第14回 アーティスト・イン・スクール

タムラサトル（現代美術家）×川口市立前川東小学校 6 年生 89人

アー ティストから

成果発表展〈われわれはワニを回す〉／ 講師作品展〈 川☆口マシーン〉

“ワニを回す”というワークショップは、何回か実施した経験はありましたが、

これからの人生を「アーティストとしてやっていく」ための得も言われぬ

今回のAIS のように10 時間（2×5 回）かけて行うような長期の企画は初め

自信と覚悟を持たせてくれたのです。今回の制作過程は、大きさこそ違え

てでした。さらに、スタイロフォームという素材・ヒートカッターという道

ど、かつて 1994 年にまわるワニをつくった時の工程そのものでした。

具・造形の自由度が少ない削り出しという工法は、いずれも小学 6 年生に

前川東小 6 年生のみなさんは、まさにその追体験をしていると言えました。

とっては未知のものであり、複雑な工程上発生すると思われるトラブルが、

この“回るワニ”は、“回るワニ”そのものなんです。なぜワニなのか、なぜ

想定内で収まっていくかどうか心配でした。が、前川東小 6 年生のみなさ

それを回すのだろうか、と理由を考えるのをやめましょう。読み解こうとす

んが前向きな姿勢で取り組んでくれたおかげで、それも杞憂に終わりまし

ると、それを払いのけるかのように、ワニはぐるぐるぐるぐる回るのです。

た。また、板橋校長はじめ、新井先生・服部先生・義卜先生の制作補助も

何かの役に立つもの・何かを表わすものではなく、今ここにある事にのみ

忘れられません。大変助かりました。ありがとうございました。

意味があるようなもの。これからも、そういうものをつくっていこうと思っ

初代の回るワニ（緑のワニ）は、1994 年大学 3 年の冬「電気を使った芸術

ています。
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タムラサトル（現代美術家）

装置をつくりなさい」という課題で制作しました。この作品の制作は、

コーディネーターから
これまで企画展の出品候補として考えていたタムラサトルをAIS の講師に

がりながら受け入れていただいた先生方にはいつも勇気づけられました。

してはどうか、という意見がスタッフからあがったのが今回の展示が始まる

講師となるタムラも、今回の取り組みがこれまでの体験とは違うものにな

1年ほど前。何が起こっているかすぐ分かる（それ以上の意味はない）単

ることは意識していて、児童にとっての初めての体験と、自分にとっての初

純明快さ、ばかばかしいまでのナンセンス、親しみやすいユーモア、確か

めての体験をシンクロさせて考えているようでした。

に頭の柔らかい小中学生に何らかの興味深い効果をもたらすことは疑い

いざ授業が始まってみると、予想通り子どもたちの頭脳は刺激され、自発

の余地がないように思えました。

的に考え、時には教えあいながら作品づくりを進めていく様は、講師の

一方でナンセンスやユーモア―悪く言えば無意味でふざけていると見えな

アーティスト魂に火を点け、我々スタッフにとっても励みとなりました。

くもないアーティストを学校が受け入れてくれるか不安ではありました。

また、授業は1回 2 時間のものを1日3 回実施しますが、クラスごとに特徴

また、タムラは1回完結の簡単なワークショップこそ多いものの、ワークショ

がまったく違うため、同じことを繰り返している感覚はほとんどありません

ップから作品を構築したり、子どもの作品参加を求めるなど、教育に積極

でした。

的にかかわろうとするタイプではありません。

いま振り返ると準備を含めた1年数か月はあっという間でしたが、児童・

最初に学校と打ち合わせたときには、作品の資料こそあれ授業のビジョン

学校・講師・アトリアが学びあうことができた取り組みだったと思います。

アーティスト・イン・スクール（以下、AIS）は川口市立アートギャラリー・アトリアが 2006 年開館時より

は定まっていませんでした。作品の興味深さと、あとは我々のことを信用し

実施している学校連携事業です。川口市内の小・中学校1校1学年を対象として、第一線で活躍するアー

て実施の決断をくだした前川東小学校の度量には頭がさがります。その
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後も巨大ワニの教室持ち込みなど、時には無茶ぶりといえるプランも面白

