
本事業〈発信！コミュニケーション・ペインターズ〉は「アーティスト・イン・スクール」を基軸とし、その講師作品と

共に児童・生徒の授業成果発表展示を行ったものです。

　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年開館時よりコーディ

ネイトを務めている学校連携事業です。 川口市内の小・中学校のうち1校 1学年を対象として、第一線で活躍する

アーティストを図工・美術の講師として派遣し、1～2ヶ月の特別な授業を行うこのプログラムは、表現活動を通し

て創造力・想像力・コミュニケーション力を育て合うことを目的としています。さらにその成果を当館で発表する

展覧会を行うことで、地域のなかで感性豊かな子どもたちを育てていくきっかけとなることを期待しています。アー

ティスト・学校の先生・コーディネイターがそれぞれの視点を生かしながら、児童・生徒とともに新しい図工・美

術に取り組む美術教育の試みであり、継続的な発展を志向した新たな挑戦と言えるものです。

　加えて、本事業ではギャラリーのなかで講師の作品や活動を伝える関連展示を行うことで、その一端を触れて

いただく機会を実現しました。児童・生徒とってはアーティスト作品と同じ空間に自身のそれを並べることで表現

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、より深くこの試みを理解していただくだけでなく、

アート作品をより身近に感じながら楽しんでいただく機会として、展覧会という特徴を生かすことを目指しました。

　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実施の様子をおさめました。関係者各位からのコ

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

関連展示

ミヤザキケンスケ作品
＋ Over the Wall世界壁画プロジェクト活動報告

2017年10月28日（土）～ 12月10日（日）

アーティスト・イン・スクール

ミヤザキケンスケ ×川口市立東本郷小学校 6年生33人

授業期間　
2017年9月下旬～ 11月上旬（全5回）

成果発表　
2017年11月11日（土）～ 12月10日（日）
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第12回となる2017年度のAISでは講師にミヤザキケンスケを

起用、川口市立東本郷小学校6年生33人とともに全5回の図工

の授業に取り組みました。テーマを「おっきく描こうぜ！ちいむ：

ぼくらの絵」とし、卒業を目前に控えた彼らの最後の協働制作

となるおっきな絵を制作しました。

　学年目標である「ちいむ（知恵・生き方・無我夢中の頭文字）」

を中心にまとまっている仲良しメンバーは1年生からずっと1

学級。ミヤザキはそのコミュニティのなかでミヤケン先生と親

しみをもって呼ばれ、ともに濃密な時間を過ごしました。

　大好きな学校やクラスメイトのこと、6年間の学校生活で思

い出深かったことなどを集め、いっぱいに詰め込んだ絵を制作

するため、ミヤケン先生は自信をもって自分のオンリーワンの

考えを表明すること、また誰かと一緒に描くことによってひろ

がる可能性を伝える授業を行いました。児童は一人ひとりの視

点を認め合うこと、譲り合いながらもそれぞれの役割を果たす

ことで、今までになく大きなものに挑戦できる喜びを味わいま

した。

　発表展では児童たちが授業で取り組んだ作品と、ミヤケン先

生の「誰もがハッピーになる絵」を目指した作品・資料とを同時

に展示しました。児童たちは自身を発信する表現をより深く学

びつつ、ミヤケン先生の作品と肩を並べるまたとない機会で自

信をつけていきます。ミヤケン先生にとっては、重ねた時間の

中からまた新しいハッピーが生まれたことを実感し、協働制作

への思いを強くするきっかけとなりました。

　タイトルとした「コミュニケーション・ペインター」という造

語は、絵画として技術的に上手に描かれたものよりも、人と人

とがつながりあうために生まれたコミュニケーションツールと

しての「絵」を見直し伝えたいという趣旨を端的に表明したもの

です。自身の日頃からの活動を基軸に全体のプログラムを立て

たミヤケン先生、それに全力で取り組んだ児童たち、さらに今

までにない授業に挑戦した学校の先生、展覧会に多くのコメン

トを寄せてくれた鑑賞者の方々、それをつなげるコーディネイ

ター。多くの要素が集まることによって、あたたかなコミュニ

ケーションが生まれ、アート活動を通じて成長し合う大きな可

能性を感じる契機となりました。

1978 年佐賀県生まれ。
トータルペインターとして壁画制作やワークショッ
プのコーディネイトをメインに活動。Super Happy
をテーマにあざやかな色をつかった作品を目指す。

