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村井陽平（プロダクトデザイン専攻M2 ）

私は、昨年まで住宅建材メーカーにて、住宅のエクステリアデザイナーとして量産住宅
の一部となる建材のデザイン業務を担当していた。
企業の強力な販売網を通して、自身がデザインした物が日本中に広がり、一生に一度の
買い物である「家 J として選んで頂けた喜びは大きい一方で、その喜びは自身がメーカー
のデザインを大量に生み出すシステムになっていくにつれ、次第に薄れていった。
自分が生み出した物が大量に生産され、人々の生活の中で消費されて産業廃棄物化して
いくサイクルに疑問を感じ始め、自分が何の為にデザイナーになりたいと思ったのか、
もう一度考えるために企業を出る決意に至った。
そして、学生に戻り修士課程最後の履修科目として、テーマ演習の「土の家」を選んだ。
私がこれまで企業で働く上で取り組んできた事と、相反する所があったからだ。
量産品にはもちろん多くの利点があり、いかに早く人が使う完成形に出来るのかを徹底
的に考えられており、耐久性にも優れて非常に合理的だ。

しかし、欧州の大学への留学経験の中で、日本のように新しい物を使っては捨ててを繰
り返し、便利である事があたり前となっている世の中が、果たして幸せなのかを考えさ
せられる場面が多々あり、日本の消費スタイルの価値観の中でしか生きていない自分に
強い危機感を感じた。

これらの事から、この授業に取り組む姿勢として、私達が普段何不自由無くしているモ
ノを、最初から苦労する事が解った上で体験を大切にしながら作り上げていきたいと「畑」
を企画し、実際にそこに住む人達のリアリティーと価値観を共有したいと「越畑・格原
の棚田」に向かった。
越畑は亀岡の山奥に位置し、非常に不便な場所で、近くにコンビニも無ければ病院もない。
加えて、棚田は通常の畑に比べると収穫面積が少なく、非常に非効率な方式だと知った。
それでは何故、越畑の人達がそこに住み続けるのかと迫ると、そこには先祖代々その土
地を守ってきた、先人達人の尊敬の念と郷土愛があった。
もう少し便利な所に出て農作をすれば、もっと生活は楽になる事は間違いないが、心の
幸福度とは便利である事と必ずしもイコールではない。

産業が発展すると、人々の生活は画期的に豊かになる。しかし、それと同時に忘れていっ
てしまう事も多くある。
アフリカや、東南アジアでは、未だに現地でとれる自然素材を用いて家を建てている民
族がいる。日本でも、私の故郷である富山県の世界遺産「五箇山合掌作りの集落 J の人々
は、自然と共生している。
不便な環境に住む人々が、不便であるから幸せでは無いかというと全くそうではない。
先進国を旅する機会があったが、日本のように便利な国は世界中見渡しでも見つからな
い。しかし、我々は本当に幸せなのだろうか。
現代に生きる我々は、様々なモノに溢れて価値観のイマジネーションを失う病気に陥り
がちだ。

この授業の序盤に井上先生が口にした、「士は何かを混ぜたり焼いたりしない限り、どれ
だけでも再利用する事ができる」というワードは、私にとっては凄く衝撃的であった。
解体される家の土塀を壊して土に戻し、それをまた使って出来上がっている現在の「土
の家」は、私がこれまで企業の仕事の中で考えてきたエコハウスを噸笑うような発想の、
究極のエコハウスと言えるからだ。
土の家は、壊さなければいけない場面があったとしても、またその土を再利用して別の
場所に現れ、その過程の中で現代に生きる人々に体験も与えるソーシヤルデザインだ。

授業に参加する中で、極力文明の力を借りずに土を再利用して土の家の壁を塗り直した
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作業の内容は学生自ら計画する形だったが、畑以外の班もおもしろいものができてきた。
自分たちでアイデアを考え、問題解決をし、そして明るく作業をできたからとても楽し
かった。少人数の班であったから、仲良くなれたと思う。日本に留学して、意外だけど
特別な思い出になりそう。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柳 在昊（プロダクトデザイン M1）
 
○村井農園のメンバーとして
半年はあっというまでした。見学の後から我々は何を植えようか、どんな畑をデザイン
しようか、楽しいことばかりでした。太陽の光が強くふりそそぐ時は農民の心が感じら
れました。その後は早く種をまいて萌え出ることを願いました。その段階の中で農園の
みんなはいつも明るく楽しむ事ができました。4月から 7月まで 3ヶ月間が私には大切
な時間でした。デザインの勉強では学べない土の家だけの本物の汗の結晶でした。
 
○土の家を半年間の思い
この授業はどこでもできないことを学べる授業です。私はそう思いました。韓国でも芸
術大学で自然の大切なことを教えてくれる授業はどこでもないです。それを日本に来て
京都市立芸大で学んだことは、卒業して社会に出ても一生忘れない思い出です。
韓国の大学から見学に来た時に、私は学校のガイドとしてつちのいえを紹介してあげた
時でも、自然の価値や美しさを学べれる授業ですと紹介しました。見学後、韓国の先生
から質問がありまして、「この授業はいいと思うけど木を棄損しながらツリーハウス作る
ことは自然に悪いことだと思わないの ?」って私にききました。私は「いいえそう思い
ません、人間が紙を使いながら木の大切なところが見えますか ?それではないと思いま
す。この授業はそれより木のそのままのことを学び、自然を利用しながら共存すること
を学びますよ。」と答えしました。その時この授業でしかできないことを感じました。私
もこの授業でいいことを教えて貰ったことでした。

