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◇ももし学校支援本部ニュース 
ももし学校支援本部は、桃四コミュニティスクールとともに桃井第四小学校を支えています。  
【平成２３年１学期号】 
学校行事のサポート 
＊運動会…マナルル・中学生ボランティア  
＊まいまいハウスの支援  
＊サマープラン…英語アート教室・親子 DE 水遊びなど  
＊ウィンタープラン…人形遊び教室・書道教室など  
＊フラッグフット教室  
＊海外からの来訪者対応の支援…おもてなし隊  
＊お父さんのための学校探検ツアー  
＊図書ボランティア飾りつけ  
＊本の森のガイドさん  
図書貸し出し・整理  

 
〈環境整備活動〉 
＊美化ボランティア  
花壇の管理・清掃補助  

＊ビオト―プボランティア  
＊ホームページ支援ボランティア  

 
〈学習支援活動〉 
＊総合学習のサポート  
身近なプロフェッショナル（6 年）  
地域を知る（5 年）まち探検（3 年）  
トロールの森（4 年）昔遊び（1 年）  

＊学習支援ボランティア（少人数算数）  
＊読みきかせボランティア  
＊体力測定ボランティア  

 
〈ももし学校支援本部メンバー〉 
本橋岩治本部長 野田栄一 伊藤清江 谷原博子 高橋千佳子 千葉千代子 
藤村惠子 領塚 規惠  
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〈主な事業内容〉 
－会議・報告会－ 
＊定例会議（毎月１回）  
＊予算会議（年数回）  
＊ボランティア活動報告（年１回）  

・体力測定ボランティア（全学年） ６月１３日～１７日  
東京都の新しい指導要領により、低学年でも実施された２０ｍシャトルランをお手

伝いするボランティアの皆さん。1 週間で参加してくださったのべ人数は 100 人超！  
・読みきかせ（全学年） ６月１６日  

例年１～4 年生向けにおこなわれてきた読みきかせを拡大して、５・６年生にも

初めて実施。  
↑とても静かに集中しているところです。  

・運動会/中学生（卒業生）ボランティア  
募集が卒業後になったにもかかわらず、うれしい応募が！当日参加もあり、同窓

会のようでした。  
「よく来てくれたね！」 ｂｙ 川田校長先生  

・運動会・つなひき/PTA 学級部＋マナルル ６月４日  
運動会の学級部企画『つなひき』にマナルルが参加。新しいチアリーダー風の衣

装を急きょ製作しました。たくさんの方にご協力いただき感謝いたします。  
【マナ・ルル 掲示板】 

今年もすでにいろいろな活動がおこなわれているんだよ!!  
桃四にはたくさんの保護者や地域の方がかかわってくださっているのね～  

 
【平成２３年度ももし学校支援本部ニュース】 
最新情報  
〈トロールの森（４年生） ４月２８日〉 

図工と総合学習の実践授業として都立善福寺公園、トロールの森で野外アート展を開催。

多くのボランティアの方に手伝ってもらいました。  
〈身近なプロフェッショナル（６年総合学習） ５月１７日〉 

『体育館まるごとプロフェッショナル』がおこなわれました。  
パティシエ・仏サッカーチームのオーナーからユネスコ・建築関係、さらに今年は、東日

本大震災の被災地で活躍された消防隊員・物流関係・保健婦の方からも貴重なお話を聴くこ

とができました。  
〈蛍が飛びました!！ ７月３日〉 

幼虫 50 匹とカワニナを放したところ、蛍がかえり、ビオトープに小さなみどり色の光が！  
〈サマープラン〉 

４年前から夏休みに開催されている教室です。  
このほかにも、『英語 DE クッキング』・『親子 DE 水遊び』・『和体験・浴衣の着付け＋お抹

茶、＋和太鼓』などを開催。  
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【マナ・ルル 掲示板】 
〈ばっくなんばー〉 

読みきかせと飾りつけの会 テーマ『海』  
〈平成１９年度〉 

エコキッズ 『毎木調査』  
読みきかせと飾りつけの会 テーマ『森』  

〈平成２０年度〉 
エコキッズ 『資源とゴミ』  

〈平成２１年度〉 
読みきかせと飾りつけの会 テーマ『宇宙』  

〈平成２２年度〉 
・英語アート教室 『グレッグくんと遊ぼう』  
・㈱ウインローダー（物資を届ける仕事）  
・パティシエ（シフォンケーキ店）  
・フランスのサッカーチームのオーナー  
・ホンダ技術研究所の技術者  
・身近なプロフェッショナル（６年総合学習）  

