ちにも色塗りにも寄
ってきてくれた。8月18日にタイ
ヤを取り付け、一先ず完成では
あるが、これから先こどもたちと
一緒に何を入れるか相談しな
がら決めていくのも楽しみのひ
とつだ。今回は、１ヶ月半くらい
の長い取り組みだったので、先
生と協力しながら進めていくの
が重要だと思った。また、このよ
うな、ひとつの取り組みから生
まれくる素敵な枝葉をどのよう
に広げていくかが、今後の課題
でもある。

アトリエ棚の制作

どんな道具が要る？

ケガしないように丸くするんやって。

木にクギ、のこぎり、かなづち。 抹茶みるくのうみ。

HANANOMIYA hoiku-en
Akihiro Onishi



古高松保育所 太田絵美子

私が大きな荷物を両手に下げて保育所に行くと、いつも「今日は何するん」と私を出迎えてくれるこどもたち。早くお絵描きや工作
をしたい、楽しみにしている、という彼らの気持ちがよくわかる。私が担当している年長クラスは人数が多く、まるでもう小学校で
生活しているかのような集団だ。そんな、たくさんのこどもが思い思いの活動をするにぎやかな朝の自由時間の教室や庭の一角に
材料や道具を並べ、コーナー作りを始める。自由時間の遊びのひとつのような活動なので、強制はなく、興味のある子供が参加する。
顔ぶれはだいたい同じメンバーと、その日その日で新しい子が何人か。コーナーを開きいつも感じていることは、「ひとりの静かな
時間」を求めやってきているのだな、ということ。持ち込んだ素材を手にした途端、それまでのやんちゃな振る舞いが嘘の様に制
作に没頭し始めるのである。その姿には、自分の居場所を見つけた落ち着きがあり、そこから生み出される気持ちの良い表現は、
集団を俯瞰していては発見し得ない個性の輝きと、力強い言葉だ。このささやかなコーナーから発信された一人ひとりのメッセージ。
1人になって考え表現する、静かで、充実した時間が、集団全体にどう影響していくか楽しみだ。                

ペットボトルでプールの飾りをつくる

葉っぱとストローで魔法のステッキ

完成した飾りと、プールで元気良く泳ぐ子どもたち。いろんな風にパーツをつなげてみる。

薄い紙を塗らして、にじみ絵風。

廃材を使って

つなげる面白さ遊び心のある台紙（フレーム）づくり

鮮やかな色と、太陽の光がまぶしい。

どの子も筆に迷いは無い。色を選び、
描きあげるスピードの心地よさ。

お友達が描いた絵とつなげてみる。編み物
のようでもあり、パズルのようでもある。

完成したら、早速壁に飾ってみよう。集合
させてみると、同じ時間と場を共有しな
がら作った作品だけにまとまりがあり、
きれい。

パンチで穴をあけて、好きな色の毛糸を
通す。

お絵描きが苦手な子も、新しい素材
や作業に興味を持って参加できる遊
び方を日々研究中です。

ダンボールのキャタピラにもぐりこん
で、操縦室の設計に没頭する彼。

にじみ絵を色紙に貼り付け、更にペンでお絵描き。

とても繊細に落ち葉を選び、完成させてゆく様は、何かの儀式のようにも見えた。

FURUTAKAMATSU hoiku-syo
Emiko Ota



自然豊かな紫雲山のふもとにある宮脇保育所。
保育所を守るように広がる桜の木も初夏のすが
すがしい空気の中緑の葉をゆらす。そんな５月
はお絵かきからはじまった。グルグルが上手に
かけるようになった 2・3 才児さん達。｢お母さ
ん」や｢お父さん」の顔をいっしょうけんめい描
く。「お父さんの髪の毛は？お母さんの目って
どんなの？」｢何してるの？」お話しながら描い
ていくと子どもたちはいろいろな物語を聞かせ
てくれる。「お父さんがお店でおばあちゃんと
料理しよん。これ、火で鍋かけとんで」そう言
いながら、たくさんの丸を描いてくれた Y ちゃ
ん。｢先生、お姫さま描いた」と教えてくれた、
５才児のMちゃん。目をきらきらさせて、「大き
くなったら、マンガ家になる」と教えてくれた
。思わず応援したくなる。トレーシングペーパ
ーも使ってお絵かき。最初は「難しい」と言っ
ていた子もじっくり線をみる事からはじめると
、線と面の違いがわかって上手に写せるように
なる。

