平成３０年度

アーツプロジェクトスクール＠新潟

応募要項

アーツプロジェクトスクール@新潟

ARTS PROJECT SCHOOL（APS）はアーツプロジェクトを運営・実施するために「気づく力」「ビジョンを描く力」
「計画する力」「つながりを生む力」「運営する力」が必要だと考えています。これを実践的に学び、体得する機
会を提供します。
まちや社会に向き合い、プロジェクトを通じて、課題に対し創造的に働きかける ーAPS で待っているのは、こ
うした「クリエイティブプロセス」を描くリーダーを目指すカリキュラムです。2016 年度から東京で始まった本ス
クールは、今年度は東京のほかに京都、福岡、熱海、そして新潟で行います。
新潟では「水と土の芸術祭」「大地の芸術祭」が開催され、まちづくりやものづくりに、アートやクリエイティブな
動きが見られます。これらをさらに一歩前進させるために、より創造的でビジネス性を持つこと、他領域と連携
する力が求められています。
既にアーツプロジェクトに取り組んでいて、より自立的な運営を図りたい方、地域や社会のなかでプロジェクト
を実施したい方、ビジネスの中にアートやデザインの要素を取り込みたい方、仕事やものづくりをクリエイティ
ブにスキルアップしたい方など、様々な方のご応募をお待ちしています。

■説明会（プレ企画）
『ポスト水土！新潟発アーツプロジェクトのための 5 つの力』
アーツプロジェクトスクール統括ディレクター・中村政人と新潟校ディレクター・
五十嵐政人による、説明会＋トーク企画。

日時：2018 年 9 月 14 日（金）19:00-21:00
会場：ゆいぽーと（新潟市芸術創造村）
〒951-8102 新潟市中央区二葉町 2 丁目 5932 番地 7（旧新潟市立二葉中学校）
＞＞詳細はこちら（別ページにリンクします）

http://artsprojectschool.jp/news/news78.html

年間スケジュール
内容

日付

募集受付期間

8 月 25 日（土）〜9 月 20 日（木）

説明会（プレ企画）

9 月 14 日（金）19:00-21:00

開校+オリエンテーション+オンライ
ン講義 1 中村政人(後述)

9 月 29 日（土）17:00-21:00

京都でのリサーチ合宿

10 月 5 日（金）〜10 月 8 日（月・祝）
※応募書類受領後、合宿参加可否確認のご連絡をいたしま
す。

オンライン講義 2〜13（後述）

10 月〜12 月

新潟校での派遣講師の講義

10 月 13 日（土）、27 日（土）、11 月 10 日（土）14:0017:00 *講師選定中

アーツプロジェクトの実践

11 月〜2019 年 1 月（新潟県内）

成果報告会＠3331

2 月中旬

修了式

3 月中旬

アーツプロジェクトサミットへの参加（2 日間）

＊カリキュラムの詳細は応募要項の最後に記述しています。
■募集定員
本科生とレクチャー生をそれぞれ 10 名程度募集します。
・審査により選考された方がアーツプロジェクトスクールを受講できます。
・審査の結果により受講確定者の人数は前後します。
・選考スケジュール、提出書類、応募方法についてはこのページの別途記載をご覧ください。

■入学金・受講費
入学金：3 万円（本科生のみ）
受講費：無料
・入学金はプロジェクト実施経費に全額充当します。

■応募受付期間
平成 30 年 8 月 25 日（土）から 9 月 20 日（木）24:00
APS ホームページ （https://artsprojectschool.jp）掲載の応募フォーム（新潟校用）からお
申し込みください。

■応募要件
アーツプロジェクトスクールのコンセプトに賛同し、プログラムに積極的に参加し、
プロジェクトを自主的に進める意思があること。
想定している受講対象者：
・公共団体、企業、NPO、任意団体などにおいて、文化、地域経済、コミュニティー関連等に
関心がある人、または従事している人、してきた人
・クリエイティブ系の職種に従事している人、してきた人
・ものづくりや農業、伝統工芸等に新しい方法・考え方を取り入れたい人
・パブリック・リレーションやマネジメントを学んでいる学生、社会人
・生き方や考え方に疑問を持っている人で、新しい何かを求めている人
など
※性別・年齢は問いません。
※未成年者は、別途保護者からスクールへの参加許可をいただく必要があります。
※応募者には、必要な提出書類の用意と期日までの応募書類一式の提出が求められます。
※提出書類を元に審査し、受講者が決定されます。

