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アクアート 2012 を終えて

今年のアクアートも「緑と海洋きらめく町」奄美大島の瀬戸内町「嘉鉄」
で開催されました。この地域は大島海峡の東入り口に面し、南はカケロマ島
の東側を望み、あくまで青い空、周囲は深緑が映える風光明媚な所です。海

が催されました。
今回は特に「かごしま文化芸術活性化助成事業」として認められました。今
後も水中展覧会を通して地域の活性化と自然環境保護への取り組みについて
考える展覧会にしたいと考えております。
台風の影響で条件が良くない中での開催となりましたが、無事終えること
ができました。多大なる協力を頂いた関係者の皆様に感謝いたします。
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『刺胞動物門花虫綱』
『およぐき』
W : 20 × D : 60cm ×Ｈ : 25cm ／ 流木、貝、漆、箔、植物など
染谷 聡 ／ Satoshi Someya
砂浜にある流木は しばらく ぷかぷか 海との生活でその姿を「海のもの」に近づけようとしたかのように見えます。
今回の作品はそのような流木を生き物に見立ててそれらを海に帰そうと思いました。
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W : 100 × D : 100 ×Ｈ : 30cm ／ 鉄
田島 史朗 ／ Shirow Tajima
『しほうどうぶつもんかちゅうこう』と読みます。
これ珊瑚の分類名です。 造礁サンゴは分類上の名前でなくて、その総称です。
すべての造礁サンゴは動物であり、褐虫藻と共生しています。
褐虫藻は光合成しながら石灰質の骨格を作ります。 私もその仲間に入りたく出品しました。

珊瑚・褐虫藻・田島史朗。
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『海を縫うように』
W : 80 × D : 80 ×Ｈ : 80cm ／ ビニール傘、刺繍糸、レース糸など
市川 陽子 ／ Yoko Ichikawa
奄美の海を泳いで、透明な海のなかに刺繍してみたいと思った。
波も水の流れも縫い止めることはできないけれど、
透き通る青を思い出し、海中の光や音の記憶を模様に込めたい。
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『UOSHIRO Ⅱ』
W : 120 × D : 60 ×Ｈ : 85 ～ 280cm ／ 陶、鉄、布

國松万琴＋京都府立城南菱創高校美術部員 ／ Makoto Kunimatsu ＋ Kyoto Prefectural JonanRyoso High School
「UOSHIRO」の第２弾は、色とりどりの積み木の陶器を 並べ重ねた「お城」です。白、黄、青、そしてピンク。
これらの色が水深によって色が吸収され変化し、全体的に青いお城になります。
とんがり屋根にはサンゴを移植し、旗を海中になびかせます。
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『守るべきもの』
『ナニ、ナニ、な～に 』
W : 215 × D : 45cm ×Ｈ : 45 ／ 防虫ネット、カッティングシート、発泡スチロール、ビニールパイプ、鉄
竹内 俊子 ／ Toshiko Takeuchi
つねに躍動している、変化している、おもしろい海の中。
私達に対して、何かうたっている、おしゃべりしている。
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W : 100 × D : 100 ×Ｈ : 80cm ／ 鉄、プラスチック
又吉 賢昌 ／ Kensho Matayoshi

今、この地球は異常気象が世界的に起きている。
大地震、大津波、大雨、竜巻、温暖化、など これは、自然の周期的なものか、
人工的な影響なのかは、わからないが・・・
しかし人工的な大量の二酸化炭素の排出は地球に大きなダメージを与えている。
この大切な地球をいつまでも守って行きたい・・・
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Aquart Art Program 2012

「アクアートの試み」
アクアートは 1997 年から開催され、今年で 15 回目を迎えま
した。水中や水面を舞台として様々な表現が試みられてきまし

アクアート アート・ディレクター
田島 史朗

た。また 2010 年から海中に作品を数点残し、サンゴを移植す
る『未来の玉手箱 プロジェクト』も試みています。

アクアート (AQUART ) とは？
アクアート (AQUART) とは、AQUA ＋ ART の造語
です。海の環境と人間の創造活動との共生のもと、奄
美大島の素晴らしい環境資源をアートと共に再発見
し、美術・環境への意識を高めていく水中の展覧会名、
また関連するプログラム名、そして運営団体名です。

奄美大島って？
会場となる瀬戸内町は、鹿児島から南に 400 キロ
ほどの奄美大島本島の南に位置し、大島海峡をはさん
で加計呂麻島、請島、与路島の有人 3 島からなる人口

約 1 万人の町です。平地は少なく、300 メートル程度
の山岳地が連なり、海岸線は典型的なリアス式海岸を
形成し、多くの集落はその海岸線にあります。主な会
場となる嘉鉄集落は瀬戸内町の中心である古仁屋から
車で 10 分程度の大島海峡を望む入江内にあります。
ワークショップ活動など陸上で行う企画は、主に集落
内で行います。また展覧会は集落から 700 メートル
の沖合の水深 8 メートル前後の海中で行なわれていま
す。透明度が高く、海底は白い砂地、海峡に面してい
の入れ替えは大きいなどの諸条件が他にない特徴を有
しています。

は浮力にあります。海中による浮力は、海水より比重

私たちの陸上での日常も約 1 気圧の中で多少の浮力
や風雨などの諸環境にさらされています。これが水中
の世界になる
と、陸上生活
よりも環境の
変化に敏感に
なります。気
温の 1 度より
も水温の 1 度
の変化はより
大きく感じら
れますし、ま
た台風などの
暴風は別とし
て風よりも潮
流は、わずか
に流れるだけ
で体を支える
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『Eco(T_T)ladder』 2010 日下部 雅生

