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序 論 

 

1．研究課題 

 

本研究の課題は、美術教育の立場から、内モンゴルにおいて、知識や技能を重視する教

育観1から脱却し、子どもの存在2（子どもの興味、関心）を重視し、子どもが主体的な自己

表現ができるような授業構成を探究することにある。 

本論文では、子どもの主体的な自己表現活動の成立を可能にするための方策として、子

どもの生活の拠点である地域と美術教育と有機的な関連を付けることによって、美術教育

の活性化を図ろうとするものである。言い換えれば、それぞれの地域の子どもの日常生活

における先行経験を基に、「地域社会、自然」3から取られた素材や材料を使って授業構成

することによって、子どもの興味や関心を引き起こし、子どもが自ら積極的に活動に取り

込み、主体的な自己表現活動が成立することになる。このような意欲的な自己表現活動は、

子どもの総合的な能力、問題解決する能力、創造精神、学習能力、実践能力を養うことが

期待できるのではないかと考えた。 

 

2. 研究背景と意義 

 

2.1 研究背景 

  

研究課題で述べた子どもが主体となった自己表現活動が必要されている主要な理由は、

内モンゴルの急激な経済発展及び社会変化による子どもの生活経験の希薄化や教育をめぐ

る人間的発達の歪み、また、知識や技能を重視する教育観による子どもの生活実態から離

れた教育内容の問題が、重くのしかかっているからである。 

 

1）内モンゴル自治区（以下内モンゴルと略称する）は、モンゴル民族を中心とした遊牧

生活を行なっていた。1949年新中国が成立するとともに、中国の少数民族自治区になった。

それ以来、モンゴル民族は、定住式の生活を始め、半農半牧或いは、農業事業に従事する

など生活方式が変化していった。特に、1989年による中国の「改革開放」4という政治経済
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の対外開放の制度が始まって以来、内モンゴルは自然資源（石炭、木材、地源）を開発す

る中心地域になった。そのために中国の南地域（万里の長城より南地域）から大量の人口

が入り始め、1990年代になると内モンゴルの人口は急激に増え、現在では多民族が混交し

た地域になり、生活方式は半農半牧、工業経営、商業経営などを中心とする生活方式にな

っている。それに伴い経済も急速に発展し、生活道具など日常生活の中で手作りであった

道具が全て機械化されている。このような現代社会の生活道具の進化、経済発展や社会環

境の急激な変化の中で生きる子どもは自然や身体を使ってものを作ったり、表現活動する

ことから離れつつある。現在の子ども達は、自然の素材や材料に触れ、それらを使って何

かをつくり出す場合、五感を十分に働かせて、そこから何かを感じ取ることやものをつく

る過程で自分の想像や思いを形に組立ることに、何らかの厳しさを感じるといった経験が

希薄になってきていると思われる。こうした状況において、今日の学校教育の中で、子ど

もの意欲的な造形表現ものづくり活動を設定し、感性や創造力、感情を育む、教育力が必

要とされている。 

 

2)今日の内モンゴルでは、経済発展や生活環境の変化に対応した学校教育における造形

表現としてのものづくり教育の様相が異なっている。現地調査によれば、現在、内モンゴ

ルでは、中国の第 8回教育課程改革において『義務教育課程標準』（2011年）（日本の学習

指導要領に当たる。課程標準と略称する。）が制定され、その理念では、知識や技能を重視

する教育観から脱却し、徳育、知育、体育、美育、労働とバランスのとれた「素質教育」

への転換が進められている。『義務教育美術課程標準』（日本の学習指導要領図画工作編に

当たる。以下美術課程標準と略称する。）では、美術教育の造形表現としてのものづくり教

育の中では、「様々な道具や材料やメディアを使い美術作品を創作することによって感情

と思想を表現し、環境と生活を改善する」5と指定している。しかし、この『美術課程標準』

に基づいて編集された内モンゴルの小学校の美術（日本の図画工作に当たる。以下美術と

する）教科書の内容を分析した結果、造形表現ものづくりを含む教科書の内容、題材や材

料が子ども達の生活実態から離れつつあることがわかった。例えば、教科書の内容が実質

的には全国共通化されている。題材としては中国の大都市（北京、上海）の小学校で行わ

れた授業実践がそのまま使われている。また、授業参観を行ったところ、子ども達が主体

的に活動する授業はあまり実践されてなく、子どもに絵の描き方や技術、知識を教えるこ

とを重要視した指導方法が見られる。こうした現状の中で、子ども達は自分の生活経験を
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学校に入ればすべて閉め出し、自分の生活と関係がないものを勉強している。このように

家庭教育による物事に対する価値観と学校教育や社会環境の間にある差異によって、子ど

もは、自己表現が苦手、自己表現が不安定、自分に自信を持てない、親に反抗するなど心

の成長に障害が発生している。こうした現状に対して、今日に内モンゴルの美術教育の中

で、子どもの生活実態を基盤にした題材及び材料を取り入れる必要がある。 

 

2.2 研究意義 

 

内モンゴルの急激な経済発展及び社会変化によって、子どもが自然に触れたり、そこか

ら何かを感じたり、自然の材料を使ってものをつくったりする中で、感情及び感性を動か

してつくりあげるような生活経験が希薄化している。このような状況に対して、美術教育

は、子どもの感情を健康に育て、子どもの人格を健康に形づくらせるために重要な教育な

のである。子どもにとっては、イメージや目的に向かって絵を描くことによって、子ども

が自分の感情・イメージなど内的なものを、紙に具体的に構造化し、設計し、形状化し、

自己感情を発散できる活動となる。また、ものをつくる中で、子どもは、材料に触れたり、

感じたり、考えたり、形を構成、再構成する中で自分のイメージを表すのである。 

このような活動は、子どもの意欲を引き起こし、自分の感覚、考えを基に自己表現へと

繋ぎ、問題解決する能力、創造精神、学習能力、実践能力を養うものであると期待できる

のではないかと考える。 

さらに、子どもの生活を基盤にし、地域の自然、伝統文化及び家庭生活を美術教育の題

材や材料に活かした教育は、子どもの意欲を引き出し、子どもは自分の生活経験を基に感

性を働かせながら自ら活動に取り込んで行く。子ども達は、自分の住んでいる生活環境か

ら摂られた授業を通じて、自分の学習と生活の関連性を認識し、自分の住んでいる地域の

よさを発見し、日常的に触れている物事に対する見方を変えることができ、地域の文化生

活習慣を理解するなど知性へ繋がることができると考える。 

以上の点から、現代の社会環境の中で成長し、一人の人間として生きる子どもの心身の

成長過程を豊かにするため、子どもの生活実態に基づいた地域性を生かした美術教育の理  
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論的な構築及び授業実践の研究には大きな意義がある。 

また、現在の内モンゴルの美術教育の中では、知識及び技術を重視した授業が行われて

おり、教科書を中心教材とした教育は、子どもの生活実態より離れつつある。このような

状況に対し、先進国である日本の美術教育の意義及び特質を検討しながら、今日の内モン

ゴルの美術教育の現状を分析し、それらの根本的な問題点を明らかすることは、内モンゴ

ルの知識や技能を重視する教育観から脱却し、徳育、知育、体育、美育、労働とバランス

のとれた「素質教育」へと歩んでいる教育方針にとって基礎的な資料として提供できると

考える。 

 

3．研究方法及び構成 

 

内モンゴルの美術教育の問題を明らかにし、美術教育の理論や子どもが主体となって自

己表現できる授業構成を樹立させるために、中国・内モンゴルのゲリチルソモ（以下ゲリ

チル地域とする）の小学校の子ども達の生活実態、授業の在り方及び内モンゴル民族大学

を研究対象とした。 

 

3.1 研究方法 

 

本研究の課題を達成するため、３つの段階を分けて論究した。第１段階では、本論文を

支える理論を構築する。第 2段階では、問題の所在について分析し探求する。第 3段階で

は、実践授業の分析し及び理論の検証する。 

理論の構築では、ゲリチル地域の歴史、生活環境の変化及び子どもの実態を探り、本研

究の対象となる地域に位置付け、久保貞次郎の『児童画の見方』と浜本昌宏のものづくり

教育に関する理論を援用しながら、今日の内モンゴルにおける美術教育の意義とは何かを

明らかにし、内モンゴルの美術教育の分析視点を提言した。さらにデューイの『学校と社

会』や『経験と教育』に関する理論を検討しながら、実践授業を構成する視点と分析する

視点を明示した。問題の所在についての分析では、理論的な視点に基づき、ゲリチル地域

における小学校『美術課程標準』を日本の『学習指導要領図画工作』と比較しながらその

特質を分析する。そして、ゲリチル地域に使われている美術教科書における題材及び内容

を分析する。さらに内モンゴルの教員養成システムの教育内容を分析し、内モンゴルの美
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術教育の現状と問題点を析出する。実践授業の分析では、理論構築に基づいて、実践事例

を分析し、地域性を生かした美術教育の可能性を検証する。 

 

3.2 論文の構成 

  

本論文は、以下のように 5章によって構成されている。 

第 1章では、地域性を活かした美術教育・造形表現活動の検討から、研究対象となるゲ

リチル地域の自然特徴及び生活環境の実際とその変化を考察した。また、地域生活の中で

子どもの関わりを明らかにした。そして、最後に、地域社会に関わる学校教育の現状を考

察する。 

第 1節では、ゲリチル地域の地理的位置づけ、地域の特徴、伝統的な生活方式及び自然

感覚を検討した。その目的は、子どもの生活環境及び生活実態と地域性、材料を活かした

美術教育に関連付けることにある。 

第 2節では、内モンゴルの社会生活の変化をゲリチル地域の生活現像を探りつつ、地域

文化及び伝統的な文化を探る中で子どもの生活実情を考察した。その目的は、地域性を活

かした美術教育の必要性の背景として、子どもの生活変化の現状を明らかにすることであ

る。 

第 2章では、本研究の理論的な視点となる。今日の美術教育の意義と特質について明ら

かにし、地域性を生かした実践授業の理論的な基盤を論究する。そして最後に、内モンゴ

ルの美術教育の現状を分析する視点、地域性を生かした実践授業の理論構築及び分析の視

点を明示する。            

第１節では、久保貞次郎の『児童画の見方』を検討しながら、現在の内モンゴル自治区

の小学校の絵画教育の中の「児童表現」の問題点と「指導方法」の問題点を明らかしつつ、

今日の美術教育の意義と特質を考える。さらに、浜本昌宏のものづくり教育に関する理論

を検討しながら、今日の子ども達にとって造形表現ものづくり教育の意義を検討する。 

第２節では、デユーイの『学校と社会』の中での仕事とその材料に関して、社会や学校

の関係を検討しながら、子どもの生活を基盤した教育の意義と特質を明らかにする。 

第３節は、第 1節と第２節の理論的な根拠に基づいて、本研究における内モンゴルの美

術教育の現状を分析するための理論的な視点と地域性を生かした実践授業の理論構築を行

う。 
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第 3章では、まず、今日の中国・内モンゴルの『美術課程標準』を日本の『小学校学習

習指導要領解説・図画工作編』と比較しながら検討する。次に、内モンゴルの小学校で現

在使われている美術教科書で扱われている「造形・表現」と「鑑賞・評論」の題材設定と

教科内容を日本の美術教科書の内容と比較し分析を行う。その結果を踏まえて、内モンゴ

ルのゲリチル地域の教科書内容の現状及び美術教育の問題点を明らかにする。 

第 1節では、国レベルで定められた教育基準に準拠しており、教科書作成の内容と方針

について確かな理解を得るために、中国教育部（日本の文部科学省に当たる）によって作

成・発行されている『美術課程基準』と日本文部科学省検定済として発行されている『小

学校学習指導要領解説・図画工作編』を取り上げ、それらの基本的な理念と課程目標を比

較する。さらに、内モンゴルにおける『美術課程標準』を題材構成や指導内容の観点から

分析し、その内容が子どもの自己表現及び創造性の育成と関わっているかを明らかにする。 

第 2節では、ゲリチル地域で使われている美術教科書の内容、題材設定の特徴及び具体

的な教科内容の特徴を分析する。その目的は、『美術課程標準』の理念を十分反映すること

ができているかを考察する。その上で、美術教科書の題材及び内容を生かしながら地域性

を生かした実践授業に関連させていける可能性について検討する。 

第 4章では、まず今日の中国・内モンゴルにおける小中学校の教員養成システムを表す

内モンゴル民族大学の美術学院6（日本での学部にあたる。以下では美術学部と略称する。）

の構成と特徴、さらに、学部生の専門知識の学習内容と教育実習を考察する。次に、大学

生の卒業作品制作の題材と教育実習の状況について分析を行う。その結果を踏まえて内モ

ンゴル自治区の教員養成システムの現状を明らかにし、内モンゴルの美術教育の中で存在

している問題点を指摘する。 

第 1節では、ゲリチル地域の小学校美術教育の指導方法の「本質」を探究するため、内

モンゴル民族大学の美術学部（師範類学部である。）の構成と特徴、さらに、学部生の学習

内容を取上げ、教員養成の指導内容の観点から分析し、その内容と大学生の教員になるた

めの専門知識との関わりについて明らかにする。 

第 2節では、2015年 7月に内モンゴル民族大学の美術学部美術学（師範類）を卒業した

学部生の教育実習の内容、卒業作品制作、題材および卒業論文の題材内容を具体的に分析

する。 

第 3節では、大学生の教育実習の現状を調査しながら大学生の指導案を中心に分析する。

教育実習前訓練の中で行われている理論的な科目の内容、教育実習の現場の現状及び指導
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教案の内容を分析する。 

第 5章では、本論文の視点及び理論を検証するため、子どもが自由に自己表現できる活

動、能動的な探求及び創造力の発達に関わる活動、想像力の開発できる活動の視点を求め

て行った実践授業の内容を分析する。実践授業は、2012 年から 2015 年にかけて行った 4

つの中から 3つの授業実践を 2節にわけて分析し、考察することにする。 

第１節では、「子どもが自己表現できる美術教育の可能性」について、教室内で行った二

つのものづくり活動を分析する。 

第 2節では、「地域及び子どもの生活を基盤とした美術活動の可能性」について、校舎内

で行ったものづくり活動を取り上げ分析し、考察する。 

 

＜序論の注＞

1 麻麗娟「中国中学校の美術教育における総合課程の実践化についての考察」、『教育美術』、 

2015 年 1 月号（No871）、pp.46 

2  佐久間 敬「地域を生かした造形教育」、『福島大学教育実践研究紀要』第 16 号、1989 年 11 月 p.24  

3 佐久間 敬「地域を生かした造形教育」、『福島大学教育実践研究紀要』第 16 号、1989 年 11 月 p.29 

4 「文化大革命」とは、中華人民共和国で 1966 年から 1976 年まで（終結宣言は 1977 年）続いた、社会

的騒乱である。「封建的文化、資本主義文化を批判し、新しく社会主義文化を創生しよう」という政

治・社会・思想・文化の改革運動だった。 

5  中国教育部『義務教育美術課程標準』、2012 年 5 月ｐ.1 

6 日本での学部を中国では学院という。 

                                                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 

 

内モンゴルの生活環境の変化と子どもの実態 

― ゲリチル地域を事例に ― 
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研究の進め方 

 

第 1 章では、地域性を活かした美術教育・造形表現活動の検討から、研究対象となるゲ

リチル地域の自然特徴及び生活環境の実態とその変化を調査していく。また、地域生活の

中で子どもの関わりを考察する。そして、最後に、地域社会に関わる学校教育の現状を考

察する。その目的は、内モンゴルの学校教育が今日の子どもの成長に敵しているかに関し

て検討し、子どもの生活実態と地域素材及び材料を生かした美術教育との関連性を明らか

にすることである。具体的には、以下の通りである。 

第 1節では、まず、ゲリチル地域の地理的位置づけ、地域の特徴、伝統的な生活方式及

び自然感覚を考察する。その目的は、子どもの生活環境及び生活実態と地域性、材料を活

かした美術教育に関連付けることにある。 

まず、内モンゴルは中国の新疆ウイグル自治区、チベット自治区に次ぎ、中国国土の 1

割以上を占め、日本の面積のおよそ 3倍におよぶ東西に細長い面積を持っている1。モンゴ

ル民族は遊牧民族であり、長い歴史の中で民族の特色がある家庭教育を形成してきた。モ

ンゴルの家庭教育が子どもに対する人間形成、道徳教育や生活技能の育成にとって重要な

役割を果たしていた。工芸芸術、美術、造形ものづくりも家庭教育を通じて伝承してきた

のである。 

牧畜生活とは基本的に牛、馬、ラクダなどの大型家畜と山羊、羊という小型家畜を組み

合わせて放牧していることをいう。内モンゴルの遊牧民族の分布の全容を、東から西の方

向へ見ていく場合、【図 1】のように、最東では、山や森が多いために狩猟生活に合った馬、

鹿を家畜とする。中央地域では、平原、ゴビ2が多いため牛、馬、山羊、羊を中心に家畜と

している。西の方では、砂漠が多いためにラクダを中心的に家畜としていた。家畜に依存

することによって厳しい自然環境に適応しなければならない。場所によって、自分たちの

使いやすい家畜を飼養することもある。昔は、家畜に頼った牧民の生活の道具は全て家畜
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の体から作られていた。大型家畜の糞を乾燥させて燃料として利用するほどに徹底してい

た。そのため、地域の家畜の違いによって作られていた道具は、さらに地域の特性をもつ

ようになっている。例えば、牛、馬が生活の中心的な家畜としている中央地域の牧民は、

家庭道具を牛の皮や毛などの特質を生かして様々な道具を作る。また、東部の山が多い環

境の中で生活している牧民たちは、一番重要な家畜である鹿の角や毛の特質を活かした生

活道具を作って使っていた。さらに、生産物としては家畜の皮や毛、薬材などがあり、狩

物としては、鹿、キツネ、狼、などがいると記載されている。地域の自然環境に適応する

牧畜民は、その社会の独自な文化を生み出している。これらの家畜の世話、生活の必需品、

手仕事は、遊牧民の家庭仕事により、次世代に継承してきたのである。 

第 2節では、内モンゴルの社会及び生活の変化をゲリチル地域の生活現状により考察を

行う。地域文化及び伝統的な文化を探る中で子どもの生活実情を考察していく。その目的

は、地域材料を活かした美術教育の必要性の背景として、子どもの生活変化の現状を明ら

かにすることである。 

今日、内モンゴルは、中国政府に従属し、国の政策、経済発展に伴った急激な人口増加

によって、漢民族の文化影響を受け、生活方式が変化している。それにより、子どもの生

活環境や自然環境、社会環境、家庭教育、また学校教育も大幅に変容しつつある。例えば、

情報化、国際化及びそれに伴う急激な都市への人口集中が顕著になった現代社会の中では、

内モンゴルも急激な定住化、都市化し、「情報化社会」へと発達している。その結果、ネッ

トを通しての会話が急増するなど、人と人とのコミュニケーションの形が大きく変化し、

地域の文化的なアイデンティティーが失われつつある。1980年代以前までは、内モンゴル

のモンゴル民族の中で遊牧生活を過ごしていたのは、50％以上であったが、現在（2011年）

では、伝統的な生活方式や遊牧生活で過ごしているところが 30％しかいない状態である。

定住化が進み、経済発展とともに人々は自分たちの次世代を都市に住ませるため、また、

高学歴志向型の考え方で、子ども達の教育を学校に任せている。家族集団、仲間集団の中

での生活経験が減り、幼少期から「遊び集団」さえも消え去りつつある。 
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 しかし、一方では、ゲリチル地域のモンゴル民族が数千年も続けてきた遊牧文化や伝統

的な生活習慣はまだ根強く残されている。そのため、ゲリチル地域の子どもは日常生活の

中で、自然と直接触り合い、実際の伝統的な行事や自然の素材、材料に触れる機会がある

といえる。こうした子どもの生活実態や生活様式から、美術教育の中で造形表現や鑑賞に

取り入れ、期待することが出来ると考えられる。 

研究方法として、生活の中で行われているものづくりや伝統行事の変化に関する考察し、

子どもの生活実態に関する考察を行う。それを通して、地域性を活かした美術教育の課題

（題材・素材）を掘りおこしたい。 

以下、内モンゴル及びゲリチル地域の生活変化、学校教育の変化について検討する。 
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第 1 節 内モンゴルの伝統的な生活方式及び自然環境 

 

「地域」の概念としてどの面を重視し、どう規定するかは、地域を扱う学問分野によっ

て異なる。「地域」の概念に関する議論の歴史は長く、その内容が複雑多様であることは、

どこの国においても共通であるといってよい。日本でも地理学、経済学、政治学、行政学

等、それぞれの分野で検討されているが、使う立場や視点によって異なり多様である。地

域というのは、視点によって変化する操作上の概念といってよいかもしれない。 

まず、本研究で研究分析概念として使う、「地域」「地域性」「地域文化」「自然素材」の

意義を確かめておきたい。  

したがって、ここでは歴史的・文化的・自然的など諸面を含んだ地域のまとまりと、そ

の範囲を「地域」と限定することとする。すなわち、本研究では、中国・内モンゴル自治

区ゲリチル地域を研究の範囲としたのである。地域性とは、他の地域と異なる性質、その

地方や地域に特有の事柄のことであり、多くの場合、県民性や市民性などと似た意味で用

いられる3。本研究が研究の分析概念として使う「地域」とは「人々の日常的交流を生じさ

せている地理的近接」4とする。この定義の特徴の第 1 は、国家による行政区分や、地理的

によることではなく、そこに生活する人々を準拠点として定義するということである。特

徴の第 2 は、何かの同質性にはよらずに定義するということである。「実際には地理的な

近接によって類似性がしばしば見出されるのであるが、同時に多くの異質性も含んだもの

でありうる」5と分析されている。このように「地域」を定義した上で、「地域文化」を次

のように定義したい。まず「文化」については、古い順に、まず「習得され、共有され、

伝達される、行動様式ない生活体系」、次に「自然環境に対する適応体系」、そして「観念

体系」、さらに最も新しいものとして「象徴体系」という定義がある。このように定義する

と、具体的には、宗教、思想、学問、教育、音楽、舞踊、美術、文芸など、直接的に「象

徴」に関わり、それに関して行われている「活動」に範囲を限定することができる。自然

素材とは、木材、紙、草、タイル、石、土など自然の素材でつくられた材料のこととして
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いる6。 

これらの位置づけの説明をもとに、まず内モンゴルの成立から述べることにする。 

 

1．内モンゴルのゲリチル地域の位置 

 

1.1 モンゴル及び内モンゴル自治区の成立 

 

13世紀前まではアジア北部に活動していた遊牧民たちの地域を 13世紀（1206年）にチ

ンギスハーン7（1162 年～1227 年）がモンゴル大帝国を建国し、モンゴル民族の名前が作

られた。チンギスハーンは、1189年に諸部族を統一し、モンゴル帝国は、アジア・ヨーロ

ッパにまたがる広大な地域におよぶ、大モンゴル帝国の礎となった。1220年には「ハラホ

ルム」をモンゴル帝国の首都として定めた。1227年秋、建国の英雄「チンギスハーン」は、

波乱に満ちた生涯を閉じた。 

その後、モンゴル大帝国は様々な対立により分裂し始め、今の中国の「万里長城」8の北

方地域へと撤退を余儀なくされている。元王朝の崩壊後、北元を建国したが領土は東モン

ゴルと西のオイラトモンゴルに分裂した。1500年前後、東モンゴルの支配者ダヤンハーン

9の軍はオイラトを撃退し、モンゴルは再統一を果たした。17世紀になると、満州族がモン

ゴル東部で鋒起し、中国に清王朝を樹立し、1636年に南モンゴル（現在の内モンゴル自治

区）を従属させ、約半世紀後には北のハラハモンゴル（現在のモンゴル国）を支配下に置

いた。 

その時、「内モンゴル６盟 49旗、外モンゴル（ハルハモンゴル）86旗区画と乾隆期にな

ってようやく確定した各地の牧地の境界を記したことにより、はじめて、内モンゴルと外

モンゴルを区画した。」10という。20世紀を迎え、1911年、清国で「辛亥革命」11が起こり

満州帝国は崩壊し、外モンゴル（現在のモンゴル国）が独立を宣言し、政権が樹立したの

はチベット人であるジャイブツンダンバ・ホトクト第 8世の皇帝ボグトハーン12（聖皇帝）



 

 

14 

  

 

とした。しかし、独立は長く続かず、1912 年、中国では、清国が倒れ、中華民国が成立、

1915年にはその中華民国とロシア、モンゴルの 3国で合同協定が締結され、モンゴルの独

立は取り消された。「ロシア革命」13が始まり、1921年、ソビエト赤軍と協力しウルゲン・

シュテンベルグ軍を撃破し、ダー・フレーを開放した。1924年ボグドハーンは死亡し、政

権は立憲君主国から共和制に移行後、「モンゴル人民共和国」が成立した14。中華民国、ロ

シアこの 2大国の圧力による干渉をはねのける力は、南モンゴルにはなく、独立までに至

らなかった。その後、内モンゴルでは、徳王15が独立運動を行い、1939 年張家口に蒙古連

合自治区政府が成立する。そして、モンゴル民族ウランフ（鳥蘭夫）16が中国共産党の影響

下で蒙古総合自治政府に対し抵抗運動を行った。1947年に内モンゴル自治区の成立を宣言

し、1949年になって、モンゴル民族地域が内モンゴル自治区として中華人民共和国の実効

支配になった17。 

内モンゴルは、中国の新疆ウイグル自治区、チベット自治区に次ぎ、中国国土の 1割以

上を占めた。1、183、000 平方キロメートルあり、日本の面積のおよそ 3 倍におよぶ東西

に長い土地である。図１を参照。中国の北陸に位置し、隣接している省区及び自治区は、

南側では、東から順番に黒竜江省・吉林省・遼寧省・河北省・山西省・陝西省・寧夏回族

自治区・甘粛省と接し、北はモンゴル国・ロシア連邦と接している。内モンゴル統計局の

2010年総計では、「内モンゴル自治区人口調査主要データ公布」によると、2010年 11月 1

日の 0時で、内モンゴルの人口は 24、706、291人になる。内モンゴルには主に漢民族、モ

ンゴル民族、満州民族、回民族、ダワール民族などおよそ 34種の民族が生活している。こ

の中にモンゴル民族は 4、226、090人がいると見られているが、モンゴル国の 3、000、000

人（2014年）と比べると、明らかに内モンゴルのモンゴル民族の人口が多い18。 

 内モンゴルの行政区画19としてはフフホト市（自治区首府）、包頭市、鳥海市、赤峰市、

通寮市、フルンボイル市、バヤンノール市、オルドス市、オランホト市など 9の地区クラ

スの市、シリンゴル盟、ウランチャブ盟、アラシャー盟の 3盟を管轄する。下級行政区単

位としては 21市区、11県級市（県クラスの市）、17県、49旗、3自治区がある。9地級市
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（地区クラスの市）、3盟を管轄する。 

内モンゴルの自然環境の範囲を区別すると【図 1】のように東は山や森が多く、中央部

は平地や草原が多く、西部は砂漠が多いという地理的な環境である。昔の内モンゴルは、

モンゴル民族が中心に生活し、家畜を中心とした遊牧生活が一般的であった。 

 

 

【図 1】内モンゴル自治区の自然環境の条件地図とゲリチル地域の位置図 

 

1.2 ゲリチル地域の位置付け 

 

本研究の調査及び研究範囲とした通寮市とゲリチル地域は、内モンゴルの東北に位置す

る現在の通寮市の行政区画の中での地域である（モンゴル地名ではジルム盟という 1999年

から通寮市に変更された）。2012 年の通遼市の人口は約 3、161、969 人である。通遼市行

政区画では、1316 校の小中学校があり、このうち小学校は 1052 校である。通遼市教育局

の 2008 年公布によると全市モンゴル語で授業受けている学校は 780 校がある。この中に

小学校は 298校があり在学中のモンゴル民族学生は、233、994人がいる。通遼市は行政区

画として 1市轄区、1県級市、1県、5旗を管轄している。研究対象としたゲリチル地域は

ジャルート旗を中心とする。 
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ゲルチル地域は、【図 1】のように内モンゴル中央地域に位置するモンゴル民族の主体の

牧畜地域である。ゲルチル（ゲルチルとモンゴル語である。日本語の意味では、「家の形し

た石」と言う）という名前の由来は、地域の近くにゲルの形をした石山があったためであ

る。モンゴルの地域の名前は、ほとんどが、当地域の山の形などの自然環境の特徴からつ

けられているのである。例えば、ホーリン川（ホーリンとは日本でいう飯という意義であ

る）というゲリチル地域の夏営地の名前は、チンギスハーンが戦争に疲れていた時にこの

地域の川から美味しい水を飲まれたため、感謝の気持ちを込めて、ホーリン川と名前を付

けたという。当地域では、今でも半遊牧しているが、村の形が始まり、定居式生活が形成

されたのが 100 年ほどの歴史をもつ。現在では、ゲルチル地域は全体で 16 個の村を管理

している。もともとモンゴル人の遊牧地域であった土地に人々が集まり、定住し、村落を

形成したことには、当時の社会的背景がある。ゲリチル地域は地理的に海抜 1000～1400メ

ートルという高原地域の特性をもっている。全地域で 16個の村があり、それぞれ農業面積

が 12万 ha、草原面積は 280万㏊、林業は 35万㏊である。 

ゲリチル地域の季節ははっきりと分かれている。気候は、大陸性気候に属している。全

般的な特徴として、春には気温が急に上昇し強い風が吹き、夏は比較的過しやすく、集中

的に雨が降る。秋には急激に気温が下がり、一気に冬を迎える。冬は長く一年の約半分に

当たり厳しい寒さが続く。1 月の平気温は-30 度から‐10 度と差がある。7 月の平均気温

は 18度～28度であり、この地域では気温差が激しい。年間降水量は 50ミリ～450ミリで、

夏季にそのほとんどが集中している。 

以上がゲリチル地域の位置と範囲、気候である。 

 

2．ゲリチル地域の伝統的な生活 

 

