
はじめに

　2011年3月11日に起きた東日本大震災は、それ以前と
それ以降との人生観や社会感を大きく変えてしまうほど
の昨今では類を観ない大きな出来事であるといえるの
ではないだろうか。震災前と震災後とでは、人々の価値
観が大きく変化したのではないか。富士通総研2011年3
月28日の「東日本大震災の日本経済に与える影響と教訓 
― 東日本大震災後の日本産業への提言」では「今回の地
震前と地震以降とは、幾つかの点で別の日本になったと
認識するくらいの気持ちで対応を考える必要がある。」
と、述べている。テレビ放送ひとつとってみても、震災
前には多くの消費をうたうコマーシャルで埋め尽くされ
ていたが、震災後しばらくは一変し、一時期は公共広告
のみとなった。バラエティ番組は消え、震災の甚大な被
害の報道、被災地の過酷な現実を映し出していた。震災
によって被災地の家族や友人知人の生死をも確認できな
い情報の錯綜も起きていると伝えられ、通信手段の断絶、
食べ物、飲み物、寝る場所に困る様子が報道されていた。
筆者自身も被災地からは遠い東京にいたにも関わらず、
震災前と震災後では意識や認識が変化したと自覚してい
る。美術の世界に身を置き自ら作家として表現をするこ
とに生きがいを感じ、造形教育の意義を強く唱えてきた
が、生死や、食べるもの飲むものにも困る世界を目の当
たりにし、美術は生きる上でどのような意味のあるもの
であろうかと懐疑的にならざるを得なかった。文部科学

省が新学習指導要領で示した「生きる力」に対し、図画
工作・美術教育においてどのように担うことができるだ
ろうか。また、「生きる力」をつけさせるには、どのよう
な「てだて」が考えられ、どのような学習が有効であろ
うかを改めて考えてみることとなった。そして、東日本
大震災・復興をへて、図画工作・美術教育を再考する必
要を感じたのである。本稿では、それらをふまえて具体
的な実践を計画し、その実践の途中報告をするとともに、
将来を担う子どもたちへの教育に図画工作・美術教育が
できることは何かを見出したいと考えている。

1　震災後の時事から

1. 1 必要から生まれる想像と創意工夫しデザインする
創造

　東日本大震災から2週間ほどの報道では、震災におい
て甚大な被害を受けた方々の避難所での生活の様子を常
に伝えていた。そこには、少しずつ生活を立て直し始め
ている被災地の様子も含まれていた。食べるものや衣服
などは震災以前とは比べ物にならないが、やっと寝るこ
とを得るほどの最低限のものは手に入っているようだっ
た。避難所の多くは現地の体育館や公共施設等であり、
暖房が不足し、風呂が無いところがほとんどであった。
避難所の方々は「温かい食べものが食べたい」「お風呂に
入りたい」との言葉を発していた。避難所ではインフル
エンザの心配や災害関連死（震災のショックや避難生活
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のストレス、疲労で心筋梗塞や持病の悪化で亡くなる）
も多く、安全で清潔な生活を確保することが急務であっ
た。しかし、そこには、その生活を確保しようとするにも、
食べ物を煮焚きし調理する施設もなく燃料もない状態で
あった。ましてや風呂の設備を新たに設置することは不
可能に近いと思われた。やっと命を守ることができても、
人として必要としている当たり前の生活が難しい現実が
あった。そんな中、避難所で亡くなるお年寄りがいるこ
とを報道で知った家具・雑貨制作の工房が「被災地には
暖房や温かい食事が必要」と震災から間もない3月16日
から空のプロパンガスボンベを再利用し、廃材を利用し
た薪ストーブを開発した。以下読売新聞・長野版3月18
日より抜粋
　「家具・雑貨製作の「工房ジオ・パラダイス」（長野県小
諸市）は、使われなくなったプロパンガスボンベを利用
したまきストーブ「暖助」（だんすけ）を開発した。1メー
トルほどの長さの廃材をくべることができ、東日本巨大
地震や県北部地震の被災地で使ってほしいと訴えてい
る。　暖助は、横約1・3メートル、高さ約70センチ、重
さ約40キロ。横にした廃プロパンガスボンベの内部で、
廃材を燃やせるように加工したシンプルなまきストーブ
だが、30畳ほどの広さを暖めることができる。ボンベの
上部に鉄板を取り付け、やかんでお湯を沸かしたり、フ
ライパンで調理したりすることも可能。給湯カートリッ
ジを内蔵しているため、ノズルで浴槽などと接続すれば、
水を循環して温められる。避難所で亡くなるお年寄りが
いることを報道で知った同社の青野剛三代表（年齢略）
が、「被災者には暖房や、温かい食事が必要」と暖助の製