ほど粘り強くあたります。
しかし、これら変化する環境の中で一番大きな違い

水中展覧会というもの

マネン崎展望所からの眺め。

『 響く - 同化のリズム - 』 2010

る為に大きく波の影響は受けないが、潮位による海水

事ができない

の重い軽いで浮き沈みが決まります。陸上の世界にお
いては、重い軽いの違いはありますが、大半のモノは
下に落ちます。しかし海中では比重 1.024（海水温
24 度）を境に、浮くもの、沈むものといった物理的
な比重によってモノを識別することになります。
これら浮力によって作品の設置方法が変わってきま
す。重い素材を浮かべるには空気を利用するのが効果

野田 早穂美

まいます。逆に作品が少しでも浮けば、水圧の低下か
ら体積は増し、浮力は増大して水面まで作品は浮いて
しまうなど水深による変化は大きく現れます。
これに加えて干満の差による潮流は、1 日 2 回ずつ、
大潮の時が最大で、干満の差は 2 メートル以上になり
ます。そして透明度は、霧でもでない限りある程度遠
くまで見える陸上に対して水中では透明度が場所や状
況によって大きく変わります。濁る海では自分の手が
見えませんが、綺麗な海では 50 メートル先も見えま
す。また色相の変化も著しく、距離によって最も赤系

的ですが、なかなか簡単ではありません。空気による
浮力は水圧の影響を受けるからです。
陸上においても気圧の変化はあります。低気圧の接
近で気圧は下がりますし、山に登っても下がります。
しかしその変化は 1 気圧のもとで多少の増減を繰り返
すもので極端な変化ではありません。水中での変化は、
水深によって変わり、水深 10 メートルでは陸上の約
2 倍の圧力がかかります。例えば水面で 500ml のペッ
トボトルが半分の大きさになってしまいます。これは
先ほどの浮力と関連しますが、体積が半分になれば、
浮力も半減してしまいます。微妙なバランスで作品が
浮いている状態で、何かしらの影響で作品が少し沈め
ば浮力は水圧によって徐々になくなり作品は沈んでし

サンゴの根元にヘチマを薄く巻き、差し込む。
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⇒

⇒

『 未来の玉手箱

ＰＡＲＴⅡ』 2011

2012 撮影

又吉 賢昌

数多くの魚が住み着いている。

⇒
『- 結晶 - 海底から』 2010

田島 史朗

2012 撮影 2 年弱でサンゴは成長し、ソフトコーラル
は自然に付着した。魚も住み着いていた。
『 森からのメール 』 2011

2012 撮影

鉄には付着しやすい。

が退色が速く紫へと変化します。金属の素材なども電

るものの、当時の珊瑚の状況に戻っていないのが現状

奄美の人たちは、海に入らない人が多い。作品を見

も持ち合わせています。今後の課題として、保存する

位差による腐食など、普段の日常では考えられないよ

です。そして何より水質の悪化も著れています。私た

学することで、たくさんの人に海の中を覗いてもらい

実験的に設置する作品の場所は変更も含め考えなおす

うなことが起きます。

ちにとって海の素晴らしさ、美しさに感動したことか

たいと思います。また地域の要望もあり、作品を毎回

必要があります。

らはじまった活動であり、また創作の場でもある海の

すべて撤去していましたが、2010 年より、数点残し、

水質の悪化は作品が見えなくなるなどの具体的な課題

そこに珊瑚を移植する試みも行いました。

海からみえるもの
これら諸条件の変化は、新しい意識や表現方法の変
化が生まれます。いかに普段の日常生活が限られた世
界観の中で生活しているのか、しかしその影響は意識
を超えた所にまで及ぼしているという現実です。水が
循環する中で海と山はつながり、人と海もつながって
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竹内 俊子

として現れています。これら課題を認識した時に、ア

海底で折れた枝サンゴは、そのままでは砂に埋もれ

クアートの方向性もより社会性を持って活動していく

て死んでしまいます。折れた枝サンゴを作品に固定し、

ことに決まりました。

移植することでサンゴは育つのではないか？という試
みです。移植はとても難しいことです。珊瑚の種類は

綺麗な海を取り戻したい

います。日常の生活をもうひとつ大きい視点から捉え

綺麗な海を取り戻したいことは確かなことですが、

なおすことで見えてくるものがあります。これがアク

それを前面に押し出していくのではなく、海の素晴ら

アートの大切にしていることであり、アクアートの役

しさを再認識してもらうことで答えを一緒に見つけ出

割であると考えています。

していきたいと思っています。ワークショップ活動や

このように実験的な展覧会だけを開催することか

見学会は、地元の集落との連携で行われています。集

ら、よりワークショップやその他の活動に力をいれる

落から水中の会場までは約 700 メートルも離れてい

ようになったのは 6、7 年前からです。それは 1997

るために、シーカヤックで会場まで漕いで向かいます。

年から見続けていた奄美の環境の悪化です。外から見

その後は泳いでの鑑賞となります。私たちが力を入れ

た海に大きな変化は大きくは見えないが、水中での変

ているのが、体感です。知識で作品を鑑賞するのでは

化は大きいものとなっています。1998 年の白化現象

なく、
体得してもらいたいと考えています。水はしょっ

に始まり、オニヒトデの大量発生と奄美の海は大きく

ぱい。寒い。苦しい。疲れる。青く綺麗だ。変なもの

被害を受けました。その後のサンゴの復活は進んでい

が浮いている。面白い。

数百あり、それぞれ好みの水深、潮の流れ等複雑な条
件の中で珊瑚は根付き成長します。2010 年夏に移植
したサンゴは順調に生育し、2012 年 8 月の段階で、
ミドリイシ科クロマツミドリイシ（※１）のサンゴは
10 数センチ伸びました。その他に藻やソフトコーラ
ル等も付着し、作品を覆っていました。潮流等で動く
作品にいわゆる造礁サンゴは定着せずに、ソフトコー
ラルが自然に付着するなどの結果が出ていました。

