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RADIO Lookout first began research in spring 

2019 and carried out until its realization in 

December 2021 while enduring the COVID-19 

pandemic .  In  order  to  document  th is 

program, the title Kanazawa Fringe must first 

be discussed. Here, both international and 

domestic up-and-coming artists are invited 

to reside in Kanazawa, taking in creative 

inspiration from issues of the city, people, 

and localities. It is a community-based 

two-year program to create and present 

experimental, stimulating, experience-based 

and interactive live performances that 

captured the spirit of the times. This is the 

third edition of the program with the first 

edition taking place from 2014-15 and the 

second from 2016-2017.

The fringe – there we can find the origin of 

creativity. What kind of live performances 

that question our values can contemporary 

artists come up with? Are creativity and 

expression solely the privilege of artists? 

What kind of relationships arise when 

artists and spectators share the same space 

and time? Who and where do the vestiges 

of these works deposit on and what kind 

of allusive feelings are the people and the 

city left with? Taking on these questions, 

Kanazawa Fringe goes deep into the city and 

its residents. What we look for in artists 

is a sharp observant eye, insight, a free-

spirited expression, and an open attitude 

to collaborate with residents. Differing 

approaches and methods were taken to 

address a variety of issues. 

Take a look at some programs in the 

past: Deru Kugi wa Utareru (artist: Scottee) 

examines the consciousness and self-

image of women in Japanese society by 

interviewing Japanese women of various 

regions; The House of Asanogawa  (artist: 

Sokerissa!) which deals with the sanctity 

o f  ou t s i d e r s  who  have  expe r i enced 

homelessness together with a legend of 

Asano River; and Fun with Cancer Patients 

(artist: Brian Lobel) which challenges 

the taboo to openly discuss illnesses by 

encouraging conversations with patients, 

medical staff, and museum visitors, and 

leads us to be aware that these issues are 

everyone’s issues. Participants might feel 

lost at how to explain their unconventional 

experiences, in the end relying on phrases 

like, “You’ll know if you experience it.” Art 

is not only something that is produced in 

front of a spectator’s eyes and consumed, 

but an experience that testifies to people’s 

rights to express themselves. 

For this edition of Kanazawa Fringe, children 

from Kanazawa were the creative partners 

to work with the artists Andy Field and 

Beckie Darlington. They are based in London 

and creates interactive projects that invite 

us to consider our relationships both to the 

spaces we inhabit and the people around us. 

Field was a partner who helped us to launch 

the 2014-15 edition of Kanazawa Fringe. In 

the beginning, Lookout was planned to take 

place face-to-face in August, 2020. It was 

postponed twice, prompting a policy change 

to ensure that the project could be carried 

out without the artists being able to travel 

to Japan. After re-creating it into an online 

program, Kanazawa Fringe ver. Kids/ RADIO 

Lookout  was realized in December 2021.

　「 金 沢 未 来 展 望 ラ ジ オ 」（ 英 文 名：R A D I O 

Lookout）は、2019年春にリサーチを開始して

から2 0 2 1 年 1 2月の 実 現に至るまでをコロナ禍

をくぐり抜けながら実施しました。このプログラム

の記録を残すにあたり、まずタイトルに冠している

「カナザワ・フリンジ」について触れる必要があり

ます。これは、国内外から招聘する気鋭のアーティ

ストやクリエイターが金沢に滞在し、街の課題、人、

場所に内在する創造のインスピレーションを得て、

時勢を捉えた実験的で刺激的な体験型・参画型ラ

イブパフォーマンスの創作と発信を行う地域密着

型の２年サイクルプログラムです。2014-2015年

（＊１）、2016-2017年（＊２）に続いて今回が3

回目の開催（＊３）となりました。

　フリンジ＝周縁。表現を生み出す創造の源泉を

そこに見出します。同時代に生きるアーティストが

私たちの価値観に問いかけるライブパフォーマン

スとはどのようなものでしょう。表現や創造はアー

ティストや一部の人の特権なのでしょうか。表現者

と観客は同じ時間と空間を共有しながらどのよう

に関係を切り結ぶでしょう。その作品の痕跡は何

処に、誰に堆積し、街と人にどのような余韻を残す

でしょうか。様々な問いかけとともに「カナザワ・フ

リンジ」は街と人に分け入ります。アーティストに

求めるのは鋭い観察眼と洞察力、街の人と協働す

るオープンな姿勢とフリースタイルな表現力です。

扱うテーマも様々ならアプローチする方法も異な

ります。

　過去に立ち現れた作品の一端からご想像くださ

い：各地に在住する日本人女性へのインタビュー

録 音を通して、日本 社 会における女 性 の 意 識 や

自己像について考察した「デルクギハウタレル」

（アーティスト：スコッティ）／アウトサイダーとし

ての 路 上 生 活 経 験 者が聖 性を持った存 在として

浅野川の伝説とともに降り立つ「あさのがわのい

え」。（アーティスト：新人Hソケリッサ）／タブー視

され封じ込められる病をテーマに患者や医療関係

者と来場者が会話をしながら最終的には誰もが当

はじめに
Introduction

事者であることへの気づきへと導く「Fun wi th 

C a n c e r  P a t i e n t s :  がん 患 者とがんトーク」

（アーティスト：ブライアン・ロベール）。意表を衝く

これらのパフォーマンスに参加した観客はその体

験を人に説明しようとして「体験すればわかる」と

しか言いようがないかもしれません。何より、これ

らの作品はどこかで製造され観客の眼の前に差し

出され消費されるだけのものではなく、観客自身

が表現を担う主権者でもあることを証明する体験

であったはずです。

　今回実施した「カナザワ・フリンジ」はアーティ

ストとの共創相手として金沢の子どもたちに白羽

の矢を立てました。アーティストはロンドンを拠点

に世 界 各 地で地 域 社 会とそこに生きる人 々との

関係性を題材にプロジェクトを実施しているアン

ディ・フィールドとベッキー・ダーリントン。フィール

ドは「カナザワ・フリンジ」を2014-2015年に一

緒に立ち上げたパートナーです。当初は「金沢未

来展望」（原題：Lookout）を2020年8月に対面

で実施する予定でした。その後、2度にわたる開催

日程の延期や、アーティストは来日せずとも確実

に実施する方策への方針転換、そしてオンライン

版Lookoutへのリクリエイションなどの道程を乗

り越えて2021年12月にカナザワ・フリンジver .

キッズ「金沢未来展望ラジオ」（英文名：RADIO 

Lookout）として実現しました。

＊1) 2014-2015年

＊2) 2016-2017年

＊3） 2019-2021年
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This is a dialogue between children and 

adults about future cities. With RADIO 

Lookout ,  which made th is  s imple  and 

clear act into a live performance, there 

were interesting proposals regarding the 

relationships between people and society, 

and regarding art activities. At the same time 

we were confronted with concerning issues. 

While discussing about our future society, 

can 10 and 11-year-old children share a 

common understanding and language with 

adults? Will the upshot be that contents 

become “childish”? As the artists cannot 

visit Japan, an online creation workshop 

will be held along with the children who 

meet for the first time through interpreters. 

Can we be creative enough? Can these non-

professional children take the initiative in 

this “live performance” as partners with the 

adults? How can the safety of these children 

be protected when they make surprise phone 

calls to adults they don’t know? Why are we 

ticketing a “radio”  program? These were 

very natural reactions because it was a non-

conventional world premiere performance to 

be released for the first time.

COVID-19 has completely prevented people 

from physically coming close to each other. 

Losing the opportunity to meet face-to-face 

as instinctive desire of humans, as well as 

the inevitable restrictions on mobility, the 

city pollution had  cynically been temporality 

purified. Nevertheless, we sought connections 

and did not give up resonating with each 

other. Instead of meeting physically, we 

made full use of communication technology, 

resulting in a flood of visual information. 

But once we give our visual sense a break 

and focus on auditory communication, it 

allowed for greater individual freedom. 

Listening to each other’s voices allowed us to 

imagine their personality. The sounds let us 

imagine the scene, and the music shook our 

sensitivity. The world expanded on the wings 

of memory and imagination due to our sense 

of hearing being stimulated. It was an ideal 

stage where you can travel back and forth 

freely in the past, present, and future. RADIO 

Lookout is a story that is spun in a city which 

spreads in the brains of present and future 

adults, where time and space is endless. The 

10 and 11-year-olds who played the starring 

roles were allowed to show their natural rich 

imagination and creativity, and by playing 

recorded voices alongside real conversation, 

adult listeners were taken to a world between 

real and fiction. Surely, the common sense 

and standards of adult would disturb their 

pure enjoyment of the performance. It’s 

better to talk with children as equals and 

surrender yourself to their vision as quickly 

as possible. This project, which believes in 

the power of children, provides opportunities 

for children to think about the future and talk 

about the future they envision, is a question 

of adults' preconceptions about "children" and 

a chance to move forward together.

Kanazawa Fringe  is a platform to question 

established values and promote adventurous 

creativity. During this time of surging 

COVID-19 cases, a hybrid program was 

launched to deal with it creatively. Despite 

this crisis, there were many times when we 

were struck by the children adapting to 

the circumstances while talking about their 

dreams and hopes for the future. We realized 

that children are already firmly connected 

to and observing society. As these children 

grow from now and face a future beyond 

imagination, we hope that they can carve 

out a future without losing their generous 

and positive ideas. It’s an opportunity for 

us adults to re-consider how to engage with 

children, connecting the city to the future.

Invitation to our Future Cities

Yuko Kuroda / Chief Program Coordinator

　子どもと大人が未来の街の姿について対話を

行う。この シンプル か つ 明 解 な 行 為 をライブパ

フォーマンスとして作品化した「金沢未来展望ラ

ジオ」のプランには人と社会の関わりや表現に関

する興味深い試みが盛り込まれていたが、同時に

多くの課題も伴っていた。まず未来の社会を語る

のに10歳、11歳の子どもと大人が共通の認識と

言語を持ち得るのか。それは“子どもっぽい”内

容になるのがオチではないか。アーティストが来

日できない中、初対面の子どもたちと通訳を介し

てオンラインでのクリエイションワークショップ

が 成 立するの か 。ノンプロフェッショナルな子ど

もたちが大 人を相 手に“ライブパフォーマンス”

を主導できるのか。見知らぬ大人との電話インタ

ビューのコーナーでは会話中の子どもたちの安全

はどう守れるだろう。なぜ“ラジオ”が有料なのか

−−。世に初めて発信する非従来型の世界初演作

品なのだから至極当然の反応であった。

　 新 型コロナウイルスは人と人が物 理 的に近づ

くことを徹底的に阻んだ。人間に備わっている本

能 的な欲 求ともいえる対 面 の 機 会を奪い、移 動

制限を余儀なくされたため都市の空気が清浄に

なるという皮肉まで生まれた。しかし対面できなく

ても繋がりを求め、共鳴し合うことを人間は諦め

なかった。対面する代わりに通信技術をフル稼働

し、その 結 果 視 覚 情 報 の 洪 水を浴 びているのだ

が、いったん視覚を休めて聴覚情報に集中すれば

一 気に個 人 の自由 度が高まる。相 手 の 声 の 様 子

から人と成りを想像する。物音によって情景を思

い描く。音楽で情感が揺さぶられる。聴覚への刺

激によって記憶と想像の翼に乗せて思いのままに

世界が広がる。そこは過去、現在、未来をタイムス

リップし、自在に空間を往来できる理想的な舞台

未来への招待状

黒田 裕子 （交流課チーフ・プログラム・コーディネーター）

だ。「金沢未来展望ラジオ」は未来の大人と現在

の大人の脳内に広がる時間も空間も無限な街で

物語が紡がれてゆく。主役である10歳や11歳が

自然と身につけている豊かな想 像 力と創 造 力を

発揮し、録音された音声とリアルな対話の混在に

よって架空と現実の間
はざま

にリスナーの大人が誘
いざな

われ

ていく。パフォーマンスを素直に楽しむには大人

の常識や尺度は邪魔になるだろう。子どもたちと

対等に会話をし、その世界に早々に身を委ねてし

まった方が良い。子どもの 力を信じ、子ども自身

が未来を考え、子どもたちが思い描く未来を語る

機 会を用 意したこのプロジェクトは“ 子どもなる

もの”への大人の先入観への問いかけであり、共

に未来へ歩みを進めるチャンスである。

　カナザワ・フリンジは既成の価値観を問い直し、

冒険が許される創造のプラットフォーム。今回は

新型コロナウイルスの感染拡大をクリエイティブ

な負荷に変え、ハイブリッドなプロジェクトを生み

出した。禍中でもがいている大人を横目に子ども

たちが環境に順応しながら未来への夢や希望を

語る姿に、襟を正される瞬間が多々あった。子ど

もたちは既にしっかりと社会と接続し、観察し、考

えているのだ。これから成長し、今は想像もつか

ないような未来に向かう時、彼ら彼女らが持ち合

わせている大らかで前 向きな発 想を失 わずに未

来を切り拓いていかれることを願う。私たちもそ

んな子どもたちとの向き合い方を再考し、街を未

来へ繋いで行きたい。
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未来との遭遇

アンディ・フィールド

　後に「Lookout」として作品化されることになる

パフォーマンスの原案は、シンプルなイメージだっ

た。子どもと大人が、どこか高台から街を見下ろし

ているというもの。大人が目の前に広がる街の様

子を説明すると、今度は子どもが、自分がその大人

と同じくらいの年齢になった時、この街がどんな様

子だと思うか、想像して語る。作品は当初から、異

なる視点といくつもの現実が入り混じるパフォーマ

ンスとして着想された。現在に未来が立ち現れ、未

来に現在が交錯する。その中心には、こんなことで

もなければ出会うことのなかったであろう赤の他

人の２人がいて、ごく簡単な会話を繰り広げる。 

　過去７年に渡って同作品を展開する中で、多く

のことが変化してきたものの、子どもと大人が都

市 の 高 台で会 話をするというコンセプトは、ずっ

と変 わることはなかった。一 方で、新 型コロナウ

イルスの影響下に開催となった金沢では、対面で

の会話が困難な状況であったことから、ラジオ版

「Lookout」を構想することになった。新しい展

開に際して考えさせられたのは、私たちが「会話」

に見出しているものは何か？なぜ「会話」なのかと

いうことだった。

　色々と模索した結果、「傾聴できる場」であるこ

とが重要なのだと気がついた。本作品で観客は、

普段聴かないような方法で子どもたちの声に耳を

傾ける場に居合わせる。すると、それまでは見えて

いなかったものが見えてくる。子どもの声に導か

れて未来が見えてくる。巨大なタワー、恐ろしい災

害、ロボット、空中都市といったイメージが自分の

中に浮かんでくる。私たちは、「聴く」という行為が、

この作品の本質であることに気付かされた。

　すると別のイメージが浮かんできた。観客が自宅

で静かにラジオを聴きながら、金沢の夕暮れを窓か

ら見つめているという絵が。ラジオからは、子どもた

　ベッキーと私が作品化しようとしているのは、出

会いのアートだ。

　手に取ることのできる美術作品でも、なんなら

パフォーマンス作品でもなく、人々の出会いと交流

の瞬間を作り出そうとしている。この「出会い」こ

そが、画家にとっての絵の具やキャンバス、脚本家

にとっての言葉や俳優に匹敵する、私たちの作品

を構成する要素となる。 

　具体的にどういうことかというと、各作品では私

たちがホストとなり、参加者の間に価値ある出会

いが発生するような空間と環境をファシリテートす

る。

　従来の表現手段とは異なる自分たちの作品を定

義するなら、参加者・鑑賞者が本質的な形で他者と

出会う場を違うアプローチで模索しているというこ

ちが今の金沢を語る声と、未来の金沢と思われる

都市を描写している録音された音源が流れてくる。 

　「Lookout」をラジオの生放送化するというア

イデアはとても面白いと思った。ラジオの生放送で

も、大人と子どもの会話作品は成立するし、対面す

る必要もない。放送電波の向こうとこちらでキャッ

チボールもできる。離れていても繋がることはでき

ると言うかの様に、お互いに向けた大人と子ども

の声が暗闇から聞こえてくる。

　何よりも、ラジオが醸し出す少し昔懐かしい感じ

が気に入った。テレビやインターネットといったせ

わしないメディアが普及する前の時代、人々はラジ

オを囲んで集まったりしていた。「Lookout」金沢

版では、一見古風なラジオの生放送という形を通

して、静かに耳を傾け、窓の外を見ながら想像する

という体験を促したかった。

とになるだろう。その核になるのは細心の注意と

配慮だ。出会いのアート作品を成り立たせるもの

は「配慮」に他ならない。本質的な出会いを立ち上

げるための構想段階での配慮に始まり、作品内で

も参加者や鑑賞者への気配りやケアが常に重要と

なってくる。 

　現在まで、子どもと大人の深淵なる出会い（＝

アート）を最も多く制作してきた。

　作品では、子どもと大人が遊び心を持って会話

をし、一緒に考え、想像する新しい方法を見出そう

としている。新たな未来を描く共感の場を。過去の

作品は、大きく複雑なトピックに子どもたちが参加

することで、作品の意義や有効性が強まることを

教えてくれる。子どもたちは平等や正義といったシ

ンプルな原則を現実の困難な社会課題に適用す

ることに長けており、大人がその原則に従うことを

怠った場合にそのことを臆することなく指摘するこ

とができる。子どもたちを信頼して社会的、政治的

な議論に招き入れることで、すべての人に有益で

よりよい、より大胆な意思決定をすることができる。

　単に子どもたちを参加させればいいという訳で

はない。彼らが自分の経験を振り返り、言語化でき

るツールを提供してあげる必要がある。会話にお

いても、大人が真剣かつきちんと子どもの話しに

耳を傾ける方法論を備える必要がある。 

　アートの名の下に、人々が思考する場、発言する

場、傾聴する場を立ち上げる。それが私たちの試

みであり狙いでもある。

展望することと聴くこと

出会いのアート

アーティスト紹介

イギリス・ロンドンを拠点に活動するアーティスト・デュオ。
今までにはなかった形での、子どもと大人の会話が引き出されるアート・プロジェクトを制作。一連の会話は、私たちが共生している姿や、コミュニ
ティにおける各自の役割を映し出す。
約８年に渡り、金沢２１世紀美術館、D-CAFフェスティバル（エジプト）、Cultura Inglesa （ブラジル）、Homo Novus Festival Riga（ラト
ビア）、マンチェスター・インターナショナル・フェスティバル（英国）、ロンドン博物館（英国）、PuSh国際舞台芸術祭（カナダ）、Tauranga Art 
Festival （ニュージーランド）を始めとする多くのパートナーと作品制作を展開。

アンディ・フィールド / ベッキー・ダーリントン
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Encounters with the Future

Andy Field

Lookout and Listen

An Art of Encounters

The idea for the performance that would 

become Lookout started with a simple image. 

