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近年、アートを劇場や美術館から解放し、教育や福祉の現場で新た

な可能性を模索する動きが広がっている。とりわけ、“子どもたちの

人間形成にはアートとの触れあいや体験が欠かせない”という認識

は、今や、欧米ばかりかアジア諸国でも定着するようになってきた。

そのキーコンセプトは“Arts in Education（AIE）”。従来の芸術教育

（Arts Education）の枠にとらわれず、アートの力を最大限に引き出

す教育現場の実践が、世界各地で大きな成果をあげている。そし

て、教育や福祉にとどまらず地域の抱える様々な問題を、アートを

活用して今までとは異なる方法で解決しよう、という取り組みも世界

各地で見られるようになってきた。

2年目を迎えた「創造都市交流」では、そうしたアートをあらゆる

人 と々結びつけ、地域社会で活用していくことが、創造都市形成の

原動力になるという考え方に基づき、“artsforall”というコンセプト

を掲げることとなった。そして、視察先となった英国、シンガポール

では、アートと学校、アートと地域の新しい関係づくりに取り組む機

関を訪問し、現地の実践家や専門家との意見交換を行った。そうし

た成果を踏まえ、本事業の締めくくりとなるシンポジウムでは、「アー

トがひらく学校・地域の未来」というテーマに基づいて、英国とシン

ガポールからゲストを招き、両国の取り組みを紹介しつつ、日本側

の参加者や専門家を交えたパネル・ディスカッション、ラウンドテー

ブルが開催された。

この報告書は、そのシンポジウムでの報告やディスカッションを中

心に、創造都市交流2006の成果をとりまとめたものである。

創造都市交流は、2005年の日・EU市民交流年を機に始まった事業

で、初年度は、日本各地のアートNPOと地方公共団体がペアを組

み、EU6カ国の創造都市戦略の取り組みを視察。その後、EU6ヶ国の

代表を招いて日本各地で交流が行われ、最後に横浜市で国際シン

ポジウムが開催された。

2年目の今年度は、地域や学校とアートの結びつきに焦点を当てる

こととなったが、創造都市交流事業は、①創造都市、②アートNPO、

③コミュニティという3つの視点からアートや文化政策を捉え直そう

というのが基本的な考え方となっている。

まず、創造都市（Creative City）は、周知のとおり英国のチャールズ・

ランドリーらが1995年に提唱した概念で、脱工業社会の到来で衰退

したEU各地の中核都市が、芸術や文化、創造的な産業などによっ

て、活力を取り戻したことから生まれたものである。創造的産業

（Creative Industry）も、90年代後半に英国のブレア政権によって掲

げられたもので、舞台芸術や美術などの芸術文化に加え、ファッ

ションやデザイン、広告、建築、テレビ・ラジオなどを加えた13分野

の産業が位置づけられている。

こうした文化政策を都市政策や産業政策と結びつけて捉えよう、と

いうのが創造都市交流事業の一つ目の基本的な考え方である。

日本でNPO法が施行されたのは1998年。現在全国で認証された

NPO法人の数は約3万件に達している。これは、1998年以降毎日10

件のNPOが新たに誕生した勘定で、2006年の1年間に限ってみると

5,105件、毎日14件のNPOが誕生している。そのうち約3分の1が、第4

号目的の「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」を定款

に掲げている。そのうち、芸術や文化を活動の中心目的とするアー

トNPOの数は、2007年9月末現在で2,008件（NPO法人アートNPOリ

ンク調べ）となっている。

従来の文化政策は、文化庁や地方公共団体が主体となり、企業メセ

ナや民間助成財団が支援する形で推進されていたが、芸術文化の

公共的な価値に基づいて活発な活動を展開するアートNPOも、今

や重要な文化政策の担い手となりつつある。「公共＝行政」という従

来の考え方ではなく、多様な民間セクターを含む「新しい公共」とい

う概念が徐々に市民権を得る中で、創造都市の形成においてもアー

トNPOが中心的な役割を担うべきだということが、創造都市交流の

二つ目の基本的な視点である。

そして、芸術や文化をはじめとした創造的な活動が、コミュニティに

もたらす効果を広く捉えよう、というのが創造都市交流の三つ目の

基本的な考え方となっている。

日本では1990年代の後半から、アーティストや芸術団体が学校に

出向いて、ワークショップを行ったり、福祉施設などで高齢者を対

象にした活動を行ったりする取り組みが、各地で活発になってきた。

それらは、文化施設から外に出かけていく、という意味で「アウト

リーチ」と呼ばれている。そうした活動が定着するにつれ、アート

が、現代の子どもたちに欠けがちなコミュニケーション能力や身体

能力、創造力や想像力の回復に大きな効果を発揮すること、音楽や

演劇が高齢者の元気回復や活力の維持にも有効であること、など

が各地で実証されている。すなわち、文化政策の対象領域は、従来

の芸術文化だけではなく、教育や福祉、まちづくりなど地域コミュニ

ティ全体の活性化にまで拡大しつつある。

創造都市交流2006で、英国、シンガポールを視察した日本各地の参

加者、シンポジウムで熱い取り組みを語ってくださった英国とシンガ

ポールのゲスト、そして、シンポジウムの熱心な聴衆の方々もこうし

た考え方に共感し、またその将来に大きな可能性を感じたはずであ

る。その成果をこの報告書にまとめることで、一人でも多くの方々に

創造都市交流2006の成果を共有して頂ければ幸いである。
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今回の創造都市交流の目的は「地域社会におけるアーツの教育的

役割」の視察と情報収集であった。ここでいう「教育」とは、幼児・青

少年のための教育だけではなく、社会的弱者や社会の表層からド

ロップ・アウトした成人をも対象としたものである。

英国での視察先は多岐にわたった。アーツカウンシル・イングランド

（Ar ts Counc i l  Eng land）、ナショナル・シアター（Nat iona l  

Theatre）、テート・モダン（Tate Modern）、ナショナル・ダンスエー

ジェンシーのプレイス（The Place）、アーツのスペシャリストスクー

ル1であるセント・メリルボーン・スクール（St．Marylebone CE 

School）、アーツとビジネスセクターとの橋渡しを行う機関である

アーツ・アンド・ビジネス（Arts & Business）、学校やアーティスト、

芸術関連組織とのネットワーク作りをサポートするクリエイティブ・

パートナーシップ（Creative Partnerships）等である。そのほか、ロン

ドン大学のインスティチュート・オブ・エデュケーション（Institute of 

Education, University of London）ではアートプロジェクトの評価

について、ゴールドスミス・カレッジ（Goldsmi ths Co l l ege ,  

University of London）では、ワークショップリーダーを育成する修

士課程コースについてそれぞれ話を伺った。

その後、帰国してから、シンガポールのナショナル・アーツカウンシ

ル（National Arts Council Singapore）の活動報告を情報として得

ることができた。

アーツカウンシル・イングランドが、英国の国家的文化政策のあり方

を特徴づける存在であることは、かねてから情報としてもってはい

たが、今回の視察では　

①その極めて具体的な実例を一線で活動する機関・人々を通して具

体的にリサーチすることができた。　

②一見並列的な文化事業が、強力かつ統一的な文化政策の理念で

貫かれていることを強く認識させられた。

英国及びシンガポールの芸術政策には「文化＝社会資源」という概

念が根底にあり、とくに、Arts in Educationが具体的に語るキー

ワードは「創造性（Creativity）」と「関係性（Partnership）」そして「多

様性（Diversity）」の3つであろう。

「創造性」については、19～20世紀の英国における文化経済学の理

論が、時代の要請に応じて、その意匠を変えながら出現する脈絡で

読み取ることができる。また、「関係性」「多様性」の尊重について

は、大戦後の英国における急激な多民族・多文化社会の出現と、そ

の結果生じた社会的問題が、国民的アイデンティティーの確立を強

く要請するに至ったものであることをうかがわせる。

英国では46年にアーツカウンシル・イングランドの前身であるアー

ツカウンシル・オブ・グレートブリテン2が、シンガポールでは91年に

ナショナル・アーツカウンシルが設立された。いずれも国家的なプロ

ジェクトとして、この3つの理念を具体的なアクション・プログラムと

して実働化する社会のシステムを、紆余曲折しながらも構築してき

たのである。とくに今回の視察でもっとも印象深かったことは、今日

の英国でこれらの理念が、教育の中でのアートシーンとしてのArts 

in Educationとして極めて強力かつ具体的にプログラミング、実践

されていること。その実践成果への評価方法も確立されており、い

わば市民社会へのアカウンタビリティーをバネにした、恒常的な再

生産システムが社会的に構築されつつあることであった。

この背景にはサッチャー政権時の教育政策への反省があることは

英国関係者からしばしば指摘された。いわば2大政党の政権交代

によって、国の文化・教育政策も振り子のように揺れる民主主義の

政治風土の上にあるのだ。

翻って、わが国の学校教育における「アート（芸術）」の位置づけを

顧みると、この2カ国とはたいへん大きな相違がある。とくに現在わ

が国では、教育再生会議や教育審議会が、「ゆとり教育」と決別し

「学力向上」をめざした方向に舵を取り直そうとしている。単線的

に、主要教科の授業時間数を増やそうとする方向のなかで、芸術教

科の重要性が論じられているかどうかはなはだこころもとない。

　

本稿は、以上の英国視察をベースとし、帰国後の日英間の学校教育

の比較研究から、我が国の学校における「芸術教育の意義」を提言

するものである。なおこの提言は、創造都市交流シンポジウム「アー

トがひらく学校・地域の未来」（2007年 2月2日、横浜市にて開催）で

行った筆者の報告の再録でもある。

日英の学校教育を、まずアートの視点からではなく、教育文化とい

う脈絡から比較的にとらえ、そのうえで、日本における芸術教育の

方向性について提言したい。

1．日英学校教育の比較

日英の学校教育システムと教育方法は、両国の歴史性と社会構造

の相違に大きくかかわっていることを初めにとらえておきたい。日英

の学校教育（以下「教育」）への基本的視点として、志水は以下のよ

うに対照比較している（志水．1991）。

学歴社会（日本）̶ 階級社会（英国）、

集権主義̶分権主義、

集団主義̶個人主義

たとえば、90年代わが国ではほぼ高校全入が実現している。大学進

学もふくめて、画一的な平等社会、あるいは平等な受験競争（今日

では経済格差によって、到底平等とはいえない事態に至ったが）を

仲立ちとしながら、いわば学歴社会と受験競争社会を構築してき

た。これに対して英国では、とくにアッパー、ミドル、ワーキングの各

クラス（階級）のうち、人口の70％を占めていたワーキングクラスの

子弟は、かつては大多数が日本でいう中学卒業と同時に就職し、そ

の層の教育不足が様々な面で英国全体としての生産性や国際競争
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力を低下させていたとされていた。3

また、指導要領、各種の研修によって集権的な教育が行われる日本

に対し、英国では88年のナシヨナル・カリキュラム導入後も、比較的

自由なカリキュラム編成と教育方法が、学校・教師単位でとられて

きた。

学級の集団的力学による競争や努力を指導法の軸とする日本に比

べ、個人主義や能力主義の観点から、個々異なった学習形態を同じ

学級内で柔軟に展開する英国の方法との相違は、教育方法におけ

るもっとも顕著な例であろう。学級定員が40名の我が国に対して、

英国は25人が標準である。

以上を要約して志水は、英国中等学校教育指導の一般的特徴とし

て、以下の5点をあげている。

　　

①個別化した授業̶生徒個々の能力・適性・関心等をそれぞれにモ

ニターし、助言

②作業中心の授業̶知識伝達よりも、作業（work）による創造性の

重視

③混合編成能力へのconflict̶能力別の並列的学習

④サポート教師の存在̶スペシャル・ニーズ、学習遅滞児へのケア

⑤職業教育の重視

英国の中学校では、語学・数学・科学・地理等といった一般教科に

あっても、「個別化」「作業（work）中心」「創造性の重視」といった指

導上の特徴が歴史的にあるのだ。知識の獲得を第一義に置く集団

的一斉授業方式の日本とは対照的である。こうした個別、作業

（work）、創造性を重視した指導法の背景には、多民族や階級差か

ら生じる個人の能力差が要因としてあろう。しかしこれらの指導法

は、一方で芸術教育的な手法の萌芽する可能性を孕んでいたともい

える。

志水は、このような個別学習から体系だった知識が確立するかは疑

問だとし、英国の個性に応じた能力主義の優先は、一方で「義務教

育段階での多様な社会的背景や能力・適性をもつ子どもたちがとも

に学びあう“共生”の考え方」を成立しにくくするのではないかと指

摘している。

しかし逆の視点からみれば、そうした欠点を補うために、集団によ

る学習行動を仲立ちにして一定の学習テーマを楽しく共有しあう

シーンを創出し、その協働体験を通してパートナーシップを構築す

る必然性が生じたとも考えられるのである。そのためには音楽、舞

踊、演劇といったパフォーミングアーツが、極めて効果的な共有の

ツールとなりうる。

2．セント・メリルボーン・スクールのクロス・カリキュラム

視察では、ロンドン市内の中心地域にあるセント・メリルボーン・ス

クール（St．Marylebone CE School、1791年設立）の授業の視察と、

教育スタッフとの情報交換の機会を得た。同校は、英国国教会に

よって設立された学校であるが、政府からの援助をうける公立学校

でもある。また、アーツのスペシャリストスクールとして、ナショナ

ル・カリキュラムに沿った授業内容に加えて、音楽、ドラマ、ダンスな

ど芸術分野への取り組みに特に力をいれている。学校経営の方針と

して、①多宗教の生徒たちを受け入れる、②多様な学力の生徒たち

を一定の割合で受け入れる、③芸術と一般課目との融合学習を重

点的に行う、ことである。とくに融合学習では、プロフェッショナル

なアーティストと学校教師とが共同で授業を継続して展開すること

もあり、クロス・カリキュラムと呼ばれているゆえんである。　

こうした学校経営を打ち出している背景には、前述したように英国

が抱えている歴史上の課題や、現代の多様な民族文化混在の問題

がある。

すなわち、

●人種・言語・宗教・文化が多様なために、市民一人ひとりに、国民と

してのアイデンティティーを構築し、融和した社会をつくりあげる必

要がある。

●創造性のある社会を通して、経済の活性化、あるいは広い意味で

の社会資本を豊かにするツールとして、アーツの力を教育に採り入

れる。

セント・メリルボーン・スクールは、こうした国家的な課題を教育の

場で実践するモデル校でもある。

たとえば、「地理」のある授業では、演劇俳優も参加しながら、「自然

災害」を題材にした授業が、以下のように展開する。

①阪神神戸大震災の報道映像をみる

②①について各自の観察を述べ、討議する

③レポートを書き、それを台本化する

④震災現場にいる被災者になって、インタビューをうける

　あるいは記者になってインタビューと報告を行う

②から④のプロセスでは、演劇によって、自然災害の被害を仮想体

験するのである。ここで、専門の演劇俳優が被災者として、あるいは

記者として生徒とともに演ずる役割は重要であろう。悲しみ、絶望の

深さを、真に生徒達に共鳴させることができると想定できるからだ。

筆者が視察した音楽の授業では、常勤の教師のほかに合唱指導の

専門家が指導に入っていた。そこでは、楽器も教科書も用いず、指

導者からの直接的な模倣による、いわば口頭性による歌づくりが展

開されていた。正確に言えば、指導というより協働（collaboration）

に近い学習行動である。ここでも、プロフェッショナルな歌唱力が、

生徒を揺り動かす原動力となっていた。素材は、アフリカ民謡、ブル

ガリア民謡のア・カペラ合唱であった。

3．教育における芸術と芸能

芸術（art）は、arts（技）、熟練技能を語源とし、長い時間をかけて習

得した精神的・肉体的な能力を意味する。利光によれば、「芸術」と

いう概念は明治初期19世紀半ば過ぎに西欧から輸入された「Fine 

Art」の訳語で、詩、音楽、絵画、彫刻、舞踊などの個別芸術をまとめ

た「類概念」であるとされる（利光．2002）。この概念がわが国にもた

らされた19世紀は西欧ではロマン主義の時代であった。いまだ、日

本の学校文化に根強くある芸術＝ロマンティック、高尚なもの、つま

り歴史的に価値づけられた存在としての「作品」といったニュアンス

があるのは、こうした歴史性とも関係があるからだろう。

利光はさらに、西欧では初期ルネッサンスに代表的に観られるよう

に、かつては一人の人間が芸術家や科学者などさまざまな技能者を



兼ねていたと述べている。つまり、「芸術的感性は芸術のためだけに

使われるのではなく、科学を説明し、組み立てるためにも使われて

いた」とする。そこには芸術（Arts）を、歴史遺産的なモノとして見る

だけでなく、知的な力量をも土台にした「手の技」「身の技」という、

身体技能に付与した価値観が内包されている。現在進行形としての

生きた“芸術観”である。わが国では今日とくに、コンテンポラリーと

名の付くアーツ（コンテンポラリーアートやコンテンポラリーダン

ス）が、こうした認識を急速に促してきた。芸術を“骨董的”モノの価

値から、より身近なコミュニケーション・ツールへと移行させるムー

ヴメントである。

一方、日本の伝統的な音楽、舞踊、演劇は「芸能」という言葉でくく

られてきた。そこには美的鑑賞の対象としてばかりでなく、人間の、

モラル、生き方、いわば「芸道」に象徴される人間修養的な存在の

ニュアンスが濃厚にある。また地域社会の芸能は、歴史的には娯楽

機能というよりも、農耕儀礼と深く結びつき、神への奉納であること

によって地域共同体を結束させるツールとして機能してきた。

つまり、わが国には「芸術」と「芸能」というダブル・スタンダードが

共存しているのである。これを分裂した文化としてとらえるのではな

く、「西欧型アーツの、個人的な知に支えられた身の技」、「日本芸能

の、共同体の結束を促すコミュニティー機能」の二重構造文化とし

て前向きにとらえたい。そしてこれらを、確かな人間存在と豊かな人

間関係を支えるひとつの基盤として、現代の時代性から見なおす必

要があるのではないか。

今日、ともすると人間関係の希薄さや、自己表現力の乏しい子ども

たちの世界に、アーツ（芸術・芸能）の力を復権する考え、その教育

的なシステムづくりが急がれると考えるのである。

かつて、演出家の如月小春（故人）は、数年にわたった神戸での子ど

も対象の演劇ワークショップの体験を通して、次のように述懐して

いた（如月．2000）。

　