地域とアートと自然
素晴らしい世界をどのように広めるのか、またどの
ように美術を普及していくのかという事を命題に、私
たちアクアートメンバーがさらなるアプローチを考
え、実践していけるのか。また地域の人たちと共に何
ができるのかといった交流を広げながら、活動を広げ
ていきたいと思います。芸術は新しい概念を創造する
こと、または再認識させることが大きな仕事のひとつ
だと考えています。海の中から水面越しに見る日常は
どのように見えるのか、実際に体感することで変わっ
てくる。そんな活動を続けていきたいと思います。

しかし 2012 年 8 月の台風 15 号や 9 月の 16 号な
ど未曾有の大きさの台風により、作品が砂に埋まる等
の影響で、多くのサンゴを失ってしまいました。真夏
の台風は、浅瀬の上がってしまう海水温を下げる効果
があります。それと同時にサンゴを壊すほどの破壊力

※１ サンゴの分類は極めて難しく、光線の条件等によっても色
が変わるなどの特性があり、ミドリイシ科クロマツミドリイシだ
と思われるサンゴだがしっかりとした科学的検証によっているも
のではありません。
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Aquart Art Program 2012

「嘉鉄小学校ワークショップ＆見学ツアー
アクアートを体験！」

嘉鉄の子ども達とともに水中に作品を展示し、アクアートの鑑賞会をもっと楽しんでほしい。嘉鉄の奇麗な海をこれから
の子ども達に見てほしいという思いを込めて昨年から始まった嘉鉄小学校の作品制作。

安藤 隆一郎

昨年の作品はカメ

しては６月に嘉鉄で行う事前の話し合いで聞かせてい
ただこうと思いました。

ブイで作られたカメの甲羅に子ども達一人一人が色

６月の話し合いで「今年はどんな作品にされます

鮮やかな絵を描き、３月１１日に起こった東日本大震

か？」とお聞きしたところ、水面に浮かぶ作品にした

災の被災地であり瀬戸内町の姉妹都市でもある南相馬

いということでした。しかし、その時点では使用する

市を含む東北へ「がんばれ

素材や技法はまだ具体的には決まっていませんでし

東北」と書いたメッセー

ジとともにアクアートの展示場所に展示しました。

た。そこで、今年は会期までの間に素材や技法に関し

カメ達が青く透き通った嘉鉄の海できらきらとした太

て、何か私たちが協力できることがあれば相談に乗ら

陽の光を浴びながらゆらゆら泳ぐ姿は子ども達の笑顔

せていただきたいと提案しました。こうした嘉鉄 PTA

のように、東日本大震災、そして一昨年の１０月に奄

とアクアートとの関わり方は、奄美大島瀬戸内町で開

美を襲った集中豪雨の被害をも忘れさせてくれそうな

催するアートイベントとしての新たな展開を期待させ

ほど希望に満ちあふれた姿をしていました。

ました。

来年はどんな素晴らしい作品が出来上がってくるの

しかし、メールや電話でのやり取りだけでは、作品

だろうか？アクアートのメンバーも頑張らないと負け

を実際に目にすることはできないため、送られてくる

てしまうな、と思いながら２０１１年のアクアートも

スケッチ等だけで作品のイメージを把握することしか

この初の試みとともに無事に終えることが出来まし

出来ませんでした。そのうちにいよいよ日にちが迫り、

た。

あとは最後の完成作業を子ども達と共同で行うという
ことだけを決めて、作品の確認は７月３０日に奄美

２０１２年のアクアートの準備に入って
今年はどのように嘉鉄小学校の作品に取り組んでい
こうかと考えました。しかし、昨年の打ち上げですで
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行ってから行うことにしました。

今年の作品は・・・

曲げた竹ひごでできており、ラミネート加工された子

びらには厚みが無いため上から見たときには奇麗に見

ども達の描いた将来の夢を挟むための加工が施してあ

えるが、横から見たときにはあまり目立たなくなって

りました。

しまうのでブイに立つ笹に飾り付けるビニールひもの

作品を一通り見終わった後、今年の作品が昨年の結

色数を増やし、横からも見ても奇麗に見えるようにす

果を踏まえた上で作られていることに気づきました。

ることにすることにしました。これらのうち子ども達

昨年は作品の全てが水中にあったため水面にいる子ど

でも楽しくできる笹の飾り付けの作業は共同作業の際

も達にはあまりよく見ることができませんでした。し

に一緒に行うことにしました。

かし、今年の作品は水面から水中にかけて作品が設置
されるので泳げない低学年の子どももシーカヤック
から水面の部分を見ることができ、さらに水中部分も
シュノーケリングでも見やすいよう配慮されていたの
です。
アクアートのメンバーが作品を作るときには、地上
とは異なる浮力や水圧、水流のある広い水中の中でい
かにその環境を生かした作品を作るかということ主に
しています。一方、嘉鉄小学校の作品は、PTA の方々
の「子ども達に楽しんでもらいたい」という気持ちか
ら生まれていることに感心しました。
PTA の会長の沖さんに作品の説明をしていただく
と、ハイビスカスをイメージした花びらは黄色いブイ
を中心に海面に浮かび、ブイからは緑色のホースを
使った茎が海底に真っすぐ向かって下がります。そし
て、その茎から左右に子ども達の夢を描いた葉っぱが、
ゆらゆらと揺れるようにしたいということでした。た
だ、これまでの私たちの経験から考えてみるといくつ
かの問題点がありました。左右の葉っぱが潮の流れに