作を決意。16日から取りかかり、20日に完成した。被災
地で使いやすいように、長さ約1メートルの廃材でもく
べられる大きさにした。（中略）青野代表は「私には、も
のづくりしかない。海風はまだまだ寒いでしょうし、少
しでも被災者の力になれれば」と話している。同社は、
小諸市や立科町に協力を要請しているほか、さらに支援
者・団体を募っている。希望者には暖助の図面を提供す
る。（後略）」3

　「さまざまな活用法を備えた高機能な「暖助」だが、構
造はシンプル。それは、被災地へ送ることを考え、短時
間で製作可能な構造になるよう知恵を絞ったからだ。ま
た、短時間でより多くの被災地に供給できるよう、他の
鉄工所などでも製作できるようにという配慮もあった。
現在はジオ・パラダイスの主旨に賛同した多くの業者に
よって、製造の輪が広がっているという。」4

　必要から想像し、創意工夫して生みだされた製品であ
る。人は必要に迫られると、どうすればよいかを想像し
創意工夫する知恵を持っている。「想像力」を元に創意工
夫する。「想像力」とは、内田伸子著書「想像力」で以下
のように述べている。「想像力は人の気持ちを思いやる
ような身近なことから、地球環境の予測、科学的発見に
いたるまで、人間のあらゆるレベルの活動に関与するも
のである。」5

　つまり、次のようなプロセスで想像が生活の知恵とし
て生かされるということである。
　生活や営みの不自由 ⇒ 必要感 ⇒ 不自由解消のため
の想像 ⇒ 想像の具現化 ⇒ 部品の調達と有るものでの
工夫 ⇒ 創意工夫 ⇒ 必要なものの実現 ⇒ 使用適正の確
認と改良
　この行為はまさしくデザインである。「デザインする
とは何か」を改めて考えると以下の要素が考えられる。

『智留彦デザイン論・デザインとは何か」によれば「用の
造形―安全、利便、快適。デザインは機能的でなくては
ならない。まず安全であること、つまり安全性が保たれ
ていること。ついで便利であること、つまり利便性であ
る。場合によっては経済性と置き換えられることもある。 
さらに快適であること、快適性とも言えるが、使い易さ、
解かり易さである。以上の3要素がすべて確保されてい
る必要がある。」6 そして、そのデザインは図画工作・美
術教育の領域にある。想像し想像の具現化そして創造す
ることが教科の学習内容にある。児童、生徒たちは図画
工作・美術教育からデザインを学ぶ。
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1. 2 「図画工作」・「美術」小学校・中学校学習指導要領
におけるデザイン学習と照らし合わせ「生きる力」
を考察する

　「暖助」をサンプルとして「図画工作」・「美術」小学校・
中学校学習指導要領にみる想像と創造を考察する。

小学校学習指導要領「図画工作」　A　表現
第2　各学年の目標及び内容【第1学年及び第2学年】

（1） 材料を基に造形遊びをする活動を通して，次の事
項を指導する。

ア 身近な自然物や人工の材料の形や色などを基に思
い付いてつくること。7

↓

空のプロパンガスの形を元に思い付いてつくる。

　つまり、小学校低学年からデザインの想像や発想の素
となる自然物や人工物から「思い付いてついくる」教育
が図画工作では行われている。単に造形遊びを企画し実
践するのではなく、その学習活動を通して子どもたちに

「思い付いてつくる」指導をするとされている。

中学校学習指導要領「美術」　A　表現
第2　各学年の目標及び内容【第1学年】

（2） 伝える，使うなどの目的や機能を考え，デザイン
や工芸などに表現する活動を通して，発想や構想
に関する次の事項を指導する。8

↓

被災地で調理、お湯を沸かす機能を考え、デザインや制
作をする。

　中学校では、具体的なデザイン学習が示されている。
「使うなどの目的や機能を考え」とは、自らに対してだけ
でなく、使う人に多様な状況を思いやり、適切な判断を
もとにデザインすることである。つまり、「生きる力」と
は、自らが生きる力とともに、自らが他の役に立ち、共
に支え合い生きることを含むということである。そのこ
とは以下の文中にも見られる。

