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外部人材

ぶっとび アート
主 催 団 体 ／ ぶっとび アート

【団体概要】

2005年にNPO法人クリエイティブサポートレッツの一講座として、当時職員であった村松弘美が活動を
始めた。翌年、臨床心理士の笹田夕美子が加わり、以降二人三脚。
その後、2010年春からは独立した
任意団体として活動を継続。
「子どもとおとなのあそびゴコロをくすぐり、本気で遊んでみる」
をコンセプトに、
月一回のワークショップを開催。
それぞれの人がそのままで自分を生かし発揮できる場づくりを目指している。
http://buttobi.hamazo.tv
【事業概要】

子どもと子どもをとりまく大人を対象とし、障がいをもつ子も、
もたない子も参加できる月一回のワークショッ
プを基本とした活動。毎回用意されるプログラムには、積極的に参加するも一興、脇道にすすむのも一興
という自発性を重視した運営をしている。
それによって親や兄弟ボランティアスタッフの大人たちも、
それぞ
れに“遊び”を見つけ、
それぞれに楽しむ場となっている。
2013年は、
「こどもがせんせい！こだわりワークショップ」
を開催。子どもたちの「こだわり」
をお手本にして
ワークショップを行ったあと、
７にんのこどもせんせい
（金城琉斗、酒井友章、
白畑鑑浩、鈴木青海、藤野洸
希、
星野智、
村松菜央）
の作品、
参加者の作品、
コラボアーティストによる作品を展覧会で発表した。
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家電紙工作
酒井友章せんせい
ともくんは、こよなく家電を愛する男子。
電気屋さんが大好き。 小学校低学年
の頃から、毎日のように家電の工作をし
ています。冷蔵庫やパソコン、飛行機
まで家電のカタログやコピー用紙を使っ
てつくり、自作の紙飛行機に乗り込ん
でみたり、紙製パソコンに CD-Rを入
れてみたりします。カメラには、紙でつく
られたバッテリーや SD カードを入れるス

なおちゃんとひな人形
村松菜央せんせい
なおちゃんは、ひな人形が大好き。一
年中、ひな人形をつくります。なおちゃ
んと私が活動に使える時間は一回 45
分。最初のうちはなおちゃんの作業に
手出しするとなおちゃんは怒りだします。
しかし、だんだんなおちゃんのセンスと
好み、こだわりポイントが分かってきた
頃から、私は助手として認められたよう

ロットもあり、そのディテールには思わず
うならされることもしばしばです。お母さ
んがともくんの作品の数々をダンボール
箱に保存しておいたら、ある日それをざく
ざく捨てていたことがありました。「なにし
てるの！」とお母さんが聞くと、
ともくん「も
う型がふるくなったから」との返事。ど
うやら型落ち家電の在庫一斉処分だっ
たようです。2013 年 3 月、在庫の家
電紙工作の作品展示を行いました。

で、作業を手伝っても怒らなくなりまし
た。それどころか、
最近は、私がなおちゃ
んの作業をのんびり眺めていると「き
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工作王子
金城琉斗せんせい
りゅうくんは、 ぶっとびアートの常連
のひとり。 2011 年頃から「工作王
子」の愛称で呼ばれるようになりまし
た。 毎回、 ぶっとびアートの日には、
朝から工作をはじめて、参加前に作品
（おみやげ）をつくって持ってきます。
おみやげ工作に時間がかかり遅刻し
てしまうこともありますが、 会場にき
たら場の空気を即座に読み取り、 ひ
らめきの工作をはじめます。 工作王
子の作品の材料は、 徹底的に身の
回りにあるものを使います。 わざわざ
材料を買いそろえるような野暮なこと
はしません。 女子をきゅんとさせるよ
うな工作品をプレゼントし、 その一方
で縄張りを荒らすやんちゃな男子には
やや厳しい面も……!? 小さい子か

まきものから とびだし とりまく 物語
〜セイミアバター絵巻〜
鈴木青海せんせい
セイミアバター絵巻とは、せいみくんが 5 年生の頃から広告の裏にかきは
じめた絵巻物。その長さは 10m にもおよびます。そこにはアバターと呼
ぶさまざまな生き物が、歩いたり、出会ったり、びっくりしたり、がっく
りしたり、恋したり、ハラペコだったりしながら暮らす街のものがたりが
記されています。
「この辺りを描いたのは、あのテレビ番組が好きだったこ
ろ……」というお母さんの話を聞きながら眺めてみると、キテレツな姿の
住人に、せいみくんが気に入っていたキャラクターたちの風情がほんのり
と映されています。2013 年 10 月と 11 月の２回にわたり、
セイミアバター
絵巻のお気に入りの場所に、参加者が色をつけたり切り抜いたりするワー
クショップを行いました。みんなの制作の様子を見て歩き、
「ここは七色で」
「ちゃんとぬってよ」などちょっぴり辛口な熱血指導をしてまわるせいみく
ん。思い通りの仕上がりのときと、興味がないときは、同じようにだまっ
て立ち去るので、こんなとき、私たちは「きっとよかったんだな」と思っ
ておくことにしました。