に「来年の作品は何にしようか？」といった話がでて

どのような作品が出来ているだろうか？期待しなが

いたこと思い出すと、アクアートがはじめから関わる

ら嘉鉄小学校へ見に行くと、学校には想像よりも大き

花柱をイメージした笹が倒れないような工夫や造形的

よりも昨年同様に嘉鉄 PTA 主導でお任せした方が良い

く色鮮やかでまっ赤な花びらが５枚と、子ども達の数

な提案をしたうえで、その場で手に入る素材を使って

ものができるのではないかと思い、作品のプランに関

の竹ひごで作った葉っぱがありました。葉っぱは丸く

改良する方法を検討しました。また、水面に浮かぶ花

よって絡まない対策と、ハイビスカスの中心のブイに
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みんなで少し作品から離れその姿を確認しました。
本来ならば、このまま他の作品と一緒に展示する予
定だったのですが、接近する台風の影響で海は潮の流
れがあり、花びらは設置してしまうと鑑賞会当日まで
持たないと判断しました。そこで予定を変更して花び
ら部分のみ鑑賞会当日に設置することになりました。

いよいよ鑑賞会！！
当日、シーカヤックの手配や昼食のカレーの準備等
全てを嘉鉄の方々主導で準備をしていただけたこと
で、アクアートメンバーは水面での子どもたちの誘導
次の日の朝１０時嘉鉄小学校のグラウンドに子ども

や、記録撮影に集中することができました。当日、出

達が集まってきました。顔なじみになってきた高学年

発地点である嘉鉄の浜で準備をしていると集合時間よ

の子ども達や低学年の子ども達が集まり、挨拶と作業

りも前に続々と子ども達が集まってきました。
「みん

の説明をした後、元気一杯の返事から作業を開始しま

な楽しみにしていてくれているのだな。
」と、嬉しく

した。

思いながらも予想以上の集まりの良さで時間が余って

まずは描いた夢の絵を葉っぱに取り付ける作業。一
緒に竹ひごの切れ込みに絵を挟み、結んで固定をしな

しまったので時間を繰り上げて開会式を開催。
開催の挨拶とともに「大人の言うことをちゃんと聞

がら一人一人自分の描いた夢について聞いていきまし

くこと」
「無理はしないこと」など海での注意点等の

た。高学年の子は「警察官」「ケーキ屋さん」「ネイリ

確認を行いました。そして、出発前の子ども達から悪

スト」など具体的な職業の夢が描かれてありましたが、

天候のために展示することの出来なかった水面部分の

低学年の子は「王子様」やお札が沢山描かれた「お金

花びらを受け取り、子ども達が無事に出たのを確認し

持ち」といった子どもらしい夢が描かれていました。

た後アクアートのメンバーも出発しました。

そして全て結びつけ終わるとにぎやかで楽しい葉っぱ
たちが出来上がりました。

シーカヤックに慣れた子ども達は思った以上に速く
アクアートの展示場所に到着し、後発で作品と一緒に

次は笹の飾り付け。赤、黄、青のビニール紐で小さ

出たメンバーは急いで展示に取りかかりました。シー

なポンポンを沢山作り、花柱となる笹に結びつけてい

カヤックを停泊させる飛び込み台に着くと、子ども達

きます。低学年の子は低いところ、高学年の子は高い

は元気よく海に飛び込み、目標である自分たちの作品

ところに結びつけカラフルになりました。全てが完成

を見つけると、一斉にそこに向かって泳いで行きまし

したら各パーツを完成形と同じよう並べて行き、最後

た。アクアートメンバーや PTA の方と手分けして子ど

に葉っぱを一人一人が自分の茎に結びつけて行く作

も達と一緒に泳いでいると、昨年は海が怖くて入るこ

業。まだ子ども達も完成した形を見ていないのでわく

とさえ出来なかった子どもや、あまり泳げなかった子

わくしている様子で、低学年から順番に茎の上の方に

どももこの日のために練習をしてきたようで、昨年よ

葉っぱを結んでいきました。すべての作業が終わると

りも上手に泳げるようになっていました。

作品までたどり着くと子ども達はワーワー、キャー

水流、水圧など地上とは異なる環境だからこそできる

キャーと大はしゃぎ。水中を覗いては「俺のあった！」

作品」を大事に良い作品を作ることに加えて、「鑑賞

「私の見つけた！」と声を出して大興奮。しばらくし

者が楽しみ、見やすい作品」の必要性を学びました。

て PTA に方が「ライフジャケットをとっても良いよ」

そして、これからアクアートが地域そして鑑賞者に

というと一斉にライフジャケットを脱ぎ捨てて、競い

とって魅力的な展覧会になるようにこれらを大事にし

合って潜り始めます。そして今度は「触ってきた！」

て行きたいと思います。展覧会を無事に終えて、嘉鉄

とさすがは海の子ども達。都会の子と違い、怖がるこ

小学校の前を歩いていると、子ども達が走ってきて「あ

とも無く水深８メートルはある海の中を自由に泳ぎ

りがとうございました！また来年も楽しみにしていま

回っていました。素潜りで水中に入り、水面を見上げ

す」と言ってくれました。この楽しみにしていてくれ

ると雲間から差し込む光で浮かび上がった子ども達の

る大事な参加者、そして鑑賞者のためにも来年も再来

シルエットがバシャバシャと足を一生懸命に動かして

年も可能な限り継続し開催していきたいと思います。

いるのが見えました。その光景をみていると連日の悪
天候の中、この時ばかりは天候に恵まれ、無事に鑑賞
会が出来たことを嬉しく思いました。

鑑賞会を終えてみると
昨年は作品のすべてが水中に設置されていたため
に、作品を探しながら泳ぎ回ったのに比べ、子ども達
は水面の赤いハイビスカスを目標にして真っすぐ泳い
で行くことが出来たので、十分に余力を残して海で作
品を楽しむことが出来ました。今回の嘉鉄の作品のか
ら、これまでのアクアートのコンセプトである「浮力、
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域に広く分布し、産卵します。タカのように鋭いク