中学校学習指導要領「美術」　A　表現
（2）ウ　用途や機能，使用する者の気持ち，材料などか

ら美しさなどを考え，表現の構想を練ること。8

↓

被災地にてお湯を沸かす、調理する機能、燃料が手軽に
手に入ることを願う。設置容易であること。それを元に
想像し構想を練る。

　ここでは具体的な構想について示されている。発想や
構想は単に表現者の個人的なものではなく、状況や使う
人の心情のリサーチとデータの収集もとづいた、より確
かで実用的な構想である必要を示していると思われる。

中学校学習指導要領「美術」　A　表現
（3） 発想や構想をしたことなどを基に表現する活動を

通して，技能に関する次の事項を指導する。
ア 形や色彩などの表し方を身に付け，意図に応じて

材料や用具の生かし方などを考え，創意工夫して
表現すること。8

↓

プロパンガスの形状を生かし、震災によって発生した廃
材をそのまま燃料として使えるようにした。創意工夫し
た

　創意工夫とは、常に改良し、材料活用を考える必要の
ことである。私たちは常に満たされた条件のもとで表現
活動をするわけではない。必要に応じた発想とともに限
られた条件な中でいかに工夫し、求めに応じて想像でき
るかがデザイン学習であり、「生きる力」のひとつである。
　必要から想像し創意工夫し、物をつくるということは
先に述べたように「デザインする」ことである。震災後
被災地の生活を大いに助けたであろう「暖助」はデザイ
ンの要素である安全、利便、快適 を満たしている。また、
さらにこの「暖助」はその後何度も改良され機能面、効
率面、見た目の美しさも追及されていった。 
　繰り返すが「デザイン」は図画工作・美術教育の表現
領域である。東日本大震災のような災害時はもちろん、
震災をへて復興時において、デザイン教育の重要性は明
らかであると言える。また、震災後の日本は将来を睨ん
だ『「新たな産業創出」の必要』1が求められている。その

「新たな産業創出」には、必要から想像し創意工夫するこ
とが源となるのである。次世代を担う子供たちに「さら
なる源」を図画工作・美術教育で培えることができると
考える。また、原発の問題を鑑みれば、その「新たな産業
創出」には安全、利便、快適、が要素として必要不可欠で
ある。「新たな産業創出」にはデザイン教育が必須である。

1. 3 震災後、教育に求められていることの変化
　震災後、人々は震災前の生活や人生を考え直し、価値
観の変化や認識の変化が起き、省察がおこなわれたよう
である。子どもをもつ親ならば、震災後に子どもにとっ
て何が必要か、何を学ばせることが子どもを守ることな
のかを考えるのは当然であろう。学校教育では何ができ
るだろうか。震災以前の教育には、「最も最優先されるこ
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とは、人が死なない。その、視点が欠けていたのではな
いか。」9 そして、「子どもたちに、大人が見守り小さな痛
みを伴う経験をさせる」9ことが急務である。また、物の
実在感をきちんと身をもって知っていることが重要であ
る。人々の中に手探りながら、子供たちに何をさせるべ
きかを再考している大きな流れが見て取れる。以下に新
聞記事よりその様子を伝える部分を抜粋し、考察する。

（読売新聞2011年12月5日刊）
①「東日本大震災で、被災地の子供たちは、支援が届

くまでの間、寒さや、水と食料の不足に耐え、避難
所では支援物資を配り、皆を励ます壁新聞を作った。
高齢者を背負い、ゆがんだ線路を歩いた生徒もいる。
東北の子が見せたたくましさに倣おうと、各地で児
童・生徒自らが動き始めた。（中略）「火遊びをしよ
う」「目かくしで1時間すごそう」米等で評判になり、
今年（2011年）5月に日本で翻訳本が出版された「子
どもが体験すべき50の危険なこと」は、安全を確保
しながら親子で危険を体験しようと勧める。出版社
の担当者や「震災後、危険を知るということを改め
て考える親が多かったためか、予想以上の反響」と
いう。著者で、米国で物作りの学校を運営するゲイ
バー・タリーさんは「安全を見きわめる力をつける
こと」と、訴えている。（中略）千葉大の明石要一教
授（年齢略）（教育社会学）は「自然や人との関わり
が薄れると社会性が身につかず意欲も高まらない。
意識して機会を提供することが必要だ」と話す。」10

