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環境に視野を広げた高等学校の美術の授業
井出

泰産 １

環境問題に対する社会の関心がますます高くなっ ている今日において 、美術科の視点で環境教育を行う
とすると 、どのような授業の取り組みができるだろうか 。生徒の意識調査結果等の考察を踏まえ 、主に街

や都市の景観 ・住環境 ・野外彫刻等を取り上げた授業実践を試みた

研究の内容

はじめに
今日 、環境問題に対する社会の関心がますます高

１

今までの美術の授業は 、個性や自己表現を重視す

くなっている 。教育においても 、環境に関する学習

を今後一層重視する必要があるとされている

環境につなげた美術教育

るあまり 、個の表現活動と作品自体の鑑賞に重点が

。

今まで環境問題というと 、ダイオキシン問題や環

置かれ 、社会や環境につなげた（目を向けた）美術

境ホルモンや酸性雨など白然破壊的なものがよく取

教育は意識的には行われていなか ったのではないか

り上げられているが 、本来環境というものは 、自然

と思われる 。感性の教育のもとに 、美術の授業で表

環境だけでなく社会環境も含め 、もっと幅広いとら

現や鑑賞の活動を通して育まれてきた美への感覚を

え方がなされている 。したが って環境問題は 、いろ

いろな視点から提起し 、その対策の取り組みがなさ

個人的なものから 、身の回りの生活環境や社会に目
ノ
を向けることによって 、美的な面から環境をとらえ

れなければならない 。そこで 、美術科の視点で環境

直すことができるはずである 。色彩や形や作品が

教育を行うとすると 、どのような授業の取り組みが

実際に社会 、生活 、環境にどのように役立 っている

できるだろうか 、また生徒にどのような環境に対す

のかを具体的に示すことによって 、美術というもの

る意識づけができるだろうかを考えていくことにし

が自分たちにとって深く関わっていることを知るこ

美術科目の持つ特性を生かし 、視覚や美的感覚

とができるだろう 。そして 、たとえば環境にふさわ

を通して環境をとらえることによって 、環境を考え

しい色彩を考えたり 、景観についての問題点を見つ

る上での新たな問題提起も示せるはずである 。いく

けることができるような能力や感性が育てば 、自ら

つかの授業実践例と考察をここに示すことにす乱

主体的によりよい環境作りに関わっていけるように

た。

なり

なお 、本研究は下記の先生方の多大な協力を頂き
ました 。深く感謝いたします

、

、

、環境に対する意識や認識も一層高まっ ていく

。

誰もが住民の立場で 、美観の保護 、色彩計画 、野外

。

作品の選定 ・設置などについて考えることができる
ことに気づくのである 。無関心 、何も感じないとい
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街（都市）の景観 、住環境 、野外作品などを題材に
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。

