
 

カマクラ図工室 

【山と海 2019】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。 

本要項を最後までよくお読みいただき、趣旨や内容をご理解いただいた方のみ 
メール【kamazu.tt@gmail.com】にて改めて正式な参加のお申込みをお願いいたします。 
尚、お子さんに基本的な生活習慣やコミュニケーション能力、他者意識が欠ける場合、あるい
は、保護者の方の思いを優先して申し込まれた場合は、お子さんの活動に必ず無理が生じてき

ますので、お子さんの常日頃の様子や参加意志をご確認の上、お申し込み下さい。 
正式にお申し込みいただいた方が定員の 10 名に達した時点で受付を終了いたします。 

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。 

2019 年 5月吉日 
カマクラ図工室 



■カマクラ図工室 

 

 何かと忙しい私たち現代人。大人が日々の仕事に追われ、利便性を求めて商品やサービスを消費
するように、子どもたちもまた、学習塾や習い事から週末の娯楽に至るまで慌ただしくこなす毎日
を送っています。そして、学校現場でも年々過密化する年間スケジュールに右往左往する中で、子
どもたちが自ら考え、行動する時間が少なくなっています。 
 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。社会に点在した野山や川、原
っぱで遊びをつくり出したり、トラブルを経験したり、試行錯誤や葛藤を経て自然や人間との多様
な関わり方を学んでいました。そして、家事手伝いや農作業等の「労働」を入口に社会参加し、大
人の承認を獲得しながら「一人前」になることを目指していました。しかし、産業構造の変化に伴
い、今日の子どもたちは自ら社会と関わり合う機会がめっきり減り、大人から与えられたモノやコ
トを「消費」しながら生活することを余儀なくされています。 

 カマクラ図工室の活動は、鎌倉近郊の美術館を拠点とし、美術作品を介して自分自身を見つめ、
語り合い、お互いの個性を理解することから出発します。そして、夏休みには鎌倉の海とは異なる
山間部の土地で「つくる」を生きる糧とする芸術家らと共に合宿を行い、様々な人・もの・ことと
関わる場をつくり出します。旅先で獲得した様々な「実感」を鎌倉に持ち帰った子どもたちは、秋
以降、自らの興味や関心に基づいて表現活動を行い、その成果を社会に発信します。 

 カマクラ図工室では社会全体を図工室に見立て、人との出会いや活動場所、旅の行程、食事、作
品、展覧会等の出来事に至るまで子どもたちが自ら「つくる」ことを大切にしていますので、そこ
に関わる大人は、特別なお膳立てをしたり、管理的な指導をしたりすることよりも、大人は大人の
時間を過ごすこと、そして、子どもたちが「やりたいことに没頭できる環境」とともに「安全に失
敗できる環境」を整えようと心がけています。子どもたちは、こうした「原っぱ」のようなぽっか
り空いた時間と空間の中で様々な人・もの・ことと関わり合いながら、絶えず自分を造形し、解体
し、再構築し、ヴァージョンアップしながら「自立」に向かっていくと考えています。 



■ 『山と海 2019』スタッフ（予定） 

髙松 智行 (たかまつ ともゆき) ｜小学校 図工教諭 
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」を舞台にしたドキュメンタリー映画

（2009,2011,2016）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」（2009-2012）の企画

者として活動。2014 年には『カマクラ図工室』を設立し、今日まで芸術家や市民らと共に、社会と関わりながら創作活

動を行なう子どもたちの活動をサポートしている。 

岡田 渉（おかだ わたる）｜小学校 社会科教諭 
子ども主体の問題解決的な学びを目指して、一人一人の学びを感じ取りながら独自の理論に基づいた授業づくりを展開し

ている。主な実践として「鎌倉近代美術館閉館から見える社会」や「雪と共に暮らす（新潟県津南町）」がある。 

吉坂 保徳（よしさか やすのり）｜小学校 理科教諭 
身近にある素材から子ども主体の科学体験を重視した授業づくりを大切にしている。2012 年には授業実践『木炭で墨は

作れるの？』が朝日新聞の「花まる先生」に掲載。これまでの『海の学校』では、子どもたちの「ウン香水」作りや「美

味ダレ焼き鳥」作りをサポートした。 

滝沢 達史（たきざわ たつし）｜アーティスト 
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教

員として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、アーティストとして国内の芸

術祭を中心に活動。主な発表歴として「大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ（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）」「喜多方・夢・アートプロジェクト