　この記事から親の意識の変化がうかがえる。震災後、
危険を知るということを改めて考える親が多かったとし
て、安全を見きわめる力をつけること、意識して機会を
提供することが必要とされたとしても、実際、親はどの
ようなことができるだろうか。また、学校はどのように
して機会を設ければよいのだろうか。次の記事では、そ
のヒントが内包されている。

②「（前略）「羽根木プレパーク」には普通の公園や学
校のような「禁止事項」はない。子どもたちはノ
コギリで木を切り、火をおこし、木に登って遊ぶ。
ちょっと手を切ったり、擦り傷をつくることもある
が、そこはNPOの「プレーリーダー」と地域の大人
が目配りしている。見守るが、自分で。それが基本
だ。「震災後、たくましさを身につけてほしいと願う
ようになった。」との理由で子どもを連れてくる保
護者もみられるようだ。「最も優先すべきは、人が死
なないことだ。その視点が欠落している」東日本大
震災から半年後の9月7日、文部科学省が設置した
防災教育の有識者会議。群馬大の片田敏孝教授（年
齢略）が叫ぶように訴えた。自分で危険を察知し逃

げる、救援が来るまで周囲と協力して生き抜く。学
校はその力をつけようとしていないという危機感か
らだった。（中略）「大人が見守り、小さな痛みを伴
う体験をさせることが、危険を察知し、自分で判断
出来る力を育てる」安全教育に詳しい松岡宏大阪教
育大学名誉教授（年齢略）の指摘だ。」11

　前出の記事では、「大人が見守り、小さな痛みを伴う体
験をさせることが、危険を察知し、自分で判断できる力
を育てる」とあるが、学校はその力をつけようとしてい
ないと危機感があるとのこと。ならば、その力をつけさ
せるべく、学校はどのような「てだて」をもって、その力
をつけさせることができるだろうか。次に学校現場の実
践の記事がある。

③「（中略）肥後守（ひごのかみ）という折りたたみ式
ナイフがある。かつて子どもはこれで鉛筆を削り、
竹とんぼを作った。文房具店に必ずおいてあり、持っ
ているのが普通であった。だが、1960年、右翼少年
が浅沼稲次郎社会党委員長（当時）を刺殺する事件
が起きたことをきっかけに、「刃物を持たせない運
動」が広がる。鉛筆削り機の普及もあり、肥後守は
次第に学校から消えた。近年では、バタフライナイ
フなどによる少年の凶行が問題となり、刃物所持の
規制は強化された。（中略）北アルプスのふもと、長
野県池田町の町立会染小学校では毎年、新入生に肥
後守を送る。83年、当時の校長が「集中力を高める」
などと効果を訴え、保護者を説得して学校に復活
させた。使い方は6年生が教え、全児童が月に1回、
使い方を復習し、毎晩、自宅で鉛筆を削る。10月下
旬の教室で、1年の児童は「前に指を切ったことも
あるけど、たいぶ慣れてきた」と白い歯を見せた。
PTA会長は、5年前長男が入学した時、刃物を使わ
せて大丈夫なのか、と思ったが、子供らが、「刃物を
使いこなすだけではない。この肥後守1本から、道
具を使う緊張感や作り上げた達成感など様々な感情
が生まれる。人に向けてはならないという倫理観も
育つ。心が成長するのです」。中島洋子校長（年齢略）
は伝え継ぐ理由を語った。」12

　この新聞記事を読んだ保護者や大人たち教育者が会染
小学校の実践を素晴らしいと感じたのはいうまでもない
が、実際にわが子、我が学校にて実現できるかどうかと
なると、会染小学校のような学校現場は少ないであろう。
それこそ、地域性や児童・生徒の実態によっては実現が
かなり難しいと思われる。だが、この記事はこれからの
教育に多くのヒントを与えている。子供たちに、大人が
見守り小さな痛みを伴う経験をさせることが危険を察知
し自分で判断できる能力が育つのであれば、教育現場に
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おいてその機会を意識して子供たちに提供することが必
要である。その機会をどのようにもうければよいのだろ
うか。次の項で具体的で実現可能なことを示す。