○土の家にお願い
この授業は京都市立芸大のアイデンティティーとしてつづく行って欲しいです。京芸ら
しい授業は土の家だと思いました。毎回に同じ事ができないけど、自然の価値、土の力、
芸術の発想が学べると思います。

り、山を切り崩して畑を作った行為は、非常に貴重な体験だったように思う。
畑を作る事が目的ではなく、自分遠の手を実際に動かす中で、モノと人とが対話するフィ
ジカル体験こそが最大の成果だ。
村井農園で作った野菜はとても不格好であり、味も市販品に比べて決して良くないし、
かけた時間や手聞からすれば凄く馬鹿らしい収穫量で、スーパーマーケットに行けば簡
単に買えてしまう。
しかし、自分達が炎天下の中で汗をかきながら必死に耕した体験は、お金では絶対に買
えない経験であり、改めて「モノ J と自分を見つめ直し、自分の生き方を考えてみる授
業となった事ほ言うまでもない。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ニンニ・マクリン（陶磁器 M1）

前期のつちのいえは村井農園に参加した。授業を選択したときは、畑をすると夢にも見
ていなかったが、いつの間にか盛り上がって興味がわいた。棚田というのは私にとって
珍しいから、どのように作るかは気になった。棚田を見学しに越畑に行ったのはおもし
ろかった。とてもきれいな場所だった。元々村井農園で水田を作ってみたいと計画して
いたが、水田の準備は 1月に始めると教えてもらったので、今回は棚田でおかぼ、そば、
夏野菜を植えることにした。
私は 8月に帰国しているため、しばらく作業に参加できない。9月に帰ったらもう色々
な野菜収穫できそうで、楽しみだ。しそジュースを作る約束しているが、9月にできる
のではないかと思う。そばの収穫は 10 月なので、収穫祭はその時期にあわせて行うと
考えていた。

棚田を作るのに一番苦労したのは、土はほとんど粘土だったことである。腐葉土を混ぜ
ながら畑をたがやしたが、かなり荒い土を使うことになり、野菜は育つかどうか不安だっ
た。対策として荒い土地でも強い植物を意識して選んだ。それにしても、めが出てきて、
野菜も初収穫できたのは感動した。生命力を感じることは、畑をすることの一番の喜び
かもしれないと思った。
畑の粘土をさわって、陶磁器の学生全員で制作に使えないと思った。個人的に興味を持っ
て、焼成の実験をした。そばを食べるのは村井農園のひとつの目的であるため、さらに
そばちょこを作ってみた。粘土として荒くてあつかいにくいではあるが、みんなで何か
を作る企画もしてみたらおもしろいと思った。後期の作業のひとつとして考えたい。

作業を始めたのは遅すぎるため、最初に計画していた水田はできなかった。後期にでき
ないか、改めて検討したいと教えている。
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砥綿　栞（総合芸術学 3回生）

○作業への参加
 私は本授業で、棚田 ( および畑 ) を作る「村井農園班」に加わって作業した。土を耕す
などの実作業にも微力ながら参加したが、私が最も貢献できたのは作業計画などを決め
る話し合いでの進行だと思う。班のメンバー一人一人からの情報をまとめ、状況を整理
して、いつまでに何をすれば良さそうかということを考える。
2回生の頃から芸祭委員や総合芸術学科の授業の中で自然に身につけていった方法だが、
後にこうした場所でも授業を無闇な作業にせずに方向付けることに役立てられたという
ことは自分でも驚くべき体験だった。

○作業を通じての発見、反省、考察
 作業を通じて発見したことは、「目標と実験の重要性」だ。井上先生が仰っていたこと
の受け売りではあるが、最初に実現しやすい目標を設定して作業に細かい目処をつける
と、モチベーションを保ったまま作業ができるのである。とにかく作業をしようと闇雲
に手を動かしているだけではなく、それぞれの作業の成果が実感できる状態で参加する
ということが重要なのだと思う。
 計画や目標を意識する一方で、時には実験、「とりあえずやってみる」ということが必
要であることも実感した。やってみたことが全て上手くいくわけではない。現在、キュ
ウリや植え替えたさつまいもなどがやや伸び悩んでいるというような問題も出ている。
しかし、例えば後に場所を変えて新しく植えてみるというような再試行を行っていけば
「キュウリにはこの土が合わない」というような特徴も見えて来るだろう。このような発
見は「土が粘土質だから」という理由などで初めから種まきをしなかったなら得られな
かったものだ。
今後注意することとしては、各自メンバーが作業から自然に離れていくような事態がな
いように今後の参加方法や程度を班の中で共有しておく必要があるということだろう。