In my mind I saw two people, an adult and 

a child, standing somewhere very high up, 

looking down on a city below them. I imagined 

the adult looking out and describing for the 

child the city that they could see in front of 

them, and then the child describing how they 

imagined this city would look when they were 

the same age as the adult was now. From 

the very beginning this was a performance 

imagined as a ballet of perspectives and 

realities, the future haunting the present 

and the present haunting the future, and 

at the centre of it all these two strangers, 

who would otherwise have no reason to 

speak to one another, meeting to have a 

straightforward conversation. 

Whilst much has changed about Lookout 

in the seven years that my partner Beckie 

and I have been developing the project, this 

conversation has always remained at its 

centre. An adult and a child meet somewhere 

high up to look out at the city and talk 

about it. In Kanazawa however the pandemic 

meant that these kinds of face-to-face 

meetings wouldn’t be possible so we began 

the development of RADIO Lookout by asking 

ourselves – what is it that we value so much 

in these intimate conversations?

After some thought we concluded that the 

thing we loved so much about them was 

the space they allowed for listening. The 

performance invites its audience to listen to 

children in a way they wouldn’t normally. 

And when they listen they are able to see 

things that they couldn’t see before. These 

young voices transport you into the future 

– constructing in the mind’s eye magnificent 

new towers, terrible disasters, robots, 

floating metropolises in the sky. The act of 

listening, we realised, is what really lies at 

the heart of this performance. 

From this realisation, another image lodged 

itself in our heads. It was the image of an 

audience member sat alone in their house 

quietly listening to the radio, staring out of 

the window as dusk settled over Kanazawa. 

Through the radio they can hear the voices of 

children, describing the city as it is today and 

playing recordings that seem to describe the 

same city in the future. 

The idea of transforming Lookout  into a 

live radio broadcast was very appealing to 

us. With live radio the piece could still be a 

conversation between children and adults – 

no longer face-to-face but now happening 

over the airwaves, with questions asked and 

answered on both sides. Voices, young and 

old, reaching out of the darkness towards 

each other, finding a way of connecting. 

But perhaps more than anything we liked the 

romantic quality of radio which evokes a time 

in the past when people would gather round 

the radio to listen together. A time before 

the noise and distractions of television and 

the internet. By framing Lookout as an old 

fashioned live radio broadcast we hoped to 

encourage a quality of quiet attention in the 

audience. A space in which to listen, look out 

of your window, and imagine.

Andy Field & Beckie Darlington

Artist duo based in London, UK.
We collaborate with children and young people on creative 
projects that initiate new and different kinds of conversations 
between children and adults. These conversations explore how 
we live together and the roles we are all able to play within 
the life of our communities.
Over the last eight years we have worked with a broad 
range of partners, including the 21st Century Museum of 
Contemporary Art Kanazawa, D-CAF Festival (Cairo, Egypt), 
Cultura Inglesa Brasil, Homo Novus Festival Riga (Latvia), 
Manchester International Festival (UK), Museum of London 
(UK), PuSh International Performing Arts Festival (Vancouver, 
Canada) and Tauranga Arts Festival (New Zealand).

Beckie and I create what we like to describe 

as an art of human encounters. 

In our artistic works, we are not attempting 

to create objects or even performances in the 

traditional sense, but rather we are trying 

to create moments of human interaction and 

exchange. We think of these encounters as 

being the material of our work in the same 

way that a painter might think of paint and 

canvas as their materials, and a playwright 

might think of words and actors as the 

materials that they employ. 

What this usually means in practice is that 

in each of our projects we are acting as 

hosts, facilitators and guides - trying to 

create the right kinds of spaces and the 

right circumstances in which people can have 

interesting and meaningful interactions with 

one another.

To frame our work in this way is to try and 

create a critical lens for it that exists outside 

of the conventions and expectations of other 

mediums. It is to pay attention in a different 

way; to consider, most fundamentally the 

ways in which such work invites us to meet 

one another. Careful attention is at the heart 

of all of this. I think if this art of human 

encounters has a central motif, it is that of 

care. In the first instance the care with which 

the artist constructs the encounter, but also 

the consequent care and consideration that 

participants and audience members are invited 

to have as they navigate through that work.  

If our art is to be thought of as an art 

of human encounters, then the kinds of 

encounters that up to now we have most 

often been trying to create are interesting 

and meaningful encounters between adults 

and children. 

Central to all our work is the aim of creating 

playful and innovative new ways for adults 

and children to talk, think and imagine 

together. Spaces of compassion where new 

kinds of futures can be imagined. Our work 

has taught us how helpful for everyone it can 

be to have children be a part of these kinds 

of big and complex conversations. We believe 

that children are much better than adults at 

applying simple principles like fairness and 

justice to difficult issues in the real world, and 

are equally good at holding adults to account 

when they fail to do the same. By trusting 

children to play a meaningful part in our social 

and political discourse, we are able to make 

better, braver decisions that benefit us all.

We also believe that it isn’t enough to 

simply invite children to take part in these 

conversations. We need to provide them 

with the tools to reflect on and articulate 

their experience of the world, and engineer 

encounters in which adults can really listen 

to children with the kind of seriousness and 

concentration they normally only reserve for 

other adults. 

This, for us, is the value and purpose of 

our art – it is the name we give to all our 

attempts to provide people with the space to 

think, to speak and to be listened to. 
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「金沢未来展望ラジオ」について

　「金沢未来展望ラジオ」は、金沢市在住の子ども

たちによるラジオ放送型のライブパフォーマンス

です。自分たちの街について考え、子どもたちが作

成した30年、60年、90年後の未来からのリポート

（録音）を織り交ぜたプログラムを作り、金沢２１

世紀美術館に特設したラジオ局から放送しました。

子どもたちは現在の金沢と未来の金沢の様子を語

り、これからの90年間の変化を45分に凝縮したプ

ログラムをお届けしました。

　リスナーには現在の金沢のイラストが描かれた

グリーティングカード（招待状）を事前にお送りし、

それをお手元に置いてご自宅や職場から外の様子

About RADIO Lookout

RADIO Lookout is a live radio broadcast type 

performance by children living in Kanazawa 

City. The children discussed about their own 

city and created a program that interweaves 

reports (recordings) from 30, 60, and 90 

years into the future, which were broadcast 

from a radio station specially set up in the 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa. The children talked about present 

and future of Kanazawa, and delivered a 

program condensing the changes over the 

next 90 years into a 45 minute program.

L isteners  were  sent  a  greet ing  card 

(invitation) in advance with an illustration of 

present-day Kanazawa, and with it in hand, 

they enjoyed the radio while looking out from 

their homes, workplaces, or while viewing 

を眺めながら、あるいは美術館広場からガラス越し

に特設ラジオ局の様子を眺めながらお楽しみいた

だきました。また、集まって放送を聴けるように、特

設ラジオ局の向かいにあるプロジェクト工房にリス

ニングルームも設置しました。

　放送後には、子どもたちが考える未来の金沢の

イラストが描かれたグリーティングカード（お礼状）

をお送りしました。番組内では事前にリスナーから

届いた質問に答えたり、子どもとリスナーが電話で

対話するコーナーもあり、金沢の過去、現在、未来

について語り合いました。

the special radio station through the glass 

from outside the museum. A listening room 

was also set up in the room across from the 

special radio station for people to gather and 

listen to the broadcasts.

After the broadcast ,  a greet ing card 

(thank-you card) with an illustration of the 

children's vision of the future Kanazawa 

was sent. During the program, the children 

answered questions received from listeners 

in advance, and there was also a section 

where the children and listeners talked on the 

phone, discussing Kanazawa's past, present, 

and future.
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　公募で集まった小学4年生、5年生と保護者が

美術館のプロジェクト工房へ集合した。ラジオDJ

になりたいと思った理由を聞くと、「楽しそうだか

ら／外国の人と話してみたい／ラジオDJに憧れ

ている／未来の金沢について考えて、みんなと一

緒に話し合いたい／加賀友禅のことを紹介した

い／特にない」など様々だった。

　スタッフ挨拶に続いて12月6日から19日まで

のスケジュールを紹介した。1週目はオンライ

ン・ワークショップが中心となる。ここで使用する

「ミッションガイド」が初日までに封書で自宅に届

くが、当日まで開けないようにと伝えた。これは

30年後、60年後、90年後の金沢について考える

３日間のワークショップ終了後に、各自が毎日オ

フラインで自分が考えた未来を書いて録音し、音

声データを提出してもらう個人ワークを行うため

の指南書である。その準備のため、保護者が持参

したスマートフォンに録音アプリをインストールし、

子どもたちが自分で簡単な原稿を書いて録音し、

クラウドフォルダにアップロードするという練習を

行った。

　約2週間後に活動が開始する。学校や学年の違

う新しいお友達の顔と名前は覚えられたかな？

Grade 4 and 5 students selected through 

a public call assembled with their parents 

in the museum. When asked why they 

wanted to be radio DJs, there were various 

answers: “It sounds fun”, “I want to talk to 

foreigners”, “I have always wanted to be a 

radio DJ”, “I want to think about the future 

of Kanazawa and talk about it with others”, 

“I want to introduce Kaga Yuzen dyeing”, 

“No special reason”. 

After staff introductions, the schedule from 

December 6th to the 19th was explained. 

The first week would focus on the online 

workshop. The “Mission Guide” to be used 

there will be mailed by post beforehand but 

participants were asked not to open them 

until the day of the workshop. This was 

a handbook on how to do their individual 

works in which they write and record their 

ideas of the future offline and submit their 

audio data after the three-day workshop 

on Kanazawa 30, 60, and 90 years from 

now. To prepare for that, parents were 

asked to install a recording app on their 

smartphones, practice with their children 

writing and recording their simple scripts, 

and upload them to the cloud. 

This was our first face-to-face encounter 

to start off the activities that would begin 

approximately two weeks later. 

キックオフ・ミーティング

Sunday, 21 November 2021,  11:00-12:00  
Kick-off Meeting

2021/11/21（日）11:00-12:00
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Hello!

　イギリス時間の朝10時、日本時間の夜7時に

スタート。最初は今の金沢を考える時間として、

自宅の近所の絵を描いて見せながら、「金沢城の

桜並木。桜がすごく綺麗で開放感があって気持ち

いいところが好き」「公園など、自然豊かなところ

が好き。大通りに近くなると車通りが多くて空気

がキレイじゃないところは好きじゃない。将来的

には緑地が広がって美しい街になったら良い」な

ど、それぞれが好きなところや嫌いなことを発表

した。

　後半はクイズタイム。「金沢を数えよう」ゲーム

では「金沢の人口はどれくらい？」の問いに、35

万人や40万人など、実際に近い数字の回答が

あった。その一方で「ネズミは何匹？」の質問には

「千匹、9万、350万」など幅が広がった。「金沢

の人の典型的な仕事は？」の質問には「会社員、

先生、医者、建築家、旅館の仕事」など、子どもた

ちの身近にいることが想像できる職業が並んだ。

「金沢の人の幸せ度数」を10点満点で聞くと、

6ポイントから9.8ポイントまでの幅で回答があり、

7ポイントという答えが一番多かった。
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オンライン・ワークショップ

「ロンドンからおはよう！金沢からこんばんは！」

2021/12/6（月）19:00-20:45

We started at 10:00 a.m. UK time and 7:00 

p.m. Japan time. At first, in order to think 

about Kanazawa today, children were asked 

to describe their neighborhood in drawings. 

Children talked about the places they 

like and dislike: “I like the row of cherry 

blossom trees at Kanazawa Castle, because 

the cherry blossoms are so pretty and 

there’s a sense of spaciousness.” “I like 

parks and places full of nature. I don’t like 

places with a lot of traffic as the air isn’t 

clean. I hope the city will increase green 

spaces and become beautiful in the future.” 

The second half included a quiz, “Counting 

Kanazawa”. In the game, questions such as, 

“What’s the population of Kanazawa?” 

and children guessed close to the actual 

figure such as 350,000 or 400,000. On the 

other hand, to the question, “How many 

mice are there?” the answers were quite 

varied, from 1,000, 90,000, and 3,500,000. 

To the question, “What are typical jobs 

in Kanazawa?” the children described 

jobs familiar to them such as “company 

employees, teachers, doctors, architects, 

and inn workers.” And to the question, 

“How happy are Kanazawa residents?” on 

a scale of 10, answers ranged from 6 to 9.8 

with 7 being the most common. 

Monday, 6 December 2021,  19:00-20:45  
Onl ine Workshop “Hel lo from London, Good Evening from Kanazawa”

UK　10:00Andy & Beckie

Japan　19:00Radio DJ
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　この日は３０年後の金沢をより住みやすい街に

するにはどのように再開発すればいいかを考えた。

街に新たな建造物が必要か、既に有る資源を再

編成するか、新たな発明は必要か、といった視点

から考え、前日に描いた現在の街の絵にアイデア

を描き加えた。コロナ禍で失われた交流の場をい

かに作るか、外国人や若い人が安心して訪れるた

めには何が必要か？などの声が上がった。他にも

交通量が多い道路での移動手段の改善方法や温

暖化に伴う環境問題、金沢の伝統工芸や文化の

保存と継承も課題に挙がった。

　アンディは、世界ではどの街も同じお店で似た

ような街並みを目にすることが多くなったが、伝

統や文化など「金沢らしさ」を残すことは、唯一の

街づくりにつながる重要な視点と指摘した。

　ここから3日間はワークショップ終了後に事前

に届いたミッションガイドを使って個人でワークを

行う。この日は30年後に40歳か41歳になった気

分で窓の外の街並みの変化を想像し、子どもの時

の金沢と比べて変化したことや、自分の未来の仕

事などについて語り、音声を録音した。この録音

は編集されて放送本番で使用された。

Today we talked about how to redesign 

Kanazawa 30 years later to make it a 

better place to live in. Discussions centered 

on strategies such as, “build things, re-

organize things, invent things” adding ideas 

to yesterdays’ drawings. Some brought 

up how we could make places to gather 

which were lost during COVID-19, or what 

can be done to make it safe for foreigners 

and young people to visit. Other comments 

included issues such as how to improve 

mobility on busy roads, environmental 

issues related to climate change, and how to 

preserve and continue traditional arts and 

culture. Andy pointed out that preserving 

what makes Kanazawa unique is very 

important to making an original city as we 

tend to see similar cityscapes with the same 

shops in more and more cities around the 

world. 

For three days, after each workshop, 

children will do individual work offline 

using the Mission Guide. Children imagined 

themselves as 40 or 41-years-old 30 

years later and talked how Kanazawa has 

changed since they were children and their 

future jobs. These recordings will be edited 

and played in the performance. 

オンライン・ワークショップ

「金沢を再開発」

2021/12/7（火）19:00-20:45

みお---ロボットが川のゴミを出してくれて、人間がしなくて
もよくなっていると思います。外国の人が泊まるホームステ
イのシステムがあると出会いの場が増えて、そこで伝統工芸
のことを外国人が知ることもできて良いと思います。

Robots will take out the trash from the river instead of 
humans. A “homestay” system will enable foreigners to meet 
with locals, and they can learn about traditional crafts from 
host families.

しおん---道路がなくって、音も少なくて、運転免許がなくて、
子どもでも乗れる車を作るのがよいと思う。私は加賀友禅
を好きなので、街中では誰かが必ず加賀友禅を着ていたり、
踊っていたりするのがよいと思いました。

I want to see cars that don’t need roads, make less noise, 
don’t  require a driver's license, and can be ridden by children. 
I like Kaga Yuzen dyeing, so it would be nice to see someone 
always wearing Kaga Yuzen kimono or dancing in the streets.

Tuesday, 7 December 2021,  19:00-20:45  
Onl ine Workshop “Redesigning Kanazawa”

たね---もう街とか歩道とか丸ごと地下に埋めちゃって、車が
通っても問題なく歩けるようにしたら良いと思います。
外国人と地元の人の交流は、ホテル兼伝統工芸広場的なも
のがあるといいなと思います。

I want to bury the entire city and sidewalks underground so 
that people can walk without being disturbed by cars. A hotel 
cum traditional crafts square would be nice for interaction 
between foreigners and locals, 

のぞみ---地下鉄やバスの値段を下げたら車に乗る人が減っ
て、排気ガスが最低限になると思う。電気で動いたらもっと
いいかも。そして学校の制服に加賀刺繍をしたらいいな。ロ
ボットがゴミを拾ってくれるといいなと思いました。

By lowering subway and bus fare, fewer people would drive, 
and emissions would be minimized. Would be even better if 
they ran on electricity. I’d like to see Kaga embroidery on 
school uniforms and robots picking up trash.