受講期間中、求められるもの
・本科生、レクチャー生ともに、可能な限り一緒に受講すること。
・本科生、レクチャー生ともに、受講後１週間以内にレポートを提出すること。
・（本科生のみ）実施するプロジェクトの内容は本科生自身が決めますが、プロジェクトの
企画・準備や実施のためにかなりの時間を費やす場合もあります。それらにできる限り参
加し、意欲的に取り組むこと。

※スクール側は、受講生が受講期間を有意義に過ごせるようサポートいたします。

■選考スケジュール
1. 応募申込み締切 2018 年 9 月 20 日（木）24:00
下記 URL リンク先ホームページ内の、応募フォームのみで受付いたします。
（https://artsprojectschool.jp/entry/）

・書類審査があります。
・応募者多数の場合は面接を実施します。
2. 結果発表 2018 年 9 月 24 日（月・祝）
（受験者全員にメールにて審査の結果を通知します。）

■提出書類
以下の 4 つの書類を PDF 形式等にデータを変換してご応募ください。
なお、ファイル名称にはあなたのお名前を含むようにしてください。
（例：「履歴書_千代田花子.pdf」）

（１）履歴書
指定のフォーマットを、下記リンク先ウェブページからダウンロードしてお使いください。
（https://artsprojectschool.jp/entry/）
（２）職務経歴書
形式は問いません。A4 サイズ縦 5 枚以内にまとめてください。
全ての職務に対して、以下の項目がわかるよう記載してください。
・会社／団体名
・その会社／団体の所在地、またはそのときの勤務地
・在籍期間
・あなたの役職名称
・あなたの役割、任されていた仕事、行ったプロジェクト名称、など

（３）これまでの活動資料
形式は問いません。A4 サイズ縦 5 枚以内にまとめてください。
職務含み、これまであなたが携わったプロジェクトや活動についての説明資料を提出して
ください。活動で担当した内容や参加ポジションがわかるように記入してください。

（４）企画提案書
ご自身が将来実現したい企画を記した提案書をご提示ください。
以下の項目がわかるよう記載してください。
・どのようなプロジェクトか
・なぜそのプロジェクトを実現したいのか、なぜこのプロジェクトを実施したいと思うに至
ったか
・対象者は誰か、またはどのような社会課題を解決するものなのか
・（あれば）どの場所／地域で実施することを想定しているのか
・プロジェクトを実現させるために、今あなたが考えている達成すべきことや目標や手
順など、タイムラインに沿ってご説明ください

内容・形式は問いません。A4 サイズ縦または横で 5 枚程度にまとめてください。
本スクールでの実現にこだわらず、近い将来の実現を目指すものでも構いません。
多くの人々の心に響くユニークで実現性の高い提案を期待しています。
※書けることを率直に、ご自分の言葉で書いていただければ結構です。

■応募方法
・（１）履歴書、（２）職務経歴書、（３）これまでの活動資料、（４）企画提案書を、PDF
形式等にデータを変換して、下記リンク先の応募フォームよりお送りください。
・ファイル名称にはあなたのお名前を含むようにしてください。
（例：「履歴書_千代田子.pdf」）
・必ず連絡の取れる電話（携帯電話）番号、メールアドレスをご記入ください。
・メールアドレスが携帯メールアドレスの場合、PC メールからの受信拒否設定をしているこ
とにより、メールが届かないことがあります。
・連絡がつかない時には応募無効とさせていただくことがあります。
※なお、審査の選考過程や評価・結果については、応募者全員の提出書類並びに面接等の結
果を総合的・相対的に判断した結果に基づいたものであり、応募者の著作権や個人情報を
含みます。よって応募者の個人情報保護を遵守するためお教えすることはできません。ご
了承の上ご応募いただきますようお願いいたします。
※提出書類は返却いたしません。また、提出書類は審査の目的のみに使用し、その他の目的
には使用しないことをお約束いたします。

■応募先
下記 URL リンク先にて、応募フォームより（１）履歴書、（２）職務経歴書、（３）これま
での活動資料、（４）企画提案書を PDF 形式等にデータを変換してご応募ください。
（https://artsprojectschool.jp/entry/）

■お問い合わせ
ウェブページのお問い合わせフォーム （https://artsprojectschool.jp/contact/）を
お使いください。または、info_niigata@artsprojectschool.jp 宛にメールにてお問い合
わせください。

（次ページに続きます）

【新潟校のスクール運営・カリキュラムについて】
●スクールの会場
会場はプレ企画も講義もすべてゆいぽーとで行います。旧二葉中学校をリノベーションし、今年オ
ープンした施設です。