「Over the Wall世界壁画プロジェクト」代表兼メイ
ンアーティスト。

＊Over the Wall世界壁画プロジェクトとは…
ミヤザキが進めてきた世界中に壁画を描く活動から発展し、そこに現地の人々を巻き込み交流しながら制作することを目指したプロジェクト。
2015年ケニア、2016年東ティモール、2017年ウクライナの各地で展開。困難を抱えた地域や子どもたちを絵で応援することをコンセプトに、
壁画制作だけでなくワークショップや日本との交流プログラムなどを盛り込んでいる。

授 業
の
記 録

アーティスト・イン・スクール

ミヤザキケンスケ×川口市立東本郷小学校6年生33人

授業期間　
2017年9月下旬～ 11月上旬（全5回）

成果発表　
2017年11月11日（土）～ 12月10日（日）

2日目　　

授業初回、ミヤザキさんは「ミヤケン先生と呼んでください！」と元気よく自己紹介

から授業をスタート、絵で誰かと思いを共有したいという自身の表現のあり方を話

しました。言葉が通じなくても絵でコミュニケーションできる場面に出会ってきた

ミヤケン先生は、今回の授業で「自分を絵で伝えるトレーニングをします」と言いま

した。

　白い紙が配られ「ゲームに挑戦しよう」と言われた児童たち。オンリーワンゲーム

と呼ばれるそれは、同じお題・限られた時間で絵を描き、誰も描いていないものが

描けたら勝ちだといいます。他の人に何を描いたか伝わることに加えて独自の視点

が必要。「お題は…春！はい、3分で描きます！スタート！」といきなり始めてしまっ

たミヤケン先生、児童たちは戸惑いながらもなんとか描きますが、できた作品を比

べてみると、あれ？桜ばっかり。意外と重ならない視点を持つというのは難しいこ

とに気づきます。しかし「うまく描かなくていい、わかればいいんだから」と促され、

ゲームの回数を重ねていくと、クラスのなかでいくつかのオンリーワンが！人と違

うことを良さとして認めてもらえる喜びを味わいました。

　ゲームで緊張気味の児童たちの気持ちを一気にブレイクしたミヤケン先生、「これ

からもっと自分たちらしい視点を見つけていこう。それをおっきく描こう！」と言い

ました。

さっそくオンリーワンゲームから始まった2回目の授業、お題は「東本郷小学校」「6

年1組」。このゲームで出てきたアイディアをいっぱいに詰め込みオンリーワンが集

まったおっきな絵を描こうと言ったミヤケン先生。児童たちも「はい！」と元気よく

応えます。

　4分間のゲームで描かれたのは、いつ行っても一緒に遊んでいるという「校庭」、

そこで行う「縄跳び」、大きな「遊具」。たくさんの野菜を育てている「学校ファーム」

という畑、天気が良い日に「校舎」のむこうに見える「富士山」。一番多く登場したの

は「ちいむ」を表す、おっきな「ハート」でした。たくさんのアイディアをモチーフと

してミヤケン先生がざっと一枚に集め、おっきな絵のためのスケッチを描きました。

　それを元に真っ白な布に下地を塗ります。制作本番のために用意したビニール製

のテント地はおよそ3.5×8m ！おっきな画面に立ち向かうため、描くモチーフごと

に係を決めて、絵具と刷毛を持ち裸足で布の上に乗る児童たち。はじめは緊張した

様子でしたが、色がついてくるとだんだんテンションアップ！テント地専用の絵具

は乾きづらく扱いに四苦八苦するシーンもあったものの、「まずはざっくりとゾーン

分けする気持ちで！余白を無くすつもりで塗っていこう」というミヤケン先生の言葉

によって、なんとか白い場所が無くなりました。

うまく描かなくていい。

ぼくらは、どんな「絵」？

ー 9月27日（水）3・4時間目ー

ー 10月11日（水）3・4時間目ー

1日目

2日目

今回のアーティスト  

ミヤザキケンスケ
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ー 10月18日（水）3・4時間目ー

ー 10月24日（火）3・4時間目ー

前回の下塗りは綺麗に乾いて、上から細かくモチーフを描いていきます。ミヤケン先

生が少しだけガイドとなる線を引き、係ごとに相談し描く順番などを確認しながらの

スタート。児童それぞれに仕事が見つかり、いざ筆を持って！というところで、ミヤ

ケン先生が協働制作で心に留めておくべきことを話しました。誰もが好きなように描

けるわけじゃないかもしれない、そのなかで譲り合ったり話し合ったりして問題を解

決することが大切。もとより仲の良いクラス、児童たちはすぐに納得し仕事に戻ります。

　しばらく係ごとに仕事をした後、ミヤケン先生は全体に声をかけ、作品をちょっと

離れて見てみるように指示します。「随分画面が変わってきたよね。でも細かいところ

