
日本建築学会主催
第 10回子どものまち・いえワークショップ提案コンペ　最優秀賞

企画 /実施 : 京都女子大学家政学部生活造形学科
　　　　　  是永研究室 (修士 2年 1名・4年生 7名 )

[ 企画趣旨 ]
京都の街並みには、小さな魔除けの番人が屋根の上に存在し、その番人は、鍾馗さんや留蓋瓦、
鬼瓦などがあります。このWSでは、主にオリジナル冊子を活用して、どんな番人がいるのか
探してもらう企画です。普段、目に留めない建物の装飾に目を向け、古い建物や街並みの魅力
に気付いてもらう機会にしたいと考えました。　　　　　

[ オリジナル冊子・シール ]
３つテーマに沿った内容がわかりやすく書かれている冊子と探してもらう番人の写真シールを制作しました。
　　　

[ 実施方法 ]
コンペ審査時は、東山区の街歩きをしながら番人を探してもらう「対面形式」を予定
していましたが、コロナウイルスの感染状況より、「オンライン形式」で実施すること
にしました。実施方法が変わっても、街歩きをしながら番人を探す楽しさを感じても
らえるように動画を制作し、オンライン上でも臨場感を感じてもらえる内容としました。　　　　　　　　

【主催】日本建築学会 , 京都女子大学家政学部生活造形学科　【お問い合わせ】　 075-531-7161 　 kyotowu.ws2021@gmail.com

2 月 23 日（水・祝日）9:30～12:00
京都のまちなかにいる小さな番人いくつ見つけられるかな？
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○定員　40名※先着順となります。
○対象　小学 3～６年生、親子参加OK　

○参加費　無料

○開催方法　オンライン※ZOOMを使用します。

○準備するもの

　筆記用具・ハサミ・のり・色鉛筆

　色紙 (おりがみなど )

○参加者にはオリジナル冊子プレゼント
　(ゆうパックでお送りします。)

○申し込み方法
下のQRコードもしくはURLの
申し込みフォームよりお願いします。

https://forms.gle/5tH5pM1Gb83SoGRV6
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[ 参加者募集方法 ]
実施日程 / 2022 年 2月 23 日 ( 水・祝 )　
　　　　　   9:30～12:00
実施場所 / 自宅からオンラインで参加
                 ※メンバーは、大学の教室よりオンライン参加
　　対象 /　小学 3年～6年生、親子参加OK
　参加費 /　無料
　その他 /　[ 当日準備してもらう物 ]
                   筆記用具・ハサミ・のり・
                   色鉛筆・色紙 (おりがみなど )

                   [ 事前送付物 ]※レターパックで送付
                   人数分のオリジナル冊子・シール・
                   制作キット

[ 企画の流れ ]
大きく３つのテーマに沿って進めます。　　　

「屋根の上の番人って何？」
鍾馗さんや留蓋瓦にどんな役割があるのか、

さらに鍾馗さんをつくる職人さんのインタビュー
を見て、番人さんの正体を知ってもらいます。

　　

「屋根の上の番人を探してみよう！」
京都の中でも番人が多い東山区の 4エリア
(建仁寺・高台寺・六波羅蜜寺・清水寺 )
を街歩きしながら番人を見つけます。

　　

「オリジナル番人を作ってみよう！」

制作キッドを活用して、
自分だけの飛び出す番人さん
カードを制作します。

[ 街歩き動画 ]
実際に街歩きをしている映像や番人のクイズの動画を各エリアで制作しました。
　　　

↑「屋根の上の番人って何？」の紹介ページ ↑「オリジナル番人を作ってみよう！」の紹介ページ

↑「屋根の上の番人を探してみよう！」の紹介ページ ↑番人シール

↑表紙

[ 募集内容 ]
チラシを制作し、
東山区にある
小学校 (3 校 ) に
配布を行い、
日本建築学会HP
等の催し情報にも
掲載させていた
だきました。

←チラシの内容　

冊子＋シール
と街歩き動画を
活用して 3つの
テーマを進めます。

↑冊子　 ↑シール　

全 18 ページ、カラー、A４サイズの冊子。わかりやすく、楽しく読み書きしてもらうために、
番人や人、マップや建築物のイラストを１からつくりました。完全オリジナル冊子としています。

「屋根の上の番人を探してみよう！」には、各エリアごとにページを作っています。左側にお散歩マップ、右側に探す番人リストがあり、
番人を見つけたら番人シールをリストに貼る仕様になっています。WS終了後も、街歩きで活用してもらえるようになっています。