○今後の予定
8 月
・一週間に一回、ローテーション制で現地の様子見と必要であれば水やりを行う。( でき
るだけ部活などで登校する際に同時に行う )
・夏野菜の収穫時期はバラつきがあるため、食べごろの時期に居合わせたメンバーが収穫、
食べた感想や写真などを報告する。
・シソはシソジュースにする作業が必要なので、夏休み中に全員で集まって「シソジュー
スと枝豆の会」を催す。
9月

・8月と同様、世話を行う。
10月
・穀物と秋野菜 ( イネ、サツマイモ、ソバ、小豆 ) の収穫時期は近いため、「秋の収穫祭」
を計画する。このイベントが一区切りとなる予定。個人的には村祭りのような雰囲気で
多くの人に参加してほしいと思う。
・芸祭での活動や陶芸ワークショップなどの実現については各メンバーの予定に合わせ
て検討が必要。

○つちのいえへの感想
この授業で意外であったことは、一見「自由で何でもあり」であるような雰囲気が感じ
られるが、実際はどんな活動も闇雲な遊びにはしない配慮がされているということだ。
このやり方は今後も続けていってほしい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
有吉かな子（版画 3回生）

 つちのいえの最初の授業で、井上先生が、「つちのいえでは、必要な物は、人から譲り
受けたり、自分で作ったりしています。」とおっしゃったのを聞いて、「この授業をとっ
てよかった !」と思いました。私はかねてから、お金がない世界を想像することが好きで、
いつか物物交換で成立する村に住みたいという願望があったので、このつちのいえのモッ
トーにとにかく感動しました。作品作りが、材料や道具を買うことからはじまるという
「あたりまえ」を取り払い、何かを作り上げるという経験はきっと素晴らしいことだとも
思いました。
 今期のつちのいえでは、つちのいえの前の丘に棚田を作り、野菜を育て、収穫するとい
うことに挑戦しましたが、自分たちでも、前期のうちに「収穫」までできるとは思いま
せんでした。こつこつ丘を開拓する作業は、地道極まりない上に、掘っても掘っても、
出てくるのは良質な土どころか、陶器にするにふさわしい、ある意味良質な土。炎天下
の下では、かなり厳しい作業になる日もありましたが、こつこつ目標に向かって進み続
ける事は、普段の作品制作でも同じ事だと気づきました。
 埼玉でインド料理屋をしていた父が、3・11 以降、「生活を変える良いタイミングだ」
と一念発起し、縁もゆかりもない徳島で農業をはじめてから、よく、父の口から「農業
はアートに限りなく近い !」という事を何度も聞かされていました。
私は「ふーん」と聞き流していましたが、実際にゼロから地形を変え、耕し、種をまき、
収穫物をいただくという人間が繰り返し行ってきた原始的な作業が、米や野菜を作るだ
けでなく、日本の風景や文化のすべてを作ってきたことがよく分かりました。実際に見
に行った越畑・樒原の棚田の美しさに人が魅せられるのは、ランドスケープとしての美
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足湯につかり隊しさだけでなくて、先人が開拓した棚田が自然の中で村の風景として受け継がれていく
文化の長い時間を感じるからかもしれません。つちのいえの棚田も、ぼちぼちとでも、
芸大移転までの時間をともにできる畑にしていけたらいいな～と、思っています。つち
のいえで野菜での物物交換のようなことができたら面白いとも思っています。またいい
アイデアが思いついたら、つちのいえで提案させていただくのでよろしくお願いします。

北尾祥子 ( 陶磁器 3回生 )

つちのいえ足湯班計画書

○今後の課題
窯関係
・煙突作り ... 素焼きの筒を作り、1. 5m 程度の煙突を作る。陶磁器の学生が用意する。
・窯仕上げ ... 窯内部、上部の傾斜を調整し、煙突を埋め込む。ロストルを整備する。

周辺環境
・ベンチ作り ... 丸太を座面に使用し、足湯用のベンチを仕上げる。
・土留整備 ... 穴の壁面で崩れてきている箇所を杭で土留する。
・整地・タイノレ張り ... 必要箇所の整地と、大理石・陶器タイノレ張りをする

風雨対策
・屋根作り ... 柱を立て、仮屋根より少し幅を持たせた屋根を作る。
 染色の学生に蝋引きした布を用意してもらう予定。
・壁作り ... 風をしのぐための壁を設置。通気性を考慮し、取り外し可能なタイプにする。
 現在案として上がっているものは以下の二つ。
 ・屋根部分から布を吊り下ろすテントタイプ
 ・柱に板材をくくりつける壁タイプ

○行動計画
基本的に後期は芸祭後から活動開始予定。夏休みは陶磁器で煙突作りの準備を始める。
今年度の冬には窯とベンチ付近を整備し、人が足湯に入れるところまでは完成させる。
その後は周辺の整地とタイル張り、屋根・壁の設置を急ぐ。
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三宅真央 ( 陶磁器 3回生 )