まいこ---車に代わって水蒸気とかで飛ぶ飛行機が最低限の
ガスを出して使われている。水中でお食事できる楽しい出会
いの場もある。伝統も増やしたいから、ロボットが加賀友禅を
着て街中を歩いていたら、これステキ、って見る人が思うかも。

Instead of cars, planes that fly on water vapor or alternative 
fuel will minimize gas emissions. You can dine in underwater 
café. To enhance tradition, a robot can impress people by 
wearing Kaga Yuzen kimono.
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　今から60年後、地球温暖化で海面が上昇し、金

沢が水没して水中都市となった場合にどのような

技術が暮らしを支えているのか考えた。アンディ

とベッキーは「みんなを怖がらせるつもりはない

けれど、最悪の状況を想像することで危機に備

え、予防策として今の生活を見直すきっかけにな

る。水中都市には楽しい面もあるかもしれないか

ら、想像力を膨らませて考えてみよう」と声をかけ

た。参考に、外国に実在する様々な種類の水上家

屋や街中を巡る運河の行来にボートを使用してい

る写真、水害からボートで避難している写真を見

てイメージを膨らませた。

　水上生活者は高床式の家で暮らし、古い建物は

ドームで囲んで保存し、船そのものが街になるな

ど工夫を凝らしたアイデアが子どもたちから提案

された。水中で生活する場合は魚や亀の形をした

ロボットが生活を支え、家同士は海底トンネルで

つながるアイデアも。水上と水中の両方を生活圏

とする場合は新しい建物は水中に建てられ、水力

発電で電気を賄いながら、古い建物は高台で保存

する案などが出た。

　生活に欠かせない衣食住のうち、イメージしや

すい「住」のアイデアが多く出るなか、「食」にス

ポットをあてた鋭い意見も。「土ではなく人工的な

光で育つ野菜が開発されている」「海に囲まれ漁

獲量が大幅に増加すると予想されるので、魚を輸

出し、外国からは他の作物や食べ物が送られてく

るシステムがあればいい」など、環境だけではな

く、日々の生活を深く想像できた結果の発言が挙

がった。

Today, we thought a life 60 years from 

now if Kanazawa is submerged underwater 

due to global warming. Andy and Beckie 

mentioned, “We don’t mean to scare you, 

but by imagining the worst case scenario, 

it’s a chance to reconsider our current lives 

and prepare for a crisis. There might be 

fun aspects of having a city underwater, 

so use your imagination.” As reference, 

children looked at photos of various housing 

communities on water around the world 

and places that use boats to move around 

among canals. The children proposed many 

ideas such as raised housing, protecting 

ancient buildings by domes, and making 

a city with boats themselves. Other ideas 

included how fish and turtle robots can 

support a life underwater, as well as making 

tunnels between underwater houses. New 

underwater buildings need to be built powered 

by hydroelectricity, while older buildings 

would need to be placed on high elevation for 

protection. Which was easier to imagine, while 

there were some sharp opinions about food 

such as, “Vegetables that grow with artificial 

light instead of soil are being developed”, 

“Surrounded by the sea, the catch is 

expected to increase significantly, so it would 

be good to have a system where fish could 

be exported and other crops and foods sent 

from abroad”. This suggests that they were 

thinking not just about the environment but 

detailed ideas about how to live every day.

オンライン・ワークショップ

「水中都市金沢」

2021/12/8（水）19:00-20:45

3日目のウォーミングアップは「レインボー・スクリーン」。アンディが赤・白・青など一人ずつに色を伝え、家で探したそれぞれの
色で自分の画面を埋め尽くし、カラフルなスクリーン作りにチャレンジした。

The warm-up for the third day was “Rainbow Screen”. Andy assigned each person a color ‒ red, white, blue, etc. ‒ 
and that person had to fill up their screen with their color that found at home, challenging to make a colorful screen. 

Hello!

Wednesday, 8 December 2021,  19:00-20:45  
Onl ine Workshop “Kanazawa Underwater”

「カンボジアの海の近くの家々です。波の高さだったり、潮の満ち引きで
水面の高さが変わるので、床を上げて生活しています」

These are houses near the sea in Cambodia. The height of the 
water surface changes with the height of the waves and the tide, 
so people live with their floors raised! 

Andy
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ようだい-- -家は前よりもすごく上に伸びていると良いと思
います。ありえないかもしれないけれど、水中でも移動でき
る車が作られて、それで移動するんだと思います。

Houses are higher than before. It may not be possible, but cars 
that can move underwater will be invented.

ありさ---住宅は海の中に沈んでいるか浮いている。潜水艦
で沈んだ金沢を観光できて、泳げる生物は空中に浮いたり、
泳げなかった生物が泳げるように進化している。人工的な光
で育つ、土がいらない野菜を育てている。

Housing are submerged or floating in the sea. There is a 
submarine tour of sightseeing Kanazawa underwater. Evolved 
creatures can now fly or swim. Vegetables grow with artificial 
light without soil.

たね-- -古い建物はガラスなどで囲って、金沢ごと海に沈め
る。陸に行く時は、小さい浮島を1個か2個作ればいいかな。
エネルギーは水力発電を多用し、魚とりロボや潜水夫が食料
をとる。他の街と行き来は潜水夫がする。

Kanazawa is submerged underwater with old buildings 
enclosed in glass. There remain some small floating islands. We 
could use hydroelectric power generation, fish-catching robots 
and divers will hunt food. Divers could come and go between 
other underwater cities.

みき---まだ水が浅いところに階段で上がる家や学校を考え
ました。移動する時は長靴を履きます。リスみたいに木に昇
れる動物や、空を飛べる鳥が増えると思います。

I thought of building houses and school on shallow water with 
stairs going up. We need to wear boots. There will be more 
animals that can climb trees like squirrels and birds.

のぞみ---おしゃべりができる魚型ロボット。食糧を運んでく
れる亀型ロボット。道具はカプセルに入れて持ち歩き。家同
士は海底トンネルで繋がっている。海上に行く時はスーツと
ヘルメットを着て、速く移動できるポンプがついている。

The fish-shaped robot can talk, the turtle-shaped robot brings 
food, school items are carried in capsules. Houses are connected 
with an undersea tunnel. We wear suits and helmets and pumps 
that allow us to move up to the water surface quickly.

ななか---車で移動できなくなってしまうので、船とかで荷物を運んだり移動したりするのを考えました。

Since we cannot use cars, ships are used for transportation.

みお---兼六園とか金沢城とか古い建物は高台とかに載せたり
して、空中に浮くツアーバスで見て回れたら良いと思いました。

Old buildings such as Kenrokuen Garden and the Castle could be 
placed on higher ground so visitors could tour on a floating bus. 英語から日本語は口頭通訳で、日本語から英語は時間短縮のた

めチャット機能を利用しました。オンラインの環境にも慣れ、子
どもたちが自由に発言するようになると、日英通訳のタイピング
が追いつかず、もう少しゆっくり話して！とお願いすることも。

English to Japanese was interpreted orally and Japanese 
to English was interpreted using the chat function to save 
time. As the children got used to the online environment 
and began to speak freely, the interpreter's typing could 
not keep up and asked them to speak a little slower.

Haruka
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　60年後の水中都市は去り、90年後の金沢は

「ユートピア」。理想郷としての完璧な都市をデザ

インすることに取り組んだ。最初に「平和」「伝統」

「家族」など30個の価値観を示すキーワードのリ

ストを見ながら大切にしたい5つを選び、選んだ

理由を発表した。

　その後、それぞれが想像して描いたユートピア

の絵について説明。90年後には今は存在しない

技術もある前提で描かれた絵には、地球を離れ

て宇宙に住んでいる絵があった。アンディが「宇

宙旅行へ行きたい人」と尋ねると、数名が手を挙

げていた。技術の進化により便利な生活を思い

描きつつ、複数の子どもたちは「安心」を求めた。

「安心して過ごせる家」「安心して暮らせるように

ロボットを街中に配置する」「安全のためにパソ

コンで見守ることができる社会」。また、「自分に

合った教科を、自分に合ったレベルとスピードで

学べる学校を作り、世界で活躍する人材を生み出

す」といった、現状をよく理解した上でのアイデア

も生まれた。

　Zoomでのワークショップも4日目。冒頭のゲー

ムや休憩時間での雑談により、それぞれの距離が

縮まり笑顔も多くみられるようになった。

The age of the underwater city has passed, 

and now Kanazawa is in its “utopia” age 

90 years from now. Children were asked 

to design the ideal city. First they had to 

choose their top five priorities amongst a 

list of keywords that showed 30 different 

values such as “peace”, “tradition”, and 

“family” then present their reasons. 

After that, each explained their utopian 

picture that they drew. On the assumption 

that 90 years from now there wil l  be 

technology that doesn’t exist today, there 

were pictures such as l iving in space 

rather than earth. While some imagined a 

more convenient life due to technological 

advances, a few children wanted  “security” 

such as “a home where you can live in 

without worry”, “Having robots throughout 

the town to make you feel safe, and “Having 

a society where we can overlook our safety 

with computers”. Some ideas reflected 

understanding of today’s society: “We 

should make schools where you can study 

the subject you’re best suited to at your 

own level and pace, educating students who 

can be active in the world.” 

This was the fourth day of the workshop 

on Zoom. Through the warm-up games and 

small chat during breaks, the smiling faces 

showed the children were getting to know 

each other. 
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オンライン・ワークショップ

「ユートピア」

2021/12/9（木）19:00-20:45

Hello!

こうせい

1. Happiness,  2.  Fairness,  3.  Equal ity,  4.  Freedom, 5.  Money,  6.  Nature,  7.  Technology,  8.  Fun,  
9. Safety, 10. Productivity, 11. Joy, 12. Entertainment, 13. Work, 14. Animals, 15. Health, 16. Justice, 
17 .  Peace ,  18 .  Care ,  19 .  Generos i ty ,  20 .  Beauty ,  21 .  Progress ,  22 .  D iscovery ,  23 .  Invent ion ,  
24. History, 25. Tradition, 26. Education, 27. Play, 28. Sport, 29. Family, 30. Kindness

29 家族

17 平和

5 お金 

20 美しさ

15 健康

ななか

1 幸せ

17 平和　

21 進歩　

25 伝統　

29 家族

のぞみ

6 自然　

9 安全　

15 健康　

17 平和　

25 伝統

みお

4 自由

6 自然

7 技術

26 教育

27 遊び

Thursday, 9 December 2021,  19:00-20:45  
Onl ine Workshop “Utopian Cit ies”

あなたの未来の街で大切な5つのキーワードを選ぼう

Which of these values are most important to your 
city of the future?

Beckie
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こうせい---地球温暖化が進み、街は他の星に移動します。太陽が近くなり、水が多くあって、動物なども暮らせます。電力は太陽
光パネルで、川はボートで渡れます。

まいこ---地球ではなく宇宙に住んでいると思います。星に家
を建てて、学校とか公共施設も宇宙にあって、瞬間移動とか
ができるのかな？宇宙に住むのは、楽しいと思うけれど、今よ
りもしかしたら不便なこともあるかもしれない。

Because of global warming, cities will be moved to another planet. We will be closer to the sun, there will be more water and 
animals. Solar panels provide electricity, and we will cross the river by boat.

I think we live in space, not on earth. I wonder if we could build 
houses on the stars, have schools and other public facilities in 
space, and have instantaneous travel. Living in space would be 
fun, but perhaps more inconvenient than it is now.

のぞみ---病院はみんな無料、診察とか予防接種が受けられ
る。家から出られない人はナースロボの出張サービスが受け
られる。

Hospitals are free for everyone, and medical examinations 
and vaccinations are available. Those who cannot leave their 
homes can receive on-site service from Nurse Robot.

ありさ---機械を使って、人と人がつな
がりやすい世界になっていると思いま
した。今のVRがもっと進化して、そっ
くり会っているような感じ。

I thought the world has become a place 
where people can easily connect with 
each other using machines. VR is more 
advanced now and we can get together 
as if we are meeting in person.

みき- - -自然、動物、家族などのキー
ワードに合わせて描いてみました。

I tried to draw them according to values 
such as nature, animals and family.

ななか---家族がいると幸せとつなが
るので、安全に幸せで過ごせる家を想
像して描いてみました。

Having a fami ly is  connected to 
happiness so I imagined a house where 
people can spend their time safely and 
happily.

しおん---一番変わったところは、安心して暮らせるように、
ロボットを町中に置いて、目の見えない人とかを案内してい
ます。伝統工芸もまだまだ残っていて、次世代へ継ぐために、
加賀友禅を各家で体験できるようになっている。

The big change is robots are now placed throughout the city to 
guide the visually impaired and other people so that they can 
live in peace. Traditional crafts still remain, and to pass them 
on to the next generation, people can experience Kaga Yuzen 
at each home.

たね---（絵に描いた）こっちの世界はほぼ今と変わらない。
ただし、人々が住むのは四次元の世界。ユートピアっていう
のは「夢の世界」という意味もある。その人が考えた自分だ
けの世界に行ける。そういうのがいいと思います。

The world over here (pictured) is almost the same as it is 
today. However, people live in a four-dimensional world. 
Utopia also implies "dream world". I like the idea that you can 
travel to your own world that you have conceived.

みお---高齢化が進み、マンションの１部屋に１台、掃除や料
理など手伝ってくれるお助けロボットがいる。防犯カメラが
ついていて人が倒れていたら、すぐに救急車と一階にいるロ
ボットが助けてくれる。

In an aging society, there is one robot in each apartment room 
to help with cleaning, cooking, and other tasks. A security 
camera is installed so when a person falls ill, an ambulance 
and the robot on the first floor will immediately come for help.

ようだい---30年前に水浸しになった地球にまだ水が残って
いるため違う星にお引越し。家の土地は平等に10m×10m、
車もそこに入り、みんな平等になっている。

We moved to a different planet because there is still water on 
the earth that was flooded 30 years ago. The house land is 
equally 10m x 10m with carpark and everyone is equal.

オンライン・ワークショップも4日目となり、休憩時間はリラックスし
た雰囲気に。飼っているペットの話で盛り上がったり、アンディとベッ
キーへ自動翻訳機能を使って英語で話しかけたり。すかさずアンディ
が翻訳機能を使って日本語で答えると、笑い声が起きました。

On the 4th day of the online workshop, the atmosphere became 
more relaxed during breaks. The DJs talked about their pets 
and spoke to Andy and Beckie in English using the automatic 
translation function. Andy was quick to respond in Japanese 
using the function, which brought a round of laughter.

Kumiko
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　11月のキックオフ・ミーティング以来、子どもた

ち全員が久しぶりに美術館へ集合。ラジオDJに

なるための練習を2種類行った。

　1つ目はしゃべり続ける練習。ラジオDJとして

大切なことは本番中に空白の時間を作らないこ

と。そのため、ノンストップで「今日、美術館へ来る

前にしたこと」を30秒止まらずに話し続ける練習

をした。朝ごはんに海鮮丼を食べた／日本舞踊の

習い事へ行った／金曜の夜に温泉へ行って、そこ

から来た、というような金沢らしい話題や、近所の

公園で弟と遊んだ／お姉ちゃんとお昼ご飯を作っ

たなど、土曜日の過ごし方を話題にしていた。

　次に、顔が見えない相手に物事を言葉で説明す

る練習を行った。2人1組で3分間、スクリーンに

映し出される美術館広場の様子を撮影した映像

を見ながら、広場で何が起きているかを表現した。

自分が見ている風景、天気、人や動物などを、色

や形、動きや表情の特徴を捉えて言葉で伝えるこ

とに挑戦。様子を見守っていたラジオパーソナリ

ティの冨さんは「ラジオDJは日常の何気ない風

景を特別なものに変えて伝えられる仕事。お話し

することを楽しんでいる気持ちを忘れず何度も練

習してコツを掴んで」とエールを贈った。

　最後にアンディから放送内容の説明があり、5

人1組のグループ分けと、担当する役割が発表さ

れた。また、本番で身に着ける白シャツ、ネクタイ、

サスペンダー、帽子などの衣裳が配布された。

This was the first time all the children gathered 

at the museum since the kick off meeting in 

November, and they had two kinds of training in 

order to be a radio DJ. 

The first was to practice talking continuously. 

Not having silent breaks during a show is 

important for a radio DJ. To that end, the children 

practiced by having to talk about what they did 

before coming to the museum without stop for 

30 seconds. Some comments reflected Kanazawa 

life such as, “I had a seafood rice bowl for 

breakfast”, “I went to a classical Japanese dance 

lesson”, while others showed a typical Saturday 

morning: “I played in the park with my younger 

brother”, and “I made lunch with my older sister”. 

The next training session involved explaining 

things verbally to an unseen person. Children in 

pairs had to describe what was happening on a 

video of the scenery outside of the museum for 

three minutes. They were challenged to convey 

details such as the scenery, the weather, people 

and animals, by capturing the characteristics of 

colors and shapes, as well as movements and 

expressions. According to radio personality Ms. 

Tomi, “The job of the radio DJ is to be able to 

change the casual scenery of everyday life into 

something special. The key is to remember to 

enjoy talking, practicing many times to get the 

hang of it .” 