2　経験を図画工作・美術教育で

2. 1 物の特性を知ることは「生きる力」に通じる
　児童、生徒、学生、成人も含めて日本人は、ゲーム機、
パソコンや携帯などに慣れ親しみ液晶画面に常に触れる
環境にある。パソコンなどは情報の収集、分析、コミュ
ニケーションなどのツールとして大変有効である。現代
の生活には切っても切れない重要なアイテムとなってい
る。だが、物の認識を液晶画面、プリントアウトされた
紙媒体などのみで認識、確認しているのではないか。現
代の日本は物の実在感を身体で確認する機会を失ってい
る。物には、硬さ、柔かさ、強さ、弱さ、もろさ、厚さ、薄
さ、熱さ、冷たさ、光、暗さ、色、形、凹凸、などなど・・・
そのもの自体が持つ特性がある。その特性を手や身体を
使って経験する機会が極端に減っている現実がある。前
出の記事からもうかがえるが、大震災をへて様々な経験
の少なさに危機感を覚えた人は多い。災害時には、まず
は命を守ること。その命を守るためには危険を察知する
こと。その危険を察知する能力をつけるには、液晶画面
ではなく、紙媒体でもなく、物に触れ、物を感じ、物の特
性を知ること、実在感を知っていることが重要であると
思われる。だが、その経験をどこで担えるのだろうか。
子どもが住んでいる地域などに関係なく、等しく子ども
たちが経験できる場面とはどこであろうか。やはり、学
校現場の教科や特別活動の中ではないだろうか。だが、
実際、刃物を持って通学するということはどこの学校で
も可能ではないという状況がある。しかし、その刃物を
持ち、使用させることを学習の一部としているのが図画
工作・美術教育である。「大人の見守り小さな痛みを伴う
経験」を図画工作・美術教育が教科の特性として担って
いるのである。

2. 2 材料・用具・作業の経験から学ぶ
　「1996年に文部省（現在の文部科学省）の中央教育審
議会（中教審）が「21世紀を展望した我が国の教育の在
り方について」という諮問に対する第1次答申の中で、
我々はこれからの子供たちに必要となるのは、いかに
社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、 
自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解
決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人
とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、
豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための

健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々
は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの社
会を「生きる力」と称することとし、これらをバランス
よくはぐくんでいくことが重要であると考えた。と述べ
たことから、教育の新たな目的の一つとして上げられる
ようになった。上記のような理念を受けて、その後の学
習指導要領の改訂時に総合的な学習の時間が創設され
た。2002年以降実施の学習指導要領では、ゆとりの中で
の特色のある教育によって生きる力をはぐくむという方
針であり2011年以降実施の学習指導要領では、ゆとりで
も詰め込みでもなく、生きる力をよりいっそうはぐくむ
という方針である。」13

　「生きる力」をいっそうはぐくむ方針を受けて学校現
場ではどのような「てだて」が考えられるだろうか。今
の日本の学校の実態をふまえ、具体的にその「てだて」
を講じ、実践を行う必要に迫られている。物の実在感を
持っていることが危機の察知をうながし、自然災害や命
の危険にさらされたときに生き残る術の判断につながる
のではないか。発想や想像の転換が、生き抜く上での、
生活を立て直す「生きる力」となるのではないだろうか。
また、復興を支え復興する場面において、この想像から
創意工夫、創造への過程が起きることが期待できる。つ
まり、図画工作・美術の教科の特性の、材料・用具・作業
を通じて手や体の感覚を働かせて表現することの意義が
その点にあると思われる。命を守るために、生きのこる
ために、また、生きてゆくために、材料・用具・作業を通
じて手や体の感覚を働かせて表現する経験が「生きる力」
に通じると確信できるのではないだろうか。今回の震災
は、図画工作・美術教育を再認識し、その重要性を確認
する契機とすべきである。