らの人気も高い工作王子の将来の夢
は保育士。「ぶっとび！こだわり展覧
会」では、 ジュエリー作家江渕未帆
さんとのコラボレーションワークショッ
プ「かえっこ工作」のせんせいになっ
てもらいました。

もの！」「かんむり
！」など作業を指示さ
れるようになりました。効率もあがってく
ると、７体８体とずらりとならぶおひなさ
ま。ポップなヘアスタイルが特徴的で、
「これはなおちゃん」「おねえちゃん」、
そしてクラスメイトの名前が続きます。
しかしながら、なおちゃんは、ぶっとび
ひな人形づくりの当日は残念ながらお
熱でダウン !! それでも私たちは、なお
ちゃんをリスペクトして、ひな人形づくり
を決行しました。

７にんのこだ

わりせんせい
もうひとつのせかい〜看板をつくろう！ 星野智せんせい
さとくんは、 ぶっとびアートの常連のひとり。 いつも会場の一角で黙々と作業をしています。「ここは一方通行」「ここはエ
レベーターです」と、 ここにあるものをちがうものにみたてて、 せっせと看板や備品づくりに励んでいます。 ぶっとびアート
新年恒例企画、 書き初めを凧にして上げる「空への道」のときも、 書き初めは早々に仕上げ、 ずらりと並んだ椅子の間
に入り込み、 せっせと道案内をつくって貼付けていました。 今年の書き初め凧の日は、 なにやらまた片隅でこそこそ熱心に
つくっています。 文字通りの秘密工作。 公園の凧揚げタイムになると、みんなが予想以上の強い風と格闘している間をぬっ
て、 さとくんはニコニコしながら駆け抜け「パラボラアンテナ」らしきもので、 風や空の状態を調べています。「実はここ
には動物がいます」「ここは洞窟です」さとくんがみているもうひとつの世界にお邪魔します。

ぶっとび 夏の自由研究
くるくるまわるもの およびくるくるまわすことの研究
藤野洸希せんせい
ノート、さいころ、糸巻き、ペットボトル……ひろくんは身の回りのものをつぎつぎと
回します。重心をはかるように指先で少し触っていたかと思うといきなり高速回転が

あき、地図、
たちあがるの街
白畑鑑浩せんせい
あきひろくんは、地図を描く。凧
をつくろう！という日も、ひな人
形をつくる日も、あきひろくんは、
大きな模造紙におおいかぶさるよ
うな格好で綿密な地図を描いてい
ま し た。Google Map を 操 り ニ コ
ニコながめている風景には、あき
ひろくんの描いた地図の順番通り
に店がありました。いつもは、ふ
つうに話しかけてもそしらぬ顔で
すが、あきひろくんが眺めている
窓の外にみえる看板を、ひとつひ
とつ読み上げていくと、にこにこ
しながら隣にいて、肩に手をおい
てきたりします。街にたちならぶ
看板のことばが、彼の世界の入口
を 開 く 呪 文 の よ う で す。 あ る 日、
お母さんのフェイスブックにアッ
プされた、あきひろくんの地図は、
平面から立体へと進化していまし
た。2013 年 9 月「 あ き、 地 図、
たちあがるの街」
。あきひろくんを
迎えて、地図、そして立ち上がる
街をつくりました。

はじまるのです。ある年の夏休みの自由研究は「ひろきがまわせるもの」というテー
マでおこなったそうで、
結果は「なんでもまわせました」と。8 月のぶっとびアートでは、
ひろくんを先生に迎えて「くるくるまわるもの および まわすもの」の研究をしました。

※文章は
「ぶっとび！こだわり展覧会」パンフレットより抜粋
（一部変更）
しています。
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「むりやり母の日」
「おかしのふくろでおかしなふくろを
つくろう！」
「そうか！ ハ ロ ウ ィ ー ン 仮 装 か！ そ う か！」
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生になり、現在「ジュニアスタッフ」として手伝ってくれ