前期のつちのいえで薪で焚く足湯を計画し制作する足湯班に参加した。場所は数年前に
作品を展示した跡地のくぼみに決定した。くぼみには長年かけて積もった落ち葉や枝木
の腐葉土で埋まっていた。
前半はくぼみの腐葉土を掻きだす作業を数回に分けておこなった。足湯班は腐葉土を掻
きだしたのち、底を平らにならして打ち固める作業を行ったわけだが、今後大量のタイ
ルや大きめの石を陶磁器棟のガラ捨て場や彫刻棟の石捨て場から運び込むことも計画し
ていたので、運搬を円滑に行えるために以前から個人的に気になっていた音楽棟裏から
つちのいえに上がる階段の整備を考えた。
そこで足湯班の内の一人と雑務班と自称して数年前設置されてから手つかずの階段の整
備を計画、実行した。まず階段を設置した当初からずいぶん土が流れてしまったらしく
蹴上に対して側面に打ち込まれた竹が高すぎていたので土を増して打ち固め平らになら
す作業を全体に行い、部分的に竹の方を木槌で打ち込み調整した。また打ち固めた士を
流れにくくするために段の両側に杭を打ち込んだ。次に階段の中ほどに木を組んで段を
増やし、打ち込んだ当時のままの傷んだ杭を新しいもので打ちなおしとりあえずの階段
の整備は終了した。その後足湯班に合流した。
階段が歩きやすくなったと行く人に言われるのはとても喜ばしく、作業のモチベーショ
ンにもなった。自称雑務班はつちのいえ全体の作業環境を整えるという目的に発足した。
今後足湯班を継続しつつ雑務班の作業を二人で、計画し実行していきたい。かやの入手
が可能ならぜひ現在傷んで、陥没している西側の屋根を雑務班でふき直したいと考えて
いる。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
塩田千裕（染織 3回生）

足湯斑
私はっちのいえを村化するということで、癒しスポットがほしいと思い、足湯班に属し
ていました。彫刻の方が展示につかっていた穴のスペースがちょうどよい感じで、キャ
ンプ場みたいにすることをめざし、作り始めました。
まず、穴の深さが足りなかったので、一か月半ほどは穴をほり、雑草をかり、足場を整
えました。土を深く掘るほど、土が粘土っぽくなっていったりと発見があり、おもしろかっ
たです。
さらに一部分を深く掘り、お湯を沸かすための火を作る部分を作りました。足湯のため
の浴槽は長谷川先生がよいものを見つけてくださりました。
座る場所や、階段はまだ建設中で、後期には完成させて、寒い季節に足湯&焼き芋がで

きるといいなと考えています。
後期には、屋根を取り付け、煙突を作り、足湯の中に入れるすのこや椅チを作り、タイ
ルまでしけたらいいなと思っています。
つちのいえプロジェクトを通して、子供の頃の泥遊びや、秘密基地づくりを思い出しま
した。つちを掘っている聞にセミの幼虫が出てきたりと、こんな深くにいるもんなんだ
なあと発見がありました。長谷川先生や陶磁器の子たちにアドバイスをもらいながら、
作業をしていて、木の杭で階段を作ったり、専攻を越えて、一緒に物づくりができたの
は大変良かったなと思いました。
最初は何となく予定や完成図を作って作業していましたが、深く掘りすぎたり、平らに
ならなかったり、くずれたりして、どんどん予定とは変わっていき、作るものが増えた
りと、作りながら変化しつつも完成に向かっている感じが楽しかったです。煉瓦や木な
ども京芸のゴミから再利用したりと、エコなのもいいなと思いました。後期は制作展や
芸祭など忙しいですが、暇を見つけて皆ですこしずつ進めていけたらと思います。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
森脇夢子 ( 陶磁器 3 回生 )

つちのいえでの作業は、私は主に足湯班として活動していました。ですが、ここではそ
の作業工程は割愛し て、非公式で活動していた雑務班について記録をしたいと思います。
雑務班として活動しょうと思ったきっかけは、つちのいえまでに至る階段が絶妙に歩き
辛いととに気付いたからです。聞くところによると、前に作業していた人が途中のまま
で、止まっているということでした。だからとんなに中途半端な階段だったのか、と思い、
現状を改新すぺく発足したのが雑務班です。
作業工程は、まず、下のほうの階段は、側面の杭になっている竹が飛び出ていて上面が
へこんでいた状態だったので、新しく土を盛り、踏み固めて平らにしまし た。中腹から
上のほうにかけでは、下と同じようにへとんでいるととろを平らにする作業とともに、
竹の杭が十分でないととろや、杭が腐って崩れかかっていたととろに、新しく杭を打つ
という作業もしました。その他、通りやすいように目立つ雑草を刈るなどもしました。
活動宣言などしてなかったので地道にやっていましたが、階段通りやすくなった ! と言
われると達成感もありました。
雑務班はこういった地味な作業を人知れずやる、というのがモットーなので、もしかし
たら階段の変化に気付いてない方もいたかもしれません。しかしあくまで目立たず、縁
の下の力持ち的な存在として役に立てれば良いなと思っています。
今後の活動としては、足湯班を手伝いつつ、雑務班としても、つちのいえ周辺をもっと
快適に、居心地の良いところとして改善・改良する作業を、地道に堅実にやっていきた
い所存です。
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ツリーテラス～樹上で昼寝し隊