取り上げるのがよいと思われた 。それらは 、生徒が

弘

身近なものとしてとらえることができるとともに

、

色彩 、形 、空間や作品という美術の要素を通して考
１

教科第一研修室（美術）

研修指導主事

えることができるからである

一ｇ一

。

、

２

本当の興味関心は引き出せない 。環境について考え

生徒の意識調査から

たり取り組んだりすることの面白さ 、有意義さを

生徒が野外彫刻や景観などに対してどのような意

、

識を持 っているかをアンケート調査（２年３２５人 、１

実際の現場で生の体験として感じ取れれば 、そのこ

年２３人）した 。公園などに設置されている野外作品

とが意識の中に強くインプットされるはずである

。

を見てどう感じるかという問いに対しては 、「 何も

ａについていえば 、ファーレ立川のような 、環境

感じない」「 ない方がよい」 と思 っている生徒が合

の中に野外作品を積極的に取り入れている地域を実

、さらに「 見たことがないので分

際に見せて感想を書かせたりするのもよいが 、もっ

からない」 という生徒が２３ ．３％いた 。やはり無関心

と身近な例でいえば 、たとえばファミリーレストラ

という中に

ンなどの店内配色が 、どのように効果的に工夫され

作品の存在に気づかないで見過ごしてしまうこ

ているか（同じ軽食産業でも会社によって微妙に配

ともあるのではと考えると 、目を引きつける作品が

色が違う） 、あるいは逆に色彩が環境に害を与えて

少ないということであり 、そうであるならば設置す

いるような場所が近くにあるだろうかなどを調べて

る側の問題もあるといえる 。一方 、街角や公園など

みるのもおもしろい 。野外彫刻が周囲の空問や都市

への美術作品の設置は街の景観や環境に必要かとい

機能（または自然）とどう結びついているか 、シン

う問いに対しては 、５８ ．４％の生徒が 「必要 」または

ボルとしてそれが街や都市に魅力を与えているかど

わせて３２ ．５％おり

さの表れであろうか
は、

。「 見たことがない」

「どちらかというと必要 」と答えている 。かなりの

うかなども 、実体験で感じとってもらいたい

。

生徒が 、野外作品が環境にプラスになっていること

ｂについていえば 、授業で制作した作品を 、学校

を潜在意識では知 っているということであろう 。ま

の廊下やスペースに工夫して展示することによって

自分たちの生活している街の景観や環境をより

学校としての環境を整えることが 、よく行われてい

よくすることへの関心については 、５７ ．４％の生徒が

る方法としてまず上げられる 。また 、防波堤などを

た、

「関心がある 」または 「どちらかというと関心があ

キャンバスにして 、子どもに絵を描かせる試みも

、

と答えており 、美術で教わってきたことをどの

最近はいろいろな地域で行われている 。もっと思い

ように環境へ役立てたいかという問いでは 、約７５％

切った方法としては 、建築物自体を実際に生徒たち

の生徒が何らかのかたちで環境に関わっていきたい

自身にリフレッシュさせることなどもおもしろい

と思 っている 。その中でも 「自分の部屋の配色や配

自分たちの力によって（働きによって）環境をより

置を考えたりして 、ごく身近な所から関わっていき

よいものに変えることができたという満足感が得ら

る」

たい」

と答えた生徒が一番多か った 。教師がきっ か

れれば

、」

教育的効果はより大きなものになる

。

。

環境に必要不可欠な色彩の学習（性質 、心理的効

けをうまく与えることによって 、環境への関心が一

トーン 、混色の仕方など）も 、以上のような直

層高まっていくであろう下地は充分にあり 、そのた

果、

めの支援 ・指導は 、生徒の身近なところから始める

接体験を通して行えば 、より効果が上がるだろう

のがよいということが感じられた

さらには 、美術の持つ力が 、いかに個を越えて社会

。

、

。

や人間の生活に役立 っているかも実感を伴 って知る
３

ことができるはずである

どのような取り組みが考えられるか

以上で述べた体験の他に 、美術と環境を関連づけ

それでは 、実際に美術の授業で 、環境についてど

のような取り組みがなされるべきか考えてみたい

。

たテーマで話し合いや討論を行うことの重要性も上

。

アンケートの考察でも述べたように 、まず生徒の

げておきたい 。環境や景観については 、住民参加の

身近な環境の中から題材を見つけていくことが大切

形で自分たちが自ら考えなければならないことであ

であるとした上で 、大きく分けて次のような二つの

るという意識を持たせるためにも 、生徒に話し合い

体験をさせることが重要だと思える

を持たせることは大切である

ａ

。

４

る体験

ｂ

。

実際の社会 ・環境の中に目を向け 、実際に見
以上の考察を踏まえて 、調査研究協力員のそれぞ

実際に環境作りを自分たちの力で主体的に行

れの学校で 、環境を取り上げた美術の授業の実践を

う体験

教室で資料を提示しながら教師が話すだけでは

具体的な授業の実践

、

行った 。実践例は次の通りである

一１０一

。

学習指導案 「自分にとって理想的な空間を描く

Ａ校

「学校の中庭のリフレッシュ 計画 」

。

。

向け 、その構造に気づかせ 、環境をデザインする

ということを気づかせる

身近にある都市の空間に目を向けさせ 、そこから
自分の価値碩（何を美と感じるのか）を確認させる
また玩実の都市空問の問題点を考え 、自分にとっ
ても理想的な空間を導き出す

○題材設定
の理由

・普段見慣れた身近な環境である学校の中庭に目を

」

・周りの環境に目を向けさせる
白分にとっての理想的な環境を考えさせる
・言葉や文字に変わるものとして色彩のトーンを活用

○指導目標

。

。

。

・中庭のリフレッシュ 計画を考え 、居心地のよい環

境にするために必要な物 、色彩を考える

する

・亘休みの課題ｒ都市の環境を考えてみよう」のプリ
ントについての請評 壱 （１時間）
自分の使うトーンの確認 竈気に入 った色や形の確認
理想とする空間をイメージしデ ッサンする 。（２時問）
・デ ッサンをもとにスケヅチブヅクに下描きし 、ガッ
シュで着彩する 。 （６時間）