どんまとまることで、情報が共有され、奄美の海の

チバシを持ち、カイメンというスポンジのような体を

保全に役だっていけばと思います。

もった動物を主に食べています。甲らは黄色と茶色の
まだら模様で、縁がノコギリのようにギザギザして瓦

今年のアクアートでは、前夜祭としてウミガメの

の様に重なっているためアオウミガメと区別がつきま

話をさせて頂きました。2011 年に行われたアクアー

す。この甲らは “べっ甲” と呼ばれ、プラスチックと

トでは、地元小学校の子供たちが浜に流れ着いた廃

カメの研究をされている通称「カメ」こと水野康次郎さん。アクアートの会

似た性質があり、昔からかんざしやメガネのフレーム

材でウミガメを作り、作品の一つとして海中を泳が

場である嘉鉄集落在住でもあります。ダイビングにおいてカメはアイドル的

などの材料として使用されてきました。日本ではあま

すことになりました。波で揺らめくその姿はウミガ

な存在ですが、その生態については意外に知られていません。今年のアクアー

り数が多くありませんが、奄美より南で産卵がみらて

メそのもの！今年はちょっと台風の影響で濁りや作

トでは是非とも水野さんにカメの話を聞きたいと思いました。

れます。

品の設置が大変だったみたいですが、無事イベント

「かめのはなし」

日本ウミガメ協議会

水野 康次郎

オサガメは世界の一部の熱帯の海域を中心に産卵し

ができたようです。こういった取り組みから、子供

ています。また高い緯度まで回遊するため、日本では

達が身近にある海やウミガメについて考えるきっか

北海道でみつかることもあります。オサガメは他のウ

けになればいいですね。

ミガメと違い、1 種で独立したオサガメ科となってい

●ウミガメとは？
みなさんはウミガメを見られたことありますか？
今回、アクアートが行われた奄美大島南部に位置す
る嘉鉄。この周辺の海でもウミガメを見ることがで
きます。ウミガメは " 海亀 " という名前のとおり一
生のほとんどを海で生活しています。ウミガメの祖
先は 7000 万年以上前からいたと言われ、今では甲
らや手足など海で暮らすのに最適な形をしています。
ただ、どうしても海に適応出来なかった事がありま
す。それは産卵とふ化です。卵は産み落とされてから、
ふ化するのにどうしても空気が必要でした。そのた
め生活のほとんどが海であるにも関わらず、今でも
産卵だけは陸にあがってくるのです。

●奄美で見られるウミガメは？
現在では、世界にウミガメ科 6 種、オサガメ科 1
種のあわせて７種が存在しています。奄美群島周辺
ではアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイの 3 種
の産卵が確認されています。ウミガメが産卵する時
期は 5 月から 7 月頃の夜にしています。また、2 ヶ
月後の 8 月から 9 月にかけては、子ガメが脱出する
神秘的な姿が見られます。親ガメも子ガメも光に対
して反応するため、砂浜は人工の光がないのが理想
です。
海中に目を向けると、岸の近くで暮らすアオウミ
ガメが、奄美のあちこちで見ることが出来ます。ア
カウミガメもたまに見つかりますが、元々は外洋で
暮らすウミガメなので、沿岸で見られるのは産卵に
来ているメスか、交尾目的のオスのようです。

20

ウミガメが産卵する砂浜

●奄美でみられるウミガメの詳細
アカウミガメは、世界の大洋に分布し、アメリカ
東海岸、ブラジル、南アフリカ、ギリシャ、オマー
ン、日本、オーストラリア東岸などで産卵がみられ
ます。主に肉食性で貝などを食べ、甲らが赤茶色で
ごつごつし、頭が他のウミガメと比べて大きいのが
特徴です。

日本では福島県から沖縄県にかけて産

卵がみられ、奄美でもあちこちの砂浜に上陸してい
ます。日本でふ化した子ガメは、太平洋を渡りはる
かメキシコの沖まで行き、数十年して大きくなると、
また日本に帰って来ます。その間、12000km ！す
ごい長距離スイマーですね。
アオウミガメは、世界中の熱帯の海域を中心に生
息し、同じく熱帯の世界各地で産卵しています。草
食性で海草や海藻を食べ、甲らはつるつるしていて
濃い緑色、腹はあわい黄色で、頭が小さいのが特徴
です。産卵は東京都の南にある小笠原と、鹿児島県
の屋久島より南の島々でみられます。
タイマイは、アオウミガメ同様、世界の熱帯の海

月の下でのアカウミガメ産卵

アオウミガメの産卵

ます。ウミガメの中で最大となり、他種と違い背中に
は甲らがありません。代わりに背中の頭側から尾の方
にかけて、船の底にあるような盛り上がった筋（キー
ル）が 7 本みられます。日本では、ときおり死んで砂
浜に流れ着いたり、網に間違って入り見つかる事があ
ります。日本では産卵しませんが、1 例だけ、奄美大
島南部の嘉徳浜で 2002 年に確認されました。卵を産
みに間違って熱帯の方から来てしまったのでしょうか
ね？

●奄美のウミガメに対する取り組みについて
奄美では過去に各地で様々な取り組みが行われて来
ました。そして 2012 年、奄美海洋生物研究会が立ち
上がり、これまでのウミガメの取り組みがまとまり
つつあります。ウミガメの保全を考えた時、どうして
もその場所の実際に起こっていることが重要となりま
す。例えば保護しようにもその数が現在多いのか少な

日本ウミガメ協議会

水野康次郎

1977 年石川県生まれ。中学校時代にコロンビア
のアマゾン川流域で 2 年間暮らしたのをきっかけ
に熱帯が好きになる。石垣島の海洋専門学校へ行
き、卒業後は日本ウミガメ協議会調査員として奄
美でウミガメの調査を開始。2003 年からは大阪
の事務局で調査や事務をおこないながら、筑波大
学大学院で文化人類学を専攻して人と海の繋がり
を研究した。卒業後も大阪事務局にて情報収集と
整理、広報などおこなっていたが、2011 年 5 月
に再び島で調査中心の活動にもどした。現在では
日本ウミガメ協議会奄美支部長及び奄美海洋生物
研究会副会長をつとめ、奄美のウミガメやその他
の動物、文化などの調査をおこなっている。

