
 
  
 
 カマクラ図工室 × 三箇地区都会との交流を進める会 

『山と海の学校』開催要項 
 

※保護者の方を対象とした事前説明会は行ないません。 
事前にこの要項をよくお読みいただいた上で、参加の申込をお願いいたします。 
尚、参加が決定した後のキャンセルはできませんので予めご了承下さい。 

 

 

2015 年６月吉日 
カマクラ図工室作成 

 



 

 

 何かと忙しい私たち現代人。大人が日々の仕事に追われるように、子どもたちも学校の授業に
加えて、放課後の学習塾や習い事、週末の娯楽を慌ただしくこなす生活の中で、いつしか自ら考
え、行動することが少なくなってきました。そして、学校現場でも安全面の配慮や過密化する年
間スケジュール等、様々な理由から、年々自由な空き時間が無くなりつつあります。 
 かつての子どもたちには、「放課後」が十分保障されていました。地域社会に点在した「原っぱ」
で遊びを生み出したり、トラブルを経験したり、その中で直接他者とのコミュニケーションの方
法を学んでいました。そして、農作業や祭等、様々な年中行事を通して大人と一緒に働き、家庭
では家事手伝いをしながら “一人前”になることを目指していました。しかし、その”ぽっかり”と
空いた「原っぱ」のような放課後が消え、生活の主要な舞台が学校に移行したこの時代において
は、そのような場所を求めることも難しくなってきました。 
 このような状況の中で、私たちは近年、子どもたちが自ら他者と関わりながら、モノやコトを
「つくる」活動に取り組んでいます。今夏は、ひととき学校の授業や部活から離れ、また教育的
指導さえも忘れ、大人と子どもが原っぱのような時間を体験します。 
 この体験は感動を約束された「遊園地」や「劇場」とは違い、つまらないこともあるかもしれ
ません。しかし、この「余白」の中で子どもたちが自ら考え、行動を決定していくことは大きな
経験となるはずです。豊かな自然と世界中のアーティストが集まる『大地の芸術祭 2015（※）』
をフィールドに、子どもたちの中に眠る”自我”が芽生えていきます。私たちは、子どもたちが自
ら成長するための「余白」をつくり出し、”もう一つの教育”を一緒に共有したいと考えています。 

（※）大地の芸術祭／3 年に１度、世界中のアーティストが十日町・津南町全域で 50 日間表現活動を展開するアート

の祭典。日本初の大規模国際展として 2000 年より始まり、６回目を迎える。 

『山と海の学校』開校の背景 



■カマクラ図工室 

『カマクラ図工室』は、「自然・文化・芸術体験」を通して、社会と関わる意味を自ら見つけだす
場所です。                          【web検索：はみだし部品 山と海】 

 

 

 

 

 