2. 3 「生きる力」をつけさせる「てだて」を図画工作・美
術教育で

　災害が起きたときに第一に命を守ること。命を守るた
めには危機を感じ取り回避すること。命が守られたなら
ば生活を考えること。安全で清潔で文化的な生活を送る
こと。生活に必要なものを想像し創意工夫して創造する
こと。それが「生きる力」に必要なことであると考えら
れる。では、実際、児童・生徒にどのようにその「生きる力」
をつけさせる「てだて」があるだろうか。まずは、物の実
在感を経験し身につけること。現実をバーチャルではな
く、実感として知らしめること。そして、その経験を元
に自らの命を守ることに活用させること。また、他の命
を守ることに応用できること。広く生活を豊かに協調す
ること。さらに、より安全で快適な生活のための発想・
構想につなげること。それらを統合し創造する力を身に
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つけさせることを目指すべきである。自ら考え、主体的
に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力
を育むために図画工作・美術教育で担える部分が多い。
図画工作・美術の果たす役割を再認識すべき教科である。
さらにいえば、図工・美術教育の必要性が理解され児童・
生徒に多くの学習の機会を与えるべきなのだと日本の社
会や教育界に強く提唱したい。（本稿では言及していな
いが、災害が起きた後の心のケアとしての図画工作・美
術教育の有効性も忘れてはならない。絵画などの表現が
果たす心のケアについては災害直後からではなく、時間
の経過と共にその重要性が認められたことは、多くの事
例として紹介されたことを追記しておく）

3　実践

3. 1 題材設定の経緯
　「生きる力」をつけさせる「てだて」として、大学と小
学校の協同制作を計画した。「きょうどう」を漢字表記に
するにあたっては「協同＝力・心を同じにして事に当た
る」の意味をとり「協同」を使うことにした。子ども同士
の協同制作でもあるが、児童と学生との「共に学ぶ」と
いう意味も含む。また、大学教員と小学校教諭との「協
同＝協働」連携もあり、多義にわたるが、その意味合い
について児童・学生にも説明し、理解をされるよう話を
した。
（1）題材設定の理由

①大人の見守りの中、普段では出来ない大きな制作を
経験させることができる。

②大学生は初等教育学部の学生であり、「指導者とし
ての学び」が期待できる。

③受け入れてくださる小学校から、新築であるため「残
る作品を制作してほしい」との要望があった。

　木工作という大まかな題材設定をし、学生からもアイ
デアを募った。初めは、帝京大学小学校新校舎を建築す
るにあたって伐採された木を材料にしようとし、教材研
究を進めたが、実際の伐採された木は乾燥途中であり、
子供が大人の手を借りたとしても（大人でも）加工が難
しく断念せざるをなかった。しかし、材料費の確保をし
ておらず、「あるもので作ろう」ということになった。大
学の美術室には、昨年度まで制作してきた「木箱」があっ
た。それらは、制作後、引き取りにこなかった40個以上
ある作品である。丈夫に出来ているものの、その処理に
思案していたものであった。その木箱を再利用し、子ど
もたちが協同で同じ規格の木箱を制作して積み上げ小屋
にすることを発想し、ユニット式の小屋を作ることにし
た。協同制作の特性を生かし、協同して考える中から発

想や展開を期待したいという思いもあったが、以下の理
由で分担して作り上げる作品となった。

①物の実在感や素材・用具の扱いを学ぶことに重点を
置いた制作であった

②時間の制約があり、発想を広げることよりも分担し
て積み上げる制作とし、短時間での完成を目指した。

（こちらから小学校にお願いし、子供たちの活動時
間を確保するにあたって、特別活動の時間をいただ
いた）

③材料、用具は大学や小学校にあるもので発想して
いったため、制約があった。

　ユニットとなる木箱を児童が制作するにおいては6時
間では無理がある。木工作の経験をさせるという主目的
とし、必ず児童一人の負担に配慮した。（一人で木箱を制
作するとなると、一人の児童が5枚の木を切り出さなけ
ればならないが、ユニット式で考えると一人3枚切り出
せば、2個の木箱が出来るように考えた。底面に木彫を
施し装飾をするのだが、すでに学生の木箱があったため、
2人で一つの箱をつくり、一人の児童は学生の作った木
箱に装飾を施した板を打ち付けることとした。）

3. 2 活動の記録
（1） 活動日時：2012年9月4日、11日、18日
 特別活動の時間　6時間（40分授業）＋1時間（この

出筆後活動する）
（2） 制作・活動場所：帝京大学小学校空き教室
 （新築未使用教室であるため、床にブルーシートを

敷き活動する）
（3） 児童：帝京大学小学校　5年生（男17名　女13名）・

6年生（男16名　女11名）
（4） 学生：帝京大学文学部教育学科（2年3名　3年1名 

4年3名）
授業題材名
 協同制作「木箱でユニット式の小屋をつくろう」
学習目標

・ 板材を使って制作することよって、物には特性があ
ることに気がつく。

・ 板材を使って日常遊べるユニット式の小屋をつく
り、のこぎりや金槌の使い方、釘の打ち方、彫刻刀
の使い方、木彫表現など木工作の技術を養う。

・ 大学生は教師としての木工作の技術の習得。
・ 大学生は授業者としての経験学習する。
・ 小学生、大学生が異年令集団の中で共に学び合う。
・ 協力して、作る喜びと楽しさ、協同作業による達成