いと思う。子どもがいれば公園に何時間もいられたりする。

じまる展覧会」
（2014 年 2 月 9 日〜 23 日＠鴨江アートセ

るようになった子もいる。

このことがすごく大事なのかなって思うんです。大人だけな

ンター）に彼女たちが書いた文章を紹介するのが最も分か
りやすい。

……これらは「ぶっとびアート」のワークショップのタイ

本人たちは「行き当たりばったり」と言うが、ふたりで

ら絶対にそんな時間は捻出しないけれど、子どもがいるとど

トル。遊びゴコロたっぷりで、なにをするんだろう、行っ

さまざまなアイデアを出し合っては実現していく。アーティ

うしてもそれをしないといけない状況が生まれ、それをしな

ユニークな個性の子どもたちの居場所をつくりたいとい

てみたいなと思わせるワクワクに満ちている。

ストを招いたワークショップもときどきは行うが、ふたり

がらビタミンを取っているみたいな感じ。それに、
大人になっ

うところからはじめた「ぶっとびアート」
。しかし、さ

の企画にアーティストが寄り添うかたちで協力してくれる

たら石だって上手に投げられるし、子どもの頃にやり損なっ

まざまな個性をもつ子どもたち、幅広い年代の人を含ん

ことが多い。

たことも、やりたかったけどやりきれなかったことなどをや

だワークショップは、どんな子にも楽しく参加できるも

村松弘美さんと笹田夕美子さんが行っている「ぶっとび
アート」は、2013 年の 10 月で 88 回を迎えたという。毎
月１回、
「０歳から大人まで、障がいをもつ子ももたない子

当初、参加者は「子どもだけのほうが自由だろう」と思っ

れる。子育てはそういう自分のやり残したことをやり直して

のばかりとは限らない。ある子にとっておもしろいこと

も、おもしろ好きな人どなたでも」参加できる「本気で遊

ていたそうだが、
「2 回目の『ヒミツの隠れ家をつくろう！』

いるような、
“大人の育ち直し”みたいなテーマがあるのか

は、ある子にとっては、難解すぎることもある。ある日、

んでみる場」である。ワークショップは工作中心でスタイ

から人がいっぱい来ちゃって、これは自分たちだけだと動

なと思っているんです。自分自身も『ぶっとび』をやりなが

ひらめいた。子どもたちの「こだわり」をお手本にして

ルはさまざま。1 時間半〜 2 時間くらいで、参加１回につ

かないぞ、と」という現実的な理由から“親子いっしょに”

ら、サプリメントみたいにそこを摂取しているところがあり

ワークショップをやる。
「こだわり」を持つ子がせんせ

き、
親子一組 500 円（おやつ代）。終わりにおやつを食べて、

になった。だが、笹田さんにうかがうと、こんな思いもそ

ますね。そのことをとても痛切に感じているので、
『ぶっとび』

いだ。
「こだわりの強さ」は学校や家庭ではしばしば問

次回の説明をして終わり。多いときは総勢 40 人弱、少なけ

の背景にある。

は自分にとって必要だからやっている。だからある意味目標

題としてあげられる。一方、ものづくりの世界では「こ

値がなくてもやれるんです」
。

だわりの職人」は尊敬の対象でもある。こどもせんせい

れば親子３組で 10 人くらいの時もあるというが、
「それは

「親子ワークショップみたいなところに行ったりすると、

それで楽しい。私たちもつくれる余裕があって、今日は楽

なんだ、
世の中のお母さんは“子どもの世話”とか言いながら、

しかったねって」
（笹田さん）
。この月１回の楽しみの“場”

こんな楽しいことやっているのか、子どもをダシにみんない

参加者が作品制作をする「こどもがせんせい！こだわりワー

ちは、そこから、学びたいところだけ学び、そして自分

に惹かれて来るお手伝いの人たちも多く、癒されに来る人

いものを見たり聴いているなって思うんですよ。お父さんが

クショップ」を連続で行った。このコンセプトは、「ぶっと

のつくりたいものをつくる。実は、これは私たちのいつ

たちも多い。毎回来る大人もいるし、ずっと来続けて中学

川で石投げているのを見ても、絶対に大人ひとりじゃやらな

び！こだわり展覧会〜こどもがせんせい！こだわりからは

もの学びかたとかわらないのかもしれない。

2013 年は、子ども独特の“こだわり”をお手本として、

は、あまり教えてはくれない。参加した子どもや大人た
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子ども、とくに自閉症の子どもは自分の関心ごとに非常