髙松 智行 (たかまつ ともゆき)  
1976 年、京都市生まれ。鎌倉市在住。横浜国立大学教育学部美術科卒業。小学校教員の傍ら、

神奈川県立近代美術館や戦没画学生慰霊美術館「無言館」を舞台にした子どもたちのドキュメ

ンタリー映画や、現役小学校を舞台にしたアートプロジェクト「鎌倉なんとかナーレ」の企画

者として活動。2014 年からは「創作を軸にした地域教育力の再生」を目指して「カマクラ図

工室」を設立し、鎌倉市民や芸術家とともに子どもたちの教育に関わっている。 

 
管 潤一郎 (すが じゅんいちろう)  
1958 年、大分県生まれ。経済学修士。鎌倉市在住。  

1986 年より 2002 年まで欧米投資銀行にて外国・本邦企業の資金調達業務に携わる。投資顧

問会社の代表取締役社長を経て国際NGOにおいて各種イベントのロジスティック、役所申請、

スポンサー発掘、当日運営を担った。現在、「カマクラ図工室」スタッフとして子どもたちの芸

術活動を支援している。 

塩田 亮吾（しおだ りょうご） 
写真家。1983 年、千葉県生まれ。独学で写真を学び、08年よりドキュメンタリーを中心にフ

リーランスとして活動を開始。現在は、バングラデシュの地下水ヒ素汚染問題や成田空港の三

里塚闘争、ソウルの都市風景などを撮影している。また、2013 年より「3/11 Kids’ Photo 

Journal」に講師として参加。東日本大震災で被災した子どもたちが故郷の復興や日々の生活

を写真と文章で記録・発信する手助けを行いながら、子どもたちとの交流を続けている。 

 
藤原 裕之（ふじわら ひろゆき） 
写真家。1978 年、東京都生まれ。2005 年より独学で写真を学び、主にカンボジアで人物・

風景を撮影。2011 年 3月 11 日 東日本大震災を受け、友人と「こどもカメラマンプロジェク

ト」を企画。気仙沼にて被災した南気仙沼小学校の子ども達（当時小学５年生）の撮影した写

真を、東京を中心に全国で展示し、募金を募り使い道を子ども達が考える、セルフケアプロジ

ェクト。現在 2015 年 5月 30 日～6月 7日まで気仙沼にて展示中。 

 
滝沢 達史（たきざわ たつし） 
美術家。1972 年、横浜市生まれ。津南町で幼少期を過ごす。多摩美術大学油画専攻卒業後、

イタリア・ギリシャ・トルコを周遊。帰国後、東京都教育公務員として特別支援学校の美術教

諭として９年間勤務。その後１年間を都立学校開設準備員として職務に従事し退職。以後、「大

地の芸術祭」に参加している。主な発表歴として大地の芸術祭（2009,2012,2015）鎌倉なん

とかナーレ（2012）瀬戸内国際芸術祭（2013）中房総国際芸術祭（2014）など。 

 



■三箇地区都会との交流を進める会 
 
 津南町（新潟県中魚沼郡）は日本一のブランド米「魚沼コシヒカリ」の生産が盛んな町です。
私たちの三箇は町内を流れる信濃川の西側に位置し、３集落１３０戸余りの地区。津南町の中心
部から５Ｋｍほど離れた山間地にあり、３ｍを超える雪が毎年のように積もる日本一の豪雪地で
もありますが、縄文の時代から人々はこの地で生活をしてきました。東側には日本一の河岸段丘
に広がる広大な農地がありますが、それとは対照的に三箇地区は圃場が狭く小さな棚田が点在し
ています。地球上にはもっと雪が積もる場所はありますが、こんなに大勢の人が住んでいるとこ
ろは他にないと言われています。しかし、近年の人口減少と高齢化は深刻であり、消滅可能自治
体などの報道がされております。 
 『三箇地区都会との交流を進める会』は、集落や地区をこれからも存続させたいとの思いを共
有する有志で組織されており、都会から毎年２００人ほどの小学生や大学生などを受け入れてお
ります。多くの人に三箇を知ってもらい、ファンになってもらうことを考えました。子どもたち
を受け入れ、自然の中での様々な体験、また、田植えや稲刈り、野菜の収穫などの農業体験を通
して、田舎の良さを知ってもらう活動に取り組んでいます。この子どもたちの中に一人でも二人
でも将来三箇を訪れ、手伝ってくれる人が現れること、それが夢です。田舎は自然や農産物を、
都会の人には労力を提供してもらえるような協働活動を模索して行きたいと考えています。 

【web 検索：だいすきさんが】 

恩田稔（『三箇地区都会との交流を進める会』会長・津南町議会議員） 

 



 

【主  催】：カマクラ図工室、三箇地区都会との交流を進める会 
【後  援】：鎌倉市、鎌倉市教育委員会、津南町、津南町教育委員会 
【協  力】：新潟県津南町三箇地区の皆様  
【スタッフ】：髙松智行（小学校教諭・カマクラ図工室代表） 岡田渉（小学校教諭） 
       管潤一郎（カマクラ図工室） 滝沢達史（美術家） 塩田亮吾（写真家）  
             藤原裕之（写真家） ※現地では女性スタッフも常駐し、活動に同行します。 

