南相馬市の保護者・学校関係者の皆様へ
東北芸術工科大学

KIDS ART CAMP Yamagata
〈キッズアートキャンプ山形〉のご案内
東北芸術工科大学講師・主任学芸員
東北復興支援機構プログラムディレクター
宮本武典（みやもと・たけのり）
mail: miyamoto@aga.tuad.ac.jp
tel: 023-627-2043・080-3178-9277

『荒井良二の山形じゃあにぃ』（2010年開催｜東北芸術工科大学主催）

『KIDS ART CAMP Yamagata』は、
南相馬の子どもたちが、夏休み期間中の1週間を、
西蔵王の麓にある大学キャンパスで過ごすプログラムです。
大学教授陣による、〈絵画〉〈陶芸〉〈染色〉などの、
東北唯一の美術大学としての特徴・施設を活かした演習や、
〈エコロジー〉〈家づくり〉など、これからの社会・地球を考えるためのレッスン、
さらに、屋外へ飛び出しての〈自然教室〉や〈工場見学〉〈農業体験〉など、
山形の固有文化に根ざした、地域密着型のカリキュラムを展開します。
子どもたちの活動は、〈お世話係〉の学生たちが寝食を共にしてフォローアップ。
学外の体験プログラムでは、近隣の農家や企業など、山形市民も支援します。
私たち東北芸術工科大学は、東北の未来を担う、福島のこどもたちの夏休みを、
〈大学〉と〈山形〉の知財を最大限に発揮してサポートします。
東北芸術工科大学
〒990-9530 山形市上桜田3-4-5
公式ホームページ www.tuad.ac.jp/

人数
・最大で28家族までご参加いただけます。
・ホテルを31部屋予約しており、各部屋の最大利用人数は6名です。1家族＝1部屋の計算です。
・〈小学校1〜4年生＋園児・幼児〉は保護者と一緒に活動に参加します。
・〈小学校5〜6年生〉〈中学・高校生〉は年齢別でグループを編成し、子どもたちだけで活動します。
・各グループに学生〈お世話係〉がつき、子どもたちの学習活動をサポートします。

期間について
・2011年8月9日［火］→12日［金］の期間（3泊4日）

福島⇔山形間の移動について
・往路・復路ともに大学が観光バスをチャーターし、福島まで送迎いたします。
・現地集合／解散も可能ですが、その際にかかる交通費やガソリン代はご負担いただきます。

宿泊について
・大学近くのホテル「ヒルズサンピア山形（天然温泉）」にご宿泊いただきます。
ヒルズサンピア山形ホームページ＝http://www.hills-sunpia.jp/
〒990-2333 山形市蔵王飯田637／TEL:023-631-1555／FAX:023-632-5320

食事について
・朝晩の2食はホテルでご用意します。
・昼食はキャンパス内にある大学直営の学生食堂をご利用いただきます。
・学外活動の際は、別途お弁当を用意します。
・大学職員のシェフが食材の安全性に留意し、バランスのよい献立を考えます。
・アレルギーをお持ちの方は事前にお申し出ください。対応させていただきます。

参加費について
・すべて無料です。
・かかる費用は、東北芸術工科大学と、その姉妹校である京都造形芸術大学が負担いたします。

持ち物について
・筆記用具、1週間分の着替え、洗面用具をご用意ください。
・屋外活動もありますので、着替えは多めにお願いします。
・持ち物には必ず記名をお願いします。

緊急時の対応について
・大学構内での緊急時は、学内規定にそってスタッフが迅速な安全確保をおこないます。
・学外で活動する際は、授業前に活動場所の避難経路・方法について確認をおこないます。
・保護者の皆様との連絡・連携方法については、別途詳細をご相談させていただきます。