がいをもたない子でもこだわりがあって、ただひたすらやっ

に強いこだわりを見せる。雛人形ばかりつくっているなお

てるという子は、“せんせい”にもってこいなんですよね」。

ちゃん。家電が大好きでコピー用紙で冷蔵庫をつくるとも

そもそも「ぶっとびアート」は、さまざまな人が自由さ

くん。見た通りの地図を描き続けるあきちゃん。なんでも

を獲得する、ドラえもんに出てくるはらっぱのような場で

かんでもくるくる回すひろくん。絵巻物のように描き続け

ある。言われたとおりにやることが苦手な人はやりたいよ

るせいみくん。

うにやることが得意だということ、融通がきかないという

「障がいをもつ子ももたない子も、と言いながらも、“そ

ことも個性であり、そのままの自分を活かすことができる

うは言っても重度の子は参加できないよね”と言われたこ

場所だ。役に立たないことでもやる。やることで何か自由

とがありました。それはずっと私たちにとっても課題でも

になれることがあるのではないか。

ありました。よく“みんなの場”とか“みんなの”という

「臨床心理士としての仕事をしていて思うのは、子どもが

けれども、実は“みんなの”ってあり得ないんじゃないか

健やかであるには大人が健やかでなければならないという

と思うところもあります。それでも“みんなの”でありた

こと。大人が遊ぶ空気をつくれると、子どもが自由になる。

いと思ってもいて、なるべくそこにチャレンジしていきた

村松さんと私の中では、ワークショップでお母さんが自分

いと思っていたんです」。

でものをつくりだすと成功だと思っているところがあるん

「こどもがせんせい！」シリーズは、
「重度の障がいをも

ですね。お父さんやお母さんが、子どもが迷惑かけないよ

つ子は、参加者は難しくても“せんせい”にはなれる」と

うに傍で見守っているような在り方よりも、子どもと同じ

いうことが大発見だったと笹田さんは言う。
「障がいをもつ

土俵に立って、お父さん、お母さんも自分のつくりたいも

子に来てもらって何かをすると言っても、それは周りの子

のをつくっていたりするときのほうが、絶対にいい空気が

にとっては良い体験になるけれど、障がいのある子自体は

流れる。親が自然につくってくれるようなことは共通して

楽しめないことが非常に多いんです。障がいをもつ子ども

目指しているところがありますね」。

たちは、いつもと違う状況に置かれてなにがなんだかわか

参加者に愛されている「ぶっとびアート」はふたりにとっ

らないまま翻弄されて終わる。もっといつものままでいら

ても意味のある活動だ。社会的な職業とは別に、自分たち

れる仕掛けができないかなと考えていました。そこで、
『こ

のアイデンティティはこの活動の中に含まれている、と笹

の子がやっていることを今日は真ん中におくよ。この子が

田さんは言う。「自分にとってぶっとびは一番やりたいこと

やっていることを今日は絶対に邪魔しちゃだめ。だってこ

をやれるもの。やらなくてもいいことだし、自由度も高い。

の子“せんせい”なんだから』っていうふうにしてみたら、

場づくりだって開き直っているのは、大人になったいまな

周りの子たちは“せんせい”の言うこと聞くかっていうと、

ら上手に石が投げられるし、基地だっていろんなもの持っ

その辺も子どもの素敵なところで、勝手なものをつくって

てきてつくれるみたいな、私たちにとってもそういう『い

いるんですよね。触発されるだけ触発されて、必要ないと

まだったら』シリーズですよ。だから、入れ物はなんでも

ころは触発されない」
。

いい。アートですか？って言われると、『うーん……違うか

“せんせい”は周りに頓着せずに自分のつくりたいものを

も……ぶっとびです』みたいな」。

つくる。他の参加者の子どもたちは勝手にお姫さまやウル

誰に強制されるでもなく、“自分にとって必要”という人

トラマンを描いていたりする。けれどもふとした瞬間に、
“せ

が集まる場でありつづけているから、「ぶっとび」は止まら

んせい”
の作品とシンクロするものになっていたりする。
「だ

ない。やる人にとっても参加する人にとっても、楽しく自

から、誰にとってもあんまり無理をしないでいられるので、

分らしくいられる場所がまちの中に現れるというのは、小

これはもうちょっと続けてやりたいなと思っています。障

さくても大きな意味のあることだと思う。（Sh）

コラボアーティスト
尾関立子
（版画家）
片岡祐介
（音楽家・録音家）
江渕未帆
（ジュエリー作家）