佐伯真彩
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佐伯真彩（プロダクトデザイン 3回生 )

私は、ツリーハウス改めツリ一テラス班の一員として作業に携わった。初対面のメンバー
が多く、最初の頃こそあまり積極的に作業に参加できずにいたが、毎回の作業を通して、
授業外でも話したり、皆と仲良くなれたのはとても嬉しいことだった。そうして、作業
が進んでいくにつれて、メンバーで色々と意見を交わしたり、身長の高い私や低い子な
ど色んな人が登ることを想定して、ツリ一テラスの足場をつくる位置を検討したり、工
芸科の工具の扱いが上手な子にコツを教えてもらいながら、材をつくる作業などを自分
から行えるようになったと思う。
作業の中で一番驚きと発見があったのは、鬱蒼と茂った木や枝を切り落とすことで開け
る風景だった。作業に取り掛かる前の暗い森などなかったかのように、今のツリ一テラ
スの周りには明るい光が差し込み、風の通る開放的な場所となった。作業の最初にどん
どん木を切り倒した時は、一気に光が差し込んでくることに感動したが、もっと自分の
中で心を動かされたのが、細い枝を一本切り取るだけで、景色は大きく変わるというこ
とだ。低い方のテラス第 1号の床が完成して、作業が中盤に差し掛かった頃、テラスに
登ると茂った枝が邪魔だったので切ることにしたが、小さな枝を一本ずつ切るごとにど
んどん空の見え方が変わっていくのは、まるで額縁を作り出すかのような作業だった。
切るのが楽しくて止まらなくなりそうになるが、過不足のない、絶妙なところに仕上げ
なければならない。これは、今私が勉強しているデザインや、美術にも通じることだと思っ
た。
デザインに正解はないが、社会におけるデザインの解決策として、現状よりも良い答え
を出さなければならない。雨がかからないように葉を残しながらも、床に立ったときも
快適で、切り取る風景と差し込む光をベストだと思うところに近づけて空閣をつくって
いく。汗や木屑にまみれた手作りの作業の中に、デザインのヒントがいっぱい詰まって
いた。今つくっているツリ一テラスは、私たちが手探りで作っている実験台で、おそら
くとのテラスが完成した時こそが、本当のスター卜なのかもしれない。後期は人数が減
るので実現は難しいと思うが、そのプロセスを顧みて学ぶことを大事にしたいと思う。
後期では、まずは上段テラスを完成させ、その後は班員で話し合ったように、テラスを
より楽しく活用でき、第二のっちのいえとして、人々が集まれる場所にしたいと思う。
秋になったらテラスに座って読書などをしてゆっくり過ごしたい。また、足湯班や近づ
き隊のベンチが完成したら、っちのいえOB, OG の方やお世話になった方を招待しても
てなしたり、学生が参加できるイベン卜をして、っちのいえの丘や茶庭を知ってもらう
機会を設けてもいいかもしれない。後期も継続して、人と人をつなげるものづくりをし
ていきたい。

樋口理菜（漆工 3回生）

《ツリーハウス班主な作業内容》
6 月 11 日→空間つくり・道具置き場つくり・ブランコ
18日→階段つくり・ミニツリーに梁つくり
25日→階段つくり・ミニツリーに床はり
7月 2日→階段つくり・ミニツリーに床はり完成
9日→植物観察会
16日→上る足場の調整
23日→第 2 テラスの土台つくり
30日→今後の話し合い

●どの作業にどのように参加したか
空間つくりから始まり、穆蒼としげっていた木々を伐採することからはじめたツリーハ
ウス班。まわりをおおきくけずることによってすっきりした空聞が広がり、そこからど
うやって上にのぼるかを考えホゾをつくり木をうめこむという指導のもと、らせん階段
を取り付け始めました。ホゾつくりは水平を保ちながらきれいにはめこむように調整し
ていくのが難しく、少しの削り具合ではまるかはまらないか変わるところが非常に面白
い作業でした。天候や木の削る場所によって固さが違い、乾いている場所、湿っている
場所など、
木の肌質を感じながら作業できたのもツリーハウス班ならではの内容だと感じました。

道具が地面におきっ放しになってしまうため、即席でつくった道具置き場つくりでは、
見た目と安定度が反比例して、何度か倒れたこともありましたが、そのたびに地面を掘
り下げてだんだん強度をもたせていくことができました。インパクトを使つてななめう
ちをしたり、どうやってピスを打てば強度が増し、人をささえられるのかなど、頭を使い、
木の枝の生え方をみながら作業できるようになりました。支えにあたかも生えているか
のように木をビスで打ち込んだりなど、見た目と実用性がよいツリーテラスがつくれる
よう、今後も様々な工夫をして参加したいと思います。