Finally, Andy explained the performance contents, 

and the two groups made up of five people 

and each roles. The children also received the 

costumes for the performance. 
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ワークショップ

「金沢未来展望ラジオへようこそ！」

2021/12/11（土）15:00-17:10

Saturday, 11 Decemberber 2021,  15:00-17:10 
“Welcome to RADIO Lookout!”
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　ラジオDJはパート１、パート２、パート３に分か

れて担当する。この日はパート別に集まり、約1時

間ずつ練習した。

　パート１のイントロを担当する2人は、先週の

ワークショップで自分たちが出したアイデアが

盛り込まれたテキスト読みに挑戦した。同じ文章

をゆっくり読む、早口で読む、怖そうに読む、秘

密を囁くように読むなど、読み方を変えて練習し

た。他にも窓の外に見える景色を自分の言葉で

表現する練習も行った。感想として「生放送で緊

張して戸惑ったり噛んだりしたら後のメンバーが

不安になるかもしれないから、最初が肝心だと

思った」と言うと、アンディは「聞いている人はテ

キストを知らないから間違えても大丈夫。ゆっくり、

はっきり、楽しい気持ちで話すことが大切だよ」と

アドバイスした。

　リスナーから事前に届いた質問に答えるパート

2担当の4人は、どうすれば興味深い答え方がで

きるかのコツを学んだ。その上で子どもたち、ア

ンディとベッキーがお互いに質問し合って、質疑

応答が楽しく興味深い会話になるように心がけて

練習した。

　パート３でリスナーへの電話インタビューを担

当する４人は、インタビューする際に大切なことは

相手の話しをよく聞くこと、と教わった。ベッキー

から「聞かれた人が『はい・いいえ』で答えが完結

する質問ではなく、もっと話したくなるような質問

をしよう」とアドバイスがあり、リスナーに聞きた

い質問を考える練習をした。

Each group were divided into three parts: 

Part 1, Part 2, and Part 3. On this day, the 

children gathered in three parts, and each 

practiced for an hour. 

Part 1 was the introduction, two children 

practiced reading texts full of their ideas 

from the week before. They had to practice 

reading it in several ways: slowly, quickly, 

as if scared, as if whispering a secret. They 

also practiced describing things outside the 

window. When one of them said “if you’re 

nervous or stumble at the beginning it’ll put 

off the person after you, so the beginning is 

crucial,” Andy replied, “The listeners don’t 

know the text so it’s okay if you make a 

mistake. It’s more important to talk slowly, 

clearly, and in an enjoyable way.”

For the four children in charge of Part 2, 

responding to the listeners’ questions, 

they learned how to reply in an interesting 

way. The children exchanged questions and 

answers with Andy and Beckie, practicing 

to make an enjoyable Q&A time. 

For the four children in charge of Part 3, 

a telephone interview with listeners, they 

learned that the important thing when 

interviewing people is to try to listen to 

them. Beckie said, “You should try to avoid 

asking yes/no questions, but try to ask 

questions that can make them want to talk 

more.” The children practiced by thinking 

of questions to ask listeners.
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オンライン・ワークショップ

「おうちでラジオDJ」

2021/12/13（月）18:00-18:50,  19:00-20:00,  20:10-21:10

Monday, 13 December 2021,  18:00-18:50,  19:00-20:00,  20:10-21:10
“Practice Radio DJing at home”

34



　ラジオDJたちはAグループとBグループに分か

れて来館。2日間にわたるリハーサルがグループ

ごとに1時間半ずつ行われた。

初日は会議室1に出現した特設ラジオ局に入り、

座る場所、マイクの位置、動線などを確認すると

ころからスタート。アンディとベッキーが「ここに

飾りたいものを家から持ってきてね」と声をかけ

ると、2日目にはお気に入りの本やぬいぐるみな

どが持ち込まれ、特設ラジオ局が「自分たちの舞

台」になっていった。

　リハーサルは本番同様の時間帯に実施。特設ラ

ジオ局はガラス張りの空間のため、夕方から夜に

かけて日が暮れると照明の調整が必要になる。空

間デザインや音声配信を担当する金沢のスタッフ

がアンディとベッキー、そしてエディンバラ在住で

特設ラジオ局の美術プランを考案したイリグチマ

モルとZoom越しに確認しながら決定していった。

　現場でラジオDJたちの演出進行を担当する

のは「ビッグボス」こと斉藤清美。オンライン上で

見守るアンディとベッキーから現場を託されてい

る。時間配分も意識しながら、ラジオDJ同士が協

力し合ってリスナーと繋がるように進行を見守り、

サポートしていく。リハーサル2日目にはビッグボ

スからの「楽しんで！」「退場前にスイッチオフ！」

などのアドバイスが書かれた付箋が舞台の至ると

ころに貼られていた。

The children came to the museum divided 

into Group A and Group B, with each group 

rehearsing for 90 minutes each over two days. 

The first day started with a visit to the specially 

installed radio station in Conference Room 1, with 

a check of seating, the position of microphones 

and the line of flow. Andy and Beckie asked 

the children to bring something from home to 

decorate it with, on the second day they brought 

their favorite books, stuffed animals, etc. turning 

the radio station into “Our Own”. 

The rehearsals were carried at the same times 

as the real broadcasts. As the radio station 

was glass-walled, lighting adjustment would 

be needed when the programs were held in the 

evening and night time. The spatial design and 

sound staff in Kanazawa consulted by Zoom with 

Andy and Beckie, as well as  Mamoru Iriguchi, 

who resides in Edinburgh and designed the radio 

station,  to confirm the final plans. 

The person who would direct the radio DJs 

on location was Kiyomi Saito, known as  "Big 

Boss", in charge of directing and facilitating the 

radio DJs on site. Andy and Beckie, who are 

observing online, have entrusted her with the 

job. She watched over and supported the radio 

DJs who worked with each other to connect 

with listeners, while being careful of the time. On 

the second day of the rehearsals, post-it notes 

written by Big Boss such as “Enjoy yourself!” 

and “Turn off before leaving” were posted 

around the work table as reminders to the 

children.
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特設ラジオ局でリハーサル！

2021/12/15（水）、16（木）16:30-18:00,  18:15-19:45

Wednesday, 15 and Thursday, 16 December 2021,  16:30-18:00,  18:15-19:45 
“Rehearsal  at RADIO Lookout studio”
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いよいよ本番！ラジオDJもスタッフもアンディ＆ベッキーも
良い緊張感で当日を迎えました。

The show is finally on! The DJs, staff, and Andy and Beckie 
were all in good spirits on the day of the performance.

放送スケジュール

2021/12/17,18,19

放送ハイライト
Performance Highlights

Schedule

プレ放送

12月17日（金）
16:30-17:15（DJ: Aグループ）
18:00-18:45（DJ: Bグループ）

Friday, 17 Dec, 
16:30-17:15（DJ: Group A）
18:00-18:45（DJ: Group B）

Preview

放送

12月18日（土）、19日（日）
15:00-15:45（DJ: Aグループ）
16:30-17:15（DJ: Bグループ）

Saturday, 18 Dec,  Sunday, 19 Dec.
15:00-15:45（DJ: Group A）
16:30-17:15（DJ: Group B）

Performance

Yuko
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パート１： プロローグ

ありさ: こんにちは。金沢未来展望ラジオです。

金沢２１世紀美術館より生放送でお送りして

います。この時間は未来からの声をお届けし、

みなさんからの質問にもお答えしていきます。

事前にお送りしたグリーティングカードを手元

においてお聞きください。ここに描かれた金

沢の街を感じながら、どうぞリラックスしてお

楽しみください。現在の金沢、そして未来の

金沢へいっしょに旅をしましょう。

現在は２０２１年１２月１７日１６時３２分です。

私は金沢市に住んでいます。金沢は石川県に

あります。北陸新幹線が開通して以来、街は

ずいぶん変わりました。今ではたくさんの観

光客がやってきて、金沢城を見学したり和菓

子を食べたりしています。

「金沢未来展望ラジオ」プログラム

パート３： リスナーとの電話コーナー

・電話でリスナーにインタビュー

（DJ④、DJ⑤）

パート４： エピローグ

・ナレーション（DJ全員）

・90年後（2111年）の未来からの録音

パート１： プロローグ

・イントロ（DJ①）

・30年後（2051年）の未来からの録音

パート２： リスナーからの質問コーナー

・事前に届いた質問に答える（DJ②、DJ③）

・60年後（2081年）の未来からの録音

Aグループ

金沢21世紀美術館YouTubeチャンネルで

ダイジェスト版が聴けます。

Aグループ Bグループ



のぞみ： 未来に行って、5年後とか、中学受験、

高校受験がどうなっているか見てみたい。

たね： どっちかって言われたら過去です。未来

に行くとは、未来の自分を知るということ。絶

望的なものか最高なものか知っちゃったら面

白くない。人生の楽しみが全部なくなっちゃ

う！過去は記録に残っているものだし、過ぎた

ことの何で？を見たいから。過去か未来か、今

行きたい？

のぞみ： 過去に今行って、1年生になる自分

に勉強机の選び方をちゃんと教えてあげたい。

たね： あの時これ知っておけば良かったって

いうのはありますよね。

たね： 最初に思い浮かぶのは、政略結婚！でも

じっくり考えてみると、自分の望んだ人と、自

分の望んだ生活を送れる幸せなもの。

のぞみ： 好きな人と毎日好きな人生を送れて、

たまにケンカするイメージ。ワクワクする気持

ち。結婚式が楽しみ！

たね： 今すぐ結婚したい？

のぞみ： それは無い！もっとたくさんの男の人

と出会って、じっくり決めたい。

ここで２つ目の未来からの声をお届けします。６０年後の２０８１年からの声です。地球の海面が上昇し

て、現在とは随分様子が違う世界です。

質問 ---「結婚のイメージは？」

質問 ---「過去か未来に行けるとしたら、

どちらに行く？」

パート２： リスナーからの質問コーナー

たね： 人々が笑って暮らせるのが美しいこと

なのかなと思います。

質問 ---「美しいこととは？」

のぞみ： 虹や紙ひこうきが飛んでいる瞬間、

シャボン玉、飛行機雲のある空が好きです。

たね： 美しいものは晴れてる方がより美しく

見えますよね。



ようだい： 今の金沢は好きですか？

たびネコ： 好きです。

ようだい： 好きな理由はどんなところですか？

たびネコ： ごはんが美味しいし、友達がたくさ

んいること。

まいこ： たびネコさんの理想の未来にするた

めにどういう努力が必要だと思いますか？

たびネコ： 金沢の未来について、大人もいろ

んなことをディスカッションするのが必要だ

と思う。みなさんはどう思いますか？

まいこ： 金沢は新しくなっても伝統工芸は続

いていて欲しいです。

たびネコ： 伝統工芸の作家になりたい人が増

えるような努力も必要ですね。

ようだい： 電話に出演していただき、ありがと

うございました。

まいこ： ようだいさんは、30年後、60年後、

90年後はどういう金沢だと思いますか？

ようだい： すごい楽しい……すごい平和な世

界じゃないかな。

まいこ： 私も平和で健康な世界がいちばんだ

と思っている。科学技術が発達して災害を防

げたらいい。

ようだい： 確かに、災害が起きてもいいことな

いですもんね。

ようだい： ここからはいちばんドキドキするコー

ナーです。リスナーの皆さんに直接質問します。

まいこ： ラッキーなリスナーの方に今からお電話し

ます。まずは、ラジオネーム「たびネコ」さんです。

こんにちは。こちら「金沢未来展望ラジオ」を生放

送でお届けしています。どこにお住まいですか？

たびネコ： 金沢に住んでいます。

まいこ： 30年後はどういう未来になっていると思

いますか？

たびネコ： 人口が６０万人ぐらいに増えているとい

いな。

まいこ： 賑やかな金沢になりそうですね。60年後

や90年後の未来は？

たびネコ： 幸せと思う人がたくさんいる街。昔な

がらの街並みが残っていく街がいい。

パート３： リスナーとの電話コーナー



パート１： プロローグ

ななか： 金沢の人は、伝統的な和菓子やアイ

スクリーム、海の幸、お寿司、お肉、金沢おで

んを食べるのが好きです。旅行好きな人も多

いです。毎年６月には百万石まつりを楽しみに

しています。金沢の人は、眠っている間に不思

議な夢を見ます。例えば雪にまつわる夢や加

賀友禅の着物を着て踊っている夢です。時々

怖い夢も見ますが、たいていは楽しい夢です。

ここまで楽しんでいただけていますか？みなさ

ん座り心地はいいですか？あなたは今どこに

いますか？窓からは何が見えますか？今、ここ

金沢２１世紀美術館から、私は窓の外を見て

います。

それでは、ここで未来からの声をお届けする時間です。1つ目は２０５１年からの声です。

Bグループ



パート２： リスナーからの質問コーナー

質問---「残したい金沢の美しいもの、こと、景色は？」

みき： 今、この窓から見える雪の景色が美しい。

しおん： 銀世界。キレイですよね。加賀友禅が小さい

頃から好きで、着物に憧れて、学校でもインスタグラ

ムを開こうとしていて、私の小さい好きからいろんな

ものが広がってきたので、加賀友禅を残してほしい。

みき： 実は、今年県外から金沢に引っ越してきたんで

す。なので、加賀友禅ってどういうものか、もうちょっ

と詳しく教えてくれる？

しおん： 石川県の伝統的な、江戸時代から伝わる染

物です。加賀五彩もキレイですよ。

みき： 見てみたい！

質問---「孤独な人が少なくなり、人と

人が繋がるためには？」

しおん： たくさん手紙を書いて仲良く

なったり、街の人がいろんな人に声を

かけて、思いやりいっぱいの街にでき

たらいいな。手紙ってうれしいですよ

ね。思いやりを送ってもらったって感

じで好き。

みき： 手紙を送ったら人と人との出会

いが良くなると思う。

しおん： 最近、全然家に手紙が来なく

て悲しい。将来は孤独な人は一人も

いない街にしてほしい。

質問---「幸せって何？」

みき： みんなが笑顔で過ごしているのがいち

ばんの幸せだと思います。

しおん： 幸せっていうのは、思いやりと愛、優

しさをその人が受け止めるっていうか、その人

が感じられるっていうのを表すんだと思います。



みお： 「ガッキー」さん。こんにちは。金沢

についてどう思いますか？

ガッキー： ３０年間金沢に住んでいて、と

てもいいところだと思います。

みお： 昔と今の金沢はどのように変わりま

したか？

ガッキー： 観光客が増えたのはいちばん

実感しています。街も少しキレイになった

かな。でも昔のままの風景も残っていて、

そこがいいと思います。

みお： 社会の授業で昔の写真を見て、同

じ場所でも全然違うんだなってとても感

じました。

みお： 「うよ」さん、こんにちは。いくつかお聞

きしていいですか？金沢に住んでいますか？

うよ： 住んでいません。

みお： では、金沢に来たことはありますか？

うよ： あります。

みお： いま住んでいる場所と金沢、どのように

違いますか？

うよ： 金沢の街はコンパクトだと思いました。名

勝が近くにまとまっていて歩いて回れる。東京

はどこまでも広がって、いろんな所にいろんな

ものがあって、ごちゃごちゃしていると思います。

みお： 確かに、金沢２１世紀美術館、金沢城や

兼六園、金沢の街なかに集まっています。

パート3： リスナーとの電話コーナー

こうせい： 未来の金沢はどうなっていると思

いますか？

うよ： ますます人気の街になっているような気

がします。

みお： どのようなところが？

うよ： 美味しいものがたくさんある。空が広く

てゆったりしていて、すぐ移動できるところ。

みお： こうせいさん、金沢がもっと人気になる

との考えに対してどう思う？

こうせい： 金箔アイスとかが人気になってい

くと思う。

みお： 私も初めて見たとき驚きました。

パート4： エピローグ

最後に３つ目の未来からの声をお届けしま

す。これは90年後の2111年からの声です。

私たちは歳を重ねましたが、街を再開発し

て自分達のユートピアをつくりました。



Group A 

Part 1

Arisa: Hello and welcome. You are listening to RADIO Lookout. 

We are coming to you live from the 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa. Today we are here to play you 

records and answers your questions. Make sure you have your 

greeting card beside you, to remind you of the city beyond 

your window. 

Now it’s time to sit back, relax and let us take you on a 

journey. We will show you the city as it is today and as it will 

be in the future. 

Right now it is 16:32 on December 17, 2021. I am from the city 

of Kanazawa. Kanazawa is a city in Ishikawa Prefecture. Since 

the bullet train arrived Kanazawa has changed a lot. Now more 

people come here to see the castle and eat sweets. 

Part 2

Question: “What’s your image of marriage?” 

Tane: What I think of first is marriage of convenience! But 

after thinking about it carefully, I think it’s a happiness to live 

the life you want with the person you want.

Nozomi: My image is of living everyday life with someone you 

like while having arguments once in a while. It’s exciting. I 

look forward to my wedding!

Tane: Do you want to get married soon?

Nozomi: No way! I want to make a careful decision after 

meeting many men.

Question: “If you could go to the future or the past, which 

would you prefer?”

Nozomi: I’d want to go to the future, say 5 years later. I’m 

curious to see how my junior high school and high school 

entrance exams go. 

Tane: If I had to choose, I’d say the past. Going to the future 

means knowing how you’ll turn out. Whether turns it well 

or not, it’s not fun knowing in advance. Everything you look 

Maiko: I want traditional crafts to be kept even if Kanazawa 

becomes newer. 

Tabineko: We also need to make an effort to increase the 

number of people who want to be traditional craft artisans. 

Youdai: Thank you for speaking with us

Maiko: Youdai, what do you think Kanazawa will be like in 30, 

60, and 90 years from now?

Youdai: I think it’ll be really fun, probably a really peaceful 

place. 

Maiko: I also think it’s most important to have a peaceful and 

healthy place. I hope we can prevent natural disasters through 

developments in science and technology. 

Youdai: It’s true that there’s nothing good about natural 

disasters.

Group B

Part 1

Nanaka: The people of Kanazawa like to eat Japanese 

traditional sweets, ice cream, seafood, sushi, meat and 

Kanazawa oden.