異年齢交流ですみれ ( グループ名）がおばけご
っこをしている。異年齢交流ですみれ ( グルー
プ名）がおばけごっこをしている。変身すると
ふだんはおとなしい S ちゃん K くんも、おばけ
になりきって、私をおどかしてくれるのが、か
わいい。次はおばけ屋敷をつくってお客さんを
呼ぶ。そのためにどんな所にかくれたらいいか
相談。ダンボールや色画用紙を使ってまだまだ
広がっていきそうな雰囲気。

はじめてのボディペインティング。赤・青・黄
・白の４色をハケで体に塗ってあげると、｢気持
ち悪い―」でも、自分の体が混色によってかわ
っていく事と、普段はできない体を使ったお絵
かき（友達の背中に絵を描く）に、子どもたち
は夢中。｢宇宙人みたい！」｢足の裏にハケでぬる
と気持ちいいよ」といろいろな反応が返ってき
て、うれしくなってしまう。子どもたちのピカ
ピカ笑顔をもっと増やしたいと思う日々。

紙粘土で海の生き物をつくった、最初はとまど
っていた子どもたちも図鑑をみながら、自分ら
しい生き物をたくさん作ってくれた。大人と違
うその柔軟さにあらためて、子どもたちの発想
の豊かさに驚かされる。

宮脇保育所 MIYAWAKI hoiku-syo樫本　美千子
Michiko Kashimoto



牟礼保育所 伊藤修子

身近な素材を使って材料の特性を知り、技術を習得していく

絵の具に慣れる絵の具への興味

ダンボールを使った家づくり

ペイント
体全身を使って活動し、お友達との関わりを深めました。

楽しみながら表現できるようになりました。

アトリエの活動
「何をするのかな？｣積極さと興味・関心が旺盛になりました。

足を踏ん張り両手を使って描くことができました。

自分の想いを楽しみながら、表現できるようになってきました。

生まれつきの創造性を誘発します土粘土

直接素材に触れる活動は、絵を描いている時と

は違った造形あそびの面白さを感じさせられました。

ボディペインティング 心の解放感を味わう

前衛的な保育所を！　子どもに学べ！　子供たちの世界にいる幸せを感じ、芸術家のような子どもたちから教わる事がたくさん
あります。こどもたちが生活の中から自然に造形活動に移行していくことは、イメージが自分のものとしてより具体的に広がっ
ていき、より主体的な造形活動（自己表現）に繋がっていくからだと考えます。造形活動は、こどもたちにたくましく生きる力と、
可能性を引き出させるものでもあります。そして私もこどもたちと同じ世界・位置で同様に居たいと思います。