2.1 生活方式及び歴史 
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『蒙古秘史』20によれば、すでに述べたように、13 世紀前までアジア北部で活動してい

た遊牧民たちの地域をチンギスハーンが統一し、モンゴル帝国を建国した。その後、チン

ギスハーンが今の通遼市、赤峰市、オランホト市を含めたホルチンノトグ地域を自分の弟

のハサルに分けて管理させたのである。その中で、内モンゴルの 6盟の 1つであるジルム

盟（現在の通遼市）にはホルチン部を含む 4つの部がある。『蒙古秘史』では、「ここにあ

った旗の王公の出自を述べるとジルム盟の 10旗とホルチン旗、ドルベン・フーヘトー旗、

モーミンガン旗は、チンギスハーンの弟ハサルの子孫の所属地域となる」とで記述されて

いる。ここに記載されている「ジルム盟」は今の通遼市である。つまり、ゲリチル地域は

モンゴル遊牧民が代々暮らしてきた地域であり、チンギスハーンの直接の子孫が生活をし

ていた地域でもあったということである。  

すでに述べたようにゲリチル地域が位置する通遼市は行政区画として 1 市轄区、1 県級

市、1県、5旗の 1旗になるジャルート旗の所属している。ゲリチル地域はジルム盟（現在

通遼市）のジャルート旗の北部に位置し、ジルム盟とシリンゴル盟を隣接した地域である。 

『ジャルート史』21によれば、 清朝時代で、内モンゴルのあらゆる地域で王治によって、

管理させていた。ジャルート旗はジャルートという名前の王の管理範囲になり、左、右ノ

タグ22（ノタグは日本語の地域に当たる）と分けており、ゲリチル地域は、右ノタグになり、

遊牧生活や牧畜生活が中心的に行われ、ジャルート王の食卓の食事資源や家畜皮や羊毛を

使って制品で、王室の服、布団などの資源になっていたという。 
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【写真 1と【写真２】『ジャルートの口術の研究』の内容23 

 

【写真 1】と写真 2】はゲリチル地域を含むジャルート旗の口芸の歴史を研究した本であ

る。内容としては以下の通りである。 

ジャルート旗は、モンゴルの伝統や歴史が数多く描かれてきた地域である。モンゴル帝

国（13世紀）時代で、チンギスハーン及びその次世代の所属地域であり、モンゴル帝国の

東南に位置する。北元国の時代では、政治的に不安定の時期であったが、15世紀になって

ダヤンハーンがモンゴル国を再び成立させる時、ジャルート旗はハラハ（現在のモンゴル

国の原名）地域に所属した。当時のジャルート旗の遊牧地域は、北にハラハ川（現在のモ

ンゴル国の所属する地域）まで及んでいた。その後、16 世紀の 40 年頃、ダヤンハーンの

第 6番目の息子アラチョボローデの 1人息子ホラックチの長男オボシウジンの管理地域で

あった。 当時、ジャルート旗はモンゴルの 5つハラハ地の一つであった。清朝時代（1648

年前後）にオボシウジンの 2人の息子であるナイチ、シエブンがそれぞれ、清朝皇帝の娘

婿になり、ジャルート旗を左ジャルートと右ジャルートと分けて、それぞれが管理するこ

とになり、代々継承してきたのである。当時のジャルート旗の範囲は幅広く所属されてお

り、南ではナイマン旗、東ではホルチン左翼中旗、北ではシリンゴル盟と東ウジムチン旗、
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西では赤峰市に面している。ジャルート旗は、大興安鈴山の南の山から続き、水や豊かな

草原資源がありジャルート旗の牧民たちが代々遊牧してきた地域である24。 

現在ジャルート旗の東と東北では、興安盟右翼中旗、南、東南で、カエル県やホルチン

左翼中旗、西と西南では赤峰市の北ホルチン、北と西北ではシリンゴル盟の東ウジムチン

旗や西ウジムチン旗に面している。1905 年より、当地域の牧民や狩猟民の地域を開発し、

農業を生活をはじめていた。しかし、最近まで、ジャルート旗のウリジムリンやゲリチル

地域では純粋の牧畜生活が続けられている。それ以外の少数の地域が半牧半農生活を行な

っている。このように、ジャルート旗の歴史文化は、通遼市の他の旗や県よりモンゴルの

特徴の生活方式を維持していることがわかる。また、このような実情により、経済システ

ムや文化、芸術文化と関連していることがわかる。 

つまり、ゲリチル地域は昔から遊牧地域としてモンゴル民族が遊牧生活をしていたので

ある。現在でも牧畜生活を続けていることも読取れる。 

牧畜生活とは、基本的に牛、馬、ラクダなどの大型家畜と山羊、羊という小型家畜を組

み合わせて放牧している。内モンゴルの牧畜民の分布の全容を、東から西の方向へ見てい

く場合、【図 1】のように、最東では、山や森が多いために狩猟生活に似合った馬、鹿を家

畜とする。中央地域では、平原、ゴビ25が多いため、牛、馬、山羊、羊を中心に家畜として

いる。西の方では、砂漠が多いためにラクダを中心に家畜としていた。家畜に依存するこ

とによって厳しい自然環境に適応しなければならない。場所によって、自分たちの使いや

すい家畜を飼養することもある。昔は、家畜に頼った牧民の生活の道具は全て家畜の体か

ら作られていた。大家畜の糞を乾燥させて燃料として利用するほどに徹底している。また、

地域の家畜の違いによって作られていた道具は、さらに地域の特性をもつようになってい

った。例えば、牛、馬を生活の中心的な家畜としている中央地域の牧民は、家庭道具を牛

の皮や毛など特性を生かしてさまざまな道具を作っている。また、東部の山が多い生活環

境の中で生活している牧民たちは、一番重要な家畜である鹿の角や毛を活かした生活道具

を使っていた。地域の自然環境に適応する牧民は、その社会の独自な文化を生み出してい
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る。 

 

2.2 遊牧生活の様式と自然感覚 

 

前に述べた様に、内モンゴル自治区とモンゴル国、国はちがい、歩みはちがっても、そ

のいずれも、家畜を基盤にして成立し、草原の自然環境に依存し、厳しい自然と黙々たた

かいながら、創意工夫に生きてきた遊牧生活の文化が根強く残されていることが見える。 

自然環境の中で暮らしていた草原の牧民の生活様式やその大自然の恵みで形成された自然

感覚とは、何かをつぎの文献調査及び現地調査を基に検討しておく。 

 

1）遊牧生活の様式の根源 

モンゴル高原はアジアの中部地域に位置し、年間降水量は 100mm～200mm 程度で、 丈が

短い草がまばらに生えている。草原地域の気温は１年を通しての差が非常に大きく、 1 月

の平均気温は－16～―24℃以下、 7 月の平均気温は 16～24℃程度である。また、1 日の

温度差が 30℃に及ぶこともある。草原地域にはレイヨウ、サイガ、ノウザキ、キツネ、オ

オオカミ、アナグマなどの野生ほ乳類が生息している｡また、4季がはっきりと分かれてい

る。「冬にはしばしば地面から吹き上げるような吹雪があり、春には大地を切り取るほどの

砂塵嵐がある。」26また、根が長い木の種類が少ない。このような自然現象によって草原を

守り、大自然の惠みで暮らすということは簡単ではないと考えられる。 

こうした過酷で、しかも微妙な自然のバランスの上でモンゴル民族は古来、遊牧をして

きたわけだが、この自然環境では移動することが必要であろう。この地域の牧民は季節に

よって一定的な地域内の草原を家畜とともに移動しながら生活をしていた。春営地、夏営

地、秋営地、冬営地とそれぞれの営地で行う作業を分別して行っていた。移動式の生活は、

家畜の飼養するために適当な時期に移動し、さまざまな種ｈ類の草を食べさせることによ

って家畜の健康管理を行っていたが、一方では、草原の地面や地域の自然環境のバランス
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が崩れないよう、移動していた。例えば、1 つの家で 400 頭の羊と山羊を持つということ

であれば、1か所（約 5ｋｍ内の場所）の地域で 2か月間生活をすると、 その地域の草の

根まで食べてしまうことになる。そうすると次の年ではほとんど草が生みなくなってしま

うので、特に夏と秋では、1か月程度で必ず移動するようにしていた。 

ゲリチル地域の人々は大勢のモンゴル人と同様に移動生活を行い、いろいろな仕事を通

して草原を守ってきた。このようなモンゴル人の遊牧生活の１年間の移動する方向や仕事 

の状況をまとめた。【図 2】を参照。 

 

【図 2】遊牧生活の年間遊牧する基本的なイメージ 

 

遊牧は季節的に家畜を伴って宿営地を移動する牧畜生活である。 遊牧民は、季節の変化

と草原の状況に応じて、牧畜を営みながら、自然と家畜、家畜と人間の調和的関係の中で

生き続けてきた。モンゴル人は、長期的に 1つの場所で放牧すれば、表土が荒廃し、植生

が弱くなり生態環境が悪化してしまうことをよく知っている。彼らは、季節の変化と宿営

地の選択、家畜の数と草原の植物生産力、家畜の種類とそれらの環境への適応、家畜の食

性と水や草の分布との関係をよく考えながら、その時々の活動を維持している。彼らは草

原の植物資源の表層の部分だけを利用し、植物の持続的利用という側面を重視している。 

牧畜社会に関しては、これまで多くの人類学的な研究が行なわれてきており、それらに

は共通の特性が認められることが指摘されてきた。例えば、牧畜民の乾燥地域に対する生
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態学的な適応の戦略として、以下の 4つの項目をあげることができる。① 土地を私有せず

に高い移動性を保持すること。② 複数の家畜を組み合わせること。③ 家畜を分散させる

こと④ 家畜群を最大に保つこと。つまり、遊牧民は工業のように資源を消費し続けること

もないし、農耕のように土を掘り返したりしないし、潅漑を施して自然を変えることもな

い。ただ、家畜に草を根こそぎ食わせずに適度に移動することを上手く調整できれば、土

がむきだしになることもないと考えられる。草原はそのままの状態でまた翌春に草の成長

を迎えることができるといえる。 

 

2）自然感覚 

モンゴルの 4季ははっきりと分けられる。ここでは、【図 2】をもとに、4季にともなっ

た家畜の世話の仕事を紹介するとともに、子どもの仕事について考えていく。 

①春は、3月から 4月にかけて、家畜生産時期になる。モンゴルでは春を「ミルク季節」

という。春は家畜が出産を始める季節である。そして、大人も子ども達も多忙な時期でも

ある。子ども達は牛や羊の出産を見張る仕事、大人と一緒に牛の出産の手伝いする仕事、

また、大人から牛乳をしぼるときに仔牛を見張る仕事を必ず行う。 

草原では、1000頭のヒツジから最低400頭のメスが生まれる。春に全ての家畜が出産し、

その 1頭 1頭の世話をして、母羊と仔羊を個別体的に合わせて正確に区別させていかなけ

ればならい。そのような大きな仕事の中で牧民は、全ての羊の顔、色、性格を識別し、名

前を付けて呼ぶことができる。その知識も家畜の世話を見るモンゴル人だからできること

である。その中で子ども達は、仔羊の世話、母がいない仔にミルクを当てたりする。また、

仔羊や仔牛、仔馬に名前を付けて呼んだりするなどの世話係を担っている。 

②夏は、モンゴル草原にとって最も綺麗な季節である。緑の中に青、赤、黄色などの花

の絨毯を敷いた草原で牛や羊や馬などが草を食すのである。この時期では、牧民は搾乳に

追われながらもにぎやかな生活の中でナーダム27祭りを楽しみながら夏を過すのである。

搾乳時期は、子ども達が母親の搾乳を手伝い、母牛と仔牛がくっついて行かないよう仔牛
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を追いかけ、見張る仕事を行う。搾乳だけではなく、朝から夕方まで多くの仕事がある。

夕方に搾乳するため、母牛と仔牛を分けて別々の方向で草原へ放牧する。まず朝は仔牛を

家畜舎に入れて母牛を草原へ放牧していく。それから、1 時間過ぎてから仔牛を草原へ放

牧する。そして、午後、母牛が戻る前に仔牛を家畜舎へ戻さなければならい。そうしない

と母牛と仔牛がくっついてしまい、搾る乳がなくなってしまうのである。このように昼の

仔牛の世話係は子どもの仕事になる。夕方になると、仔牛を母牛と 1回合わせて、母牛の

乳を飲ませて、再び仔牛と母牛を離して子どもが見張る。その間に搾乳の仕事が行われる。 

そして、夏には最大の祭りである「オボー」28のナーダム大会が行われる。射矢、相撲、

子どもの競馬と言う男の 3つの競技が行われる。（子どもの競馬とは、子どもが大人の代わ

りに馬に乗って競馬するということ。子どもが馬を乗って競馬することの原因は、馬に大

人は子どもより重いので、大人が馬を乗って走ることによって走ると重すぎて馬の走るの

が遅くなるという考え方より、普通 9歳～13歳の子ども達が乗って競馬をするようになっ

ている。子ども達は、ただ競馬で馬に乗るだけではなく、父親に付いてナーダムの 1か月

前から競馬に出る馬の世話をしたり、訓練を行ったりする。訓練の中で、子ども達は馬の

性格、特徴、走り方について観察したり、競馬の方法を親から教わったりする。モンゴル

の馬の文化は幅広くあり、ただ、馬の色の区別だけでも 230種類の色で名前付けると言う。

子ども達は、幼い頃から競馬や馬の世話係を果たしながらこれらの名前や区別すること等

を習うのである。 

③秋は、ナーダム大会が終わり、草原が黄色くなってくる。モンゴルの秋は最も短い期

間である。１か月半にも行かない程度ですぐ冬が来るのである。そして、秋は特に長い冬

を乗り越えて行くための家畜及び人間の食料の準備を行う。家畜のオスを殺して、冬食事

の準備、家畜舎を暖かくするための仕事、冬の燃料になる牛の糞を集めるなどの仕事を行

う。子ども達の主な仕事は、燃料を集めることである。‐30度が続く長い冬を乗り越える

には、かなりの量の糞を集める必要がある。春や夏に草原で落ちた牛の糞は、秋になると

乾燥しており、それを子ども達が 2人 3人一緒になり、１つ 1つを集めて、馬車で運ぶ。
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筆者の幼い頃、1990年代では、当たり前の様に、学校の燃料も子ども達と先生たちが一緒

に草原に出て拾ってきて使っていた。 

④冬は、1 年で最も長く、厳しい季節でもある。遊牧生活に対しても、最も忙しい季節

である。冬の草原は、しばしば地底から吹き上げるような吹雪の中で、川や湖などが凍り、

家畜の飲み水は、冬営地の井戸の他には頼るところができない上、食料の草まで飼い主が

秋に集めた草を 1つ 1つ配って、羊に食べさせる。この中で、子ども達は、井戸の水を出

して家畜に飲ませる役割を担う。子ども達は‐30度の中で朝、昼、夕と欠かさず水を供給

していく。朝は家畜が最も水を飲む時間であり、最も大変である。油断をすれば、飲んだ

水が原因で死ぬこともある。朝起きたばかりの家畜が氷のような冷たい水を飲むと、体が

急に冷え、死ぬことも考えられる。そのため、先に家畜を起こして、少し歩かせたりした

後から、押し式の井戸から水を出して順次に飲ませていく。例えば、羊は 400頭、牛が 40

頭を飼っている家庭では 1時間半ぐらいかけて井戸水を出し続けることになる。その際に、

子ども達がお互い交替で水を出していく。 

ゲリチル地域のモンゴル人を含む大勢のモンゴル人は昔からこのように自然の中での仕

事を通して自然との調和が出来、心豊かな生活をしていた。また、人間が自然の一部であ

り、モンゴル人は自然と戦いながら生活の経験を得り、自然に頼った生活の中で、自然を

保護する大切さ知ってきた。 

子ども達には、このような生活の中で家畜の世話や生活の仕事の経験以外にも家庭のさ

まざまな場面で教育されていくのである。例えば、挨拶の方法に関する言葉も同様である。

モンゴル人は普段、会う度にサインバイノー（こんにちは）と言うが、オボー祭りやお正

月など重要な日では、その時々の言葉を使うように教えられる。 

例として、ここでは、季節の挨拶を紹介する。 

 

「春：穏やかにゆっくり春を過ごしていらっしゃいますか？ 家畜の子は元気ですか？

群れは増えていますか？ 
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夏：夏をよく過ごしていらっしゃいますか？家畜はよく太ってきていますか？ 

秋：豊かに秋を過ごしていらっしゃいますか？家畜はよく肥えましたか？ 

冬：冬を豊かに過ごしていらっしゃいますか？飼料が足りて豊かに過ごしています

か？」29 

 

このような季節の変化による使う挨拶の言葉を使わせるように子ども達に教える。モン

ゴルの子ども達のたくましさを日本の作家は、「草原の子ども達が、いとおしいほどに無邪

気な反面、自立した大人として一面をもっているのは、きっとこの厳しい労働によるもの

にちがいない。」30と書かれていた。 

遊牧民は大自然とともに生き、その自然とともに生きる知識を代々に教え伝えてきたの

である。また、古代モンゴル民族は専門的な教育の条件は無かったという。子どもは小さ

い頃から親と一緒に仕事をし、実際の仕事の過程の中でフェルトをつくる技術、馬車を使

う技術、皮製のものづくり技術、馬術と弓術、猟をする技術、家畜生産加工技術などを身

につける。 

次は、このように自然に頼り、自然と戦い、自然を守りながら代々家畜の世話をあし、

生活を作ってきたモンゴルの子ども達の教育についての文献を考察してみた。 

 

3．モンゴルの伝統的な家庭教育に関する文献調査 

  

3.1 モンゴルの家庭教育の形成 

 

モンゴル民族における伝統的な家庭教育の起源は、モンゴル族の婚姻、家庭の発生、発

展に繋がっているという31。 

モンゴルの家庭教育形態の特徴の 3つある。１つは、人々が分散して遊牧に従事し生活

するという条件の下で、多くの子ども達が１か所に集まって学ぶのが困難であるというこ

と。2つは、教育は家畜や手工業を行いつつなされている。3つは、父母が自ら先生となり、
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子ども達が生徒となって、１つの家に住んでなされるということである32。遊牧に依存した

生活は、比較的容易で中心的に経験による過しかたと思われる。しかし、実際は非常に多

くの知識と経験が必要になる。この知識と経験を父母や年配者が先生となり、子ども達が

生徒となることで家庭での習得が可能になる。こうした、子どもが一人前になる条件とし

て、「子どもが言語を覚え、子どもの時期における徳育や知育とりわけ人間関係や忍耐・粘

り強さなどたくさんの教育知識を積むことである。」33家庭教育は、遊牧文化をもつモンゴ

ルでは、最も適した教育の形態であった。 

 

3.2 家庭教育の内容 

 

モンゴルの家庭教育は、現代用語で言うところのモンゴル文字、算数、化学、物理学、

気象、天文学、医学、各種工芸、地理、牧畜、家政学などの学科を自分たちが日常従事す

る経済や仕事と密接に関連づけて教えていた34。こうした読み書きそろばんを教える教育

を家庭教育だというのは歴史に残っている。モンゴルの当時の社会的な分別から見ると、

家庭教育は知識教育と生活教育に分けることができる。 

本論文では、モンゴル民族小学校の美術授業の題材に関連付けて検討付けて行くため、

モンゴル家庭教育の中の造形工夫について調査していくこととした。モンゴルの芸術は実

用的な用品の装飾やモンゴル民族家庭教育の中で教えられていた方式について分析する。 

 

【表 1】モンゴルの家庭教育分類35 

 

知

識

教

育 

 

読み書き教育 

家庭内で親が子どもに読み書きを教える。もしくは文字を知っている人が兄弟や

従兄弟、隣家の子ども達に対して、家で読み書きを教えていた。 

 

 

 

 

民謡や歌、音楽はオルティン・ドー（長い歌）、掛け合い歌、滑稽歌、馬頭琴、横

笛、口琴、ヨウチンなどがある。舞踏西部モンゴルでは、ビエルゲー「モンゴル民族

舞踏」タトラガ「西モンゴルで行われる手、足を動かして踊る舞踏」などの踊りが普

段から家庭で教えられていた。 
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学芸教育 承文芸は主要なものとして、イェルールマグタール、民話的英雄叙事詩、なぞな

ぞ、叙事詩などがある。 

造形表現は絵画、彫刻、装飾模様、鋳造、刺繍、貼り絵、フームル（銅、真鍮、厚

い皮などの材料を使って作られる手工芸品）など、多くの手工芸が含まれていた。 

 

医学教育 

人間や家畜の病気を治療する方法教えられる。人間や家畜の病気の治療は祖先か

ら受け継いできた経験豊かな年配者によって、家庭教育として教えられていた。   

生

活

教

育 

 

 

 

職業教育 

遊牧民の生活の中で家畜を多くに育てるために、搾乳して乳製品を加工する、民族

服を作る、裁縫する、刺繍する、毛を叩く、食事や茶を作る、服を体に合うように直

す、皮や縄やひもを作り、いろいろなものに加工する、乗馬用馬具、鞍につけられる

装飾の一種としてチョドルを結ぶ、鞍や尻帯を作る、オールガ（放牧馬などを捕らえ

るための丸い縄つきの棒）やホイブ（オールガに結ぶ付けた輪）を用意する。 

 

 

専門教育 

馬車の部品を整える、ゲルを移動させる、遊牧地や水や塩の出るところを正しく選

ぶ、家畜の小屋や囲いを作る、寝床を整える、井戸水を汲み上げる、家畜の雄と雌を

交尾させる、寝る場所を選ぶ、駿馬を調教する、ひもを直す、天候や気象状況を知る、

家畜の遊牧や追い込み牧地、冬営地や春営地を正しく選定する、多くの種類の技量や

経験を父母が子どもに教え込む。 

【表 1】の中で、モンゴル造形表現、芸術教育は、家庭教育の知識教育、生活教育の両方

の中で行っていた。 

 

1）知識教育は主に貴族の家の興味、才能がある者たちが教えていた。読み書き、学芸、

医学を身に付けている者によって行われ、家庭の知識は、基本的には専門教育の範疇に属

し、大体において当時の読み書きのできる者が教えていた。 

家庭での知識教育で学ぶ子ども達は教育者の知識や教育能力、さらに子ども達の才能や

興味、努力の度合によって成果が異なってくる。子ども、大人もその学習到達度はそれぞ

れ異なっており、すべてがうまくいくわけではなかった。それに対して、モンゴルは地域

によって異なった特性の技能をもっている。例えば、西モンゴルは学芸が得意、東モンゴ

ルは医学が得意、南モンゴルは口承文芸が得意、北モンゴルは造形芸術が得意であり、お
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互いに交流を行いながら勉強し、継承してきた。当時の教育の中で教えられてきた知識は、

モンゴルの特徴的な技術文化を造就したのである。例えば、承文芸の中で伝わってきた、

モンゴルの精神的な信仰を代表する「民話的英雄叙事詩」などがある。 

モンゴルでは芸術教育を非常に尊重し行われてきた。絵画、彫刻、装飾模様、鋳造、刺

繍、などの手工芸を行う人々は、モンゴルでは、「ダルハン」36という特別待遇の称号を持

っている。モンゴル語の「ダルハン」というのは、昔のモンゴル国では、功臣に与えられ

る称号であり、9 回もの罪を犯しても免ぜられる特権を認められたが、政治的権限は有し

なかったといわれる。「ダルハン」という言葉は、「①金属、木材、皮革などの細工をする

人々。②権力、政府などから税を免ぜられた者。③特別な栄誉を受けられた者。」37という

意味で使われていた。そのうち芸術作品や工芸の人々を「ダルハン」と呼んでいた。モン

ゴルの伝統的な芸術、工芸はこの人々を通じて発展してきたと考えられる。 

モンゴルでのダルハンたちの当時の役割は家庭や家族の必要品の制作や装飾だけではな

く、民間工芸、民間芸術を行い、モンゴル芸術を発展させることであった。 

地域にいるダルハンたちが、当地域の興味がある子ども達に、モンゴル絵画や工芸を作

るを教え、継承してきた。モンゴルの絵画や装飾模様など中で、一番多く登場するのは馬

について表現である。なぜなら、馬は、昔からモンゴル人遊牧民族の友として人々の心の

支柱となっていた。馬はモンゴル人の信仰的にも、遊牧生活にも、重要な役割を果たして

いた。モンゴル語で「ヒーモリ」（ヒーとは幸運、モリとは馬の意味である）と言う言葉が

ある。モリタイ（馬がある）人とは幸運な人、モリグイ（馬がない）人とは逆に幸運がな

い人ということを意味する。このことから、馬はモンゴル人にとってとても重要であった

ことが分かる。現在でも、モンゴル人の生活や精神信仰に関わった馬についての絵や表現

が多い。モンゴル人の英雄やモンゴル人の思想を代表するものは馬である。例えば、お正

月になると、1 年の幸せを願い、家の入り口に馬の絵を貼る。普段生活の中でも、服の背

中に馬の絵を描いて幸運で生きていけることを願う。また、子ども達が親の影響で自分の

ランドセルに馬の絵を描いて幸運を願ったりする場面も見かける。しかし、子ども達の美
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術の授業には見かけない。子ども達の実際の生活に関わった授業はとても必要であると考

える。 

 

2）生活教育は現在の一般職業教育と専門教育二つに分ける。子どもが一人前になる条件

として、「子どもの時期」における「徳育」や「知育」、とりわけ「人間関係」や「忍耐・

粘り強さ」という生活技能を教える。放牧生活に合わせた生活知識は子どもの年齢段階に

合わせて家庭で教えられていた。例えば、子どもは歩くようになり、2 歳頃から毎日子羊

や子ヤギを飼育、14歳になると子牛を飼育、23歳になったら馬を飼育の練習をはじめ、家

畜の仕事を順番に教わっていく。 

生活教育の中では、造形表現は特別な能力の教育として行われていたわけではなく、一

般的な生活の必要品の制作として教えられていた。子どもに造形表現から徳育、知育を行

っていた。搾乳して乳製品を加工するにも、作り方からできあがった物にも、さまざまな

方法や知識が必要である。馬、ラクダ、羊、ヤギ、牛の 5種類の家畜の乳から作られる乳

製品を総称して「白いごちそ」と言って、モンゴルでは、最も尊い食べ物として普及した。

モンゴルの乳製品は、極めて多様で、種類が豊富である。およそ 30種あまりの乳製品の名

称が知られている。それに伴い、作る方法もさまざまである。加工する過程では、ただ知

識と技術だけではなく、厳しいルールと一定的な道徳も守らなければならない。「スンドホ

ロウヅレジ、ソログドオラグドレフ」という言葉があり、「人の家の白い食品に触るな、人

の家の馬に近着くな」という意味である。白いごちそを作っている途中では担当者以外の

人間は触ってはいけない。もし触ると乳製品が悪くなって、まずくなってしまうというい

われがある。つまり、神聖な食品に預けられていることがわかる。それ以外に民族衣装を

作る、裁縫する、刺繍する、縄、家畜の糸に紡ぐ、毛を叩く、梳る、食事や茶を作る、服

を体に合うように直す、皮や縄やひもを作ったり、いろいろなものに加工する、乗馬用馬

具、鞍につけられる装飾としてチョドルを結ぶ、鞍や尻帯を作る、オラガ（放牧馬などを

捕らえるための丸い縄つきの棒）やホイブ（オラガに結ぶ付けた輪）を用意するなどの作
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業や行事を行うにも様々な生活の徳育、知育が含められている。これらの物を作る過程で

様々な装飾をしたり、形を変えたりすることでモンゴル特有の芸術作品も生まれていたと

行って良い。 

 

3.3 食事と遊び 

 

モンゴルの知識教育と生活教育以外に食事や遊びの中でも子どもを正しい価値観で成長

させることが行われていた。食事では季節の物を食べさせるという厳しいルールを守って

いる。伝統的な教育では食事の中で、いろいろなものを教えることが親の義務であった。

モンゴル民族の伝統的な食糧である家畜（羊、牛、山羊）の骨から肉をかじり取り、また

羊肉や牛肉のスープを飲むことは、人間の体にとって重要な意味をもっている。その中で

子どもの言語力をどのように発達させるかという点に関しては、モンゴル人の間には昔か

ら生まれた子ども（0歳～0.5歳）に羊の尻尾をおしゃぶりさせるという伝統がある。最初

は 0.6～１歳の子どもに羊の肉を噛ませ、１～２歳までの子どもには骨髄（こずい）の肉

をかじり取らせる。そして、３歳以上の子どもには背骨、首、また肋骨（ろっこつ）の肉

をかじり取らせるのである。これらの行動は子ども達にとっては、言語力を高めるための

重要なトレーニングになっている。文字を正確に読むためのトレーニングとして口をあけ

る、唇をすぼめる、歯をむき出す、吸い取るといった行動は、骨をかじり取る過程で行わ

れており、さらに首、背骨の肉をかじり取る事で子どもの思考力が発達するのである。例

えば、首の肉をかじり取るのは「回してかじり取るには首の肉が美味しい、再会するには

母親が良い」という格言があり、骨の肉をかじり取る事で子どもは会話が出来、また識別

する事が出来、更にものを数えられるといった、さまざまなことが出来るようになってい

く。しかし、年上の人の前では、羊の肩甲骨の肉をかじり取ってはいけないというような、

尊敬の気持ちを持たせるような教育をする。また、「子どもが骨の肉を綺麗に取ることでこ

の家族は裕福になる見込み」38という言葉から、子どもの食欲と幼いごろから細かいことに
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気をつけることと、日本で言う「勿体無い」という生活観をもたせていた。 

モンゴル人は、昔から子どもの食事の後に、必ずさせる事がある。それは、容器（器、

茶碗、）を舐めるという習慣である。その意義は、以下 2点で解釈できる。1、子どもは器

（うつわん）を舐める事で、喉や口の筋肉の働きが発達し、当時の子ども達はほとんど喉

を痛める事はなかった。2、器を舐めるという行為で、喉や口の筋肉の働きが発達した結果、

正確な発音することが出来る。例えば、正しい発音すること、また正しく口を開ける事、

器を舐めるためには器を回し、こうした事で子どもの手の筋肉の働きが発達する。器を舐

める事で器も奇麗になるという発想は、また思考力の発達にも繋ぐ。これらの行動は、幼

い子ども達の健康のための習慣であった。 

 