キャンプのプログラムについて
・アートキャンプのプログラムとして、以下の体験型学習プログラムをご用意しています。
・指導は大学教員がおこない、お世話係の学生が子どもたちの学習活動をフォローします。
・キャンプ期間中の1日をレクリエーション休暇とし、ピクニックやスポーツを楽しみます。
・プログラムは以下の4つを準備しています。

【絵画】…大学のギャラリーにキャンバスをひろげて、福島への巨大な「応援フラッグ」をみんな
でダイナミックに描きましょう。フラッグは福島に持ち帰って掲げよう。
指導：原高史（画家／グラフィックデザイン学科准教授）

【農業】…村山市の畑や牧場で、夏野菜の収穫のお手伝いや、動物たちのお世話をし、農業につい
て体験的に学びます。収穫物はみんなで料理して食べましょう。

【クラフト】…学内の工房で教授陣から陶芸や草木染を学びます。オリジナルのカップと、自分
色に染めた手ぬぐいをつくってみましょう。
指導：山崎和樹（染色家／テキスタイルコース准教授）、深井聡一郎（彫刻家／陶芸コース講師）

【エコロジー】…CO2を排出しない未来の住宅モデル『エコハウス』（学内施設）の中で、地球
環境を踏まえたエコロジーの考え方や、自然エネルギー、里山文化について学びます。
指導：竹内昌義（建築家／建築・環境デザイン学科教授）、