絵筆にたっぷり絵の具をつけて、色とたわむれました。

あっという間に時間が過ぎてしまいました。

Mure hoiku-syo
Syuko Ito



若葉保育園では、毎週木曜日と、金曜日は隔週で午前のみ行っています。午前中の１時間～１時間半程度、活動できる時間があるので、

午前中はクラス全員で作品制作をし、午前の自由遊びの時間は自由参加で制作をしています。約２カ月程の長い時間をかけて、街と

海のジオラマをつくり上げることができました。最初にこどもひとりひとりと会話し、「何つくりたい？」の質問に「大きいクジラ」

や「サメ」など、海の生物を挙げる子が多かった（夏だから？）ことがきっかけとなり、つくるうちに、街や山や景色が増えていきました。

一番に心がけたことは、見た目の完成度よりも、こどもの意思や思いをできる限り尊重することです。その為に、制作中もこどもの

思いを出来るだけ汲み取り、それに柔軟に対応できる画材などの準備をしました。また、多種多様な素材や表現方法も導入するよう

にしました。はじめは、「お家はこうすると簡単につくれるよ」など、やり方を教えて全員で同じようにつくる作業でしたが、要領

を掴んできだすと、自分で他の建物を進ん制作する姿なども多く見られるようになりました。絵画制作ではあまり乗り気じゃなくて、

あまり制作が好きじゃないのかな？と思っていた子が立体制作では得意そうに本領発揮する姿もあり、ものをつくる上での楽しさを

見つけた様子でした。最終的に、私が想像していた完成形よりもはるかに充実した作品が出来上がりました。どこを見ても色んな色

が微妙に混ざり合い、退屈させることのない、密度の高い空間が完成しました。街も生物もすべてが表情豊かです。

若葉保育園

午後の自由時間を使って、おままごとコーナーを充実させています。教室にせっかく充分な

スペースがあるので、自由参加型で手作りで家具を揃えることになりました。海と街のジオ

ラマと同時進行で取り組んでいます。おままごとのスペースはこどもたちにとっては日常的

な空間で、自分が必要とするものを自分でつくる、ということが彼らにとって直接的であり、

取り組む姿勢がとても真剣で、ひとつひとつ完成する度に達成感を味わっている様子でした。

こどもたち同士でアイデアを出し合い役割分担をしたり、私も相談に乗り、こどもで出来な

い作業は私がしながら作業を進めています。ある範囲のなかで自分の表現をするのとは違い、

つくりたいものが明確にあって、それをつくるには何が必要か、どうすると出来るか、自分

で考えて制作する姿が多く見られます。すべてこどもたちのアイデアで完成に向かっている

空間が、着々と出来上がっていきます。

おままごとコーナー

WAKABA hoiku-en
Kanae Nagashima永島香苗



和光保育園 前堀浩二

昨年度から毎週水曜日、年長クラスを中心に担当させてもらっています。今年度は

じめからは、材料・道具を多種多様に揃えて、何を使っても、何を作っても良しと

いう「フリースタイル創作」に取り組んでいます。やり方はまず材料・道具を机の

上に並べ、出来るだけ時間を掛けてそれぞれの説明をします。危険な道具などは特

に、何がどう危険なのか。材料も本来はどのような用途で使われるものなのか。事

細かに説明をすることで、より興味を持って取り組めるように思います。また、道

具は敢えて人数分用意はしません。使っていないときは元の位置に戻したり、他の

人が使っていたら、使い終わるまで待つといった習慣づけも心がけています。そう

して回を重ねるごとに新しい材料や、難易度の高い道具を増やしていきます。これ

までの３カ月、こどもたちの自由に何かを作りたいという欲求は枯れることがなく、

回を重ねるごとに技術力・発想力ともに養われてきているように見受けられます。

創作時間中の私の役割として、こどもたちそれぞれが技術的にできないこと（カッ

ターナイフ・ホットボンドなど）を手助けすることに徹底するようにしています。

このフリースタイルは表現活動においての基礎体力づくりであると考えています。

そして、自由な表現ができることで、上手い・下手ではない世界でこどもたちが互

いを認め合い、だれもが自信を持てる環境になっていくと考えます。また、これま

で数度、発表会の時間を設けましたが、こどもたちは自分に作品について一所懸命

伝えようとし、また、受け取ろうという真剣な姿がみられます。作品をコミュニケー

ションツールとして楽しく活用しているようにも思えました。

Wako hoiku-en
Koji Maebori



伊藤修子

小松智香谷由貴 永島香苗

赤松きよ 太田絵美子

1965　香川県牟礼町生まれ
1984　高松工芸高等学校デザイン科卒業
1986　京都芸術短期大学染織コース卒業
1989～川島猛氏のアシスタントを務める