3.4 子ども達の遊び 

 

モンゴルの子ども達には、さまざまな伝統的な遊びがあった。例えば、モンゴル相撲、

競馬、弓矢などの身体を使い将来の生活手段としての力を育む遊びや、知能を高めるため

の遊びがある。その知育の遊びの代表が、羊の後ろ足のくるぶしの骨「シャガイ」39で遊ぶ

ことなどである。今でも、就学前の子ども達の遊びはたくさんある。これらの遊びを通し

て、子ども達は心身の成長発達や、生活に必要な力、知識や社会のルールを身につけてい

ったのである。 

 

4．考察 

 

ここまでは、ゲリチル地域の位置づけをはじめとする、遊牧生活の自然感覚、伝統的な

教育方法について考察したものである。ゲリチル地域を含む大勢のモンゴル人も牛、馬、

ヒツジ、ヤギ、ラクダを必ずしも舎飼いにすることなく、草原に放っておいても掌握する

ことができる形態家畜化させてきたのである。遊牧民として、家畜を草原に放牧し、家畜
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の世話をはじめ、家畜の乳や肉を食べ、毛皮を衣住に用い、馬や牛を交通に使っていた。

その中で、自然に頼り、自然と闘い、自然を守る中で豊かな生活を送っていた。また、遊

牧民族の豊か文化及び歴史を数千年を通じて作ってきたのである。 

また、遊牧民は大自然と共に生き、その自然と共に生きる知識を家庭の教育を通して、

代々に教え伝えていたのである。子どもは小さい頃から親と一緒に仕事をし、実際の仕事

の過程で、様々仕事の技術を身につけて行く。例えば、フェルトをつくる技術、馬車を使

う技術、皮製のものつくり技術、馬術と弓術、猟をする技術、家畜生産加工技術などを身

につける。 

モンゴル民族の手芸や技術に習熟した人々は、自分たちの専門的技能を、自分の子ども

や他の家の才能があり興味を持っている子ども達に、自分の手芸や職人の技を教えてきた。

これらの家庭教育の中で教えられていた知識が現在の専門教育として教えられていること

もあるが、家庭教育の弱点は、理論水準がそれほど高くなく、経験を主にしていたことで

ある。モンゴル人の地域教育を充実させるためには、モンゴルの家庭教育の教育素材と方

法を学校でも教えられるように開発していかなければならないと考えられる。       

次に、現代社会の中で、経済発展による、消費主義や機器に頼った生活の中でのゲリチ

ル地域はどのように変化しているか、また、当地域の子ども達の生活実態を検討していく。 
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第 2 節 社会生活の変化によるゲリチル地域の生活実態 

 

ゲルチル地域にはじめに定住をしたのは、原住民といわれるモンゴル人である。本論文

では、1900年代より 1947年までを、ゲリチル地域の定住式が形成された時期とする。 当

地域の原住民を中心に移住民が増加し、村落が次世代に形成されてきた。当時の人々は、

冬の宿営地を定住地とし、春夏だけを他の地域で遊牧し、冬の定住地との間を往復しなが

ら、家畜の放牧や、家族の食糧となるキビ40を伝統的なナモゴタリヤ41式で栽培していた。

1947 年の中国の土地革命により、土地が私有化され、家族ごとに自家用牧地を持つように

なり、定住式が全面的に生活方式となった。それまでは、ソモや村の人々に土地の分配は

なく、何頭かの家畜が与えられていた。そして、夏と冬の宿営地の間を遊牧する生活をし、

冬の宿営地では家族の中の何人かが夏の間トウモロコシや蕎麦を栽培し、農業を行い始め

た。それが今の半牧半農の生活形式に至っている。このような生活方式の変化がフェルト

の利用方法に変容をもたらす直接的な背景になったのである。 

内モンゴルの遊牧生活の変質始めたのは 1970 年ごろから 1990 年までの約 20 年間にな

るのではないかと考える。1970年に至たるまでゲリチル地域のモンゴル人の牧民は依然と

して伝統的な生活様式を喜びとしており、自然から得た経験を有効に使って遊牧生活の困

難を処理していたのも事実である。また、草原には飼料をはじめ、医学、種付け、定住に

関する科学的技術など十分に行き渡っていない状況にあった。 

ゲリチル地域の変化はさまざまな面から始まったといえる。その変化の中で表面的な現

象として注目されるのは、伝統的な木製の車輪がこの地域で見られなくなったことである。

長持ちする鉄製の車輪が壊れにくいことは間違いないが、実はそこにはもっと深い意味が

隠れていたのである。それは、牧民が自分でつくることが出来ない、草原の外からの世界

で製造されたものを移入し、それを町で購入するようになったということである。このこ

とは、すでに遊牧生活の仕組みが変わっていることを示していたのである。それに伴い社

会も変容していく。 
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当時、草原ではこのような小さな変化の背景にも大きな働きが隠されていた。それが連

鎖的に草原社会の変容にさえ繋がったのである。そうした例は他にも数多くある。例えば、

羊や特に弱い馬などを収容するための設備を泥を使った定住式の設備に変えた。このこと

は、冬営地と夏営地の区別がなくなったことを意味する。言換えれば、遊牧の中の最も基

本的な活動であるゲル42を上げての移動が減少し、定着した生活が始まったということで

あった。近年になってゲリチル地域は大きな変化があった。 

筆者は子どもの頃（1990年）この地域で育てられ、兄弟や近所の子ども達と一緒に家族

の仕事を手伝い、牛飼いになったり、大自然の中で走ったり、染物をしたり、草の薬で鞭

や虫入れなどを編んだりしていた。また、畑の仕事を手伝い、草取りや野菜の水やりなど

にも取り組んでいた。そして、小学校 4年生の頃から家畜の餌やり、庭の掃除、燃料はや

飲み水を汲むことなどいろいろな仕事をするようになった。 

その頃のゲリチル地域では、子どもは重要な働き手であり、年齢が進むにつれて、家族

の一員としてそれぞれの家庭で手伝う仕事を分担していた。例えば、朝一番に庭掃除、牛

糞の運搬仕事、昼頃は家畜に水をやり、また食事の手伝いなどにも取り組んでいた。仕事

が終わると友達の家に遊びに行く。友達の家では父親が家庭で飼っている羊の毛を紡いで

毛系をつくり、青や赤や黄色などの色に染めてセーターや靴下などを織っている風景は、

一般的に見られた光景である。筆者は幼い頃から羊毛でつくったフェルトづくりには毎年

のように参加していた。羊毛で厚い、薄い、色からなどさまざまな種類のフェルトを作り、

それをゲルに使ったり、服を作ったり、靴を作ったりすることなど、さまざまな形で取り

組んで、余ったフェルトで自分の遊ぶものを作ったりしていた。 

今日のゲリチル地域の人々から１代、或いは 2代までさかのぼれば、このような生活パ

ターンはごく普通のことであった。人々は羊肉を食べ、皮や毛を加工して衣服を作ったり、

または、畑から取った米を食事用に加工し、そのもみ殻などを家畜の餌にしたりしていた。

これらのことから分かるように 20 年前ゲリチル地域では、原料の生産から製品が実際に

使用されるまでの過程はほとんどを家庭の中で一人ひとりの仕事のもとで行われていた。
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そしてこのような伝統文化や社会環境や自然環境を背景にした生活の中で子ども達は実際

に仕事に参加し厳しい責任が与えられていたのである。 

今日、国の政策やゲリチル地域の経済発展、また漢民族文化の影響を受けるようになり、

子どもが生活している社会環境や自然環境、そして学校教育も大幅に変容したと言える。 

地域の経済発展に伴い、電気製品や携帯電話などが普及してきた。都市の工場へ働く人

もいるようになった。定住生活によって牧場も大幅に減少している。そしてこの地域の子

ども達の生活にも変化が起こり、家事を手伝う仕事は減少したのである。しかし、モンゴ

ル民族の何千年も続く遊牧文化や伝統的な生活習慣はまだ根強く残されている。ここでは、

今のゲリチル地域の伝統的なものづくりの変化を紹介するとともに子どもの家庭仕事の手

伝いを一例として紹介する。 

 

1．ゲリチル地域の伝統的なものづくり「フェルトづくり」 

 

ゲリチル地域の今まで受け続けてきたものづくりの景色の中で踏まれていた礼儀と形式

を紹介するとともに、モンゴル人が継承してきた独特な生活観と価値観を検討する。１例

として、昔から羊毛でつくられてきたフェルトづくりについて分析する。 

 

1.1 フェルトの使用方向 

 

すてに述べたように、ゲルチル地域は、内モンゴルの中央地域に位置し、牛、馬、山羊、

羊を中心に家畜としている。フェルトは羊毛を使ってつくられた敷物用の毛織物のことで

ある。 

羊毛で作ったフェルトは、精密に細かく作られているため、風や雨を通さない。また、

羊毛の特性である暖かさから、100 年前には、遊牧民の日常生活の中で幅広く使われてい

た素材である。例えば、フェルトをゲル（家）のカバー、座布団、靴下、鞍、家畜の赤ち
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ゃんを入れる袋をとして使っていた。加えて、フェルトは 1度固まると断絶しないので、

縄に縒って、紐として様々な場面で使われていた。このように、生活の中では欠かせない

重要な素材である。 

 

1.2 フェルトが内包する意味 

 

フェルトは家畜生活の環境から形成され、長い歴史の間でモンゴル人とその家畜の世話

に恩恵を与えてくれた素晴らしい素材である。その敬意と家畜の体からとった材料に対す

る愛情の意味で使用されていた。それは、結婚においてフェルトが持つ特別な意味に表わ

れている。結婚する男性と女性の両方の家族は、結婚式前に必ず新しいフェルトで作った

敷物を用意する習慣がある。それは結婚する男性と女性の新しい生活が裕福で幸せになる

ことを祈るという意味が込められている。女性の方の用意したフェルトの座布団は、花嫁

を迎えに来た花婿をその上に立たせて新しい服を着せるためにある。花婿が羊毛で作られ

たフェルトの上に立って新しい服に着替えることで、1000頭のヒツジを持つ裕福な家族に

なることを祈っているのである。男性の方で用意するフェルトの座布団は、花嫁が初めて

家に入るときに、土の上を歩かせないためのフェルトである。花嫁が花婿の家嫁として入

るときにフェルトの上に歩くことによって、花嫁が一生裕福な生活をしていけることを祈

っている。 

 

1.3 フェルトの製法 

 

フェルトづくりは一般的に夏の終わりや秋の始まりの時期に行う。【写真 3】羊毛は、羊

が夏の暑さで夏ばてにならないように夏の前に羊を剪毛し、夏が終わる頃になるとフェル

トづくりが始まる。フェルトをつくる製法は以下の 4つの手順で行われていた。１）準備

作業：フェルトは、はじめたら終わるまで途中で止めることは出来ないので、必ず風や雨
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がない天候の優れた日を選ばなければならない。そして、川岸、湖の近く、井戸のある場

所、さらに、草が多い平原を選ぶ。2）羊毛を延ばす作業 【写真 4】と【写真 5】を参照

のように、しっとりと水に濡らした牛や馬の皮の上に、昨年のフェルトを敷き、その上に

今年の新しい羊毛を平準に延ばす作業である（日本式に言えば布団作りの作業に似ている）。

3）フェルトを巻き起こす作業 写真 4を参照：子ども達が水を運び、大人は綺麗に延ばし

た羊毛をしっかり濡らす。水によく浸した後、木棒に巻く。そしてその上に水に浸した牛

の皮や馬の皮で羊毛が見えなくなるまで巻く。それから、子ども達が馬に乗ってフェルト

を引き転がしながらフェルトを硬くする。両方から引っ張って叩かせることもある。4）後

片付け 【写真７】を参照：フェルトを作り終わったあとは、残ったフェルトを子どもが

もらい自分の好きなようにボールなどを作る。最後には小さな宴会を開き、皆で酒を飲み

ながらユルール43を語って仕事を終了する。 
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【共同作業】 

すでに述べたように、フェルトは昔からの手作りの方法が継承されてきた。フェルトづ

くりは、多くの人手を使う重労働であり共同作業である。その中で、女性の行う作業（羊

毛を延ばす仕事）、男性の行う作業（フェルトを巻き起こす作業）、または子ども達の行う

作業（馬に乗ってフェルトを引き転がす作業）などを細かく分別して行う。さらにこれは、

馬も参加しなければならない共同作業である。近燐の人々に手伝いを求めながら、馬や子

ども達まで関わるのである。 

 

【風習】 

フェルトづくりでは、家畜の体から取った素材を利用しているため、素材や素材を生み

出してくれている家畜に対する感謝の気持ちを表すための儀礼も行う必要がある。また、

フェルトを作る際に、多くの人手を必要とされ、必ず決まった時期に行いつつ、遊牧生活

を運営している地域では人々の集まりが難しい。この生活条件の中でフェルトは地域にお

ける、風習として、祭りのように行われてきた。風習と儀礼については以下のようになる。 

 

【儀礼】 

遊牧民の長い歴史の中で自然と動物と共存することで培われた性格は、自然に対する敬
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意と動物に対する愛情と物を大切にする習慣として、フェルトをつくる過程にも反映され

ている。それは、儀礼により表されている。ここでいう儀礼とは、先輩や上輩に対する礼

とは異なる。使う物を生み出した源に対する感謝の気持ちを伝えることと、本体に悪いも

のが遷らないことを祈るという意味がある。モンゴルの遊牧生活で家庭用具はほとんどが

家畜から作られているので、材料を提供してくれている家畜に対する儀礼が多い。例えば、

搾乳儀礼（馬の搾乳儀礼、ヤギの搾乳儀礼）、皮塾儀礼（皮を完熟して道具をつくる）、去

勢儀礼（羊毛を剪ることや食肉のために成長させるためオスの家畜の生殖機能を奪うこと）、

家畜を殺すため儀礼、引越しする儀礼などがある。 

フェルトをつくる際の儀礼は、羊毛を使っているために羊への感謝の気持ち伝えること

と、使っている羊毛の源になる羊が元気でもっと多くなることを祈り、2 回行う。まず、

作業が始まる前に羊毛を延ばす最初の場所に、乾かした牛糞に火を付けてお寺に使うネズ

を付けて香りを上げる。そして、隣にモンゴルの特有の食品である乳製品「白いご馳走」

44とヨーグルトをおいて儀礼する。そして、礼服を着いた女性が羊毛を延ばし始める。羊毛

を延ばし終わった後は、家庭の主人がヨーグルトを羊毛の上に撒く。そして、大人たちが

羊を可愛がるような「ト、ト、ト」という声を出す。その隣では子ども達が子羊に倣って

「メ、メ、メ」と声を出す。その後主婦が、作業をしている皆に「白いご馳走」を食べさ

せる。そして、次の作業が始まる45。 

 

【祝福「ユルール」祝詞】 

「モンゴル人は吉祥の祝福で生きる」46という言葉が示すように、厳しい自然環境と共に

生きるモンゴル人は、どのようなことを行っても必ずユルールを語る。ユルールは、人々

に対する感謝の気持ちを伝えることや、相手の将来を祝福すること、また、やっているこ

とが無事に完了することなど、その場の状態に合わせて、さまざまな祝詞をつくって語る

ものである。例えば、結婚式、お正月のお礼、仕事に出る前などの場面で用いられる。 

ユルールはフェルトづくりの作業が始まる前と作業中、作業が終わった後と 3回行う。
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まず、作業開始の儀礼が終わった後、その家の主婦が手伝いに来てくれた人々に「白い御

馳走」を食べさせ、皆でユルールを語ってから仕事に出る。その一節は次の通りである。

「曇りや雨が降らないよう 吹く風が来ないよう いつも怒りや喧嘩がないよう」と、吉

祥につくり上げることを祈る。そして、2 回目の祝福は 2 回目の儀礼が終わったあとに行

われる。皆で「白いご馳走」を高く上げて持ちながら良いフェルトを作れるようにユルー

ルを語る。「乗っている馬が止まらないよ 留め紐が断絶しないよ 来られたみんなが疲

れないよ」というふうに早く作り上げることを祈る。最後は、作業が無事に完成した後、

酒や食事の宴会を行う。その宴会の席で、皆でユルールを語る。「6個カベのゲルの覆いと

なり 仏様の座布団になり 70 のゲルの覆いとなり ダライラマの座布団になり 法螺

貝のように白くなれ 緞子のよう紋になれ 雪のように白くなれ 骨のように硬くなれ」

と祈りのユルールを語った後、みんなで「ユルールが実現されるように」と言う。このよ

うな、いわば晴れの席で語られるユルールは、滔々とよどみなく、数百行にもわたること

がある。ユルールは物事に対する様々な見方を含めて、話し、内容は幅広くあるため、ユ

ルールは人々の知識のためにもなる。 

 

2．現在のフェルトを使用方向と製法 

  

1.1で述べたように現在のゲルチルソモは定住式をとり、半牧半農の生活方式である。 

家畜だけに依存する生活方式と違って、1 つの家庭で、放牧による家畜の運営と農作でカ

シミヤやトウモロコシの生産を行うというような両様の生活を共同に運営する生活方式が

行われる。また、現在の内モンゴルでは経済発展による社会体制の変化に応じ、牧畜の生

活もさまざまな対応を行っている。家畜を飼う主な目的は、家畜を市場に出し現金収入を

増やすことである。昔のように、自然環境に合わせて家畜の種類を変えることはなくとも、

市場の変化に応じて飼養する家畜の種類を変えることはある。ゲルチルソモでは、ヒツジ

肉が市場では高値で売れるため、ヒツジだけを家畜として飼養している家庭が多くなって
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いる。また、現金収入を目的にした牧畜生活では、家庭道具を家畜の体から材料を取って

作るのではなく、全ての道具は現金で市場から購入している。ゲリチルソモの生活形式で

は、夏には、冬の宿営地で農業を行い、冬の家畜の飼材のために草刈りを行う。また、3つ

から 5つの家庭から 1つの家庭が皆の家畜をまとめて遊牧にいかせる様になっている。ま

とめて家畜を遊牧にいかせた家庭には、家畜の数に応じた月ごとの給料が支払われる。農

作業においては、市場に高値で売れるトウモロコシや豆類などを栽培し、現金収入を増や

している。市場経済に応じた行動や市場から購入する道具が増えているという側面からみ

ると、彼らの生業が変化し、文化が変容していることは確実である。 

 

2.1 フェルトの使用方向の現状 

  

すでに述べたように現在のゲリチル地域では、市場経済の発展と、定住式の生活が基本

的な生活形式となっていることを受け、日常生活の中でのフェルトの役割も変容している。

例えば、定住式の生活により人々がゲル（家）で過ごすことはほとんどなくなり、石や煉

瓦で造った固定された平屋に住むようになったために、フェルトのゲルのカバーが使われ

なくなっている。遊牧している家庭も市場で売っているビニールなどを使うことがほとん

どになり、フェルトを使わなくなっている。また、フェルトで作っていた靴下、鞍、家畜

の赤ちゃんを入れる袋などは、市場で売っているすべて布で作られた袋や靴下を使ってい

る。 

ただし、現在のゲルチルソモの牧民の日常生活では活用されていないが、昔から継承さ

れてきた民族の風習にフェルトを使用するように方向が変化している。【図 3】を参照する

と分かるように現在の牧民の中では、フェルトを座布団や家庭の飾り物、玩具、筆袋など

の形で使うところが多くなっている。これらの使い方の理由はモンゴル民族の昔から継承

されてきた風習とフェルトに対する意識が深く関わっている。座布団は、モンゴル民族の

継承されてきた民族風習で結婚式に使われている。飾り物や筆袋、玩具などは、遊牧民族
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の将来の裕福な生活を祈る物として使われている。例えば、羊毛でつくったフェルトの絵

を家の中に飾ることによって、その家の羊がもっと多く増えることを祈っている。また、

子ども達にフェルトの筆袋を買ってあげることで、子ども達の成績が優秀になり、将来教

師や知識を持つ人になることを願っている。また、フェルトで子どもに玩具をつくってあ 

げることによって、将来子どもが裕福に過せることを祈るなどの意味をもってフェルト

の使用方法が変容している。 

 

100年前のフェルトの利用    50年前のフェルトの利用  50年後現在のフェルトの利用 

【図 3】フェルトの使用方向の変化 

 

2.2 現代におけるフェルトづくりの製法 

 

内モンゴルの牧畜生活の中では、手づくりのフェルトは非常に少なくなっている。家庭

で使っているフェルトは、商家が牧民家から買った羊毛を専用の機械を作って商品として

市場に売っているものである。手作りのフェルトは夏に遊牧する家庭だけで作られている。

夏に遊牧している家庭は、3～5つの家庭の家畜を集めて世話をしているため、家庭道具を

手づくりする時間が少なくない。また、村の人々は定住式の生活方式における農業も運営

しているため、多くの人手を集めて共同で作業を行うことが出来ない。また、子ども達は、

学校の寮で生活しながら教育を受けているため、子ども達の手伝いを求めることも出来な

い。このような現状によって、フェルトづくりは家庭の主人や男性が 1人で担当すること

になっている。昔のようなフェルトづくりの風習として行うことは出来なくなっている。 

家庭で作られているフェルトは、小さい形でつくられる。例えば、座布団のような形で
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つくられている。形を小さくし、昔から継承されてきた伝統的な方法が用いられる。具体

的には以下のように行われている。 

①備作業 

小さい形のフェルトを家の中でつくることが出来るため、天気と水のある場所を特に求

めない。ただ、羊毛を延ばすための硬い布を敷くだけである。そして、昔から継承されて

きた風習をめぐって、羊毛を延ばす始めの場所にお寺で使うネズに火つけてその香りを撒

き、ヨーグルトを用意する。 

②羊毛を延ばす仕事 

水にしっとり濡らした硬い布の上に羊毛を平準に延ばす作業である（日本式に言えば布 

団作りの作業に似ている）。 

③フェルトを巻き起こす作業 

羊毛を延ばし終わった後水でしっかり濡らす。水でよく浸した後木棒に巻く。そしてそ

の上に浸した厚い布で羊毛が見えなくなるまで巻く。そして、1 つの馬の後ろに巻いた羊

毛を引き転がしながら走る。 

 

【表 2】生活変化によるフェルトづくり製法変化の比較 

フェルトの製法 伝統的なフェルトの製法 現代のフェルトをつくる方法 

フェルトづくりの形

式の変化 

小さいときは、4つの壁を持つゲルを巻く大き

さ役（約 13ｍ）大きい時は８つの壁をゲルを巻く

ことが出来る。（約 26ｍ） 

座布団の大きさ（約 2ｍ） 

作業の規模の変化 近隣の人々との共同作業 家庭の男性が 1人で担当する。 

場所の変化 
自然条件を求めていた。 

家の中で行われるため自然条

件を求めない。 

作業に関わる家族の

割合 

女の人は羊毛を延ばす作業を行う。 

男性はフェルトを水濡らす作業とまく作業。 

子ども達は水を運ぶ仕事と馬に乗ってフェルトを

引き転がしながら走ることである。 

すべての仕事を男性 1 人で担

当する。 

 

文化の内包されて

いる状況 

儀礼 
作業始める前、作業中、作業

終了後、３回行っていた。 

作業始まる前 1回行っている。 

祝福「ユルール」

祝詞 

作業が始める前、作業中、作

業終了後、3回行っていた。 

行っていない。 
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以上、ゲリチル地域のモンゴル民族の伝統的な道具であるフェルトづくりを対象に、生

活者がいかにフェルトづくりを行い、生活づくりを行ってきたかを考察し、生活変化に伴

ってフェルトづくりにもたらされた変化と、それによる文化の変容を調査した。 

 

3．今日の子どもの生活実態 

 

ここでは、子ども達の寮生活と家庭生活が大きく違いがあるため、分けて調査すること

とした。 

 

3.1 家庭生活 

 

ゲルチル小学校の子ども達のほぼ全員の家族は牧畜及び半農半牧の生活を送っている。

子ども達は小さい頃から家畜の動物との関わりが多い。例えば、幼児園に行く時期までは

馬に乗ったり、山羊の子と遊んだりすることが多い。しかし、幼児園に入る時点から学校

の寮或いは、学校の近隣にアパートなどを借りて母親、祖父母と一緒に暮らすことになる。

ゲルチル小学校で 10 日間授業を行って 3 日間休むという牧場生活の不便さに対応した制

度で行っている。つまり、子ども達は、冬休みの 1か月半と夏休みの 1か月半の期間、ま

た半月に 3日間は家族と一緒に過ごす時間がある。小学校から塾に入る子どもは年に 2週

間しか家族と一緒にいる時間がない。このように、牧場の子ども達は家族といる時間で、

生活の体験することが出来、自由に遊ぶ時間がある。家族は定住式の生活方式に多くの家

庭が 1 つの場所に住んでいるため子どもの間で、遊び集団が出来ることが考えられるが

人々が多く集まっているため子どもの安全を考え、集団或いはグループで遊ぶことがほと

んどない状況である。また、夏休みと冬休みの合計 3か月の休みがあるが、親も自分自身

の持っている知識や経験が子どもの未来に役に立つかどうかについて疑問を抱え、子ども

達の家庭での手伝いや家庭で教育することに戸惑いを感じている状態であり、家庭で教え
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るという感覚が無くなってきている。子ども達は休みの時間で宿題をする、パソコンゲー

ム、テレビを見ることが多く、外で遊ぶことや家庭の手伝い時間が少ない状態となってい

る。このような状況の中で子ども達と親とのコミュニケーションのあり方が希薄化してい

る。                  

 

3.2 学校の生活 

 

内モンゴルでは中国全国と同様に義務教育が行われている。ゲルチル小学校の教育も全

国と同様に義務教育が行われているが、進学試験に適応し、学習成績の競争が激化してい

る。子ども達は優秀な成績を得るため文学や数学など進学試験での成績を求める主要な授

業の学習に注目し、音楽、体育、美術などの成績を求めない授業に参加する時間がなくな

っている。物を作るなどの子どもの心身の発達に関わる活動はあまり実施されていないた

め、子ども達が興味を持っても行う場所がない。次に子ども達の学校での 1日の生活を参

観すれば以下のようになる。朝 7 時から 8 時まで朝の復習時間、8 時から 8 時 30 分まで

は、食堂で朝食、午前の授業は 8時 40分から 11時 30分まで行う。昼食は、12時 30分ま

で、そして 14時 30分まで昼寝をし、午後の授業は 14時 40分から 17時 30分まで行い、

夕食は 18時 30分まで、19時から 20時 30分までは夜の復習を行う。月曜日から金曜日ま

では、学校から出ることができず学校内で行動することになっている。子ども達の学校の

生活は、寮、教室、食堂という 3つの場でのサイクルであって、自分の自由な時間はほと

んどない。  

                   

4．考察 

 

本節では、ゲリチル地域のモンゴル民族の伝統的な道具であるフェルトづくりを対象に、

生活者がいかにフェルトづくりを行い、生活づくりを行ってきたかを考察し、生活変化に
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伴ってフェルトづくりにもたらされた変化と、それによる文化の変容を調査した。モンゴ

ル民族の伝統的な遊牧生活では、家畜の世話を行うことを中心とした生活形式である。家

畜に頼った牧民の生活の道具は全て家畜の体から作られていた。すでに述べたが、大型家

畜の糞を乾燥させて燃料として利用するほどに徹底している。その 1つにフェルトづくり

がある。昔の生活では、フェルトづくりは材料の質感を活かして道具を作り、生活の道具

として幅広く使われ、モンゴル人の生活と家畜の世話において重要な役割を果たしていた。

モンゴル人はフェルトづくりの過程でフェルトが素晴らしい道具であることに対する敬意

と、家畜の体からとった材料に対する愛情の意味を表すため、儀礼と祝福することを行っ

てきた。それが、生活や労働における風習として継承され、モンゴルの文化の形成にも関

わってきた。しかし、時代と社会の変遷とともに、フェルトが質材として生活の中で使わ

なくなり、作ることが出来なくなっている。この変遷の本質的な要因は、フェルトの代わ

りに布が使われるようになったことである。このことは、人々のフェルトに対する敬意と

愛情の表現の方式まで変容させている。 

全体的に見れば、現代の定住式、都市化、生活方式の変化と経済発展とともに人々は自

分たちの次世代を都市へ住まわせたいと考えるようになった。高学歴志向により、子ども

達を学校教育に任せるようになったために、家族集団、仲間集団の中での生活経験は減少

した。少年期における「遊び集団」さえも消え去りつつある。その上、1986年から中国義

務教育の政策が始まり、多くの遊牧民の子ども達は中学校を卒業するまでは学校の寮で過

しながら教育を受けることになった。親や家事から離れた生活の中では自立能力が身に着

くが、実際の生活方法が一切分からなくなり、共同生活の中で、物を作ることを知らない

状態にある。こうした子どもは、物つくりに対する意欲がなくなっている。こうした状況

に対して、学校教育、また美術教育の中で子ども達に手を働かせる教育がとても重要とさ

れている。 

こうした社会環境や生活環境の中でゲリチルソモの子ども達は、自然と直接接触し、実

際の事物や材料を取り扱うこと、また、それらのものを操作する実地の過程に触れられる
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風習などが日常的に見られる。従って、このような子どもの生活実態や生活様式から地域

を考慮した美術の教育が期待できる環境にいると言える。 
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第 1 章のまとめ 

 