いのか？減っているのか増えているのか？など、わか
らないと取り組むことはできません。これからどん
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「音と遊ぼう！リトミック」

ん曰く、数年ぶりに日の目を浴びたキーボードに、園

と関わる楽しい思い出を提供できたことが、来年以降

児たちは大喜びです。鍵盤を叩いては、一音一音に大

の奄美大島・瀬戸内町とアクアートにつながっていく

はしゃぎで、準備がはかどらないほどでした。あらた

よう、しっかりと今年の経験を活かしていきたいと思

めて、みんな音楽が好きなんだなと実感します。

います。

流れる音やリズムに合わせて、それぞれが即興的に
踊り動くリトミックですが、その分慣れも必要です。

たくさんの子どもたちが参加できるイベントをしよう！と、今年のアクアート

講師のお二人は、ゲーム的な要素を取り入れ、子ども

では音楽を使った「リトミック」を企画。元気いっぱいの講師 2 人、中納さん
と村上さんの協力のもと、「海」を楽しむリトミック体験が実施されました。

市川 陽子

たちが取り組みやすい構成で進行します。そして、子
どもの反応を見ながら演奏し、即興で多彩な音楽やリ
ズムを奏でているのはさすがです。二人が作った折り

リトミックって何？

紙の魚を釣り竿で釣ったり、青い布を水面にみたてて
広げ、その下で踊ったり、楽しい構成で園児たちは大

2012 年のアクアートでは、主となる水中展覧会の

はしゃぎです。保育士の方も、外から見学していた小

期間に合わせていくつかのイベントが開催されまし

学生たちも一緒に踊っています。

た。その中のひとつに、子どもを対象とした「リトミッ

プログラムが終わっても、子どもたちは「もっともっ

ク体験」があります。「リトミック」という言葉を聞

と！」と元気です。「次はいつやるの？」「明日も来て

いて、ピンとくる人はまだ多くないのではないでしょ
うか。

くれる？」と言ってくれたのは嬉しいことでした。

簡単に説明すると、リトミックは、音楽とリ

講師のお二人も

ズムを使用する身体活動を通して様々な基本的能力を

「みんな反応がすご

育む総合教育です。もともとの発祥はスイスで、近年

く素直で、いい子ば

日本でも幼稚園や老人ホームなど、様々な場所での実

かりで私達もとても

施活動を中心に広まりつつあります。

アクアートとリトミック
まず、水中の展覧会であるアクアートのイベントと
して一見関連の薄いように感じるリトミックを、なぜ
取り入れたのかといういきさつをお話したいと思いま
す。
15 回開催されたアクアートでは、ワークショップ
や見学ツアーなど、地元の方が参加できる様々なイベ
ントを行ってきました。
水中作品を見たり、万華鏡を作ったりしたそれらの
イベントは、なかなか大人数では行えませんでした。
もっとたくさんの人にアクアートを知って欲しい。そ
んな思いで、今年は会場である嘉鉄集落だけでなく、
古仁屋を中心とした瀬戸内町のより多くの方が気軽に
参加し、楽しめるイベントをできないかと考えていま
した。
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もう一人の講師である中納さんも紹介してくれまし
た。
次は、リトミック教室を通して、参加者にどのよう
にアクアートや海を感じてもらうかです。ピアノなど
楽器の音に合わせて自分が感じたように動く、という
ような、想像力を働かせる活動がリトミックを構成す
る柱の一つです。その中には、メロディーやリズムの
調子の変化を感じ取って動いたり、動植物になりきっ
て踊ったりといった多彩な取り組み方があるので、そ
うした中に海の要素を取り入れたプログラムを、講師
のお二人にはお願いしました。海をテーマにしたリト
ミック体験で、奄美のこどもたちに普段とは異なる海
との関わり方を楽しんでもらう場にできれば良いと思
いました。

イベント当日

楽 し か っ た で す！」

そんなある日、今回講師をお願いした一人である村

瀬戸内町の方々が楽しみにしてくれていた中、残念

上さんのリトミック教室を見学する機会があり、これ

なことに台風の影響によって、当初予定していた古仁

はそのイベントにぴったりだと思いました。「大人数

屋での開催はできませんでした。しかしながら、講師

が参加できるもの」という条件も、人と場所と楽器が

二人の希望もあり、台風の収まった後日 8 月 7 日嘉鉄

あればできるというリトミックなら問題ありません。

公民館の保育所を会場に、園児たち約 10 名に参加し

人数制限もなく、飛び込み参加も可能です。ぜひアク

てもらい、リトミック教室が実施されました。

アートで、リトミック教室をしてみて欲しいとお願い

小学生や保護者の方、観光客の方が見守る中、講師

しました。村上さんは快く講師を引き受けて下さり、

の 2 人が保育所のキーボードを準備します。保育士さ

2009 年同志社女子大学音楽学部ピアノ専攻卒業。
リトミック研究センター指導者養成校を卒業し、リ

「来年もぜひ奄美で

トミック指導者資格ディプロマ A を取得。現在、小・

リトミックをやりた

中学校でこども支援サポーターとしてこどもの学習支

いですね」と充実し
た笑顔です。そうし
た言葉を聞いて、企
画して良かった、と
胸を撫で下ろしまし
た。
台風の影響もあり、よりたくさんの方に参加してい
ただく、という当初の目的は達成できなかったかもし
れません。しかし今回、リトミックというジャンルで
「海」をテーマにしたプログラムをつくっていただき、
実施してみて感じたことは、子どもたちは音楽や、そ
れに合わせて身体を動かすこと、みんなで取り組むこ