があるから、踏んだりしないようにとか、隣同士は特に気をつけながら進めよう」と言

いました。また自分の作業が終わったり乾く時間が必要だったとき、他の係を手伝う

こと、絵具を準備しておくことなどを確認します。

　絵具の扱いにも慣れてきた児童たちは少し気持ちに余裕が出てきた様子。自分の仕

事を進めつつ、他の係の仕事を見ながら協働制作の難しさと楽しみを味わいました。

制作は最後、もう慣れている児童たちはさっそく筆と絵具をもって仕事にかかります。

乾いた絵具の上に新しい色が重なり、人物の表情や野菜の色、花の鮮やかさなどが一

気に増して、作品は仕上がりに近づいてきました。

　よしよし安心と思ったミヤケン先生は自分も筆を持って制作に加わります。中心に

描かれていたおっきなハート、その上にクラス全員分の似顔絵を描いていくことにし

たのです。それぞれの名前だけでなく描いた場所とアイディアも覚えているミヤケン

先生、特徴を良く捉え顔を描いていきます。隣では児童代表が担任のヒガシ先生の顔

を描き、文字通り全員の顔が見える作品ができました。

　全員が出したアイディアが集まり、誰かが塗った下地ができて、また違う誰かが色

を塗り、さらに誰かが細かい部分を描いていく――どの部分にも複数の誰かの手が重な

りあっています。床にひろがっている作品を全員で改めて眺めると、ちょっと疲れた

けれど、充実感と達成感がじわじわと沸いてきました。

　「みんな本当によく頑張った！」とミヤケン先生。「でも、これで終わりじゃない。こ

の作品がちゃんと伝わるか、みんながちゃんと伝えようとしているか、それが大事だ

からね」と続けました。

それぞれの役割

重なり合う色いろ

最後の授業は校外に出て、発表展の会場へ！はじめて壁にかかっている作品を見て

「おー！」と歓声を挙げる児童たち。床にひろがっている状態とは異なりとても大き

く見えます。ミヤケン先生は「これ、すごいね、おっきいよね。僕は美術館みたい

なところに自分の作品が飾られるって夢だったから、みんながもう実現しているこ

と、それもすごいと思う」と続けます。

　さらに、「最後の仕上げをしないといけない」と言いました。それは、タイトルを

つけてサインを入れること。ミヤケン先生は「最後は、オンリーワンゲームの文章

版！それぞれのタイトルをつけてください！ 5分！」と言いながら、タイトルとそ

れに込めた思いや他の人にぜひ見てほしいポイントを書くための用紙を配ります。

　ゲームでは33人の児童たち、担任のヒガシ先生、そしてミヤケン先生がカード

を書き、全部で35通りのタイトルが生まれました。何を大切にしてこの作品と向

き合ったか・見た人に何を受け取ってほしいのか、それぞれの考えがよく見てとれ

ます。

　そして本当に最後、ミヤケン先生が代表して白い絵具でサインを入れました。

「2017.11.8　M.Kensuke　東本郷小6年1組のみんな」。これを見た人が楽しい気

持ちを受け取ってくれますように！まさにコミュニケーションする絵が、ここに完

成したのでした。

ー 11月8日（水）5・6時間目ーぼくらを、伝えたい。3日目

4日目

5日目
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展覧会では、ミヤケン先生や児童たちに向けたメッセージ、ご意見・ご感想を鑑賞者の

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569枚のご参加をいただきました。カードは作品と共に児童たちにフィードバックさ

れ授業に役立てられました。ミヤケン先生にとっては今後の表現活動の糧になります。



絵はやっぱりエネルギーだなぁーと改めて思いましたし、
コミュニケーションの方法としてすてきなものだなぁー
と思いました

一番に目にとびこんだのはカラフルな色、そして楽しい
国境がない笑顔、自由、元気、明るいなどの言葉が浮か
びました。

みんながとても幸せそうに見えます。1人1人がのびの
びいきいきしている学校。こんな学校に行きたいな！

本当にハッピーです。すばらしいです。泣きそう。

ミヤザキさんの活動に心打たれました！東本郷小の皆さん
も貴重な経験ができてよかったですね！

娘（8才）が興味を持ったので会場へ足を運ばせていただき
ました。これからも活動頑張って下さい！応援しています。

学童で働いています。日々子どもたちと楽しめる制作にな
やんでいます。オンリーワンゲームをぜひやってみたいと
思います。

僕がつけたタイトルは「みんなでかいた最高のちいむの絵」。今までみんなで絵をかいたことがな
くて、今回はじめてみんなで絵をかけました。とても最高にかけました。とても楽しかったです。