体育館で、例年約 10 カ所のブースに分かれ、各方面で活躍されている方からお話を聴

きます。  
・ウィンタープラン  

平成２２年度より開催。『書道教室』↓ 『人形を作って遊ぼう』  
・まいまいハウス  

桃四で人気の夏休みのアートイベント。  
ダンボール箱で家を作り、体育館に村を展開。夜はカレーを食べて、体育館に一泊しま

す。たくさんの方がサポートしてくださいます。  
 
【ももしボランティア倶楽部・連絡係打合せ】 

川田校長先生にもご出席いただき各ボランティア連絡係から活動を報告。今後の要望や課題

などを話し合い、情報を共有しています。  
 
【ももしボランティア倶楽部】 
様々な活動をささえるボランティアの皆さんをご紹介します。  
＊学習支援ボランティア 
登録者数：約４０名 連絡係：須藤  
算数の授業で○付けなどをしています。○をもらった時の子どもたちの笑顔を見ると温か

い気持ちになります。 
＊図書ボランティア 読みきかせ  
登録者数：約２０名 連絡係：井口・植野・岡  
朝読書の時間を利用して、絵本の読みきかせをしています。子どもたちは真剣な表情でき
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いてくれます。全校一斉読みきかせも実現！ 
＊図書ボランティア 飾りつけ 
登録者数：約１０名 連絡係：冨永・長本  
図書室の廊下側の壁面を季節ごとに、桜・こいのぼり・あじさい・サマープラン・コスモ

ス・雪景色…などで飾っています。 
 

＊美化ボランティア 
登録者数：約２０名 連絡係：羽田  
季節や行事に合わせて、花壇に花を植えて、世話をしています。クリスマスには、キャン 

ドルスタンドの講習会をおこなっています。 
＊本の森のガイドさん 
登録者数：約２０名 連絡係：藤原・小萱  
図書の整理、本の修理、お昼休みの図書の貸し出しのお手伝いをしています。読みきかせ

で使った本もディスプレイしています。  
＊ビオトープ ボランティア 
登録者数：約１０名 連絡係：加畑・石井  
校長先生のお声かけで先生・地域・保護者が集結。現在、草木の手入れなどをおこない、  

蛍が生息するビオトープを夢みて活動中です！ 
＊ホームページ ボランティア 
登録者数： ４名 連絡係：未定  
ホームページ充実のため、募集に応えていただいた４名のニューメンバーで発足しました。  

今後のホームページにご期待ください!!  
＊マナ・ルル ボランティア 
登録者数：約１０名 連絡係：今村  
学校行事やイベントで、マナ・ルルちゃんが登場する時にお手伝いや応援をしています。  

学校の外に出張することもあります。  
 
 
 



参考資料 

 - 5 -

 
 

 



参考資料 

 - 6 -

 
 

 

玉川大学教授 小松郁夫先生をお招きしての講演会 

8/２５（木）の第５回 CS 運営協議会では、CS 桃四のスタート時からの６年間、運

営協議会会長として組織を支えて下さった玉川大学教授小松郁夫先生が桃四に来校し

講演を行って下さいました。保護者が一方的に学校に注文・批判をするのではなく、

学校・地域・保護者が互いに共通意思を形成していく「熟議型」の新しい公教育の創

造について、また地域も保護者もみんなで考える「私達の学校」の未来など、２１世

紀型のCSを考え、またそれを桃四が目指していく上で、大変興味深い内容でした。小

松先生は３・１１大震災後、津波による甚大な被害を受けた岩手県山田町・大槌町を

数回にわたり訪問調査されたそうです。その際に撮影された写真を見せたいただきな

がら貴重なお話もお聞きすることができました。危機対応には共助が重要であり、被

災地では学校こそがその共助の中心にあり非常に貴重な公共施設となっている、と小

松先生は実感されたそうです。また学級経営が非常事態下での危機管理に大変役立ち、

学校の先生方の頑張りが素晴らしいというお話でした。被災地の子供たちは元気を取

り戻しつつあり、子供たちの元気が大人たちの元気につながっているそうです。逆境

の中でこそ学ぶことは多く、大変ではあるが子供たちが育つチャンスでもある。とて

も印象に残るお話でした。 

 