子どもたちは大喜び

村上藍

と、そして何より、自分の知らない新しいことをやっ
てみる、ということが大好きなのだということでした。
そして、普段から海を身近なものとして暮らしてい
る奄美大島の子どもたちは、海の生き物の動きや波の
流れ、砂の音というような、ともすれば都会の子ども
たちなら 「？？？」になってしまうかもしれない物
事が、自然に頭の中や身体に染み込んでいること。そ
れらをすぐに素直に、自分なりに表現できるすばらし
い感覚をもっているのだということも感じました。
リトミックを通して音楽に親しみ、子どもたちに海

援をする中でこどもの発達と音楽の関わりについて勉
強を始め、発達障害のこどもたちと関わりながら、支
援学級でのリトミック指導活動をすすめる。現在大阪
音楽大学付属音楽院幼児音楽クラス講師として幼児に
音楽指導、また敬愛高等学校こども学コースにて保育
士を目指す生徒に音楽、リトミックを指導、その他、
地域の子育てサークルで未就学児親子向けにリトミッ
ク活動している。

中納由嘉
幼少にピアノ教師の母から手解きを受ける。石橋信子
先生師事。私立相愛高等学校音楽科を経て相愛大学音楽
学部器楽学科ピアノ専攻卒業。( 中学校教諭一種免許高
等学校教諭一種免許取得 ) 卒業後はコンサートやママさ
んコーラス伴奏、BGM をする傍ら中納総合音楽教室に
て、ピアノ、ソルフェージュ、合唱、歌唱講座などを指
導。ビクターカレッジスクールにて、メモリアルプレイ
ヤー養成コース講師、産経カルチャーセンターにて歌唱
講座。昨年、リトミック研究センター養成コースにてディ
プロマ B 取得。
現在、中納総合音楽教室にてピアノ、リトミック、ソ
ルフェージュ、歌会の講師。ペコミュージックスクール
にて、ピアノ、リトミック講師。出張リトミック講師、ポッ
プス、歌唱講座指導。混声合唱団 YouCanDo ！主宰
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はじめに
みないか？」という言葉がきっかけでした。奄美の美

さな陶器の柱であっ

しい青い海の中で、作品がサンゴ礁となりカラフルな

ても、様々な方向に

魚たちが住む姿。想像するだけで心は踊りました。そ

繋がれ大きな環とな

して「これは環境教育として実践できるのではない

り、いつの日か、魚

か？」と考え、美術部員に顧問（私）との共同制作の

たちが新しい住処に

話を持ちかけると、その夢に応えてくれました。私に

するサンゴ礁となる

とって初めて部員と一緒に制作して出品参加した３年

よう、願いを込めて

間のアクアート 2010 ～ 2012 について記します。

制作しました。
① 部員との作業は

本校および美術部について

土日に集中して行
い、平日の放課後も

京都府の山城圏にある 2 つの高校が統合して 4 年目、

含めて約 2 週間か

普通科 4 クラスと専門学科 2 クラスを併設した単位制

択科目を設置し、３年生次には芸術科目を多く選択す
ることも可能です。
美術部員は女子生徒 15 名。夏休みは絵画の大作を
描き、校内外の展覧会で発表し、絵画や立体の共同制
作も取り組みます。全国や近畿の高等学校総合文化祭
美術工芸部門にも出品したこともあり、宇治市からは
ラッピングバスやポスターのデザインの依頼制作な
ど、熱心に活動しています。アクアートへの参加につ
いては、環境教育の一環として学校側の理解や協力を
得ており、普通校ながら電気窯などの陶芸設備も整っ
ている恵まれた環境で制作ができます。

2010「～環礁～」直径 180cm × h.60cm
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なって行くのか楽しみにしているようでした。

けて 64 本の陶柱を
つくりました。天日干しをして、翌週にドリルの刃を
利用して、サンゴ移植用やボルト連結するための穴を
空けます。
② 陶器の柱にメッセージを茶色や紺色の下絵具で絵
付けをします。透明釉をかけて白く仕上げます。
③ 夏休み、焼き上がった陶柱を仮接合します。ここで
初めて作品の全体像が見えてきます。
④ 顧問は連結部の配置決定や、現地での組み立て設置
作業やサンゴ移植作業を行いました。早いうちにコブ
シメの赤ちゃんが寄ってきました。
⑤ 文化祭で報告展を行います。現地の作業の様子を部
員達に見せると、海の中とは思えない透明度の高さに

