
やばい、いよいよテストが
明日になってしまった
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今夜は一夜漬けだ、暗記パンが欲しい
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テストのために一夜漬けして必死で暗記する。
こんな経験一度はありますよね？

学生あるある

テストの点数命
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どうしてもテストの点数に縛られた価値観が存在する

例えば、ドラえもん

のび太君はいつもテストの点数が悪くて、怒られている

テストでいい点数がとりたくて、暗記パンを食べたりする

日本のテスト至上主義
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テストで高得点＝出木杉君：よく褒められる

テストで悪い点数＝のび太君：よく怒られる



テストで「高得点＝優秀な生徒」が定着している日本の教育。

勉強はテストで高得点をとるための手段

この”学生あるある”って、良いあるあるではない。
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※出典 パーソル研究所「APACの就業実態・成長意識調査（2019）」

確かに知識は身に付くが思考力は身につきにくい

批判的思考力87位/141位。

PDCAサイクルが不得意

日本の社会人の勉強時間は
世界最少。平均6分。

日本人の２０歳の知的好奇心

＝スウェーデンの６５歳と同レベル
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思考力が身につかないとどうなるのか？？

イノベーションの創出や経済成長において、
日本は遅れをとっている…

例えば、今後のビジネス領域への影響…

論理的思考力の必要性
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現在、創造性を育む教育の重要性が叫ばれている

・STEAM教育導入の動き

・小学生のプログラミング教育の開始（2020年）

・2024年にはプログラミングが大学入試の出題科目に

→これまでの教育の在り方が変わってきている

今、子どもたちに求められる能力、詰め込み型ではいけない理由
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点数重視の学校の学びってあたりまえだけど、問題だ。

これまで

詰め込み教育で何とかなっていた時代

これから

複雑になっていく時代に対応できる力、

創造力や発想力がより一層求められる時代
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もしかすると、のび太君ってトンデモなく最強なのかも

こんなこといいな
できたらいいな

物事を楽しむことが大得意で、想像力に長けている

まさに想像力のカタマリ
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こんなこといいな
できたらいいな



のび太君の環境が想像力を鍛えていると仮定するならば、、

子どもたちの環境ものび太君が育った環境みたいにすればいい！！

のび太君の〇〇に注目
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創造力を引き出してくれる環境比較

のび太君
現代の

子どもたち

のび太君ｖｓ現代のこどもたち

学校以外での
学びや体験の機会

ドラえもん引き出してくれる人

ひみつ道具による
多様な体験



ドラえもんはいないけど、
これらの課題を改善することで

のび太君みたいに豊かな想像力を持った子供たちで
あふれるミライにしたい
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舞台は長崎県、『島原半島』

ーコンセプトー

あんなこといいな、できたらいいなをやっちゃおう

ちいさな街だけど、恵まれた島原半島の土地で、

創造性溢れる子どもたちを育みたい。
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シマバラトリエ

島原の取り柄×アトリエ

生まれながらに熱心な探検家である子どもたちの好奇心を最大限に伸ばす環境

OUTPUT  
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温かい人々が多い

温泉がある、普賢岳の紅葉が好き

娯楽が少ない、映画館遠い

自然が綺麗だけど
海と山しかない

島原半島ってどんなところ？



島原の取り柄を存分に活かしたい

1 アートの魅力

2 温かい島原半島の人々

3 恵まれた自然環境

銅版画文化の発祥の地
彫刻で有名な街
AIR事業に積極的
世界遺産のある街

山々に囲まれていて、
綺麗な海と火山のある街

移住者を歓迎する昔からの文化
お隣さんとの繋がり



そこに存在するアトリエは

ただの作業場ではない
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シマバラトリエ

島原半島一帯に芸術活動ができる

アトリエを設置する

シマバラトリエ
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例えば、こんなアトリエ！

彫刻家
×

廃校

⇒彫刻アトリエ

サンドアーティスト
×

島原の砂浜

⇒砂浜アトリエ

フラワーアーティスト
×

島原の花園

⇒フラワーアトリエ
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そんな シマバラトリエにいるのは…

「遊学生」とは…

日本全国で活動している若手アーティストや研究家のこと。

日々何かに没頭し、活動しているいわばワクワク体験を体現した人

特に、コロナ禍で活動制限があっ
た芸術家やアーティストなど

遊学生は半年～１年間
島原の土地を活かして、

自分の作風に沿って自由にアトリエを利用できる
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「遊学生」



遊学生の例

富永ボンド(ボンドを使ったアーティスト)さん

ボンドでいっぱいのカラフルなアトリエに。

木村貴史（華道家）さん

島原半島の草花を利用して、モノと草花で

いっぱいのアトリエに。
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写真家を招いて…

カメラの面白さ、写真の面白さを教えてもらう

例：子どもたちに写ルンですを配布し、毎日持ち歩いてもらい自由にシャッターを切る

毎月写真を現像し、アトリエにも展示。この時なんでこの写真を撮ったのかなど考えたり意見を交わしたり

する

現像するときのワクワク感、6年間続けたりしてアルバムとかにもできそう

遊学生の例
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そんな面白いシマバラトリエを・・・
子供達がいつでも来れて、遊学生と一緒に
「あんなこといいな、できたらいいな、をやってみる」場所に
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島原の子供達はいつでも来れる！