「人間は誰でも心の中に荒馬を飼っている。怒り、悲しみ、畏れ、喜び、

憎しみ、あこがれ…ときとして暴れだし、他人も自分をも傷つける…。

馬のエネルギーを殺さずに、そのような荒馬をのりこなそうとする、

馬の動きに一定のリズムと方向性とを与え、アナーキーで破壊的で

あった衝動を制御して創造の方に振り向けようとすることが、芸術表

現の（本質）なのではないか。」

日本には『身をもって知る』という格言がある。これは後天的に大脳

皮質にインプットされた情報や知識ではなく、痛みやあたたかさ、

体内に共鳴した驚きなどの身を貫いて知った体験の知、認識の深さ

をさす言葉であろう。

アーツが、この認識に深く関わる質のものであることは疑いをいれ

ない。アーツは、人類がその長い歴史のなかで耕してきた、超言語コ

ミュニケーションの重要なツールなのである。

その意義を教育のシーンに布置すると以下のようになるであろう。

　　

●アーツは、人間が等しくもつ、身体・感覚を触媒とし、想像

（imagination）と創造（creation）の力によって、新たな世界の可能性

を開いてゆく。

●アーツは、いつも他者に向けられた活動である。芸術家（芸術作

品）・子ども・教師が一体となった創造の時間と場をより多く獲得す

ることで、多様な人間関係を豊かに拓く。

今日、さまざまなNPO団体が独自のフットワークでこうした理念を

具体的な行動に移し始めている。また、横浜市のような自治体文化

行政、あるいは（財）地域創造のような政府系機関が、アーツの力を

教育現場の一助にしようと努力してもいる。しかし、一方では、「な

かなか変わらない日本の学校」「インスピレーションの乏しい学

校」、「集団による同調主義から抜け出せない」旧態依然とした学校

文化の枠組みが厳然とあるのも事実である。

そして、過剰な消費型社会のなか、単純な学力観に追い込まれ、競

争社会に支配されて「行き場を見失った子どもたち」が増えている。

「身体の復権」「身体の協働」、そして今日、国際化が押し寄せる我が

国の教育環境のなかで、避けることのできない教育課題の「多様性

の尊重、個性への尊敬」を正当に価値づけるためにも、教育現場や

地域社会におけるアーツシーンの、持続的で発展可能な制度設計

が、いま強く求められていると考えるのである。

脚注

1　スペシャリストスクールとは97年から英国ではじまった試みで、セカンダリースクールの中

で、ナショナル・カリキュラムには準拠しつつ独自の専門分野を強化した学校のことを指す。

2　アーツカウンシル・オブ・グレートブリテンは、94年にアーツカウンシル・イングランド、アー

ツカウンシル・ウェールズ、アーツカウンシル・スコットランドの3つに分割された。

3　80年代サッチャー政権による教育の「中央集権化」「市場原理・競争原理」を眼目とした教

育改革によって、今日の英国教育事情は日本型に近いものとなっているが、「コンプリヘンシ

ブ・スクール（一般的中学校）の学校文化、教師たちの『教育論理』自体にはそれほど修正を迫

るものではない」と志水は指摘している（志水．2002 p．271)。
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業と緊密な連携体制を作ることによって実現したものです。ACEは

全体予算の15％を負担しましたが、現在ではこのアートセンターは

英国の中でも最もすばらしいアートセンターのひとつと賞賛される

ようになっています。さらに、ニューカッスルの観光スポットの中心

としても、数多くの観光客を惹きつける建物となっています。このよ

うに、ロビー活動を熱心に継続することにより自治体を動かし、芸

術により街を活性化できるような大規模なプロジェクトも不可能で

はなくなるのです。

　