感を味わう。
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学習活動の概要
①「協同」の意味を伝える。
②東日本大震災の時の話をして、経験を通じて物を作

る意義を伝える。
③材料・用具の理解をする。
④木箱を制作する。
⑤側面にデザインする。
⑥木箱をユニットして積み上げ、小屋をつくる。
⑦小学校の展覧会において展示・鑑賞する。
⑧小屋として児童達が普段遊べる設置を校舎内にし、

遊べるものとして活用する。

写真2：友達との協同作業

3. 3 考察
（1）のこぎりで切りだす
　厚さ12㎜の合版を安全確保と採寸通りに切りだすた
めに、2人ペアになり、固定する側と切る側と交代する
ことを児童に伝えたが、導入の中で「協同」について触
れていたため、スムースに協力し合っていた。硬さを知
ることが、実在感をしっかり身体に取り込む学習となる。
1枚目が切り出せると、達成感のためかで歓声があちこ
ちで発せられた。切ることを断念してしまう児童も見う
けられたが、のこぎりで切ることを体得できた児童は、
苦手な児童の手助けをする姿も見られた。今回は協同制
作である特性から手伝うことも、児童同士で合意があれ
ば可とした。手伝う児童は、自信と誇りをもって手助け
をしている様子であった。汗をかき、必死に板を切る児
童達の顔は真剣そのものであった。児童同士では木の安
定の出来ない木材は、学生が補助をして固定や指導にあ
たった。（写真3）学生は固定を手助けしながらも、周り
の様子に気を配る様子も見られ、授業補助者としての自
覚と働きをしていた。事前指導では、学生に対し児童が
頼ることを想定し、「援助を求められたら、児童では困難

な部分をフォローしてもよいが、全て手助けしてはなら
ない。最後は必ず児童にさせること」と、伝えた。そのこ
とにより児童は学生に適度に援助を受け乗り越えること
ができ、最後は自らの作業することによって達成感を得
たようであった。

写真3：学生の手助けを受け、難しいところを乗り越え
る。手伝いながらも周りに注意する姿が見て取れる。学
生も作業を伴う授業においての大事な姿勢を体験によっ
て身につける。連携によって児童と学生の共に学ぶこと
ができた。

（2）釘打ち
　釘打ちはのこぎりの作業に比べて楽しく身体的にも面
白く感じられる活動のようだった。他の課題でも釘打ち
をすることを児童達は好む傾向があるように思う。

（3）デザインと彫刻刀の彫りによる装飾
　協同作品全体の調和を図るために、3本直線で自由に
区切り構成するものとした。いくつかパターンをスケッ
チし、それを元に区切った内側を彫刻刀の種類や彫の深
さによって表現した。装飾の基本形が単純であることと
彫りによる表現が体得できたため、装飾デザインとして
成功していたようだ。

写真4：彫刻刀の彫りによる装飾
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写真5：ユニット小屋（途中経過作品）

3. 4 実践から得られたことと今後の課題
（1）小学生が得られたこと

①学生がいたことにより、安全が確保されて、作業を
安心して進めることができた。

②困難にぶつかったとき、学生が適度にアドバイスに
より、学習意欲の持続ができた。

③体力的に困難な場面では学生の適度にフォローによ
り乗り越えることができた。

④教室全体に活気にあふれ、作り上げてゆく喜びが
あった。

⑤協同の意味を理解して制作に入ったので、共に協力
している姿が多く見られた。

⑥特別活動の時間をつかったので、担任の先生と協同
する喜びも得られた。

（2）学生が得られたこと
①実際の小学校現場の様子や小学校高学年児童の心境

などを知ることができた。
②材料、道具の理解が深まった。
③小学生に教える喜びを感じることができた。
④具体的な指導の声掛けや、待つ姿勢を理解し、適度

にフォローすることを学んだ。
⑤教員となる意欲が高まった。

（3）今後の課題とまとめ
　活動時間面において、大学と小学校と連携で行う場合
は、年間計画の中で確保しなければならず、事前に密に
連絡を取る必要がある。また、学生と共に活動するにあ
たって、学生の時間を確保しなければならず、教科指導
法などの時間で活動するのか、ゼミで行うのか、ボラン
テアを募るのか（今回は募った）、学習サークルとして
活動するのか、位置づけが必要かと思われる。また、材
料費の確保もどのような形があるのか考えるべきであろ
う。活動場所では小学校の空き教室で行わせていただい