〈受賞歴〉
1990　第15回全日本新人染織展　入選
1992　第17回全日本新人染織展　入選
1993　第18回全日本新人染織展　意匠賞

〈個展〉
1993　高松市美術館ギャラリー
1994　イベントスペースサラ/京都
1997　高松市美術館ギャラリー

〈グループ展〉
2007　川島猛とアート・フレンズ
　　　他多数

【担当保育所（園）】あすなろ保育園/城東保育園

1985　香川県生まれ
2004　広島市立大学芸術学部油絵学科入学
2007　キングストン大学短期留学/イギリス
2008　広島市立大学芸術学部油絵学科卒業

〈活動〉
2004　さかいでアートグランプリ　出展
2006　グループ展「vermilion」　出展
2007　グループ展「象の会」　出展
　　　第72回香川県展　入選
　　　第75回独立展　入選
2008　第11回広島市立大学芸術学部卒業制作展　出展
　　　第73回香川県展　入選
2009　デザインフェスタvol.29 　出展
　　　第74回香川県展　入選
　　　「タユタウ展」　初個展
　　　サクラホテルでの展示/浅草
　　　KAWARAcafeでの展示/渋谷
　　　グループ展「Exhibition～空間を彩るアートの共演」
　　　　　　　　　　　　　　/目黒やさしい予感gallery
                    グループ展Expansion vol.6/品川atre
                    デザインフェスタvol.30　出展
　　　原宿KDDI STUDIO（vol.1）での展示
　　　グループ展「ARCH」/gallerylrieYawd/原宿
　　　イタリアンLaviでの展示/新宿
2010　原宿KDDI STUDIO（vol.4）での展示
　　　赤坂ダイニングバー東京火山での展示

〈掲載〉　
「coolJapanアーティストファイル」/銀座ギャラリーARTBOX出版

【担当保育所（園）】
川添保育園/多肥保育所/西春日保育所/若葉保育園

1985　新潟県生まれ
　　　水彩画・油絵を中心に学ぶ
2004　新潟大学教育人間科学部
　　　　　　芸術環境創造過程造形表現コース　入学
　　　・油絵の制作
　　　・立体・空間作品の制作
　　　・地域とアート　うちのDEアート/大地の芸術祭
2005　グループ展「12COLORS」（油絵作品）
　　　2人展「明かりふたり展」（照明・平面作品）
2006　グループ展「5人展」（空間演出作品）
2008　新潟大学教育人間科学部
　　　　　　芸術環境創造過程造形表現コース　卒業
　　　・卒業後、住宅リフォームの企画・
　　　　飲食店等のメニューデザインを手がける
2009　香川県へ
2010　1月から芸術士として活動
　　　

【担当保育所（園）】げんき保育園/西光寺保育所/瀬戸内保育所

1983　香川県高松市生まれ
2002　高松第一高等学校普通科卒業
2006　武蔵野美術大学彫刻科卒業

卒業後、年間研究室スタッフを務める。
船橋市の中学校美術講師を経て、
2010年4月より芸術士として活動。
大理石・ブロンズを主とした彫刻作品を制作。

〈グループ展〉
2004　｢ニュートラルな抵抗」/武蔵野美術大学展示ギャラリー
2005　「cc-100w」/武蔵野美術大学展示ギャラリー
2006　多摩美術大学展示ホール
2006　世田谷美術館市民展示ギャラリー
2007　「SAA」/武蔵野美術大学図書館

【担当保育所（園）】
すみれ保育園/田井保育所/古高松保育所

1981　奈良市生まれ　高松市育ち
2000    香川県立高松工芸高等学校美術科卒業
2004    武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業

現在、香川を拠点に活動。立体作品を中心として制作。
 
〈個展〉
2004     「グッナイ・ガール」/武蔵野美術大学
2008     「赤松きよ　挿画展」/高松天満屋5階美術画廊
 
〈グループ展〉
2004 　「F」高松市美術館市民ギャラリー
2007　「art spider・西村記人展」ゲスト出品　
                  /香川県文化会館
2008　「人形の・夢・見ゆるひと」/高松市歴史資料館
2009　「高松コンテンポラリーアート・アニュアル　
                  Vol.00 ～時をつなぐビジョン～」/高松市美術館
 
〈その他〉
2004　「おおきなかぶ」舞台美術　こひつじ幼稚園(東京)
2006　四国新聞連載短編小説
         　「財田川夏物語」(伊藤健治作)の挿絵担当
2007　四国新聞連載小説
         　「野に咲け、あざみ」(芦原すなお作)の挿絵担当
2008　ワークショップ 「ぼく、わたしの手のアルバムをつくろう」
           　  / 高松市美術館