活動の6つの柱

ACEの目標は、まず「芸術を英国の生活の中心とし、人々が芸術の

中心にあること」なのですが、さらに「より多様な芸術を、より多くの

人に」広まるよう、実現に向けて6つの柱を設定しています。

第1は「参画」ということで、より多くの人々にとって芸術に触れる機

会があること、つまり芸術に対するアクセスがあるということです。

すなわち、受動的に関わる場合でも、あるいは創作者として関わる

場合でも、どのような形でも良いので、何らかの形で芸術に触れる

機会を増やしていこうということです。

第2の目標は「青少年」で、彼らの生活の中心に芸術を位置づけられ

るようにするということです。

第3は芸術による「地域コミュニティの活性化」です。芸術を通して、

それぞれの街の中心市街、あるいは郊外に活力をもたらしていきた

いということです。

4番目としては、「国際的な視点」を持つということで、世界のベスト・

プラクティスを導入し、同時に英国のベスト・プラクティスを世界に

輸出していこうということです。

5番目は「多様性」ということです。英国は民族も文化も非常に多様

で豊かな国ですから、ACEも多様性を考慮して活動していかなけれ

ばなりません。

6番目ですが、これはアーツカウンシルにとっては新しい目標なので

すが、芸術とビジネスを関連させていくということです。「創造産業」

の重要性が日増しに高まっている現在、デザイナーや俳優といった

人々も経済活動に大きく寄与するようになっており、こういった状況

も検討していく必要があるということです。

青少年を対象とする新しい戦略プラン

2005年、ACEは青少年をターゲットとして芸術をどう位置づけるか

という画期的な戦略を初めて発表しました。しかし、ここでいう「戦

略」とは、実際には、むしろ何を実現していきたいのか、どう支援で

きるかをまとめたものとなっています。

その目標は、「世界に通用するレベルの芸術のインフラストラク

チャーを整備し、青少年の文化的な表現活動を支援する」ことで

す。従来は、ACEのような公的な団体は、子どもたちに対して一方的

に「何が良いものか」という価値観を押しつける傾向がありました。

しかし、今回の戦略は子どもたちに対し、自分たちが何をしなけれ

ばいけないのかを自ら考えることを促すものであり、むしろそう

いった若者たちの声が、逆に私たちの活動を刺激するようになるの

です。若者たちは必ずしも私たちが与えたいと思うものを望んでい

るわけではないので、ACEもなるべく若者の声や考えを汲み取って

いかなければならない、それが私たちの課題でもあるのです。

アーツカウンシル・イングランドは、政府の外郭団体として1946年に

設立され、文化・メディア・スポーツ省1から拠出された補助金によっ

て運営されています。政府とは一定の距離を保つ「アームズ・レング

ス2」 を原則として、自立して活動を行っているのが特徴です。

ACEの活動

ACEの主な活動の一つとして資金援助があります。通例、特定の団

体の年間活動を支援する場合と、公募した団体に助成する場合の2

通りの方法で行っています。

前者の場合、現在1,000を越える芸術団体に対して資金援助を行っ

ていますが、一口に芸術団体といってもその規模は大小様々です。

ロンドンのナショナル・シアターのように年間何百万ポンドもの大規

模な支援を行っているものから、英国の北東地方で若者を対象に音

楽ワークショップを開いているスタジオ64のように、年間2万ポンド

程度の比較的小規模なものまで、多種多様な支援を行っています。

ACEの予算の約7割は、このような芸術団体への財政支援に充当さ

れており、常に見直しを行うことにより、支援対象団体が固定化し

ないよう留意しています。また、後者の公募助成は、団体でも個人で

も申請可能で、より草の根型のプロジェクトに適していると言えま

しょう。

さて、財政支援も非常に重要ではありますが、ACEの役割はそれにと

どまるものでなく、さらに重要なのは、英国社会全体にわたる共通

の課題を解決するための戦略を立てることです。困難な課題に対し

て戦略的にアプローチすることにより、将来、大きな違いが出てくる

と考えているからです。また、ACEは芸術振興のためロビイストとして

の役割も果たさなければならないという使命感から、アドボカシー

活動を積極的に展開し、芸術の価値を擁護し、訴え続けています。

自治体と民間企業との協働

それでは次に、地方自治体などに対するロビー活動が実を結んだ事

例を紹介しましょう。ACEでは、他の機関とパートナーシップを組

み、芸術以外のセクターからも資金獲得に努めています。実は横浜

のBankARTとよく似ている建物があるのですが、北東地方の中核

都市ニューカッスルにあるバルティック・アートセンター3です。これ

は、かつて製粉工場として使われていた建物をアートセンターとして

再生するという大胆なプロジェクトでしたが、地方自治体や民間企

2-1　英国

地域にアートの活力を

̶英国アーツカウンシルのチャレンジ̶

アーツカウンシル・イングランド・ノースイースト

アーツ＆ディベロップメント

ディレクター

アリソン・クラーク・ジェンキンス



という試みも行われています。

さらに認定校の24％は、芸術を専門とする教師やスタッフの数を増

やし始めているようです。同じく24％の学校で芸術に割り当てる予

算を増額し、40％の学校が芸術関連の施設を整備、増強するように

なっています。従って、学校側でも学校の付加価値を高めるため芸

術が活用されているということが裏付けられ、評価されているので

はないかと思っています。

アートアワード

次に「アートアワード」ですが、これはパイロット・プログラムとして

の実験期間を経て、2005年10月から開始されました。今では信頼性

があるとのことで、大変良く知られるようになっていますが、11歳か

ら25歳の若者たちを対象として、将来、アーティストや芸術の世界

でイニシアティブを取れるようなリーダーを育成していこうというの

が目的です。

作品の良し悪しを評価する賞ではなく、芸術を通じて個人がどのよ

うに成長したか、どのようなリーダーシップを取ることができたの

か、といった点を主眼にしているところが画期的な点であると思っ

ています。

このプログラムには、重要な点が2つほどあります。ひとつは、民間

のスポンサーがついていることです。アーツカウンシルが、民間のス

ポンサーの協力を得ることは稀なのですが、このアワードには３社

のスポンサーがついています。一般企業がスポンサーとなることは

すなわち、その子の活動の価値が芸術の世界だけで認知されたの

ではなく、その子自身の成長や周囲との協働への貢献といった社会

的な価値があると認められた、ということです。

もう1点ですが、学校で試験を受けたのと同様に単位として認定され

る仕組みになっています。金賞、銀賞、銅賞の3つがありますが、賞に

よって、国の教育システムの枠組みの中で合致するレベルがあり、

単位として認定されることができるのです。

学校教育の中に正式にプログラムを取り込んでいこうとする場合に

は、将来、教育を受ける上においても芸術には意義があるということ

を示していかなければなりません。芸術というものが、一生懸命やっ

ても社会的に価値が認められないものでなく、学校や社会の中でき

ちんとその価値が認められるようになれば、時間をかけて芸術的な

スキルを磨いていこうという子どもが生まれてくるでしょうし、将来

的に職業にもつながっていくのではないかと思います。

このような顕彰制度をいかに評価するか、ということは非常に重要

です。このアワードについては初年度をパイロット・プログラムとし

て実験的に始め、アンケートを実施しました。初年度には、14歳から

19歳の青少年500名が表彰されましたが、5人に4人は自分たちの芸

術的な能力が大きく進歩したと感じ、また、5人に4人がこのプログラ

ムを通じて新しいことにチャレンジする機会を得、さらに、5人に4人

がより自信が深まったという回答を寄せました。また子どもたちの

50％が、以前よりもアートイベントに積極的に参加するようになった

と回答しています。

子どもたちには、より高い志を持ち、より高い教育を受けられるよう

になってほしいと願っていますが、その目標達成のため、また自信を

深める機会として芸術が効果的であるという結果が出たことから、

第2の目標は、「政府にも、芸術は重要な課題であるということを認

識してもらわなければならない」ということです。これは、単に予算

面だけではなく、英国全体の組織の中においても芸術が組み込ま

れていくようになることです。例えば、学校教育の中においても常に

芸術が存在するようになることです。これは、２年間という短期間

に達成できるものではなく、これから30年もの年月をかけて実行し

ようという長期的な目標ですが、それだけの時間をかけて作り上げ

ていく必要があると思っております。

実現のための3つのプログラム

上述の戦略を実現する上で、ACEでは具体的に3つの柱を立てて実

行しています。最初の柱は、「クリエイティブ・パートナーシップ」が

実践しているプログラムで、非常に大規模、かつ野心的な内容で、学

校で芸術をどう活用するかを具現化したプログラムと言えましょう

（スティーブ・モフィット氏の章を参照のこと）。第2の柱は学校を対

象とした「アーツマーク4」という制度です。第3として、個人を対象と

した顕彰制度「ヤング・ピープル・アートアワード（若者のための芸

術賞）5」があります。

それでは、後者の2つのプログラムについてもう少し説明いたしま

しょう。

アーツマーク

まず「アーツマーク」ですが、2001年に立ち上げられたプログラム

で、対象は個人ではなく学校です。これはビジュアルアーツ、ダン

ス、演劇、音楽などといった幅広い芸術に触れる体験をカリキュラ

ムの中に取り入れている学校を認定するシステムであり、さらに課

外活動としても芸術活動に携われるよう、特に学校の外にいるアー

ティストと一緒に作業ができるような機会を提供することも要件と

なっています。その際、幅広くバランスのとれたカリキュラムであるこ

とが、審査において重要な評価基準となっています。

達成度により「アーツマーク」、「アーツマーク銀賞」、「アーツマーク

金賞」という3つのレベルに分けられ、認定期間は3年間となってい

ます。認定期間が終了した後は、自動的に継続してマークがもらえ

るというわけではないので、常に認定を得ているためには、一定レ

ベルを維持する努力が要求されます。

現在、イングランドにある学校の13％が、アーツマーク校として認定

されています。認定を受けるための審査が厳正であり、競争も大変

激しいことから、学校としても本当に真剣に取り組まないと認定さ

れないというのが現実です。実際に、申請者の25%は申請が却下さ

れています。

ACEとしては、このプログラムが学校での学習の基礎となる活動と

位置づけていますので、昨年、大規模な評価を行いましたところ、大

変興味深い結果が得られました。まず、60％のアーツマーク認定校

が、機会を提供する芸術の幅が広がったということです。もちろん、

それ以前にも、それなりの実績があったので認定されたわけです

が、認定を契機としてさらなる活動の範囲を広げています。また、認

定校の56％は、算数、科学、地理など他の教科のカリキュラムにも芸

術を取り入れるようになっているようです。例えば理科であるテー

マを教えたい場合、演劇グループを招き、演劇を通じて子どもたち

にもっと自然な形で理科という科目が受け入れられるようにする、



第1は「参画」、第2が「青少年」ということです。ACEは芸術で建物

や市街地を活性化するという物理的なインフラ整備の上で中心的

な役割を果たしてきていますが、今度は芸術を通じて人々が生き生

きと生活していくことを実現する役割の中心でありたいと考えてい

ます。

そのために地域全体を網羅する、芸術に関連する4つの教育機関を

立ち上げ、同時に若者たちの意見を取り入れたアクション・プランを

策定し、さらに、単に「耳を傾けていますよ」という姿勢を取るだけで

はなく、実際に若者たちの意見が反映されたプログラムを創設した

のです。

さらに、限られた人々にだけ質の高い芸術を提供するというよりも、

より多くの人が芸術に触れる機会を持てるよう、大道芸、野外パ

フォーマンスなどの文化事業を行うようにしています。こうして街の

真ん中ですばらしい芸術に触れることで、街の可能性を信じられる

ようになるのです。そして、ここに生きる自分たちの生活にも大きな

変革を起こすことができるのではないか、と人々が感じるようにな

るのではないかと思っています。

若者のためのアクション・プラン

ノースイーストが独自に策定した若者のためのアクション・プラン

は、次の6点にまとめられます。

第1に、青少年たちの意見を取り入れ、また彼らに諮り、決定してもら

うスキームをつくること。第2に、もう一方のパートナーであるアー

ティストや芸術団体に働きかけ、若者との協働作業を支援すること。

3番目として、英国政府が掲げる「エブリ・チャイルド・マターズ（全

ての子どものための政策）8」、つまり全ての子どもたちに保障すべき

5項目として、①健康であること、②安全であること、③ポジティブ

な貢献ができること、④経済的に幸せであること、⑤生活を楽しみ

達成感を得られること、がありますが、これを芸術の分野でこそ実

現できるよう支援すること。なお、この政策は芸術分野だけでなく、

学校、福祉などさまざまな場で遵守され、実現されるよう義務づけ

られているものです。

そして4点目は、地元の教育機関と連携し、芸術教育のためのインフ

ラを維持すること。第5として、若者を現場のプロに支えられた熟練

した労働者として育てること。最後に、「クリエイティブ・パートナー

シップ」、「アーツマーク」、「アーツアワード」などのプログラムをフ

ルに活用しながら、さまざまなパートナーと連携していくことです。

こういった活動は、一度始めたからには必ず継続しなくてはなりま

せん。ただ実行すればいいのではなく、芸術に触れたり、自ら創る

体験が習慣として根づくまでやらなければならない、ということな

のです。そのためには、多様なパートナーと連携することがとても重

要です。

芸術教育エージェンシーの役割

先ほども述べたように、この地域にはアーツエデュケーション・エー

ジェンシーとよばれる芸術教育関連の組織があり、専門的能力の

開発に重点を置いて活動していますが、その中から2つの興味深い

プログラムを紹介したいと思います。

まず「エボルブ（Evolve）」と呼ばれるプログラムでは、教育実習生が

アートを使って化学や理科を教えるにはどうしたらいいかを経験し

本格的な導入に踏み切ったわけです。若者たちは、将来、芸術を楽

しむオーディエンスともなるのですから、この観点からも重要なプ

ログラムです。

文化による地域活性

それでは、私が勤務しているノースイースト事務所の活動をご紹介

したいと思います。イングランドのノースイースト地域はもともと造

船、鉄鋼といった旧来型の産業に依存していたことから、経済的に

大変衰退していました。しかしながら、その後文化の力を活用して

地域活性に成功したモデルとして全国に知られるところとなりまし

た。地域に変革を起こすことに成功したのは、明確なビジョンが

あったからです。それも単にACEだけが持っていたのではなく、この

地域の地方自治体をはじめとする関係団体とビジョンを共有できた

こと、また、絶対成し遂げられるという信念を持って実行したことが

成功の秘訣だったのではないかと思います。

10年ほど前には街全体が沈滞し、寂れた印象だったのですが、今で

はバルティック・アートセンターを始めとする文化施設が建設され、

それが起爆剤となってカフェやレストランもでき、観光とはほとんど

無縁の地域だったのが、劇的に発展するようになったのです。また、

2005年からは「カルチャー106」と呼ばれる、通りや建物など公共空

間を利用したアートプログラムが開催されるようになり、街に活気

を取り戻すのに一役買うようになっています。

ノースイースト地域の課題

さて、この地域固有の課題として、子どもと教育の問題があります。

というのは、この地域に住む16歳以上の人口が高等教育を受ける率

が、全国で最低なのです。また、16歳で受けなければならない試験

GCSE7の結果が、全国平均をはるかに下回っているという現実があ

ります。

つまり、16歳で学校を辞めてしまった結果、十分な教育を受けてい

ない、職業トレーニングも受けていない、雇用もないというニートに

なる若者の割合が非常に高いのです。子どもたちは16歳か17歳で社

会に放り出され、自分の人生に何の将来性も見出せない。もっとよ

い仕事に就きたい、より良い生活を送りたい、という気持ちを持てな

い状況にあります。

従って、起業率もイングランド全体の中でも最低で、起業家精神に

富み、何か新しい事業を始めようという若者たちの割合が一番低い

という結果となっています。

すばらしい建物や施設、街があっても、住民の芸術に対する関心は

低く、芸術ばかりではなく生活全般に対して積極的に楽しもうという

意欲を持てないままにあるのです。それは選挙の投票率にも反映さ

れ、2005年の地方選挙の投票率は約20％という低さでした。ですか

ら、まさに地域社会全体に活気が必要とされている状況なのです。

優先課題

そこで、このような深刻な状況に対処しようと、アーツカウンシル・

イングランド・ノースイーストでは独自に目標を定め、具体的なアク

ション・プランを作成することになったのです。

先ほど、ACEの6つの目標について述べましたが、このうち北東部で

は特に最初の2つの目標に焦点を当てて実践しています。



し、実証していくことが必要です。それは、芸術文化セクター全体の

向上にもつながるのです。

究極的には、教育制度そのものを改善していくべきだと思います。教

育制度も、時代の要請にあわせて質を向上して行かなければなりま

せん。それは教育だけの問題ではなく、それと平行して芸術分野の

方も質の向上に努めてなくてはなりません。教育という社会的な制

度の中で貢献できることで、芸術の質そのものも向上してくるので

はないのでしょうか。

このように、芸術と教育というのは、互いに相乗効果で高め合うこと

ができ、双方にとって良い結果を得ることができると信じています。

その相互作用を活発に維持していくために必要なのは、教育現場で

子どもたちと一緒に活動をすることです。このことによってこそ、新

しい息吹が吹き込まれてくるのであり、教育における芸術の役割だ

けでなく、芸術における教育の役割もあるのだと思います。

脚注

1　Department for Culture Media and Sport　　http://www.culture.gov.uk

2　英国では、芸術が行政と一定の距離を保ち、援助を受けながらも表現の自由と独立性を維

持するために、「アームズ・レングス（arm's-length）」といわれる施策をとっている。

3　BALTIC Centre for Contemporary Art　　http://www.balticmill.com

4　Artsmark　　http://www.artscouncil.org.uk/artsmark

5　Young People's Arts Award　　http://www.artsaward.org.uk

6　Culture 10　 http://www.visitnewcastlegateshead.com/cultureIndex

7　GCSE（The General Certificate of  Secondary Education）は「中等教育修了資格」を意味

し、通常16歳で受験する。

8　Every Child Matters　　http://www.everychildmatters.gov.uk

てもらいます。実際にプログラムを運営しているのはアーティストな

のですが、実習生たちが若い時からこのようなプログラムを経験す

ることによって、教師の側もアーティストの側も、教育におけるアー

トの役割を意識するようになるということです。

次に「フォージ（Forge）」というプログラムですが、プロのアーティス

トとして成長するための奨学金制度です。アーティストたちが学校

で自ら創作活動を行いながら、子どもたちと一緒に作品を作ること

で、自分自身の才能を見直すきっかけとすることを趣旨としていま

す。これは、子どもたちへの芸術教育であるのと同時に、アーティス

トの能力開発プログラムともなっています。学校で子どもと一緒に

ワークショップをするなど、一流のアーティストがやることではない

という偏見を払拭しよう、というところに由来するものです。

将来への展望

さて、将来に向かってACEが取り組まなければならないことは、恐ら

く日本やシンガポールでも同様ではないかと思うのですが、永続的

に積み木を積んでいくような作業ではないかと思います。その上、

将来にわたってインパクトがあるものにしていかなくてはなりませ

ん。打ち上げ花火のように一過性の事業を行うのではなく、制度や

体制の中にきちんと芸術が位置づけられるよう、働きかけなければ