【日  程】：２０１５年８月２１日（金）～２４日（月） ３泊４日 
【活動内容】小・中学生 10 名が新潟県津南町三箇地区にて自立的な宿泊生活を行い、津南の自 
      然・文化・芸術体験を通して多様な個性と交流を図ります。移動は公共交通機関を 
      利用し、全ての活動をグループで行います。 
【活動場所】：新潟県中魚沼郡津南町三箇地区 
【宿泊場所】：津南町三箇地区の民家に分宿 
【参加条件】：原則、小学５年生から中学２年生の児童・生徒 
       自分と異なる考え方や文化をもつ人たちと自ら関わりながら世界を広げていこう 
       とする意欲があり、芸術表現や鑑賞活動に関心のある児童・生徒 
       事前交流会を含めて全日参加できる児童・生徒 
【定  員】：１０名 ※メールにて先着順・定員になり次第〆切 
【参加申込】：メールにて先着１０名  >>  kamazu.tt@gmail.com（カマクラ図工室） 

【集  合】：８月２１日（金）※集合時間と場所は事前交流会で決定します 
【解  散】：８月２４日（月）※解散時間と方法は事前交流会で決定します 
【交通手段】：JR 在来線（青春１８切符利用） 
【日   程】：初日と最終日は移動。それ以外は、『大地の芸術祭』の作品鑑賞を軸に自由散策。 
【食  事】：朝夕は民家にて食事（家事・手伝い）、昼食は自作弁当 

 

『山の学校』について 



【参加費用】：17,000円  

 ＜先払い＞ ※14,000 円を７月１８日（土）の事前交流会に持参して下さい。 
   往復交通費（青春１８切符）        4,740 円（2,370 円×２） 
   宿泊代（食費・雑費等）            6,000 円（１泊 2,000 円×３泊） 
   貸し布団代                1,800 円（３泊） 
   保険代                    500 円（AIU 損害保険・合宿保険加入） 
   雑 費                   960 円                    
                                       合計 14,000 円 
 ＜当日の所持金＞ ※旅の道中は、各自で管理します。 
       ２日間の交通費                      1,000 円 
    大地の芸術祭鑑賞費           1,000 円 
    飲食代等予備              1,000 円                  
                                        合計 ３,000 円 

【持ちもの】：下記の①～③を参考に必要だと思うモノを参加者自らが準備・管理すること 
① 荷物の量：自分で持ち運べるだけ（※長距離・長時間・炎天下の移動考慮） 
② 必要物品：生活必需品、青春１８切符、保険証のコピー、初日の弁当、活動費（3,000 円）、 
      常備薬（必要な人）、簡易的な救急セット、デジタルカメラ（フィルムも可）、 
      掃除用雑巾、その他必要なモノ  ※不必要物品：携帯電話、電子ゲーム類 
③ 個人物品：“夏季の自然環境”や“芸術体験”等、“目的の体験”を考慮した物品  

【注意事項】 
  ※限られた所持金の中で生活する力を大切にしますので、必要以上の金銭を持参しないこと。 
  ※交通費については “実感”を大切にしますので、電子マネーの使用は不可とします。 
  ※旅の道中は、所持金の管理から用途まで子どもたちに一任します。なお、金銭や物品の紛 
   失等は自己責任とし、同行者で責任は負いかねます。 

【事故対策】：期間中の安全には細心の注意を払いますが、万一の場合に備え参加者全員、AIU の    
       合宿保険に加入いたします。 

【緊急連絡先】：090-4915-2979 ＜恩田稔（『三箇地区都会との交流を進める会』会長）＞ 

【必要物品】：集金した雑費から実行委員会で準備します。 
 ◯ゴミ袋 ◯蚊取り線香 ◯トイレットペーパー ◯救急セット ほか 

【医療機関】 
 ◯新潟県立十日町病院 
 〒948-0055 新潟県十日町市高山32番地9   
 TEL 025-757-5566 



 

 

   

 『山の学校』は、５名のグループで活動をします。参加者がお互いの個性を理解し、親交を深
めるため、事前に２日間の交流を設けます。神奈川県立近代美術館鎌倉に通い、美術作品の鑑賞
や創作を介して参加者同士がコミュニケーションを試みます。自分自身の中に在る感覚を探り、
旅の目的を明確にしていきます。 