（2015,2016）」など。現在は、サポートを必要とする小学生～高校生のための学びの場『ホハル』（岡山県倉敷市真

備）の代表も務める。 

柚木 恵介（ゆのき けいすけ）｜アーティスト 
東京芸術大学卒業。その土地に定期的に通い、人々と関わることをテーマとしたプロジェクトを展開。「島の家プロジェ

クト」「小豆島高校おみやげクラブ」などの瀬戸内国際芸術祭（2013）への参加をはじめ、「物々交換プロジェクト at 

タイ＋だいご」（2015）など、各地に活動の場を広げている。芸術祭では、2009 年から継続中の国内外各地で物々交

換をしながら旅を続ける「物々交換プロジェクト」を実施する。約 2か月間をかけて、県北 6市町で出会った人々と物々

交換を繰り返し、住人、観光客、アーティストらを巻き込みながら偶然が生み出すストーリーを記録し、作品化している。

現在は、秋田公立美術大学教員。 

伊沢 正名（いざわ まさな）｜糞土師・自然写真家 
1975 年から菌類や隠花植物などを専門とした写真活動を本格化。1974 年より野糞を続け、野糞掘り返し調査も実施。

土中でのウンコ分解の実体を明らかにする。2006 年から”糞土師”を名乗り、自然界の物質循環をとおして社会と環境の

問題を鋭く問う活動を始める。著書に『くう・ねる・のぐそ』（2008 年 山と溪谷社）、『うんこはごちそう』（2013

年 農文協）、『葉っぱのぐそをはじめよう』（2017 年 山と溪谷社）など。 

 



 参加者がお互いの個性を理解し、親交を深めるため、横須賀美術館において交流の場を設けます。
美術館では美術作品の鑑賞を介して参加者同士がコミュニケーションを試みながらお互いの個性
を理解するとともに、グループ編成を行ない、旅の計画を立てます。  

 

   

【日  時】 ８月１日（木）・２日（金） 10:30～16:00 頃 

【活動場所】 横須賀美術館 ※美術館入口に 10:30 集合・16:00 頃解散 
       〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居 4-1 tel:046-845-1211 

【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 ・スケッチブック（A5 サイズ程度）・上田までの移動経路 
      ・参加費用の先払い分 16,000 円（釣り銭の必要ないようご準備下さい） 
      ・『山と海 2019』参加同意書（開催要項を印刷して使用して下さい＜モノクロ可＞） 
      ・その他各自必要なもの 

【連  絡】kamazu.tt@gmail.com（カマクラ図工室） 

『山と海 事前交流会』について 



 

 

     

【主  催】カマクラ図工室 
【後  援】鎌倉市 鎌倉市教育委員会 
【協  力】長野県上田市五加自治会 
【スタッフ】髙松智行（小学校教諭） 岡田渉（小学校教諭） 吉坂保徳（小学校教諭） 
      滝沢達史（アーティスト） 柚木恵介（アーティスト）   
      伊沢正名（自然写真家・糞土師） 
     ※『山の学校』では女性スタッフが常駐できるようにします。 
【助  成】子どもゆめ基金助成活動 

『山の学校』（鎌倉市・上田市 姉妹都市交流プロジェクト 2019）について 



 
 
 
【日  程】８月７日（水）～１１日（日） ４泊５日 
【活動内容】小学生 10 名が長野県上田市塩田地区にて自立的な宿泊生活を行い、 
      自然・文化・科学・芸術体験を通して多様な個性と交流を図る。   

【活動場所】長野県上田市塩田地区 
【宿泊場所】五加自治会館（４泊） 
【参加基準】 
 ・保護者の方が子どもの「自主自立」を第一に考えて、特別な教育サービスを望んでいないこと  
 ・原則 小学５・６年生で、自分の力で生きることにチャレンジしたい子  

※参加基準を満たしていない場合や保護者の方の思いで参加申込をされた場合は、 
       必ずお子さんの活動に無理が生じますので、よくお考えの上お申し込み下さい。 

【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 ７日（水）※集合時刻や経路は「山の学校「事前交流会」」で決定 
【解  散】８月１１日（日）※経路や解散時刻は「山の学校「事前交流会」」で決定 
【交通手段】JR 在来線等（青春１８切符＋しなの鉄道、上田電鉄別所線） 
【日   程】初日と最終日は移動。全日“目的別グループ”で自由活動。 
【食  事】１日３食自炊（昼食は自作弁当）。 



【参加費用】22,000 円 ※定員に達しない場合は、参加費に変更の可能性があります。 

 ●往復交通費（JR 鎌倉⇔中塩田<上田電鉄>）：5,740 円 
  ・青春 18 切符 2,370 円／人（JR 在来線）＋ 500 円（しなの鉄道・上田電鉄）＝2,870 円（片道） 