 第１本章では、今日の子どもの成長に関して検討し、子どもの生活実態と地域の素材や

材料を活かした美術教育との関連を明らかにした。地域の材料を活かした美術教育・造形

表現活動の検討から視点を当て、研究対象となるゲリチル地域の自然の特徴及び生活環境

の実際とその変化を考察した。また、地域生活の中で子どもの関わりを考察した。そして、

最後に、地域社会に関わる学校教育の現状を考察すことにした。具体的には、以下の通り

である。 

第 1 節にゲリチル地域に地理的位置づけ、地域の特徴、伝統的な生活方式及び自然感覚

を考察した。 

まず、内モンゴル自治区は、中国の新疆ウイグル自治区、チベット自治区に次ぎ、中国

国土の１割以上を占め、日本の面積のおよそ 3 倍におよぶ東西に長い地形である47。モン

ゴル民族は遊牧民族であり、長い歴史の中で民族の特色がある家庭教育を形成してきた。

モンゴルの家庭教育が子どもに対する人間形成、道徳教育や生活技能の育成にとって重要

な役割であった。モンゴル民族の工芸芸術、美術、造形表現も家庭教育を通じて代々伝わ

ってきた。 

牧畜生活とは、基本的に牛、馬、ラクダなどの大型家畜と山羊、羊という小型家畜を組

み合わせて放牧している生活形式である。内モンゴルの牧畜民の分布の全容を、東から西

の方向へ見ていく場合、最も東では、山や森が多いために狩猟生活に合った馬、鹿を家畜

とする。中央地域では、平原やゴビが多いため、牛、馬、山羊、羊を中心に家畜としてい

る。西の方では、砂漠が多いために、ラクダを中心的に家畜としていた。家畜に依存する

ことによって厳しい自然環境に適応しなければならない。場所によって、自分たちの使い

やすい家畜を飼養することもある。昔は、家畜に頼った牧民の生活の道具は全て家畜の体

から作られていた。大型家畜の糞を乾燥させて燃料として利用するほどに徹底している。

また、地域の家畜の違いによって作られていた道具は、地域の特性を持つようになってい
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った。例えば、牛、馬が生活の中心的な家畜としている中央地域の牧民は、家庭の道具を

牛の皮や毛など特性を活かして様々な道具を作る等、また、東部の山が多い生活環境の中

で生活している牧民たちは、一番重要な家畜である鹿の角や毛を生かした生活道具を使っ

ていた。さらに、生産物としては牧畜の皮や毛、薬材などがあり、狩物としては、鹿、キ

ツネ、狼などがいる。地域の自然環境に適応する牧畜民は、その社会の独自な文化を生み

出している。これらの家畜の世話、生活の必要品、手仕事は、遊牧民家庭仕事により、次

世代に継承してきたのである。 

第 2 節では、内モンゴル自治区の社会生活の変化をゲリチル地域の生活現像により考察

を行い。さらに地域文化及び伝統的な文化根を探る中で子どもの生活実情を考察していく。

ここでは、地域の素材・材料を活かした造形表現教育の必要性から、子どもの生活変化の

現実を明らかにすることが目的である。 

 内モンゴルは、今日、中国政府に従属し、国の政策、経済発展に伴った急激な人口増加

によって、生活方式が変化し、漢民族の文化影響を受けている。それにより子どもの生活

環境や自然環境、社会環境、家庭教育、また学校教育も大幅に変容しつつある。例えば、

情報化、国際化に伴う急激な都市への人口集中が顕著になった現代社会の中では、内モン

ゴル地域も急激に定住化、都市化し、「情報化社会」が発達し、その結果、ネットを通して

の会話が急増するなど、人と人とのコミュニケーションの形が大きく変化し、地域的文化

的なアイデンティティーが失われつつある。1980 年代までは、内モンゴル自治区のモンゴ

ル民族の中で遊牧生活を過ごす割合は、50％以上であったが、現在（2011 年）伝統的な生

活や遊牧生活で過ごしているモンゴル民族は 30％しかいない状態である。定住化が進み、

経済発展とともに人々は自分たちの次世代を都市へ住ませるため、高学歴志向型の考え方

で子どもの教育を学校に任せている。家族集団、仲間集団の中での生活経験が減り、少年

期から「遊び集団」さえも消え去りつつある。 

 しかし、一方では、ゲリチル地域のモンゴル民族が数千年も続けてきた遊牧文化、伝統

的な生活習慣はまだ根強く残されている。そのため、ゲリチル地域の子どもは日常生活の
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中で、自然と直接触れ合い、実際の事物や素材材料に触れる機会はあるといえる。こうし

た子どもの生活実態や生活様式から、素材を収集し美術教育の中で造形表現、鑑賞教育に

期待することが出来ると考えられる。 

生活の中で行われているものづくりの変化に関する考察、子どもの生活実情に関する考

察を行った。 

全体的に見れば、現代の定住式、都市化、生活方式の変化と経済発展とともに人々は自

分たちの次世代を都市へ住まわせたいと考えるようになった。高学歴志向により、子ども

達を学校教育に任せるようになったために、家族集団、仲間集団の中での生活経験は減少

ている。少年期における「遊び集団」さえも消え去りつつある。さらに、1986年から中国

義務教育の政策が始まり、多くの遊牧民の子ども達は中学校卒業するまでは学校の寮で過

しながら教育を受けることになった。親や家事から離れた生活の中では自立能力が身に着

くが、実際の生活上の知識が一切分からなくなり、共同生活の中で、物を作ることに対し

て、よく知らなくなる。こうした子どもは、物づくりに対する意欲がなくなっている。こ

うした状況に対して、学校教育、また美術教育の中で子ども達に手を働かせる教育がとて

も重要とされている。 

 

＜第 1章の注＞
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2 ゴビとは、地面がほとんど小さい石がある地域をいう。 

3 日本表現辞典 weblio 辞書、http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%80%A7 、

2016 年 1 月 12 日 

4 日本表現辞典 weblio 辞書、http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%80%A7 、

2016 年 1 月 12 日 

5 尾中文哉『地域文化と学校』、北樹出版、2002 年、pp.20－21 

6 トリゲル・木村美智子 「地域性を生かした内モンゴル小学校美術教育の必要性」、『茨城大学教育学
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40 キビとは、モンゴル主食になる米である。日本の米のようなもの。 

41 ナモグタリアとは、モンゴル主食になる米を作る田んぼのことである。 

42 ゲルとはモンゴルの遊牧民が使っていた移動式の丸形家。ゲルの壁は木で折り畳むように形づくら

れている。一つのゲルは何個の折り畳む壁をあわせて作られている。内モンゴルでは、4 つ壁、6 つ

壁を持つゲルが多い。 

43 祝福の詞を言う。モンゴルでは幅広く使われている。  

44 白いご馳走とは、乳製品の総合の名称である。乳製品をモンゴルの食べ物の中で一番高級な尊重な

食物とする。乳製品色が白いため白いご馳走とする。 

45 中国教育部 『モンゴル語教科書』、内蒙古教育出版社、2013 年、p.174 

46 阿木尓巴図 『モンゴル美術の研究』、遼寧省民族出版社、2004 年、p.186 

47 一ノ瀬恵 『モンゴルに暮らす』、岩波新書 194、1994 年 10 月 5 日、p.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章   

 

今日における美術教育の意義と特質及び 

地域性を生かした授業実践の理論的な基盤 
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研究の進め方 

 

第 2章では、本研究の理論的な視点となる美術教育の意義と特質について明らかにする。

次に、地域を生かした授業実践を支える理論的な基盤について論究する。そして最後に、

本研究の対象である内モンゴルの美術教育の現状を分析する視点、地域性を生かした美術

教育の実践授業の理論構築及び考察の視点を明示する。 

まず、今日の美術による教育の意義を明らかにするため、久保貞次郎の『児童画の見方』

1を検討しつつ、内モンゴルの美術教育の問題点を明らかする視点及び造形表現ものづくり

教育の必要性について浜本昌宏の理論を考察する。次に、デューイの教育理論、『学校と社

会』2の中での生活の中で行われている仕事とその材料にかかわる教育理論の社会背景や実

践の核心である家庭生活を基盤としたものづくりに関する論理の意義を社会と学校の関係

をシカゴ大学付属実験学校の実践や理論を探りつつ検討し、地域性を生かした美術教育の

実践の理論的な基盤を構築することを意図している。さらに、構築された『学校と社会』

の仕事と材料の関係性による理論と地域性を生かした美術教育との関連性を明らかにし、

地域性を生かした実践構想の視点と可能性について論究していきたい。具体的には次のよ

うになる。 

第１節では、久保貞次郎の『児童画の見方』を検討しながら、現在の内モンゴルの小学

校の絵画教育の中の「児童表現」の問題点と「指導方法」の問題点を明らかしつつ、今日

の美術教育の意義と特質を考えた。 

久保貞次郎は、創、美の目的は子どもの創造力の育成にあり、その手段として美術教育

を位置づけている。彼は子どもの立場から美術教育の中で最も重視するのは子どもの自己

表現であることを指摘した。久保は、子どもが「幸福」になるためには「創造的」に生き

ることが必要であり、それは「抑圧」が取り除かれ「自由」な状態で絵を描くことによっ

て可能になると説いた。子どもの表現の中で美術教育の意義と美術活動の今日に必要され

る特質を次のように整理した。 

【今日の美術教育の意義】 

1）子どもの生まれ持った想像力を引き伸ばす教育である。 

2）子どもの感情と人格の健全育成をなす教育である。 
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【今日の美術活動の特質】 

1）内面を表出する自己感情を発散できる活動である。 

2）さまざまな領域に繋げる感性を培う活動である。 

3）物事に対する達成感を感じられる活動である。 

 美術教育は、美術的諸能力（創作能力、鑑賞能力）の育成という美術への教育3ではなく、

美術の特性を利用した人間形成の教育であるという意義及び特質を明確の提言し、内モン

ゴルの美術教育の現実を分析することに対して理論的な視点を明示した。 

さらに、今日の情報化及び社会発展よって生活が便利になっている中で、「消費主義の浸

透」や「情報化社会の進展」は子どもの生活の受動化・主体化の欠如、また、知性と感性

が衰退している一因となっていると考えられる。そこで、子どもが意欲的に造形表現もの

づくり活動を行い自己表現を通して知性や感性を習得することが重要になっているのであ

る。ここでは、造形表現ものづくり教育の意義について以下のように整理しておきたい。 

【今日の造形表現ものづくり教育の意義】 

1）ものの見方、感じ方を転換することができる教育である。 

2）感情を働かせ、人間の感性を培養する教育である。 

3）子どもの心身のバランスがとれる教育である。 

【今日の造形表現ものづくり教育の特質】 

1）自分の考えに基づき自己実現できる活動である。 

2）目標及び目的意識を持たせる活動である 

3）五感を発達させ、感性を培う活動である。 

造形表現ものづくり活動の意義及び特質に関する理論的な根調では、日本のものづくり

に関する研究者、森下及び浜本の実践研究及び理論研究に基づいたものである。 

第 2 節では、近年、内モンゴルでの急速な経済発展に伴った、電子及び機械の発展のよ

り、自然の素材を完熟させるには手間がかからなくなり、人々の生活が豊かで便利になっ

ていく一方である。反面、情報化社会の発展や消費主義が浸透することによって、人々は、

ものをつくることや子どもの身体経験を通して、知性、感性を発達させるという感覚がな

くなり、子どもの生活の受動性・主体性の欠如、また、知性と感性が衰退する一因となっ

ていると考えられる。そこで、デューイの『学校と生活』で述べられている生活の中で行

われている仕事とその材料にかかわり、社会や学校の関係を検討しながら、子どもの生活
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を基盤した教育の意義と特質を明らかにする。意義と特質を考えた。 

子ども達が意欲的に造形表現ものづくり活動を行い、自己表現を通して知性や感性を修

得することが重要となってくるのである。そして、子どもの生活体験を基盤にした教育の

意義については次のように整理した。 

【生活を基盤とした教育思想の意味】 

1）子どもの興味・関心を引き出す学習である 

2）生活を基盤にした学習は物事を本質的に理解できる、知性へ通じる道である 

3）子どもの構成的、創造的、能動的に探究する能力を伸ばすことができる 

4）感性を働かせることにより自己表現ができる学習である 

内モンゴルの地域や学校教育の現状、また、図画工作科学習指導要領や教科書の問題点

などをふまえ、今日における美術教育の中で子どもの生活実態を考慮した教材内容、題材

が強調される意義について論究し、地域性を生かした実践授業の理論的な基盤を明示した。 

ここでは、家庭生活や地域の文化、素材を美術教育へと発展させる理論的な側面につい

て検討を行った。具体的にはその理論的な基盤は、デューイの教育理論、『学校と社会』、

『経験と教育』の内容を検討した。デューイは、「学校生活は、課程生活から次世代に発展

すべきものである」4という信念のもと、1986 年シカゴ大学付属実験学校を設立し、家庭

生活の中で行われている作業を取り入れた新しいカリキュラムを構想し、実践したのであ

る5。 

第 3 節は、第 1 節と第 2 節の理論的な根調に基づいて、本研究における内モンゴルの美

術教育の現状を分析するための理論的な視点と地域性を生かした授業実践の理論構築を行

う。 

まず、今日の内モンゴルの美術教育の現状を分析する視点は、以下三つの部分を二つの

観点から検討してみることにした。1）教育理念（教育側の考え方）。2）教科書（題材、材

料）、3）指導方法（現場の教員の知識）。二つの観点は、A 美術教育の中で、子どもが自ら

興味、意欲を持ち、自ら主体となり、自己表現、自己実現的な美術の表現活動が行われて

いくことが可能かどうか。B 美術教育の中で、子どもが感性を働かせながらものごとに関

わり、意欲的な活動に参加することが知性へと繋がり、子どもの探究力、想像力を含む心

身の発達及び成長へ結び付くことができるかどうか。 

次に、地域性を生かした美術教育の実践授業の理論構築及び考察の視点を明示したいと
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思う。地域性を生かした美術教育では、子どもの生活拠点である「地域社会」の諸条件を

教育の場に積極的に取り入れることによって、子どもの興味、意欲を引き出す美術活動を

構成し、子どもの経験を基にした作業の過程を重視する。このような授業構成が、子ども

の興味関心を生かし、物を作り、形を構成し、創造的、能動的に探究する能力を伸ばし、

感性、知性へと繋ぐ人間形成を図る。 
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第１節 今日における美術教育の意義と特質 

 

今日の内モンゴルでは、工業化が高度に進み、経済発達、情報システムの発達により人

びとの生活が日々より便利になっている。現在の人々は物質的に恵まれた豊かな生活をし

ている。子ども達も玩具をはじめ、日常生活で欲しいものはすべてを買求めるという考え

方になっている。他方、豊かで便利な生活が子どもの心身発達の歪みの一原因ではないか

という指摘も見られている。このような現実問題の指摘は、美術教育に関しても無縁では

ないだろうと考えられる。 

内モンゴルの美術教育は日本と違って、旧ソ連の技術を中心として技法、知識を伝達す

る教育の影響を強く受け続けており、最近の 10 年前になって、知識と技術を重視した教

育から脱却し美術を通して、子どもの総合能力、感性を育む教育の道を探っているが、教

育の中で、まだまだ、「技術教育」の影が見られている。筆者は、日本に留学し、教育を受

け、日本と内モンゴルの教育の違いを実感しつつある。その中で現代の社会発展の中で行

われている美術教育は一歩遅れていることが感じられる。日本の美術教育はドイツやアメ

リカなど欧米の教育理念に影響を受け、ルソー、チゼックをはじめ、子どもの存在を尊重

し、児童画の特別な魅力を認め、造形活動の価値を 100 年前から提唱してきたのである。    

美術教育の今日の意味と特質は何か。内モンゴルの現代社会の発展に対して美術教育をど

のように考える必要があるかという問いに対して前人の研究所論に依拠しながら整理して

置きたい。 

   

1．久保貞次郎による絵画教育の意味と特質 

 

1990年代、筆者の内モンゴル自治区のモンゴル民族小学校で行われていた美術の授業は、

教師が黒板に見本の絵を手順を付け書き上げ、子ども達は、その手順に従って絵を描くと

いう形で行われていた。子ども達は美術の教科書もなかった。その時の筆者の故郷は、田

舎であり、牧畜生活を送っていた。当時、内モンゴル自治区は経済発展も遅く、携帯電話、

インターネット、テレビなどは普及しておらず、世界中の様々な情報を得ることは非常に

難しいことであった。また、内モンゴルで、モンゴル民族以外の他民族も少なく、そのた



 

 

59 

  

 

め、自給自足という生活方式がほとんどであった。教育に関しては、当地域の文字を読め

る大人及び特別な技能を持つ人々が子ども達に自分たちの分かることなどを教え、美術で

は絵を描く技術を教えていた。筆者は、小学校の時代から、光を当てた卵の明暗の描き方、

立体物の描き方などを練習し、中学校、高校を卒業するまでに、素描、スケッチ、色彩画

の絵を描く技術を簡単なレベルから難しいレベルへと練習し、美術の師範大学に進学した

のである。大学に進学した後、四年間美術の構図方法論、解放論など水彩画、油絵、版画

等の技術を練習してきたのである。筆者の美術作品、または創造作品のイメージや鑑賞方

法では、まず絵を描く技術を検討し、それから、作品の内容を見ることであった。 

日本に留学し、教育を受け、日本の小学校の図画工作の授業参観や内モンゴルと日本の

小学校の絵画交流などに参加し、日本と内モンゴルの子ども達の表現及び美術教育が大き

く違っていることを実感している。総じて、日本の子ども達の絵画表現は非常に自由な描

き方であり題材はほぼ自分の体験したことや自分の生活の一部からとられているように思

われる。逆に、内モンゴルの子ども達の絵画は、非常に整理され、題材はほぼ全員同じく

感じられる。それに美術授業の内容ではほぼ絵を描く技術を習得という教育を重視してい

る。このような状況に対し、筆者は、日本の創造美育の理論的基盤になった久保貞次郎の

『児童の見方』の事例と理論を検討することにした。 

 まず、日本の創造美育運動において「理論的な支柱」を担った人物である久保貞次郎の

略暦をまとめる。 

 

1.1 久保貞次郎の略暦と功績 

 

 久保貞次郎（1909 年 5 月～1996 年 10 月）は、昭和から平成時代の美術評論家である。

1939 年から 1943 年の間で欧米への旅行で欧米の児童画を収集し、日本の児童画との比較

研究を行い美術教育関係の雑誌や教育研究誌などに発表していた。1947 年より 1960 年戦

後の美術教育の改革、または日本全国的な規模の美術教育の創造美育運動を推進していた。

1952 年に設立した「創造美育協会（創美）」6の中心人物のひとりであり、創造美育運動に

おいて「理論的な支柱」を担った人物である。創造美育運動は戦後の美術教育に大きな影

響を与えたとされている。 

主著、著書に『ブリウゲル』（美術出版社）、『シャガール』（みすず書房）、『児童画の見
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方』（大日本図書）、『児童美術』（美術出版社）、『子どもの創造力』（黎明書房）、『児童画の

世界』（大日本図書）、『ヘンリー・ミラー絵の世界』（叢文社）、『久保貞次郎 美術の世界』

全 12 巻（叢文社）などがある。平成 4 年 6 月、町田市立国際版画美術館で「久保貞次郎

と芸術家展」が開かれ、その業績が回顧された。 

次に久保による教育観について若干に触れて行きたい。 

久保は、創美の目的は子どもの創造力の育成にあり、その手段として美術教育を位置づ

けている。彼は子どもの立場から美術教育の中で最も重視するのは子どもの内面の表現で

あることを指摘した。久保は、「子どもが「幸福」になるためには「創造的」に生きること

が必要であり、それは「抑圧」を取り除かれ「自由」な状態で絵を描くことによって可能

になる」7と説いた。 

美術教育というものはなんか子ども達の心の内部にあるものをぱっぱっと吐き出させさ

えすれば、人間の感情が解放されてこれが抑圧というものに対して抵抗して行くような基

礎とか土台を開く、それがなんか人類が本来持っているところの清らかな情操を育てるこ

とになる。また、美術教育の目的は、画家を養成することではなく、子どもが自ら、自分

の経験したことや生活を基に、絵を描き意欲的に表現していくことになるのである。「人間

の精神は最初から、二つの異なった要求をもっている。すなわち、その二つの要求のうち

一つは、所有すること、持っていること、前に経験した快楽を繰り返すことであり、もう

一つは、創造すること、実験すること、新しいことをなしとげる興味のために新しいこと

をする」8のだという教育観を持っている。 

さらに重要なことは、子どもの美術教育、絵を描く、自己表現に対する指導側の指導方

法に対して、「美術教育は絵の描き方だけを教えるものではなく、子どもの感情を健康に育

て、子どもの人格を健康に形づくらせるために必要なのである」9という。まず、子どもは

教室で自由であることが必須の条件であり、禁止や束縛やつめこみ主義は子どもの自己表

現を束縛させてしまうばかりであると述べている。また、美術の授業で指導するには、子

どもに絵を描く興味を呼び起こすための刺激と雰囲気を与えることが大切である。そして、

子どもをたえず激励することである。そしてよい絵は賞めよくない絵にも、場合によって

は拍手をあたえ、一般的に良くない絵にはだまっている。このような指導を成し遂げるに

は教師の細かな注意と子どもの個性の絶えざる研究が必要であると出張している。これは

子どもの１人ひとりの精神発達段階に応じた自由感のある指導方法であるとも言える。 
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以上のような意味で、久保は子どもの心の自由における絵画活動は能動的な創造美育の

基礎として意味、深い根を持つ人間の崇高な能力であると位置付けているのである。 

久保は当時の欧米の児童画と日本の児童画を比較研究しながら、美術教育は子どもの心

身の自由に基づき、自分の体験を繰り返し、そこから自分を開いていくことだと主張した。

筆者は、創造美育の指導法ではないだろうかと考えている。 

筆者は今日の内モンゴルのモンゴル民族小学校の子ども達の表現と授業参観で得られた

現状に対する解決方法を探究するため久保の『児童画の見方』を参考にすることにした。

欧米の児童画と日本の児童画の比較と指導を主眼にし、内モンゴルの小学校美術教育の現

状に対する教育指導方法の新しい意義を提言したい。 

次は、『児童画の見方』を基に、欧米の「児童画」の部分と「指導」の部分を筆者なりに

整理しながら、久保の美術教育の意義について、どのような見解を披露されたか、その内

容について明らかにする。 

 

1.2『児童画の見方』に見た内モンゴルの美術教育 

 

 久保は、1939年より日本の各地から 3000枚の児童作品を携帯し、10ヶ月に及び欧米の

17ヶ国へ視察旅行し、各国の児童画を収集、鑑賞しながら美術教育、児童の表現に関して

熱心に研究をはじめたのである。そしてこの著書では、欧米の国々で見た児童画及び出会

った教師たちの考え方に基づき、アメリカの児童画と日本の児童画を比較研究し、両国児

童たちの表現から当時の日本の美術教育の歪みを指摘し、絵を描く児童には絵画の技術で

はなく、児童の精神段階に応じて、自由に児童の創造力を発揮させるべきだと説いている。

日本の美術指導教師は児童の心を束縛して絵を描かせ、子どもが自由に心を展開すること

ができないようにしていると、新たな美術教育の指導方法を広めるため、創造美育運動の

進めを書いている。 

 筆者はこのような美術教育の思想や指導方法の改革の考え方、或いは、教育方法を中国や

内モンゴルで進めたいと望んでいる。この本は 1953 年に書かれたものであり、当時また

は、当時以前の日本の子どもの表現と指導方法について述べている。しかし、当時（1938

年～1953年）中国や内モンゴルでは美術教育という概念は無かった。美術といえば民間の

塾で絵を描くものであった。絵画としては、じめから素描、スケッチの練習を日々行い、
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美術専門学校を目指ことになっている。当時、「美術」、「音楽」、「体育」は「小三毛」とい

われ、親や学校の考えでは、未来がない専門であり、授業に導入することはとても考えら

れていなかった。皆に嫌がられていた科目であった。その原因は、新中国が成立し、国民

は、共産主義、献身主義など、国のためだけに一所懸命になっていたこと、「文化大革命」

10の時期による文化文明を排除する考え方に生活習慣や文化、宗教信念など全てを否定さ

れていたのである。そのような時代から（1953年）40年後の 1990年以後、美術教育はよ

うやく小学校や中学校に授業の形として導入され 2000 年以来、美術の教科書を持つよう

なったのである。 

すなわち、日本の美術教育の教育思想が新しい幕を開こうとしていた時、内モンゴルで

は「美術教育」という名前も生まれていなかったのである。当時の塾ではロシアの写実絵

画作品の影響を受け、美術は技法を指導していた。それ以来、40年の間、中国の社会主義

社会、共産主義社会の発達のために内モンゴルはもともとあった生活習慣、教育思想、宗

教信念までも変容させた。その後、中国は美術の授業は教科内容に導入されたが、美術教

育に関する先人の研究が希薄であり、また、ロシアの写実絵画の影響を受けた教育が行わ

れている。美術教育の本来の教育思想についてはまだまだ模索途中である。現代の内モン

ゴルの小学校の『課程標準』11、教育指導思想は中国の発展している都市などの様々な研究

や実践授業に基づいて造られているが現在の教師たちは、ちょうど 90 年代に絵画教育を

受けた人々であり、絵を描く技術や形などを造る基礎知識を重視している現状である。 

 
           【写真 1】『児童画の見方』の表紙12 

 

この著書では、当時の日本児童の作品と外国の児童の作品の事例を具体的に取上げ、並
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びながら児童の作品内容、表現方法を比較し、当時の日本の児童画の表現している問題点

を取上げて、美術教育の中で、児童のあるべき姿を指摘している。また、当時の日本の美

術授業を参観した事例を取上げ、教師の指導方法についての事例を取上げている。久保の

取上げた事例を見ると現在（2012年～2014年）の内モンゴルで筆者が見た美術の授業の景

色が浮かんでくる。一方、当時の欧米の児童画や美術の指導方法の考えまた、久保の欧米

の旅行から体験した児童画の鑑賞方法について内モンゴルの現在美術教育が検討する必要

があると考える。 

 ここでは、『児童画の見方』の中で取上げられた日本と欧米の児童画を比較した事例と美

術教師の授業に関する事例と現在の内モンゴルの現在の子どもの表現、美術授業の様子を

分析しながら美術教育の意義について整理しておく。美術授業とは、児童が生活の中で体

験した物事、或いは児童が生活の体験の中で感受した自分なりの理解を絵に描くこと通じ

て表現する時間であろう。表現する時間では、児童に拘束がなく自由に制作できる雰囲気

と空間が必要であると考える。 

 

【絵画表現】 

 久保貞次郎は、『児童画の表現』の中で日本の 10歳の子どもの描いた絵と「神社」アメ

リカの 11歳の女の子の描いた絵「オハイオの洪水」写真 2の表現について比較している。 

 

 
【写真 2】『児童画の見方』に掲載された「神社」、「オハイオの洪水」13 

 

久保は、この二つの絵の表現について以下の様に分析した。 
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「神社」は見た限り、門や木、石や灯篭、地面なりをただその物らしく描いている。

また、水彩画として、光と影をよく写し、遠近感もよく出ている。このよう技術的な知識

を求めて、大人や教師によって描かされている。つまり、大人の絵の真似ということであ

る。子どもの絵として少しも生き生きとしていない。そこに描かれているものは門の輪廓

であり、石灯篭や木の概念化された形であり、色と線がそこにおかれているだけであって、

本当の表現というものは何もない。これは子どもが心から自分の目で自然や世界を見てい

ないということである。また、「神社」が独創的でないことは子どもが図画によって創造力

を成長させることができていないことから明らかである14。 

 

「オハイオの洪水」の絵の中で泳いでいる人など見ても平面的で、全体的に「遠近感

も良く出て」いなければ「難しい光と影をよく写して」もいない。電信柱などにはグニャ

グニャと色が塗られている。空と水が同じ色で自然らしくない。しかし、全体が生き生き

していて、描いた子どもの感情が画面の上に油のよくさされた新しいモーターのようにダ

イナミックに表現されており、この絵を見る人々の心を捕えずにはいられない。この様な

描き方は、一瞬見たところでは雑に見える。「オハイオの洪水」は空想の世界から現実的な

世界へと進んでいく過程に、肉体的にも精神的にも非常に活動的な闘いの精神にみちた自

己出張の時代の特徴を遺憾なく表現している15。 

 

久保は、欧米 17 ヵ国、およそ 3000 点の児童画を集めて帰国した。そして、帰国後改

めて、欧米の児童画はどうして人の「心を打つのか」について考えた。 

彼らの絵は共通して羨ましいほどひとつの確立した自信を表現している。 独立の精神

に溢れている。徹底力をもっている。それで軽快なものを失わない。描かれたものは、一

筆、一刷ゆるがせずにしていない。絵を愛して描いている。したがって色も綺麗で、水彩

などは、透き通っている。淡彩で弱々しいかといえば、 非常にしっかりした力に漲ってい

る。それぞれ雰囲気をもっている。 その絵の中に子どもの心が入り込んでいる。それでは

日本の児童画はどうであろうか。「わが国の児童たちの絵は、淋しい、弱々しい、のびのび

しない、あるいは乱暴、投げやり、不徹底、概念的、形式的無表情である。絵が断片的で

まとまりがない。自分でものを考えていない。山や川、人を描きながら、難しい点に逢着

すると、それを解決しようと闘わないで、避けてしまう。水彩など濁っている。」16 
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筆者は、これらを基に、内モンゴルと日本の子ども達の絵画を比較してみると現在の内

モンゴルの子どもの絵の問題が明らかになると考えられる。 

筆者は、2012 年の日本と内モンゴルの小学校 2 年生の絵による交流プログラムを行っ

た。交流内容は、日本と内モンゴルの小学校の子ども達がお互いに自分の絵を交換してそ

れぞれ相手の国に展示することである。ここで両国の子どもの描いた布の絵について分析

したい。布絵は、両国の子ども達からそれぞれ自分の国のイメージをあらわすためにテー

マつけて、12m つつ布の上絵を描いた。内モンゴルの子ども達 82 人は「草原の生活」、日

本の子ども達 48人は「海底の世界」を描いた。【写真 3】と【写真 4】を参照。 

 

  

【写真 3】日本と内モンゴルの子ども達が描いた「海底の世界」と「草原の生活」17 

 