●作業を通じての発見・反省・考察
ツリーハウス、ときいて最初はあるものをすべてそのまま使い、必要なものを足してい
くやり方だと思っていましたが、最初の空間つくりでいらない枝はぱっさり切り落とす
ことによって見晴らしがよくなり、足場が組みやすくなったことはおおきな発見でした。
また、既製品を使わず、蔦をつかって縄がわりにできたことも、良かったと思います。
反省としては、作業前に具体的に進める内容を考えていなかったこと、ひとつの木で作
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業できる人数が限られていたため、同時並行でなにか違う作業を進めればよかったと思
いました。

●残った作業への取り組み方
第 2 テラスがまだ梁つくりで終わっているので、床はりを終わらせるのと、ミニツリー
のほうは出来れば手すりをつけて安心できるような場所にしていきたいと思っています。
まだまだ使われていない生かせそうな枝や、蔦がたくさんあるのと、なによりも場所が
たくさんあるので、使い心地がよく楽しい場所にしていきたいとおもっています。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
岡本真侑 （染織 3 回生）

私は、入学した当初からつちのいえがずっと気になっていた。つちのいえの存在を知っ
たのは、入学して問もない頃の総基礎のデッサンの課題で絵にする場所を探している時
だった。ん ? これはなんだ ? つちのいえってなんだ ? なんでここに家があるんだ ? と
いう疑問が沢山浮かんだことを覚えている。この謎を解明するべくテーマ演習で、はつ
ちのいえを選ぶことにした。また、工芸と深いかかわりがありそうで興味が湧いた。初
回のレクチャーで、つちのいえフ。ロジェクトについて学んだことでかねてからの謎は
すぐに解け、それと同時に、思っていた以上に前から進められていたプロジェクトであっ
たことに驚き、私も是非参加したいという気持ちになっていた。
なんとなく一番面白そうだなという気がしてツリーハウス班に参加してみたのだが、す
ぐ壁にぶちあたった。私には使い慣れない工具が多すぎたのだ。ドリルを使う際には悲
鳴をあげていたほどで、ドリルやノミなどに対して恐怖心さえ抱いていた。だから最初
はこのような工具を使う作業は誰かに任せ、私は他に出来ることを探して、板を切った
り草を刈ったりする作業や物置台をつくったりして苦手なことから逃げていた。しかし、
いつまでも逃げているわけにはし、かず、私もドリルを手にするようになっていた凸そ
して、気づいたときには自分の手で階段の足場を一段完成させていた。その工程に、ノ
ミで木の表面を削る、ノコギリで木材を切る、ドリルでビスを打ち込んで固定させるな
どの作業があるが、いつのまにかそれを自分でこなせるようになっていた。最初は私に
は出来ないという気持ちで他人の作業を眺めていたけれど、私にも出来るということが
わかって凄く嬉しかった。やっとこれで初めの一歩を踏み出せたような気がした。後期
からはもっと積極的に取り組めそうだ。
ツリーハウスの制作に携わって気づいたことは、自然を利用して造るものは自然に従う
のが一番スマートなやり方であるということだ。ツリーハウスでいうところの樹木であ
り、足湯や農園では地形や土壌で、それに合ったものを造るということである。今回の
場合だと、樹木の枝の生え方に沿って取り付けた螺旋状の階段がその例だ。最初、どの

ように作業を進めていけばいいのかわからなかったが、まずは樹木という素材をよく観
察して触れてみてやっとなにが適切であるかが見えてくるということが分かつた。一度
素材そのもの
と向き合うことが凄く大事なことだと感じたし、これはツリーハウスだけでなく、もの
づくりに一貫して通じていることであるので、これからの制作に生かしていきたいと思っ
た。ツリーハウスの作業に関して具体的には、前期はなにもかも手探り状態であった為、
計画をあまり立てずに行き当たりばったりで、やっていたことが多かった。そして作業
中に感じていたことは、実際に木に登って作業できる人数は限られていて、木の下で工
具や材料などを受け渡したり、木材を切ったりする人数を踏まえても 4 人ほどしか作業
に参加出来てないということ。その為、それ以外の人は何をするかその場で考えなくて
はならなかったが、それも行き当たりばったりのせいで何かに繋げられるような着実な
作業はあまりできず、ふわっとしたままで、終わってしまったきがする。後期ではその
点を改善するために手分けしてできる作業をいくつかピックアップしておいて、そのい
くつかの作業を同時並行で進めていけたらいいなと思っているので、それについては今
後班員と相談して決めていきたい。
私がこの授業を受講し始めてから毎度つのっていく想いがあった。それは、自分達の手
でつくったツリーハウスや足湯や農聞がある大学って最高に楽しいところだなというこ
とと “ワクワク " という、私が何かをつくるときにもっとも大事にしたい気持ちがここ
に反映できたら嬉しい。数年後には移転してしまうがそれまでの聞に京芸に “ワクワク "
させる空間を造れたらいいなぁと思う。しかし、このプロジェクトについて知っている
生徒はそんなに多くないだろう。まずはこのプロジェクトの存在、空間の存在を在校生
に知ってもらう必要があるのではないだろうか。その為に後期の授業を通して、何か出
来ることをはないか考えてみたい凸ツリーハウスを完成させるとともに、宣伝活動なん
かも出来たらいいなと思う。きっと、この空間を利用してなにか面白いことをしたいと
いう気持ちはみんなも一緒だと思うので後期の授業もとても楽しみにしている。どんど
ん新しいことや何かが出来そうな予感がするのもつちのいえの好きなところである。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
高瀬葵 （日本画 3回生）