↓第５回（8/25 木）第 6回（9/22 木）協議会からピックアップ↓ 

うれしい悲鳴！？大盛況の学校支援本部イベント 

夏休みに行われた恒例「まいまいハウス」には、今年度は児童７８人＋同数の保護

者の方々の参加がありました。「スタート時は５０人を超えたらどうしよう、と話して

いましたが、もうすぐ１００人の大台で…うれしい悲鳴です。」（学校支援本部・野田

さん）数々のサマープランも同じく盛況でした。また、先月行われた「お月見の会」

には予想をはるかに上回る、児童・保護者を合わせて２００人を超える参加がありま

した。お団子づくりのボランティアには１９人もの保護者の方が名乗りを上げてくだ

さいました。ありがとうございました。 

今月は地域の方のご協力をいただいて「着物の着方教室」も開催します。是非、ご

参加ください。ウインタープランについての準備も始まっています。 
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6 年生弓ヶ浜移動教室報告 校長先生から裏話を一つ 

校長先生が協議会の校長挨拶の中で普段は話さない裏話として、弓ヶ浜期間中の

色々をお話してくださいました。「当日朝、6年担任は6時には学校に到着しています。

すると警備の方は 6 時開門のために 5 時半に来校しなければなりません。大変なこと

ですが、とても気持ちよく門を開けて下さいます。そして 6 年の担任の先生だけでな

く、早朝他の教員たちも続々とやってきます。教員たちは 6 年の行事ではなく弓ヶ浜

を学校の行事と認識しているのです。弓ヶ浜の引率から帰ると、校長室でささやかな

お疲れ様会を留守中の教職員達が準備してくれています。桃四では子供たちのために

多くの人が色々な形で助けてくれている、今回の弓ヶ浜でも本当にそう感じました。」

天候にも恵まれ、先生方からの報告で今年も子供たちが大きく成長したことも伝わっ

てきました。「ずっと渋滞してほしい、との声が。」（吉田教諭）「津波のための避難訓

練も真剣に取り組んでいました。急な坂道も黙々と上りました。」（斉藤教諭）「一生に

残る思い出を作る。男子と女子の距離を縮める。この二つの目標のために肝試しを担

当しました。」（竪山主幹）竪山先生の肝試しについては是非お子様から楽しい思い出

話をお聞きください。 

各学年の子どもたちの様子 

1 年生 一段と成長！意欲満々で 2 学期スタート。すべて 5 時間授業になりました。週

末に「あのねノート」という宿題がはじまりました。週末にあった出来事をノートに書

いて週明けに提出するものです。簡単な文章を書くことから始めていますが子供たちは

とても意欲的。またご家庭でも誤字・脱字などを少しみていただくことで、子供たちの

力がさらに伸びそうです。保護者の方々の協力を得られることはとても力強いです。（栗

林教諭） 

 

2年生 生活科で校外での学習の機会が多いです。1学期は公園探検をしましたが、2学

期はまち探検に出かけます。生活科サポーターの保護者の皆様にはお世話になり感謝し

ています。秋の生活科見学では、1・2 年生は徒歩で武蔵野中央公園まで行きます。（渡

部教諭） 

 

3年生 発表の仕方・態度、高学年に近づいています。2学期は杉並区を知る授業や行事

が多くあります。（松本教諭） 

 

4年生 夏休みが終わって一回りも二回りも成長したように感じます。10/29の区の長縄

跳び大会に向けて練習を頑張っています。（荒井教諭） 

 

5 年生 弓ヶ浜で６年生が不在の間、自分たちが桃四を守る！という意識でがんばって

いました。委員会でも活躍。校旗を揚げる手伝いもしてくれていました。   （三村

教諭） 
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今回の協議会にもとても多くの先生方がご参加くださいました。「新しい先生方も多い

のに、先生方同士の雰囲気がよく溶け込んでいる感じがして素晴らしい。先生方の報告

内容は良いことが多いが、悩みや問題があれば協議会でお話しいただいて皆で考えるの

も良いと思う。」（高嶋委員）この高島委員の意見に賛同する声が多く上がりました。 

↓是非ご参加ください↓皆様のご参加お待ちしています！ 

10/14(金)ももしまるごとコミュニティ  

今年も保護者の皆様に参加していただくディスカッション形式でのまるごとコミュニ

ティを計画しています。（昨年度大好評でした！）CS 協議会会長の西山様をはじめ、地

域の方・CS 委員・PTA・保護者…多彩なパネラーの方々を迎え、限られた時間ですが、

大いに語り合いましょう。もちろん、私は聞いているだけで…の方もご参加大歓迎です。

詳細は今後配布されるご案内をご覧ください。 

 