 ●宿泊費：6,000 円 
・ 五加自治会館一棟借り上げ代；1,500 円/泊×４泊＝6,000 円  

 ●貸し布団代（竹内製綿）：3,600 円 
・ 900 円/泊×４泊＝3,600 円  

 ●食 費：2,000 円 
  ・12 食分 

 ●入浴代：1,000 円 ※別所温泉公衆浴場等利用 
  ・250 円程度×４回＝1,000 円程度 

 ●活動費：2,000 円 
  ・交通費（中塩田⇔別所温泉駅）、飲み物代等 

 ●保険代：300 円 
  ・AIG 損保：傷害のみに適応  

 ●雑 費：1,360 円  
  ・全員で共有する生活必需品や同行スタッフの活動に関わる諸経費等に充当させていただきます。 

 

＜事前交流会にて先払い＞ ※16,000 円を『事前交流会』に持参して下さい。万が一不参加と
なった場合でも、先にお支払いただいたお金を返金することができませんので、予めご了解下さい。 

 ●往復交通費（青春 18 切符）        4,740 円（2,370 円×２） 
 ●宿泊費（五加自治会館使用料５日分）    6,000 円 
 ●貸し布団代４泊分              3,600 円  
 ●傷害保険（AIG 損保）            300 円 
 ●雑 費                  1,360 円                    
                                      合計 16,000 円 

 

＜当日の所持金＞ ※旅の道中は、子どもたち自身が責任をもって管理します。 

 ●交通費（しなの鉄道・上田電鉄）            1,000 円 
  ●食 費（12 食分）                         2,000 円 
 ●入浴代                         1,000 円 
 ●活動費                       2,000 円                  
                                       合計 6,000 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・管理します。 
① 荷物の量：自分の力で持ち運べるだけ（※長距離・長時間・炎天下の移動考慮） 
② 必要物品：生活必需品、保険証（のコピー）、初日の弁当、当日の所持金、 
      米（５日分）、常備薬（必要な人）、簡易的な救急セット、デジタルカメラ、 
      青春 18 切符（グループの代表者）、掃除用雑巾、その他必要なモノ   
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  
※ 炊飯器や調理器具、箸や皿等は宿泊場所である五加自治会館のものをお借りします。 

【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。 
  ※道中は”人との関わり“や”実感”を大切にしますので、携帯電話や電子マネーの使用は不可と 
   します。 
  ※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。尚、金銭や所持品の紛失等は 
   自己責任とし、図工室側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、万一の場合に備え保険に加入いたします。 

【必要物品】：集金した雑費からスタッフが購入、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 ◯食器用洗剤ほか 

【医療機関】 
 ◯上田市内科・小児科初期救急センター 
  〒386-0022 上田市緑が丘 1-27-21    TEL 0268-21-2233 

 



■上田市塩田平の環境 

	 鎌倉市と長野県上田市は鎌倉街道で結ばれ、鎌倉時代は塩田平に守護所が置かれていたことを背
景に、1979 年 11 月５日に姉妹都市提携を結びました。 
 以後、姉妹都市交流の一つとして、1987 年から上田市消防団音楽隊と鎌倉シティブラスの交流
演奏会が隔年で開催されています。また、今日では、地元の特産品や名産品を鎌倉の地に集めて鎌
倉市と姉妹都市である山口県萩市や栃木県足利市と共に姉妹都市物産展を開催しています。 

 塩田平は、安楽寺八角三重塔や前山寺三重塔、中禅寺薬師堂、生島足島神社などの文化財群や、
塩田城などの史跡、灌漑用のため池、のどかな田園風景が、独鈷山や夫神岳をはじめとする周囲の
山々の自然環境と一体となって、独特の歴史的風土を醸し出しています。 こうした日本らしい風
景を保っている地域を保全・継承していくため 2007 年 2 月、「美しい日本の歴史的風土 100 選」
実行委員会（古都保存財団ほか）は、全国から寄せられた 698 か所の推薦地域の中から、上田市
が推薦した塩田平を「塩田平の歴史的文化的遺産」として「美しい日本の歴史的風土準 100 選」
に選ばれました。 
 また、塩田地区はこれらの魅力を博物館の展示物と見立て、「屋根のない博物館」として紹介・
活用しようという「田園空間博物館」構想のもと、都市との交流や自然観察、収穫体験、里山体験
等で地域の活性化を目指しています。 

 



『海の学校』では、『山の学校』の経験をもとにして、子どもたちがさらにチャレンジしたいこと
を実現していきます。 

 