They like to go travelling and in June they go to the 

Hyakumangoku Festival.

At night the people of Kanazawa dream strange dreams about 

snow and dancing in a Kaga  Yuzen Kimono. Sometimes these 

dreams are scary but usually they are fun. 

I hope you are enjoying the show so far. 

Are you sitting comfortably?

Where are you right now?

What can you see out of your window?

Currently here at the 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa, I am looking out of the window.

Now it’s time for our first record. This record comes from the 

year 2051. We hope you enjoy it.

Part 2

Question: “What are some beautiful things and scenery of 

Kanazawa that you hope will remain in the future?”

Miki: The snowy scene I see now from this window is beautiful.

Shion: A world covered in snow is beautiful, isn’t it? I’ve 

loved Kaga Yuzen since I was small and longed for kimono. I’m 

preparing to start an Instagram account at school, so many 

things have spread from my small love. I hope Kaga Yuzen will 

be preserved. 

Miki: Actually I moved to Kanazawa from another prefecture 

this year, so can you tell me a bit more about Kaga Yuzen?

Shion: It’s a kind of traditional textile dyeing of Ishikawa 

prefecture that started from the Edo period. Kaga Gosai (five 

colours) is also beautiful.

Miki: I’d like to see that!

Question: “What can we do to connect each other and to 

forward to in life will be gone! Everything that has happened 

in the past is recorded, so I want to see why things happened. 

Past or future – do you want to go now?

Nozomi: I want to go back in the past when I was going into 

grade one and tell myself how to choose the right study desk. 

Tane: There are things I wish I’d known then.

Question: “What makes something beautiful?”

Tane: I think it’s beautiful when people can live with smiles.

Nozomi: I like moment when you see a rainbow or flying paper 

airplane, soap bubbles, and vapor trails in the sky. 

Tane: Beautiful things look better when it’s sunny.

It’s time for our second recording. This recording comes from 

60 years in the future, in the year 2081, after the sea level has 

risen and everything looks very different to how it is today. 

We hope you enjoy it.

Part 3

Youdai: Now is the most exciting part of the performance. We 

get to ask you some questions.

Maiko: Now we will phone some lucky listeners. First is one 

with the radio name, “Tabineko”. Hello, You are live on RADIO 

Lookout, Where do you live?

Tabineko: Kanazawa.

Maiko: What do you think it will be like 30 years from now?

Tabineko: I hope the population will increase to 600,000. 

Maiko: It’ll be a lively Kanazawa then. How about in 60 and 90 

years later?

Tabineko: It’ll be a city with many happy people, and I hope 

there will still be traditional cityscapes.

Youdai: Do you like the Kanazawa of today?

Tabineko: I do. 

Youdai: What are some reasons why?

Tabineko: The food is good, and I have many friends here. 

Maiko: What do you think needed to make your ideal future?

Tabineko: I think adults need to have many discussions about 

the future of Kanazawa. What do you think?

decrease the number of lonely people?”

Shion: We can get to know each other by writing letters, I hope 

that people can talk to each other in town, and the city will be 

a considerate place. Everyone likes to get letters, right? I feel 

I’ve received someone’s thoughtfulness and I like it. 

Miki: I think it’s easier to meet people by sending letters. 

Shion: It’s sad that recently we don’t receive any letters. I 

want to make the city a place where there are no lonely people 

in the future.

Question: “What is happiness?”

Miki: I think everyone living life with smiles is the happiest 

thing. 

Shion: I think happiness is consideration and love, having 

someone accept that affection. It’s the expression of that 

person feeling that affection. 

Part 3

Mio: Hi Uyo-san. I have a few questions for you. Do you live in 

Kanazawa?

Uyo: No, I don’t. 

Mio: Then have you ever been to Kanazawa?

Uyo: Yes, I have. 

Mio: What’s different about where you live and Kanazawa?

Uyo: I think Kanazawa is compact. There are many famous 

places close together, so it’s good for walking. Tokyo is so 

big, a chaotic mix of things and places. 

Mio: That’s true. The 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa, Kanazawa Castle, and Kenroku-en garden are 

all in the city center.

Kousei: How do you think Kanazawa will be like in the future?

Uyo: I think it’ll be even more popular.

Mio: In what way?

Uyo: There are many delicious foods. The sky is relaxed and 

expansive, and it’s easy to get around. 

Mio: Kousei-san, what do you think about the idea that 

Kanazawa will be more popular?

Kousei: I think golden leaf ice cream will be more popular. 

Mio: I also was so surprised when I first saw it. 

Mio: Gakki-san, hello. What do you think about Kanazawa?

Gakki: I’ve been living here for 30 years. It’s a great place. 

Mio: How do you think the city has changed now compared to 

the past?

Gakki: I can really tell that there are more tourists now. Also, 

the city has become a little bit more beautiful. But the old 

townscapes still remains, so I think it’s good. 

Mio: When I looked at some old photos in Social Study class, I 

felt some places completely different than today. 

We have one last record to play for you. This record comes 

from 90 years in the future, in the year 2111, when we are 

all very old and we have been able to rebuild the city of 

Kanazawa to turn it into our own utopia. 

PART 1 : PROLOGUE 

・Introduction (DJ1)
・Play record 1 – 30 years (yr 2051) in the future

PART 3 : QUESTIONS FOR THE LISTENERS

・Interview listeners by phone (DJ4 and DJ5)

PART 2 : QUESTIONS FROM THE LISTENERS

・Answer questions received in advance (DJ2 and DJ3)
・Play record 2 – 60 years (yr 2081) in the future

PART 4 : EPILOGUE

・Narration (all DJs)
・Play record 3 – 90 years (yr 2111) in the future
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高橋 苺子　4年生

和田出 耀大　4年生

林野 種　4年生

竹林 のぞみ　4年生

中村 亜里彩　5年生
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Tane Rinno,  4th grade

Youdai Wadade,  4th grade

Nozomi Takebayashi ,  4th grade

Arisa N
akamura,  5t

h grad
e

Since I’m shy,  I’m not real ly go
od at deal ing

 with others.

I  want to change
 that part of 

myself ,  so I  want to talk lo
ts with everyone.

 

I  jo ined the 
monitoring session 
in August,  and it  
was fun talking to 
Andy and Beckie!
I  want to let  
everyone know 
about Kenrokuen 
Garden and Machiya 
townhouses.  

My dream is to become a comedian and ent
ertainer,  

so this would be a goo
d experience 

for me.  

I  might also tak
e an interest

 in Engl ish la
nguage.  

I  thought this project was perfect for me when I  read the f lyer cal l ing 

for radio DJs.  
I t  was fun being a radio DJ at KidZania,  so I  wanted to try it  again.

I’m also studying Engl ish,  so I  want to practice it .

My dad often l istens to the radio so I’m famil iar with it .My parents laugh when I  pretend to be a radio DJ during bath t ime.  Also I  study Engl ish,  so I  want to talk about the charm of Kanazawa with foreigners.  

Group A

Aグループ

8月のモニター・セッションに参加して

　　アンディさんとベッキーさんと

　オンラインでお話ししてとても楽しかった！

　　兼六園と町家のことをみんなに知らせたい。

DJ募集チラシを見て自分に

ぴったりだと思った。

キッザニアでラジオDJをした時に

　楽しかったのでまたしてみたかった。

英語を習っているので英語で話してみたい。

将来の夢が、芸人・タレントになることなので、
いい刺激になればいいと思った。

英語に興味を持つきっかけになるかもしれない。

父が良くラジオを聴いていて、

　ラジオは私にとっても身近なもの。

お風呂でもラジオDJの真似をして、

　　　　　　両親にもよく笑われます。

英語も習っていて、外国の方とも、

　金沢の魅力などを話してみたかった。

内気な性格で　人と関わることが苦手でした。友達付き合いが上手くできない自分を
　少しでも変えて、みんなと色んなことを話したい。
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田中 汐音　4年生

大沼 美旺　4年生

米永 皐晟　4年生

山田 菜々華　5年生

田口 美希　5年生
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I  currently be
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Broadcast Co
mmittee wishing 
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hat I  

want to convey
.

I  l ike reading
 different 

kinds of book
s and I’m 

also interest
ed about 

the future of
 Kanazawa 

and stories a
bout future 

adults.  I t’s a
 good 

chal lenge for
 me.  

I  returned to Kanazawa 
from Germany last year.  I  speak Engl ish and 
German. 
I  want to make fr iends 
and talk about issues 
related to Japan with 
many people.  I  a lso want to learn how to make a 
radio program and how to speak clearly.

I  want to try something new! I’m not 

good at Engl ish,  but I  want to try.  

I  wish I  could talk about many things 

with the l isteners.

Through taki
ng acting les

sons,  I  am able to say m
y 

opinion clear
ly and expres

s my feel ings.  I  w
ant to 

make use of th
is in the radi

o program.

Group B

Bグループ

いろいろな本を読むことが大好きで、

金沢の未来や未来の大人の話に興味

があって、チャレンジをしたい。

新しい事にチャレンジしたい！英語は苦手だけど、

英語でコミュニケーションをとりたい。

リスナーの人とも色々話をしてみたい。

去年ドイツから金沢に帰国しました。英語とドイツ語が話せます。ラジオを
通して仲間を作ったり、日本の抱える問題についてたくさんの人と話した
い。ラジオの作り方や分かりやすい話し方についても学んでみたい。

習っている演劇を通して、大きな声で自分の意見が言えるようになり、気持ちを表現できるようになった。これらのことをラジオ番組で活かしたい。

現在放送委員をしていて誰かに聞いてもらいたい、届けたいという思いがあります。



アンケート（ラジオDJ）

Q.1 「金沢未来展望ラジオ」に参加して良かったこと、大変だったことを教えてください。
Please tell us what were some positives and negatives about joining RADIO Lookout . 

Please tell us if there was anything you learned through the program, how you think you 
have changed, and if you think this has made you more confident towards the future. 

Q.3 参加して学んだこと、自分が変わったと思うこと、これからの自信につながること
などがあれば、教えてください。

A. 初めて会う人とうまくしゃべれなかったけど、明日から学校であまりしゃべってない人にもう
まくしゃべれると思う。

I was shy with people when I first met them, but I think I can talk better with people I hadn’t 
spoken to from tomorrow at school. 

A. 知らない人でも、共通のものやことがあれば、仲間になれるようになった。

I could get along with new people by finding things in common. 

A. こんな風に暮らせていることが幸せなことなんだなと気づけました。

I realized that being able to live like this is really a blessing. 

A. 恥ずかしがらずに言えるようになった。

I’m now able to express myself without embarrassment. 

A. いつも聞いているラジオを自分でやってみて、思っていたよりも大変で考え方が変わった。
新しい友達と楽しく活動できて、色々な事にチャレンジしてみたくなった。

Experiencing the DJ role, I now understand it is harder than I expected. Working with new friends, 
I now want to take on further challenges. 

A. これから色んな人と、色々な考えを言い合って、いろいろな考えを、自分に取りこんでいける
と思いました。

I think I will be able to exchange opinions with different people and take in different ideas from now. 

A. 加賀友禅の魅力や伝統文化をもっともっと深く知りたくなった。

I want to learn more about the charm of Kaga Yuzen and traditional culture.

A. 未来についてよく考えるようになった。さらに人の前で話すのに自信がつくようになった。

I could really think about the future. I’m also even more confident speaking in front of others. 

A. 知らないお友だち、そしてアンディやベッキーと一緒に、学校とは違って自由に未来について
考えて楽しかったです。自分の声がラジオから聞こえてきて不思議な気持ちになりました。
夜遅くまで大変でした。ビックボスからのオーダーがでるたびに緊張して、ドキドキしました。

It was fun to think about the future in a different and freer way compared to school, with new 
friends and Andy and Beckie. It was strange hearing my own voice from the radio. Finishing so 
late at night was hard. I was nervous each time I got directions from Big Boss.

A. 自分も他の子も仲良く楽しくできた。聞いてくれている人にしっかりと未来の金沢について
伝えられたことが良かったです。みんなで協力しながら目的を達成できたと思いました。

Both other kids and I could enjoy the experience while getting to know each other. It was nice 
to be able to convey ideas about a future Kanazawa to the listeners. I felt we could achieve 
our goal by everyone cooperating with each other. 

A. チームのみんなで協力しあってラジオが出来たのがとても良かったです。リスナーの方と会話
をする事が大変でした。

It was really good that everyone in the team cooperated to make the radio program. It was hard 
to talk to the listeners.

A. ロンドンのベッキーとアンディとソーセージ（飼い犬）に会えたし、あらためて、金沢市、石
川県、日本の問題に向き合えた。やっぱり、楽しいなどの感じょうを声にのせたり、すらすら
言うのが大変だった。

I could meet Andy, Beckie and their dog, Sausage from London. It was a chance to think about 
issues with Kanazawa City, Ishikawa Prefecture, and Japan. It was hard to express feelings such 
as fun emotion in my voice and speak smoothly.

Questionnaire(Radio DJs)

What do you think will stay in the hearts of "adults today" who listened to "RADIO Lookout"?

Q.2 「金沢未来展望ラジオ」を聞いた「今の大人」の心に何が残ると思いますか？

A. 60年ごの録音をきいて、「地球温暖化をストップしないと未来の金沢はほんとうに『水中都
市金沢』になってしまう」と感じていると思います。

Listening to the recording from 60 years later, I think they felt “If we don’t stop global warming, 
Kanazawa will really become an underwater city”.

A. 子どもたちはこんな未来を考えていて、その未来を変えていくのは今の子どもたちなんだな
と思って貰えたと思います。

I think they now understand this is how children think about the future, and the way to change 
the future is up to today’s children.
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アンケート（ラジオDJ保護者）

A. ラジオ番組を聴くときに、どのように話せばリスナーにわかりやすく伝わるか、注意深く聴
くようになった。

When she listens to the radio, she pays a lot of attention to how to talk to be understood by 
listeners.

A. 未来や将来について、まだまだ夢物語の域を出ないけれど、少しは考えるようになったと思
います。先の事を考えられるというのは大きな成長の一歩です。

A: Although her ideas about the future are like a fantasy, I think she has started to think about it. 
Being able to think about the future is a big step forward. 

A. 新しいチャレンジに対して面白いと思う意識が芽生えてきたように感じています。会話をし
ていても以前より、話を理解し前向きにとらえることができているように感じます。

I feel that he now finds taking on new challenges can be interesting. I also feel he understands 
things better and is more positive when we are having conversations. 

A. 日毎に自信がついてきて、責任感が出てきた様子が見て取れました。そして何より、『楽しい』
や『楽しみ』という言葉を何度も口にしていたのが印象的でした。

I’ve noticed that  she was more confident every day and showed responsibility. More than 
anything, it was impressive how she often said “fun” or “I’m looking forward to it”.

A. 「これ英語でなんていうの？」と、英語で伝えることが楽しくなったようです。それから、ワーク
ショップ前に宿題を終わらせようと、自分からすすんで宿題に取り組んでいました。驚きの変
化です！

He seemed to enjoy learning how to say a phrase in English. Before workshops, he took initiative 
to finish his homework. It’s an amazing change! 

Q.1 「金沢未来展望ラジオ」にラジオDJとして参加して、お子様に変化はありましたか？
Have you noticed any change in your children after they participated in RADIO Lookout  as 
radio DJs?

Please tell us if there’s anything you want to do at the museum, as well as the reason why.

Q.4 これから美術館でやりたいことがあれば、内容とその理由を教えてください。

Please give a message for Andy and Beckie. 

Q.5 アンディとベッキーへメッセージをお願いします。

私たちが次世代で築き上げる金沢のことについて気付かせてくれてありがとう。

Thank you for letting us realize things we need to do for Kanazawa in the next generation.

A.

今回はラジオDJという大きなお仕事をさせていただいて光栄です。その上、未来についても
考えさせられるような企画でした。

It was a pleasure being able to work as a Radio DJ on such a big project. It let us think about the 
future.

A.

世界中の国で、この様な活動をされていて素敵だなと思いました。 これからも子どもたち
と未来を考えて、いい未来をつくれる手助けをしてほしいです。

I think it’s great that you hold this kind of project in different countries in the world. I hope you 
continue being a guide for children to think and take action for the future. 

A.

アンディとベッキーが考える水中都市ロンドンは、どんなのですか？ また、会うきかいが
あったら教えてください！

Andy and Beckie, what do you think London would be like as a city underwater? Let us know if 
there’s a chance to meet again!

A.

A. 来年も、ラジオ番組をしたい。今後、大人と子どもの交流の場が増えて欲しい。

I want to do a radio program next year again. I hope there will be more chances for children and 
adults to interact. 

A. 1日子ども館長になって、美術館を子どもの目線から楽しめるものに変えていきたいです。

I want to take on the role of a one-day-child Museum Director and change the museum from a 
child’s perspective.

Questionnaire(Families of Radio DJs)
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Q.4 金沢21世紀美術館への提言などあれば教えてください。
Please let us know if you have any suggestions for the 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa.

A. プレ放送を終えた帰り道、 『羞恥心が少しなくなった！これから人前で喋るのが少し平気に
なるかもしれない♪( ´▽｀)』と話してくれました。

When we were going home after the preview performance, she said to me, “I’m less shy! I might be 
more comfortable talking in front of people from now.”

A. 大人の方々にほめられたり、同じDJ仲間同士でそれぞれの役割を果たしたり、連帯感が持
てたりしたのが、とてもうれしかったようでした。

She seemed to be really happy to be praised by adults, see the fellow radio DJs each carry out 
their roles and feeling a sense of unity.