当時、両国の子ども達にはテーマだけを出し、2 時間を使い、自分の好きなものを描い

た。現場の子ども達の雰囲気と描きだした絵について次のように整理することができる。 

内モンゴルの子ども達は、それぞれ自分の場所で、まるで訓練しているように静かで熱

心に草原のイメージを描き始めた。当時の先生は、「子ども達は事前にも草原の絵描いてい

たので大丈夫」と言っていた。63人の子ども達全員が同じく太陽を１番上に描き、次に雲

を描き１番下に緑の草とモンゴルの家を描いた。全員の絵が似たような構図で描かれてい

た。それに対し、日本の子ども達は、全員が、場所も分けず、それぞれ海の動物や生物の

形も違う。また周りの子どもが描いていないものを描こうと一生懸命考えている子どもも

いた。また、自分が何かをしている様子を描いている子どももいた。 

このことから、内モンゴルの子ども達は今の日本の子ども達より自由がないことを分か
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った。なぜなら、絵を描いている雰囲気から、子ども達は授業の中で先生と自由に話し、

自分の考えたことを自由に発表することができていないからである。自分が描いている絵

を先生に見せ、先生から自分の描いたものが正しいかどうかを何度も確かめる子どもが何

人もおり、何らかに束縛されているように感じられる。また、絵を見ると全員が描き方を

統一している。久保は、このような絵を概念画と言っている。大人や教師が草原というイ

メージを授業の中で何となく子ども達に押し付けて、子ども達の頭にイメージを作ってい

る。そして、子ども達は自分で考えて絵を描こうとしなくなり、自分の眼で見た物事を自

分の考えで表現しょうとしなくなっている。逆に日本の子ども達は自分の好きなものの名

前や形をお互いに話し、ワイワイしながら絵を描いている。現場に校長先生や大学の教授、

町の新聞者のカメラマンを含めた大人がいても子ども達は束縛されている様子や恥ずかし

いという様子は見られない。また、子ども達は自分の考えたものを勝手に描き、大きさな

どを気にせず描いている。 

この時は、現在の内モンゴルの子ども達の様子や絵は日本の 1950 年代の様子と同じよ

うに考えられた。現在の日本のように、子ども達が自由に絵を描くことを改革しなければ

ならないと感じた。 

久保は 「美術教育は絵の描き方だけを教えるものではない。美術教育は子どもの感情を

健康に育て、子どもの人格を健康に形づくらせるために必要なのである」18と主張する。そ

のためには、 「子どもは教室で自由であることが必須の条件である。禁止や束縛や、つめ

こみ主義は子どもの自己表現を束縛させてしまうばかりである」19と久保は言い、映画『絵

を描く子ども達』が「社会に投げかける重要な新しい意味がある」と指摘している。これ

は 1950 年代の日本の学校教育や社会に対する指摘である。21 世紀初頭の現代において

は、教室における禁止や束縛は緩やかになったが、教室における子どもの「自己表現」が

生き生きと豊かに変容してきたと言えるだろうか。 

次は、『児童画の見方』で取上げた日本の指導方法と現在の内モンゴル美術の指導方法に

ついて分析してみたい。 

 

【指導】 

久保は、当時の日本の図画教育の指導方法をに関して、日本の 2年生の教室で婦人の先

生の授業について取上げた。例では、次のようにの書いている。 
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「図画の時間に、生徒の前に立っている彼女は、こわき、文部省小学校学習指導要領

解説図画工作編をかかえている。この本のおかげでこの婦人はたいへん自信をいだいてい

るようだ。彼女はしゃべる。「さあ、皆さん、今日は乗物の絵を描きましょう」「クレヨン

と紙を出しなさい。」「みなさんは汽車を見たことがあるでしょう。ある人は手をあげて。

よろうしい」「ここに、自動車が走っているところの絵があります。」彼女は昨日用意した

絵本の乗物の頁を生徒にしめす。「それから、あなたがたの友だちが描いた汽かん車のクレ

ヨン画がここにありますよ。さあよく見て。」「それから、みなさん、どんな乗物を描くか、

描く前によく考えなさい。」「さあ考えが決った人ははじめなさい。」子ども達がワイワイと

騒ぎ、かきはじめると先生は「みなさん、静かに！黙って静かにして描かないといい絵は

できませんよ」という。そうして生徒がしかたなくいくら静まってクレヨンを働かしてい

る机のあいだを通りながら、こどもたちの絵についていちいち気のついたことをいう。「A

さん、あなたの絵は自動車より人間のほうが大きいじゃありませんか。」「B 君、車の前と

後ろと大きさが違うのは変ですよ。」「Cさん、この地面の色は濃すぎますよ」「D君、あん

たの描き方は乱暴ね」「Eさん、何しているのですか。早く描かなくてはだめ。」「Fさん、

この道のところに 2 本くらい描くと良くなるわね。」こうしてベルの鳴るまで彼女の熱心

な指導というのが続けられる。」20 

 

久保はこのような指導は子どもへの抑圧に過ぎないと指摘した。図画教育は、児童の精

神の発達段階を正しく考えなければ、子どもの図画の本当の美しさを見落としやすいとい

う重大な問題が横たわる。ところが、我が国の図画教育の指導者たちはこの児童の精神の

発達の段階と図画を正確に結び付けて評価をすることを怠っている。しかも、図画教育の

指導者層の間で自分の評価と他の人々の評価とどう違うかを公平に正しく討議し研究を深

めようという熱意が薄いのではないだろうか。 

久保の当時（1950年頃）の日本の指導方法の例は現在の内モンゴルの美術授業の中で当

たり前のように行われている。美術の教師は、授業の初めの 15分を使ってなんらかの物語

を子ども達に聞かせる。そして黒板に自分の考えたことについて描き、子ども達に従って

描くように指摘し、さまざまな絵を描く技術を子どもに熱心に教える。 

美術の授業は、まず、第 1に子どもに絵を描く興味を呼びおこすために刺激と雰囲気を
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与えることが必要である。次に子どもを絶えず激励することである。 

そして、良い絵は賞め良くない絵にも、場合によっては拍手をあたえ、一般には良くな

い絵には黙っている。このような指導を成し遂げるには、教師の細かな注意と子どもの個

性の絶えざる研究が必要であり、それは放任ではなくて、実に難しい仕事であり、そして

やりがいのある仕事である。 

以上は久保の『児童画の見方』の「日本と世界の比較」「指導」の部分の内容を取上げ、

整理しながら、内モンゴルの現在の美術教育の中での実際の問題を明らかにした。筆者は、

久保の「児童画の見方」を通し、その中の世界の美術の教育方法を通して、現在の内モン

ゴル美術教育、絵画教育では、指導方法のやり方に間違いがあるだけではなく、美術教育

に関する考え方を改めて研究する必要があると考えられる。そのために美術教育の意義と

特質を認識しなければならないと考える。 

 

1.3 今日における美術教育の意義 

 

久保は、美術教育は、美術を通しての創造教育であり、子どもが生まれつきている創造

力を美術を通じて励まし育てることであるという。美術教育の意義は、子どもの創意工夫

に基づいて自由な活動や自己表現ができる場である。自由に解放した場子どもが絵を描き

たくなる雰囲気を与える。そして、子どもが自分の好きな色や紙を使って自分の見た世界

を自分なりに表現することである。このような美術教育は、子どもの感情を健康に育て、

こどもの人格を健康に形づくらせるために必要なのである。子どもが「幸福」になるため

には「創造的」に生きることが必要であり、それは「抑圧」を取り除かれ「自由」な状態

で絵を描くことによって可能になる。現在の内モンゴルでは、美術教育のこれらの意義と

特質について認識しなければならない。 

以上を前提として確認しながら美術教育の意義を次のように整理することができる。 

 

1）子どもの生まれづきの創造力を引き伸ばす教育である。 

子どもは、家庭や生活の中で体験したことを紙に描くことで自分なりに繰り返して表現

をしている。そこからまた新たなことを思い出したことを描こうとする意欲が出てくる。

そして、子どもは、また、新たな物や事を考えて描く。つまり、子どもは自分で自由な空
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気の中で表現し、さまざまな物や事に対し想像したり、考えたりして絵を描くようになる。

そして自分の力で考えることによって自分との交流ができ、新たな考えや形を思いつくこ

とができる。このような教育によって、子どもの創造能力を伸ばすことになるのである。 

 

2）子どもの感情を健康に育て、人格を健康に形づくらせる教育である。 

絵を描くことは他の授業と異なって、文字を覚え、計算のやり方などを勉強することで

はなく、自分で考えて、自分のことを表現することである。どんな人にとっても共通の価

値を生み出す活動であり、人間は絵を描くことによって自分の見た世界や自分の体験した

ことや自分のイメージを絵画で表現する。従って、自由に解放した場所で絵を描く過程で、

子どもは自分の世界や経験を繰り返し、さまざまなことを考えながら、自分をもう一度見

直しているということになる。このような時間や場所で、子どもの心は落ちつき、自己表

現の楽しさが生まれるものだろう。生活の中で感じたこと、考えたことを自分なりの方法

で表現して楽しむことを通して、豊かなイメージと感性、創造性を育むことができる。つ

まり、物事に対する自分の感情を表現することである。自分の心の中にあるものを身体の

動作を通じて実現することによって、子どもの発達段階によるさまざまな気持ちを散放す

ることができる。 

 

1.4 今日における美術教育の特質 

 

では、美術教育はどのような特質を持っているのであろうか。概観してみたい。 

 

1）自己感情を発散できる活動である 

 絵は子どもの心、言葉であると言われるように子どもが腕を動かし、そこに紙があり、

筆があり、絵の具があれば赤ちゃんでも塗りたくなる。何枚か描くうちに、段々と心が落

ち着き、他人ではどうにもしてあげられない感情を、自分の力で克服することができる。

子どもは自由に絵を描く過程で、自分の物事に関する感覚やイメージ、感情を表出し、自

分との交流ができるのである。 

 

2）感情を深め、感性を養う活動である 
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子どもは生活の中でさまざまな物事と出会い、触れ合う中で、嬉怒哀楽に代表される多

くの心内的体験を重ねる。それらの絵を描く過程を通し、もう１度繰り返し、物事に対す

る感情を働かせて、表出したりする。このような活動によって子どもは物事に関する考え

方が変わったり、見方が変わったりするのである。こうして子どもの物事に対する感情が

深まり、感性が養われるのである。 

 

3）物事に対する達成感を感じる活動である 

子どもが自己の感情イメージ・内的なものを、紙に具体的に構造、設計、形にする。イ

メージは目的に向かって描かれる。つまり、目的によって自らが必要とするイメージを頭

に描くことになる。そして、目的に即して、頭の中のイメージを修正、再修正、相互調整

しながら新しいものを表現していくのである。人間の生き生きした姿は目的意識の活動の

中にあるという。目的意識の中でに生きることは、また、主体的な活動と関連することを

明記すべきであろう。 

以上、美術教育の意義を子どもの心身発達過程で、子どもの心身の健康、人格の健全な

形を作り、子どもの創造力を引き伸ばし、豊かな心を持たせる教育意義である。特質とし

ては、自己表現、自己実現的な要求を満たす活動、ものことに関する自己感情を表現し、

目的意識的な活動であり、自分の見方が感性を培養できる活動であることを整理した。 

内モンゴルでは古い受験教育の影響を受け、美術の授業は始まって 20 年も経っていな

い状況である。また、戦後のロシアの技術教育の影響を受け、美術教育に対する研究は本

当に薄いものである。近年になって子どもの表現について気を使うようになっているが、

美術教育を語学や数学のように、技法を練習し、遠近法について教えている状況である。 

以上の久保貞次郎の『児童画の見方』について分析し、今後の内モンゴルの美術教育の

現状に対して、『児童画の見方』の内容を検討し、教育方法や指導方法の思想について改革

する必要があると考える。 

 今日、内モンゴルでは、テレビや携帯電話が普及するなど急速な経済発展の影響を受け、

情報化社会や消費中心の生活方式が進んでいる。当然、子どもの主体的な判断が鈍るなど、

彼らの成長にいろいろな弊害も優慮されている。その中では、現在の内モンゴルの美術教

育は、ただ、教育の考え方の改革をすることだけでは全く足りないと感じられる。現在の

生活状況や社会発展の中で、子どもの成長発達に影響しているさまざまな原因を考え、教
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育材料、授業内容について改めて研究する必要があるだろう。 

 続けて、今日の美術教育に必要とされている造形表現ものづくり教育について考えてい

きたい。 

 

2．今日における美術教育の中で必要とされる造形表現ものづくり教育 

 

日本では、浜本、森下は、かつてのものづくりから生まれる人間性の回復をめざす視点

を唱え、工作教育の必要性を論じた。 佐藤は、 子ども達のものづくりは日常のものづく

りに終るだけでなく、子ども自身の想いが発揮される創造あるものづくりの重要さを説い

ている。今のデジタルなものの考えが支配し始めた世の中に対して、子ども自身が自分の

もつ知恵と身体を最大限に発揮し取り組めるものづくりの活動が「生きる力」の源になっ

ていることを提示している。 

筆者は日本に留学し教育を受け、日本文化も体験しつつある。日本は、工業化が高度に

進み、人々は物質的なに恵まれた豊かな生活をしていると実感している。子ども達は玩具

をはじめ、日常生活で欲しいものはすべてを手に入れることが可能で便利な生活を送って

いる。今日の内モンゴルも日本ほどではないが、急速的な経済発展に伴って都市化、情報

化社会が進められ、人々は物質に恵まれた豊かな生活へ進化されていることが実感されて

いる。子どもは玩具をはじめ、日常生活で欲しい物はすべてを手に入れることが出来る。

経済発展によって大人も日常生活の中で使うものをすべて買い取るという感覚の中で子ど

もが物を買い求めるのは一般的といった生活感になっている。このような便利な生活の中

では、子どもの心身発達の歪みの一因になっていることを様々な授業実践を通して実感し

ている。今の生活の中では、様々な整理した事物を子どもの知識や体験以上に並べられて

いる。それらを見る子ども達は何かをつくったりしたいという意欲がない。そこから何か

をつくるとするとできなくなったり、また、便利の生活の中で、何でも自動化、機械化さ

れている中で子どもは様々なものを組み合わせする中でできているという感覚がを感じず、

生活の中で自ら何かをつくることを自覚できなくなっている。このような子ども達に対し

て生活の現実を実現するものとして捉え、現実に立ち向かう姿勢を育成することが大切な

のである。内モンゴルの造形表現ものづくりに関して以上の問題を、今日の美術教育の中

で「造形表現ものづくり教育」が強調される背景だと考えられる。では、ものづくり教育
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の今日の意義や活動の特質は何か、また、現代社会に生きる子ども達に対して、ものづく

り教育をどのように取り入れることが必要であるかを検討するため、日本の教育者、浜本

昌宏の理論を考察してみる。 

 

2.1 造形表現ものづくり教育の概念 

 

ものづくり、あるいはものづくり教育はいろいろな次元や立場でとらえられる。一般的

にものづくりは、工業製品あるいは精密機械や芸術品などをつくることを意味する。その

ための技術的な知識を教える営みが、ものづくり教育と認識される。 

本研究の中ではものづくりを「造形的なものづくり教育」の意味でとらえ、その中で主

に小学校の子どもを対象として材料を使い、ものをつくる活動全般、具体的には立体的な

ものづくり、「装飾・設計」や「工芸」「彫刻」などを含む三次元の造形的な表現活動全般

を意味でとらえたい。 

 

ものをつくることについて日本のものづくり教育唱道者の浜本昌宏は、人類の発達の歴

史がすでに示すように、手や道具を使っての創造的生活は、身心の発達を促し、人間その

ものを育み、豊かな文化的諸能力の形成の基盤 として、決定的な役割を果たしてきたと述

べている。つまり、人間は自然に働きかけ何かをつくる過程で身心の発達を促進してきた

というのである 。 

人々は生活の中で、大自然と向き合い、生きていくために何らかの目的で物をつくる。

その何らかの目的でつくっている過程で、さまざまな方法を考えたり、形を想像したりす

る中で 1つの形をつくりだす。つまり、ものをつくる過程で頭脳を働かしたり、体を働か

したりする中で、知性と感性が 1つになって動きだすのである。このように何千年も前か

ら人間は大自然の中でものをつくり頭脳を発達させ、それをもっとさまざまなものを思い

つき、そこからまた新しいものを創造して次世代に継承して現在のすべてを創造してきた

のであると考える。 

 

浜本昌宏は、ものづくりは人間ならではの崇高な能力であり、幼児期の造形表現ものつ

くりはその基軸として位置づくと出張している。子どもが出会うであろう事実の１つひと
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つが、やがて知識や知惠を生み出す種子だとしたら、子どもは普段の生活の中で、外界に

接触していく中で、外界のさまざまな物事に好奇心を持ち、それを知るためにものに触れ

たり、ものの美しいさや神秘性に感動したり、物事を想像したりするなど感性を働かせて

いる。子どもは物に触れたり、形を考えたり、物事のつながりや物質の実感を感じ取った

りする。さらに、ものづくりの中で子どもは自らものの形を考えたり、自分の経験やイメ

ージを想像したり、知を働かせることで子どもは自分と外界と繋げていけるよう発展して

いくのである。また、ものを自分の思い通りやイメージ通りに形にさせるためには物の質

感や根源を考慮して、自分だけの考え方ではなく、物の質を感じたり、言葉で交わして伝

えあったり、イメージを駆使して想像するなど、自らの感性や思い、意志と響き合って創

造的な表現活動を質的に発展していくことができる。 

 

ものづくりは、総合的な内容を含んでおり、子どもの発達につながる根源的な学習であ

り、人間にとって表現活動の世界は精神活動の世界そのものであると考えられる。 

 

2.2  造形表現ものづくり教育を必要とされる背景 

  

今日の子ども達にとって、なぜものづくり教育が必要とされているか。これについて、

内モンゴルの研究者包格日楽吐は、以下のように取り上げている。 

「今日の世界的な経済発展に伴い、人々の生活は急速に変化した。それは、人々は日

常生活の道具や必要品をはじめ、子どもの玩具まで買い求めるという形へ変化していると

いうことである。生活の中で何でも買い求め、金で計算するという考え方が生活の大部分

になり、人々は生活の中で余った素材や自然材料を生かして何らかに使ってみようという

ことを考えなくなっている。さらに、子どもの玩具は次から次へと作り出された物が並び、

子どもは自分で何かを作って遊ぶという感覚が無くなっており、その上、テレビやゲーム

等で日常的に体を動かすことが少なくなっている。」21 

 

また、榎原弘二郎は、社会環境の背景から「消費主義の浸透」から分析し、子ども達の

生活は大人と同様、消費中心となるためものづくり活動は失われがちとなると言っている。  

 また、「物に対する主体的な関わりが形成できず、生活は受動化し、生活から生まれる具
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体的な要求は見失われる」22ことになる。これについて、包格日楽吐は、「子どもが消費を

中心に、必要なものをいつでも買うことができ、かつ満足できるため、主体的な要求は弱

まり、自らの生活に対する要求が自覚できないことになっている。このような生活に慣れ

た子どもからは生き生きとした創造的な要求が生まれてこないのではないだろうか。」23 

情報システムが日々より進歩し、内モンゴルは日本より社会進化が遅れてはいるが、世

界中のさまざまな物や情報を目にすることができ、古くから手つくりで作られた家庭道具

やものを捨て、現在の流行の物やプラスチックの道具へ変化している。もちろん、パソコ

ンや電子商品は最も良いものになっている。伝統の文化が含まれている道具や装飾品など

はまるでごみのように捨てられている現状である。また、急激な都市化によりさまざまな

民族や環境から入ってきた人々の生活が一括化され、人々の一番求める生活は高層ビルに

住み、プラスチックの製品、電子商品が部屋いっぱいに並べられることになっている。人々

の無意識のうちに継承されきた伝統文化、礼儀やモラルが消えているのが現状である。 

このような現状に対し榎原氏は、情報化社会の進展だとまとめている。「情報化社会の進

展」は、「人々がメディアを通して知識や情報を受け取ることが多くなり、その反面は現実

との直接的な関わりを次世代に失ってきている」24という社会環境に由来する。映像メディ

アは常に他人によって作られたものであり、見たり聞いたりするものを受け身にさせるの

である。それは、「自らの五感を働かせて獲得した情報ではないがゆえに、質感を伴ってい

ない。つまり、ものとしての質感を失っている」25と言う。情報化社会の中で生活している

子どもの発達にとって最も重要なことは現実を現実として捉えて、現実に立ち向かう姿勢

を育成することである。 

ここでは、現在や未来に生きる人々が必ず伝統的な文化を受け続けるという意味ではな

く、今まで生きてきた人々の知惠や能力、素晴らしさ、更にノウハウから学び、活かす姿

勢をとることである。異なる生活環境に生きる人々の生活文化は異なる。異なる地域や民

族の文化も生活方式によって独特の文化がある。それぞれの地域に生きてきた人々の作っ

た道具や物には、そこに住む人々が生活環境の中で生きるためにさまざまな工夫を使って

つくった物である。その中にはこれまで生きてきた民族の知惠・能力の素晴らしさが含ま

れているに違いない。その意味で、我々は自分たちを育てくれた独自のものづくり文化を

尊重すべきである。また地域に見られる知惠と能力を基盤にして人間性をつくる必要があ

ると考えられる。 
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2.3 今日における造形表現ものづくり教育の意義 

 

浜本昌宏は、造形表現ものつくりの活動は、「精神活動の世界そのものであり、感じ、思

い（想い）から創造へと実践的に高揚する、まさに生を充実する営みといえよう。今日求

めるられるものは、その表現活動の中心的役割が、まさに人間として、美的創造的に生き

る力や人格の全面的発達のためにあるという観点でありその実践である。」
26
と述べている。  

ものづくり教育の意義はその過程にあることに留意しなければならないと考える。それ

は、自己形成・主体の形成とも関連しているからである。ものづくりのプロセスにおいて

は、具体的な対象に道具を使って働きかけ、自らのイメージのもとに変形させるという主

体的な活動である。したがって、ものづくりはものをつくる主体である子どもに対して、

明確で具体的な目標の提示が必要となる。子ども達が木を削り、粘土をこねるなど具体的

な媒介物に働きかけ、自分の思い描く形に対象を変形できなければならない。時には、材

料の抵抗に出会い、自分の力を思い知らされることがあり、それに打ち勝とうと努力する。

こうした過程を繰り返すことによって自己や主体性が形成されるのである。以上を前提と

して確認しながら造形的なものづくり教育の意義は、次のように考えられる。 

 4 つの意義をまとめられる。1）ものの見方、感じ方を転換することができる教育である。

2）ものづくり教育は共通の価値を生み出すことができる教育である。3）ものを大切にす

る習慣、自然を大切にする生活態度を育成する教育である。4）子どもの心身のバランスが

とれる教育である。 

 

1）ものの見方、感じ方を転換することができる教育である。 

 今の子ども達は、手先を使って遊ぶことが少なくなった。パソコンのキーボードをすご

いスピードで操作するなど、手の使い方法がちがっていることによって鉛筆を削れない子

どももいる。このような、消費主義的なものの捉え方で、子ども達は自然の素材を使って、、

製作し、なにか使えるものに形させることを考えなくなっている。このような現実に対し

て、美術の造形表現活動を通して、子ども達は素材を組み合わせたり、形を作ることで、

生活の中で、毎日のように使って物の基礎的な材実を理解したり、自らの生活実感を通し

てものを捉えることへの転換である。このような活動はつくり出されたイメージでものを



 

 

76 

  

 

捉えるのではなく、自らの生活を基礎にしたイメージそのものが要求されるのである。も

のをつくりだすという活動が何によって支えられているかは消費的な生活では知り得なか

ったことではなかろうか。ものづくりの過程を通して、自らの生活の基盤を知ることにも

なる。また、素材材料に関わって自己表現することによって、ものを大切にする習慣、自

然を大切にする生活態度を育成する教育である。 

 

2）感情を働かせ、人間の感性を培養する教育である。 

子どもは、素材を使い、自分の思い、考えを形に表していく中で、自分の感情をこめて、

ものことを心から愛したり、大切にしたりするようになる。自然やモノに直接働きかけて

いくことを軸におく造形教育の目標は、自然やモノに働きかける技を獲得していくことで

あり、人間と自然やモノとのふれ合いの中で、人間的な感性を育くむことである。 

例えば、われわれは教師に、友達に、誰かに、挨拶カード、プレゼント、記念品などを

心を込めてつくったとしよう。このようなものづくりを通して相手への思いやりや慈しみ

あるいは感謝の気持ちを表現することは心の交流の一つとして重要である。ものに心をこ

めることによって、ものを大切にする習慣となり、ひいては自然を大切にする生活態度と

もなろう。 

 

3）子どもの心身のバランスがとれる教育である。 

子どもは、素材を手に入れ、その質感を知り、そこから自分の考え含めて形を想像する。

そして、自分の考えた形に追い込み、身体を働かせて、作り出す活動に取り込むわけであ

る。このように子どもは心身を同時に働かせている。ものづくり活動は、子どもの心と身

の共同作業であることに価値がもつ。活動の中で試行錯誤を通して目的まで到達するため

に、自らのもっている心身のあらゆる力を注ぐことになる。このような力は、心と身体が

一体になったものづくり活動においてこそ養われるものである。 

 

2.4 今日における造形表現ものづくり教育の特質 

 

ものづくり活動はどのような特質をもっているのであろうか。概観してみたい。 
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1）自分の考えに基づき自己実現できる活動である。 

現代の子どもは、高度な情報化社会が急速に広まっている中で、テレビ、パソコン、ス

マートに現れる動画を見るだけでさまざまな物事を見受けていることが習慣となっている

う。実用のためにものをつくるという手作業は意味を失い、消費がその中核に位置づけら

れるようになる。ものづくり活動は、単に生活の直接的要求を満たす面よりも、創造活動

としてつくる喜びや、ものをつくりあげたことの達成感や充実感、自己実現的な要求を満

たす面に比重がおかれてきているのである。 

 

2）目標及び目的意識を持たせる活動である。 

 現代社会の情報化、生活の便利になるとともに、子ども達は、何か受けるなど、受容す

ることという被動的な立場にいることになれ、何かを作りだすか、将来の目標等はっきり

しなくなっている。このような現状に対して、ものづくり活動は、目的意識的な活動であ

ることに価値がある。子ども達、自分のイメージや想像を形にするために、自ら計画を立

て、イメージを頭に描く。それに達成するために、目的に即してイメージを修正・再修正、

相互調整しながら新しいものを表現していくのである。造形表現ものづくり活動は、この

ような目的意識を子ども達の行動に習慣とさせることが最終的な意義を持っている。 

目的意識をもって生きることは、また、主体的な行動と関連することを銘記すべきであろ

う。 

 

3）五感の発達させ、感性を培う活動である。 

ものづくり活動の中で、子どもの五感、（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）を使って、素

材の質感を感じたる。また、素材を使って物をつくる中で、自分の感情、想像を働かせる

ことになる。その中で、自分の持つ経験、感覚、知性が関わってくるのである。この中で、

経験、感覚、知性とは、子どもの生活して、地域、自然から得られた経験、４季節に対す

る感覚、家庭生活の中で体験した物事に対する知識である。ものづくり活動の中では、子

どものこれらの経験、感覚、知性を基に、主体的な活動を行うのである。ものごとを直接

経験したり、地域や社会の材料を生かしてものをつくる造形的な活動は、子どもの感性や

知性を誕生させる。子どもが主体となった豊かで次元の高いものづくり活動には、五感や

感性が重要なファクターとなろう。以上、ものつくリ教育の特質を自己実現的な要求を満

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%96%E8%A6%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B4%E8%A6%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A6%E8%A6%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%B3%E8%A6%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%97%85%E8%A6%9A
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たす活動、目的意識的活動であり、五感や感性を培う活動であ 

 美術教育の「造形表現ものづくり」教育の今日の意義について考察し整理した。すでに、

ここまで触れてきたように、内モンゴルのゲリチル小学校の子ども達を対象の調査を通じ

て、今日の内モンゴルは社会環境の多民族化や経済発展の影響を受け、情報化社会や消費

中心生活がますます進化していく見込みで或る。当然のこと子どもの主体的判断や成長に

様々な弊害も見えている。これらに対し、美術教育が何かをできるにちいて検討していき

たい。さらに、子どもの生活経験を基にした教育に関して、デューイの『学校と社会』、『経

験と教育』の教育論に関する研究を深めていかなければならないと考える。 
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第 2 節 J デュ－イの生活を基盤とした教育思想の意味 

 

 すでに、美術教育では実用的な知識や技術を習得するよりも子どもの「自己表現」を重

視することを指摘してきた。美術の時間は、子どもに自由空間と豊かな材料を与え、自己

表現させるとともに知的な探求活動であり、人格の全面的な発達に必要不可欠な科目であ

る。これらについて、内モンゴルの小学校に実施している『美術課程標準』または教科書

にも造形表現（絵画、ものつくり）を通して、感性や知性のバランスを取ることを強調し

ている。 

本節では、地域の生活文化やものづくりを美術教育へと発展させる理論的側面について

J デュイの教育思想を検討しながら地域を考慮した美術教育の基盤的な理論を検討したい。 

 

1．デュ－イ教育思想の背景 

 

 Jデューイ（英語：John Dewey、 1859年 10月 20日 - 1952年 6月 1日）は、アメリカ

合衆国の哲学者、教育哲学者、社会思想家。アメリカでは機能主義心理学に貢献したこと

で知られている。 

18 世紀の後半のイギリスで始まった産業革命により科学が発展し、いろいろな機械が発

明され、様々な製造や交通も急速的発展していった。その結果、自然の力大規模に廉価に

利用されていった時代になっていた。19 世紀の後半から 20 世紀前半の時代では、当時の

急速的な経済発展に伴い、人々は速々と都市へと移住しはじめ、「商業的な生活」と生活が

一変し始めていた。資本主義が発展し、機械化、工業化が進むにつれて、人々は労働者と

して従事するようになった。人々の生活は、農業生活や遊牧生活の自給自足の生活方式か

ら工業や工場に勤められ給料と商品の生活へ変化した。自給自足の生活では、生活資料の

生産の全過程に携わることとなるが、工場の中では細分化された単純作業をひたすら行う

のみとなっていった。デューイはこのようなあり方にこそ、大きな問題を感じたのである。 

 