1１/７(月)CS スマイルティータイム  

現在企画中。コンセプトは 1 年生から 6 年生までの保護者の方々が入り交っての楽し

いティーパーティー。ドレスコードは平服で。育児のこと、学校のこと、その他いろい

ろ、気軽におしゃべりしませんか。というものです。 

 

1１/１８(金)11/19（土）ももしフェスティバル 

＆トロールの森 アートフェスタ  

芸術の秋。今年のももしは芸術が熱い！まず秋の学芸行事、ももしフェスティバルが

行われます。従来の学芸会と違う点。それは地域や保護者の方々も参加予定ということ

です。今年は PTA コーラス部・地域のフラダンス愛好会の皆様が出演予定です。二つ目

には、「ももしフェスティバルが地域の文化的行事に広がっていったら。」（川田校長先生）

を受け、図工の本永先生やCS村田委員が中心となって善福寺公園から発信してきたアー

トのイベント「トロールの森」も10年目の今年、拡大開催をします。例年は4年生だけ

がこのイベントに参加していましたが、今年は全学年が何らかの形でこのトロールの森

に参加予定です。外国人アーティストの方々との夢のある素晴らしい企画が計画されて

いますのでご期待ください。ももしフェスティバルと地域の様々なアートイベントがリ

ンクしながら、大きなアートフェスタ、アート月間になったら素敵ですね。 

23度第７回営協議会 １０月１４日（金）１３：００～（図書室） 
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１、２、３学年保護者様へ 

レオ・ファンダークレーさん特別授業のお知らせ 
２０１１．９．９ 

桃四コミュニティスクール 
校 長 川田  忠 

図画工作科 本永 安芸夫 
芸術の秋がやってきます！ 
今年から桃四の秋の行事として「ももしフェスティバル」が毎年行われることになりました。桃四

から発信する、地域へ広がる新たな学芸行事のスタートです。 
そして、地域の善福寺公園における野外アート展「トロールの森」も今年で１０年を迎えます。「ト

ロールの森」では毎年、図工、総合的な学習の時間において４年生との交流を行ってきましたが、１

０周年の今秋は特別に全校児童と様々な形で活動を展開し、地域に子供たちの活動を広げたいと考え

ています。各学年ごと国内外のアーティストとの活動を企画していますが、そのスタートとしてオラ

ンダの写真家レオ・ファンダクレーさんをお招きし１，２，３年生の三学年による特別授業が実現の

運びとなりました。 
＜作家紹介＞ 
レオ・ファンダクレー（オランダ） 

・オランダ、ドイツを中心に活動を広げている写真家 
・オランダ大使館後援、文化庁招へい作家  
・４年前「トロールの森」にて桃四小４年生と活動、展示発表 
・現在、遊工房アートレジデンスに滞在、制作活動中 
<活動内容＞ 
１，２，３年児童が各々自由にポーズをとり全身像をレオさんが撮影。撮影後、個々の姿を A4 にプ

リントアウトし、ラミネートしたものを自分たちで加工、群像にする。 
出来上がった群像を体育館内に展示し、トロールの森展オープニングと桃四フェスティバルにて発表。

またレオさん帰国後、オランダ、ドイツにて同データにて作品発表。 
＊この度の表現活動においては個人の氏名等は明らかにされませんが、写真撮影をもとにしたもので

あり、そのむねのご了承をいただきたく、希望をとらせていただきます。 
 
                    切り取り線               
●下記項目の番号に○をして９月１３日（火）までに担任まで提出をお願いいたします。 
 
・レオ・ファンダクレーさんの特別授業における写真撮影について 

１．同意する             ２．同意しない 
 

・レオさんの作品としてオランダ、ドイツでの作品発表を発表することについて 
１．同意する             ２．同意しない 
 

  年  組 児童氏名            保護者氏名           印 
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 善福寺公園とその周辺を舞台にした野外アート展 

「トロールの森2011」が 

  いよいよ始まります！ 

 