○指導計画
。

・リフレッシュ 計画をイラストボードに描き表し

、

。

、

その中に表わされている設置物については模型を

・請辞 ・アンケート 。 （１時間）

作り 、リフレッシュ 計画のイメージを具体化する

。

スケヅチブヅク（Ｆ８号）、 わら判紙 、色彩プリン
、夏休みの課題プリント

○準備

Ｂ校

ト 、ガッシュ（１２色〕セット

「都市の環境を考えてみよう 」（夏休みの課題）

○指む過程

・都市や街中にある人工物に目を向けさせ 、美的な

面から都市の美について考えてみる

留意点

学習内容
導
入

。

・都市や街中にある様々な人工物から形や色 、材質

１

等に注目し 、自分にとって気に入 ったものと気に

時
問

入らなか ったものをそれぞれ選び出し 、写真に撮

都市の人工物の中で 、何が

夏休みの課脚都市の環境
を考えてみよう」をもとに
どんな都市の人工物を美しい
と威じ 、また美しくないと威
じたのか 。また「どうしたら
都市の空間が美しくなると
うか」の設問に対して出され
た意見について請評する

美しく 、何が美しくないの

自分の気に入 った色や形を
再確認させ 、作品の中に使う
ことの意味を説明する
理想的空間の姿をイメージ

個性の伸長につながる点を
理解させる
３種類の空間「まったくの

、

、思

、

か、

せる

自分の価値観を再確認さ
。

どうしたら都市空間が美し
くなるか 、自分の意見を再確
認させる
。

。

り 、その理由を書く

。

・都市空間を美しくするためにはどうしたらよいか
考えをまとめてみる

展
関

、

Ｉ

。

。

しデ ヅサンする（下描き）。

「自分にとって理想的な空間を描く

２

」

時
問

（詳細は学習指導案）

Ｃ校

下絵がきを完成させる
下描きをスケッチブックに
明する

ま
と
め

。

１

。

自分 」の表現したい威情を大
切にさせる 回補色や明度 、彩
度の対比に注意させる 竈細部
まで丁寧に彩色させる

ガッシュで彩色する

アンケートの実施
図柄の内容説明と 、色彩に
っいて工夫した部分 、自分で
気に入 っている部分等
。

岨

時
間

。

・過ごしやすいとはどういう所かの考察をする

。

なぜその図柄になったの
か。

自分の感情をトーンを意識
することによって表現できた
か。

○評価

・各生徒が話し合う場を設けるところに重点をおく

自

色彩プリントを活用させ

。

くことで 、生徒の意識を高めていき 、その上で共
・アイデアを図柄で表現する

。

る。

時
間

きることは何か 、を話し合いながら絞り込んでい

下描きは輪郭線描き
主題の入れ方や構図に注意
させる

各トーンの色の作り方を説

６

か 、美術はそれにかかわれるのか 、自分たちがで

通に身近である美術室の環境について考える

描く（鉛竺使用）

■

・環境という広いテーマを 、環境とはどういうもの

一つを選択させる
一学期に作 った色彩プリン
ト（トーンの練習用プリン
ト〕を活用させる
。

。

展
開

空想の空間」 「公共の空間」
「私的な空問」から
。

自分の気持ちを表現するた
めの 、理想的トーンを選ぱせ
る。

「美術室改造計画（環境と美術のかかわりから）」

。

自分の気に入 った（美しいと感じた）色や形が作晶

の中で禎極的に使えたかどうか

。

。

自分の成情を表現する手段として 、意識的にトーン

が活用できたか

Ｄ校

。

・身の回りの景境をもとに 、そこから自分にとっての

理想的な空問を表現できたか

「学校の塗り替えが必要な壁面をどう塗り替えるか

。

（フィールドワークと実践を伴 った色彩授業）」

・壁面の汚れを補修するという恵味ではなく 、色彩

学習の延長で実施する意味での塗装体験とする

５

各実践を通して分かったこと

各実践とも 、今まで以上に環境への関心を高め

。

・学校の壁面を環境創造の場としてとらえる（学校

意識づけができたという点で成果があった

、

。

Ｄ校の場合は 、生徒は紙製のつなぎの服（写真参

の壁面の教材化）。

・具体的体験を通して 、色彩効果を実感し 、環境へ

考）を着て宇宙服のようだと楽しみながら 、日常に

の関心を高め 、さらに公共心の育成と 、美術を介

おいては業者の現場作業というイメージが強い塗装

在したボランティア活動の実践へとつなげる

というものを実体験した 。その新鮮な体験は 、将来

。