たが、隣が他の授業をしていたため、木工作などは騒音
が気になるところである。季節、天気によっては活動場
所を外などでも可能であろう。今回は材料・用具の学び
を中心として教師が指導して制作する展開であったが、
児童や学生から制作過程において発想され提案を受け
る、表現活動を試みたいと考えている。
　将来教師を志している学生にとって、教育実習期間の
教育実習だけでは経験が足りないように思う。今後、異
校種に働きかけて連携を求め、共に学びの機会を設ける
ことが、さらに新しい教育を紡ぎだす可能性があるので
はないか。学生が提案する題材設定や教材研究を実践す
る場面設定ができれば、現役の教員にも学ぶべき点があ
るかもしれない。また、学生の中には中学以来美術を勉
強していない者も多く、図画工作の授業を苦手とする傾
向もあるようだ。それでは物の実在感を知ることとなる
学習の題材設定がなされない心配がある。今後、様々な
アプローチを考え、児童、生徒、学生に図画工作・美術
教育の共の学びの場面を設定できればと考える。教員を
志望している学生の経験の幅が広がれば、将来の教員の
育成となり、作業を伴う学習体験ができる児童・生徒が
増えることに直結するのではないか。そして、それは、
バーチャルではなく物の実在感を知る機会が増え、物の
実在感を知っている児童・生徒が増えることにもつなが
る。このことから、児童・生徒・学生が共に学ぶ場面設定
を大学や大学の教員が提案することも今後大事ではない
だろうか。ひとりひとりの内に蓄積される実体験を通じ
て学んだことは大きく、強く深く根付き、広がりを見せ
る。時間はかかるが確実である。また、その連携は、全て
の学びを必要としている人（現役教員、大学教員も含む）
に有効ではないだろうか。

結び

　本稿は震災後の時事に元づき考察したが、震災後のア
ンケートや多くの資料、文献、研究もなされている。資
料の収集に努めて研究を進めてゆきたい。また、本稿は
工芸・デザインからのアプローチで図画工作・美術教育
の必要性を述べたが、震災後の「心」に働きかける「表現
する行為」「鑑賞」によってケアすること、ケア出来るこ
とも多くの事例がある。今後、「表現をする行為」「鑑賞」
することの意義についても図画工作・美術教育の必要性
として研究を広げてゆきたい。協同制作に関しては、大
学と小学校の連携も「共に学ぶ」「共に働く」という視点
があり、多くの課題と可能性を含んでいる。さらに精査
し、研究と実践をすすめたいと考えている。
　そして、本稿の結びとしては、東日本大震災後、社会
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や教育においても、学力では測れない、すぐには表出し
ない学びの大切さに気がつき始めたことをさらに強調し
ておきたい。命を守ることや、生きる上で必要とされる
知育とは何かを、総合的に俯瞰的に見ることが必要であ
る。人間が体験を通して学ぶことは大きく強く根深く残
るものである。現代は、情報があまりに手軽に手に入り、

「知った気でいる」「解っているつもりでいる」怖さがあ
る。現代人が物事や人との距離感を測ることが難しく感
じるのは、やはり、実感、実体験をもって物事を理解す
る機会が減っているせいではないだろうか。物そのもの
をきちんと手や身体で感じ取ることがまず必要であり、
知っていることとは、体験を通して学んだことであると
いう認識が必要である。今一度その学びの大きさ、強さ、
深さを意識して、子どもたちに多くの経験をさせる努力
をすべきである。学校が、地域が、社会がその機会をも
うける必要がある。その機会を多くもつ図画工作・美術
教育の特性が、「生きる力」として強く働きかけることを
提唱したい。物の実在感を知ることは命を守ることにつ
ながること、そして、さらなる復興にはデザイン（安全・
利便・快適）が必要であることを学校教育関係者、図画
工作・美術教育の担当者は再認識をすべきである。
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