今年で 10 周年を迎える「トロールの森」野外アート展。11月 3日～23 日の 3週間、17

名のアーティストによる野外展示と、8 組のパフォーマーによる芝居やパントマイム、

かっぽれなどの多彩なパフォーマンスが、善福寺公園と遊工房アートスペース、桃井第

四小学校を舞台に繰り広げられます。 

桃井第四小学校では2005年から「春のトロール」として4年生がアーティストとともに

つくった作品を善福寺公園下池に展示、そして2007年から秋の野外アート展の鑑賞を行

ってきました。今年は全学年がアーティストの作品づくりにかかわったり、アーティス

トと交流する特別授業が行われるほか、校庭や体育館でアート作品が展示されるなど、

このアートイベントと連携した活動が展開されます。この秋、公園を散歩しながら子ど

もたちと一緒にアートについて語り合ってみませんか。 

 

 「トロールの森 2011」と桃四小とのかかわり 
その１ ●１年生～６年生まで、全学年が作品づくりにかかわっています 

その２ ●４年生は、11月 8日に「トロールの森2011」特別授業があります 

その３ ●オープニングは桃四小体育館で 

  子どもたちが参加しての「０円均一桃四商店街」企画もあります 

その４ ●桃四小体育館や校庭にアーティストの作品が展示されます 

その５ ●土曜教室のアートキッズの子どもたちが参加したビデオ作品も上映 

 
 
 

【参加アーティスト】 

井上 幸次郎／石井 隆浩／ジェイミ・ハンフリーズ／川上 和歌子／黒野 裕一郎／レオ・ファンダク

レイ／丸山 芳子／丸山 常生／村山 修二郎／西山 仁／岡田裕子／カトリン・パウル／ヤック・ピ

ーターズ／ビリー・スタイルズ／高島 亮三／アンテイ・イロネン／横山 飛鳥  

 

【参加パフォーマー】 

かぽーれ・かぽーれ・よいとな／ぜんぷくトリオ／橋本フサヨ／Fantastic Girl／ラジオぱちぱち／スカベ

ッキ／辻康介・鳥越けい子／オルタナティブ人形劇団「劇団☆死期」 

2011・11・3（木・祝）～2011・11・23（水・祝） 



参考資料 

 - 11 -

子どもたちとアーティストとのかかわり 

レオ・ファンダクレイさん……………………期間中体育

館で展示 
 

■子どもたちのポ―トレートが作品に！ 

子どもたちが思い思いのポーズで“決めた”ポートレートを撮影。その写真をラミネートし、再度子ど

もたちが加工し、ビニールの帯に描かれた善福寺のイメージ画の上に組み合わせて作品にしました。期

間中、体育館の壁に展示されます。 
 

村山修一郎さん……………………期間中の登下校＆特別授業 

 

■ランドセルアートが通学路を闊歩する 

キャンバス地でつくったランドセルのカバーに、善福寺公園をイメージした絵を描きました。花だった

り虫だったり、木々などのほか、猫を描く子も。11 月 2 日からはそのランドセルを背負って登校。ト

ロールの森開催中は、これまでとはちょっと違う朝の風景が出現します。また、11 月 8 日の特別授業

では、全員がランドセルを背負って公園に行き、クラスごとにランドセルとともに工夫を凝らした集合

写真を撮影します。公園のアートを鑑賞するだけでなく、自分たちもパフォーマーとして動くアートの

一員に！公園内に点在する村山さんの作品を探すスタンプラリーも予定しています。 
 

丸山常生さん………………………………………西門付近 
 

■ワークショップで撮影した写真を作品に生かす 

子どもたちが丸山さんとのワークショップで、「空」「シルエット」「友だち」をテーマに作品を撮影し

ました。子どもたちの写真をもとに、宇宙から見た地球をイメージしたのぼりをつくり、公園と西門付

近の校庭に掲げます。大空をバックに、子どもたちの思いをのせた地球がはためきます。 
 

ビリー・スタイルズさん…………………………善福寺公園上池 

 

■海洋生物の食物連鎖から、自然の調和の大切さに思いをはせる 

生物の多様性と自然の調和の大切さを海洋生物の食物連鎖から考えていきます。豊かな森が運ぶミネラ

ルが豊かな海をつくり、多様な生物のいのちが育まれます。ベニヤでつくった、さまざまな形の魚の上

に、子どもたちがイメージをもとに着色します。作品は上池の２カ所に展示される予定です。 
 

高島亮三さん…………１１月３日（祝）オープニング・イベント＋期間中 

 