・色彩学習を通して生徒に色彩計画を立てさせる
・塗装作業はグループ交代で行う

。

。

きっと役に立つことであろうと 、終了後の生徒の感

想文（色の美しさや作業の楽しさに対する感動 、達

一１１一

成感などが主）から確信できた 。生徒は環境への関

ちの色の違いを意識させたい 。トーンを考えないで

与の仕方の具体的な方法を 、塗装の初歩的技術とと

作った自分の色が 、実際にはあまり使われていない

もに学んだことになる 。また教職員からの賛同も得

ことに気づかせることも必要である 。そのためには

られ 、今後の学校環境向上の効果を生徒と共に実感

教師がよい場所（ファミ １）一レストランの店内とか

できた 。話し合いを重視したＣ校は 、生徒の様々な

色彩効果をよく考えている場所など）を知 っている

考えをお互いに聞き合うことにより 、関心や意識が

ことが大切である 。それとともにさらに効果的な色

高まった 。また生徒の考えから 、環境に関連した題

彩指導の工夫が求められる 。色彩カードを利用して

材の示し方に対して教師に新たな視点を与えてくれ

トーンの作成練習などを行うのも効果的であろう

ることにもなった（生徒は意外に環境と自然を結び

当然のことだが教える側も 、色彩の性質 、トーンな

つけて考えていることがわか った）。 Ｂ校は 、生徒は

どについてよく理解しておく必要がある

。

。

身近な現実（都市空間）を直視し自分の価値観を改

学校の美術室以外のスペースを利用する授業など

めて考えた 。そして現実の空間をもとにして生徒は

の場合は 、学校の理解と協力を得る必要があり 、そ

そこから新たな創造的な発想を生み出すことができ

のためにはしっ かりとした美術教師側のねらいと目

た。

Ａ校の生徒は 、中庭に対する思いか ．ら発展して

、

的がなければならない 。より快適になった空間のよ

・

白分の学校の空間や構造をより意識的にみるように

さを学校全体で体感し 、生徒と職員共に喜びを共感

なった

できればさらによいだろう

。

。

以上の授業から 、生徒が自発的に今まで見過ごし
ていた現実や空間を直視することによっ

て、

６

あるい

今後の課題

は話し合いや環境作りの実体験によっ て得られたこ

今回の研究では 、美術の授業が環境に関われるも

とは大きか ったといえる 。そこからやがて 、環境だ

のとして 、主に街や都市の景観 、住環境 、野外作品

けでなく社会全体にも目がいき 、自治体のあり方や

などに絞 って取り上げたが 、実際にはまだ他にも取

白分たちがこれから何をしていったらよいかなど

り組めるものはある 。たと 戸ば絵の具や材料の処理

、

生徒が自ら考えていけるようになることを期待した

からくる環境問題 、または絵本やポスター制作など

い。

を通しての啓発など 、いくつか考えられる

。

また視点を変えれば 、美術だからということで創
り出すことにとらわれないで 、逆に余計なものを増

やしていかないためにはどうしたらよいか（選定の
力）を考えたり 、素材（例えば紙）についての知識
を深めたり 、自然との関わり（自然にもともとある

色のよさを知るなど）でとらえたりというような環
境についての取り組み方法も考えられる 。まだまだ

考えていくべき授業の工夫や課題は残 っている

。

おわりに

生徒に 、環境によい色彩を考えさせる場合 、実際

には生徒はトーンを考えないで 、彩度の高い色を安

最近 、若者たちの間に 、白分の部屋を派手な色彩

易に使 ってしまうことが多いのではないかと思われ

で飾ることが流行 っていると聞くが 、そのような興

る（色彩の学習を通しても 、なかなか思うようなト

味関心を個人的な生活環境だけにとどめないで 、も

ーシが作れないのが現実であろう）。 生徒の色彩計

う少し外や社会に向けてみたらどうだろうか

画を実際に壁面等に採用するような題材においては
そのような時 、最終的には生徒の案を尊重しながら
も、

教師が色を選ぶ（考える）ことになる場合が考

美術で扱 ってきた色や形が 、単に作品や個人の好

、

みのためにだけあるのではなく 、社会や環境の中に

いかに関われるかが重要なのである

。

本研究が 、今後 、環境に視野を広げた美術の授業

えられる 。その場合は 、なぜそうなるのか適切な指

導により納得させた上で 、教師の選んだ色と白分た

・

を行う上で少しでも役に立つことを願 っています

一１２一

。