ティストやデザイナーを講師として派遣し、1〜 2ヶ月の特別な授業を行うこのプログラムは、表現・鑑賞活
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いかたちの授業に取り組む教育の試みであり、継続的な発展を志向した長期的な挑戦と言えるものです。

謝辞

また、その成果を当館で発表することで、子どもたちの知的な成長における芸術の役割を多くの方々に

本事業は多くの方々の協力により実現することができました。ここにお名前を記させていただき、感謝の意を表します。
また、お名前を記せなかった関係者のみなさまにも重ねて御礼申し上げます。

実感していただくことを期待しています。

タムラサトル、中島恒、信末雅英、松尾充、山口達彦、小山市立車屋美術館、TEZUKAYAMA GALLERY、nap gallery、FYH 株式会社

加えて、本事業では講師の作品や活動を伝える関連展示を行い、講師の通常の仕事と授業内容とのかか

・本記録集の記載情報は 2019 年 12 月時点のものです。

わりに触れていただく機会を実現します。児童・生徒にとってはアーティストの作品と同じ空間に展示さ

・掲載された関係者、児童、鑑賞者のコメントについては、もとの表記を生かしたほか、一部を抜粋、編集して紹介しているものがあります。

でにない発表機会を見出すことができるでしょう。地域の方々・鑑賞者にご覧いただくことで、この試み

｜ 記録集 ｜

｜ 事業 ｜

れることで自らの表現に自信と価値を見出し、アーティストにとっては新しい関係から刺激を受け、これま

主催：川口市教育委員会

本編執筆・編集：三井知行（川口市立アートギャラリー・アトリア）

を深く理解していただくと同時に、現在の美術をより身近に感じ、楽しんでいただく機会として、展覧会と

企画：川口市立アートギャラリー・アトリア

執筆協力：タムラサトル、板橋利行、新井由紀恵、義卜泰門、服部真季、

いう場を活かすことを目指しました。

川口市立前川東小学校 6 年生、アートウォッチング・カード参加者のみなさま

本冊子には多くの方のご理解・ご協力のもと実現した本事業の実施の様子をおさめました。関係各位か

三井知行、秋田美緖、柴澤希、佐々木ひろこ

撮影：金田幸三

記録：金田幸三（写真）、後藤天（映像）

デザイン：中 新（Lallasoo Poopo Lab.）

らのコメントも頂戴し、記録集として発行いたします。

川口市立アートギャラリー・アトリア
〒332- 0 033

埼玉県川口市並木元町1-76

TEL：048 -253-0222

http://www.atlia.jp

川口市立アートギャラリー・アトリア

われ われ は
ワ ニを回 す
授 業の記 録

1

図工室に巨大ワニ出現！

日目

14回目となる2019年度のAISでは、講師に現代美術家のタムラサトルを起用し、
川口市立前川東小学校 6 年生の 3 クラス 89人とともに全 5 回10時間の授業に
取り組みました。