「UOSHIRO Ⅱ」2012

４種類の大きさ

「〜環礁〜」2010 直径 180cm × h.60cm
ひとつひとつは小

学習環境の中、単位制の特徴を生かした多種多様の選

つかると喜んでいました。

教諭・美術部顧問
國松 万琴

「作品にサンゴを移植して、新しいサンゴ礁にして

高校で、現在約 720 名が在籍しています。落ち着いた

になっているのに驚いていました。今年の作品がどう

「UOSHIRO」2011 W:125 × D:80 × H:85cm

「美術部員とのアクアート共同制作」
京都府立城南菱創（りょうそう）高等学校

驚きます。写真に自分が絵付けをした陶柱を探して見

W:180 × D:90 × H:85 〜 280cm

「UOSHIRO」の

のキューブを並べ

第２弾は、色とりど

て 重 ね た「 魚 の お

りの積み木の陶器を

城 」 の 題 名 は「 魚

並べ重ね、とんがり

／ UO」と「お城／

屋根に旗を海中にな

OSHIRO」の造語で

びかせる姿はまさし

す。キューブには絵

く「お城」です。こ

を描き、色は海に映

の２年の経験を活か

える黄、青、白で、

して、作品が海底に

サンゴ移植用の小さ

沈まないよう作品の

なキューブを連結し

下に穴の空いた鉄板

ました。土でできた

を敷き、サンゴが育

「焼き魚」を吊るし

ちやすいように移植

て魚を誘います。早

部には金属の筒をは

く魚たちがサンゴのお城に住むようにと、願いを込め

め込み、旗の先にも

た共同作品です。

小旗をつけて約 2m

① 2 種類のベニヤ板を大きさの目安にして、大きな

を海中になびかせて

キューブは２年生、小さなキューブは１年生、焼き魚

作品に動きをつけま

は３年生がつくりました。土日に制作し、平日の放課

した。

後に形を整えて連結部の穴を空けました。

① ３年間の中では

② 釉薬も３色でカラフルにしました。焼き上がって組

一番大掛かりな作品

み立てると、ようやく全体像が見えてきます。魚もい

制作となりました

い感じに仕上がりました。

が、今年の制作も約２週間かかりました。経験豊かな

③ 顧問は一番大きなキューブとサンゴ移植用の小さ

２年生は大きいキューブ・円柱・円錐を担当し、１年

なキューブを担当し、連結部の配置決定や現地での組

生は小さいキューブ・円柱・円錐を担当しました。

み立て設置作業とサンゴ移植をしました。海の透明度

② 今年は絵付けよりも撥水剤で模様を抜く方法が流

は非常に高く、設置後すぐにヨスジフエダイが住みつ

行りました。

き始めました。

③ パステル調４色の釉薬掛けは、２年生指導のもと一

④ 文化祭の報告展では、魚が作品のすぐ側を泳ぐ姿

気に行いました。３年生は１人一本の旗をデザインし、

を見て喜んでいました。もちろん絵付けした自分の作

模様を縫い付けました。

品を探しています。そして昨年度の作品が藻だらけ

④ 顧問は大きいキューブ制作に連結部の配置、旗や

2011 「UOSHIRO」 W:125cm × D:80cm × H:85cm
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小旗のミシン掛け、

ましたが、透明度の高い海の中で大きな魚が回遊して

鉄板や金属筒の手

います。送付して頂いた写真は、この記録集や本校の

配そして現地での

広報の写真に使用させて頂いています。このようにア

組み立て設置作業

クアートを通して新しい環が広がったことは、部員達

を行うなど、今ま

の今後の活動への自信に繋がることなので、顧問とし

で以上に大変な作

てとても嬉しく思います。

業でした。台風の
影響で、海面も海中もうねる中での搬入や設置作業で、
視界も悪く全体像が撮影しづらい状況でした。サンゴ

おわりに
設置した作品の経

を移植することもできず、次の台風接近のため会期を

過は美術部員に報告

短くし、小旗を切断して搬出をしました。

を し て い ま す。 自 分

⑤ 文化祭の報告展では、例年のように透明度の高い写

たちの作品が海と共

真ではなかったものの、海底に建つ城に魚が回遊し、

存 し て、 目 標 と し て

海面に向かう旗が揺らめく様子

いたサンゴが根付き

に感動していました。

始めたことや魚礁化
していることに喜び

アクアートを通して

合 い ま し た。 部 員 た

この夏、以前よりアクアート

ちは、
「いつか奄美大

に関心を持たれていた京菓子司

島 に 行 っ て、 作 品 が

「柏屋光貞（中川夕津也氏）」が、

どうなっているのか、

おわりに
今年ほど台風に泣かされた年もない。もちろ

アクアートをイメージした木版

自分の目で確か

ん過去のアクアートの歴史の中には、台風の影

画を美術部員全員に送ってくだ

め て み た い。」

響で早めに撤去したこともある。しかし今期は

さいました。サンゴの上に家が

と言っていま
す。彼女たちが
青い美しい海で
作品と再び遭遇
する姿を思い浮
かべると、本当
に嬉しくなります。
「～環礁～」１年後、ほとんど砂に埋もれてしまっ
たところ、現地のダイバーが作品を掘り起こし、壊れ
た部分を補修し小さく復元してくれました。連結部の
金属ボルトには小さなサンゴの赤ちゃんが育ち始めて

滞在中に 3 つの台風が近くを通過した。最悪な
条件の中で会期が多少短くはなったが無事に開
催できたこと、またメインの企画でもある嘉鉄
小学校とのワーショップと見学会が奇跡的な天
気の回復により開催できたことは良かった。だ
が気になるのはその後だ。8 月～ 9 月に発生し
た台風の大型化だ。920 ヘクトパスカルという
数字は、そう容易く生まれる数字ではない。何
かおかしい。これだけ大型化する台風が当たり
前になるのは恐ろしくもある。
もう一つ。今年の作品写真は白く濁っている
が、これは台風の影響により砂がまき上がって
いるからだ。これほど透明度が下がっているの
はめずらしい。

いました。
（2011 年８月撮影）
2012 「UOSHIRO Ⅱ」W:180cm × D:90cm × H:85cm ～ 280cm

「UOSHIRO」台風の影響で、45 度程傾き、サンゴ

乗っている夢のある作品で、文化祭でその作品を紹介

は外れましたが、作品全体に藻がびっしりと生え、５

させてもらいました。いつも応援してくださり、今年

種類の小さな魚の住む魚礁となっていました。
（2012

もアクアートの記録集を楽しみにされています。

年 8 月撮影）ところが、2012 年度の台風は今までと

そしてある日突然、「宇治の保育所」の堀口京子氏
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は違いました。あまりにも大きく、そして数多くの台

から、美術部員宛に手紙と写真が届きました。そこに

風が奄美方面を通過し、アクアート作品を襲いました。

は、美しい海の中で撮影された私たちの作品が数種類

この現状をどのようにしていくのか、今後のアクアー

の魚とともに写っていました。彼女は白い海底に浮か

トの活動の大きな課題となることでしょう。それでも

び上がるカラフルなお城に感動され、作品紹介パネル

願っています。アクアートの作品が、海という生命の

を見て保育所と同じ宇治市内の高校だったことにも驚

源である環境の中で、時間（とき）とともに変化し、

かれたようです。過日の台風の影響で、やや傾いてい

新しいアート（サンゴ礁）に生まれ変わることを。

記録集
イラスト

稲垣 萌子

写真

西村 浩一・田島 史朗・染谷 聡

編集

田島 史朗

制作

Atelier Ardiglione
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