「プラトンは、奴隷というものは自分の行動において、自分の考え方ではなく、誰か

他の人の考え方を表現する人間のことである、どこかで語っている。私たちの今日の社会

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/1859%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1859%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1952%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1952%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%B2%E5%AD%A6%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%93%B2%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%80%9D%E6%83%B3
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問題は、プラトンの時代におけるよりもいちだんと解決の迫られる切実な問題である。そ

れは、仕事についての方法・目的・理解が仕事をする人間の意識のなかに存在していなけ

ればならないということであり、人間の活動がその本人にとって意味をもたなければなら

ない、ということから言えるのである。」27 

 

「わたしたちほとんどの者が生活している世界は、誰もが天職（コーリング）や仕事

（オキュペイション）、つまり為すべき何かをもっている世界である。ある人たちは経営者

であり、他の人びとは従業員である。しかしながら、前者にとってと同様、後者にとって

も大切なことは、各自が自分の日常の仕事のなかに含まれているおおいなる人間的な意義

のすべてを見据え、合点することができるような力を身につけさせる教育を受けるべきで

あるということである。今日いかに多くの被雇用者が、自分たちが操作している機械のた

んなる付属物にすぎなくなっていることか！」28 

 

つまり、経営者および労働者にとって大切なことは、自分の仕事にどのような人間的意

義が含まれているのかという点を把握しているということであるにもかかわらず、現在の

労働者は（経営者の指示の下）、機械に従事する付属物にしかすぎなくなっている、これで

は自分の考えではなく他人の考えで行動する奴隷と同じであるということです。そうでは

なくて、自らの考えに基づいて行動すべきだ、端的には主体的に行動すべきだとデューイ

は主張している。 

 

「人口は地球の隅々から都市へと、急いで集められている。生活習慣は驚くべき急激

さと徹底さとを持って変化している。自然の真理の探究は、やむところなく刺激され促進

され、生活へのその応用はたんに実用的になったばかりでなく、商業的に必要なものにな

っている。人間性の深奧に存在するものであるがゆえに最も保守的なものであるところの、

道徳上、宗教上の観念や関心さえ、深く影響を受けている。」29 

 

つまり、昔の生活や家庭の中で人々は大自然に頼りながら、その素材を利用して生活す

る中で地球や自然の奥深さを知り、自然の規律とうまく付き合う中で人間の美徳、信念を

領語し、人類の文化を創ってのである。 
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「人々が着る衣服は大部分、家屋のなかでつくられた。家族の成員は通常、羊の毛を

刈り、羊毛を梳いたり、紡いだりすることにも、機械を使うことにも慣れていたのである。

ボタンを押せば家中に電灯の光が満ちあふれるというのではなく、照明を得るための全過

程は動物を殺し、その脂肪から蠟燭の灯心を作り、これを蝋に浸して蝋燭に仕上げるまで、

骨の折れる長い手順をこなさなければならない。」30 

 

「小麦粉、材木、食料品、建築材料、家具から金物、釘蝶つがい、鎚などの類に当た

るまで、その供給物は、すぐそばの近燐で、いつも入ってみることができ、しばしば隣り

近所の集まりの中心になっていた店で作られていた。農場における原料の生産から、完成

された製品が実際に使用に供されるまで、産業過程全体が、誰の目にも明らかにされてい

た。それだけではなく、実際に、家族のすべての成員が、仕事を分担していた。子どもは、

体力と能力がつくにつれて、徐々にくつかの過程の秘訣を手ほどきされていった。それは、

直接的で、人格的な関わりごとであり、実際に仕事に参加するところでもであった。しか

し、経済や機械の進歩により人々は地球や自然との接触やその規律に関心を持てなくなり、

生活態度まで影響され、工場制度、機会に支配され、自分からの探究するなどの考えが亡

くなっている。社会進歩により、生活や家庭で失われていることについて、家庭生活の中

の手仕事を取上げられており、そのことによって教育的な価値が喪失していることを指摘

している。」31 

  

つまり工場制度が導入される以前の子ども達の生活には家庭の手伝いなど、家庭作業を

当たり前の用に存在していた。子ども達は家庭の中で、一つ家具や一つ食品を作り出すま

での全過程を見たり、物をつくったり、作業を行う中で実態に参加し作業工程を分担し、

手伝うなかで、自身体験しながら、生活の経験したりできる環境であった。すなわち、物

事を観察したり、工夫したり、完成するまで構成を想像したり、論理的に思考したりする

環境が十分あった。また、実地実物を接触したりするなかで現実感など日常的に訓練され

ていたのである。これらのことは、当たり前のように家庭の中で行われ、子ども達はその

中で、物事の関連、社会仕組みや自己の価値等を認識できていた。家庭や社会のあり方園

もが、子ども達の成長に寄与していたことが分かる。 
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しかし、工場制度の子どもを祖立てることが困難となってきている。当時の社会現状に

対し学校教育の中でどのような内容を導入する必要があるのかに関して、『学校と社会』、

『経験と教育』の中で詳しく説明する。 

  

2．学校と社会 

 

デューイは実際生活の中での経験から学ぶことが子ども達にとって大切なことであると

いう。当時の教育は子どもの生活から離れ、経験を得ることは最も困難な場所になってい

ることを指摘していた。デューイが理想とした学校教育は、家庭生活、自然環境や郷土、

産業活動、大学との自由な相互作用ができるようになっている。また、子どもの実際の生

活を学校の課程内容との関連から学びを発展させていた。家庭生活と学校生活との間に影

響力や教材や考え方が自由に相互作用すること示している。 

教育は子どもの将来の生活に対する予備ではなく子どもの生活過程である。不断に発展

し、不断に成長することは生活である。より良い教育は、生活から学習し、経験から勉強

することである。教育は一つの社会生活の過程ならば、学校は社会生活の形式である。学

校生活は、本質的に一種の小型の社会生活である。 

 

2.1 学校と社会の関係性 

  

 デューイは、当時の旧教育に対して、読む能力・書く能力・計算能力の上達等、技術、

知識を学ぶという狭い範囲で教育を行って

いることを批判している。学校は子どもの生

活から孤立し、子どもは教室に入ると家庭や

近燐で支配的であった観念、関心、活動の大

部分、自分の心から閉めださなければならな

いようになっている。こうして、学校は日常

の経験を役立てることができないので、子ど

もは学校の教科内容に対する興味や関心を持て  【図 1】デューイによる学校の象徴的図解32 

ない。また、教科内容の中で、子どもが能動的な探究するための工作、道具、材料や活動
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空間ないことに対して指摘をしている。彼は、「学校制度のいろいろな部分を統一する唯一

の方法は、実にその各部分を生活に総合することである。」33と主張している。学校は、子

どもの日常生活に関連した教科内容を設立し、子どもの近燐な生活、家庭生活、自然環境、

産業活動関連した、材料、題材、活動を導入するべきであることを出張している。 

これらについてデューイは実験学校をシカゴ大学付属実験学校を設立した。学校の全体

としての学校制度について以下のように示している。図 1 を参照。 

 

「【図１】については、イ地方に家庭があり、二本の矢印は家庭生活と学校生活との間に

影響力や教材や考え方が自由に相互作用することを示している。２については、自然環境

との関係が示されている。学舍は自然環境によって囲まれている。子どもは、そこから広

大なカントリーへと導かれる。３については産業上の諸要求及び影響力との間に自由な役

割上の相互作用がおこなわれる必要を示している。４については本来での大学、さまざま

な研究の実験施設があり、図書館や博物館の技法によってえられた資料の蓄積があり、専

門職業の諸学科が設けられている。」34 

 

 学校で学んだことと家庭生活とを結ぶこと、日常生活と職業的環境とのあいだの自然な

結合関係に気づかせること、学校制度のあらゆる部分に相互作用があることを実感させる

ことが学校に必要であることを示している。 

 

「われわれは生活の中で含まれている訓練ならびに性格形成の諸要因、すなわち、秩

序、勤勉の習慣、責任の観念、およそ社会において何ごとかを為し、何ものかを生産する

義務の観念などの訓練の諸要因をみのかすことができない。そこには、それが成されるこ

とを実際に必要とするあることがらがつねに存在し、家庭の各成員が忠実に、かつ他者と

協力して各自の本分をくださなければならない実際の必要が絶えず存在したのである。」35 

 

つまり、家庭生活の中で行われている作業や仕事には、秩序や勤勉の習慣、責任の観念

など性格形成かかわる要因が含まれているという点を注目しなければならない。生活の中

の様々な仕事を個別な仕事だと分けて考えることではなく、生活及び学習の方法と考えて

いく必要があるといえる。仕事に関わる子どもは、仕事を単なる手作業としてのみとらえ
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るのではなく、構成的作業という観点から捉えていることである。生活の中で日常的使わ

れている服や家具、料理等の構成的な形づくりに関わりながら、ものの出来上がる具体的

なイメージを考えることができ、そのイメージを基にして、構成的に形を創造していくこ

とができる活動を考えている。 

さらに、、実際の授業実践にあっては、家庭生活として独立になされるのではなく、人間

の典型的諸活動である木工、職、衣服の各授業実践において実践化されていた。 

 

2.2 生活と学習 

 

「すべての科学の統一は、地理のなかに見出される。地理の意義は、それが人間の職

業の永続的な家庭として、地球を提示することにある。人間活動にたいする関係を持たな

い世界は、世界とは言えない。人間の勤勉さと達成は、地球の中のその根を離れては、感

情でさえなく、その名に値しない。地球はすべての人間の食物の最終的源泉である。それ

は人間の絶えまない避難と保護の場所であり、すべての彼の活動の原材料であり、すべて

の彼の達成がその人間化と帰結するところの家庭なのである。それは大平野であり、大鉱

山であり、熱、光、電気のエネルギーの大給源であり、海洋、河川、山脈、平原の大景観

であり、すべてのわれわれの農業、鉱業、林業、われわれのすべての製造業と配分機関は、

部分的な要因であり用素であるに過ぎない。このような環境によって決定された職業を通

して、人類はその歴史的、政治的進歩を遂げてきたのである。これらの職業を通して、自

然の知的、情緒的解釈が発展したのである。この世界の意味を読み取り、この世界の価値

を測定するのである。」36 

 

デューイは、生活を基盤として、子どもは、家庭生活、自然環境や郷土など実生活との

関連から学びを発展させていくことを意図していた。デューイは、当時の旧教育に対して、

学校教育が子どもの実際生活から分離していることを指摘している。「子どもの立場から

は、学校における大きな浪費は、子どもが学校外で、完全で自由な方法で得られた経験を

学校自体の内部で利用できないことから来るものである。他方において、子どもは、彼が

学校で学んだものを、日常生活なかに応用できない。」と指摘している。すでに触れたよう

に、社会的な営みをつくる基本となる家庭生活の中の仕事には、秩序、勤勉の習慣、責任
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の観念、義務の観念など、性格形成にかかわる重要な要因がふくまれている。つまり家庭

生活の中の仕事には、子ども達の社会性を養う重要な機能があると捉えていたといえる。 

活動的な仕事のさまざまな形態を学校に導入することに関して、留意するべき重大な事

柄はこれらの形態を通して、学校の全精神が一新されるということである。学校は、将来

営まれるべき、ある可能な生活と抽象的で、永遠なかかわりかもたない学課を学ぶ場所で

はなく、自らを生活と関連させ、子どもが指導された生活を通じて学ぶ、子どもの住みか

になる機会を持つものとなる。学校は小型のコミュニティ、胚芽的社会になる機会をもつ。 

つまり、学校に導入する生活の中での仕事の形をそのまま取り入れることではなく、仕

事の形式に工夫し、子ともが自ら触りたくなり、関わりたくなる雰囲気と材料をとして子

どもの興味関心を持つことである。そして、子ども自らの考えで活動にとりこむことで、

原点的な素材、昔の人々から継承してきた物事の関係性及び作業に巡って形成された文化

を理解し、そこから社会的な意義を理解させるという見解である。また、子どもは自ら仕

事の仕事を通して、社会的な人間関係や人間と物の関係性を学校という場で再構成しょう

という考え方である。これらについてデューイは次の用に言う。 

 

「教育上の用語で言えば、このことは、学校におけるこれらの仕事は、日常的な雇用

の単なる実際的なな工夫や様式、料理人や裁縫師や大工としてのよりよい専門的技術の習

得であるべきではなく、自然の材料や過程にたいする科学的洞察の積極的中心であり、そ

こから子どもが、人間の歴史的発展の理解に導かれるべき出発点あることを意味する。こ

のことの実際の意義っは、一般的議論によるよりも、実際の学校の仕事からとられた一例

を通じて、よりよく説明されるだろう。」37 

 

 「十歳 十二歳、及び十三歳の少女と同時少年が、縫物や織物をしているのを見るとき

ほど、普通の知的参観者が奇異の感に打たれることはない。もしわれわれがこのことを男

の子たちにボタンを縫いつけたり、着物を繕ったりする準備を与えるという見地から見る

なら、われわれは狭い効率的な考え方に立つことになり、それでは学校におけるこの種の

作業に高い地位を与えるわけにはいかなくなるだろう。しかし、もし我々がこれを他のひ

とつの側面から見るならば、この種の作業は子どもが歴史における人類の進歩の跡をたど

る出発点となり、同時にまた子どもはそこから、使用される材料および必要とされる機械
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的原理に対する洞察を得るに至ることを見いだす。」38 

  

つまり、生活の中で行われている作業や仕事を学校教育の中に導入することは、日常生

活の中の実用的な工夫や様式、専門の技術を勉強することではなく、物をつくったり、形

を考えたりすること、自然材料や活動の過程を通して、子どもが物や事に対する区別、物

や事をの関係性について自ら理解、認識さるという目的意識で考える必要がある。 

 

3．生活を基盤とした学習の意義 

 

3.1 子どもの興味・関心を引き出す学習である 

 

 デューイは、伝統的な教育の本質をよく物語っていると指摘し、ものを聴くという態度

は、比較的に言えば、受動的な態度であり、ものを吸収する態度であると批判している。

これに対して彼は、学校のあり方を社会生活との関連から捉え、子ども達が生活にかかわ

るものを実際に構成し、創造し、探究できる環境を設定していた。そして、子ども達は教

科書のないようを教師から受動的に学ぶのではなく、実際に体験し、いろいろなものをつ

くったりする中で能動的に学びさせていくことを考えていた。これについては以下のよう

に述べる。 

学校生活と子どもの日常生活の残りの部分とを不幸にも分離してきた、障壁を打破する

のになにかがなされえるのか。このことは、ときどきそのように意味する解釈されてきた

ように、子どもが家庭ですでに経験した事柄を学校で単に取り上げるべきだということを

意味するのではなく、子どもが学校にいるときでも、家庭にいるときと同じ態度と同じ観

点を、可能な限りもつべきだということを意味をする。すなわち、子どもに、彼が学校に

行って、それ自体のためにするに直する事柄をしているあいだに、彼の家庭生活と近燐生

活のなかで、彼が熱中している遊びや仕事のなかで彼が見いだしたのと同じ関心を持たせ

ることを意味する。 

つまり、すでに触れたように、伝統的な教育の中での子ども達は、教室に入ると家庭や

近燐で支配的であった観念、関心、感動の大部分を自武運の心から閉めださなければなら

ない。こうして、学校は日常の経験を役立てることができないので、子どもに学校の教科
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に対する興味を喚起するために、あらゆる手段を使い、別の方法骨の折れる努力をしてい

る。しかし、学校で学ぶ内容を子どもの実際の生活と関連させることで子どもは自分たち

の町の中を流れている川と関係があることを学んで驚く、自分が毎日、見たり、感じたり、

触れたりしている事実のより形式的で、より明確な言明に過ぎないことを見だすことは、

多かれ少なかれ目が覚めるようなことなのである。 

 

「学校と実業生活の間には有機的関連が存在すべきだが、このことは、学校は子どもを

何か特定の実業のためにに準備すべきことを意味するのではなく、子どもの日常生活には、

子どもをめぐる実業的環境と自然的関連があるべきだということ、また、この関連を明ら

かにし、束縛から自由にし、商業的地理とか商業的数学のような特殊な科学を導入するこ

とによるのではなく、関係の日常的な傷がを生き生きと保持することによって、この関連

を意識かさせることが、学校の任務であることを意味すると述べている。」39 

 

デューイは生活の中で行われている作業の中重要的に技芸、裁縫、調理を取り入れよう

とすることを目的意識的・組織的に推進していくことを意味している。また、社会生活の

中諸仕事である木工、金工・裁縫・織物・料理等を基本的に扱う手作業・構成的作業を取

り入れることを出張している。 

 

3.2 生活を基盤とした学習は物事を本質的に理解できる、知性へ通じる道である 

   

子どもが何かに興味があり、能動的にものをつくるなか、さまざまな方法を試したり、

技術や知識を獲得したりする中で、日常生活の中であった物の質を感じたり、物事の本質

を理解したり、実物と実物の関係性を考えていく中で生活の中であったもの事の中で含ま

れている意義を理解したりするのである。このことについてデューイは次のように述べる。 

 

「あらゆる仕事に使用されるあらゆる材料について、用いられた諸過程に手伝いも、

それぞれの程度において事実である。こうした仕事は、子どもに純粋な動機を提供する。

この仕事は子どもに経験を与える。その仕事は、子どもに現実と接触させる。これらすべ

てのことをするがそれに加えて、この仕事は、その歴史的、社会的価値及び科学的な等価
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物への置き換え翻訳によって、全く解放されたのである。力及び知識における子どもの精

神の成長に伴って、この仕事はたんに愉快な仕事であることを止め、ますます理解の媒体、

道具、器官になる―そして、それによって変形されるのでる。」40 

 

つまり、子どもは、自ら何かを使って形を作るという一連の作業過程で、材料または仕

事の本質を理解していくのである。これらに対してデューイは以下の例を取上げた。 

 

「子どもはまず最初に原料―亜麻、綿の木、羊の背から刈り取った羊毛―を与えられ

る。次に、その材料の研究が、添えが用いられる用途に適合しているかどうかという見地

からなされる。例えば、綿の繊維との比較がおこなわれる。木綿産業の発達が羊毛産業と

比較して遅れて理由が、綿の繊維を種子から手作業で引き離すのが大変困難なためだった

ということを、私は子ども達が話してくれるまでは知らなかった。ある集団の子ども達が、

綿の繊維をたまざやと種子から引き離すのに三十分間作業をして、よやく一オンス足らず

のものをえることができた。彼らは、一人の人間は手で一日せいぜい一ポンドしか繰り出

せないことを容易に捕まる事ができ、また、なぜ彼らの祖先が木綿の衣服を着ないで、羊

毛の衣服を着たかを理解したのである。木綿と羊毛の相対的効用に影響するものとして、

発見されたほかの事柄の中には、綿の繊維に比べて短いこと、前者の長さは平均三分の一

インチであるのに、後者の長さは三センチにも及ぶことがあった。また、綿の繊維滑らか

でくっつきあわないが羊毛にはある種の粗さがあり、それが繊維をくっつけさせるので、

紡ぐ作業を助けるうということがあった。こどもたちは、教師からの質問や暗示に助けら

れ、実際の材料とともに、このことを自ら理解していったのである。」41 

 

「こうして、子ども達は繊維を布に作り挙げるのに必要な過程をたどった。彼らは羊

毛を梳くための最初の枠―羊毛を引きだすために、鋭いピンがついていっる二枚の板を組

み合わせたもの―を再発明した。かれらは、羊毛を紡ぐために最も簡単な過程―穴のあい

た石か何か重いもので、そのなっかを羊毛が通り、それが区売る繰る回ると繊維を引き出

すもの―を再工夫した。次に、床のうえで回転しながら紡ぐ独楽を再工夫した。子ども達

は、羊毛が徐々に引きだされ、独楽に巻きつけられる間、羊毛を手に持っていたのである。

それから、子ども達は、歴史的順序からみて、次の段階の発明に導かれたのであるが、発
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明を実験的に成し遂げることによって、その必要を理解し、その効果を、特定の産業の身

でなく、社会生活の諸様式に及ぼした効果を辿ることができた―このような仕方で、子ど

も達は、現在の完全な織機にいたるすべての家庭を概観し、現在われわれがが役立てられ

る諸ちからの利用における科学の敵応にともなうすべてのものを概観するのである。」42 

 

こうした、一連の作業の中で子ども達は、昔の人間たちが探求し、進化してすべての歴

史を実際に自らから体験してきた。作業をとして物をつくる大変さ、材料の質感、またそ

の中で含まれている知識を自ら実検したのである。このような作業を通して、物を大切に

するなどものことに対する感方が転回するのである。 

 

3.3 子どもの構成的、創造的、能動的に探究する能力を伸ばすことができる 

 

 デューイは、学校教育の中で、子どもの生活から離れた教育は子どもを受動的にし、自

分のやっていることや物に対して自ら目的をして動く事ができなくなる。これについて、

彼は以下のように言う。 

 

「プラトンは、奴隷というものは自分の行動において、自分の考え方ではなく、誰

か他の人の考え方を表現する人間のことである、とどこかで語っている。わたしたちの今

日の社会問題は、プラトンの時代におけるよりもいちだんと解決の迫られる切実な問題で

ある。それは、仕事についての方法・目的・理解が仕事をする人間の意識のなかに存在し

ていなければならないということであり、人間の活動がその本人にとって意味をもたなけ

ればならない、ということから言えるのである。」43 

 

 つまり、人間は自分の意識を持って行動しなければ、ものことの構成や完成後、まった

く想像したりすることができなくなる。また、自ら探究して、様々な形などを考えなくな

るのである。 

 

「もしわれわれはが、行動し、制作する興味が支配的であるところの人々にうったえ

るような諸々の活動を教育課程のなかに取り入れるならば、われわれは学校がその生徒た
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ちのこころをしっかりととらえて、もっと生き生きとしたもの、もっと期間も長いもの、

もっとゆたかに文化を含むものになることを見いだすであろう。」44 

 

子ども達は現在の生活上の身近な接触や事件について―父親や母親や友人について、汽

船や機関車や羊や牛について、農場や森林や海岸や山の物語について―自分たちの想像力

を働かせる。一言でいえば、必要なことは、ために、新しい、拡大しつつあるものを確実

に生き生きと実現することに、心の安らぎと満足を見出すために、経験と知識を訂正し拡

大する新しい観察がおこなわれよう、子どもが貯えらえた経験と集められた知識を引き出

し、他の子ども達と交換するように働かされる機会を提供することである。 

 

すなわち、生活の中で仕事や活動を学校教育の中に取り入れることは、子どもが興味と

関心もって作業を生き生きとおこない、文化にふれ、知性へと成長・発展していくのであ

る。子どもは、興味を持って何かを作るとき、自ら、もの事の構成を探究したり、完成後

の形について想像して手を動かすのである。 

デューイは、子ども達何かを作る中で、日常生活ので経験した精神的なものことが媒介

をとおして、あら形が表現されるという。このように子ども達に具体的な形を構成的に創

造する過程を経験させることが、想像力を働かせるのである。知識や感情は、作業の過程

で成長し、それに帰っていくといえる。 

 

3.4 感性を働かせることによる自己表現できる学習である 

 

  子どもは、実際の生活、あるいは自然に囲まれた生活の中で得た感性や知性は、実際

の場面を想定した授業の馬鹿で与えられる知識とは比較できないほう度、生きた知識とし

て身につくこと強調している。人は、実際の生活の中、植物や動物の世話をしたり、大自

然の４つ季節の中で行われている壮大な変化を感じたり、人と人の関係を感じたり、生死

分離する場面と遭遇する場面等、日々の仕事中であらゆるな感覚をもって生きているので

ある。 

デューイは自然そのもが人間の感覚を鋭敏にし、その中でうまれた仕事には常に目的と

必要が存在するという厳しさがあい、そのことが人間観察行為に刺激を与えていると出張
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している。また、「実際の必要と動機から切り離れていると、感覚訓練は単なる感覚器官の

練習となってたんにっ観察における小器用と小細工にすぎないものの獲得か、さもなけれ

ば感覚器官のたんなる興奮に容易に堕してしまうのである」45という。 

 

「木工、料理、裁縫、織物といった多様な種類の仕事は熟練の異なった種類を含むも

のとして選択され、子どもの側におけることなった型の知的態度を要求するものとして選

択される。そして、この選択はこれらの多様な種類の仕事が、学校の外での日常の最も重

要な諸活動のいくつかを代表し、また、家屋のもとでの生活の問題、日々の食料や衣料の

問題、家庭の問題、個人的移動や物資の交換の問題のいくつか代表しているが故にわかる。

子どもはまた、感覚器官、すなわち触覚、視覚を訓練し、眼と手を調整する能力を獲得す

る。」46 

 

つまり、こどもの生まれ育った家庭生活、自然環境から材料を学校教育の中で取り入れ

ることは、実際に五感を働かせた感覚生活として教育の価値がある。また、観察力は感覚

によって感じ取ったことを次に、心の中でイメージするのである、これらの過程を経るこ

とにより、自己表現のため素材や方法を決定できるようになる。すなわち、感覚と観察は

思考につながり、知性へと進んでいくものであろう。 

 

ここまではデューイの生活を基盤とした教育の意義を次のように整理しておきたい。 

 

1）生活を基盤とした教育は子どもの興味・関心を引き出す学習である。 

2）生活の材料を教育の中で取り入れることは物事を本質的に理解できる、知性へ通じる

道である。 

3）自然環境や子ども生活の中で行う作業の過程で子どもの興味関心を生かし、物ことの

作り、形構成し、創造的、能動的に探究する能力を伸ばすことができる。 

4）子どもの生活の中から取り入れた材料にし、子どもは感性を働かせることによる自己

表現できる学習である。 

これらの生活を基盤とした教育は、子ども達の感覚、イメージ、興味がこの活動重要な

役割を担っている。そして、感覚と興味が基盤となり心を働かしてイメージを表していた。
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すなわち、生活のさまざま作業及び材料を使って活動を行う過程で、子ども達の人間のイ

メージが展開して域、そのことが論理的な思考や知性に刺激を与える。したがって、活動

を通した感覚から思考への過程ガ、知性と実際の生活の倫理性や客観性に影響を与えると

考える。それは人間の感覚は知性と実践との整合性を推進する働きを担っているといえる。 

これらのことから、家庭生活の中で行われている作業や素材は、経験の知性的側面を加

えて、感性や興味を伴う感覚といった芸術的側面が内包されており、これらの側面が実践

的側面とのバランスが保証されていると考えることができる。 

 

次は、内モンゴルの美術教育の現状を分析する視点及び地域性を考慮した美術教育につ

いて視点を確定していきたい。 
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第３節 内モンゴルの美術教育の現状の分析と地域性を生

かした授業実践の視点 

 

本節では、第 1節と第２節の理論的な根張に基づいて、本研究における内モンゴルの美

術教育の現状を分析するための理論的な視点と地域性を生かした授業実践の理論構築を行

う。 

まず、内モンゴルの美術教育の現状の分析では、久保貞次郎の『児童画の見方』及び浜

本、森下の造形表現ものづくり教育に関する研究を検討しながら分析視点を構築する。 

次に、地域性を生かした美術教育とは何か。その中で、地域とは何かをデューイの理論

『学校と社会』、『経験と教育』を検討し、家庭生活の中の作業と素材と地域性を生かした

造形表現と地域性を生かした美術教育の関連性付けていく。これらの検討をふまえ地域性

を生かした美術美術教育の可能性について究明する。 

 

1．内モンゴルの美術教育の現状を分析する視点 

 

美術教育は、美術の特性を利用し、子どもの興味、意欲を引き出す、材料、場所を用い、

子どもが主体とした表現活動である。子どもは、心身を共同に働かしながら、活動に積極

的に取り込み、自己表現、自己実現を行う。このような活動の中で、子どもの創造力、探

究力の発達につながり、感性を養う教育の意味を持つっている。子どもの心身発達過程で、

子どもの心身の健康、人格の健全な形を作り、子どもの創造力を引き伸ばし、豊かな心を

持たせる教育意義である。特質としては、自己表現、自己実現的な要求を満たす活動、も

のことに関する自己感情を表現し、目的意識的な活動であり、自分の見方が感性を培養で

きる活動である。 

 

1.1 美術教育の意義及び価値 

  

第１章で触れているように、内モンゴルでは、中国の現在社会変化に応じて、教育理念

の改革に伴って、美術課程の理念の進化も進められている。理念では、「知識や技能を重要
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視する教育観から脱却し、徳育、知育、体育、美育、労働とバランスの取れた「素質教育」

への転換が進められている47。」など。言い換えは、美術への教育を通して、美術の表現様

式を教授訓練するだけではなく、美術の創作、鑑賞などの特性を利用し、子どもの感性を

働かし、自己表現をさせることを通して、創造力、探究力、想像力など総合的な人間性を

育むことを意図しているといえる。 

美術教育の意義について、久保貞次郎の『児童画の見方』では、「美術の時間は、子ども

が生活の体験の中で感受した自分なりの理解を絵に描くこと通じて表現する時間である。

表現する時間では、子どもに拘束がなく自由に製作できる雰囲気と空間が必要である」と

出張している。 

つまり、美術教育では、子どもの興味、意欲を引き出す題材、素材を用いし、子どもが、

自分の生活体験を基にし、題材、素材に対して自分なりに想像したり、表したりすること

である。美術の時間では、子どもの自由に考えたり、想像したりする空間及び雰囲気を当

てるべきである。そして、子どもは、自分の生活体験を基に感性を働かしながら、自己実

現し、繰り返す中で子どもは、自己感情を散放新たな物や事を発見したり、創造していく

のである。また、自分の興味を持ったことに対して、拘束がなく自由に製作を行うことは

子どもの健康に感情を働かして、健康な人格形成に繋がると考えられる。 

筆者は、内モンゴルの小学校の美術時間では、子どもの興味、意欲を引き起こせるよう

な題材、素材を用い、それを続けることが必要であり、子どもの成長へ結び付けていくこ

とが重要視する必要があると考える。このよう、美術時間を構築していくためには、まず、

教育側の美術教育に対する考え方、理念（子どもの成長に結び付きていく美術教育）が構

成される必要がある。そして、子どもに直接関わりがある教材（題材、材料、教科書）の

選択が必要である。また、それらを実行して、現場の教員の考え方、（子どもの製作過程を

注目する）を分析する必要があると考えられる。 

一方、第１章で触れたように、中国の高度の経済発展及び情報化に伴って、内モンゴル

地域も急激な定住化、都市化へ、情報化社会、が発達し、生活が便利になった反面、生活

の中で必要される道具のすべて買うという感覚になり、素材を使用し、何か道具作り出す

という習慣が日常から消えている。その結果、現代の子ども達は、自然素材と触れる機会

少なくなり、自ら何かを作りだし、そこから生活に真実的な素材を理解できなくなってい

る。これが、現代社会に生きる子ども達の心身発達の歪み一因として指摘されている。こ
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のような現状に対して、日本では、学校教育の造形表現教育を関わりを付けて、授業の中