A. 同年代の普段なら接点のない子どもたちが、お互いの考えや思いを自分の中で言語化し
て伝え、お互いに耳をかたむけ合うというプロセスがどんどんスムーズになっていき→意
見をやりとりする→「自分の考えを伝える事は難しいけど大切なんだ！」となっていった感
じがあります。

Being able to verbalize their ideas and convey them to other children of the same age they normally 
would not meet, and having them listen to each other – this process became smoother and led to an 
exchange of opinions. She now feels “It’s hard to convey your ideas but it’s really important!”.

A. Zoomのときに自分の意見に同意してもらえたことが喜びであり、自信となったようです。 
英語に興味が湧いたことを嬉しく思ってます。

She was happy that people agreed with her opinion in the Zoom workshops and gained confidence. 
I’m happy that she’s shown interest in English.

A. 大人の方へ質問し、そして、その回答に対して話を膨らませて会話することが、少しずつで
きるようになり、喜んでいました。

She’s happy that she has become able to ask questions to adults and expand on their answers 
little by little.

Q.2 お子様が自信を得たと感じたエピソードがあれば教えてください。
Please tell us if there have been moments when your child has shown more confidence.

金沢の未来について考える機会ができ、親子共々楽しい経験になりました。 正解のない課
題に対して、自由に思いや願いを表現できる場がラジオだけでなく様々な形で金沢21世紀
美術館から、子どもたちに提供して頂けたらうれしいです。

It was a chance to think about the future of Kanazawa and a fun experience for both parents and 
the children. I would be happy if the Museum would provide other opportunities for children to 
think about open-ended issues and freely think and express their wishes. 

A.

A. ラジオなのに、素敵なスタジオセットを構えて、衣装も揃えていて、見た目もかっこよかったです。

Although it’s a radio program, the amazing studio and costumes made it look really cool.

A. 当日のラジオを聴いて初めて、ああこういうことだったのかと理解する部分がたくさんあり
ました。子ども同士も繋がる、大人と子どもも繋がる、離れた場所も繋がる、未来とも繋が
るような不思議な感じを味わえました。

I could understand the project better when I listened to the broadcast. It was a magical moment 
to feel children connecting with each other, adults connecting with children, connecting separate 
locations, and connecting to the future. 

A. 聴きながら、街の未来、地球の未来を想像しました。子どもたちが現在と未来を行き来する
様子に、自然と自分も未来に導かれました。そして、小学生が考えて、想像して、それをラジ
オ番組としてきちんと伝えていることに驚きました。最初は、正直どのようなプロジェクトな
のかよく掴めなかったのですが、番組を聞いて初めて「作品」としての意味がわかりました。
放送の様子を広場から見ていたのですが、演劇的な感じもしました。

I imagined of the future city and planet. Listening to children talk about the present and future, 
I was spontaneously led to imagine the future. I was also surprised how these elementary school 
students could think, imagine, and convey themselves through a radio medium. In the beginning, 
I wasn’t sure how the project would develop, but listening to the program, I really felt it was an 
“artwork” for the first time. I also watched the program from outside of the studio, and  also felt 
it was like a theater.

A. 大人たち以上に金沢について考え、未来に繋がる希望と夢を胸に秘めているんだなと改め
て感じました。

The children could think about Kanazawa even more than adults, and I realize there are hopes and 
dreams towards the future that they hold inside of them. 

Q.3 「金沢未来展望ラジオ」のリスナーとしての感想を教えてください。
Please tell us how you feel about RADIO Lookout  as a listener.
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「子どもたちに一番大事にしているものを持って来て
もらって、それを飾ったときに初めて完成するようなラ
ジオ局にする」というのが舞台装置に関してアンディ
とベッキーと一緒に考えたことです。実際にぬいぐるみ
や本などを持って来てもらった時に「自分たちのラジオ
局」というふうに感じてもらえたようで、嬉しく思ってい
ます。またZoomだけを頼りに装置の細部や照明の設
定をする困難を克服して下さった金沢の裏方の皆様に
深く感謝しています。

今回はラジオパーソナリティとして、子どもたちにとって
何かヒントになることを伝えることが出来たら、という
思いでこのプロジェクトに参加させて頂きました。
アンディとベッキーのお話は、色で例えると、とてもカラ
フルで、その話に夢中になっている子どもたちが印象的
でした。本番では、衣装を身につけた姿がなんとも可愛
らしく、スタジオは期待感に包まれていました。入った瞬
間、本当に空気が違う！と感じました。ラジオに耳を傾け
ると、みんなが描く金沢の未来が頭の中に広がり……
その未来を想像するとワクワクが止まりませんでした。
未来のラジオパーソナリティがこれからもたくさん登場
することを楽しみにしています。

子どもたち各々の色んな個性・感性が集まり、それがア
ンディとベッキーの多彩なきっかけで素直に溢れ、一気
に走り出し、初めてばかりの中で、新しい自分らしさに
気づきながら、トライ・協力・刺激しあい、一丸となって最
後はリスナーも一緒になり素晴らしいチームに成長・進
化したのは涙涙。ラジオは「繋がり・共有・共感」。人間
の一番最初の感情に根付く「他の誰かも一緒にいるよ」
を皆、改めて大切に思ったことでしょう。

イリグチマモルさんとの打ち合わせの際、「子どもの秘
密基地な感じで」とのことで、私も子どもになった気分
でワクワクしながら制作したのを覚えています。リモー
トでアンディとベッキーが楽しく振る舞う姿に感化され
てか、セットの仕上げもポップで明るくしました。ある学
芸員の方から「美術館のガラス外から見るとセットが船
の甲板の様で、ボトルシップの中にいるみたいで面白い
ですね」とお声を頂いたのが印象に残りました。

僕 が 一 番 印 象に残ったところはラジオD Jたちの「 成
長」です。参加が決まってから当日までの成長ももちろ
んですが、プレ放送含めた3日間でも、成長が見られた
と思います。正直「子ども」だと思っていたので少し不安
な部分はありましたが、臨機応変にいろいろ対応してい
て、感動しました。

林 一平　
美術製作担当／
Studio Good Vibration's

Ippei Hayashi 
Set Carpenter / 
Studio Good Vibration's村井日出央

オンライン配信担当／
mu design Director, Graphic Designer

Hideo Murai 
Online Streaming / 
mu design Director, Graphic Designer

Andy, Beckie and I agreed that the set of the radio station 
should only be complete when the participating children 
place their favourite objects in it. I am delighted to have 
witnessed the collaboratively created environment made 
the participants feel at home. I would also like to thank the 
Kanazawa backstage team who achieved such beautiful set 
and lighting during the fit-up despite the difficulties in seeing 
and communicating via Zoom.

What was memorable was the scene of the stage standing 
out surrounded by a warm light just past dusk. There were 
several restrictions about setting up in the conference room, 
but we adjusted to the circumstances and taking safety 
into consideration. The result was something different than 
a theater stage. A real location that changed over time 
probably felt like an axis that links the past, present, and 
future.

As a professional, I joined this projected hoping that I could 
contribute by giving some tips to the children. Andy and 
Beckie’s talks were very colorful, and it was memorable 
seeing the children engrossed in them. On the day of the 
performance, it was lovely seeing them dressed in their 
costumes, and the studio was filled with expectation. As I 
entered the studio I felt a different atmosphere. Listening to 
the radio, the future Kanazawa which the children described 
filled my head with imagination and triggered my excitement. 
I look forward to seeing many radio personalities in the 
future.

Each child’s personalities and sensibilities came together 
then overflowed and started running with the help of Andy 
and Beckie’s various prompts. In the midst of all the firsts, 
I was moved by seeing them realize something new about 
themselves through effort, cooperation and inspiring each 
other, and growing into a wonderful team together, even 
with the listeners. Radio is about “connecting, sharing, 
and empathy”. Everyone must have once again cherished 
“someone else is here with you” that is rooted in the very 
first emotion of humans. 

In a meeting with Mamoru Iriguchi, he told me that he 
imagined the set as a “secret base of children”, so I 
remember working with the excited feeling of a child myself. 
I was inspired by Andy and Beckie’s fun-loving attitude 
hence the final set design became pop and bright. I remember 
one of the curators saying, “Looking from outside of the 
museum glass wall, the set reminds me of a deck of a ship, 
so the studio looks like a ship in a bottle.”

What I remember most is the “growth” of the radio DJs. Not 
only did they improve during the workshops, but also during 
the performances over the three days. Honestly, I was a bit 
uneasy about working with children, but in the end was very 
impressed with the way they handled things flexibly.

I illustrated the greeting cards, based on the ideas of the 
children. I remember they were talking about a future city 
with polluted environment and life on water due to rising sea 
levels. And a future where humans will live in another planet 
after earth being inhabitable. I was somewhat surprised to 
hear those not too optimistic predictions. Strange enough 
they did not sound pessimistic and I felt  an underlying 
strength of humanity to move forward after accepting 
the reality. No doubt that the children in this project will 
experience a future us adults won’t be able to, so I strongly 
felt we must properly build a foundation for the future.

The way the children were improving rapidly through just 
over several days looked fantastic. I could see that they 
were determined to handle whatever circumstances during 
the performance without relying on adults, so I almost cried 
out of happiness. Their energy only grew day by day, and I’m 
grateful for our time together which made me hopeful for 
the future despite the uncertain world. I want to live long 
to see the children contributing to society when they are 
grown up (laugh). I, too, wish to be mature as a person. 

印象的だったのは夕暮れ過ぎにステージが暖かい光に
包まれ浮かび上がってくるシーン。会議室でのセッティ
ングでいろいろ制約があり、状況に合わせた仕上げを
安全面も含めてリメイク。結果として劇場での演出とは
違い、時間とともに変化していくリアルなロケーション
が、過去―現在―未来の時間軸にリンクしているように
感じられたのかもしれません。

「数日間の舞台での経験で目まぐるしく成長する様」が、
私にはキラキラと輝いて見えました。本番では大人の手
を借りず、何が起きても自分たちでなんとかする、そん
な覚悟みたいなものも見えてきて、頼もしいなーと嬉し
くなりちょっと泣きそうでした。日に日に加速する成長
とエネルギー、不安な中でも未来に期待したくなる、そ
んな時 間をもらい感 謝です。彼らが大 人になって、社
会を作っていくのをこの目で見たいので、長寿を目指し

（笑）、私自身もまだまだ成長し続けたいと思います。

私は今回、子どもたちの発想を元に「金沢未来展望ラジ
オ」のグリーティングカードのイラストを担当させて頂き
ました。Zoomでの子どもたちとの聞き取りで感じた事
は、環境汚染から海面上昇で水没した世界での海上生
活。その後、住めなくなった地球から別の星へ移住する
未来。聞き取りでは、決して楽観的とは思えない未来予
測に、ドキリとさせられた場面もありました。しかし、彼
女彼等の言葉には不思議に悲壮感はなく、現状を淡々
と受け入れて、前に進んでいく「人類の底力」の様なも
のを感じました。子どもたちは、私達大人が知らない未
来を確実に体験出来る訳で、その土台は、現在の私達
大人がしっかりと作り上げていかなければならないと強
く感じたイベントでした。

イリグチマモル
特設ラジオ局美術担当 ＊エジンバラ在住

Mamoru Iriguchi 
Set + Lighting Design

斉藤ビッグボス清美
演出進行担当／
タテヨコナナメLLC.

Kiyomi“Big Boss”Saito 
Stage Management / 
Tateyokonaname LLC.

真釦
グリーティングカード画担当／
墨絵彩色画家

Sinbutton 
Greeting Card Illustrator / 
Colored ink painter

冨優香子
ラジオパーソナリティ

Yukako Tomi 
Radio Personality

直 雅則
音声編集・番組ミキサー担当／
エフエム石川ディレクター

Masanori Nao 
Audio Editor, Program Mixer / 
Director of FM Ishikawa

アンケート（スタッフ）

合田義弘
テクニカルディレクター

Yoshihiro Gouda 
Technical Director

Questionnaire(Staff)
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アンケート（リスナー）

Q.1 Q.2

Q.5

どこで放送を聴きましたか？ お住まいはどちらですか？
Where did you listen to the performance? Where do you live? 

ご参加の動機をお聞かせください。 Q.6 この放送にはどのくらい
満足されましたか。
How satisfied were you with the performance?

What was your motivation for listening to the 
performance?

● ご自宅

● 職場

● 出先

● 金沢21世紀美術館

● 移動中

● at home　● at work　● on the go　
● at the Museum　● on the road

● interested in contents　● the Museum’s project　
● recommended from acquaintances　● interested in artists　
● family was participating　● interested in radio

● Kanazawa　● Tokyo　● Ishikawa　
● Kyoto　● Toyama　● Ibaraki

66.7%16.7%

5.5%

Q.3 年代を教えてください。
Which age group are you in?

33.3%

27.8%

11.1%
5.6%

● 50代

● 40代

● 20代

● 30代

● 60代

● 10代以下

3

5

10

● from acquaintances　● social media　● flyer　
● e-mail　● website　● magazines & papers

Q.4 今回のイベントは何で
お知りになりましたか？
How did you find out about the performance?

Questionnaire(Listeners)

不満 満足
not satisfied satisfied

● 金沢市

● 東京都

● 石川県

● 京都府

● 富山県

● 茨城県

12人
2人

1人
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Q.9 放送のご感想、お気づきの点などお聞かせください
Please share your feedback about the program.

子どもたちがきちんと考える機会をつくることの
大切さを感じさせて頂きました。

I felt the importance of creating chances for children to 
think about things properly. 

放送を有料にした理由が良くわかりませんでした。

I didn’t really understand why we had to pay to hear 
the program.

とても創造的な企画でした。いろいろな大変なこ
ともあったでしょうけど、いろいろあって全部いい、
そう思えるくらいチャレンジ精神が光る試みだっ
たと思います。

It was a really creative project. I’m sure there were 
many hardships, but I think it was a challenging 
attempt to illuminate the spirit which leads to a 
satisfying ending .

小学校中〜高学年の子どもたち特有の、一見シ
ビアで冷徹なものの見方をしているようで、夢や
物語の世界とも行き来しているようなかわいらし
さがたっぷりでとても楽しかったです。子ども同
士で話すとき、また大人と話すときの子どもの社
交性についても気づきが得られる楽しくおもしろ
い企画でした。意外とひるまないで自分の意見
言うんだなとか……でも「こういうことを言うと
大人が喜ぶ、優等生的だ」という部分があるんだ
ろうなとか思いながら聴いていました。金沢の子
どもが考える理想の街ってどういう場所なのか
ちょっとわかったような気がします。

I had fun listening to children full of charm as if they 
were going back and forth between dreamed stories 
and severe, unimpassioned viewpoints which is unique 
to children of that age. It was interesting to listen to 
the different sociability of children when interacting 
with each other and with adults. I was surprised how 
they were straightforward to share their opinions. But 
I also thought they might be aware that, “this is the 
kind of thing that adults like to hear”. I now have an 
idea of the ideal city of Kanazawa for children.

どういった内容のものか事前にわからないと、も
ともとこういった事業に興味のある人や出演者
の身内以外はお金を出して聞いてみようというラ
インにまで立ちづらいのではと思いました。

I thought unless you knew the program contents 
beforehand, or you were originally interested in this 
kind of projects or relatives of the DJs, it’s hard to buy 
a ticket to listen to it. 

グリーティングカードなどを送っていただいたので
すが、私はラジオを聴きながら、自分でいろいろ
想像し、思い描くことが好きなので、カードの絵は
誘いだったりしたのでしょうが、私には少し過多に
思われました。でも、素敵な試みだと思いました。

Although I received a greeting card which was 
supposed to be an invitation, I like to have the freedom 
to imagine many things while listening to the radio, 
so the illustration on the greeting card was a bit too 
much. Nevertheless it was a lovely attempt. 

冒頭の詩のような金沢紹介、未来感のあるBGM
がすてきでした。事前・事後のカードもとてもよ
かったです。広げて見ながらラジオを聴きました。
音だけでイメージが難しいものも、絵で見られて
よかったです。でも、水中？水上？都市のイメージ
をつかむのはちょっと難しかったです。ラジオを
聴いて、まずは現在の金沢に行ってみよう！と思い
ました。ライブの緊張感やドキドキ感が伝わって
きました。いまと未来を行き来する構成も興味深
く、楽しみました。

The introduction of Kanazawa like a poem at the 
beginning and the futuristic background music were 
really wonderful. The pre- and post-listening greeting 
cards were also fascinating. I listened to the radio 
while looking at them spread out. Sometimes it’s hard 
to imagine things by only the sound, so the illustration 
was good accompaniment. The city under, or on water 
was difficult to imagine. Listening to the radio made me 
want to visit Kanazawa. I could feel the excitement and 
nervousness of the DJs. I enjoyed the format where we 
were taken back and forth between now and the future. 

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

Q.7 満足度の理由を教えてください。

A. 本 当に時 間がタイムスリップしたような感 覚に
なった。

It really felt like experiencing a time warp. 

ラジオという形にしたのがとても面白いし、興味深
かった。丁寧に作りこんだ音楽や美術、ここに至る
までの対話も感じられた。それはラジオという耳か
ら入る音に集中する形だったからだと思います。

A.

The radio format was really fun and interesting. I 
could feel the carefully crafted music and set, and the 
dialogue leading up to this point. I think this is because 
the radio format makes you focus on the sound. 

A. よく出来ている放送だなぁと思いましたが、想像
を超えるようなものではなかった。

I thought the program was really well done, but it 
didn’t go beyond my expectations. 

A.

A. A.

A.

A.

A.

A.