↑「屋根の上の番人って何？」の動画一部　

↑「屋根の上の番人って何？」の動画一部　

↑高台寺エリアの動画一部　↑建仁寺エリアの動画一部　

↑六波羅蜜寺エリアの動画一部　 ↑清水寺エリアの動画一部　

番人とは何か
だけでなく、
様々な特徴や、
誕生物語など、
興味を持って
もらえるような
動画を制作！

京都で唯一、
鍾馗さんを作っ
ている職人に
インタビューも
行いました。

街歩き動画では、
番人だけでなく
各エリアで
有名な建造物も
紹介します。

面白い番人を
セレクトして
クイズなどを
通して紹介し
ています。



対面形式で行うため
2月に延期決定

[ 当日までのスケジュール ] [ 当日の進行スケジュール ]

幼稚園　　　1名
小学 1年生　3名
小学 2年生　3名
小学 3年生　8名
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企画立案

街歩き調査 /瓦職人インタビュー

小学校・区役所・学区長へご挨拶・面会

オリジナル冊子・シール・チラシ制作

冊子・シール・チラシ発注

街歩き動画
制作

チラシ配布

事前配布物
準備・送付

撮影の許可取り

プレ街歩き調査

申込フォーム
開設

オンライン形式の実施方法検討企画ブラッシュアップ

2月 23 日
WS実施

第 10回子どものまち・いえ
ワークショップ提案コンペ審査

オンライン形式で
WS実施決定

小学 4年生　4名
小学 5年生　2名
小学 6年生　3名

◉当日のスタッフは、メンバーのみで実施しました。

計 24名

[ お子様の参加者詳細 ]

( 保護者同伴で参加された方もいらっしゃいました。)

[ スタッフ構成 ]

◉京都以外にも、全国各地からオンラインで
　参加してくださる方がいました。

Zoom入室開始 /Zoom動作確認

WS開始

メンバー代表あいさつ /今日の流れ説明 /アイスブレイク自己紹介ゲーム

「屋根の上の番人って何？」

5 分休憩　

「屋根の上の番人を探してみよう！」

建仁寺エリア /高台寺エリア /六波羅蜜寺エリア /清水寺エリア

5分休憩

「オリジナル番人を作ってみよう！」

記念撮影 /終わりのあいさつ

WS終了

9:00

9:30

10:10

10:25

10:30

11:25

11:30

11:50

12:00

WS経験者の方から
アドバイスをもらう

開催延期について
　　コンペ審査の時点
【開催日】2021/10/16( 土 )
【開催方法】対面形式　　　　　　

→延期
　　　　　延期後
【開催日】2022/2/23( 水・祝 )
【開催方法】オンライン形式　　　　　　

8:30～WS開始前の準備　
メンバーは、大学に集合して、スタートの 1時間前に最終チェック。　

↑動作確認の様子↑最終チェックの様子　

9:00～ZOOMの入室開始

↑開始前の zoom共有画面　

スタートの 30分前から
ZOOMの入室を開始。
スタートまでに参加者には、
ZOOMの設定 (名前をひらが
なに変更や、画面やマイクの
ON/OFF のタイミング等 )を
共有画面に提示。

9:30～WS開始 /あいさつ・アイスブレイク
アイスブレイクは、自己紹介ゲーム「好きなものズームイン」を実施。　

10:10～「屋根の上の番人って何？」

↑WSの様子　

番人の特徴や探すポイントなどを共有画面や冊子を使って解説。　

↑インタビュー動画　

↑zoomの画面共有　

唯一、京都で鍾馗さんをつくる職人のインタビュー動画も見てもらう。　

10:30～「屋根の上の番人を探してみよう！」
建仁寺エリア→高台寺エリア→六波羅蜜寺エリア→清水寺エリアの順番で
各エリア 10～15 分でオリジナル冊子・シールと街歩き動画を活用して説明。

↑建仁寺エリアの街歩き

↑高台寺エリアの街歩き

↑六波羅蜜寺エリアの街歩き

↑清水寺エリアの街歩き

↑チャットの様子

街歩き動画の途中では、
見つけた番人の名前を考える時間に
可愛い名前や面白い名前を
チャットを通して答えてくれる子が
いました！オンラインならでは！

コック鍾馗

11:30～「オリジナル番人を作ってみよう！」

事前に送付した制作キットを使って、飛び出す番人さんカード作り。　

↑作り方の説明　 ↑メンバーが作ったカード　

↑オリジナル番人の紹介

11:50～12:00 記念撮影・WS終了

↑オリジナル番人のカードを持って撮影

好きなものをイメージして、いろんな番人さんを作ってくれました！　

終了後にたくさんのメールや写真をいただきました！

←オリジナル番人のカードを持って撮影

コロナが落ち着いたら、屋根の上の番人を探しに
京都に行こうと家族で話しました。 
本当に有難うございました。 

参加された保護者の方から

最後は、
制作時間に
夢中になって
作ってくれてた
オリジナル番人
カードを持って
記念撮影！

[ 当日の流れ ]

[ 当日の参加者詳細 /スタッフ構成 ]