で、様々な素材を用い、子ども達の製作する中で心身の発達へ結び付けている。このよう

な、社会的な命題に対して、内モンゴルではどのように取り入れているかについて考察し

なければならないと考えられる。 

以上を踏まえてみると、美術教育を分析し問題点を指摘するには、１）教育理念（教育

側の考え方）。２）教科書内容（題材、材料）、３）指導方法（現場の教員の知識）につう

いて考察していかなければならない。以下この三つ部分を分析していく視点を明示してお

きたい。 

 

1.2 内モンゴルの美術教育の現状を分析する視点 

 

ここでは、第 1 節に考察した久保貞次郎の『児童画の見方』及び森下、浜本の造形表現

ものづくり教育の観点を踏まえて、内モンゴルの美術教育の現状を分析する視点を明示し

ておきたい。具体的には、以下三つの部分を二つの観点から検討してみる。三つ部分は、

1）教育理念（教育側の考え方）。2）教科書（題材、材料）、3）指導方法（現場の教員の知

識）。二つ観点は、A 美術教育の中で、子どもが自ら興味、意欲を持ち、自ら主体となり、

自己表現、自己実現的な美術の表現活動が行われていくことが可能かどうか。B 美術教育

の中で、子どもが感性を働かせながらものことに関わり、意欲的な活動に参加することが

知性へと繋がり、子どもの探究力、想像力含む心身の発達及び成長へ結び付くことができ

るかどうか。 

 

1）教育理念 

 内モンゴルの美術教育は日本と同じ国の方針によって、教科書が作られ、授業が行われ

ているのである。美術教育の理念は、子どもの教育及び授業と強い結び付きがあることは

当たり前のことである。ここでは、まず、内モンゴルの美術教育の理念を分析する視点を

明示する。 

 

A 子どもが自ら興味、意欲を持ち、自ら主体となり、自己表現、自己実現的な美術の表

現活動が行われていくことが可能かどうかについては、意欲的な自己表現活動ということ
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を美術教育の中で言えば、まず子どもの体験、授業の場所、雰囲気把握及び子どもが触り

合う材料、素材にかかわるのである。筆者が美術教育の理念の分析では、子どもの発達段

階に応じた教育方針に、子どもの心身発達過程で、子どもの心身の健康、人格の健全な形

を作り、子どもの創造力を引き伸ばし、豊かな心を持たせることを重視しているか。また、

自己表現、自己実現的な要求を満たす活動、ものことに関する自己感情を表現し、目的意

識的な活動であり、自分の見方が感性を培養できる活動であることを重視しているかとい

う視点から分析していく。 

 

B 子どもが感性を働かせながらものことに関わり、意欲的な活動に参加することが知

性へと繋がり、探究力、想像力含む心身の発達及び成長へ結び付くことができるかどうか。 

このことは、教科書の題材及び材料の選択することに対して、美術教育の理念が、子ども

の主体性や創造性が必要であり、そのため、子どもの個性、独創性、問題解決能力を育成

することの重要性をアピールしていることに留意しているかどうか。また、学習内の総合

性及び探求性を強め、美術家庭内容を子どもの生活体験を結びつけることを重要視してい

るかどうかという視点から分析していく。 

 

2）教科書内容（題材、材料） 

A 美術教育の中で、子どもが自ら興味、意欲を持ち、自ら主体となり、自己表現、自己

実現的な美術の表現活動が行われていくことが可能かどうかについては、教科書内容の中

では、題材が子どもの興味、意欲をもつような、生活の体験とのつながりがあるかどうか。

また、教科書の学習内容中で、書かれている「ひろがり」、「提示」の内容が、子どもの想

像、創造を広げていくことができているかどうかという視点から分析していく。 

 

B 子どもが感性を働かせながらものことに関わり、意欲的な活動に参加することが知

性へと繋がり、探究力、想像力含む心身の発達及び成長へ結び付くことができるかどうか。

このことについては、教科書の内容に使われている材料を中心的に分析し、材料多様性及

び子どもの興味、関心を持たせて、感性を働かせる子どもの身近な材料を取り入れること

ができるかどうかという視点から分析していく。 
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3）指導方法 

 A 子どもが自ら興味、意欲を持ち、自ら主体となり、自己表現、自己実現的な美術の

表現活動が行われていくことが可能かどうかについては、教員養成システムの教育者の美

術教育に対する思想及び美術教育に対する概念を検討する中で、大学生の教員なるための

授業内容がどのようなものであるか分析する。また、美術教育の大学生の四年間学習内容

及び教育実習を検討し、大学生の学習内容が小中学校の教育方法及び子どもとの関わりが

どうような繋がりを付けられているかという視点から分析していく。 

B 子どもが感性を働かせながらものことに関わり、意欲的な活動に参加することが知

性へと繋がり、探究力、想像力含む心身の発達及び成長へ結び付くことができるかどうか。

ここでは、美術学部の大学生の教員になるために学ぶ、子どもの探究力、想像力を及び子

ども心身発達に関する学習内容が、子どもの心理学と繋がりあるかどうかという視点から、

大学生の教育実習の現状及び教育実習の中で行われている実践教育を分析していく。 

 

以上のような、視点を基に、第３章では、内モンゴルの美術教育の理念及び教科書内容

を分析し、第 4 章では、内モンゴルの教員養成システムの現状を分析したものである。続

けて、デューイの『学校と社会、経験と教育』の論点を検討しながら大地域性を生かした

実践授業の構成視点明示しておく。 

 

2．地域性を生かした美術の実践授業の理論構築と考察の視点 

 

ここでいう、地域性を生かした美術教育では、子どもの生活拠点である「地域社会」の

諸条件を教育場に積極的に取り入れることによって、子どもの興味、意欲を引き出すした

美術活動を構成し、子どもの経験を基にした作業の過程を重視する。このような授業構成

が、子どもが興味関心を生かし、物ことの作り、形構成し、創造的、能動的に探究する能

力を伸ばし、感性、知性へと繋ぐ人間形成を図る。 

第１章で参考になるように、本研究で言う、地域性とは、「人々の日常的交流を生じさせ

ている地理的近接」規定し、子どもの生きる日常生活の自然環境、社会環境及び伝統的な

生活の文化の特性をいう。また、現在の内モンゴルの子どもは、自然環境と直接触れるこ

とが可能である。実践授業の中では、子どもの生活を基盤に、子ども達の家庭生活の中で
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行われている諸仕事及び日常的に使われている素材を美術教育の中で取り入れることを図

している。 

 

2.1 地域性を生かした美術教育の必要性 

 

第 2 節のデューイの『学校と社会』、『経験と教育』の中で読み取れたように、実際生活

の中での経験から学ぶことが子ども達にとって大切なことであるという。当時（1900 年）

の教育は子どもの生活から離れ、経験を得ることは最も困難な場所になっていることを指

摘していた。デューイが理想とした学校教育は、家庭生活、自然環境や郷土、産業活動、

大学との自由な相互作用ができるようになっている。また、子どもの実際の生活を学校の

課程内容との関連から学びを発展させていた。家庭生活と学校生活との間に影響力や教材

や考え方が自由に相互作用することを示している。 

第 1 章で述べたように内モンゴル及びゲリチル地域では、1980 年代まで、遊牧生活が

行われていて、モンゴルの人々や子ども達は、大自然と戦い、家畜の世話をはじめ、生活

の用品を作る全過程を自分たちで作り出していた。人々の生活は、素材の質感を生かして

ものをつくる知識や自分の意図に達成するために自然の素材を様々な方法で完熟する知識

を当たり前のように次世代に転承してきたのである。 

しかし、その 1990 年代内モンゴルの急激な経済発展に伴って、人々の日常生活の中で

は、消費主義が浸透48によって、素材を使って生活用具をつくるなど意識がなくなってい

る。このような現状の中で子ども達は、自然の素材との触り合いが少なくなっている。そ

の上に、内モンゴルに学校教育の普及及び義務教育の政策によって、子ども達が幼い時期

から学校に住み込みで教育受けることが受けることが多くなり、家庭生活の及び家庭仕事

に参加する機会が少なくなっている。このようなことによって子ども達は、地域の生活環

境に興味を持たない、親とのコミニュケーションがしょうとしない等の現実が見られる。 

これらの現状は、デューイの理論の社会背景として取上げていた工場制度に伴って、子

ども達の生活には家庭の手伝い等、家庭作業がなくなっているのである。デューイはこの

よう現状に対して、学校教育と家庭生活、自然環境や郷土、産業活動、大学との自由な相

互作用ができるようにすることが子どもの教育に大切になっていると出張している。筆者

は、内モンゴルの生活及び学校教育の現状及び発展方向には、子ども達の教育場は、学校
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教育が一番重要な教育方式となっうて来ている。学校教育の中で、子ども達の生活感覚、

生きる力など人間性を育む方法を考えていかなければならないと考える。また、このよう

な教育方法を考えるには、デューイの教育理論を検討し、地域を生かした美術教育を関連

付けて考えることが必要である。現在の子ども達は、家庭生活に仕事に参加すること際が

難しくなって来ているのである。 

 

2.2 地域性を生かした実践授業の構成視点 

 

第 2 節で考察になった、デューイの『学校と社会』、『経験と教育』では、子どもの生活

の中で日常的に行っている家庭仕事、生活の中で実際に触れている材料を学校の授業の中

で再構成することによって子ども達の発達、成長に以下のように以下のように有効性があ

ることを示している。 

1）生活を基盤とした教育は子どもの興味・関心を引き出す学習である。 

2）生活の材料を教育の中で取り入れることは物事を本質的に理解できる、知性へ通じる

道である。 

3）自然環境や子ども生活の中で行う作業の過程で子どもの興味関心を生かし、物ことの

作り、再構成し、創造的、能動的に探究する能力を伸ばすことができる。 

4）子どもの生活の中から取り入れた材料にし、子どもは感性を働かせることによる自己

表現できる学習である。 

 

筆者は、デューイの生活を基盤とした教育の理論的な基盤を基に、内モンゴルの美術教

育の中で地域性を授業内容を取り入れ、それを続けることによって子どもの成長、発達に

結び付けた教育方法を検討しょうとしている。この中での地域性とは、子ども達の生活し

ている地域素材、（自然、文化、生活方式及びその中いる人々の生き方）をいう。これらの

地域素材を教材化し、授業の中で再構成する。 

子ども達は、授業の中で自分たちの生きる地域のよさに再度、調べたり、使ったり、触

れたり、見たり、体験したりすることによって、興味関心もち、自分なりに認識したり、

自分なり発見した、理解したり、感動したりする中で、自分との関わりしている意識を持

つようになり、自分の生活へ関心、愛着を持つようになる。このような活動過程は、子ど
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も達に与えた素材、材料を活用して自分の想像したもの自由に構成していく中で、再発見

した、新しい方法、形を造ったり創造的な活動へと展開を持つことができると考えたので

ある。【表 1】を参照。 

 

【表 1】地域性を生かした美術教育 

地域性 

自然 文化 生活 人々の生き方 

気

候 

風

土 

素

材 

建

造

物 

 

風

景 

伝

統

工

芸 

伝

統

民

芸 

歴

史 

宗

教 

 

家

庭

仕

事 

家

庭

用

具 

玩

具 

 

産

業 

 

 

習

慣 

風

習 

伝

説 

行

事 

 

 

  

造形表現（ものづくり、絵画） デザイン応用 鑑賞評価 

 

子ども達の表現活動 

触れる 見る 調べる 使う 体験 

 

 

このような、地域性を生かした美術教育の授業構成及び実践活動行うが、内モンゴルの

子ども達に対して以下のような学習にならせていくことを期待している。 

 

1）子ども達が、自分が普段に生活している地域のことが授業の題材及び材料になってい

ることよって、興味、関心を持ち、積極的に参加し、自ら主体的になって活動を展開して

いく。このことが子どもの感性を働かしながら自由に発想したり、構想したりするなど心

教材化し、美術教育へ 

主題、題材 素材材料 

関心・意欲・態度 発想・構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 
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身がバランスよく発達していくことに繋がっていくことを期待している。 

2）子ども達の自分が生きる自然、文化、生活、人々の生き方に触れること、見ること及

び調べることによって、それらのよさに気づいたり、感じたり、見直したりする。そして、

それら実際に使ったり、体験したりする中で自分と繋がりを気づいたり、自分なりに理解

したりする。このことが、また、新しいことを発見したり、探究していく中で知性へと繋

がっていくことを期待する。 

以上、筆者は、地域性を生かした実践授業の目標及び基盤的な理論である。 

 

2.3 地域性を生かした実践授業を考察の視点 

 

以上のことは、地域性を生かした実践授業の理論的な基盤となる。子どもの生活経験を

基に、子どもの感性を働かしながら自己表現、自己実現活動を構成し、子どもの心身発達

に応じた美術教育の肝要となる。以下、ゲリチル地域で行った地域性を生かした実践授業

を考察する視点について明示しておきたい。 

第１章で触れたように、ゲリチル地域の子どもは、自然に直接ふれることが可能であっ

た。生活習慣及び地域環境によっても、自然感があふれた環境であり、子どもは、豊かな

生活経験を持っている。このような子ども達の生活からとられた題材及び材料を美術の授

業の中で構成した。授業の中で重視することは、まず、子ども達が、準備した題材、材料

に興味関心を持って、自分のイメージ通りに主体的な活動を行っていること。それにかか

わって、感性を働かしながら題材、材料を自由に変化したり、構成したりする中で、自己

表現活動ができること。そして、題材、材料を生かしながら想像したり、新しい物事を発

見したり、探究していく中で物の質感を理解したり、自分と物を関わりを認識していく中

で知性へと繋がりができること。 

 

1）子どもの身近な物、事に関わった活動として、子どもの関心・意欲を引き出し、自分

のイメージ通りに主体的な活動過程を重視する。 

 子どもの生活を基に、題材及び材料に対して子ども達は、家庭生活や地域の祭りなど思

い出したり、親と一緒に行ったこと仕事の経験を思い出す等の事で、子ども達は自ら何か

を作りたい、触ってみたくなる。このような意欲は、子ども達の求学行動の起点となる。
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このような行動に対して活動の中で子どもに束縛をしないよう想像空間もっと広げてあげ、

子ども達が主体的に身のまわりから素材を集めたり、楽しみながら活動しいくことを重要

視する。 

 

2）主体的な活動として、自分の感性を働かしながら自己表現活動、自己実現活動へと展

開させ、想像力、探究力を育むことを重要視する。 

一般的に家庭仕事や生活の中で行われていることは、実用的な目的があって限られた規

則通りに行うことが多く、子どもは、自分の考えや発想通りに行うことができない。この

ような、普段の生活にあったものを授業の中で取り入れ、子どもが自分のイメージ通りに

変化させたり、構成させたりすることが子どもの自己表現、自己実現行動へ喚起させるこ

とができる。子どもは心に残る体験を自分の身近なものを通して主体的活動への取り組む

を促し、自己表現活動を通して、たくましく心動かす画面をつくりだすことに伴って、子

どもの感性的な発想や想像、探究していくことができる。 

 

3）自己表現的な活動の中で、素材及び題材を自由に変化し、物の質感、物事の繋がりを

理解したり、知性へと繋がって行くことを重視する。 

  子どもは自分の生きる地域の素材や材料を授業の中で触ったり、活用して自分の好きな

ものをつくっていく中で、改めて、ものの質感を理解したり、また、地域の自然、文化な

どに触れることによって、そのよさに気づいたり、地域の現実をしっかり理解することが

できる。さらに、材料や素材を通して、地域に生きる人々の生き方や考え方に気づき、そ

こにする人々との繋がりを感じ取ることができる。これらに重ねて、授業の中でさまざま

な、題材および材料の存在を子どもに知ってもらうことを通して、子ども達が地域の文化、

歴史を知り始め、地域に対する愛着新、所属感、中間意識、連帯感を抱くことができるこ

とを重視する。 

 

以上、地域を生かした美術教育の実践授業の分析及び考察する視点を明示したものであ

る。最後に、今後行う「内モンゴルの美術教育の現状を分析する基本的な視点」と「地域

性を生かした美術教育の実践授業の構成及び考察する視点を整理してみたい。 

まず、内モンゴルの美術教育の現状を分析する視点としては、久保貞次郎の『児童画の見
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方』及び森下、浜本の造形表現ものづくり教育の観点を踏まえて、内モンゴルの美術教育

の現状を分析する視点を明示した。具体的には、以下三つの部分を二つの観点から検討し

てみる。三つ部分は、1）教育理念（教育側の考え方）。2）教科書（題材、材料）、3）指導

方法（現場の教員の知識）。二つ観点は、A 美術教育の中で、子どもが自ら興味、意欲を持

ち、自ら主体となり、自己表現、自己実現的な美術の表現活動が行われていくことが可能

かどうか。B 美術教育の中で、子どもが感性を働かせながらものことに関わり、意欲的な

活動に参加することが知性へと繋がり、子どもの探究力、想像力含む心身の発達及び成長

へ結び付くことができるかどうかの基本的な視点を明示した。 

 次に、地域性を生かした実践授業の構成視点としては、デューイの『学校と社会』、『経

験と教育』の生活基盤とした教育意義を基に、以下の二つの考えを示した。 

1）子ども達が、自分が普段に生活している地域のことが授業の題材及び材料になってい

ることよって、興味、関心を持ち、積極的に参加し、自ら主体的になって活動を展開して

いく。このことが子どもの感性を働かしながら自由に発想したり、構想したりするなど心

身がバランスよく発達していくことに繋がっていくことを期待している。 

2）子ども達の自分が生きる自然、文化、生活、人々の生き方に触れること、見ること及

び調べることによって、それらのよさに気づいたり、感じたり、見直したりする。そして、

それら実際に使ったり、体験したりする中で自分と繋がりを気づいたり、自分なりに理解

したりする。このことが、また、新しいことを発見したり、探究していく中で知性へと繋

がっていくことを期待する。 

最後に、地域性を生かした実践授業の考察視点としては、以下の三つ視点を基本的な分

析視点とした。1）子どもの身近な物、事に関わった活動として、子どもの関心・意欲を引

き出し、自分のイメージ通りに主体的な活動過程を重視する。2）主体的な活動として、自

分の感性を働かしながら自己表現活動、自己実現活動へと展開させ、想像力、探究力を育

むことを重要視する。3）自己表現的な活動の中で、素材及び題材を自由に変化し、物の質

感、物事の繋がりを理解したり、知性へと繋がって行くことを重視する。 
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第 2 章のまとめ 

 

第２章では、第１章で分析した、内モンゴルの社会変化の方向性に対して、美術教育の

あり方を論究した。まず、久保貞次郎の『児童画の見方』を検討しながら美術教育の今日

の意義と特質を明らかにした。次に、浜本昌宏ののものづくり教育の理論のを検討しなが

ら造形表現ものづくり教育の今日の意義を明らかにした。そして、デューイの生活を基盤

として教育論の社会背景及び理論を考察しながら今日の美術教育の中で子どもの生活経験

を基盤にしたものづくり教育の必要性を明らかにした。これらの理論的な考察を基に、本

研究で行う、内モンゴルの美術教育を分析する視点を明示し、地域性を生かした美術の実

践授業の理論的な基盤を明示した。 

第１節では、久保貞次郎の『児童画の見方』を取上げ、久保貞次郎の造形美育の思想を

依拠しながら、現在の内モンゴル自治区の小学校の絵画教育の中の「児童表現」の問題点

と「指導方法」の問題点を明らかしつつ、子どもの存在を尊重し、美術教育の中で子ども

の主体的な自己表現を重視することを明らかにした。美術教育の意義は、１）子どもの生

まれづきの創造力を引き伸ばす教育である。２）子どもの感情を健康に育て、人格を健康

に形づくらせる教育である。美術教育の特質は、１）内面を表出する自己感情を散放でき

る活動である。２）様々領域に繋げる感性を培う活動である。３）物事に対する達成感が

感じる活動である。 

さらに、浜本昌宏ののものづくり教育の理論のを検討しながら、今日の情報化及び社会

発展による生活の便利になっているその中で、「消費主義の浸透」や「情報化社会の進展」

の中で生きる子どもの教育の中では、意欲的に造形表現ものづくり活動を取り入れ、子ど

もの自己表現を通して知性や感性を習得するにつなげていくことは、欠かせない一課であ

ることを明らかにした。今日の造形表現ものづくり教育の意義は、１）ものの見方、感じ

方を転換することができる教育である。２）感情を働かせ、人間の感性を培養する教育で

ある。3）子どもの心身のバランスがとれる教育である。今日の造形表現ものづくり教育の

特質は、1） 自分の考えに基づき自己実現できる活動である。2）目標及び目的意識を持

たせる活動である。3）五感の発達させ、感性を培う活動である。 

第２節では、デューイの教育理論、『学校と社会』と『経験と教育』を依拠しながら、子
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どもの生活を基盤した教育重要性を明らかにし、地域性を生かした美術教育（造形表現）

の実践の理論的な基盤を構築することを意図している。生活を基盤とした教育思想の意味

は、1）子どもの興味・関心を引き出す学習である。２）生活を基盤した学習は物事を本質

的に理解できる、知性へ通じる道である。３）子どもの構成的、創造的、能動的に探究す

る能力を伸ばすことができる。４）感性を働かせることによる自己表現できる学習である。 

第 3節は、第 1節と第２節の理論的な根主に基づいて、本研究における内モンゴルの美

術教育の現状を分析するための理論的な視点及び地域性を生かした授業実践の理論構築を

明示した。 

まず、今日の内モンゴルの美術教育の現状を分析することは、以下三つの部分を二つの

観点から検討してみることにした。1）教育理念（教育側の考え方）。2）教科書（題材、材

料）、3）指導方法（現場の教員の知識）。二つ観点は、A美術教育の中で、子どもが自ら興

味、意欲を持ち、自ら主体となり、自己表現、自己実現的な美術の表現活動が行われてい

くことが可能かどうか。B 美術教育の中で、子どもが感性を働かせながらものことに関わ

り、意欲的な活動に参加することが知性へと繋がり、子どもの探究力、想像力含む心身の

発達及び成長へ結び付くことができるかどうか。 

次に地域性を生かした美術教育の実践授業の理論構築及び考察する視点を明示した。地

域性を生かした美術教育では、子どもの生活拠点である「地域社会」の諸条件を教育場に

積極的に取り入れることによって、子どもの興味、意欲を引き出すした美術活動を構成し、

子どもの経験を基にした作業の過程を重視する。このような授業構成は、子どもが興味関

心を生かし、物ことの作り、形構成し、創造的、能動的に探究する能力を伸ばし、感性、

知性へと繋ぐ人間形成を意図する。 

授業構成視点として、デューイの教育論を基づき、子どもの日常生活の中で行われてい

る諸仕事及び地域の良さを「地域性」として子どもの授業の中で再構成することとした。

以下は、地域性を生かした美術教育の実践授業の構築視点である。 

1）生活を基盤とした教育は子どもの興味・関心を引き出す学習である。 

2）生活の材料を教育の中で取り入れることは物事を本質的に理解できる、知性へ通じる

道である。 

3）自然環境や子ども生活の中で行う作業の過程で子どもの興味関心を生かし、物ことの

作り、再構成し、創造的、能動的に探究する能力を伸ばすことができる。 
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4）子どもの生活の中から取り入れた材料にし、子どもは感性を働かせることによる自己

表現できる学習である。 

地域性を生かした実践授業を考察の視点としては以下のようにまとめることができる。 

1）子どもの身近な物、事に関わった活動として、子どもの関心・意欲を引き出し、自分

のイメージ通りに主体的な活動過程を重視する。 

2）主体的な活動として、自分の感性を働かしながら自己表現活動、自己実現活動へと展

開させ、想像力、探究力を育むことを重要視する。 

3）自己表現的な活動の中で、素材及び題材を自由に変化し、物の質感、物事の繋がりを

理解したり、知性へと繋がって行くことを重視する。 

本章では、美術教育の中で、子どもの主体的な自己表現を重視するべきあるという立場

から内モンゴルの美術教育の中で存在している問題点を明らかしていく筆者のしてを確か

めた。 

そして、子どもの自己表現活動へ発展が期待できる問題解決一環として、地域性を生か

した造形表現ものづくりの実践授業構築視点を探りつつ、実践授業の考察視点を明示した。 
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研究の進め方 

 

第３章では、まず今日の中国内モンゴルにおける『美術課程標準』1（日本の図画工作科

学習指導要領）を日本の図画工作学習指導要領2と比較しながら検討していく。次に、内モ

ンゴルの小学校で現在使われている美術教科書で扱われている美術教育の造形表現と鑑賞

の教科題材と教科内容を日本美術教科書の内容を比較分析を行う。その結果を踏まえて、

内モンゴルのゲリチル地域の教科書内容の現状及び美術教育の問題点を明らかにする。具

体的には、次のようになる。 

第 1節では、国レベルで定められた教育基準に準拠しており、教科書作成の内容と方針

について確かな理解を得るために、中国教育部（日本の文部科学省に当たる）によって作

成・発行されている『美術課程基準』と、日本文部科学省検定済してから発行されている

『小学校学習指導要領解説・図画工作偏』を取り上げ、それらの基本的な理念と課程目標

を比較する。さらに、内モンゴルにおける『美術課程標準』を題材構成や指導内容の観点

から分析し、その内容が子どもの自己表現及び創造性の育成と関わることを明らかにする。

近年、中国経済は急速に発展し国際化に対応し、近代化した社会を建設するために新たな

教育改革が断行されている。2001年７月には『美術科程標準』が制定され、従来の知識や

技能、試験中心の知育偏重教育から知、徳、体のバランスの取れた「素質教育」を根幹と

する方向へと転換が図られた3。『美術科程標準』の目標に基づいて、小学校美術科の目標

と内容が根本的に変わってきたのである。美術科の目標は、「美術学習の過程で創造力を喚

起こし美術実践力を修得し、基本的な美術素養を形成し、高向な情操を陶治することによ

って、人材の薫陶養成を図る」と謳われたのである。日本では、21世紀の現代社会に向け、

新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤

として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代であると言われている。

このような知識基盤社会化やグローバル化は、アイディアなど知識そのものや人材をめぐ

る国際競争を加速させる一方で、異なる文化や文明との共存や国際協力の必要性に応じて、
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学力、豊かな心、健やかな体の調和を重視する「生きる力」を育むことがますます重要性

であり、改訂している。2008 年 8 月の『図画工作学習指導要領』が改訂され、「表現及び

鑑賞の活動を通して、感性を働かせながら、つくりだす喜びを味わうようにするとともに、

造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養うになっている。」4ということ

を教科の目標としている。 

 第 2 節では、中国の『美術課程標準』を基にして作られた教科書を基本的な教材として

いる。ゲリチル地域では、当教科書を翻訳し、使用している。本節では、ゲリチル地域で

使われている美術教科書の内容、題材設定の特徴及び具体的な教科内容の特徴を分析する。

その目的は、『美術課程標準』の理念を十分反映することができているかを考察する。その

上、美術教科書の題材及び内容を生かしながら地域性を生かした美術実践に関連していけ

る可能性について検討する。 

教科書の内容と「美術課程標準」では、「造形・表現」、「デザイン・応用」、「鑑賞・評論」、

「総合・探索」4 つの領域に分類し、一年生から 5 年生まで各学年に２冊の教科書があり、

全部で、10 冊の教科書がある。中国の義務教育の 9 年一貫教育課程改革において、改定さ

れた 2011 年の『美術課程標準』を基にして出版されものである。出版及び発行地は、上海

の課程教材研究所・美術課程教材開発中心・上海書画出版社編集による教科書を内モンゴ

ル教育出版社が翻訳して発行した教科書である。2012 年度以降、ゲリチル地域の小学校使

用されている。 

また、この 10 冊の教科書内容の特徴、問題点を明らかにするため、題材設定、学習内

容、材料を分析するとともに、日本の図画工作の教科書と比較考察を行う。2011 年発行の

「図画工作」5の内容を比較することから、今日の内モンゴルの図画工作科のカリキュラム

のあり方について考察する。中国の全地域で使われている図画工作科教科書と日本の異な

る文化圏において作成された教科書の方針と内容について比較検討することにより、現代

の教育で求められている国際的見知に立つカリキュラム開発の視点を見出せることができ

るのではないかと考える。また、他国の教科書に表される異なる美術教育の立場によって

内モンゴルの教育を批判的に振り返ることができ、小学校図画工作科をさらに充実させる

ための視点が見出されるのではないかと考える。 

文部科学大臣の検定を経てはじめて、学校で教科書として使用される資格を与えられて
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いる。教科書を出版する会社が発行から検定まで行い、文部省に申請している。申請図書

は、教科書として適切であるかどうかを文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調

査審議会に諮問されるとともに、文部科学省の教科書調査官による調査が行われる。表現

及び鑑賞の活動を通して、感性を働かせながら、つくりだす喜びを味わうようにするとと

もに、造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養う審議会での専門的・学

術的な審議を経て答申が行われると、文部科学大臣は、この答申に基づき検定を行う。教

科書として適切か否かの審査は、教科用図書検定基準に基づいて行われる。日本の小学校

における教育課程は、学校教育法施行規則と学習指導要領に基づき全国的に統一されて実

施されている6。内モンゴルの人民出版社が翻訳し出版した教科書（現在のモンゴル民族の

小学校で使われている）について、造形表現（絵画、ものづくり）内容と題材設定を具体

的に分析する。2012年度に中国人民出版が編集し出版した美術の教科書を分析した結果か

ら、紙を主な材料とした「材料の画一性」、紙と絵の具を併せた「絵画的表現」の重視、制

作のねらいに決められた通りの作品をつくる「指導目的の画一性」などを指摘できた。こ

のような画一性から脱却するとともに、地域の生活実態の良さを生かし「材料の適切性」、

「材料の活性化」を題材開発目標として、子ども達の興味、関心を喚起しつつ、主体的に

活動する授業構成が、重要なポイントになると考える。 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

  