なりません。

すなわち、自分たちの団体だけで孤立して個々に事業を行うのでは

なく、他の団体とパートナーシップを組んで事業を行うことが必要

です。そのため、芸術セクター以外の団体や機関ともパートナー

シップを組むことが重要です。

どこの国でも同じだと思いますが、文化に充てられる予算は、文化

政策以外にも教育、都市開発などのセクターごとに分かれていて、

その資金を少しでも有効活用するためには、他のセクターからも資

金獲得していかなければならないと思います。従って、予算の使途

のアカウンタビリティも明確に示す必要があります。政策を変えて

いこうという場合、事業を評価する上で、常にきちんと証拠を提示



ていることになります。また、予算の支出に関しては、経済的に恵ま

れない地域を優先的、重点的に扱うよう、政府から要請されていま

す。

現在、クリエイティブ・パートナーシップは全国を9つの地域に分け、

36か所に拠点をおいて活動しています。基本方針は共有しながら

も、それぞれの地域の事情やニーズに合わせるため、36通りの個

別・具体的な運営をしています。それは、基本方針のひとつが「現在

の教育的、あるいは経済的なニーズに応える」となっているからで

す。そして国立の劇場、オペラ・カンパニー、美術館やギャラリーな

ど多様な芸術団体とパートナーを組んで活動を行っています。

実は、英国の教育制度は19世紀に制定されて以来ほとんど変わって

いません。しかしながら、21世紀を生きる若者たちにとって将来必要

となる技能は、当然のことながら19世紀当時とは大きく変化してい

ます。そこで、21世紀に必要となる技能を現行の教育制度の中で習

得できるのかという疑問が生じてきたのです。英国では、これまで

30年もの長い間アーティストを学校に派遣してきた実績があります

が、しかしながら、その成果を検証し、評価するというプロセスを経

てきていませんでした。それゆえ、私たちは成果についての検証と

評価を事業の柱のひとつと考えているのです。

これまでの事業実績

クリエイティブ・パートナーシップの全国36か所の拠点は、実は英国

の中でも最も貧しいとされている地域にあります。これまでに、

1,162校と協働で事業を実施してきており、1,359校にプログラムを

提供してきています。

さらに、現役教師を対象としてCPD（Continuous Professional 

Development Programme）と呼ばれるトレーニング・プログラムを

運営しています。これまでに私たちと何らかの形でかかわってきた

学校は相当な数になっていますが、それでも英国にあるすべての学

校を網羅しているわけではありません。

さらに、直接事業に参加した子どもたちの数は545,000人にも上り、

教師も50,088人という数に達しています。教師のおおよそ2人に1人

の割合、25,917人が「創造性」に関するトレーニングを受けたことが

あるといわれ、6,237人のアート関係者がこれまで事業に参画したこ

とがあるという統計が出ています。

21世紀の若者たちの希望を切り開く

それでは、私自身が携わっているロンドンでの活動事例を紹介した

いと思います。

その前に、まずロンドンの現状を簡単に説明しますと、実は英国の

中でも最も貧しいとされている5つの地区のうち3つがロンドン市内

にあるのです。こういった地区は、同時に最も多様な民族が住んで

いる地域ともなっています。従って、生徒たちが話す言語は300以上

あるとも言われています。例えば、私が活動している学校でも毎日

30ほどの言語が飛び交っているのです。

生徒たちの中には、難民や亡命希望者が相当数いるといわれていま

す。実際、ロンドン居住者の20人に1人は、難民ないしは亡命希望者

とされているほどです。学校の総数は2,400ほどで、18歳以下の未

成年は160万人いるといわれています。こういった地域に、40もの高

等教育機関があるにもかかわらず、16歳の学力が英国で最も低いと

クリエイティブ・パートナーシップの創設

クリエイティブ・パートナーシップのミッションとは、「芸術・文化関

係団体、企業、そして個人との継続的なパートナーシップのもとに、

英国の児童がそれぞれの持てる可能性、意欲、創造性（creativity）

や想像力を伸ばすことができ、十分に発揮することのできる機会を

提供する」ことです。ミッションの中で、「創造性」という言葉が使わ

れていますが、1999年、ケン・ロビンソンらが中心となった「ナショナ

ル・アドバイザリー・コミッティー・オン・クリエイティブ・アンド・カ

ルチュラル・エデュケーション（創造的・文化的教育についての国家

諮問委員会）1」から政府に提出された教育改革のための提言書

『オール・アワ・フューチャーズ（私たちの未来）2』の中で、「創造性と

は独創的で価値ある結果を生み出すための想像的な活動」と定義

づけられています。

それゆえ、教育や学習は、創造に到達するための過程であり、21世

紀を生きる子どもたちにとって、何よりも必要とされている能力のひ

とつなのではないかと思うのです。

さらに、この報告書では、意義のある成果を生み出すために個人と

グループは協働する必要があることも提案しています。従って、学校

もより広い学校外の世界にも目を向けて多様なパートナーシップを

組むべきであり、これによりさらに学校という場が持つ可能性も広

がるということなのです。

活動方針

クリエイティブ・パートナーシップはこの提言を受け、2002年に設立

されました。活動目的は、①英国が有する創造的・文化的な財産と

学校を結びつけること、②協働の可能性を追求すること、③教育と

芸術との協働により「教えること」「学ぶこと」のあり方に変革をもた

らし、将来において創造産業に従事する労働人口を育成すること、

の３つであり、これらは国の文化政策に則って策定されたもので

す。従って私たちは、学校にどのようにして「創造力」と「想像力」を

もたらすことができるのかという挑戦を試み、「クリエイティブ・ラー

ニング」の開発に取り組んでいる機関です。

クリエイティブ・パートナーシップは、アーツカウンシル・イングラン

ド（Arts Council England、以下「ACE」）の主導の下で運営されてい

ますが、ACEの予算は文化・メディア・スポーツ省から拠出されてい

ますので、私たちの予算の大部分もACEを通じて同省から拠出され

2-2　英国

英国クリエイティブ・パートナーシップの

目指すもの

クリエイティブ・パートナーシップ

ロンドン イースト・アンド・サウス

クリエイティブ・ディレクター

スティーブ・モフィット



の能力や学力に見合ったサービスを検討しなければならないので

はないかと思います。

第4に、それぞれ個人に合った学び方、教え方について研究しなけ

ればならないということです。子どもたちは一人一人違っているので

すから、学び方も異なるはずです。現在は子どもたちに画一的な教

育方法で教えていますので、それを変えようということです。

5点目として、教師と生徒を学校に定着させようという課題です。特

に、ロンドンでは、教師を定着させるというのが非常に難しい状況

にあります。ロンドンの学校は多くの課題を抱えていますので、短期

間で学校を辞めてしまったり、ロンドン以外の地方に異動してし

まったりという場合が多いのが実情なのです。

最後に、様々な革新や実践の方法を発展させようとするならば、基

準点や到達点をなるべく高めに設定するということです。

オリンピックが可能性を広げる

私が活動しているロンドン東部地区では、現在大きな変化が起こり

つつあります。最も大きな要因が、2012年にオリンピックとパラリン

ピックが開催されることで、私たちの事務所から10分のところにオ

リンピック・スタジアムが建設される予定となっていますので、多方

面に大きな影響を及ぼすことになることなるでしょう。そしてこの機

会に、東部地区の再開発が一層進展するのではないかと期待してい

ます。すでに住宅が20万戸建設される予定となっており、学校や

アーツセンターなども建設されることになるでしょう。街づくりと

アートを直接に結びつける絶好の機会となるに違いありません。

これは、ロンドン東部に世界の注目が集まるすばらしい機会だと思い

ます。オリンピックの側からどのように関わってくれるのかを受動的

に待つというのではなく、私たち市民がどのように関われるのか、ど

のようにしてイニシアティブをとり、自分たち自身のプロジェクトとし

て関わることができるのかを、しっかり決めていきたいと思います。

もう1点は、アートセクター以外にもファンドレイズして、財源を増や

していこうということ。特に、ロンドン東部では創造産業が急成長し

ていますので、こういった要素も念頭に置く必要があるでしょう。

もちろん、先ほど申しましたように学校を建て直す際、建築家が持っ

ているアーティスティックな視点を取り込んでいくことなども、アー

トセクターにとっては大いに意義のあることですし、子どもたちに対

するサービスの提供という観点においても、保健省、あるいは社会

福祉政策関連から予算措置がなされていますので、私たちがアート

の役割というものをきちんと説明できれば、福祉分野においても

アートの力をしっかりと位置づけていくことができると思います。

クリエイティブ・パートナーシップの役割

さて、それでは、クリエイティブ・パートナーシップが果たす役割は

といえば、芸術を通して学校を変革していくことにほかなりません。

ある学校とパートナーを組もうという場合、その学校が抱えている

課題を一緒に考えながら協働作業をしていきます。まず、学校側か

ら「こういうことに焦点を当てたい」「こういうふうに変えていきた

い」という要望を提案してもらい、私たちはその要望に合致する芸

術団体や個人、あるいは創造産業の中からこれぞというパートナー

を選び、仲介し、交渉するのです。この過程で大切なことは、常に見

直しと評価を行うということです。ですから、私たちの団体は四半

いう結果が出ています。　

英国では16歳になるとGCSE（General Certificate of Secondary 

Education)という共通試験を受けなければならないのですが、ロン

ドンの受験者の成績が全国で最も低いレベルにあり、不登校の子

どもの割合も全国平均よりはるかに高い数値になっているのです。

授業についていけなかったり、授業態度が良くないということから

学校に行かない子どもたちも多く、失業率も全国一となっている状

況なのです。しかし、様々な問題を抱えているのと同時に、活力にあ

ふれた魅力のある地域でもあります。

それでは、こういった若者がなぜロンドンの将来にとって重要なの

でしょうか？実は、ロンドンの人口の4分の1が20歳以下の若者たち

から成っているのです。さらに他の地域と違って、この年代の人口

が増加してきているのです。

他方、クリエイティブ・インダストリー（創造産業）は、ロンドンの経

済に21億円もの利益をもたらす成長産業となっており、こういった

産業の世界で雇用を得ていくためには、学校に在籍している間に準

備する必要があります。というのも、現在学校に通っている子どもた

ちの60％には将来、職がないかもしれない状況にあります。それゆ

え、新たな雇用の機会を創出していくことが今後15年の私たちの優

先課題でもあるのです。

このような現状を踏まえ、ロンドン イースト・アンド・サウス事務所

では、「学ぶことは創造性と想像力を育むことであり、学校全体およ

びカリキュラム全体にこの考えを行き渡らせ、子どもたちを刺激して

いくこと」を主眼として活動しています。そして、学校に対する既成

概念を変え、新しい協働の形を探り、実践を通じ変革を浸透させて

いくこと、互いに学び合い、学校という場に関わるあらゆるステーク

ホルダー、芸術・文化団体、そして個人の間のパートナーシップがな

お一層強くなるよう努めています。

可能性を開く教育制度の改革

現在、世界のどの国においても、教育システムの改革という課題に

対し高い関心が寄せられているように思われます。そこで私たち

も、次の6点においてイニシアティブを発揮し、教育を変えて行こうと

活動しています。

第1に、学校に対する既成概念を変えていこうということです。例え

ば、学校という場を朝8時から夜10時まで開校し、子どもたちにとって

の学習の場だけではなく、大人も学習できるようにする。さらには朝

食だって学校で摂ることができないか、と模索もされているのです。

第2に、学校を新しく建てるなら、新しい考え方を反映した21世紀に

ふさわしい校舎を建てようということです。ロンドンでは、19世紀に

建てられた建物を使っている学校も少なくなく、第二次世界大戦後

に建てられた校舎、修復が必要な校舎なども数多くあります。従っ

て、建て直すか改修しなければならないのですが、そうであれば、新

しい概念を取り入れた校舎にしようということです。今後15年の間に

多くの学校がこの問題に直面するであろうことが予想され、校長が

おのおの建築家と交渉をしていくには問題が大きすぎるからです。

3点目ですが、子どもたちに提供するサービスという観点から教育を

考えていく必要があります。教育を、住宅や社会保険など社会福祉

のサービスなどと同様に一人一人の人間が生きていくために不可欠

なサービスであると考え、国、地方という様々な行政レベルが、個々



乗効果が生まれてくるのではないかと思います。また、地域全体に

対しても、学びの文化、学ぶ姿勢を持った文化が次第に浸透するよ

うになり、共有されるようになるのでは、と思うのです。

とにかく、自分がより大きなものの一部になっている、と感じられる

ようになると、自分にも力が沸いてきますし、色々な変化を起こすこ

とができるんだ、という気持ちになれるものです。ですから「創造

性」は、まさにあらゆる可能性へのドアを開ける鍵となるのです。ま

た、パートナーシップの最大の効果は、ほかのだれかと一緒にやる

ことによって、ともにその道を歩き、互いに学び合うことができると

いうことなのです。

オペラ・プロジェクト

それでは、ひとつの事例として学校全体のカリキュラムを活用して

実施したオペラのプロジェクトをご紹介したいと思います。このプロ

ジェクトは3年前、ロンドンの非常に貧しい地域にある小学校で

行ったもので、生徒の数は400人ほどとそれほど規模は大きくありま

せんが、25の言語が日常的に話されているという学校です。校長先

生が音楽愛好家で、クラシック音楽、とくにオペラの公演をご自分

で見に行く方なので、普段からこの学校には何となく芸術的な雰囲

気が漂っていました。

このプロジェクトでは、子どもたちが脚本、舞台装置、衣装、そしてマ

ネジメントまで全て担当し、オペラの作品を一から作り上げました。

当然、授業のカリキュラムの中で、多くの時間を作品作りに費やさな

ければなりませんでした。

最初は脚本です。この学校の生徒の親の多くは、60年代に英国に

やってきた移民でした。自分たちの親がどのようにして英国に来た

かという体験談を、子どもたち同士が取材しあい、それを元にプロ

の作家が脚本に仕上げていきました。

このある一人の生徒の母親はナイジェリア出身で、子供のころナイ

ジェリアで内戦が起こり、カメルーンへと逃げなければなりませんで

した。そして、そこからロンドンに渡ってきたのです。当時の移民の

貧しい家庭では大変なことでしたが、彼女の母親が彼女のためにい

つも新しいドレスを作ってくれたということでした。

こうしたエピソードを舞台で上演することになったので、この母親も

公演を見に来てくれました。自分の物語が子どもたちによって学校

で語られるようになり、自分の体験をオペラとして上演されている

のを本人が見ているというのは、大変感動的な出来事になったと思

います。

子どもたちが、自分たちの学校の中に共存する多様な文化について

学び、上演を通じて、それぞれの多様性がこれまで以上の深さを

持って受け入れられたということが、このプロジェクトの重要な点で

あるかと思います。また、学校はどんな形にも成り得るという可能性

のようなものを認識するに至ったのです。

オペラ・プロジェクトは6か月の準備期間を経て、400人の生徒たち

が参加し３年間にわたって実施されました。そのための準備は教育

課程の時間に全て組み込まれ、子どもたちは通常の授業の一環とし

て活動していたのです。例えば、「旅」というテーマに沿って、様々な

教科の授業が行われました。歴史の授業では、英国では5年生で

チューダー朝について学びますが、ヘンリー8世と6人の妻たちがど

期ごとに政府にデータを提出し、報告しなければならないのです。

また、私たちの実践しているプログラムは、「カタリスト・プログラ

ム」、「エクスチェンジ・プログラム」と呼ばれていますが、それぞれ

簡単にご紹介してみましょう。

学校とアーティストをつなぐという意味で、「カタリスト（触媒）」プロ

グラムということですが、現在8地区、約100の学校と何らかの形で

関わっています。100校と100通りの関係を持って協働するというの

は、実際にはなかなか大変な作業なのですが、何とか頑張ってやっ

ています。

次の「エクスチェンジ・プログラム」ですが、2006年9月に開始された

ばかりの新規プログラムです。例えば、子どもたちが学校をこんなふ

うに変えたいという具体的なアイデアを私たちのシニア・マネジメン

トチームに提案してきます。次に、私たちと学校とでパートナーシッ

プを組み、1,000ポンドの助成金を申請するのです。その予算を使っ

てどのような学校にしたいのかを、校長先生、先生方、子どもたちが

一緒に話し合って決めることができる、すなわち自分たちの意志を

反映させることができるというプログラムなのです。21世紀という時

代に対応した学校や教室とはどのようなものかを具体的に話し合

い、実現できる絶好の機会ともなるのです。

活動成果の評価

教育機関はアカウンタビリティを示す必要がありますので、非常に

厳格なことで知られる英国教育基準局（Ofsted）3という監査機関か

ら評価を受けなければなりません。Ofstedはありとあらゆるあらを

捜し出す機関として恐れられているのですが、当然、クリエイティ

ブ・パートナーシップも監査を受けなければなりません。ところが、

私たちのミッションが大変明確であり、パートナーとの間において

もこのミッションがしっかりと共有されているということで、大いに

感心されました。そして、質の高い活動とこれまでにない斬新な学

習方法であることが認知されたのです。

さらに、アーティストと教師の間での関係づくりがしっかりできてい

ることも、非常に価値のあるものだと評価されました。学校が持って

いる力とは、方向と目的、ビジョンを明確に持っているということ、

生徒たちが学習にしっかりと関わっていること、自分の学校を誇り

に思うこと、学校では音楽やそのほかの芸術をいつでも学べること

を誇りに思うこと、なども非常に大切であることが理解いただけま

した。従って、このように高い評価を受けるためには、あえてリスク

の高い挑戦にも挑んでいくことが大切なのではないかと思います。

創造性が学びへのドアを開く

今では、クリエイティブ・パートナーシップによるプログラムはカリ

キュラムの一部と位置づけられており、アーティストと創造産業分

野などが一体となって、共同体として学習体験を共有するように

なっています。クリエイティブ･パートナーシップがスタートして4年

半たちますが、最近では教師の方たちのほうが更にいろいろな工夫

を重ねるようになってきました。ただ単にサービスを購入するという

のではなく、一緒にチーム・ティーチングなどもすることにより、しっ

かり関与するようになり、互いに協力し合あっています。

私たちの役割は、あるひとつのプロジェクトに対して資金援助をす

ることが主な仕事ですが、その事業が楽しく実施されることで、相



まとめ

これら2つの具体例からも、私たちの仕事の進め方についてご理解

いただけたのではないかと思います。まず学校が何らかの変化をし

ようと意図するところから始まります。それに応えて、私たちがアー

ティストを仲介してプログラムを実施していきます。パートナーとし

てどう一緒にやっていくかを探り当てようと試行錯誤する中で、学

校の先生一人一人がアーティストと協力していくことで、固定観念や

既成概念に捉われないでアイデアを進めていくことができるのだ、

ということを学んでいくのです。ですから、試行錯誤期間でもある計

画策定の段階も、やはり大変重要なのです。私たちも、ACEも、そし

てプロジェクトに関わっている全ての人が、プロジェクトを通じてそ

れぞれに学んでいるのです。

芸術や文化に触れたり、作ったりした経験がない人たち、そして自

分がクリエイティブだと決して思っていなかった人たちまでもどう関

わらせていくか。それは大きな目標ですが、人は誰でもみなクリエイ

ティブな存在であることを信じていますので、これからも挑戦し続

けていきたいと思っています。

脚注

1　National Advisory Committee on Creative and Cultural Education

http://www.dfes.gov.uk/naccce

 