キャンプのスケジュール（簡易版 ※詳細スケジュール別添）
▶8/9（火）
午前：参加者が南相馬→山形移動
午後：Tシャツ＋缶バッチの制作（こども劇場）

▶8/10（水）
終日：草木染め＋陶芸体験（工芸コースアトリエ棟）
夜：学習支援（絵日記／英語教室など）

▶8/11（木）
終日：農業体験（近隣の果樹園）
夜：学習支援（児童・生徒）／夜学「エネルギーシフトを考える」（保護者向け）

▶8/12（金）
午前：共同制作（南相馬の小中学校にかかげる大きなフラッグを描く）
午後：参加者が山形→南相馬移動

2011年7月7日［木］｜東北芸術工科大学

KIDS ART CAMP Yamagata
〈キッズ・アート・キャンプ山形〉スケジュール

※スケジュールは7/7現在のもので、今後、若干の変更が加えられる場合があります。ご了承ください。

1st day｜8/9［火］ 「まずはお互いをよく知ることから。チームとしての絆（きずな）を深めましょう」
時

間

8:00〜11:00

活動内容
観光バス（3 台）で单相馬を出発

活動場所
鹿島小／鹿島中の２カ所に集合・乗車

12:00〜12:30

メモ
自家用車で現地集合も可能です。

（大学スタッフも添乗します）

（高速料金／ガソリン代は自己負担）

・学生会館 1F 学生食堂

大学スタッフ

食物アレルギーなどをお持ちの方は、

・こども芸術大学こども劇場

（学食までご案内します）

事前にお申し出ください。

開校式

こども芸術大学こども劇場

・教職員スタッフ

サポーターには、山形大学、立命館大

・3 日間の活動内容紹介

（大学内の施設です）

・学生サポーター

学、早稲田大学など、他大学の学生も

（途中 SA で 3 回のトイレ休憩）
11:00〜12:00

教えてくれるひと／案内人
山形交通バス

東北芸術工科大学に到着→昼食

・講師とサポーターの学生紹介

参加しています。

12:30〜17:00

・原高史（デザイン工学部准教授）

・家族やこどもたちのグループに 1 名

まなび①【チームワークのデザイン】
（場所：こども劇場）

・グラフィックデザイン学科の学生

ずつ学生サポーターが付きます。

3 日間のキャンプで身につける、オリジナルの「T シャツ」と「缶バッジ」を

・学生サポーター

・こども劇場には授乳室や休憩室があ

家族や仲間と相談してつくります。完成したらさっそく着て、みんなが仲良

ります。保育士のサポートも有。

くなれる交流ゲームをしましょう。
17:00〜18:00

宿泊場所に移動→それぞれの部屋

ヒルズサンピア

・ホテルスタッフ

こどもグループについては、隣接する

にチェックイン

http://www.hills-sunpia.jp/
〒 990-2333 山 形 市 蔵 王 飯 田

・学生サポーター

部屋に職員と学生サポーターが宿泊＋

18:00〜19:30

夕食→温泉に入浴

19:30〜

【ご家族】→ご家族だけでゆっくり
お過ごしください
【こどもグループ】→1 日のふりか
えりを学生サポーターとおこなう

ケアにあたります。

637TEL:023-631-1555
学生サポーター（こどもグループ担当） こどもグループは歯磨き、着替えをし
て 20:30 には消灯。

2nd day｜8/10［水］ 「草木や土にふれながら、ものづくりに集中しましょう」
時

間

活動内容

活動場所

教えてくれるひと／案内人

7:30〜8:30

朝食と身じたく

ヒルズサンピア

職員スタッフ、学生サポーター

8:30〜9:00

バスで東北芸術工科大学に移動

新実習棟 A（工芸コースアトリエ棟）

職員スタッフ、学生サポーター

▶午前の部
9:00〜12:30

まなび②【自然を感じるクラフト】（場所：新実習棟 A）

▶昼食（学食）
12:30〜13:30

・

１）染色＝大学内の畑から藍の葉を摘んで染料をつくり、木綿の手ぬぐいを

▶午後の部
13:30〜16:30

１と２を午前・午後の入替制で 2 つとも体験します。

メモ

・山崎和樹（芸術学部准教授）

未就学児童や乳幼児をお連れの方は、

・深井聡一郎（芸術学部講師）

「こども芸術大学」のプログラムに別

・工芸コースの学生＋卒業生

途参加いただけます。

・学生サポーター

http://kodomogeidai.jp/top.php

自分で染めてみましょう。染め上がったら型染めで名前も入れます。

こども芸大から「自然を感じるクラフ

２）陶芸＝家族の食卓で使うマグカップや湯のみななどの食器類。また、土

ト」の活動場所（新実習棟 A）までは徒

人形や箸置きなど、年齢に応じた作陶に挑戦しましょう。作品は学生が

歩 5 分程度です。

焼成して後日（秋頃）郵送します。
16:30〜17:00

ヒルズサンピアに移動

17:00〜18:00

自由時間・入浴

18:00〜19:00

夕食

19:00〜

夜の勉強

こどもたちの「夜の勉強」には、ヒル

・教職員スタッフ

「夜の勉強」は、山形大学、立命館大

【こどもたち】→学生サポーターた