9月26日（木）

児童 たちが図工室に入ると、4.5 メートルもあるワニがぐるぐると回っ

も教室を動き回って、
「これはどんなワニ？」とか「〇〇だけがワニ

ています。

じゃないよ」などと声をかけて、独創性を引き出していきます。アイ

何？ これはいったい…

ディアスケッチ の 次 は、
「平 面 図」と「立面 図」。今 回 は スタイロ

驚き、戸惑う児童 たち。やがて 好奇心と思考力 のスイッチが入った

フォーム（スタイロ）という素材を切り削って形 をつくります。その

のか、ひそひそ話 がひろがります。それが少し収まったところで、ま

ためにはこの 2 つの図が必要なことを、タムラさんは実際 にスタイロ

ずは 講師 のタムラサトルさんの自己紹介。タムラさんは作品 の画像

を切りながら説明します。児童 たちも図面に取り組みますが、俯瞰

を見せながら自分 の仕事を説明します。最初 のワニは大学 の課題で

図になっていたり横と上 が混じったり、ちょっと苦戦。なんとか図面

つくったこと、作品の意味よりもユーモアを大切にしていることなど。

を描き終えたところで、1日目の授業は終了しました。

モニターに映し出される作品の意外な動きに笑いが起こります。

講師は、ナンセンスでありながらユーモアのある作品で知られ

ならないという一方的で理不尽（ナンセンス）な制約の中で

ています。小学生には少し難しいようにも思われますが、作

いかに「自分らしいワニ」をつくるかを考えるという、最高学

品自体は親しみやすく、児童の思考や創造力・想像力に、通

年らしい高度な創造性を求める内容です。素材・技法も粘

常の授業では成しえない刺激を与えるという点では、AISに適

土など扱いやすいものを避け、事前に計画し丁寧につくらな

まずはワニのイメージや知識をワークシートに言葉 で書き出して発想

したアーティストでもあります。とはいえ、やや高度な内容に

ければ失敗する樹脂素材の削り出しを採用することで、やり

を豊かにし、その後でワニのアイディアをスケッチします。タムラさん

なることが予想されたので、6 年生を対象とすることになりま

たい放題ではない、ワンランク上の「自由」を目指すこととし

した。

ました。
少々ハードルが高すぎるか、という不安もありましたが、いざ

授業 では 1人1 つのワニをつくります。ただし、タムラさんのとは違う
自分だけのワニをつくること。制約 の中 でいかに自由な発想 ができ
るか、6 年生らしい課題です。
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初めての素材、初めての技法

10月3日（木）

授業内容は、いくつかのプログラムを検討した結果、巨大なワ

授業を始めると児童たちは軽々と乗り越え、自らのアイディア

ニが回るタムラのデビュー作〈スピンクロコダイル〉のシリー

と計画にのっとって、こちらの予想を上回る独創的な「ワニ」

ズに基づくものを実施することにしました。それは各児童が

を着々と完成させました。成果発表展ではタムラの作品に

ワニをつくり回転させた状態で展示するという、一見すると講

劣らぬインパクトで、多くの鑑賞者に刺激を与えたことが、寄

師を模倣するだけの自由度や創造性の低いものに見えます。

せられた感想などからうかがえます。結果として講師と児童

に大きく描き写し、その線に沿って「ヒートカッター」という道具を使って切ります。

しかし実際には、手を動かしながら「なぜワニが回るとおかし

が刺激を与えあうだけでなく、鑑賞者にもその効果が波及す

平面図を切り終えたら、立面図を側面に描き写して切り落とすと、ちょっとだけワ

いのか」
（ユーモア）について思いを巡らし、ワニでなければ

る取り組みとなりました。

日目
今回 は 1日目の 授業 で描 いた図面から立体をつくりはじめます。最初 はタムラさ
んが、スタイロのブロックから形 を切り出していく方法を実演。平面図をスタイロ

ニっぽい形に。
タムラさんの 実演をじっと見ていた児童 たち。自分もさっそく描き写して … と思
いますが、図が間違っていたり小さすぎたり、手直しに意外と時間がかかります。

平面図をなんとか 描き込 んだらヒートカッターの出番。しかし初 めて使う道具 は
講師

タムラサトル（現代美術家）
1972 年栃木県生まれ。埼玉県在住。筑波大学芸術専門学群構成専攻
総合造形コース卒業。

扱いが 難しく、必要な部分を切り落としてしまうことも。そんな時は接着剤と竹串
でつけ直します。また、丸や十字型など長方形 のブロックから切り出しにくい形 の

人は、タムラさんの助言と手伝 いにより、ブロックを二等分したりパーツを別 につ
くったりして「自分らしいワニ」を目指します。

平面図に続いて立面図を切り落としたら、次はカッターでスタイロを削ります。い

「意味からの自由・離脱」をコンセプトに、鑑賞者が自発的に考えるよ

つもの使い方とは違い、刃を長 めに出して斜 めそぐように削る技法をタムラさんが

うに仕向ける大掛かりな作品で注目を集める。栃木県立美術館やさい

実演。コツをつかむと気持ちよく削ることができますが、ケガをしやすいので注意

たま市プラザノースなど、国内外で数多く個展が開催されている。

しながら削ります。

自由につくれる粘土などと違い、
「引き算」で形 づくる方法 に戸惑っていた児童 た
ちも、少しずつ新しい技法に慣れ、
「自分らしいワニ」の形が見えてきたところで、