2　All Our Futures　　http://www.dfes.gov.uk/naccce/index1.shtml

3　http://www.ofsted.gov.uk

のような困難な旅をしていったのかということを中心に学習する、と

いった具合です。

そして、スポーツと芸術のための施設を併設した新しい校舎を建設

する予算がとられ、その中に小さな劇場を設けることができました。

25人の先生が1年間、オペラ・プロジェクトで学んだことを日記に書

いていきました。学校全体で一つの会社をつくったような形で、オペ

ラを制作したというわけです。ステージ・マネジメント、衣装デザイ

ン、チケット販売など地域の中でどのように学校を位置づけるかい

うことで様々な試みを行いながら、学習してきたのです。さらに、授

業の中でもその物語について深く学ぶようになりました。子どもた

ちは舞台や衣装をデザインすることにも挑戦しました。算数の授業

では、図面を引いてそれを拡大するという作業も学んでいきました。

1年間の授業を通して、学校のあらゆる側面に関わるようなプロジェ

クトをどのように開発していったらよいか、私はこの経験を通じて学

び取ることができたのではないか、と思っています。

自分たちで校庭を設計する

オペラ・プロジェクトの後、今度は子どもたちが建築家と一緒に校

庭を設計し直すプロジェクトが生まれました。6歳の低学年の子ども

たちが建築家を選び、校庭にはどのようなものが欲しくて、どう利用

したいのかというアイデアを提案したのです。実はこの前年、アー

ティストと一緒にマッピングというテーマを探求していました。マイ

ンド・マッピングについて訓練を受けた先生たちが、アイデアとアイ

デアの間には直線的な関係があり、そしてそのテクニックをどう使

えばいいのかを生徒たちに教え、それを視覚化するためにアーティ

ストが関わりました。そのためにクリエイティブ・スペースというもの

を見て、子どもたちが個々にアイデアを発展させ、それを思考化する

ことが可能になったわけです。



れには有料、無料両方のイベントを含んでいますが、有料イベントも

来場者の数は伸びています。とはいえ、アートイベントの数が多すぎ

て供給過剰になっているともいえ、イベントによっては空席が目立つ

という事態も起きています。

この問題の解決策として、パートナーシップ・アプローチを採ってい

ます。これはNPOを始め政府の機関、特に教育省、民間の企業、そし

てコミュニティに呼びかけて、アートに触れる環境づくりをしていこ

うというものです。そこでは、パートナーシップの協力関係を表現す

るため、「アート」、「ビジネス」、「コミュニティ」の頭文字をとり

「ABC・オブ・アーツ（ABC of Arts）」と呼んでいるプログラムを用意

しています。これは、それぞれのセクターの意義と役割を表したもの

ですが、「アート」には本質に創造的価値が潜在しており、アートを

活用していくためには経済的な価値や社会的な価値を高めていくこ

とも考えなければなりません。すなわち、「ビジネス」とも深く関わっ

ていますし、「コミュニティ」のためのアートも大切だと思います。

NACの芸術振興策

私たちの芸術振興策は、明確なビジョンのもとに「達成目標」と「推

進戦略」という2つの段階を設定し、ゴールとしての目標の実現をめ

ざして策定されています。ビジョンのキーワードは「卓越

（Excellence）」と「参画（Engagement）」で、「卓越」とは具体的には

シンガポールの芸術の卓越性が国際的に認知されることを意味し、

「参画」とは全ての人がアートに対して作り手として、あるいは受け手

として関わり、かつ享受できることを意味します。さらになるべく多

くの人がアートを楽しめるような状況が重要だと思っています。

これらを実現するための戦略としては、「多様性の確保」、「コンテン

ツ産業の創出」、「アートを見せる機会の増加」、「新しい才能の発

掘」、「コンクール」、「奨学金制度や表彰制度」などが挙げられます。

英国とは異なりシンガポールは都市国家ですので、多様な機関や組

織が存在して実施しているわけではなく、1つの組織だけで文化芸

術振興に関わる全てを担わなければなりませんので、施策の策定か

ら実行までをこなしています。

観客の創造

NACオーディエンス・ディベロップメント部門は、アートに対する潜

在的な需要の喚起を任務としています。例えばアートは社会全体で

共有されるべき、という考えから、誰もが見ることができる、あるい

は参加できるような野外コンサートやアートフェスティバルなど、無

料のイベントを企画しています。また、フェスティバルなどを開催す

る際には、学生を対象としたプログラム、あるいはコミュニティ向け

のプログラムも必ず実施しなければなりません。

さらに、グローバリゼーションが進行している現代にあっては「国際

化」も重要な要素であり、文化交流を通じて世界とつながっている

こと、ネットワークしていることも見逃してはならない点です。

それから、「多様性（diversity）」や「パートナーシップ」も大切です。

NAC単独で全てを運営してしまうのではなく、例えば教育省や税務

関係団体とも連携し、協力することが必要なのです。従って、常に新

しいパートナーを探し、事業を協働して実施することを重視してい

ます。

観客を育成すること、すなわち将来のアートの担い手を育成すると

ナショナル・アーツカウンシル・シンガポール（National Ar ts 

Council Singapore、以下「NAC」）は、1991年に当時の情報通信技術

省1のもとに設立された行政組織で、「芸術を育て、芸術をシンガ

ポールの生活に不可欠な存在とすること」を目指しています。グロー

バルで、そして特徴ある芸術都市という国家ビジョンを実現すべく、

様々な活動を行っています。

芸術を取り巻く状況

まず、シンガポールの現状を簡単にご紹介しましょう。ハード面での

インフラ整備は、かなり進展しているといえましょう。特筆すべきは、

「エスプラネード2」と名づけられたアートセンターが10億円という大

規模投資を得て建設されたことでした。

このアートセンターは2002年に開館したもので、シンガポール川とマ

リーナ湾が交差する地点に建設され、2,000席を有するオペラハウ

ス、1,600席のコンサートホールという2つのメインホール、小規模なオ

ルタナティブスペースや稽古場なども併せ持つ総合的な文化施設と

なっています。さらに、ショッピングセンターやレストランなども併設

され、いつも大勢の人が集まる場所となるよう工夫されています。野

外パフォーマンスなどのイベントも行いやすいので、人々がアートに

触れるきっかけづくりに大きな意義を持っていると思います。

エスプラネード以外にも、歴史的建造物を改築してアートの発表の

場として活用している例が多数あります。例えば、旧議会場をアート

センターに改装して公演やパフォーマンスを行ったり、かつての市役

所は国立美術館になったりしていますが、これは政府がイニシア

ティブを取って、過去の建築遺産を積極的に活用している成果かと

思います。

急成長するアートの担い手

さて、このような状況の変化に伴い、アートの担い手、アートに何ら

かの形で関わっている人口も急増しています。例えばアートNPOの

数は、1995年に400団体弱でしたが、2005年の調査では600を超え

るまでになっています。また、公演などのアートイベントは2005年に

は19,000件が行われましたが、この数字は10年間で3倍という、爆発

的な伸びを示しています。

さらに受け手のほうも増加しており、この1年で見ると3人に1人が何

らかのアートイベントに参加したという調査結果が出ています。こ

2-3　シンガポール

芸術団体と教育を結びつける

シンガポールNACの戦略

ナショナル・アーツカウンシル・シンガポール

オーディエンス・ディベロップメント

ディレクター

チュー・アイ・リャン



いう「アーツマーク」に相当するのではないかと思いますが、「ナショ

ナル・アーツエデュケーション・アワード3」という顕彰制度です。顕

彰することにより、質が高いとはどういうことかを具体的に提示で

きると思います。そして「コラボレーション」とは、私たちのステーク

ホルダーであるエスプラネードなどのアートセンターとパートナー

シップを組むことによって、共同でプログラムを実行していこうとい

うことです。NACの支援対象分野は、音楽、ダンス、演劇、文学、美

術、映画、マルチメディアと幅広いので、様々な団体とのパートナー

シップが可能だと思っています。

3つのプログラム

さて、私たちNACではナショナル・アーツカウンシル・アーツエデュ

ケーション・プログラム（通称「NAC-AEP」4）というスキームのもと、

実際に学校を対象としたアーツ教育を実践しています。

NAC-AEPは大きく3つのプログラムで構成されています。まず、

「アーツ・エクスポージャー（Arts Exposure）」（アートに触れる）で

すが、これは学校の講堂などで30分から45分程度のパフォーマンス

を見せるというプログラムです。例えば、学校集会や朝会といった機

会に生徒たちに見せています。規模は学校によって異なり、生徒数

が300人から1,000人の場合や、時には2,000人といった大勢の生徒

が一緒に見ることもあります。芸術をもっと意識してほしいというこ

とで行っていますが、たまに何千人もの生徒がいる場合は、演じ手と

のインタラクティブな交流が必須なパフォーマンスなどは、なかな

か十分に魅力が伝わらないということもおこり得ます。しかしなが

ら、芸術に関心を持ってもらうための入口としては、なかなか有効で

はないかと思っています。

2つめは、「アーツ・エクスペリエンス（Arts Experience）」（アートを

経験する）というプログラムで、これは20名から40名くらいの小グ

ループを対象に、アーティストがワークショップを行っています。実

際に、生徒たちは創作活動に参加し体験することが可能です。ま

た、このやり方ですと、作り手と受け手の間にインタラクティブな関

係をつくることができるのです。　

3番目として、「アーツ・エクスカーション（Arts Excursion）」（アート

遠足）というプログラムですが、これは芸術のある場所、すなわち劇

場や美術館に子どもたちを連れて行って、実際に体験させるという

ものです。学校の講堂などではやはり制約がありますので、本当の

芸術を体験するためには、芸術のある場所にこちらから出向く必要

があります。いずれのプログラムも93年から始まっていますので、す

でに10年以上の実積があり、これまでシンガポールの生徒のうち

64％がいずれかのプログラムに参加した経験があることになります。

「アーツ・エクスカーション」については、現在、プログラムの見直し

を行なっていて、新規のパイロット・プログラムも始まっています。従

来のプログラムは通常の公演に生徒を連れて行くので、チケットは

市販されており、実際は誰でもが行けるものでした。従って、単にチ

ケット代が無料になるだけのものでした。そこで現在、NACと劇団な

どの文化芸術団体、そして会場という3者協働のプログラムにしよう

としています。これは、まず文化芸術団体が作ったプログラムをもと

に、劇場などが場所を提供し、NACが参加校を募集します。そしてそ

れぞれの学校のために創作した作品を劇場で上演し、公演の前後

に演出家やキャスト、スタッフなどと話ができる機会を設けるという

いう活動は、NACの重点事項のひとつとなっており、国民が生涯に

わたってアートを楽しめるよう、また国民にその楽しさを届けられる

よう取り組んでいます。そのために質が高く、市民の方々も参加しや

すいインタラクティブなイベントや共同作業も大切です。

これは、NACの信念でもありますが、芸術とは創造力を育み、個人を

全人的に成長させることができるものです。つまり、芸術はコミュニ

ケーション能力を発達させ、文化的な理解を深め、分析力を高め、

自信を引き出すことができる要素があるということです。また、教育

とは全人的な能力の開発ですので、特に芸術は、教育において非常

に有効なツールになり得ると思います。

シンガポールという国は多文化国家ですので、異なる民族の間で互

いの文化を理解し、尊重し合う意義についても、教育を通じて学ぶ

必要があります。

　

シンガポールの教育制度

シンガポールの教育制度は、7歳から16歳、17歳から18歳、18歳から

24歳の3つのレベルに大きく分けられ、それぞれが日本の小中学校、

高校、大学に相当します。小中学校レベルでは、正規授業であるカリ

キュラムのほか、コア・カリキュラムと呼ばれているアート教育があ

ります。以前は、エクストラ・カリキュラム、すなわち課外授業という

位置づけでしたが、数年前からアート教育が重要であると認識され

るようになり、準正規というような位置づけになりました。しかしな

がら、まだアート教育は授業時間以外の時間を使って行われている

現状ですので、もっと力を入れていかなければならないと考えてい

ます。　

また、「エンリッチメント（enrichment）̶ 豊かにすること」と呼ばれ

るプログラムの中にアートが取り入れられており、アーティストとの

コラボレーションなどは、この枠組みの中で実践されているようで

す。さらに選択科目として美術や音楽も学べるようになっています

し、受験科目ともなっています。

2008年に、13歳から18歳の学生が通う芸術専門高校が新設される

ことになっています。この学校では、数学や科学などの普通科目以

外に、芸術教育にも力を入れる方針が取られていますが、特筆すべ

きはこの学校が教育省ではなく、NACと同じく情報通信芸術省の

管轄となっていることです。まだ長い道のりではありますが、このよ

うな果敢な試みが形となっているのは、私たちにとっても大変心強

いことです。

NACが目指す芸術教育

それでは、私たちが目指している芸術教育とは何かと言いますと、子

どもたちが生涯にわたって芸術に興味を持ち続けることができるこ

と、そして質の高い芸術教育を行うこと、の2点に集約できると思い

ます。質を確保するためには認可評価システムがありますし、また芸

術教育の専門家ももっと育成していきたいと考えています。それゆ

え、「アクセス（access）」、「ベンチマーク（benchmarking）」、「コラ

ボレーション（collaboration）」をアーツ教育プログラムのABCと呼

んでいます。

「アクセス」とは、質の高い芸術に触れ、質の高い芸術教育の教育者

に出会うことができること、また、芸術の質の保証をすること

（accreditation）を意味しています。また、「ベンチマーク」は英国で



側が負担することになっています。あえて100%助成しないというの

は、学校側にこのプロジェクトを「自分たち自身のプロジェクトであ

る」という意識を持ってほしいからであり、この40%については、学

校の独自の財源や政府からの「エデュ・セーブ」あるいは「エデュ・グ

ラント」といった教育関係の助成金などで賄うことになっているか

らです。

ただ、教育関係の助成金は「エンリッチメント・プログラム」に対す

る助成として想定されていますから、アート教育だけに特化したも

のではありません。つまり、ほかのもっと実践的な教育プログラム、

例えば語学や技能の習得などとアートが競合しなければならない、

ということでもあります。

また、この助成金はチケットの購入にも充当できます。例えば、ある

アートプログラムを学校側が買って、一度に200人の生徒に見せよう

という場合にはかなりの金額になりますので、「トート・ボード」の助

成金というのは歓迎されているのです。

ナショナル・アーツエデュケーション・アワード

また、教育省の支援を受けて「ナショナル・アーツエデュケーション・

アワード」という表彰制度を設けています。この賞は、学校でのアー

ト教育の「ベスト・プラクティス」を表彰しようというもので、運用に

あたっては教育省のカリキュラム企画開発部門が制定している詳細

な評価基準をベンチマークとしており、「学校のポリシーおよび計

画」「プログラムの実践」「芸術的な到達点と芸術のある文化」など

から評価基準が構成されています。教育省のカリキュラム企画開発

課長がこの基準開発の担当部門の責任者ですが、これはベスト・プ

ラクティスを集めることによって、達成目標をきちんと提示していく

ことが目的となっています。

2007年は小学校が対象でしたが、来年は中学校が対象というよう

に、年度ごとに対象学年が変わります。金賞、銀賞、銅賞の3段階が

あり、それぞれ賞金とトロフィーと賞状が授与されます。金賞を受賞

した学校では、例えばバナーやレターヘッドなどにアワードのロゴ

を使用する権利が与えられます。また、賞金は学校での文化芸術活

動に充てることができます。従って保護者や親など学校のステーク

ホルダーに対して、学業だけが大切なのではなく、さらなる付加価

値のある学校であることを証明できる、ということです。

とはいえ、私たちはこのアワードを賞のための賞、とにかく賞さえ取

れればよいと、賞を追っかけ回すような形にはしたくないと思ってい

ます。さらに大事なことは、ほかの学校もどう実践すればよいのかを

学び合い、共有できるよう例示できれば、ということです。文化や芸

術にはこどもたちの学習能力を高める力がありますので、特に恵ま

れない地域にある学校でもギャラリーやコンサートに行けるよう、

教育の中でこそアートを積極的に活用してきたいと考えています。

アーティスト・イン・スクール

学校を訪れたプロのアーティストから、子どもたちが直接顔の見え

る距離で教えを受けることができるという「アーティスト・イン・ス

クール6」というプログラムも助成しています。このスキームでは、私

たちは、1万ドル、あるいは経費の30％を助成します。これは、アー

ティストがプログラムを開発し、学校側が助成金の申請をしていま

す。3カ月から1年、あるいはそれ以上（2年を限度として）の間実施さ

構成になっています。事前に学校でも公演についての理解を深める

ための準備をしていますし、この一連のプロセスはある意味で、若

い観客層に対するマーティングともいえると思います。学年によって

も見せる公演の種類を決めており、低学年であれば人形劇、中・高

学年にはダンス、中学生には演劇となっています。これは、その年代

の子どもの関心を惹くジャンルという想定から選ばれています。実

際には、今年（2007年）5月から本格的に稼動する予定ですが、将来

的にはいろいろなプログラムのモデルになっていけばいいと考えて

います。

認定プログラム制

私どもが実施しているプログラムの中に、なかなかユニークな認定

制度がありますのでご紹介したいと思います。まず、学校でこんなプ

ログラムをやってみたいというアイデアが文化芸術団体や個人から

NACに提案されます。次に、校長、教師、教育関係者、アーティストな

どから構成される専門委員会が、外部の専門委員と一緒にそのプ

ロジェクトに教育的価値が認められるかどうかという観点から審査

します。その際の評価基準ですが、教育的な価値や芸術性が十分

にあるか、必要な資源が提供されるか（パッケージとして成り立って

いるか）、過去のフィードバックが反映されているか、などが考慮さ

れます。

この専門委員会で認定されたプログラムはウェブサイトに掲載さ

れ、今度は学校側がこのサイトを見て自分たちが気に入ったプログ

ラムを自由に選択できる仕組みになっています。そして、プログラム

を実施したいという学校は、直接提案者と交渉しながらプロジェク

トを実施していくのです。ですから提案されたプログラムの内容を

判断し、情報を公開するというのが私たちの仕事なのです。

現在では、年間180ほどの芸術団体やアーティストから約700種類の

アートプログラムが提案されており、学校での実施数は2,000回ほ

どになるようです。ですから、シンガポール全体で1校あたり年間6

ないし7のプログラムが実施されていることになります。1993年に開

始した当初は、実施されたプログラム数は380でしたが、今は2,200

ほどに上っており、大変需要が伸びています。

このプログラム以外でも、学校が単独に、直接アーティストとプロ

ジェクトを行う場合もありますので、私たちも全ての実態を把握し

ているわけではありません。今、申し上げたこと以外にも、実際は多

くのプロジェクトが実施されていると考えてくださってよいかと思い

ます。

トート・ボード・アーツ・グラント

それでは、なぜアーツカウンシルの認定を受ける必要があるのかと

いいますと、学校がNACとパートナーシップを組んで実施する認定

プログラムに対して、1校あたり1万ドルの助成金が下りるようになっ

ているからです。これは、宝くじの売り上げを管理する「トート・ボー

ド（TOTE Board）5」が出している助成金なのですが、「トート・ボー

ド」は売り上げの一部をコミュニティに還元する義務がありますの

で、教育やスポーツ、芸術に対して助成金を出しており、芸術に対し

ては年間1万ドルを支援しています。

従って、NACが認定したプログラムが実施される際には、トート・

ボードから経費の60%を上限とし助成金がおり、残りの40%を学校



ルギーをさらに学校を超えて届けていこうという「ノイズ・シンガ

ポール8」というプログラムをご紹介したいと思います。これは25歳以

下の若者が、インターネットなどを通じて自分の作品を発表できる

オープンな場を提供しようという試みで、アート教育を受けていなく

ても、情熱さえあれば誰でも参加できるものです。2006年は2,000

人の若いアーティストから5,000作近くの応募がありました。そこから

選ばれれば、商業的な形で普及できるチャンスも生まれてきます。

例えば、ポテトチップスの「プリングル」の缶のデザインのコンクー

ルがありましたが、最優秀賞を取った作品は実際に缶のデザインに

使用され、200万本がシンガポールとマレーシアで販売されました。

このように、アート教育は学校にいる間だけのものではなく、卒業

後も生涯に渡ってアートにかかわっていける基礎をつくるものであ

ると思います。芸術に関心を持つことで、人々が情熱や才能、潜在

能力というものに気づくことこそ、アート教育の究極の目標ではない

かと思うのです。

脚注

1　情報通信省　Ministry of Information and the Arts

2　Esplanade　　http://www.esplanade.com/

3　National Arts Education Award 

http://www.nac.gov.sg/aep/attachments/HTMLNAEAward.htm 

4　Nac Arts Education programme　　http://www.nac.gov.sg/aep/

5　Singapore Totalisator Board　　http://www.singtote.gov.sg/terms_use.html

6　NAC Artist-in-school

http://www.nac.gov.sg/aep/infomain.asp?id=Artist-In-School

7　People’s association　　http://www.pa.gov.sg/

8　Noise Singapore　　http://www.noisesingapore.com/

れるのですが、この場合一部の生徒だけが受益者になるのではな

く、全校生徒が受益者となるようしっかりとした枠組みができてい

ることが求められます。

　