【担当保育所（園）】扇町保育所/こぶし花園保育園

・札幌市生まれ
・美術系大学油彩専攻科卒
・愛知県に就職するもまた大学に戻る
・フランス短期滞在
・埼玉県の公立中学校美術教師
・札幌市でフリースクール(自閉症)の美術講師
・札幌・東京(清瀬市)で子供達の絵画・造形教室を主宰
・高松でも子供の絵画・造形教室を開く
・香川県善通寺市の香川小児病院で
　重症心身障害児(者)に美術講師
・2006年東京より香川県高松市在住
・夢励人プロジェクトメンバー
・石あかりロード街角美術館で展示
・源平の里芸術祭アートビレッジでワークショップ
・瀬戸内国際芸術祭で豊島の島キッチンでワークショップ

子供達といる今のくらしが好きです。

〈個展〉
札幌市資料館ミ二ギャラリー個展
多年草展(大同ギャラリー)
札幌札幌市資料館ミニギャラリー　創作グループ「nuage」
ギャラリー白(大阪)

〈公募展〉
札幌市民美術展(市民ギャラリー)　　
東京都民美術展(東京都美術館)　　
女流画家協会展入選(東京都美術館)
朱葉会展会友　 (東京都美術館)
近代日本美術協会展準委員 (東京都美術館)
自由美術展　入選　(国立新美術館)東京
自由美術　香川支部メンバー

【担当保育所（園）】川島保育園/牟礼保育所

Kiyo Akamatsu Nobuko Ito Emiko  Ota

Yoki Tani Kanae Nagashima Chika Komatsu



大西章寛 樫本美千子

前堀浩二村井知之

1974　香川生まれ
1994　精神的ピンチがピークに達して
　　　絵を描いたら回復し元気になったので、
　　　そのまま日本数十カ所路上で売り歩く。

　　　その後、絵はベースにありながらも
　　　声・音・身体表現・企画等に出力が広がる。

1995～個展、即興によるセッション、フリースペース運営、
　　　各種プログラムの企画。

　　　舞踏家・竹之内敦志と共演、劇団ラカン出演、
　　　アカペラーズでのライブ、香川芸術フェスティバルに
　　　身体表現ワークショップ、くらやみのワークショップで出品
　　　スペースMや天満屋カルチャーセンターでのこどもアートクラス講師、
　　　クロスオーバー10展に出品、
　　　一日で作るシリーズ展開、アートグッズ/プライベートアドの作成。
　　　希望の家の絵画活動サポート、・・・。

2000　アートでたんぼ（企画・出品、現在も毎年続行中）
2005　フダン観光協会プロジェクト（続行中。）
2006　Loveace主催オフィーリア出演（dovo,木村恵美との共演。続行中）
2007　旧坂出警察署お別れプロジェクト「ムライ部門」担当
2008　柳生忠平（妖怪絵描き）とのユニット「モノノケシアター」始動＠古民家
2009　即興ユニット「リララジ」初演＠猪熊弦一郎現代美術館
2010　モノノケシアター＠男木島、小豆島。リララジ＠総本山善通寺

【担当保育所（園）】今里保育所/鬼無保育所

Profile

1974　香川県生まれ
1996　多摩美術大学 彫刻科卒業 

[作家活動]
老人をモチーフに家族観・死生観をテーマにした作品を制作
[造形活動]
東京ディズニーランド・ショッピングモール・飲食店他、各種店舗の
看板・ディスプレイ・オブジェ制作、内装工事。
美術作品の代理制作。お面制作等。

〈個展〉
2006　「playground」/ギャラリーアルテ/丸亀市
2000　「storyteller」/ギャラリーアルテ/丸亀市
1999　「story」/ギルドギャラリー/大阪
1998　「after image」/ICF GALLERY/東京