■０円均一 桃四商店街、開店！  

子どもたちに事前に配布した「０均箱」のダンボール箱に不用品（ゴミではない

けれど、もう自分では必要がないモノ）を入れ、０円で売り買いする「０円均一

商店」が１１月３日（祝）午後３時～４時半、桃四小体育館でオープンします。 

3 日以外でも、トロールの期間中、都合のいいときに自分の家の前に０均箱を出

しておけば、いつでも新装開店♪期間中、桃井第四小学校の学区域のあちこちで、

０均ショップが開店しているかもしれませんね。 
 

ジェイミ・ハンフリーズさん………………………西門前で投影 
■校庭にチョークライナーで絵を描く 
 

２年前から、土曜教室「アートキッズ」で講師を務めるジェイミさんが、子どもたちと一緒に校庭にチ

ョークライナーで絵を描きました。その様子をまとめたビデオ作品（サウンドトラックは音楽家の池田

哲さんの指導により子どもたちが制作）を上映します。 オープニング当日は体育館で、それ以外は、

１１月５日、１２日、１３日、１９日、２０日の夕方５時半～８時まで、西口扉付近に投影します。 

 
 

  1年～３年生 

    ４年生 

    ５年生 

    ６年生 

    全学年 

  アートキッズ 
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 11 月 8日（火）の特別授業では何をやるの？ 
「見つけたシート」をもとにアート鑑賞。アーティストとの交流も 
春のトロールで作品をつくった４年生を対象にした特別授業です。１校時～４校時まで、子ども

たちが工夫を凝らして描いたランドセルを背負って善福寺公園に繰り出します。１００名の子ど

もたちのランドセルの行列は楽しそう！ 公園では、アート鑑賞の手引き「見つけたシート」を

持って、アートを見てどんなことを感じ、発見したかを書き留め、メッセージをアーティストに

送ります。また、時間を決めてランドセルを集め作品として観てもらいます。 

当日は、ランドセルアートを企画した村山修一郎さんのほか、ビリー・スタイルズさん、カトリ

ン・パウルさん、ヤック・ペーターズさん、アンティ・イロネンさんと、４人の海外からのアー

ティストも参加し、子どもたちと交流します。 

またパントマイマーの橋本フサヨさんも公園内でパントマイムを披露。どんな出会いが待ってい

るでしょう？ 

 

11月3日（祝）は、桃四小体育館でオープニングイベント♪ 
「トロールの森2011」が幕をあける１１月３日、善福寺公園でパフォーマンスとアートツアーが、

午後 3 時からは桃井第四小学校体育館で、オープニングイベントが開催されます。高島亮三さん

の「０円均一桃四商店街」がオープンするほか、舞台では「トロールの森 2011」のアーティスト

の作品紹介ビデオの上映、作家紹介と交流会が予定されています。また、ラジオぱちぱちのカフ

ェコーナーもあります。 

ぜひ、お子さんと足をお運びください。 

 

◆於・善福寺公園 

10：00 ライブ紙芝居「黄金バット」 

ラジオぱちぱちによる連続ラジオドラマ「黄金バット」の実演版。おなじみの黄

金バットと大悪人ナゾーの決闘の舞台は大空へ！巨大ロボット・怪タンクや善福

寺池のカッパたち、インド方面から来た怪しい男にボリウッド舞踊団が入り乱れ、

善福寺公園を笑いと感動の渦に巻き込む。 

10：30 かっぽれ 

善福寺のかっぽれグループ「かぽーれ・かぽーれ・よいとな」による江戸

芸かっぽれ踊り。粋な江戸芸としての情緒が見どころです。 

11：00 ライブ紙芝居「黄金バット」 

11：30 かっぽれ 

12：30 アートツアー（～15：00） 

出展作家が自作を解説するアートツアー。制作意図や発

想のヒントなど、作品をより深く理解するために、ぜひ

ご参加ください。 

オープニングのこの日は、善福寺公園のアートを鑑賞し

たあと、桃井第四小学校隣の遊工房アートスペースで展

示されている作品を見て、体育館のオープニング・イベ

ント会場へ。 

 

◆於・桃井第四小学校体育館 

15：00 ０円均一桃四商店街（～16：30） 

15：30 作家紹介＆交流会 

 