ズサンピア内の体育館を使用します。

・学生サポーター

学、早稲田大学の学生らが学習プログ

ちが英会話や絵日記、受験勉強（教

保護者の「交流会」はヒルズサンピア

ラムを考え、こどもたちの指導にあた

材持参）などを指導します。

内の会議室を使用します。

ります。

【保護者】→自由参加の交流会を実
施いたします。
※まなび②の「藍染め」では、衣服に染料がつくと洗濯しても落ちません。全身汚れてもよい服装でご参加ください。

3rd day｜8/11［木］ 「これからの〈食〉と〈住まい〉について考えましょう」
時

間

活動内容

活動場所

教えてくれるひと／案内人

7:30〜8:30

朝食と身じたく

ヒルズサンピア

職員スタッフ、学生サポーター

8:30〜9:30

バスで村山市に移動

山形県村山市の農場（※予定）

職員スタッフ、学生サポーターが添乗

9:30〜16:00

メモ

・村山市や上山市の農家のみなさん

未就学児童や乳幼児をお連れの方は、

まなび③【いのちに触れる農体験】（場所：村山の農場）

・加藤丈晴（庄内農文化推進協議会）

「こども芸術大学」のプログラムに別

山形県内のグリーンツーリズム関係者のご協力をいただき、村山市の農場や

・職員スタッフ

途参加いただけます。

牧場で、夏野菜の収穫や羊のお世話などの農業体験をおこないます。遠足気

・学生サポーター

＊こども芸術大学 HP

分で楽しみましょう。

http://kodomogeidai.jp/top.php

16:00〜17:00

ヒルズサンピアに移動

17:00〜18:00

自由時間・入浴

18:00〜19:00

夕食

19:00〜

夜の勉強

・教職員スタッフ

・
「夜の勉強」は、山形大学、立命館大

【こどもたち】→学生サポーターたちが英会話や絵日記、受験勉強（教材持

・学生サポーター

学、早稲田大学の学生らが学習プログ

参）などを指導します。

ラムを考え、こどもたちの指導にあた
まなび④

ります。

【保護者】→自由参加の夜学として「まなび④」を実施いたします。

・竹内昌義（デザイン工学部教授）

・ヒルズサンピアから「まなび④」の

まなび④【これからの家づくり／街づくりを考える】

・馬場正尊（デザイン工学部准教授）

会場「山形エコハウス」までは送迎い

CO2 排出ゼロのエコ住宅「山形エコハウス」
（学内施設）に集まり、震災後の

たします。

エコロジー、エネルギーシフト、街づくりのあり方について建築家と語り合

＊山形エコハウス HP

います。保護者向けの座学です。
（※自由参加）

http://eny.jp/yamagata-ecohouse/

※まなび③の「農体験」は、屋外での作業です。夏期の山形はたいへん暑くなりますので、水分補給や日差しよけの帽子など、熱中症対策をくれぐれも宜しくお願いします。

4th day｜8/12［金］ 「最後に、みんなで力をあわせて、〈南相馬の応援旗〉を描きましょう」
時

間

活動内容

活動場所

教えてくれるひと／案内人

7:30〜8:30

朝食と身じたく

ヒルズサンピア

職員スタッフ、学生サポーター

8:30〜9:00

バスで東北芸術工科大学に移動

こども芸術大学こども劇場

職員スタッフ、学生サポーターが添乗

9:30〜12:30

メモ

・原高史（デザイン工学部准教授）

未就学児童や乳幼児をお連れの方は、

まなび⑤【心をひとつにする旗】（場所：こども劇場）

・グラフィックデザイン学科の学生

「こども芸術大学」のプログラムに別

鹿島中学校と鹿島小学校の校舎にかかげる大きな旗（横断幕）を 2 枚、キッ

・学生サポーター

途参加いただけます。

ズ・アート・キャンプの参加者全員で協力して描きましょう。どんな図柄が
良いか、どんな言葉が良いかは、前日の夜にこどもたちに相談して決めても
らいます。单相馬のための応援旗を持ち帰りましょう。
12:30〜13:00

昼食

学生食堂

13:00〜14:00

閉校式・旗の前で記念写真

こども劇場

・教職員スタッフ
・学生サポーター

14:00〜17:00

観光バス（3 台）で山形を出発

鹿島小／鹿島中の２カ所で降車・解散

山形交通バス

（SA で 3 回のトイレ休憩）

「KIDS ART CAMP Yamagata」スタッフブログ＝http://gs.tuad.ac.jp/trso/
※プログラムディレクターの宮本が、大学内の受け入れ準備過程を随時発信しています。ぜひご覧ください。

お問い合わせ
▶プログラムに関すること（お気軽に質問ください！）
宮本武典（東北芸術工科大学講師・主任学芸員）
デスク：023-627-2043／携帯電話：080-3178-9277／e-mail：miyamoto@aga.tuad.ac.jp
▶その他、宿泊・食事・移動など、滞在サポート全般に関すること
須藤知美（東北芸術工科大学広報室）
デスク：023-627-2218／fax：023-627-2081／e-mail：suto@aga.tuad.ac.jp

自家用車は現地解散。