 【日  程】：２０１５年７月１８日（土）・１９日（日） １０：００～１６：００  
 【活動場所】：神奈川県立近代美術館鎌倉（鶴岡八幡宮敷地内）※現地集合・現地解散 
 【持 ち 物】：鉛筆・消しゴム・バインダー（A4 程度）・弁当・飲み物・デジタルカメラ・ 
       参加承諾書・参加費用（先払い分の 14,000 円） 
 【連  絡】：kamazu.tt@gmail.com（カマクラ図工室） 

『海の学校（事前交流会）』について 



『山と海の学校』では、子どもたちが自ら気づき、考え、行動できる場を保障するための「手間」
をあえてつくり出します。以下の場面においては、次のような対応を心がけます。 
 
Q：公共交通機関を利用しての移動中、万が一乗り遅れや乗り間違えがあった場合は？ 
A：同行スタッフは子どもたちが乗り間違えても指示はしません。気付かなければそのまま同行 
 し、子ども達に解決をさせる姿勢に徹します。車で迎えに行くようなことは一切しません。 

Q：旅の道中、子どもが財布を落とした場合は？ 
A：同行スタッフがお金を補助することはありません。グループで知恵を出し合い、解決を導き 
 ます。 

Q：何かあると心配なので、多くお金を持たせたいのですが…。 
A：限られた所持金でどうやりくりするのか、切実に考えることも大切な学習です。当企画の意 
 図をご理解いただき、ご遠慮願います。 

Q：農家のお宅では、何か特別な体験ができるのですか？ 
A：子どもたちを都会からの「お客さん」としてではなく、「生活者」として接していただくよう 
 お願いしてあります。各ご家庭のルールや生活サイクルに従って、いつもと変わらぬ「日常」 
 を過ごしてもらいます。 

Q：農家のお宅では、どんな食事が出るのですか？ 
A：日常と同じ食事です。食事は一緒に作り、食卓を囲みます。食卓では、津南のよさや魅力を 
 たくさん話していただく予定です。 

Q：現地での活動は、どのようなカタチで行なうのですか？ 
A：『大地の芸術祭 2015』を軸にしたフィールドワークを予定しています。朝、子どもたちと１ 
 日の計画を立て、目的地を目指します。予期せぬ出会いがあったり、興味の対象が変わったり 
 した場合には、計画を変更することもあり得ます。 

Q：怪我や急病になった場合の対応は？ 
A：緊急の場合は、スタッフが車で十日町病院に連れて行きます。不測の事態に備えて、必ず「保 
 険証の写し」は持参して下さい。 

Q：携帯電話を持たせたいのですが…。 
A：自分で考えて、行動するという当企画の意図をご理解いただき、ご遠慮願います。 

 

『山と海の学校』Q & A 



『山と海の学校』の参加にあたり、保護者として以下の事を了解し、参加を申し込みます。 

１、治療中の傷病や、参加に心配な持病がある場合は、医師の判断を仰いでからご参加下さい。 
２、子どもたちの「自主自立」を主眼においていますので、思い出づくりを目的にしたイベント

やプログラム等は一切準備しません。 
３、道中の不測の事態においては、安全面を配慮しながら「見守る」姿勢を大切にします。 
４、道中の金銭や物品の紛失等については「自己責任」とし、スタッフで責任を負いかねます。 
５、万が一、傷病、紛失、その他自然災害や事故が起きた場合、保険の適用範囲外は責任を負い

かねます。 
６、本プロジェクトの成果は、教育関係諸機関に還元します。活動の様子を記録した画像や映像、

感想文等を記録冊子やホームページ、facebook 等で使用することに同意します。 

申し込み日 2015 年   月   日 
フ  リ  ガ  ナ 

参加者氏名                                     男 ・ 女 
 
フ  リ  ガ  ナ 

保護者氏名                     印 

         〒       - 

 住  所 

 電  話                 F A X 

緊急連絡先 
の電話番号 

 E メール 

 生年月日   平成    年    月    日生     歳        年生 

健康調査票 
       血液型（Rh      型） 
       アレルギー（              ）  ／  夜尿症（ 有 ・ 無 ） 

       これまでにかかった事のある主な病気・その他 
       （                                ） 

         参 加 同 意 書 ※海の学校にて提出 