今後の課題

最後に、私たちの課題をお話しようと思います。第1に、芸術教育を

実践するため、まず、教師たちをトレーニングする必要があると思っ

ています。というのは、今の教師たちが受けてきた教育は学科に重

きがおかれていたため、教師自身にアートを教育へ取り入れるため

の技能というのが身についていないのです。ですから、教師のト

レーニングは急務だと思います。2番目は、教師とアーティストの間

での関係をどのように作っていくかという能力を向上させる必要が

あります。もちろん、アーティスト側、教師側双方がどのように互い

に協力できるのかということを考えなければなりません。そして学校

教育にアートを導入していくには、なによりも作品の質が問われると

いうことですから、より質の高いコンテンツをいかに確保するかとい

うことです。第3点目ですが、ファンドレイズも恒常的な問題です。

資金はどんどん減少していますので、常に十分という状況ではあり

ません。また、リサーチや結果を集積する作業はまだまだ手薄です

ので、このあたりもきちんとやっていきたいと思います。やはり重要

な意思決定者などに対して、きちんと統計データが提供できるよう

にする、文章化された資料が提出できることが必要だと思います。

最後は、こどもたちの両親という課題です。どの国でも親は学業の

成績に関心が高いもので、シンガポールも同様です。しかしながら、

最近そういった傾向に変化が見られるようになりました。いわゆる

学校に就学前の未就学児に対しての教育について、もっとクリエイ

ティブなプログラムを取り込んでほしいという親からの要望が増え

ているのです。創造的なプログラムが実施されているかどうかが、

幼稚園を選ぶ際の選択基準の1つになっているという記事もありま

したので、NACとしても継続して取り組むべき課題であると考えてお

ります。

卒業後へ向けての継続性

NACでは、子どもたちが学校を卒業してからもアートに対して関心

を持ち続け、触れる機会を持ちつづけるための方法を模索している

ところです。彼らが参画すること、スキルを向上させること、才能を

開花させられることを継続的に促していきたいと考えています。

その方法として、例えばダンス情報をウェブに集約し、「ダンスに関

心を持つ層」という新しいカテゴリーを引き出すことを試みていま

す。これは、ダンス以外のジャンルでもやっていきたいと思っていま

す。それから、自治体と協力し、コミュニティの中でも若年層に対し

てターゲットを絞っていきたいと思います。

「ピープルズ・アソシエーション7」という団体があり、地区や地域ごと

に区民センターで活動しています。こういった施設で行われている

活動は、往々にして高齢者が主体になっているものが多いのです

が、もっと若者たちを巻き込んで、彼らが継続的に芸術を探求でき

るというような場にしていきたいと思っています。

ノイズ・シンガポール

最後に、クリエイティブなエネルギーを学校から発信し、そのエネ



かりました。すなわち、アート教育が浸透していくプロセスというの

は、大変ゆっくりしたものだったのです。その後、個別例が次第に増

えていき、一連のムーブメントになって政府を動かしたと言えるかも

しれません。

アート教育の発展に特に重要だったのは、1995年、政府がシンガ

ポールを「ルネッサンス都市」として芸術による都市再生を行う、と

はっきり声明を出したことでした。これによって、政府は初めてシン

ガポールという国のあらゆる側面に芸術が活用されることが望まれ

る、と宣言したのです。

この施策がすぐに実現したかどうかは別にしても、少なくともそう

いった動きが出てきたというわけです。これを契機として、シンガ

ポールではアーティストに対して様々な機会が与えられるようにな

り、また、奨学金・奨励金といったプログラムも新規に開始されるよ

うになりました。さらに、教育の面においても芸術・文化を奨励する

という方針が打ち出されたのです。私たちのシアターワークスが、

教育の専任者を配置するようになったのは、このような背景があっ

たのです。

このような状況は、まさに今横浜市で行われている動きと同じなの

ではないかと思われます。つまり、横浜市も「創造力(Creativity)」と

いう概念を推進しておられますが、この中には、当然芸術や文化を

なお一層促進していくことも含まれていると思います。こういった社

会環境の変化を、芸術それ自体の質の向上を促す機会として、うま

く活用していければいいのではないかと思うのです。

前述の「ルネッサンス都市宣言」が出された時、シンガポールのアー

ト界では大規模な予算が拠出されると喜んだのですが、実際に何か

を始めなければならなくなったら、当のアーティストたちは自分たち

が何をすべきか、どのように協力したらいいのか、その協力の意味と

は何か、ということが分からない、と混乱した時期がしばらく続きま

した。

この反省から言えば、横浜市でも単にプログラムに対する財源が確

保できた、ということでなく、行政とアーティストがどのように協力し

ていけるのか、この時期に長期的な戦略づくりに取り組むといいの

ではないかと思います。そのためにアーティスト側ができることは、

自分たちが拠点を置いている地域社会とどのようなつながりを持て

るのか、どのように貢献できるのかを意識的に考えるようにするこ

とです。アーティストは作品を創り続けていくわけですが、それと同

時に自分たちの芸術活動が、地域、社会、政治というものにつながっ

ている、貢献していると考えることで、本業の芸術活動の質も上

がっていくのではないかと思います。

私たちの劇団のケースをお話しますと、アーティストとしては当然国

際的な活動もしていきたいと思っていますが、その一方でシンガ

ポールという地元の地域社会にも貢献しなければならない。このよ

うに国際化と地域での活動の充実という２つの異なるベクトルへの

発展の可能性は、常に緊張関係にあるのではないでしょうか。

横浜が、今後クリエイティブな都市として機能していくためには、そ

こで活躍するアーティストには「国際的に活動していくこと」と「地

元で活動していくこと」という両方の側面が必ず必要となってきま

す。これは、アーティストだけが努力をして実現するわけではなく、

財源を提供する自治体やその他の支援機関にも同じ問題意識を共

有していただきたいのです。国際的・地域的の両面で常にアーティ

芸術教育の広がり

シンガポールにおいて、いくつかの芸術団体がパートナーシップを

組んでアート教育を開始したのは、比較的最近のことです。劇場で

初めて芸術教育が試みられたのは、1990年12月のことでした。これ

は、ブリティッシュ・カウンシルがナショナル・アーツカウンシル（通

称「NAC」1）の前身を所管していた情報通信芸術省との共同プロ

ジェクトとして行ったもので、英国グラスゴー市にあるタッグ・シア

ターのトニー・グレハムさんとアラン・リリアットさんを招いて2週間

のワークショップを開催しました。　　　　

このワークショップの目的は、シンガポールにおけるシアター教育の

意義について考えようということでしたので、シンガポールの劇場

関係者や芸術団体、アーティストなど様々な人が参加し、大変重要

な機会となりました。

このワークショップに刺激を受けて、その後アーティストや芸術団

体がそれぞれのプログラムを独自に開発し、実践するようになった

のです。その流れはこの16年間に大きく発展し、現在ではアート教

育が非常に活発に行われるようになりました。

私が所属するシアターワークスでは、1995年頃から常勤のシアター

教育専任のユニットを立ち上げ、初めて教育活動に取り組みまし

た。私たちもシアター教育は大切な活動であると認識していました

ので、パートタイムではなくフルタイムのスタッフが専念して実践し

なければならないと考えていました。

創造的なプログラムを作るには手間も暇もかかりますし、様々な工

夫や戦略も必要ですから、安易に考えることはできないと思いま

す。例えば、学校でやるのだから100％完璧でなくても良い、と考え

るアーティストたちもいるかもしれませんが、シアターワークスはそ

うは考えません。もし、良い内容にならない恐れがある場合には、取

りやめてしまうこともあるのです。

初めの頃は芸術団体が個別に学校まで出向き、校長先生と直接そ

の学校でのアート教育のあり方について話し合うことから始めなけ

ればなりませんでした。というのも、アート教育という概念はシンガ

ポールでは大変新しいものでしたので、学校側では教科の時間を

削ってしまうのではないかという危惧を持っていましたし、実際にど

のようなアート教育が可能なのかということに不安を感じていたか

らなのです。

私たちの劇団でも、個別の学校にアプローチをして、こんなプログ

ラムをやりませんかと交渉を行っていたわけです。当時は私たちの

劇団だけでなく、ほかの多くの団体もそれぞれにアプローチをして

いたので、こうした個別の試みが、大きな流れとなるには時間がか

2-4　シンガポール

行政と連携したアーツグループの教育活動

劇団シアターワークス

マネージング・ディレクター

テイ・トン



るプロジェクトに資金を投入し、さらにマネジメントの面や芸術面

からもアドバイスを行いました。実際にこのプログラムを上演できる

ようなった時には、自分の国の芸能であるにも関わらず、「聞いたこ

とはあるが観るのは初めて」というラオス人が大半でした。しかし現

在では、当時プログラムの演じ手だった世代が、10歳から18歳まで

の次世代の子どもたちに彼らの文化的遺産を教えるまでに成長して

います。

2003年、第2段階として新しい3つの物語を書き上げ、2004年にはそ

れらを使った芸術教育プログラムを立ち上げました。そして、このプ

ログラムをラオスの辺境地域にある学校で紹介する試みを行いま

した。その地域は大変困窮を極めており、教室や机なども木ででき

ている粗末なもの、共用のトイレもないような状況でしたが、伝統

的な芸術様式を紹介することにより自分たちのアイデンティティを

再確認できる機会となったのではないかと思います。

世界遺産の町　ルアンプラバンでのプロジェクト

「Continuum Asia Project（連続するアジアプロジェクト）2」の一環

として、世界遺産に町並みが登録されているルアンプラバン（現在

は社会主義国であるラオスの王朝時代の政治・文化の中心都市）

で、自分達の生活を映像に記録していくというプロジェクトを子ど

もたちと一緒にやってみました。

ルアンプラバンには世界中から観光客がどんどんやってきます。彼

らが持ち込む新しいテクノロジー（ビデオカメラやインターネット）

により、ラオスの伝統的な暮らしが直接的にグローバリゼーション

の波にさらされている中で、子どもたちに自分たちが置かれている

状況をよく考える機会を持って欲しい、と思っていました。

子どもたちが「遺産」の意義を理解し、保存継承していくこと、また

同時に自分たちの地域は世界に広く開かれ、つながっていると感じ

ること、を目指しました。そこで、ワークショップでは技術を教える

よりも自分たちが住んでいるコミュニティについての理解を深め、自

分たちの起源を知るということを主眼にしたのです。

ワークショップには、映像作家や演劇人、ダンサーなど10人ほどが

子供たちと一緒に取り組みました。ルアンプラバンはラオスの中で

も仏教が盛んな町で60以上の寺院があり、人々は仏教に基づいた

生活を送っています。同時に、伝統的なものと現代的なものが緊張

関係にあり、そのことを子どもたちがどう捉えるのかも見ようとしま

した。また、アーティストが関わることで、子どもたちの思考をさらに

深めていけると考えました。

アート教育の重要ポイント

シンガポールでのアート教育の16年間、また私の劇団での体験か

ら、アート教育を実現する上で重要だと思う点を、いくつか指摘して

おきたいと思います。

まずひとつめは、ボトムアップでしか物事は進まないということで

す。先ほど、アート教育がシンガポールでは大変活発に行われてい

るとお話しましたが、それでも教育省がここまでになるには、16年も

の長い時間がかかったわけです。NACや学校、生徒たち、実施に当

たっては様々な立場の方と関わらざるを得ないのですが、私の経験

上、最も話がしにくい当事者は教育省だったかと思います。

幸い、現在、教育省は変革されつつあると思いますが、やはりアー

ストたちが活動をしていけるような、継続的なサポート体制が必要

なのです。

行政は、地元のアーティストが地元だけに活動の場が限定されない

よう、海外のアーティストたちと意見や作品を交換する機会を提供

していく役割を持っていると思いますし、アーティストたちも常に自

分たちの活動が地元のコミュニティにつながりを持ったものである

よう努力する。この両輪がうまくかみ合うことで、地域における芸術

の質が向上していくのではないでしょうか。というのは、海外のアー

ティストであろうと、地元のアーティストであろうと、アーティストと

して成長していくためには「対話」と「交流」が不可欠だからです。

劇団シアターワークスの芸術教育活動

それでは、私が所属する劇団シアターワークスについてご説明しま

しょう。この劇団は1985年に設立され、89年より演出家のオン・ケ

ン・センが芸術監督を務めています。ケン・センは、92年から日本で

公演を行ったり、作品を創作したりしていますのでご存知の方も多

いかもしれません。97年には、国際交流基金の国際共同制作作品

「リア（Lear）」の演出を担当していますし、2001年には森下スタジオ

で「ザ・スピリッツ・プレイ（The Spirits Play 6 Movements in a 

Strange House）」を上演しました。

シアターワークスは、アジア人としてのアイデンティティを問い続け

ながら、伝統芸能を現代芸術の中で再創造することによって、さま

ざまなジャンルや文化様式を並列させる手法で作品を創りつづけて

います。シンガポールは多文化社会ですので、社会の中に文化的な

差異が常に存在しているのです。

従って、私たちは違いがあるということや多様性を評価し、常に文化

の間で折り合いをつけるよう、芸術を通じて交流していこうと考え

ています。また、同時代性だけでなく、伝統と現代という時間軸で

の差異についても同様に考えており、伝統芸能と現代芸術は分断さ

れるべきではなく、継続性があるものと考えています。この考えは、

シアターワークスが実践する芸術教育の中にも反映されています。

ラオスでの試み～「記憶を取り戻す」

2003年、『記憶を取り戻す－ラオスの「ラーマーヤナ」の再生』という

個人の能力を高めようというプロジェクトに、ラオスで取り組みはじ

めました。

ラオスには、Phralak Phralamという、ラオス固有の「ラーマーヤナ」

という主に宮廷で演じられる伝統芸能の形式があります。60年代

に、ラオスの北部にあるルアンプラバンという町の若者によって王

宮で演じられたことがありますが、それがラオスというコミュニティ

にとって一大イベントとなり、民族の結束を高める機会ともなりまし

た。ところが、75年に社会主義国家に政権が変わり、このような伝

統芸能は王制と密接に関係しているという理由から、2002年までの

27年間、上演が禁止され伝統が途絶えていたのです。

そこで、伝統を復活させ、さらに新しい物語作りにも挑戦してみよう

ということになりました。その第1段階として、この伝統的な芸術様

式を再生しようと試みました。27年間もの長い空白のため、この伝

統芸能は消滅寸前でしたので、その技術を伝えていく体制づくりに

まず取り組んだのです。

ラオスの子どもたちに伝統的な舞踊、音楽、演劇を師匠から学ばせ



NACとの関係

行政機関との協働・連携ですが、芸術団体の私の立場から申し上げ

ますと、「愛憎相半ばする」関係と言えましょう（笑）。愛ということで

は、お互い励ましあい、アイデアを育くみ合うような協力関係を築い

ているということです。例えば、「72－13」では、NACが芸術上の課題

についてのプログラムを実施する場合にはスペースを提供したり協

力したりしています。このような密接な協力関係が、また憎しみ（笑）

の始まりでもあるのですが、もちろん憎しみと言っても本当に憎んで

いるわけではなく、むしろ緊張関係にあるという言い方が正しいか

と思います。財源を確保する際に、資金の提供者と受け手である

アートカンパニーには緊張関係がつきものだからです。

この緊張関係というのは実に様々な問題に関わっており、資金の問

題だけでなく、内容の検閲という問題にも直面したりします。ただ、

こういった「愛憎相半ばする」という関係があるために、シンガポー

ルにおけるアートシーンというものがより豊かになっていると感じて

います。

シンガポールは小さな都市国家ですので、アート関係者やそれに関

わる担当者などが顔の見える関係で仕事をしています。その関係の

中で、互いに人間的な信頼関係を育んでいますので、シンガポール

のアートシーンは血の通った信頼関係に基づいた、大変豊かなもの

になっていると思うのです。

このような信頼関係は、長い間一緒に仕事をしてきたこと、互いに

誠実に仕事をしようとしていること、協力的な関係を常に維持しよ

うとしてきたことで着実に構築されてきたと確信しています。NAC

も、自分たちの方針をアート界に押し付けるのではなく、アーティス

トたちが何を望んでいるのか、またアーティストの原点は何かという

ことをしっかり認識して活動していることが、現場との協働を可能に

しているのではないかと思います。

脚注

1　National Arts Council Singapore　　http://www.nac.gov.sg/

2　Continuum Asia Project

http://www.theatreworks.org.sg/archive/intercultural/continuum_asia_project/index.htm

3　Arts Housing scheme　　http://www.nac.gov.sg/fac/fac03.asp

4　Singapore Creative Arts Nucleus

http://www.theatreworks.org.sg/the_company/tw_7213.htm

5　International Center of Asian Arts

http://www.theatreworks.org.sg/the_company/tw_7213.htm

ティスト側から芸術の重要性について訴えていくという活動が必要

だと思います。ロビー活動を続けなければ、何も変わらないのです。

例えば、私たちのスポンサーの一つはフランスのヨーグルト会社ダ

ノンですが、芸術教育プログラムのスポンサーになってもらうため

には、何故それが必要なのかを説得しなければなりません。当時は、

芸術教育プログラムに対する助成はほとんどありませんでしたの

で、銀行にお願いし、銀行からダノンを説得してもらったのです。

それでは、なぜ銀行が説得に行ってくれたかというと、銀行は新しい

若者向けの貯蓄口座商品を始めるところだったのですが、学校では

宣伝はできないので、学校のプログラムを実施するためのスポン

サーになればロゴを入れることができ、宣伝になると考えたわけで

す。つまり銀行は、口座開設キャンペーンの一環としてスポンサーを

引き受け、なおかつプログラムの実現のために（実際には自分たち

の宣伝のためでしたが）、必要経費をファンドレイズする手助けもし

てくれました。

もう1点ですが、芸術教育というのは利益が上がる場合もあるので

す。しかしながら、アーティスティックな質を確保することを、決して

忘れてはいけないと思います。芸術教育とは、工場でオートメーショ

ン化されたラインで、とにかくただ量産するというようなものであっ

てはならないからです。

NACのアーツハウジング・スキーム

NACは、アーツハウジング・スキーム3という支援制度のもと、歴史的

建造物や使われなくなった建物を、稽古場や発表の場としてアー

ティストに提供しています。私たちが本拠としている「72－13」という

建物も、そのスキームを活用して提供されているものです。サービス

を受ける立場から、行政機関との連携について具体的なプログラム

を紹介しながらお話したいと思います。

私たちの劇団では、もともと米の倉庫だった建物を2005年9月から

活動の拠点として使用しています。2階建ての建物で、パフォーマン

スやギャラリーに使えるメインスペース、コンサートが開催できる中

2階、それに1階玄関のロビーから構成されています。倉庫として使わ

れていた名残で、階段の横には米を滑り台のように運ぶスロープが

ついていたりします。川岸に建てられているので船着き場もあり、こ

のような昔の記憶を連想させる部分は、できる限り残していきたい

と思っています。

私たちはこの建物を、シンガポールのアーティストたちの創造拠点

となることを目指して活用していますので、アーティスト・イン・レジ

デンス・プログラムなども行っています。これは「SCAN＝Singapore 

Creative Arts Nucleus（シンガポール・創造アートの核）4」と呼ばれ

ているものです。

もうひとつは「ICAA＝International Centre of Asian Arts（アジア芸

術国際センター）5」として、シンガポールだけに留まらず、アジアの

アーティストたちがここで出会い、交流し、共同作業をする場として

の位置づけを持っています。劇団としても、様々な文化の違いを尊

重するという方針で活動していますので、その実践の場となります。

ですから、世界各国から集まってくるアーティストたちに、ここに滞

在し、作品を創る機会を提供したり、若いアーティストには異なる

ジャンルを横断して、他分野のアーティストと共同作業をするような

機会も提供したりしています。



次のレポートは、本シンポジウムにさきがけて2006年9月と10月に行

われた英国およびシンガポールの創造都市訪問の内容をまとめた

ものです。2006年度に掲げられたテーマ「アーツ・イン・エデュケー

ション」に沿って、コミュニティアートの歴史が深く先進事例の豊富

な英国と、わずか10年ほどで急速に文化政策を発展させたシンガ

ポールを訪問する調査交流プログラムが実施されました。

訪問は、英国へは2006年9月24日～30日に、シンガポールへは2006

年10月24日～29日にかけて実施されたもので、参加者は別記の通

り、アーティストやアートNPO、文化施設の担当者など、アートを通

じた地域へのコミットメントの視点を持つ人材、アーツ・イン・エデュ

ケーション活動を展開している人材及び自治体担当者が選出され

ました。

どちらの国においても、現地アートNPO、アーツカウンシル、文化施

設などと情報・意見交換を行うことで、各個人の所感が寄せられて

います。このレポートでは、訪問先に関連した所感を適宜抜粋しな

がら紹介するとともに、各国のレポートの最後にプログラム全体を

通じての所感をまとめて掲載しています。

主催　ブリティッシュ・カウンシル

　　　横浜市開港150周年・創造都市事業本部

　　　財団法人横浜市芸術文化振興財団

助成　国際交流基金

後援　文化庁

　　　社団法人企業メセナ協議会

企画協力　NPO法人アートNPOリンク

3　英国・シンガポール調査交流プログラム実施レポート

　 参加団体プロフィール

創造都市交流シンポジウム　アートがひらく学校・地域の未来

2007年2月2日（金）　横浜美術館レクチャーホール



アーツカウンシル・イングランド

セント・メリルボーン・スクール

クリエイティブ・パートナーシップ ロンドン イースト・アンド・サウス

テート・モダン

アーツ・アンド・ビジネス

ロンドン大学 ゴールドスミス・カレッジ クロスセクトラル・コミュニティ・アーツ課程

プレイス、 ナショナル・シアター

ロンドン大学 インスティチュート・オブ・エデュケーション



英国における公的な芸術支援機関。文化・メディア・スポーツ省(DCMS)