正直もっと絵をかいたり、また一番最初にやったゲームも、やりたかったけど。

上手じゃなくて人に伝わればいいと聞いて、とても自信がつきました。だからとてものびのびと
はっきりした絵がかけました。とっても自分でもすっきりした気持ちになりました。

今までをふり返ってみるとやはり最初の授業を休んでしまったのがざんねんですがでもその時間
がなくてもまんぷくになるぐらい楽しかったなと思います。

ミヤケン先生もこれからは「ちいむ」の一員ですね。

「絵は人を喜ばせる、ハッピーにするもの。別にへたとかうまいとはかんけいありません」という
のが、私は心に残りました。

今回「ちいむ」として協働制作をした東本郷小学校6年生は、1

年生の時からクラス替えなしの1学級で持ち上がってきました。

そのため、男女ともになかよしでとても人間関係が深く、チー

ムワークも抜群です。また、図工の授業が好きな児童が多く、

このAISを大変楽しみにしていました。

　講師のミヤザキケンスケさんは、「絵はコミュニケーション

のひとつ」、「絵で心と心を伝える」、ということを大切にした

日本と世界を結ぶ素晴らしい画家です。「人と違っていいんだ」

自分らしさを出すことで、子どもたちは心を開放し、どんどん

発想を広げ、生き生きと輝いていきました。ミヤケン先生の子

どもたちのよさや可能性を引き出し、ひとつにまとめ上げてい

く力と人間性に心を打たれました。

　「心ひとつ」に一人一人が役割の大切さを実感し、時にはフォ

ローに回ったり、時には責任をもって自分の担当をやり遂げた

り、「ちいむ」みんなで協力し合いながら、制作を進めていきま

した。出来上がりの中心・大きなハート♡には、みんなの「心」

がひとつになって描かれた思いが込められています。

　今回の活動を通して、子どもたち、教師、アーティスト、ア

トリアスタッフの皆様、たくさんの方々の支え、感謝、表現…

いろいろなことを「心」の底から感じることができました。子ど

もたちの今後の人生において、この経験はすばらしい宝物とな

りました。貴重な機会を与えていただき本当にありがとうござ

いました。

⸺牡  東悠太 （川口市立東本郷小学校6年生担任）

学校の先生から

児童から

アートウォッチング・カード（展覧会をご覧いただいた方々）から

Over the Wall世界壁画プロジェクトと連動したワークショップ。

およそ6mのキャンバスに日本の花火の絵を協働制作しました。

　午前中の年中・年長の参加者が花火のベースとなる円を描き、

その上から午後に小学生の参加者が火花を描いてより賑やかな

作品へと発展させています。

　この作品は2018年夏開催予定のエクアドル壁画プロジェクト

でミヤザキの手によって現地の小学校へと届けられる予定です。

近作を中心としたミヤザキケンスケのペイント、さらにミヤザキが推進

するOver the Wall世界壁画プロジェクトの活動の様子がわかる資料を

同時に紹介した関連展示です。AISの成果発表展示よりも先行して公開

を行いました。

　キャンバスを埋め尽くすように細部まで描かれたミヤザキの作品は、

自身が感じたものをいっぱいに表現したいという姿勢がそのままに表れ

ています。ミヤザキが真摯でありながらも貪欲に、世界に発信しようと

描き続けてきた、カラフルな絵。アクリル絵具を原色でそのままにつかっ

た絵から発せられる力は直接目に飛び込んでくるようです。

　コンセプトとしてミヤザキが第一に掲げるSuper Happyという言葉、

「明るい世界で誰もが幸せに」という考え方は、文字通り誰もが共感でき

るものですが、その正直さ・強さ故に机上の空論に留まってしまいがち

なものでもあるでしょう。しかし、ミヤザキはその大きな理想に「描く」

という行為で近づこうとしてきました。失敗しながらでも描き続けると

いう一歩一歩、それを止めないことには勇気が必要です。

　Over the Wall世界壁画プロジェクトはその姿勢が端的に表れた活動

とも言えます。世界最大のスラムといわれるキベラスラム（ナイロビ/

ケニア）での制作をきっかけに始まったこのプロジェクトは、これまで

発展途上国や難民の多い地域に出向き、人々を笑顔にしてきました。

　今まさに発展し続けている表現活動は、これからも不器用なほどまっ

すぐに進んでいくでしょう。自身が歩みを止めない限り、鮮やかな世界

は眼前に在り続けます。

2017年11月11日（土）

10 : 30 ～ 12 : 00　年中・年長10人
14 : 30～ 16 : 00　小学生16人

Over the Wall ウクライナ壁画プロジェクト

展示の様子 KK

A

YH

S

カラフル・ザ・ワールド！