2日目の授業を終えました。
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日目

自分らしいワニへ
― 体につくのは・・・？

5

10月17日（木）

予期せぬ未来のために

11月8日（金）

日目
AIS の授業も最終回、展覧会の鑑賞とまとめを行います。

これまでの 授業 で「自分らしいワニ」の大まかな形 ができてきたスタイロを、更に

アトリアに 着くと児童 たちは一番奥 の「 スタジオ 」へ 直行。 きれいに展示 された

削 って形 を整 えます。そのための 新しい 道具として「紙 やすり」が 登場。やはり

自分たちとタムラさんの「回るワニ」と対面し、まずは自分 のワニとワークシートを

最初 はタムラさんの実演 による使い方の説明 です。こすって表面を滑らかにする

探します。児童 たちはすぐに自分 の作品を発見し、次は他 の児童の作品を鑑賞。

他 に、折った角でこすると細 い切 れ込 みができて、凹凸 や模様をつくることもでき

特にこれまで見る機会 がなかった他 のクラスのものは、かわいいワニを見つけたり、

ます。

斬新なアイディアに驚 いたり…。じっくり鑑賞したところで数人の児童にどの作品

紙 やすりの使い方が分 かったら、さっそく自分 の作品に取りかかります。まずは紙

のどんなところがいいと思ったかを発表してもらい、そのよさを共有します。そし

やすりを使ってみる人、カッターでの削り出しを続 ける人… 。児童 たちは、自分 の

て「展示室」の講師作品展 へと移動します。

つくりたい形 や 進行状況に合 わせて道具 を使い、時 には 助言を求 めることができ

そこは 鉄 の 色 が 渋 い別世界。チェーンが 動く大きな 作品 を見 るうちに、それが

るようになってきました。タムラさんも机 の間を忙しく動き回り、実演を交えながら

「川」や「口」の 字 を表していることに気づきます。児童 たちは興味津々でタムラ

アドバイスしていきます。

さんに質問をなげかけます。
「つくる時間 はどれくらい？」
「値段 は？」… 。丁寧 に

授業 の半 ばくらいで、タムラさんから手足のつくり方の説明 がありました。手足の

答えるタムラさんの言葉 からは 、作品 のおもしろさと同時 に 、制作 の 大変さも伝

ように本体 から飛 び出している部分 は、ねじった針金と紙粘土でつくります。指な

わったようです。

最後はもう一度スタジオに集まって全体 の 振り返りとまとめ。タムラさんは最初 の

どの細かい部分は、ハサミで粘土に切れ込みを入れる方法も。

授業 の言葉を繰り返し、学校 の課題で義務的につくった作品が自分 の人生を決 め

「自分らしいワニ」の中にはとても長い脚 や角、ヒレなどが必要なものもあります。

た、と言いました。続けて「みなさんも半ば 強制的にワニをつくらされたけれど、

タムラさんは児童の希望をきき、スタイロから切り出して 接着 する方法 や、紙粘土

素晴らしい 作品 ができた。これからの 長 い人生 でも、何が 転機 になるか 分 からな

で成形 する方法など材料 を示しながら相談 に応じます。目指 す形 がはっきりして

い。最初からあきらめたり、避けたりせずにいろんなことにチャレンジしてみてほし

いる児童 たちはすぐに理解してつくり始 め、必要なパーツを仕上げました。スタイ

い。
」と 6 年生にふさわしい将来に向けたアドバイスで締めくくりました。

ロのパーツは接着剤と竹串で本体 に固定し、紙粘土でつくったパーツは 1週間乾

燥させ、次の授業 でとりつけます。

成果発表展
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画鰐点睛？ ワニ、いろいろ

10月24日（木）

日目

作品づくりの授業は今日で最後、仕上げの段階 です。
最初 は歯と手足などのパーツ、そして作品を回転させるための軸を本体にとりつけま
す。タムラさんはこの 3 つの「とりつけ」を一気 に説明しました。歯 は短く切った 針

金を本体に刺し込むだけ。前回 つくった手足なども芯にした針金を刺しますが、大き
く重いので接着剤で補強します。回転軸は、カッターでスタイロに切れ目を入れて、
そこに T 字形に折り曲げた針金をペンチでグッと押し込 み、その上 から紙粘土を詰め
て抜け止めに。