〈グループ展〉
2004　「縁起物」展/ギャラリーアルテ/丸亀市
2003　「Intention(s)」展/ギルドギャラリー/大阪
2002　「４×４」展/ギャラリーアルテ/丸亀市
2002　「たけしの誰でもピカソ　アートパラダイス 2002」/としまえん/東京
2000　「mixed up」展/複眼ギャラリー/大阪
2000　「フィリップモリスアートアワード2000」最終審査展/恵比須ガーデンプレイス/東京
2000　「Art In Hospital－生きるたくらみ・加速する知」展/銀座病院/東京1999　
1999       「もうすんだとすれば。」/ハイマウントビル/大阪
1999　「BONBON展」/Bar India/大阪）
1996　「TAMAVIVANT96」/多摩美術大学/東京

〈モニュメント設置〉
1997　Tower of Circuration－水の塔－/小田急向ヶ丘遊園/東京（米原昌郎氏との共同制作）

〈受賞〉
1999　キリンコンテンポラリーアワード'99　奨励賞　
1997　キリンコンテンポラリーアワード'97　奨励賞

〈TV出演〉
2002　「たけしの誰でもピカソ　アートバトル 2002」

【担当保育所（園）】太田保育所/中野保育所/和光保育園

1967年　さぬき市生まれ
1985年　香川県立高松工芸高等学校美術科卒業
1987年　大分県立大分芸術短期大学卒業、日本画専攻

高松市内で大手通信販売会社で企画、管理等担当。
その間、グループ展に数度参加。結婚し、二児の母。
10年保育所にお世話になり恩返しをしたいと、
このプロジェクトに参加。
現在、ネットで作品を発表。

【担当保育所】
木太保育所/敬愛保育園/こぶし今里保育園/宮脇保育所

1982年　高松市生まれ
2000年　香川県立高松工芸高校漆芸科卒業
2002年　高岡短期大学漆工芸コース卒業（現富山大学）
2005年　香川県漆芸研究所修了
 　　　　北岡省三氏に師事

現在、漆芸作家として活動中。

〈受賞歴〉
2005年　第２３回日本伝統漆芸展　初入選
2006年　第２４回日本伝統漆芸展　入選
2007年　第２５回日本伝統漆芸展　入選
2008年　磯井正美賞展２００８　あすなろ賞受賞
2008年　第７３回香川県美術展覧会　初入選
2008年　第２６回日本伝統漆芸展　入選

〈グループ展〉
2009年　うるしかぶれ展
2009年　タカタンゴ展

【担当保育所(園)】
大野保育所/弦打保育所/花ノ宮保育園

Koji Maebori

Akihiro Onishi Michiko Kashimoto

Tomoyuki Murai
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発　行　日

発　行　所　

編　集　人

ドキュメント制作

印刷・製本

2011 年 3 月 15 日

NPO 法人 アーキペラゴ事務局

芸術士

前堀浩二

本書は平成 22 年 8 月に高松市美術館講堂で開催した

高松市芸術士派遣事業活動報告展のドキュメントを再編集した物です。

アートを通じた表現活動を通してこどもたちが “自律” し、物事に柔軟に対応できる多

様性を持った人間に育って欲しい。そして周りの大人もその過程を一緒に楽しみたい。

そんなより豊かな保育環境を目指して、作家である芸術士がこどもたちと生活を共に

しながら、彼らの興味や芸術表現をサポートする活動を展開しております。高松市の

28 ヶ所の保育所に、週に 1～ 4 回派遣され、活動をしております。マニュアルを持た

ない私達芸術士はこどもたちとの関わり方・メニュー内容など、それぞれが試行錯誤

しながら、保護者の皆様の御理解と先生方の御協力を得て、これまでさまざまな活動

を展開してまいりました。

このたび、こどもたちの表現活動の様子を綴った各保育所のドキュメントを書籍化す

る運びとなりました。この試みをより多くの人に知っていただき、こどもたちの可能性・

保育の可能性について考えるきっかけになれば幸いです。

最後にこの芸術士事業に関わって頂いたすべての方々に感謝いたします。

芸術士一同

おわりに

高松市健康福祉部保育課

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目 8-15

TEL 087-839-2358  FAX 087-839-2360

FAX 087-813-1002TEL 087-811-7707

香川県高松市兵庫町 3-10〒760-0024

アイコー印刷
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