シマバラトリエ

まずは、授業の一環として、アトリエを訪問
(図画工作の時間など)

子供たちの創造性を育む
遊び場所として解放

step1

step2
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子どもたちはシマバラトリエで何するの？

遊学生と一緒に
何か作ってみる？

材料を観察してみる？
オブジェで遊んでみる？
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創造力を引き出してくれる環境比較

のび太君
島原半島の
子どもたち

のび太君ｖｓ島原半島のこどもたち

学校以外での
学びや体験の機会

ドラえもん引き出してくれる人 遊学生

シマバラトリエひみつ道具による
多様な体験
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小施策① 遊学生の忘れ物
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アトリエで活動した遊学生が、

島原半島を離れるときに「忘れ物」という名の作品を残す

＝地域に自分の作品が何らかの形で残る仕組みにする

遊学生が残した作品が残ることによって地域の中にアートがある日常が生まれる

小施策①【遊学生の忘れ物】=残した作品
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忘れ物例

・銅版画

◎銅版画を刷る時に使用した銅板を公共施設のドアノブなどに使用する

→銅には抗菌作用があることが注目されている

・デザイン画

◎マンホールやバスにラッピングできるようにする
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小施策② シマバラトリエの休日
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土日などの休日は子供達だけでなく、地域の
方も来れる場所として更に解放したアトリエに。

遊学生・島原の子供達・地域の人が集まる
コミュニティになる。

土日は地域のコミュニティとして機能

小施策②シマバラトリエの休日
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例えばこんなことができる！！

◎地域のお祭りの準備を遊学生・子供達・地域の人でやってみる

例①）精霊流しの制作場所地域の人

◎地域の大人たちも作品を見るためにアトリエに訪れる

・製作過程を見たり、遊学生との交流ができる

例②）○○アーティストの個展

シマバラトリエの休日例
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子供達・遊学生・地域

を通して化学反応が起きる。

もしかしたら、世界初の大発見や後世
にも評価され続ける何かが
生まれるかもしれない

シマバラ
トリエ
イメージ
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◎子どもたち

新たな遊び場、新しい体験や人との関わりの場所

◎遊学生

街に作品が残せる、作業場所の無償提供、自然あふれる刺激的な場所での活動、滞在期間中
の生活補助

◎地域（＝島原半島）

場所の有効活用（空き地や廃校など）街に新しいサイクルが生まれる（＝子どもたち×遊学
生×地域）

地域のコミュ二ティの創出 (公民館などとは違う新たな制作活動の場所が生まれる。)

メリット
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運営方法

WHO

行政×アートビレッジシラキノ /  共催：地元企業(農協・工務店など)

PLACE

島原半島の廃墟・廃校・砂浜・農園など…

TARGET

島原半島の小学生

遊学生 地域の人々

38



PR方法①

・授業の一環でアトリエを訪問(=図工の時間など)

最初にみんなでアトリエを訪れることで、アトリエと子供達との障壁を
減らす。

島原半島の子供達へ

遊学生へ

・アーティストインレジデンス総合サイトにて募集
・市のHPに掲載

募集ページ（アーティストインレジデンス総合サイト）→ 39



この「シマバラトリエ」が世の中に広まるしくみ

PR方法②

シマバラトリエMovie Youtubeで シマバラトリエ の様子を公開

・Youtubeチャンネルを開設し、シマバラトリエが
できる過程や子供たちがシマバラトリエを利用す
る様子を公開
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サブ課題の解決

①地域の新しい繋がり創出、関係人口の創出

②空き家や使われていない土地の有効活用

③地域で子供たちを育てるという環境づくり

④気軽に芸術に触れられる

⑤抱えるその他問題の解決（砂浜への漂着ゴミなど）
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島原半島だけじゃなく
「あんなこといいな、できたらいいなをやってみよう」

ムーブメントを全国へ
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北九州の環境都市を活かして…

淀川テクニック(ゴミアーティスト)×北九州

・コユトリエ（＝宮崎県児湯郡）

・キタキュートリエ（＝北九州市）

いろんな地方に遊学生とアトリエを！活かしきれてない魅力を最大限に

児湯地域の自然を活かして…

草木を使ったアーティスト×児湯
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描くミライ
描くミライ
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これからの子どもたちに
求められる能力

↓
創造力や発想力

「あんなこといいな、
できたらいいなをやってみよう」
子どもたちのわくわくを育てる

地域の特性×遊学生×
子どもたちによる

シマバラトリエの提案
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input

concept

output

まとめ



さいごに
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田舎って都市部よりも文化や芸術に触れる機会が少なそうだなんて

思われていたりする。

でも、私たちはそんな偏見をこの島原半島から変えていきたい。

島原半島で育つ子どもたちのアタマの中を

”知りたい、わかりたい”という好奇心で満たし、これからの複雑な時代を自分たちの手で切
り開いていけるような子どもたちを育てたい。

きっと、シマバラトリエで育った子どもたちがこれからのミライを

最もワクワクして生きることができると信じている。

想い
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