歯 は実際 に刺そうとすると口があまり開 いていなかったり小さすぎたりして、苦戦 す
る人 が 続出。回転軸 は作品 の形 や姿勢 によっては調整 が必要なこともあります。タ
ムラさんは歩き回ってうまくいっていない児童をフォローし、時 にはその場で回転軸
をつくり直します。

「とりつけ」の次は色塗り。使 える色 は 敢 えて 1人1色に限定して、最初 は頭を塗り
ます。そしてマップピンやまち針を刺して目玉に … 目玉は大きさも色も何種類 かあ
るので、ちょっと迷います。目をつけたら全身にどんどん色を塗りますが、スタイロは
しみ込みが多いので、筆にたっぷり絵具をつけて、すみずみまで行きわたらせます。

中には手だけでなく顔にまで絵具がついてしまう児童も。しかしそんなことは気にせ
ず 夢中になって塗り進 め、全体を塗り終えたらほぼ 完成！（数日乾燥 の後、補強のた
めにニスを塗ります。
）

最後に 5日目の鑑賞授業について少しだけ説明して作品づくりの授業を終えました。

〈われわれはワニを回す〉

会場：川口市立アートギャラリー・アトリア スタジオ

今年度のAISではタムラサトルの〈スピンクロコダイル〉シリーズに基づ

なワニたちが回る華やかな空間は、多くの人に本事業への興味を喚起

いた授業プログラムを実施したため、同シリーズから数点と、成果として

することになりました。

の児童たちの作品を同じ空間で展示しました。

また、壁には授業で使用されたワークシートが貼られ、児童の発想の

約 90点の「自分らしいワニ」たちが色とりどりに回転し、タムラの巨大

源泉が垣間見える展示ともなりました。

講師作品展 〈

児 童から

川☆口マシーン 〉

思うように上手くいかない部分もあったけど、切る時の快感はすごく気

会場：川口市立アートギャラリー・アトリア 展示室 A・B

持ち良かったです。
「スパッ」と切れて「あ〜！！」みたいな。
そんな感じで、毎回授業が楽しかったです！！
私は図工が 苦手でこの話を聞いた時には、やりたくないと思いまし
た。でも、うまくいかないとき、先生がアドバイスしてくれたから楽しく

私もいつか好きな仕事などをみつけて、それを楽しめるようになりたい

作ることができました。できあがったときにたっせいかんをすごくかん

です。

じて「あっ図工ってこんなに楽しんだ」と思いました。
つくるのはもちろん楽しかったけれど、友達の作品をみるのがとても楽
大きいワニをさいしょ見たとき、1人で作ったの！とびっくりしました。

しかったです。みんな個性があって、とても面白かったです。

さいしょは、タムラ先生みたいにしようと思ったのですが、自分のそう

また、作りたいと思いました。

ぞうしたワニを作るのがたのしかったです。家で、カラフルにしたり、
メガネをつけたり、世界に一つしかない自分だけのオリジナルワニをつ

タムラ先生、ぼくがいろいろやらかしたのにすべて解決してくれてあり

くろうと思いました。

がとうございます。ヒートカッターでけっこううまくできてよかったけ
ど、うらを見たらすごく切り方を失敗してました。

最初は「なんでワニを回すんだろう」と思ったけど、作品を見にいった
左から《川マシーン》
《☆マシーン》
《口マシーン》 いずれも 2019 年

《100 の白熱灯のための 100 のスイッチ # 4 》 2019 年

機械の「LOVE」の作品とか、川☆口の作品はすごくおもしろかった。

ときすこしわかったようなきがしました。

講師作品展では、タムラサトルの数ある作品シリーズの中から、文字や

学校の先 生から

マークの形にチェーンが動くシリーズを中心に会場を構成しました。
タムラは、当館が立地する「川口市」
「サッポロビール埼玉工場跡地」に
ちなみ、作品展のメインとして「川口」の2 文字と同ビールを象徴する星
のマークを象った大型作品を新たに制作し、同じシリーズの小品や大量