住所 新潟市中央区二葉町 2 丁目 5932-1
電話 025-201-7530
駐車場 あり

●講義スケジュール・受講場所
・オンライン講義は 3331 校(東京本校)と同時にゆいぽーとで視聴します。（講義番号 1,11-13 を
除く）
・受講できない場合は、個人でいつでもどこでもネットで視聴できます。
・受講後は１週間以内にレポートを提出してください。（提出方法などは開講時オリエンテーショ
ンにて別途ご案内します。）

【講義スケジュール】※特に記載のない場合、講義時間はいずれも 19:00-21:00 です。
講義番号

日程

講師名

タイトル

１

9 月 29 日（土）
（17:00-21:00）

中村政人（アーティス
ト）

「アーツプロジェクト概論ー個と全体の創発
性をつくり出す 5 つの力ー」

２

10 月 17 日（水）

紫牟田伸子（編集家）

「地域の文化的価値に関する考察―次世代へ
向けた地域文化形成について―」

３

10 月 25 日（木）

鷲田めるろ（キュレー
ター）

「地域文化とアートのキュレーション―美術
館の内と外をつなぐ事例から学ぶ―」

４

10 月 31 日（水）

遠山正道（(株)スマイ
ルズ社長）

「アートの視点を通じた起業と経営―プロジ
ェクト運営に本当に必要なもの―」

５

11 月 5 日（月）

山崎亮 （コミュニテ
ィデザイナー）

「コミュニティデザインの実践例―地域づく
りの具体例とプロセスから学ぶ―」

６

11 月 28 日（水）

山内真理（公認会計
士）

「プロジェクトにおける会計―価値あるプロ
ジェクトを推進するために―」

７

11 月 日付未定

小田嶋 Alex 太輔
（(株)EDGEof 代表取締
役 Co-CEO）

「プロジェクト実現の資金調達について―文
化芸術に事業性を持たせるために―」

８

12 月 6 日（木）

福住廉（美術評論家）

「アーツプロジェクトの批評について―これ
からのアーツプロジェクトを語るために―」

９

12 月 12 日（水）

桶田大介（弁護士）

「法律や権利について―アート／ソーシャ
ル・プロジェクトと法律ー」

１０

12 月 19 日（水）

清水義次（都市・地域
再生プロデューサー）

「プロジェクトとは何のために何をするのか
―様々なまちづくりの実践事例から学ぶ―」

※下記 3 つの講義はオンラインで個別に受講いただきます。
講義番号

日程

講師名

タイトル

１１

スクーリング
期間内

山出淳也（BEPPU
PROJECT 代表理事）

「芸術祭のディレクション／経営／運営―地方
における芸術祭の在り方とその持続性―」

１２

スクーリング
期間内

加治屋健司(美術史家、
東京大学准教授）

「アーツプロジェクト史概論―アーツプロジェ
クトの歴史を紐解く―」

１３

スクーリング
期間内

塚本由晴（建築家/東京
工業大学大学院教授）

「プロジェクトのふるまい学―ふるまいから生
まれるプロジェクト―」

●オンライン講義以外のカリキュラムについて
①京都リサーチ合宿 10 月 5 日（金）～8 日（祝）
3 泊 4 日で、各校の受講生が集まり、演習とフィールドワーク、企画立案、プレゼン等を行いま
す。本科生は旅費・宿泊費の補助があります。可能な限り全日程を受講してください。
※レクチャー生は実費負担で参加できます。

②新潟校にて派遣講師の講義 10 月 13 日（土）、27 日（土）、11 月 10 日（土）14:00-17:00
講師が新潟を訪れ、テーマに基づいたレクチャー・ワークショップを行います。
③プロジェクトの実践
②を踏まえ、実際に本科生たちでプロジェクトの準備〜実践を行います。2 月の成果報告会で
は、実践したプロジェクトについての報告をいただく予定です。
※プロジェクト実施に際し、材料費等の実費が別途かかる場合があります。
※レクチャー生は実費負担で参加できます。
④成果報告会＠3331
2 月中旬に開催される、3331 Arts Chiyoda での成果報告会（全国 5 ヶ所のスクール生によるプ
ロジェクト報告や発表、講師陣たちによるシンポジウム）に参加していただきます（2 日間）。

＊ご不明な点はウェブページのお問い合わせフォーム（https://artsprojectschool.jp/contact/）
からお尋ねいただくか、info_niigata@artsprojectschool.jp 宛にメールをお送りください。
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