こんな感じかな？を完全に裏切られた……子ども
たちの無限な力や癒しの力。キチンと理解すれば、
こんな風に表現したり自分の考えを話す事が出
来る嬉しい裏切りでした。

It betrayed all expectations… Children have limitless 
power as well as the ability to comfort. When they 
really understand things, they are able to express and 
speak of their ideas as they did on air. it’s a pleasing 
betrayal.

Reason for your level of satisfaction. 

Q.8 ラジオDJへの感想やメッセージをお寄せください
Please share your response or message to the radio DJs.

子どもたちの話しぶりが、おりこうさん過ぎたかな〜。

The way they talked sounded maybe a bit too well 
behaved. 

自分が生きる未来(将来)の事を一緒に考えるこ
とができて、これからが楽しみになりました！

I could think about the future together with the DJs, 
and look forward to what’s coming in the future.

子どもたちがこんな風に話せる事に気づかされ、
癒され、また考えさせていただき、ありがとうござ
いました。

It was amazing to realize that children could speak like 
this. It comforted me and made me think. Thank you 
very much. 

AグループとBグループ、両方の放送を聴きました。
Aグループ：加賀友禅を好きなDJさんがいました
ね。大好きな気持ちが伝わってきて、加賀友禅に
興味がわきました。車が多いというお話も印象深
かったです。音がうるさいと言っていましたね。観
光情報だけでは伝わってこない、生活している人
の声だな、リアルだな、と感じました。DJのみなさ
んの仲のよい様子が感じられて楽しい放送でした。
Bグループ：ねこ大好きというラジオネームで電話
出演をしたので、緊張しました。30年後、60年後、
90年後の金沢について質問されてお答えしたの
ですが、現在の金沢にも行ったことがなく、ちょっ
と慌てました。でもDJさんがやさしく質問してく
れたし、ゆっくり話をきいてくれたので安心して答
えることができてよかったです。聴きとりやすい発
声で丁寧に言葉を選んで話してくれている感じが
して、たいへんよい放送だったと思います。

I listened to both Group A and Group B. Group A: There 
was a DJ who likes Kaga Yuzen. I could feel how much 
you like it, which made me interested. I also remember 
someone saying there are a lot of cars and noisy 
streets. I felt it was the real voices of people who live 
there, which you cannot read in tourist information. I 
enjoyed the fun program and could feel how the DJs 
got along with each other. Group B: I was a bit nervous 
because I joined the phone in with a pseudonym, “I 
love cats”. Although I answered questions about what 
Kanazawa would be like 30, 60 and 90 years later, I 
haven’t actually been to present-day Kanazawa either, 
which made me a bit confused. But I was happy that 
the DJ asked questions very nicely and listened to me 
well, so I could properly answer. You spoke carefully in 
an easy-to-understand voice, very well done.

自分の意見をしっかりと持ち、それを伝える力が
あって素晴らしいと思います。

It was fantastic that the children had their own 
opinions and could express them well. 

いわゆる子どもらしいところと、そうじゃないとこ
ろも出ていてとても良かった。 大人のための子
どもとして振る舞っていないところがちゃんと伝
わってきました。 これからもそのまま、胸を張って
生きてくださいね。

It was good to hear both sides of what you normally 
expect of children and vice versa. I could feel that they 
were not trying to meet the expectations of adults. 
Please be proud of yourselves and live your life. 
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I t’s Okay to Describe Your Hopes for 

the Future

̶Thank you for your time today. My job 

involves creating opportunities for people 

who appreciated “works” such as movies, 

theater, and art to share their impressions 

with each other. I participated the Radio

because I’m interested in how relationships 

and opportunities are born by people coming 

and working together.  

First, let me share my two impressions. 

T h e  f i r s t  t h o ug h t  i s  t h i s  wa s  “an 

unforgettable experience”. Even now I 

sometimes think, “What’s the weather 

未来に希望を描いていい

̶今日はお時間をいただき、ありがとうございます。

私は映画、舞台、美術などの「作品」を鑑賞した人

同士が、感想を話し合う場をつくる仕事をしていま

す。人々が集まって共につくることで、関係や機会

が生まれるプロセスに関心があり、今回のラジオ

に参加しました。

まずは私の感想を2つ共有させてください。

 ひとつ目は、「特別で忘れられない体験」。今も

たまに「金沢はどんな天気かな」「あの子たちはど

うしているかな」と考えます。遠くにいる人と話す、

音声配信を聴く、未来について話すなど、一つひと

つは日常で当たり前にやっていることですが、それ

らの要素がラジオ番組形式のパフォーマンス作品

として凝縮され、さらに金沢という街とつながった

ときに、あんなに特別な体験になるとは。これを考

えた人はすごいです（笑）。

ふたつ目は、「未来に理想を描いていいんだと思え

た」。私が生まれた1970年代、大人たちは「未来」

という言葉を輝かしく、希望に満ちあふれたものと

して使っていました。それが今、大人になった私に

とって「未来」という言葉は、深刻な事態を連想さ

せるものになっています。でもこのラジオのおかげ

で、未来を語ることに希望が持てました。

Andy（以下A）：　ありがとうございます。子ども

たちの話を聞いていると希望が湧いてくるという

のは、作り手である私たちにとっても大切なことで

す。私たちが未来に対する楽観的な感覚を失わず

にいられるのは、子どもたちと過ごす時間を通して、

彼らの持つ価値観や道徳性に触れているからだと

思います。

like in Kanazawa?” or “What are those 

kids doing?” Talking to someone far away, 

listening to audio streaming, talking about 

the future ‒ each of these are ordinary 

things in everyday life, but it’s interesting 

that when these elements are put together 

in a live radio performance and applied 

to Kanazawa, it becomes a very special 

experience. Whoever came up with this idea 

is amazing (laugh). 

 The second is “It’s okay to describe your 

hopes for the future”. When I was born in 

the 1970s, adults used the word “future” 

as something brilliant and full of hope. Now 

that I’m an adult the word “future” is 

associated with serious circumstances. But 

thanks to the Radio, I feel more hopeful of 

talking about the future.

アンディ & ベッキー インタビュー

私は「金沢未来展望ラジオ」（以下、ラジオ）に参加し、DJたちと電話で話をした、ラッキーな大人のリス

ナーです。ラジオでの特別な体験を多くの人と共有したいと考えていたときに、今回のアーティストお二人

と、プログラムをふりかえる機会をいただきました。どうぞラジオを聴くようにお楽しみください。

Interview with Andy Field and Beckie Darlington

I was one of the lucky adult listeners who participated in RADIO Lookout (hereafter “Radio”) and 

talked to DJs by phone. When I thought about how to share this special experience with others, 

I was given an opportunity to look back at the program along with the two artists. Please enjoy 

reading it as if you were listening to the radio. 

インタビュー・文：舟之川聖子（鑑賞対話ファシリテーター）

Interview and Text: Seiko Funanokawa (Learning Experience Facilitator)
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Beckie（以下B）：　プロジェクトで出会う10歳前

後の子どもたちは、私たちが直面している課題を

とてもよく理解していますし、解決のために必要な

変化のエネルギーも持っていると感じます。

̶ラジオの中で「60年後の金沢は、環境が変わっ

て水中都市になっている」と話していました。つま

り「何も起こらないだろう」という楽観ではない。

「深刻な事態は起きているけれど、その変化に適

応する」ということを子どもたちがたくさん口にし

ていたのが印象的でした。

A：　子どもにとって人生はこれからで、世界は可

能性とチャンスに満ちあふれていますが、大人に

なるにつれて、変革の機会に対して閉鎖的になっ

てしまいます。一方、子どもたちは、温暖化によって

変化する街を見ても、「ここでどのように生きられ

るか」と可能性を見出します。彼らにはアイデアが

あり、楽観的なものにも悲観的なものにも可能性

を開いているのです。

可能性を引き出すタスク

̶ラジオを聴いていて、大枠はあるけれど、子ども

たちは台本通りに演じているわけでもないと感じ

ました。どのように組み上げていったのですか？

A：　私たちは常にパフォーマンスの構成をスクリ

プト（台本）ではなく、ブループリント（設計図）か

ら考えます。子どもたちにはまず取り組んでほしい

タスク（課題）を伝えます。タスクを達成しようとす

る各々のスタイルやアプローチが、さまざまな個性

や可能性を引き出します。また、なぜこのタスクを

行うのかを説明することで、子どもたちは当事者

意識を持ち、自分で選択するようになります。

B：　ブループリントがあると、子どもたちはパ

フォーマンスの重荷を背負う必要がなくなり、のび

のびとアイデアの共有に集中できます。つまり、演

劇の経験がある子や自分に自信を持っている子ど

もだけでなく、さまざまな背景や能力、個性を持っ

た子どもたち誰もが輝けるように、意図して環境を

つくっているのです。

̶子どもたち同士の相性や組み合わせが大事にな

りそうですね？

B：　最初は、子どもたちと一緒に過ごしながら、一

人ひとりをよく観察します。その子がどんなスキル

を持ち、どんなことに自信を持っていて、どの役割

が合うかを考えながら、ペアをつくります。お互い

にサポートし合う関係を築くためです。

A：　ラジオのためのスキルをどの子が持っていて、

どの子がこの機会を楽しめそうかを見極めていま

す。例えば、質問のコーナーでは、「大人と電話で

即興の会話をする」という高度なスキルが必要で、

かなりの自信と集中力、規律や自制心が求められ

ます。そのため、チームとして、子どもたちの間で

強みと弱みを補い合う関係が生まれるようにして

います。

̶そんな緻密なプロセスがあって、あの番組がで

きていたんですね。

Andy (hereafter “A”): Thank you. I think 

that feeling of hope listening to the children 

is very important for us as creators. The 

thing that keeps our hope alive is the time 

spent with children; their hopefulness, their 

sense of values and morality.  

Beckie (hereafter “B”): The 10-11 year old 

children that we met in this project really do 

have an understanding of the issues we’re 

all facing, and I feel they have the energy for 

change to solve them. 

̶ In the radio program, there was talk 

about “60 years later, Kanazawa will be 

an underwater city due to environmental 

changes”. It’s not an optimistic case where 

“everything will stay the same”. It was 

impressive that many children said, “It’s 

a serious situation but we will adapt to the 

changes.”

A: When children think about their future 

lives, the world is full of possibilities, but 

after becoming adults, we become closed off 

to opportunities for change. Children, on 

the other hand, even when they think about 

a city changed by global warming, they can 

find possibilties by thinking, “How can we 

live here?” Children have ideas and are 

open to possibilities, both optimistic and 

pessimistic. 

Tasks that Bring Out Potential

̶Listening to the Radio, although there was 

a general framework, I felt the children were 

not only performing according to the script. 

How did you put this together?

A: For our performances, we always work 

with a blueprint rather than a script. First 

we assign tasks for the children. It allows 

for varying styles and approaches in trying 

to complete these tasks, and different 

individualities and potentials are highlighted. 

By explaining the reasons for doing these 

tasks, the children feel ownership and begin 

to make decisions by themselves. 

B: By having a blueprint , the children 

no longer have to take the full weight of 

performance and instead focus on sharing 

ideas. In other words, children of all differing 

backgrounds, potentials, and character can 

shine in that environment, not just those 

with theater experience or self-confidence.  

̶It must have been important to consider 

the chemistry and grouping of the children.

B: We closely observed each child in the 

beginning. Then we put them in pairs while 

considering what skills each of them had, 

what they were confident with, and what 

roles would fit them. This was to buid a 

mutally-supportive relationship. 

A: We tried to think about what skills do 

the children have and who would enjoy 

doing what. For example, with the phone-

in with Listeners, you need to be able to 

have improvised conversations on the phone 

with adults, so it takes confidence, focus, 

as well as discipline. We tried to create 

complementary relationships between the 

children considering their strengths and 

weaknesses. 

̶It’s great that this program was created 

by such a detailed process. 
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スの質の面でも協力者が必要です。今回は“ビッ

グボス”清美さんが、私たちに代わって現場で演

出や指示を出してくれて、うまくいきました。子ども

たち自ら、「ここは私たちのラジオ局だ」と感じてほ

しかったので、リハーサルや本番では、PC画面内

の私たちは一歩引いて、清美さんを信じてお任せ

しました。

̶子どもたちが多様な大人に囲まれて、刺激的な

時間を過ごしていた姿が見えてきます。

A：　私たちは、大人が子どもの話を聴く「場」をつ

くりたいのです。そのためには、子どもたちのため

の空間、話し方、考えの共有方法が必要です。今回、

金沢をはじめ日本各地の大人が自分の話を聴き、

質問に答え、固有の考えや希望や願いを持った一

人の人間として、真剣に受け止めてくれた。これは

子どもたちに力を与え、勇気づける体験になって

いたと思います。

̶大切ですね。私は、他の大人が子どもたちに真

摯に話す姿にも勇気づけられました。

オンラインでの制作

̶新型コロナウイルスの感染拡大で、オンライン

のみのコミュニケーションになったことは、制作に

影響しましたか？

A：　プロジェクトにおける私たちの役割は、子ども

たちと密接な関係を築き、彼らが創造性を発揮し

ながら社会に参加するための、最良の環境をつく

り出すことです。私たちはまず、ゲームを通じて一

体感をつくったり、ちょっとしたジョークを挟むなど、

オンライン空間でもお互いにつながりと交流を感

じられるように工夫しました。

B：　パンデミックの初期に、海外の地域の子ども

たちと音声作品をつくった経験があったので、オ

ンラインの限界と可能性は理解していました。そ

の上で、クリエイティブに取り組んでもらうために、

ワークショップでアイデアを紹介し合ったり、お互

いを知るための遊びをしました。30年後、60年後、

90年後を語るタスクは、一人ひとり、オフラインで

マイクを使って録音してもらいました。

大人が子どもの話を聴く場

̶今回の金沢版ではどんな発見がありましたか？

A：　現地スタッフの存在の大きさに気づきました。

遠隔で行うプロジェクトでライブの要素があるもの

は、子どもたちのサポートの面でも、パフォーマン

Working Online

̶Did communicating online due to COVID-19 

influence production?

A: Our roles in the project was to create 

close relationships between the children as 

well as the best circumstnaces for them to 

participate in the world by showing their 

creativity. First we tried to create bonding 

through games, and with little jokes here 

and there, to create a virtual space where 

people can connect and interact with each 

other. 

B: In the beginning of the pandemic, we 

made audio pieces with children in different 

countries, so we knew the possibilities 

and limits of working online. For them to 

join creatively, we exchanged ideas in the 

workshop and played games to get to know 

each other. For the 30, 60, and 90 year later 

assignments, we asked them to go offline to 

record themselves with mic.

A Space Where Adults Listen to Children

̶What were some discoveries you made 

from this Kanazawa project?

A: I realized the importance of having 

collaborators on location. For a remote 

project with a live element, their help was 

needed to support children and maintain 

quality of the performance. I think this was 

successful because “Big Boss” Kiyomi 

could guide and give instructions on behalf 

of us. We wanted the children to feel that 

“this is our studio”, so for rehearsals and 

performances, we took a step back and 

trusted Kiyomi to do her job. 

̶ I can see that the children spent an 

exciting time surrounded by such a variety 

of adults. 

A: We want to create “spaces” where adults 

can listen to children, so the space, way of 

speaking, and way of exchanging ideas needs 

to be children oriented. With this project, 

adults from all over Japan and Kanazawa 

were listening to the children, answering 

their questions, and took them seriously as 

individuals with inherent ideas, hopes, and 

wishes. I think this kind of experience gives 

courage and empowers the children. 

̶That’s important. I was also empowered 

by listening to other adults talk earnestly 

with the children. 

If You Could be Participant in RADIO Lookout

̶If you two had a chance to be participants 

of Radio, which role would you prefer, being 

a child or an adult?

A: That’s a difficult question (laugh). I’d 

want to be an adult audience. Talking to 

someone you don’t know has the possibility 

to change your world view. Talking to a child 

of a different age or background can be a 

profound experience. I was a bit obnoxious 

in school, so I don’t think I could do as good 

of a job as these children (laugh). 

B: Maybe as a child. Since I was a shy child, 

I think this experience would have opened up 

the world in a different way. I’d like to see 

how this might have changed my outlook on 

the world. 
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RADIO Lookoutに参加するなら

—お二人がラジオに参加するなら、子どもと大人

のどちらがいいですか？

A：　難しい質問ですね（笑）。大人のリスナーとし

て体験したいです。見知らぬ人との会話は、世界観

を一変させる可能性があります。特に年齢も育っ

た環境も違う子どもたちとの会話は、とても深い

経験になるでしょう。私はいたずらっ子だったので、

今回の子たちのようにちゃんとできないと思うから、

大人で（笑）。

B：　子どもかな。シャイな子だった私が参加して

いたら、きっと世界が広がるおもしろい体験になっ

ていたでしょうし、それが私の世界の見方をどう変

えていったかについて考えてみたいです。

人生が交差する

—最後に一つエピソードを紹介させてください。先

日、私の誕生日に母から電話がかかってきました。

「お誕生日おめでとう」と言って、なぜか急に「あ

なたが生まれた日はね」と話しだしました。つまり

「母が私を産んだ日」のエピソードを……ちょっと

涙が出てしまいますが……私は「この人生が交差

する感じはまるでLookoutだ！」と気づいて、とっ

さに「お母さんが私の歳の頃、どんなふうだった

の？」と聞いたんです。

A：　とても素敵ですね。聖子さんが冒頭に言った

ように、このプロジェクトには特別なことは何もあ

りません。身近な人との会話など、普通のことが特

別な形で組み合わさる「状況」をLookoutで作ろ

うとしているだけなのです。この「状況」に触れる

ことで、さまざまな考えやアイデアが生まれ、私た

ちのこれからの人生に広がっていくのでしょう。

—きっと参加した人みんなに何かしら起こっていそ

うです。世界中のLookoutの参加者にもいろん

な物語が生まれているのかなと想像すると、またつ

ながりが感じられます。ありがとうございました。

A：　自分がLookoutに参加したいかと質問され

たのは初めてで、おもしろかったです。プログラム

の最中は子どもたちのことに集中しているので、リ

スナーを体験した方の感想を聞けたのもよかった

です。ありがとうございました。

B：　プログラムを早い段階でふりかえる機会を持

てたのが新鮮でした。対面なら終わってすぐに感

想の共有ができるけれど、オンラインではなかな

か難しくて。今回のような場があってよかったです。

ありがとうございました。

お二人から子どもたちへの大きな愛に、私の中の「子ども」も喜ぶ時間でした。同じ時代を生き

る、人間同士のつながりを感じられるLookout。日常でいつでも再現できるツールを手渡され

たようでした。多忙な中でインタビューにご協力くださったAndyさんとBeckieさんに、心から

感謝申し上げます。

編集後記

Editorial Postscript

It was a time when the “child” inside of me was delighted by their great 

love for chi ldren.  With Lookout ,  you feel  connections to other human 

beings living in the same age. It’s like being handed a tool to reproduce 

this in daily life. I’d like to express my deepest gratitude to Andy and 

Beckie who took the time to do this interview. 