からの予算や宝くじ基金を運用し、芸術団体やプロジェクトに対して支

援や助成を行う。国の行政組織の一つだがアームズ・レングスの法則に

基づいて政府からは独立して政策決定を行っている。英国内で、イング

ランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4つの地域にそれ

ぞれ個別にアーツ・カウンシルがおかれ、さらにイングランド内に9つの

リージョナル支部を持っている。トレーニング・エデュケーション部で

は、こどもや若者とアートを結びつけることを目的とし、地方自治体や地

元組織と協力しながら教育現場やコミュニティにおけるアートプロジェ

クトを支援している。

アーツカウンシルが、英国の文化政策のあり方を特徴づける存在で

あることは、かねてから情報としてもってはいたが、今回の訪問では、

その極めて具体的な実例を一線で活動する機関・人々を通して見、リ

サーチすることができた。また、一見すると並列的な文化事業が、強

力かつ統一的な文化政策の理念で貫かれていることを強く認識させ

られた。特に、「創造性(creativity)」と「関係性(relationship)」とが、

鍵となる概念であろう。

今日の英国でこれら2つの理念が、教育的シーンで極めて強力かつ具

体的に実践されていることは印象深かった。

（中村透／南城市文化センターシュガーホール）

アーツカウンシル・イングランド　Arts Council England

お話を伺ったエデュケーション・アンド・トレーニング部門のノーマ・ロッソさん。
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セント・メリルボーン・スクールは1791年に英国国教会によって設立され

た学校で、ロンドン市内の11歳から18歳までの女子を対象としている。

アートのスペシャリストスクールとして、ナショナル・カリキュラムに沿っ

た授業内容に加えて、美術や音楽、ドラマ、ダンスなどの要素を一般の

教科にも積極的に取り入れている。また、生徒たちはアーティスト・イ

ン・レジデンスやワークショップ、ダンスカンパニーとの交流などの機会

を得ることができる。英国では、97年よりセカンダリースクール（中等教

育）の中で、ナショナルカリキュラムには準拠しつつ独自の専門分野を強

化した学校であるスペシャリストスクールの制度が実施されている。

パフォーミングアーツ担当のソニア・ジョージさん。学校の方針や取り組みについ

て熱心に説明してくれた。

授業を見学させてもらったセント・メリルボーン・スクールの子ども達

の活動の様子や壁に貼られた作品を見て、アートと一般教科がうまく

融合しているのが伺えた。

日本でも、英国のようにアートを他の教科に取り入れる授業が実践

されるならば、芸術系教師の需要は増すであろう。しかし、同時に教

師の資質も問われてくる。「アート」というクリエイティブな思考の部

分を誘発し、物事を見たり、考えたり、判断できる力を養える教師の

力量が必要となる。ここにはそれがあるのだろう。

（ゴウヤスノリ／ワークショップ・プランナー）

セント・メリルボーン・スクール　St Marylebone CE School

授業の進め方は決して知識詰め込み型ではなく、「こういうことを狙

いとしている」というコンセプトをまず授業の冒頭で生徒たちに伝

え、クリエイティブな発想や表現を引き出すための実践に重きが置か

れ、ポジティブに批判しあうスタイルだった。

活発でクリエイティブな表現を引き出そうという、英国の教育方針を

垣間見た気がした。

（近藤宏光／NPO法人ザ・ダークルーム・インターナショナル）
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お話を伺ったディレクターのスティーブ・モフィットさん。以前は英国ナショナルオ

ペラで教育プログラムを担当していたという。

2002年4月に英国の文化・メディア・スポーツ省と英国教育技能省

（2007年6月に改編さ現在は児童・学校・家庭担当省）の80億円の予算

により設立されたプログラム。プログラムの実施はアーツカウンシル

が主導し、現在英国内に36のエリアオフィスを置き、各地域において、学

校やアーティスト、芸術関連組織とのネットワーク作りをサポートしてい

る。2006年までに同プログラムを通じて約1100校、55万人の子どもたち

が参加し、3万2千人の教員やアーティストが訓練を受けている。プロジェ

クトが子どもたちに与えた影響など、その評価測定にも注目が集まって

いる。

クリエイティブ・パートナーシップ　Creative Partnerships �����������������������������

国立美術館Tate Galleryの収蔵作品の増加に伴い、2000年テムズ川南

岸のサウスバンクにコンテンポラリーアートに特化した施設としてオー

プン。年間400万人以上の人々が来場している。エデュケーション部では

学校や若者、ファミリー、コミュニティなどさまざまなグループを対象

に、ワークショップやフォーラムなど幅広い教育普及プログラムを提供

している。学校向けのプログラムでは、毎年10万人の子どもたちを受入

れている。

エデュケーション・アンド・ラーニング部門のケリー・ワーウッドさんから、テー

トの教育プログラムについて説明を伺った。

テート・モダン　Tate Modern

発電所を改築して作られ、ロンドンの新名所となったテート・モダン。
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クリエイティブ・パートナーシップでは、行政主導で行われることによ

る、対象地域の網羅性、予算の潤沢さ、学校教育へのかかわり方の深

さ、コミュニケーション・ツールの充実度などが印象的であった。そ

の一方で、学校がカリキュラムの柔軟性を確保できる制度や、また

アーティストとの共同作業を可能にするクリエイティビティを持った

教師の育成などが、教育サイドで進められていることが想像できる。

（宮浦宜子／NPO法人芸術家と子どもたち）

学校教育の中にアートを取り入れる際のアプローチとして、「現代美

術はあくまでも素材のひとつ」で、子どもが「自己の問題を認識し、独

立した思考ができるようになること」を目指すというアートを通じた

人間形成の育成にも取り組もうとする姿勢は20年間に培われたテー

トの教育方法論の奥深さを思い知らされた。

（ゴウヤスノリ／ワークショップ・プランナー）



ラーニング・アンド・アクセス部門ディレクターのクリストファー・トムソンさん。過

去のプロジェクト映像を見せながらプレイスの活動について説明をしてくれた。 

ロンドンを拠点とするナショナル・ダンスエージェンシー。

アーツカウンシル・イングランドや地域の自治体などからの助成金に

よって運営され、ダンサーの育成やダンス公演をおこなうほか、さまざ

まなパートナーと連携し、地域や学校に向けたアウトリーチプログラム、ダ

ンスによるホームレスの自立支援など、幅広い活動をおこなっている。英国

では、イングランド内に10のダンスの支援組織であるナショナル・ダンス

エージェンシーが置かれ、更に地域によってはローカル・ダンスエージェン

シーが設置されている。

プレイスでは、地域やコミュニティに向けたアウトリーチプログラム

のほかに、ホームレスの支援を行っていると伺った。とくにホームレス

の自尊心と生きる力を育むためにダンスワークショップを活用してい

るとの発言が印象に残っている。またホームレス支援にあたっては、

就業支援団体など他ジャンルの団体とパートナーを組み、相互の得

意分野を活かした支援システムを構築しているという。ネットワーク

の可能性を感じることができた。

（樋口貞幸／NPO法人アートNPOリンク）

プレイス　The Place �������������������

1963年に設立されたロンドンのサウスバンクにある劇場。現在までに600

本以上の作品を上演し、劇場、演劇と地域、こどもたちを結びつける活動

にも力を入れている。エデュケーション部では、こどもたちの年齢に応じた

作品を制作し、教員へのトレーニングや鑑賞前、鑑賞後のワークショップ

を含めた教育プログラムを実施するほか、学校や各地の劇場を巡回する

プログラムや教員向けのツールキットなどを開発している。

教育部のレイチェル・ディキンソンさん。シェイクスピア作品を取り入れたワーク

ショップやユースシアター向けプログラムなどについて説明を伺った。

「ロンドンには、世界中からアーティストが集まってくる。こうした競争

的環境のなかで、アーティストたちが劇場やアトリエに閉じこもって

いては生きてゆくことができないのだ」という、ナショナル・シアター

のスタッフのメッセージも強烈なものであった。いわば、受け皿として

の地域社会が要請するアーツへの期待は、同時にアーティストたちに

対して、アーツが根元的にもつ人間蘇生力への自覚と、それによる社

会参加への使命感(mission)を強く促すものとして私は受けとめた。

（中村透／南城市文化センターシュガーホール）

ナショナル・シアター　National Theatre

1963年、ピーター・オトゥール主演のハムレットで幕を開けて以来、世界中の観客

を魅了してきたナショナル・シアター。
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アートプログラムの評価について、その方法論やアプローチなど、シニア・リサー

チャーのヘレン・ターナーさんからお話を伺った。

ロンドン大学で1902年に設立された、教育を専門とした大学院。学校現

場や文化施設における教育プログラムの評価や分析など、さまざまな

分野でのリサーチやプロジェクトをおこなっている。話を伺ったヘレン

ターナー氏は、ナショナル・シアターの小学校向けプログラムの評価や、

青少年のための発展的プログラム開発に携わってきたリサーチャー。

「アートプロジェクトの評価」の認識について、英国と日本では、正直

かなりの差があることを実感することとなった。アートと他セクターと

のパートナーシップにおいて、アートがその存在意義を示すのであれ

ば、当然その説明責任が求められる、ということが、日本ではそこまで

強く意識されてこなかった気がする。

教育、しかもそれがクリエイティビティや、自己認識・他者理解という

ような、評価が難しいものであっても、アート側が説明責任を自覚し、

少なくとも、その時点で最善といえる形で説明責任を果たすことが当

然となっている英国の状況は強く印象に残った。

（宮浦宜子／NPO法人芸術家と子どもたち）

ロンドン大学 インスティチュート・オブ・エデュケーション　Institute of Education, University of London �������������

1976年に設立されたビジネスセクターとアートの橋渡しをおこなう非営

利団体。交流プログラムやトレーニングを通じて、企業とアート組織と

のパートナーシップや地域社会の発展を支援している。現在英国内に12

のリージョンオフィスをおき、企業の社会貢献プログラムのコーディ

ネートやアートマネジャーのトレーニングのほかに、メディアへの働きか

けや企業へのキャンペーン活動などをおこなっている。

英国内に12のリージョンオフィスを持つというアーツ・アンド・ビジネス。プロジェ

クト・マネージャーのフィリップ・スペディングさんにお話を伺った。

英国の産業界は、いま最も注目しているものとして"クリエイティビ

ティ"をあげている。創造的な人材が、英国産業の独自性と持続性を

もたらすと考えているからだ。アートは、たとえば製造業に携る人たち

に、クリエイティビティを目覚めさせ産業の独自性と創造性を高める

のみならず、労働者の自尊心を高めるという。

プレイスでもアートが自尊心を高めるという説明を伺ったが、英国

におけるアートの捉え方が、どの団体でも共通しているということ

に驚いた。

（樋口貞幸／NPO法人アートNPOリンク）

アーツ・アンド・ビジネス　Arts & Business ����������������



ナショナル・シアターの協力により設立されたコース。教育、病院、刑務

所、ビジネスセクター、都市開発など、あらゆる分野との関わりで活動で

きるワークショップリーダー育成のためのコース。アートのスキルを有す

ることを前提としているが、視覚芸術、舞台芸術、音楽など領域は幅広

い。パートナーシップを重視し、社会のなかでどのようなリーダーが必要

かということに視点をおいたカリキュラムが組まれている。

ロンドン大学 ゴールドスミス・カレッジ クロスセクトラル・コミュニティ・アーツ課程

Cross-Sectoral and Community Arts, Goldsmiths College, University of London

プレゼンを行ったのは本コースのディレクターであり、今回の調査交流プログラ

ムのコーディネートも担当したクリッシー・ティラーさん。

実際にこのコースで学ぶ生徒さんもセッションに参加してくれた。

左側の生徒さんはレバノンからの留学生だという。

全プログラム終了後、クリッシーとメンバーとで記念写真。

本当におつかれさまでした！
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ナショナル・アーツカウンシル・シンガポール、 Plastique Kinetic Worms

その他AHS施設（リトル・インディア地区）、 劇団ワイルドライス

第1回シンガポール・ビエンナーレ（事務局）

アン・モ・キオ中学校

サブステーション、 Singapore Tyler Print Institute（シンガポール川地域のAHS施設）、

劇団ネセサリーステージ

宮城潤

NPO法人前島アートセンター 理事長

http://maejimaac.net

山崎優

横浜美術館主任指導員・子どものアトリエ担当

http://www.yaf.or.jp/yma/

池尻美紀

財団法人横浜市芸術文化振興財団

http://www.yaf.or.jp



1991年に情報通信芸術省（MICA）下に設置された公的機関で、シンガ

ポールの芸術文化政策の中核を担う。主な活動内容は、観客育成や芸

術団体に対する支援、アートフェスティバル事業の実施など。

カウンシル委員長をトップに、舞台芸術や視覚芸術、文学、観客育成、

プランニングなど9つの部門をもつ。財源は、政府による助成金や施設

使用料など約6千万シンガポールドル。

今回はアーツエデュケーション・プログラム（AEP）とアートハウジング・ス

キーム（AHS）を視察した。

お話を伺ったナショナル・アーツカウンシルの皆さん。左からAEP担当アシスタン

ト・ディレクターCHUA Sock Hwangさん、ディレクターのCHUA Ai Liangさ

ん、LIM Chwee Sengさん、アーツハウジング・スキーム（A r t s  H o u s i n g  

Scheme＝AHS）担当のPhyllis Toeさん。

最初に訪れたNational Arts Council（NAC）では、今回の視察で一

番印象的な言葉に出会うこととなる。それは、担当者による一通りの

説明と質疑を行った後の最後のやりとりでシンガポール国民のある

総意として「芸術文化が生活を豊かにする」と考えられているという

ことであった。普段、企画書を書く時や助成金の申請書などにはその

言葉の意味に近いことはたびたび登場させたり、教科書の類には必

ずといっていいほど載せられている使い古された言葉だ。今ではほと

んどリアリティを失ってしまっているような言葉がなぜ一番印象的

だったのかを考えると、NACの担当者たちにほとんど言葉の迷いがな

く自信を持っていたということに尽きるのかもしれない。

（西山佳孝／NPO法人アート・バーブズ・フォーラム）

ナショナル・アーツカウンシル・シンガポール　National Arts Council Singaore ��������������

NACの設立から16年。その使命として、「アートが生活の一部になるよ

うに」ということが掲げられている。それが叶っている例として、社会

派演劇で知られる「ネセサリーステージ」でのワークショップがあっ

た。その様子はまるで言葉による“脳の筋肉トレ－ニング”のよう。参

加者にとって「演劇」が、もはや見るだけのものでなく、より深く自分

と結びつき、自ら考え発言することによって彼らの自尊心へとつな

がっていっていることがはっきりと見てとれた。このようなワーク

ショップが、社会の中で当たり前の営みになっていることに感銘を受

けた。NACはそのような仕掛けができるアーティストに場所を与え、

助成をしている。大規模な複合文化施設「エスプラネード」や国際ビ

エンナーレに象徴される華やかな文化政策もありながら、一方では

アーティストに稽古場を安く提供し、教育的な営みが社会の中に根ざ

す「しくみ」も持っている。そこに政策の周到さを感じた。このきめの

細かさは、しっかりとした人づ くりをし、やがて創造的で活気のある

都市の基盤となってゆくであろう。

（山崎 優／横浜美術館主任指導員・子どものアトリエ担当）

シンガポール演劇界を担う俳優の一人、アイヴァン・ヘン氏が芸術監督

を務める劇団。劇団名のワイルド・ライスは「アートは食後のデザートで

はない、主食の米である」という信念に由来。

建国65年の若い多民族国家シンガポールにあって「シンガポール人とは

何か」を常に問いかけ、シンガポール・アイデンティティを社会に訴える

作品を発表し続けている。子どもたちへの働きかけにも熱心で、教育部

門「Project Chill Padi」を立ち上げ、ワークショップなどを実施してい

る。

劇団ワイルドライス　Wild Rice

俳優でありアーティスティック・ディレクターも務めるIvan Hengさん。

曰く、「アートはデザートではなく、心の（主食たる）米である」。

ここから（米：Rice）→劇団名Wild Riceが生まれたという。 

�������������������



Secondary School of Ang Mo Kioなども、学校とアーティストや団

体が直接やりとりしながらエデュケーションプログラムを展開する

が、学校側にもコーディネーターを兼務した専科の教員が存在して

運営が円滑に進むようになっている。……必ずしもシンガポールの学

校のシステムが100％とはいえないであろうが、日本でも校内にコー

ディネーター業務を兼任するシステムを持つ学校が出てきてもいい

のではないだろうか。

（西山佳孝／NPO法人アート・バーブズ・フォーラム）

アーティストによるパフォーマンス・ワークショップの模様。シンガポールの公用

語は英語だが、多民族国家ゆえ家庭によって英語習得レベルに差が出てしまうた

め、子どもたちにとって言葉を使用する演劇はとても効果的とのこと。 

シンガポール初の現代アートの祭典シンガポール・ビエンナーレ2006。

35以上の国と地域から83のアーティストが参加し、2006年9月から11月

にかけて開催された。アーティスティック・ディレクターは南條史生氏。

「信念(BELIEF)」をテーマに、歴史的建造物や寺院、ショッピングセン

ター、ストリートなど市内のパブリックスペース16カ所を会場に作品が

展示された。

開催に先立って出展作家がシンガポール国内の学校や市民を対象に

ワークショップを行ったり、会期中も学校教員を対象としたエデュケー

ションプログラム、テレビプログラムの実施、ボランティアガイドの活用

など市民を積極的に取り込むための様々な取り組みがなされた。

NAC内のビエンナーレ事務局長LOW Kee Hongさん（中央）。主に市民ボラン

ティアの活用やビエンナーレ教育プログラムについてお話を伺った。まだまだ現

代アートに関心の低いシンガポールで、市民を積極的に呼び込む工夫がいくつも

なされているという。

シンガポール・ビエンナーレの施策、「エンカウンターシリーズ」では、

パブリックアートが一般市民をアートに出会わせ、シンガポール・ビ

エンナーレへの関心の喚起を促した。印刷物などのパブリシティより

も、生活に溶け込んでいる場所ー宗教的な場所、デパートや街並みー

に招聘作家のパブリックアートを置き、人々がその作品について疑問

に思い、噂するという自発的な気づきから人々を巻き込んでいく手法

が使われていた。

シンガポールではボランティア活動の主眼はチャリティにあり、アー

トに対しての社会的認知度は低いということであった。横浜トリエン

ナーレのサポーターの登録数や活動の軌跡をみると、この点では横

浜にアドバンテージがあるように感じた。

シンガポール・ビエンナーレでは次回に向け、サポーターや市民への

啓発活動は継続されるとのこと。しっかりとした体制で次に臨む意気

込みであることを感じた。

横浜トリエンナーレは国家的事業ではないが、「国際展」としては世

界に名を連ねている。サポーターの登録数も第1回展、2回展を含める

と2000人近くになるはず。パブリックアートが市民を啓発し、啓発さ

れた市民がサポーターとなり、まちを支えていく。日本でも、そのまち

を支えるサポーターを教育する行政主導のしっかりとしたシステムが

必要と感じた。

（小島紫乃／はまことり）

シンガポール・ビエンナーレ2006、ビエンナーレ事務局　Singapore Beinnale 2006 （Scretariat） ��������������������������

ナショナル・アーツカウンシル（NAC）のアーツエデュケーション・プログ

ラム（AEP）を積極的に取り入れている中学校のひとつ。専科のコー

ディネーターが常勤し、レジデンスアーティストとコラボレーションして

プログラムを組み立てており、2005年にはAEPアワードで銀賞を受賞。

シンガポールでは、近年、政府の方針変更により学校の裁量権が広

がったこともあり、カリキュラムの独自性をPRするものとしてAEPへの

取り組みが盛んになっている。そのような学校では、教育プログラム

専任のコーディネーターを設置し、体系的にアーツエデュケーション・

プログラムを実施している。

アン・モ・キオ中学校　Secondary School of Ang Mo Kio ��������������������������������



「メイン・シーズン」（国内での演劇作品の創作発表）においては「シ

ンガポール人って何？」というお題を掲げ、コミュニティとのかかわり

を作品創作の主軸に据えている。小さな国土に多くの民族が混在す

るシンガポール。そこから浮かび上がったお題と方法なのであろう。

コミュニティへ出かけ、徹底したインタビューを行い、それをお芝居へ

と練り上げ、上演を通じて観客へ戻す。そんな、メイン・シーズンの確

固たるお題と方法。おそらくは、これこそが他の活動の動力にもなっ

ているのかもしれない。

（中野成樹／中野成樹＋フランケンズ）

アーティスティック・ディレクターのAlvin Tanさん。彼の脚本は高校の教科書教

材として取り上げられているとのこと。

「The Seven-Month Itch」のリハーサルを見学。観客が参加しながら一緒にス

トーリーを練り上げるフォーラムシアター形式。シンガポールではこのフォーラム

シアター形式が盛んに行われているという。左から脚本担当のHaresh Sharma

さん、飛び入り参加した一般の方、役者さん。

1990年設立。シンガポールで最初に誕生した独立系のコンテンポラリー

アートセンター。サブステーションの名は、旧変電所（サブステーショ

ン）施設を利用していることに由来。

設立当初は創設者である劇団の本拠地としての性格が強かったが、

1995年からは特定のカンパニーに偏らないパブリックスペースとして活

動を展開。展示やパフォーマンス、アートマネージメント講座、福祉分野

で活動するNGOと協働して社会問題をテーマにしたアートイベントな

ど、多様な活動をおこなっている。若いアーティストの発掘や育成にも

力をいれ、登竜門としての役割を果たしている。

年間運営費は90万シンガポールドル。うち自主事業収入が60％をしめ、

ほかにNACや民間からの助成金がある。 旧変電所を活用した施設。アーティスティック・ディレクターのAudery Wong Wai 

Yenさん（中央の女性）、ギャラリーにて。

サブステーションでは、社会問題をテーマにしたアートイベントが頻

繁に行われているという。

アーティストの社会への強い関心を感じた。

（池尻美紀／財団法人横浜市芸術文化振興財団）

サブステーション　The Sunbstation ������������������

社会問題への高い関心で知られる社会派劇団。1987年、現芸術監督の

アルヴァン・タンとハレシュ・シャルマが中心となり立ち上げた。1992年

より、教育部門Theatre for Youth and Communityを設立し、さまざま

なコミュニティの若者を対象としたシアターワークショップを展開。

2000年からは都心部を離れ、住宅地にあるマリナパレード・コミュニ

ティクラブ（公民館）という地域性の高い施設に劇場を設けて、コミュニ

ティに根ざした活動を展開している。

彼らの実施する教育プログラムは公立学校の正規プログラムにも採用

され、これまでに80万人が参加したと言われている。

劇団ネセサリーステージ　The Necessary Stage �����������������



シンガポールを代表する劇団のひとつ。

1990年代、イギリスからノウハウを取り入れて、シンガポールで最初に演劇

系の教育ワークショップを開始した。1991年には他に先駆けてフルタイム

の教育プログラムユニット「エデュケーション＆アウトリーチ」を立ち上げ、

小学生から社会人、舞台関係者まで幅広く教育事業を実施し、現在も活動

を継続している。

2006年のテーマは“Connecting through creativity”。

また、若手アーティストの発掘や育成、アジア各国のアーティストネット

ワークの形成に力を入れており、International Centre of Asian Arts

（ICAA）を設置したほか、海外アーティストとのコラボレーションも多く実

施。隣国のラオスにて多国籍のアーティストチームによるワークショップを

行うなど、国境を越えた活動を展開している。

マネージング・ディレクターのTay Tongさん（右）。1989年以来、シアターワーク

スに所属している方で、2003年よりラオスで行われているキャパシティ・ビルディ

ング・プログラム「The Continuum Asia Project」の中心メンバー。

1985年にシアターワークスは設立されて22年。2002年にアート教育

の部門を設け、さまざまなワークショップの企画や、コミュニティセン

ターや学校で技術指導などを取り組んでいる。アジア各国の人材を

マネージメントしてシンガポール以外にもラオスなどの周辺の国々へ

もプログラムを提供しており、優れた活動をしている。

また、SDEA（シンガポールドラマ教育者協会）のNoorlynah Mohamed

さんは、活動を通じて「アート教育に携わる人たちの権利を確立して

いきたい。」という。

アート教育者の経験や智恵を広く共有するためのネットワーキング

や情報戦略の必要性を感じた。

（杉浦裕樹／NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ）

劇団シアターワークス　Theatre Works

1階シアターのフロア

2階。右端の女性は一緒にお話を伺った役者のNoorlynah Mohamedさん。彼女

が参加するシンガポール・ドラマ・エデュケーター・アソシエーション（SDEA）では

メンバーが行ったワークショッププログラムの編集・出版を通じてプログラムの

質の向上に取り組んでいるとのこと。
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お話を伺ったLaura Soonさん（右）

10人のアーティストの運営による実験的コンテンポラリーアートスペース。美術館

と学校のプラットフォーム的な存在で、ラサール美術学校とのつながりが強く、若

手アーティスト支援に積極的に取り組んでいる。AHスキームを利用した施設の年

間運営費は約5千シンガポールドル。

NACが実施する芸術家支援のひとつ。

1985年、コミュニティ開発省の管轄で発足。当初はコミュニティを盛

り上げることを目的に、廃校となった学校を活用していたが、1990年

にサブステーションの設立者クオ・パン・クン氏らアーティストから

の働きかけにより、廃墟となった歴史的建築物をアートセンターにす

るアイデアが採用された。

政府所有の老朽化した施設をリノベーションし、市場価格の賃貸料

の90％をNACが負担。アーティストやアート団体に安く貸し出すシス

テム。現在シンガポールで活動するアート団体のほとんどがこのス

キームを利用している。

施設の多くは、植民地時代の歴史的建造物や戦時中に建てられた倉

庫などを活用しており、町並みの保存にもつながっている。

リトルインディア・アーツベル

ト（Little India Arts Belt）の

あるリトルインディア地区。こ

こには6つのアーツハウジン

グ施設が集中、通りの入り口

には表示もある。

アーツハウジング・スキーム I　NAC-AHS

プラスティック・キネティック・ワームス

Plastique Kinetic Worms
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1978年よりシンガポールでドラマ（演劇）を指導しているロジャー・ジェﾝキンスが

1997年に立ち上げた非営利団体。計6人のファシリテーター・事務員で活動し、演

劇を用いたコミュニティ・アウトリーチプログラムを専門に行っている。子どもク

ラス、青年クラス、シニアクラスがある。写真は「グローワーズ（Glowers）」という

50歳以上限定シニアクラス。学校向けの演劇プログラムや教師のトレーニングを

行うアーツエデュケーション、一般の大人から子どもまでを広く対象にしたアウト

リーチプログラムの2部門を持つ。

ドラマプラス・アーツ

Dramaplus arts
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インドの伝統芸能（舞踊、楽器）を教える団体。絵画やインド舞踊、伝統楽器の演

奏などを本格的に教授するスクールを運営している。

写真はインドの伝統楽器を練習する受講生。

バスカーズ・アーツ・アカデミー

Bhaskar's Arts Academy
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代表のSam Saidさん。

マレーの民族舞踊を教えるカンパニー。1965年からマレーのコミュニティに伝統

文化を伝える活動を開始。学校や地域を対象にワークショップをおこなう。

スリ・ワリサン・ソム・サイド・パフォーミングアーツ

Sri Warisan Som SAID Performing Arts Ltd.
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シンガポール・タイラー・プリント・インスティテュート（Singapore Tyler Print 

Institute）。専門的な機器を備えた版画工房。制作室からギャラリー、アーティス

ト・レジデンシー施設まで完備されていた。

お話を伺ったOng Boo Chaiさん（左）。制作スペースにて。

シンガポール川沿岸のアーツハウジング・スキーム施設。ここにも複数の

アーツハウジング・スキーム施設がある。アットホームなリトルインディ

ア地区と一転してスタイリッシュな雰囲気が漂い、テナントであるアーツ

グループの活動もインターナショナル。

アーツハウジング・スキーム II　NAC-AHS

シンガポール・タイラー・プリント・インスティテュート　Singapore Tyler Print Institute

2002年、NYで版画工房を主催するケネス・タイラー氏とシンガポール政

府の後押しで設立。版画の製作、技術開発、展示、販売をおこなうグラ

フィック工房。美術館やギャラリー、コレクターを対象に国際的にビジ

ネスをおこなう。NYのケネス・タイラー氏のグラフィック工房のコンセプ

トを踏襲し、アーティストの要求に応えられるよう専門的で高度な技術

をもつ熟練技術者を擁する。
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創造都市交流2006では、横浜市とブリティッシュ・カウンシルの主催により、

2006年9月と10月、「アーツ・イン・エデュケーション」をテーマに、コミュニティアートの歴史が深く

先進的事例の豊富な英国と、わずか10年ほどで急速に文化政策を発展させたシンガポールを訪問する

調査交流プログラムとシンポジウムを実施した。

訪問は、英国へは2006年9月24日～30日に、シンガポールへは2006年10月24日～29日にかけて実施したもので、

参加者はアートNPOやアーティスト、文化施設の担当者など、

アートを通じた地域へのコミットメントの視点をもつ人材、アーツ・イン・エデュケーション活動を展開している人材

および自治体担当者を選出。

どちらの国においても、現地アートNPO、アーツカウンシル、文化施設などと情報交流、意見交換をおこなった。

この訪問をうけて、2007年2月2日～3日に英国とシンガポールから専門家を招聘し、横浜市内の文化施設にて

シンポジウムを開催し、事例報告やパネルディスカッション、ラウンドテーブルをおこなった。

2日間でのべ262名の来場があり、アーツ・イン・エデュケーションに対する関心の高さを伺わせた。

■調査交流プログラム

［英国訪問］

2006年9月24日～30日

訪問先　アーツカウンシル・イングランド

　　　　セント・メリルボーン・スクール

　　　　クリエイティブ・パートナーシップ ロンドン イースト・アンド・サウス

　　　　テート・モダン

　　　　プレイス

　　　　ナショナル・シアター

　　　　ロンドン大学インスティチュート・オブ・エデュケーション

　　　　アーツ・アンド・ビジネス

　　　　ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジ クロスセクトラル・コミュニティ・アーツ課程

［シンガポール訪問］

2006年10月24日～29日

訪問先　ナショナル・アーツカウンシル・シンガポール、

　　　　プラスティック・キネティック・ワームス

　　　　その他AHS施設（リトルインディア地区、シンガポール川沿岸地区）

　　　　劇団ワイルドライス

　　　　シンガポール・ビエンナーレ事務局

　　　　アン・モ・キオ中学校

　　　　サブステーション

　　　　シンガポール・タイラー・プリント・インスティチュート

　　　　劇団ネセサリーステージ

　　　　劇団シアターワークス

4　事業概要



■シンポジウム 「創造都市交流シンポジウム　"アートがひらく学校・地域の未来"」

2007年2月2日（金）～3日（土）　横浜美術館レクチャーホール、BankART 1929、ZAIM

主旨　近年、アートを劇場や美術館から解放して、教育や福祉の現場で新たな可能性を模索する動きが広がっています。

　　　とりわけ、"子どもたちの人間形成にはアートとの触れあいや体験が欠かせない"という認識は、今や、欧米ばかりか

　　　アジア諸国でも定着するようになってきました。そのキーコンセプトは"Arts in Education（AIE）"。

　　　従来の芸術教育（Arts Education）の枠にとらわれず、アートの力を最大限に引き出す教育現場の実践が、

　　　世界各地で大きな成果をあげています。

　　　2年目を迎えた「創造都市交流」。視察先の英国、シンガポールで出会ったのは、まさしくそうした取り組みでした。

　　　アートが社会に多様性と活力を生み出し、私たちの未来を切り拓いていく̶ 。

　　　そんな可能性を両国のゲストを交えて探っていきます。

内容　［第1日目］　2007年2月2日　横浜美術館レクチャーホール

　　　子どもたちが、アートの力を吸収し、生きる力を養うには？　地域にクリエイティブな活力を取り戻すには？

　　　英国・シンガポールの実践的な取り組みを紹介しながら、そのヒントを考えます。

　　　イントロダクション

 吉本光宏（ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室長）

　　　基調講演

 「地域にアートの活力を̶英国アーツカウンシルのチャレンジ̶」アリソン・クラーク・ジェンキンス（アーツカウンシル・イングランド）

　　　海外事例プレゼンテーション

 「英国クリエイティブ・パートナーシップの目指すもの」スティーブ・モフィット（クリエイティブ・パートナーシップ）

 「芸術団体と教育を結びつけるシンガポールNACの戦略」チュー・アイ・リャン（ナショナル・アーツカウンシル シンガポール）

　　　パネルディスカッション

 パネリスト：中村透（琉球大学教育学部教授）、坂田映子（横浜市立上中里小学校校長）、アリソン・クラーク・ジェンキンス、テイ・トン（劇団シアターワークス）

 モデレーター：吉本光宏

　　　［第2日目］2007年2月3日　BankArt1928、ZAIM

　　　日本の現状や課題を踏まえた具体的な方策はどうあるべきか。どのようにして関係者のネットワークを広げ、

　　　実践に向けたパートナーシップを構築していくのか。各国のゲストスピーカーと視察参加者とともに

　　　次のステップに向けたアクションプログラム、具体的な実践方法のアイディアを探ります。

　　　ラウンドテーブルⅠ・英国セッション

 ゲスト：スティーブ・モフィット

 コーディネーター：ゴウヤスノリ（ワークショップ・プランナー）、宮浦宜子（NPO法人芸術家と子どもたち）

　　　ラウンドテーブルⅡ・シンガポールセッシン

 ゲスト：テイ・トン、チュー・アイ・リャン、チュー・ソク・ファン（ナショナル・アーツカウンシル シンガポール）  

 コーディネーター：宮城潤、 山崎優

主催　ブリティッシュ・カウンシル、横浜市開港150周年創造都市事業本部、財団法人横浜市芸術文化振興財団 

助成　国際交流基金

後援　文化庁、社団法人企業メセナ協議会

企画協力　NPO法人アートNPOリンク



シンポジウム

第1日目　パネルディスカッション

横浜美術館レクチャーホール

シンポジウム

第1日目　パネルディスカッション

中村透氏とテイ・トン氏、坂田映子氏

シンポジウム

第2日目　ラウンドテーブルⅠ・英国セッション

BankART 1929

シンポジウム

第2日目　ラウンドテーブルⅡ・シンガポールセッション

ZAIM