   

【日  程】２０１９年９月５日（木）～８日（日） ３泊４日 

【活動内容】「通学合宿」を通して多様な個性と交流を図りながら、モノやコトをつくり出す。 

【宿泊場所】FOLK Koshigoe（〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越 3-28-14） 

【集  合】９月５日（木）※17：00 に江ノ電「腰越駅」改札に集合予定 

【解  散】９月８日（日）※片付けと掃除を終えた 15：00 頃 FOLK Koshigoe で解散予定 

【食  事】自炊 

【参加費用】5,000 円＋交通費 

 ●交通費：実費 

 ・自宅や学校からの最寄り駅から江ノ電「腰越駅」までの金額を各自で調べて、持参すること。 

 ●宿泊費：1,500 円（１泊５００円×３泊） ●食 費：1,000 円 

● 活動費：1,000 円 ●傷害保険（AIG 損保）：300 円 ※傷害のみ適応 
 ●雑 費：1,200 円 全員で共有する生活必需品やスタッフの諸経費等に充当させていただきます。 

『海の学校』について 



Q：どのような子どもを対象としていますか？ 

A：カマクラ図工室は、造形教室や学校の補習を目的とした学習塾、不登校の子どもたちを対象と 
したフリースクールとは異なり、家庭や学校で身に付けた力（直感力・思考力・判断力・表現力・
コミュニケーション能力等）を実社会で試す場です。したがって、自ら人・もの・ことと関わり、
世界を広げて行こうとする意欲に溢れた子どもたちを対象とします。 

Q：子どもの活動の様子を見学したいのですが… 
A：家族から離れて“自分の力で生きる”ことが本活動の目的ですので、ご家族の見学や活動への同
行はもちろんのこと、活動場所や最寄り駅までの車での送迎もご遠慮願います。 

Q：体調不良等の理由でやむなく欠席する場合は？ 

A：そのようなことがないよう、当日までは十分健康に留意して生活して下さい。尚、万が一不参
加となった場合、活動の前日、もしくは当日の朝７時までに【kamazu.tt@gmail.com】までメー
ルにてご連絡下さい。尚、『山の学校』については、先にお支払いただいた参加費をお返しするこ
とができませんので、予めご了解下さい。 

Q：「山の学校」で怪我や急病になった場合の対応は？ 

A：緊急の場合は、スタッフが車で近隣の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：『山の学校』最終日の帰宅は何時頃になりますか？ 
A：最終日は宿泊施設の掃除や片付けをきちんと済ませた上で帰路につき、16～17 時頃を目途に
帰宅できるように計画を立てます。しかし、万が一、子どもたちに他者意識が欠け、中途半端で終
えた場合、その後の予定を変更しても掃除や片付けを行ないますので、帰宅時刻が大幅に遅れる場
合があります。 

Q：『海の学校』はどんな活動を予定していますか？ 
A：今年度は３泊４日の「通学合宿」を行なうことは決まっていますが、活動内容は未定です。 
これまでの『海の学校』では、『山の学校』で得た経験をもとに、自主企画の展覧会を開催したり、
映画『０円キッチン』や坂口恭平さんの著書『都市型狩猟採集生活』、糞土師である伊沢正名さん
の思想を受け、お金を使わない生活や「食べる、寝る、排泄する」ことに自ら責任を持つ生活を試
みたり、スポーツを通して地域の人たちと交流したりしてきました。尚、今年度の活動は、9月８
日で終了予定ですが、活動内容によっては、延長する可能性もあります。その場合は、子どもたち
のスケジュールに合わせて、日程を決めていきます。 

カマクラ図工室『山と海 2019』Q & A 



 保護者として以下の事を了解し、カマクラ図工室『山と海 2019』への参加を申し込みます。 

１、『山の学校』を欠席した場合、事前にお支払いただいた参加費を返金することができません。 
２、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。 
３、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。 
４、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。 
５、道中の金銭や物品の紛失等については「自己責任」とし、責任を負いかねます。 
６、万が一、傷病、紛失、その他自然災害や事故が起きた場合、『事前交流会』では自己責任とし、

『山の学校』『海の学校』では保険の適用範囲外については責任を負いかねます。 
７、カマクラ図工室の成果は、広く社会に発信します。活動の様子を記録した子どもたちの写真や

映像、感想文等を記録冊子やホームページ、facebook 等で使用させていただきます。 

申し込み日 2019 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 ） 

       健康面で特に配慮すべきこと、その他 
       （                                ） 

 カマクラ図工室『山と海 2019』参加同意書 ※事前交流会にて提出 