今期はツリーテラス班に参加。作業は相応に参加したが遅刻がちだった。
作業を通じて発見したことは、っちのいえ周辺の自然の遣しさだった。先週に枝を切っ
てもそこから次週には新芽が生えていたり、雨が降った次の日にはキノコがたくさん生
えていたり、たくさんの虫がいたり、その場所で生命が循環していることが分かつた。
一週間で目に見える程変わってしまう環境に、人工物との違いを感じ、改めてツリーテ
ラスをつくることの面白さを感じた。
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今回の作業での反省点は、チームプレイをもっと意識するべきだったという点である。
ツリーテラス班の場合、木に登り作業できるのは二人程なので、それ以外の人は何をし
て良いのか分からず手もち無沙汰になる時聞が多かった。
このようになってしまったのも、班全体での完成形のイメージが無く、なんとなく毎週
作業していたということが理由に挙げられる。今後の作業のために、具体的に何がした
いのかということを班で出し合いたい。

今後の作業
後期に入ったら、まず二週に渡って床を貼りツリーテラスをとりあえず完成させる。そ
こから各自ツリーテラス周辺で作りたいもの ( ハンモック、ブランコ、椅子等 ) に取り
掛かっていきたい。
私は一度壊れてしまったブランコを作り直したい。以前のブランコが壊れてしまった原
因は、蔦にあると思う。枝に引っ掛ける形で使用していたため、一点に重心がかかって
おり、さらに雨風の影響で蔦が傷んでしまっていた。また、座る椅子部分が斜めに傾い
ていたり、いまいち座り心地も悪かった。そこで、ロープを組み合わせたり、背もたれ
付の椅子にしたり、もっとレベルアップしたブランコを作りたい。
後期の作業は前期よりも人数が減るが、それぞれに役割を振り分けたり、ぶっつけ本番
でやるのではなく、計画を立て、個々で調べてきたことを持ち寄り、前期より効率よく
作業していきたい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
垣内美佳里 ( 漆工 3回生 )

私は高いところや高いところに登ることが好きなのでツリーテラス班に所属した。
かといってこれまであまり木登りもしたことなく、久しぶりに登ってみたところ、枝の
強度や生え方が木によって違い、木の加工のしやすさや登りやすさが変わるので、どの
木を選ぶか、また、周囲の環境も見て、登ったときの景色や木の周囲の足場は良いかな
ど考えることが多くあった。やはり実際に登って、触ってみないとわからないことが多
いので作るというのはものを知るうえで大切なことだと思った。足場を作るときも位置
や枝の生え方・強度を考えつつテラスまで登る導線を作った。人が乗るには不安な枝の
ような見ただけではわからない部分や木が自分を守るために部分的に腐らせてしまうこ
とがあったり、ツリーテラスを作ろうとする過程で木の特性が知れて面白かった。また、
ツリーテラスを作るという大きな目標も持ちつつ、それだけではなくて、木の周りの状
態を整えるときに見つけた蔦を使って何か作ろうかといった使えそうな材料を見つけて
から、それが何かに使えないか考えていく作り方も面白かった。やって見ないとわから
ないことや作っていく過程で新しくみつけて作って行けたことが楽しかった。

川久保美桜（総合芸術学 3回生）

作業をしてみて・・・私はなんとなく高いところに登れたら楽しそうだなと思い、ツリー
テラス班で作業をしていました。メンバーは元々仲がよかった人が多かったことからグ
ループ作業自体は大丈夫だなとは思っていましたが、実は木登りはしたことが無かった
ので、どうやっていくのか全然検討もついていませんでした。また木自体は高校のとき
に木工の授業を選択していたので加工などは分かるのですが、木材ではなく目の前の生
きている木を扱うのも最初は分からなかったです。なので一番始めに邪魔な枝や周囲の
植物を切ったとき、こんなに切ってもいいのか ! とすごく驚きました。( 植物観察会で本
当はよくなかったことが判明しましたが ...) 今まで自分が扱ってきた木材や作業をした
りする場所はすでに誰かが手を加えて与えられたものですが、自分の手で枝を切り開拓
していくことはとても自由でいいなと感じました。
　ただツリーテラスの作業自体も楽しかったのですが、もしかしたらそれ以上に興味を
持ったのは周囲の生き物でした。特に虫は元々は好きでも嫌いでもないくらいでしたが、
作業中に目にする虫が気になって調べていくうちに段々好きになっていきました。例え
ば木に白いふわふわしたエビみたいな小さい虫が出てきたので調べると、アオバハゴロ
モという虫だと分かり、ついでにその近くにいた葉っぱみたいな虫が成虫、木にまとわ
りついていた白い泡みたいなものがアオバハゴロモの分泌物だと分かりました。あと害
虫もマダニやムカデは噛まれると大変なので調べて対策をしたり、私は蚊にすごく噛ま
れやすいみたいなので対処法を試してみたりしました。実際に身を持って経験すること
なので、迷信などではなく科学的な根拠を持った対策を求める様になったのは大きく去
年と変わるところです。しかしツリーテラスの毎週の作業を通じて、色んな生き物が現
れたりどこかへ行ったりしていく光景や、メンバー達もかわいいとか言って虫を捕まえ
たり危ないからと言って避難させてあげたりする様子を見て、みんな等しく生きている
んだなと思い、殺虫ではなく虫除けを心がける様になりました。
　最初の私のツリーハウスのイメージは人だけしか生き物はいませんでしたが、今では
木自体も生きているし、虫や他の生き物もいるんだと認識できる様になりました。