図工室に巨大なワニが出現！それを見た時の子どもたちの表情が忘れられ

進めていただけに、
「自分だけのワニ」の完成に教師も一緒に安堵しまし

ません。驚きや興奮、戸惑いなど様々な感情でいっぱいの子どもたち。

た。

この瞬間のために、内容を秘密にしていたので大成功です。

そして、最終回は鑑賞のためにアトリアへ。展示を初めて見た時の驚きや

とで制作されており、手仕事でつくられ原色に塗られたワニが乱舞する

最初にタムラさんから、まだ世の中にない新しいものをつくりだす面白さ・

感動は、子どもたちにとって忘れられないものとなったようです。
「われわ

成果発表展と視覚的、雰囲気的には好対照をなす空間となりました。

ユーモアについてお話をしていただくと、子どもたちのワクワク感がさらに上

れはワニを回す」ということの「意味」もここでわかりました。

一方、大仰な機械が単に文字やマークの形にチェーンを回し続けるだけ

昇。しかし、そこで出されたお題は「自分だけのワニをつくる」というもの。

今回の活動を通して、子どもたちは、頭の中のイメージを形に表すことの

の作品は、そのナンセンスさと、それ故に漂うユーモアにおいて、ワニ

初めは、子どもたちの発想を引き出すのが難しく、
「普通のワニ」から抜け出

難しさや楽しさを体験することができました。また、タムラさんが最後に

すことができない子どもがたくさんいましたが、タムラさんや学芸員さんたち

話された「やってみたら、できちゃった」という言葉。何かに挑戦すること

が丁寧に声をかけていただいたおかげで、子どもたちの発想がどんどん広

の面白さや大切さについて、子どもたちの心に残るメッセージをいただき

がっていきました。

ました。自分の作品が展示され、多くの人に見ていただくという体験も含

形づくりの段階になったところ、
「削り出す」という技法や初めて使うヒート

め、本当に貴重な機会をいただき、心から感謝いたします。

の電球が明滅する作品と一緒に展示しました。
どの作品も金属やセラミックなどの部品を無塗装のまま組み合わせるこ

の作品群と通底するものがあると言えます。
金属が軽く触れ合う音やグリースの粘る音が静かに響く中、何の仕事を
するでもなく「稼働」し続ける大小の機械たちは、
「意味を求めることの
意味」という根源的な問いを発していると同時に「そこに意味はない」
と言っているようでもあり、講師の仕事の奥深さを感じさせる展示と
なりました。

アートウォッチング・カード

アーティストトーク

2019 年12 月1日（日）
14:00−15:30

タムラサトルが参加者とともに館内を移動しながら、出品作品
や自身のこれまでの作家活動を説明しました。
また学校 での授業 の様子 や児童 たちの作品、授業を終えての

自身の感想などについて語りました。

カッターなどの扱いに、またまた苦戦。しかし、そこでもタムラさんの分かり
やすい説明や指導があり、徐々に楽しんでつくる子が増えてきました。色を
塗り、目を選び、作品が完成に近づくと、お互いの作品を見比べたり、自分

川口市立前川東小学校

なりの工夫を話し合ったりする姿が見られるように。運動会練習と並行して

服部真季（1 組担任）、新井由紀恵（2 組担任）、義ト泰門（3 組担任）

展覧会をご覧いただいたみなさま（アートウォッチング・カード参加者）から
● 面白いと思った。なぜかは良くわからない。

展覧会では講師や児童たちに向けたメッセー
ジ、ご感想・ご意見を鑑賞者のみなさまから
お寄せいただき共有するための「アートウォッ
チング・カード」を配布し、計1,171枚のご参加
をいただきました。いただいたコメントやイラ
ストは講師や児童たちに届けられ、今後の振り
返りに役立てられます。

● こんなにたくさんのワニが一斉に回っているなんて、
一生に一度あるかないかの光景。
● カラフルで発想豊かなワニが沢山まわっていて、
１才の息子がじーっと観ていました。
美術に初めて触れる経験にピッタリでした。
● 楽しいアイデアスケッチがたくさんありました。

● 色とりどりのワニの群れに気持ちが上がりました。
1人1人の個性が回転していて、群れで踊っているよう。
不規則にしかれているコードも池（?）や川の波紋のようで、
アーティストと生徒たちが一体となった作品だと思いました。
● 音がします。ニュルニュル、ネチネチ、グリースの音？
ライブの作品は写真とちがって存在感が大きい！
● 100 の白熱灯のための100 のスイッチ#4 は永遠に見てられます。

板橋利行（校長）、