舟之川聖子（ふなのかわ・せいこ）

鑑賞対話ファシリテーター。共著『きみがつくる きみがみつける 社会のトリセツ』（三恵社, 

2020年）　https://seikofunanokawa.com/

2022年2月4日オンラインにて
通訳：奥田はる香、黒田裕子

4 February 2022, onl ine
Interpretation:  Haruka Okuda, Yuko Kuroda

Intersecting Lives

—Finally, let me tell you about an experience 

I had. The other day, I got a phone call 

from my mother on my birthday. “Happy 

birthday,” she said. Then suddenly, “On 

the day you were born...” Telling the story 

about “the day she gave birth to me”

… sorry I’m crying a bit... I realized that 

“this feeling of lives intersecting was just 

like Lookout”. So in the spur of the moment 

I asked her, “How was it like for you when 

you were the same age as me?”

A: That’s so nice. As you said at the 

beginning, this project is nothing remarkable. 

It’s about familiar things like talking to 

people around you, and we just try to create 

special “circumstances” through Lookout . 

By experiencing this “circumstances,” 

various ideas are born and our lives will be 

richer from now. 

— No doubt this has spurred something 

inside all the participants. When imagining 

the many stories of people who participated 

Lookout around the world, I can feel another 

kind of connection. Thank you. 

A: This was the first time someone asked me 

if I wanted to experience Lookout which was 

quite interesting. During the program I was 

focusing on the children, so it was good to 

hear your reactions as a listener. Thank you. 

B: It felt refreshing to have the chance to 

feedback on the program so quickly. When 

it’s face-to-face you can share reactions 

immediately, but it’s harder with online 

programs. It’s good to have opportunities 

like this. Thank you. 
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カナザワ・フリンジ ver. キッズ　RADIO Lookout
「金沢未来展望ラジオ」の歩み

2019年 5月22日（水）-6月1日（土）

北京版「Lookout」調査（中国・北京市）
Research of Lookout in Beijing　Wednesday 22 May – Saturday 1 June, 2019

「カナザワ・フリンジ ver. キッズ」は2019年度から2020年度の2ヵ年にわたるアーティスト・イン・レジデンス

（滞在制作）プロジェクトとして企画され、新型コロナウイルス感染拡大の影響による延期を経て2021年度に

開催されました。ここでは2019年に北京市（中国）と金沢市で実施した「Lookout」リサーチから2021年夏の

オンライン版プログラム「金沢未来展望ラジオ」のためのクリエイションまでのプロセスを紹介します。

アンディとベッキーが北京市内の小学生とともに実施する「Lookout」を視察し、金沢での可能性につい

てアーティストと打ち合わせをするためにプロジェクト担当者２名が渡航。放課後に学校内で実施するワー

クショップを見学し、主催者へヒアリングを行い、パフォーマンスの現場に立ち合った。この時の調査体験

がのちにオンライン版をクリエイションする際にアーティストとイメージ共有する上で大いに役立った。

翌年の金沢での実施に先立ち、アーティストと子ども達の出会いを創出するために「英国人アーティスト学校訪問

ワークショップ」の実施を市内の小学校へ呼びかけた。対象は身近な地域や市区町村の学びを経た小学4年生とし

たところ、6校・約410名の子どもたちが英語でのコミュニケーションを通じて金沢のまちの未来を考える機会を得た。

アンディとベッキーは学校以外にも児童館でのワークショップを実施し、パフォーマンス会場を検討するため

市街を見渡せる高台を下見したほか、市民が参加する美術館イベントで公開調査を行い、様々な分野で積極

的に金沢のまちづくりに取り組むプロフェッショナルとの交流などを行った。

北京市朝陽区博文実験学校でのワークショップの様子（2019年5月）
Workshop at elementary school in ChaoYang District, 
Beijing (May, 2019)

中間劇場/Inside-Out Theatre主催
「LOOKOUT」パフォーマンス（2019年5月）
Lookout   at Inside-Out Theatre, Beijing (May, 2019)

ワークショップ「金沢のまちの未来を考えよう」小立野小学校（2019年10月）
“Let’s map out the future of Kanazawa” Workshop, 
Kodatsuno Elementary (October, 2019)

ワークショップ「金沢のまちの未来を考えよう」四十万小学校（2019年11月）
“Let’s map out the future of Kanazawa” Workshop, Shijima 
Elementary (November, 2019)

「Lookout／金沢未来展望　公開サーヴェイ（調査）」金沢21世紀
美術館 シアター21（2019年11月）
Lookout  Open Survey at Theater 21（November 2019）

金沢市内ロケハンの様子（2019年10月）
Location hunting in Kanazawa（October, 2019）

At first, Kanazawa Fringe ver. Kids was planned as a project to take place over two years, from 2019-

2020, as an artist in residence program but was postponed to 2021 due the spread of COVID-19. 

Here we introduce the process from the Lookout research program held in Beijing, China and 

Kanazawa in 2019 to the online creation held during the summer 2021 to produce RADIO Lookout. 

Two staff members visited Beijing, where Andy and Beckie were running Lookout with 

elementary school students. The purpose was to observe and discuss the possibility of 

programming it in Kanazawa. We observed the after-school workshops, met with the local 

organizers, and watched the final performance. This research would play a helpful role two 

years later when creating the online edition as it provided a shared image with the artists.

金沢版「LOOKOUT／金沢未来展望」のための調査（金沢市内）
Research of Lookout in Kanazawa　Tuesday 29 October – Thursday 7 November, 2019

Prior to the Kanazawa edition of the following year, and in order to create encounters between 

the artists and the children, “a Workshop with Artists from U.K.” was called out to the local 

elementary schools. The target was fourth graders, and 410 students from six schools had 

opportunities to think about the future of Kanazawa through English communication.

   During their stay, Andy and Beckie also held workshops at after school community facilities, 

visited sites to look over the city for viable performance locations, as well as conducted public 

surveys at events at the museum with visitors, and interacted with professionals of various 

fields actively involved in city development.

History of Kanazawa Fringe ver. Kids / RADIO Lookout

2019年 10月29日（火）-11月7日（木）
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2020年 4月
April, 2020

新型コロナウイルス感染拡大により、2020年8

月に予定していたプロジェクトを1年延期するこ

とを決定。

Due to the spread of COVID-19, it was 

decided that the project planned for August, 

2020 would be postponed for one year. 

2021年 5月
May, 2021

新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑みてアー

ティストの来日が困難と判断。コロナ禍でも実施可

能なオンライン版プロジェクトへ方針転換。2021

年8月下旬にアーティストと主催者がオンラインク

リエイションでプランを作成し、12月に小学生とと

もにプロジェクトを実施することを決定。

Decision was made that the artists will not 

travel to Japan due to spread of COVID-19. 

Policy shift was made to take the project 

online in order to ensure it could be held 

even during the pandemic. An online creation 

session would take place between the artists 

and the organizer in late August, 2021, and 

with elementary school students taking part 

in the project to be held in December. 

2021年 ６月-７月
June-July, 2021

アンディとベッキーからオンライン版「RADIO Lookout」の企画提案を受け、その内容と制作方法につ

いて具体的な検討を重ねる。

A proposal from Andy and Beckie for the online version of RADIO Lookout was made 
and discussions were held about the contents and production.

2021年 8月16日（月）-8月27日（金）

「金沢未来展望ラジオ」 オンラインクリエイション
RADIO Lookout online creation session　Monday, 16 August ‒  Friday, 27 August, 2021

オンライン版「RADIO Lookout」のプランを完成させ、9月から準備に取り掛かることを目標に、２週間、

週末を除いて毎日夕方から英国とオンラインでミーティングを重ねた。

まず10日間でクリアすべき課題を洗い出した上で、パフォーマンス内容、クリエイションワークショップ内容、

子どもたちの公募方法、特設ラジオ局の美術と設営、照明や音響、番組の配信方法, グリーティングカード

のデザイン、金沢のスタッフ体制、広報など議題は多岐にわたった。

2週目には小学4年生から6年生までの5名と1時間ほどのモニター・セッションを実施。金沢の未来予想図

を絵に描いて発表しあったり、美術館で小学生がラジオDJになるアイデアへの反応を聞きながら、12月の

オンラインとリアルのワークショップのバランスなどについて、イメージを膨らませた。

Meetings were held online with the artists in London every day from early evening for two 

weeks except the weekends, with the aim of completing plans for the online RADIO Lookout to 

start preparations from September. 

After deciding what needed to be completed in this period, discussions were held on a wide 

range of topics: contents of performance and creation workshops, how to select children 

participants, set design and installation of the radio station, lighting and sound design, 

streaming platform, greeting card design, local staffing, and publicity. 

In the second week, monitoring session was held for an hour with five children aging from 

fourth to sixth grade. They drew pictures of how they imagined Kanazawa would be in the 

future, and we asked for their feedback about the idea of schoolchildren being radio DJs. This 

provided us a fuller image of the balance between the online and face-to-face workshops to be 

held in December.
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プログラムクレジット

カナザワ・フリンジ ver. キッズ　RADIO Lookout

「金沢未来展望ラジオ」

2021年12月6日（月）-19日（日）

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

助成：（一財）自治総合センター、グレイトブリテン・ササカワ財団

後援：エフエム石川、北國新聞社、MRO北陸放送、石川テレビ放送、テレビ金沢、HAB北陸朝日放送

協力：金沢市教育委員会

ラジオDJ：（Aグループ）高橋苺子、竹林のぞみ、中村亜里彩、林野種、和田出耀大

（Bグループ）大沼美旺、田口美希、田中汐音、山田菜々華、米永皐晟

企画・構成：アンディ・フィールド、ベッキー・ダーリントン

音楽：トム・パーキンソン

特設ラジオ局美術：イリグチマモル

グリーティングカード画：真釦

テクニカルディレクター：合田義弘

照明：株式会社金沢舞台

美術製作：林一平（Studio Good Vibration’s）

演出進行：斉藤ビッグボス清美（タテヨコナナメLLC.）

音声編集／番組ミキサー：直雅則（エフエム石川）

オンライン配信：村井日出央（mu design）

チケッティング／リスニングルーム音響：office BLANCA

機材提供：株式会社オトムラ

ビンテージ家具提供：村井鳳充（KENSOU MURAI Co.）

ラジオDJアドバイザー：冨優香子（ラジオパーソナリティ）

記録写真：下家康弘、中川暁文

メインビジュアル：ampersand.

宣伝美術：北口加奈子

制作アシスタント・通訳アテンド：奥田はる香

金沢21世紀美術館：

企画／チーフ・プログラム・コーディネーター：黒田裕子

エデュケーター：木村健、吉備久美子

広報：落合博晃、石川聡子、齊藤千絵、本多瑠美

CREDITS

Kanazawa Fringe ver. Kids/  RADIO Lookout
Monday, 6 December ～Sunday, 19 December, 2021

Organized by: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and Development Foundation),
Supported by: The Lottery Fund, The Great Britain Sasakawa Foundation　 
Media Support by: FM Ishikawa, Hokkoku Shimbun, Hokuriku Broadcasting Co.,  Ltd.,  Ishikawa Television Broadcasting Co.,  Ltd.,  TV Kanazawa, 

Hokuriku Asahi Broadcasting, Co., Ltd.
In Cooperation with: Kanazawa Board of Education 

Radio DJs：
（Group A）Maiko Takahashi, Nozomi Takebayashi, Arisa Nakamura, Tane Rinno, Youdai Wadade 
（Group B）Mio Onuma, Miki Taguchi, Shion Tanaka, Nanaka Yamada, Kousei Yonenaga 

Created by: Andy Field, Beckie Darlington
Music by: Tom Parkinson 
Scenography by: Mamoru Iriguchi
Greeting card Il lustration: Sinbutton
Technical Director: Yoshihiro Gouda
Lighting: Kanazawa Butai Co., Ltd.
Set Carpenter: Ippei Hayashi (Studio Good Vibration’s）
Stage Management: Kiyomi “Big Boss” Saito（Tateyokonaname LLC.）
Audio Editor, Program Mixer: Masanori Nao（FM Ishikawa）
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金沢21世紀美術館維持会員

このプロジェクトを通じて出逢った10人のラジオDJの皆さま、ワークショップから放送本番ま
で2週間のスケジュールをこなすためにZoomの操作や美術館までの送迎などを支えてくだ
さったご家族の皆さま、プロジェクトを実現させるために知識と技能を惜しみなく提供してく
ださったスタッフや協力者の皆さま、プログラムを聴いて子どもたちとの対話に参加してくだ
さったリスナーの皆さま、アンディとベッキー、全ての方々に深く感謝の意を表します。

SANAA事務所、米沢電気工事株式会社、ナカダ株式会社、金沢市農業協同組合、株式会社福光屋、ヨシダ宣伝株式会社、金沢信用金庫、株式
会社総合園芸、西日本電信電話株式会社金沢支店、株式会社ヤギコーポレーション、株式会社北國銀行、一般社団法人金沢建設業協会、ニッ
コー株式会社、医療法人社団 健真会 耳鼻咽喉科安田医院、株式会社メープルハウス、株式会社マイブックサービス、公益財団法人金沢勤労者
福祉サービスセンター、株式会社浦建築研究所、金沢中央農業協同組合、株式会社グランゼーラ、まつだ小児科クリニック、公益財団法人高岡市
勤労者福祉サービスセンター、アルスコンサルタンツ株式会社、しま矯正歯科、協同組合金沢問屋センター、一般社団法人MuU、三谷産業株式
会社、スーパーファクトリー、株式会社エイブルコンピュータ、株式会社中島商店、株式会社橋本確文堂、ヨシダ印刷株式会社、株式会社北都組、
金沢市一般廃棄物事業協同組合、金沢商工会議所、株式会社竹中工務店北陸営業所、一般社団法人石川県鉄工機電協会、大村印刷株式会社、
石川県勤労者文化協会、前田印刷株式会社、株式会社うつのみや、公益社団法人金沢市医師会、連合石川かなざわ地域協議会、株式会社金沢
環境サービス公社、株式会社日本海コンサルタント、株式会社アイ・オー・データ機器、石川県中小企業団体中央会、能登印刷株式会社、株式会
社金沢舞台、北陸名鉄開発株式会社、高桑美術印刷株式会社、株式会社浅田屋、北菱電興株式会社、株式会社四緑園、株式会社橋本清文堂、カ
ナカン株式会社、株式会社かゆう堂、株式会社バルデザイングループ、石川県ビルメンテナンス協同組合、横浜エレベータ株式会社、株式会社
ほくつう、株式会社グッドフェローズ、日本海警備保障株式会社、株式会社金沢商業活性化センター、株式会社加賀麩不室屋、べにや無何有、日
本ケンブリッジフィルター株式会社、日機装株式会社、横河電機株式会社金沢事業所、有限会社芙蓉クリーンサービス、株式会社インプレス美
術事業部、株式会社甘納豆かわむら、ArtShop 月映、株式会社アドバンス社、金沢ターミナル開発株式会社、株式会社計画情報研究所、株式
会社ビー・エム北陸、一般社団法人石川県繊維協会、株式会社 大和、アムズ株式会社、株式会社 あまつぼ、ヨシダ道路企業株式会社、株式会社
金太、イワタニセントラル北陸株式会社、末広フーズ株式会社、北陸スカイテック株式会社、辻商事株式会社、森平舞台機構株式会社、アズビル
株式会社、株式会社五井建築研究所、金沢セメント商事株式会社、ホクモウ株式会社、医療法人社団映寿会、合同会社　鮨 みつ川、株式会社山
田写真製版所、株式会社ユニークポジション、株式会社鍛冶商店、株式会社東急ハンズ金沢店、坪田　聡、林檎舎アップルカンパニー、アイパブ
リッシング株式会社、株式会社ホクスイ、株式会社コネル金沢（2022年3月1日現在）

Special Thanks：ラジオDJ保護者の皆さま

Online Streaming：Hideo Murai（mu design）
Ticketing/ Listening Room Sound Operation: office BLANCA
Vintage Sound Equipment supply: OTOMURA Co., Ltd.
Vintage Furniture supply: Makoto Murai（KENSOU MURAI Co.）
Advisor to Radio DJs: Yukako Tomi（Radio Personality）
Photo: Yasuhiro Shimoka, Akifumi Nakagawa
Main Visual Design： ampersand.
Graphic Design: Kanako Kitaguchi
Production Assistant, Interpreter: Haruka Okuda
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