つちのいえの要望
　今後の移転の話にも繋がるのですが、芸大内にもっと自由につちのいえの様なものが
出来れば素敵だなと思います。最近、芸大内にいてても目がつちのいえになっていて、
例えば池の周辺や門を抜けてすぐの階段横などここは使えるなという場所が色々と見つ
かります。建物じゃなくてもブランコなどの遊具やベンチでもいいし、自分たちの手で
空間を生み出し、それが自然のなかで時間を持って順応していく様なことがより出来た
ら楽しいと思います。人、動物、植物すべてが動いているのが実感出来るようなつちの
いえが理想です。本間由夏 ( 油函 3 回生 13151)
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本間由夏 ( 油函 3 回生 )

(1) つちのいえで行った作業
今期、つちのいえではツリ一テラス班の一員として作業を行った。ツリ一テラスづくりは、
テラスを設置する木を決めるところから始まり、その上で昼寝やお茶を飲むなど、落ち
ついて多目的に過ごせる空間を作ろうという目標で作業を行ってきた。
班内で行った作業は、まずツリ一テラスを設置する木を決めること、そして作業がしや
すいように木の回りに生えている草を刈り、落ちている木を片付けることであった。テ
ラスを作りやすい枝の生え方をしている木がないか探し、さらにその木の中でどのよう
にテラスを設置すればよいかを班員と相談しながら考えた。当初はつちのいえの南側の
木を候補にしていたが、最終的には東側に生えている木 2本にツリーハウスを設置する
事にした。
選別した木の周聞にはイネ科の草が多く生えており、作業の時やツリ一テラスへの出入
りの不便さから箪を刈った。また細い木も作業に不便だったので切り、ツリ一テラスを
設置する木の周囲を開けた。木の周囲が片付いた後、ツリーテラスを設置する高さを決め、
木に階段を設置した。( 写真 1 、2)

まずシラカシの木に階段と作業台を設置し、テラスの床の梁を設置した。
その後、1 本目のシラカシの木のすぐ側にあるサクラの木を、テラスの増設のため使う
事に決めた。シラカシの木の枝を 2本目のサクラの木に括り付け、その枝の上を歩いて
1本自の木と 2本目のサクラの木を行き来できるようにした。( 写真 3 、4)

シラカシの木とサクラの木を行き来できるようにしてからは、主にサクラの木での作業
を中心に行った。シラカシの木で行ったのと同様にサクラの木に階段を設置し、シラカ
シの木に設置したよりすこし低い位置にテラスの床の梁を設置した。その後梁の上に板
を並ベテラス床を作った。サクラの木のテラスが完成し、シラカシとサクラの木を渡し
た木の調整や、滑りやすい部分に縄を巻くなどした。

(2) 作業を通しての発見、反省・考察
ツリ一テラス制作、また植物観察会を通して、今期のテーマ演習では木について学んだ。
ツリ一テラスは自然に生えている木を利用してどのように階段や梁を設置したら良いか
など、普段とは違った視点で木を見ることを学んだ。木に生えている枝でも、テラスづ
くりに活用できるものと邪魔になるものを区別し、場所によって枝を落としたりと、自
然に生えている木を、素材として認識することを知った。この、自然に生えてしも木を
素材として認識してなにかを作るというのは、普段の制作では得られない体験で非常に
貴重なものとなった。つちのいえの壁を塗った時にも、同じ感覚があり、普段ありふれ

たものとして見ていた土、木などを、立派な素材としてものづくりに生かす事が出来る
のだと学んだ。また、木や土と身近にふれあううちに、自分が木や土の特性についての
知識が無い事を自覚した。木や土の良さをより生かそうと思うと、その良さをまず知ら
なければならないと感じた。

(3) 今後のツリ一テラス、またつちのいえについて
ツリ一テラス制作から、素材についての知識をもっと知らなければならないと切実に実
感したので、ツリ一テラス斑では、夏期休業中に京都大学総合博物館で行われる「土っ
てなんだろう」という土に関する展示へ行く事を計画している。つちのいえでは、実際
に土や木に触れることで学ぶ事は多いが、今後素材の特性や、活用法などについて学ぶ
機会がもっと増えれば、素材の新たな使い方が発見できるのはと思う。
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2015 年 6月 18日
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近づき隊
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植物観察会 7月 9日　15時～
徳岡駒子先生による「植生地理学から読み解く丘の現状」

3 時のお茶

７月23日