ミヤザキケンスケ作品 + Over the Wall 世界壁画プロジェクト活動報告
2017年10月28日（土）～12月10日（日）

世界へ発信！絵のプレゼント

関連展示

関連ワークショップ



今回のAISは「重なり」によって描かれました。ミヤケン先生

の明快な言葉・筆の導き、ヒガシ先生のリーダーシップ・あ

たたかさ、児童たちのアイディア・キャラクター、制作現場

となった仲良しルームと呼ばれるスペース。ひとつでも欠け

ていたらカラフルで濃密な時間は描けなかったでしょう。児

童たちにとっては小学校時代の思い出の最後の1ページにな

り、また先生にとっては児童たちの新たな一面を発見するきっ

かけになってくれました。そしてアーティストにも転機となっ

たかもしれません。ミヤザキのこれまでの作品をみると、協

働制作でも最後は常に自分の筆で画面を完成させていたので

はないかと感じます。しかし今回は児童たちに任せることが

できた、それはプロジェクトを志向する彼にはまたとない経

験のはずです。

展覧会でアートウォッチング・カードが多数寄せられ、彼ら

からの発信を様々な方が受け取ってくださったこと、コミュ

ニケーションがひろがっていく様子を実感しました。本事業

の意味を改めて深く考えると同時に、これからの可能性を強

く感じています。

　すべてが「重なり」、色はより鮮やかに、時間はより濃密に。

それはおっきな世界や未来へ踏み出す、強固な土台になって

くれることでしょう。

　最後に、本事業にかかわってくださった多くのみなさまに、

心より感謝を申し上げます。

⸺䰃  秋田美緖 （川口市立アートギャラリー・アトリア）

子どもの頃、絵を描くのが大好きでした。自由に空想した世界

を描くのが楽しかったからです。ところが中学校に進み、様子

が変わります。大好きだった図画工作は「美術」と名を変え、レ

タリング、一点透視図法、色相環など、技術的な授業が多くな

りました。自由に描ける楽しい絵の時間が、窮屈で退屈な時間

になってしまったことを覚えています。

　今回川口市立東本郷小学校の6年生に絵の授業をすることに

なり、ぜひ「絵は自由に表現していい」ものであり、「正解も不

正解もない」ものだということを伝えたいと思いました。最初の

授業で行った「オンリーワンゲーム」、難しい顔をしていた子ど

もたちが徐々に解放されていき、自らの発想力を試そうとする

姿はとても生き生きとしていました。その気持ちをずっと持ち

続けて欲しい！みんなで制作した巨大絵画は圧巻の仕上がりで、

彼らの個性がよく出た素晴らしい作品に仕上がりました。絵を

描くことの目的は「上手に描く」ことだけではありません。自分

なりの表現を、自分なりのやり方でやればいいということを、

今後も活動を通して伝えていければと思っています。

　また今回はこれまでの自分の活動を展示させていただく機会

もいただき、ケニア、東ティモール、ウクライナで行ってきた

Over the Wall ～ 世界壁画プロジェクト～ の活動記録と現地の

子どもたちの絵を展示させていただきました。2018年にはエク

アドルの女性刑務所にて同プロジェクトを行いますが、現地に

届ける「花火の絵」を会期中に子どもたちと制作しました。短い

時間でとてもカラフルで力強い作品が仕上がり、改めて協働制

作が生み出すパワーを感じることが出来ました。今後も人と人

をつなぐアート活動をしていきたいと思っています！

⸺䰃  ミヤザキケンスケ （ペインター）

川口市立アートギャラリー・アトリア
332-0033 埼玉県川口市並木元町 1-76　tel 048-253-0222　http://www.atlia.jp/
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｜ 記録集 ｜

本編執筆・編集：秋田美緖（川口市立アートギャラリー・アトリア）

執筆協力：ミヤザキケンスケ、東悠太、川口市立東本郷小学校 6 年生、

　　　　　アートウォッチング・カード参加者のみなさま

撮影：金田幸三（KK）、長谷川祐也（YH）

デザイン：中新（Lallasoo Poopo Lab.）

｜ 事業 ｜

主催：川口市教育委員会

企画：川口市立アートギャラリー・アトリア

　　　秋田美緖、小野寺茜

記録：金田幸三（写真）、後藤天（映像）

協力：Over the Wall 世界壁画プロジェクト、NANATASU GALLERY、

　　　市川寛也（東北芸術工科大学）、仲西透（しまね文化振興財団）

アーティストから

コーディネイターから
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