※18：00 からは、遊工房アートスペースで、引き続き作家との交流会を予定してい

ます。 

 みなさまのご参加をお待ちしています。 
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「トロールの森 2011」の会期中は、いろんなイベントが目白押し！ 
11月 3日～11月 23日までの3週間のアートイベント。会期中の祝日と日曜日は、アートツアー

やパフォーマンスなどのイベントがいっぱい。また、青空のもと公園でゆったりとお茶できるラ

ジオぱちぱちによるカフェも出現。11月 18日＆19日のももしフェスティバルも含め、まさに芸

術の秋です！ 

 

※イベントの詳細は、後日お配りするチラシや、公演に掲示するポスター、ホームページをご参照ください。 

※11月 8・10・15・17・22日の10：30頃～または14：00頃～ 橋本フサヨさんのパントマイムがあります。 

  

 

ラジオぱちぱちライブカフェ 
ラジオぱちぱちが運営する 

「トロールの森」限定 

善福寺公園内カフェ。 

コーヒー、紅茶と手作りのお菓子で 

秋の公園でまったり。 

ラジオのライブ放送も予定しています！ 

 

毎日曜・祝日 12：00～16：00 

 

◆ボランティア募集!! 
 

作品の設営や、期間中の作品の見回りなどに協力いただける方を募集しています。 

興味のある方は、遊工房アートスペースまでお問い合わせください。 

◎問合せ先youkobo@gmail.com 〒167-0041 東京都杉並区善福寺3-2-10 

TEL：03-5930-5009  

 

主催 トロールの森実行委員会 

後援 東京都、杉並区、杉並区教育委員会、杉並文化協会 

協力 杉並区立桃井第四小学校（桃四コミュニティスクール）、都立善福寺後援、新町商栄会、ラ

ジオぱちぱち 

協賛 芸術文化振興基金助成事業、すぎなみ文化芸術活動助成基金助成事業、 

   EUジャパンフェスト日本委員会、遊工房アートスペース 他 

●詳しい情報は 

http://www.trollsinthepark.com/ 



参考資料 

 - 14 -

２０１１「トロールの森」春展 太田黒さん 特別授業 

                               図工科 本永安芸夫 
 

図工の時間、子どもたちは造形活動を通し形や色、材料や道具だけでなく友だちや場所等と

のかかわりから自分の意味をつくっていきます。善福寺公園を舞台にした『トロールの森』の

活動はそんな子どもたちの造形活動を学校から飛び出し地域へ広げた試みです。共に活動する

アーティストや造形活動を支える地域、PTA、学生ボランティアなど様々な人とのかかわり、

公園の豊かな自然とのかかわり、公園を憩いの場としている地域の住民とのかかわり、子ども

たちの造形活動を通したかかわりは広がっていきます。 
『トロールの森』春展は今年で７回目となり学校、地域にも知られるようになって来ました。

多くのかかわりによる子どもたちの心の育ちと共に『トロールの森』と交感した地域の人々の

心に温かさを広げていってくれることを願っています。 
さらに秋にはプロのアーティストによる『トロールの森 秋展』を鑑賞しアーティストとコ

ミュニケーションをとる活動へと発展していきます。また、『トロールの森』の活動は学年テ

ーマを｢自然｣とした４年生の総合的な学習の時間の出会いの活動の一つでもあります。 
 

（対象） 
桃四小４年生 １,２,３組   

 
（内容） 

新進気鋭のアーティストである太田黒衣美さんを GT としてお招きし造形活動を行なう。グ

ループで制作した作品を都立善福寺公園に「トロールの森」春展として展示発表する。 
 
（制作）  

図工授業 ４月各クラス２回にて作成 
 
（展示活動） 

1.2.3 組合同 ４月２８日（木）3.4 時間目 
 
「トロールの森」春展 ４月２９日（金）～５月６日（金） 
作品展示と共に公園管理事務所にて子どもたちの制作の様子、トーロールの実践記録写真を展

示発表を予定しています。また、会場にてこの度の震災により被災した子どもたちに画材を送る

活動を行いたいと考えております。 
 
（作品搬出）             
５月６日（金） ４：００～４：４０  
＊協力 遊工房アートスペース、都立善福寺公園  

 ＊PTA ボランティアに展示、会期中見回り、搬出をお手伝いいただいています。 