 

第１節 中国の『美術課程標準』と『日本の図画工作学習

指導要領』の比較考察    

 

内モンゴルの各小中学校では、中国の『美術課程標準』に基づいて美術課程の授業が展

開されている。本節では、中国の『美術課程標準』と日本の『小学校学習指導要領解説図

画工作編』の基本的な理念（方針）、課程の計画構想（事項）課程目標を比較考察する。そ

の目的は、内モンゴルの美術教育の課程標準として、子どもの主体、子どもの自己表現及

び創造性の育成が関わることを明らかにし、確かな理解を得るためである。 

 課程標準は、中国教育部が基礎教育課程に対する最低限の規範と基準を示す大綱的な文

書で、日本では学習指導要領にあたるものである。 

 

1．調査対象の構成と分析方法 

 

1.1 構成 

 

1）課程標準 

中国の教育課程基準に関しては、教育部（日本の文部科学省にあたる）の各教科の目的

や内容を規定し、「課程標準」として示している。1949 年の中華人民共和国の成立により

「教育大綱」として、1950年、1956年、1979年、1982年、1988年、1992年に 6回の改定

を行ってきた。そして、2001年 6月教育部において「基礎教育課程改革綱要」が公表され、

教育思想を「応試教育」（受験対応中心教育思想）から「素質教育」（人間中心教育思想）

への転換を図る教育改革が実施された。その中では、美術課程を国の基礎教育の中で重要

な科目とし、美術を通して人間の、人文精神、創新能力、蕃美品位と美術素養を育成する

こと目指している。学習者の「知・徳・体のバランスとともに、基礎的・基本的な知識・

技能、思考力・判断力・表現力及び学習意欲を重視し、学校教育ではこれらを調和的はぐ

くむこと」をねらいとしている。これに対して課程標準の編成は、素質教育の強化を目標

として、「学習者の全面的発達」、いわゆる「創造力、実践力の育成と同時に、心身発達に
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応じて生涯教育」に立つ観点を理念とする。さらに、2007年までに実施された大規模な教

育調査などの結果を受け、2010年には、中国共産党中央委員会と中国国務院による『国家

中長期の教育改革と発展の計画の綱要』が配布された。この綱要を具体化するため、再度、

専門組識を構成し各教科の課程に対し、全面的な改訂を実施し、2011年 4月に『課程標準』

が出版された。美術課程において、知識や技能を重要視する教育観から脱却し、徳育、知

育、体育、美育、労働とバランスの取れた「素質教育」への転換が進められている7。 

『美術課程標準』は中国教育部(日本の文部科学省に当たる）が制定し、北京師範大学出

版社により 2011 年 1 月版、2012 年 5 月第１版を出版した。この標準の観点は、「前書き」

「課程目標」「課程内容」「実施の提案」の 4 つ観点と附録で構成されたものである。第 1

部の前書きには、①課程性質②課程基本理念③課程設定思路（授業構成）の 3節で構成さ

れている。第 2 部の課程総合目標には、①総合目標②段階目標など、2 節で構成されてい

る。第 3 部の内容標準には、①内容説明、②内容標準など、2 節で構成されている。最後

の第 4部の実施建議には、①教学建議（指導の時の観点）②評価建議（評価の観点）③課

程資源的開発と利用④教材編写建議（教材構成の時の観点及び留意点）の４節で構成され

ている。 

 

2）学習指導要領 

日本の『学習指導要領』は、文部科学省が編成している。ほぼ 10年ごとに改訂されてあ

り、現行のものは 2008年３月に公表されたものである。小学校と中学校に分けて作られ、

2008年の小学校学習指導要領の改訂は、2010年に「教科課程、教科内容及びその取扱い」

の基準として、初めて学習指導要領が編集、刊行されて以来、1951年、1958年、1968年、

１977年、1989年、1999年の全面改訂に続く、７回目の全面改訂である。各教科が一冊に

纏められており、教科ごとに、目標、各学年の目標及び内容、指導計画の作成と内容の取

り扱いに区分され、編成されている。『小学校学習指導要領解説図画工作編』において、「生

きる力」という理念を共有し、基礎的・基本的な知識・技能の習得する。思考力・判断力・
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表現力等を育成し、確かな学力を確立するために必要な授業時数を確保する。学習意欲の

向上や学習習慣を確立し、豊かな心や健やかな体の育成のための指導が充実することを基

本的な理念としている。 

『学習指導要領解釈図画工作編』は、「総 説」「図画工作科の目標及び内容」「各学年の

目標及び内容」「指導計画の作成と内容の取扱い」などの 4つの観点で構成されている。第

１部の総説には、①改訂の経緯②図画工作科改訂の趣旨③図画工作科改訂の要点の 3節で

構成されている。第２部の図画工作科の目標及び内容 では、①図画工作科の目標②図画工

作科の内容の 2節で構成されている。第 3部分の各学年の目標及び内容では、①第１学年

及び第２学年の目標と内容②第３学年及び第４学年の目標と内容、③第５学年及び第６学

年の目標と内容の 3節で構成されている。第４部の指導計画の作成と内容の取扱いでは、

①指導計画作成上の配慮事項②内容の取扱いと指導上の配慮事項の 2節で構成されている。 

 

1.2 分析の範囲 

 

日本と中国の図画工作科教科書内容の範囲について全面的に理解するために 2つの視点で

比較考察する。第１の視点では、基本的な理念である。それぞれ、教育の基本的な思想及

び教科内容に対する考え方を比較解釈し、中国の教育の方向性を把握する。両国の美術教

育（小学校図画工作）の理念を具体的に取り上げ、比較しながら解釈していく中で、中国

の教科書内容の中で子どもの意欲的、主体的、そして自由に表現できる内容設定に目を向

けているかに関する方向性を探索する。第 2の視点では、目標である、両国の美術教育の

目標及び段階的な目標を取り上げ比較しながら、中国の美術の学習分野の設定を具体的に

解釈し、各学習分野にわたって、多様な材料や素材を利用し、子どもの自己表現、創造力

や実践力を伸ばす方法について考察する。 

 

1.3 分析方法 

 

前に述べた両国の小学校における『美術課程標準』と『小学校学習指導要領解説図画工

作編』の構成を基に、「方針」、「基本的な理念」及び「課程目標」を取り上げ、その内容を
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比較しながら、『美術課程標準』の内容を解釈し、分析する。 

具体的には、両国の『課程標準』と『学習指導要領』11をにして、『美術課程標準』と『小

学校学習指導要領解説図画工作編』の「方針」、「基本理念、目標」の内容を比較し、具体

的に解釈し分析することとした。 

 

2．基本的な理念の比較と分析 

 

2.1 課程性質 

 

【美術課程標準】 

従来の知識や技術、試験中心の知育偏重教育に対して、知、徳、体のバランスの取れた

素質教育の可能な限りの具現化を目指す」という教育方針に基づいて、経済発展による現

代社会に生きる人民に新たな「国民素質教育」の中での美術教育を通して、国の文化を世

界に推薦し、当代の美術課程の基本方向を定敵した。また、人と人の交流方法の形式が画

像化されている現状に対し、美術教育を通して、国の視覚的な文化を世界へと推進させる

ことを指摘し、人間の人文精神、創新的な能力、また蕃美品位を育成するため、美術教科

が重要であることを認識している。そして、基礎教育（小中学校）の中で美術教育は、重

要な役割であることを指摘した。 

1）視覚のイメージでとらえ、理解と創造することを特徴にして、子どもの必修の基礎課

程である。2）視覚性が際立っている。3）美術課程は実践的である。4）美術課程は人間中

心性を追求する。5）心から喜びを楽しむことを重視する。 

 

【図画工作学習指導要領】 

「表現及び鑑賞の活動を通して、感性を働かせながら、つくりだす喜びを味わうように

するとともに、造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養う」8ということ

を教科の目標としている。21 世紀の現代社会に向け、新しい知識・情報・技術が政治・経

済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す。いわ
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ゆる「知識基盤社会」の時代であると言われている9。このような知識基盤社会化やグロー

バル化は、アイディアなど知識そのものや人材をめぐる国際競争を加速させる一方で、異

なる文化や文明との共存や国際協力の必要性に応じて、学力、豊かな心、健やかな体の調

和を重視する「生きる力」をはぐくむことがますます重要視され、改訂している。 

1）「生きる力」という理念を共有する。2）基礎的・基本的な知識・技能の習得する。3） 

思考力・判断力・表現力等を育成する。4）確かな学力を確立するために必要な授業時数の

確保する。5）学習意欲の向上や学習習慣を確立する。6）豊かな心や健やかな体の育成の

ための指導を充実させる10。 

すでに述べたように、素質教育を全面的に進める教育改革と即応させて、学校教育にお

ける美術教育は、次のような理念に基づいて改革されたのである。 

 

2.2 『美術課程標準』の理念 

 

『美術課程標準』は 2001 年に公表され、子どもの共通的な資質を全面的に捉えて教育を

実施するための基準である。美術教育の価値や意義として以下 4 点を記載している。 

 

 

1）すべての子どもに対すること。 

義務教育段階の美術教育を実施し、すべて子どもが美術を学習する潜在能力を持ってい

ることを確信し、子ども 1 人 1 人の異なった潜在的な資質に応じて異なったレベルの発達

を求める。美術課程は、資質教育の要求に応じて、すべての子どもに対し、基礎や子ども

の発達に有効な美術の知識と技能を選択し、課程と方法を結び付け、課程の基本的な内容

を組み立て、そして有効な学習の方法を援助し、基本的な美術素養を身につけ、生涯学習

のための基礎を持たす11。 

 

2） 子どもの美術を学ぶ興味を呼び起こさせること。 
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興味は美術を学ぶ際の基本的な原動力の 1 つである。美学の独特な魅力を充分に発揮し、

課程内容と異なる年齢段階の子どもに情感や認知を適応させ、多様な課程の内容と教育方

法から子どもの興味を呼び起こさせる。教育課程の社会と子どもの生活経験とを関連付け、

知識と技能の重要性を強調し、実際に生活の中での美術の価値を理解させる12。 

 

3）文化及び生活に関心を持たせること。 

美術は人類の文化の中で重要な位置付けを示している。社会生活の中でさまざまな繋が

りを有している。したがって、美術の学習を単なる技術の習得とするのではなく、文化の

学習という観点から、感情、態度、価値観の差異性、多様性を理解することが重要となる。

そして、広範な文化の中で、美術の特徴、美術表現の多様性、社会貢献などについての理

解などを図る。同時に祖国の優秀な伝統的美術を愛好し、世界の多様な文化を受け入れら

れる寛容さや尊敬する態度の育成を重視するのである13。 

 

4）創造的精神を重視すること。 

 現代社会では人間の主体性と創造性を十分に発揮することが必要である。したがって、

美術課程では子どもの個性と創新精神の育成を重視することになる。さまざまな手段によ

って、子どもが美術の活用方法を身に付け、アイデアを具体的な成果に転化できるように

援助する。総合的な学習と探求的な学習を通し、子どもが具体的な活動の中で探求と発見

をし異なる知識の間の関連を探求し、総合的な実践能力を発展させ、創造的な問題を解決

するように導く14。 

以上の美術教育の 4 つの基本理念では、素質教育を基本としているもので、情操や感覚

の育成とともに、創造力、技術力、思想力の発展、そして文化の継承としての知識や理解

も内包している。 

 

2.3 『小学校学習指導要領解説図画工作編』の理念 

 

2008 年１月の中央教育審議会の答申においては、小学校、中学校及び高等学校を通じる
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図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）の改善の基本方針について、次のように示さ

れている。 

 

1）造形活動の基礎的な能力を育てるとともに生活や文化に主体的に関わる態度をはぐ

くむこと。 

図画工作科、美術科、芸術科（美術、工芸）については、その課題を踏まえ、創造する

ことの楽しさを感じるとともに、思考・判断し、表現するなどの造形的な創造活動の基礎

的な能力を育てること、生活の中の造形や美術の働き、美術文化に関心をもって、生涯に

わたり主体的にかかわっていく態度をはぐくむことなどを重視する15。 

 

2）発達段階に応じて育成する資質や能力と学習内容との関係を明確にする。 

子どもの発達の段階に応じて、各学校段階の内容の連続性に配慮し、育成する資質や能

力と学習内容との関係を明確にするとともに、小学校図画工作科、中学校美術科において

領域や項目などを通して共通に働く資質や能力を整理し、〔共通事項〕として示す16。 

 

3）創造性をはぐくむ造形体験を充実させ、造形や美術の働きを実感させること。 

創造性をはぐくむ造形体験の充実を図りながら、形や色などによるコミュニケーション

を通して、生活や社会と豊かに関わる態度をはぐくみ、生活を美しく豊かにする造形や美

術の働きを実感させるような指導を重視する17。 

 

4）鑑賞する喜びを味わうようにするとともに、感じ取る力や思考する力を一層豊かに

育てる。 

 よさや美しさを鑑賞する喜びを味わうようにするとともに、感じ取る力や思考する力

を一層豊かに育てるために、自分の思いを語り合ったり、自分の価値意識を持って批評し

合ったりするなど、鑑賞の指導を重視する18。 

 

5）美術文化の継承と創造への関心を持たせること。 
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美術文化の継承と創造への関心を高めるために、作品などのよさや美しさを主体的に味

わう活動や、我が国の美術や文化に関する指導を一層充実する19。 

 

【表 1】両国の美術教育の基本方針（理念）20 

美術課程標準の理念 

【素質教育】 

学習指導要領「図画工作編」改善基本方針 

【生きる力】 

 

 

美術を学ぶ過程と方法を通して、 

 

 

 

 

 

図画工作の表現及び鑑賞活動を通して 

 

 

2.4 考察 

 

『美術課程標準』から、美術の学習を通して、子ども 1人 1人の能力を引き出すことが

重要である。そのため、課程内容の段階性を重視し、異なる地域の子どもの差異を考えな

ければならない。この考え方は、美術教育が地域性、子どもの生活実態を考慮した授業素

材を取り入れることが重要視されていること無視しえない。つぎに、美術を学ぶ原動力の

一つは、興味に訴えることを重視し、教育課程の内容を子どもの生活経験と関連付けるこ

とによって、実際の生活における美術の価値を認識させようと意図としているのである。

さらに、美術の学習はただ技術を学ぶところに主眼があるのではなく、感情、態度、価値

観などの学習であると考えられるのである。 

子どもの生活経験と関連させることによ

って、１人１人の能力引き出す 

現代社会の方向性に応じて、主体性、創

造性、が必要である。 

 

探求力、実践力、個性、独創性、問題解

決能力 

 

現代社会のグローバル化、「知識基盤社会」の中

で生きる力を育むことが重要である 

地域社会や家庭が連帯し、個々の子どもが特性

を活かし、子どもの経験を重視する 

自ら学び、自ら考える力、基礎的な知識、技能、

思考力、判断力、表現力、豊かな情操 
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『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、子ども達の現状をふまえ、「生きる力」を

育むという理念のもと、知識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成を

重視している。子どもが、これからの社会において必要となる「生きる力」を身に付ける

こと。家庭や地域など社会全体で子ども達の教育に取り組むことの大切さ主張している。

また、表現や鑑賞の活動を通して、自らつくりだす喜びを味わうようにするとともに、感

性や想像力 、手や体全体の感覚などを働かせながら造形的な創造活動の基礎的な能力を

高め、生活や社会と主体的に関わる態度を育て、豊かな情操を養うことを重視している。 

全体的に見れば、『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、「知・徳・体のバランス

とともに、基礎的・基本的な知識・技能、思考力・判断力・表現力及び学習意欲を重視し、

学校教育ではこれらを調和的にはぐくむこと」をねらいとしている。『美術課程標準』の編

成は、素質教育の強化を目標として、「学習者の全面的発達」、いわゆる「創造力、実践力

の育成と同時に、心身発達に応じて生涯教育」に立つ観点を理念とする。また、日本の学

習指導要領で見た、美術課程標準は、美術を学ぶ過程を通して人間を形成することを強調

したものである。さらに、今日の社会では、主体性や創造性が必要であり、そのため、子

どもの個性、独創性、問題解決能力を育成することの重要性をアピールしていることにも

留意しなければならない。 

すなわち、この『美術課程標準』の基本理念は、地域の子どもの実際生活に関連付け、

子どもが意欲的、主体的、そして自由にものをつくる活動ができる「地域性を考慮した美

術教育」を期待していると、捉えることができる。続いて、『美術課程標準』の目標につい

て検討していく。 

 

3．総目標の比較考察 

 

まず、両国の「美術」及び「図画工作」の総合的な目標について記載しておく。 
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          【表 2】両国の課程（教科）総目標 

総合目標 

美術課程標準 小学校学習指導要領解説図画工作編 

美術学習の過程で、視覚、触覚と審美の経験を豊

かにし、美術の学習に対して持続的な興味を持ち、

基本的な美術の素養を身に付けること21。 

表現及び鑑賞の活動を通して、感性を働かせなが

ら、つくり出す喜びを味わうようにするとともに、

造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、豊かな

情操を養う22。 

 

3.1 『美術課程標準』の総目標 

 

 美術課程の総目標を「知識と技能」、「課程と方法」と「感情、態度と価値観」の 3 つの

次元に設定している。子どもは、個人あるいは集団で協力する方法で各種の美術活動に参

加し、アイデアを膨らませ、美術の用語及びこの表現方法と内容を理解する。さまざまな

道具を使い、素材を利用して創作し、自己の感情と思想を表現し、環境と生活を改善する。

美術鑑賞と批評の方法を学習し、審美の能力を高め、文化生活と社会発展の特別な役割を

理解する。子どもが美術学習の過程で、視覚、触覚と審美の経験を豊かにし、美術の学習

に対して持続的な興味を持ち、基本的な美術の素養を身に付ける。 

美術学習の活動内容によって学習領域を区分し、総合性と探究性を強化する。美術課程

は単純な強化の知識体系に基づき課程で構築した構想方法を変化させ、子どもの資質の発

達促進の側面から、美術の学習活動の方法によって、「造形・表現」「デザイン・応用」「鑑

賞・評価」「総合・探求」の４つの学習領域を設定している。その中で大きく、創作と鑑賞

と 2 つに分け、創作では、「造形・表現」「デザイン応用」と鑑賞では、「鑑賞・評価」と「総

合・探索」と 2 つに区分ている。 

子どもの発達の特性なども考慮して、第１学年及び第２学年、第３学年及び第４学年、

第５学年及び第６学年に示している学年の目標及び内容とともに、年間の指導計画や具体

的な指導を考える際のよりどころとなる。 
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3.2 『小学校学習指導要領解説図画工作編』の総目標 

 

教科の目標は、子ども自身に本来備わっている資質や能力を一層伸ばし、子どもが自ら

つくりだす喜びを味わうようにするとともに、造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、

生活や社会と主体的に関わる態度を育て、豊かな情操を養う観点に立っており、具体的に

は次のような考え方で示している。表現及び鑑賞の活動を通して、感性を働かせながら、

つくり出す喜びを味わうようにするとともに、造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、

豊かな情操を養う。 

美術の学習活動の方法によって、学年の目標では、2 年ごとに（1）（2）（3）をまとめ、

領域を A 表現と B 鑑賞と「共通事項」を設定している。また、A 表現で（1）（2）と B 鑑

賞では、（1）を「共通事項」で設定している。 

子どもの発達の特性なども考慮して、第 1 学年及び第 2 学年、第 3 学年及び第 4 学年、

第 5 学年及び第 6 学年に示している学年の目標及び内容とともに、年間の指導計画や具体

的な指導を考える際のよりどころとなる。 

 

4．段階目標及び内容の比較考察 

 

ここでの比較は、小学校の美術「図画工作」の段階目標と内容を中心に、1・2 学年、3・

4 学年、5・6 学年の学習目標及び内容を比較していく。 

 比較方法として、本研究では、『小学校学習指導要領解説図画工作編』をなるべく見やす

くするため、『美術課程標準』では、2 つの学年ごとに「造形・表現」「デザイン・応用」

「鑑賞・評価」「総合・探求」の目標を（1）（2）（3）（4）のまとめと、領域を、創作と鑑

賞と 2 つわけ、A 創作では、（1）「造形・表現」、（2）「デザイン応用」と B 鑑賞では、（1）

「鑑賞・評価」と（2）「総合・探索」と 2 つ区分する。評価評点の「造形・表現」「デザイ

ン・応用」「鑑賞・評価」「総合・探求」を（1）（2）（3）（4）とする。 

 

4.1 第一学習段階（第 1～2 学年） 
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【美術課程標準】 

 1）目標 

(1) 様々な道具、用紙や手に入れやすい様々な材料を試用し、見る、描く、作るなどの方法を通して、

見ると聞く、感じると考えることを大胆に、自由に表現し、造形活動の楽しさを体験する。 

(2) 身の回りの物を観察し、初歩的な形と用途の関係を理解する。異なった道具を試し、身の回りの手

に入れやすいさまざまな材料を使い、簡単な組合せと装飾を行い、デザインと製作の活動の楽しさを体

験する。 

(3) 自然の風景と児童が興味を持つ美術作品を鑑賞し、簡単な短い言葉で自分の感じたことを大胆に表

現する。 

(4) 造形遊びの方法、あるいは造形遊びと国語、音楽などの教科の内容を互いに結びつける方法により、

主題がない、もしくは、主題がある想像、創作と展示の活動を行う。 

 

A 創作 

(1）遊びなどの様々な方式で、異なる道具や材料の表現効．果を体験し、造形の表現活動を行い、また

言葉を使って自分の考えを表す。線、形や色を用いて絵を描く表現活動を試し、よく使う色を認識する。

紙、粘土など様々な材料及び簡単な道具を使い、折る、たたむ、こねる、こする、おさえるなどの方法

で造形活__動を試す。実物を使った版画を試し、この活動の楽しさを体験する。 

(2) 観察と体験により、身近の物の形、色、サイズ、材料と用途を理解する。描く、ちぎる、切る、貼

り付ける方法で簡単な組合せと装飾を行い、物をよりよく改善する自己のアイデアを表現する。多様な

材料を試し、豊富な想像を引き出し、デザインと製作の楽しさを体験する。 

 

B 鑑賞 

（1）参観、討論により、児童が興味を持つ美術作品（例えば国内外の児童向けに表現した題材の美術

作品） を鑑賞する。伝統的なおもちゃと現代的な児童のおもちゃを鑑賞し、理解し、その造形と色の

特徴を感じ取る。互いにビデオ、写真などを観覧することを通して、アニメ、漫画の作品、特に民族の

特徴がある国産のアニメ・漫画の作品の鑑賞と討論を行う。表示と評価などの活動を通し、自己とクラ

スの友達の創造の美術作品を鑑賞し、考えを交流し、互いに評論する。実際に活動あるいは写真やビデ

オを観覧することなどを通し、自然の景色や動植物の形と色を鑑賞する。 
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(2) 各種の材料を利用し、造形遊びの方法を採用し自分の想像を表現し、美術作品を創り、そして自己

の感じ取ったことを発表する。童謡、童話あるいは物語によって、頭の飾りやお国などを創作し、遊戯

あるいは劇を行う。生活に関わる一場面を設定し、様々な材料を用いて劇の小道具を作り、模倣あるい

は劇の活動を行う。共同で、児童の美術作品展を考え陳列し、あるいは、教室を装飾する。 

 

2）評価の要点（共通事項） 

（1）造形の表現活動に対して興味を持ち、そして積極的に参加する。造形の表現活動を通して、大胆か

つ自由に自己の観察、感受と想像を表現し、児童自身の学習水準を反映することができる幾つかの作品

を創作する。１２種類以上の色を見分ける。 

(2) 身の回りの物を観察し、形と用途の関係を理解し、そして自己のことばで述べ表す。２種類あるい

は２種類以上の道具、材料を使い簡単な組合せと装飾を試す。細部まで観察し、像力を発揮して、まじ

めにデザインと製作の活動を行う。正しく、安全に道具と材料を使う。 

(3) 楽しんで鑑賞学習活動を行う。簡単な短い言葉で美術作品と自然の景色に対して自己の感じ取った

ことを表現する。 

(4) 造形遊びの活動に興味を持ち積極的に参加する。童謡、童話あるいは物語と結び付け、材料を使っ

て創作し展示する。大胆に自己の感じ取ったことを発表する。 

 

【小学校学習指導要領解説図画工作編】 

1）目標 

（1）進んで表したり見たりする態度を育てるとともに、つくりだす喜びを味わうよう 

にする 。 

（2） 造形活動を楽しみ 、 豊かな発想をするなどして、全体の感覚や技能などを働かせるようにする 。 

（3） 身の回りの作品などから、面白さや楽しさを感じ取るようにする。 

 

A 表現 

(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。 

イ 感覚や気持ちを生かしながら楽しくつくること。 
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ウ 並べたり 、 つないだり 、 積んだりするなど体全体を働かせてつくること 

(2)感じたことや想像したことを絵や立体、工作に表す活動を通して 、次の事項を指導する 。 

ア感 じたことや想像 したことから、表したいことを見付けて表すこと。 

イ好きな色を選んだり 、 いろいろな形をつく って楽しんだりしながら表すこと 。 

ウ身近な材料や扱いやすい用具を手を働かせて使うとともに、表し方を考えて表 

すこと。 

 

B 鑑賞 

(1)身の回りの作品などを鑑賞する活動を通して、次の事項を指導する 。 

ア自分たちの作品や身近な材料などを楽しく見ること。 

イ感じたことを話したり、友人の話を聞いたりするなどして、形や色、表し方の面白さ、 材料の感じ

などに気付くこと。 

 

共通事項 

(1)「Ａ表現 」及び「Ｂ鑑賞 」の指導を通して、次の事項を指導する。 

ア自分の感覚や活動を通して、形や色などをとらえること。 

イ形や色などを基に、自分のイメージをもつこと。 

 

4.2  第二学習段階（第 3～4 学年） 

 

【美術課程標準】 

1）目標 

（1）初歩的な線、形、色及び肌合いなどの造形要素を認識し、各種の道具の使い方を学び、異なった素

材の効果を体験し、観察、描画、工作などの方法を通して、見る、聞く、感じる、そして考えたことを

表現し、豊富な想像をかきたて、創造意欲を喚起する。 

(2) 形と用途の関係を試し、デザインと工芸の造形、色彩、材料を理解し、調和と対比、シンメトリー

とバランスなどの形式原理を学習し、スケッチあるいは立体製作の方法によってデザインの構想を行

い、デザイン及び工芸とその他の美術活動との違いを感じ取らせる。 
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(3) 児童の発達水準に応じて国内外の美術作品を鑑賞し、言葉や文字など様々な形式を用いて作品につ

いて述べ表し、自己の考えと理解を表現する。 

(4) 造形遊びの方式を用い、国語、音楽、道徳と社会、科学などの教科内容を関連づけ、美術の創作と

展示を行い、創作意図を発表する。 

 

A 創作 

（1）写生（スケッチを含む）、記憶、想像と創造などの方法を使って、造形の表現活動を行う。線、形、

色と肌合いの基本知識を学び、それらを用いて事物を描き、感情を表現する。様々な加工しやすい材料

を選び、切り貼り、折り畳み、刻んだり組合せたりするなどの方法を用い、意図を持って造形活動を行

う。筆、水彩画の顔料、墨と画仙紙などの道具や材料を試用し、興味を持って造形活動を行う。描く、

切る彫る、刷って作るなどの方法で、簡易な版画を創作する。 

(2) 製品の造形、色彩、材料と用途との関係を観察と分析し、自己の感じ取ったことを表現する。調和

と対比、シンメトリーとバランスなどの形式原理を学習する。製品の用途によて、デザインの構想を提

案し、スケッチあるいは立体の模型で示す。身の回りの材料を選んで、さまざまな方法（例えばちぎる、

切る、刻む、‐折る、畳む、編む、巻く、挿し込む、描写するなど） を学習、活用し、簡単な工芸の製

作を行う。 

 

B 鑑賞 

(1) 美術作品を対象とし、特に我が国の民族の特徴を持つ美術作品に対し、言葉あるいは文字で述べ表

し、様々な方法で自己の考えと理解を表現する。我が国の庶民的な美術作品（例えば切り紙、伝統の模

様、影絵、お面など） を探し集め、そしてその作品の特徴あるいは寓意を理解し、交流を行う。公共

の場所でよく使われているシンボルマークを認識し、その役割を理解し、その創作意図を分析し鑑賞す

る。共同学習の方法で、我が国の民家建築の特徴を討論する。 

(2) 様々な材料の特徴に基づいて、造形遊びの方式を用い主題がない、もしくは主題がある想像を行

い、美術作品を創造し、自己の創作意図を発表する。国語、音楽など教科の内容と関連づけ美術作品を

創造する。クラスの友達と一緒に美術作品の展示案を討論、決定し、児童の美術作品を陳列し、教室や

学校の環境を美化する。詩歌、童話、物語あるいは 1つの場面を編集し、紙人形、楽器、影絵などの作

品を製作し、また演出し、あるいは、集団の誕生会などの活動を行う。道徳と社会、科学などの教科内
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容と関連付け、学校、地域、公園、遊園地の地図や模型をデザインを製作する。 

 

2）評価の要点 

（1）造形表現活動に対してより強く興味を持ち、そして想像力と創造力を発揮する。絵画の作品の中

に自分が観察した事物の特徴と自己の感じ取ったことを表現する。３つ以上の方法を使い、一定の意図

を持って立体作品を創作し表現する。原色、中間色、寒暖色を理解し活用する。 

(2) 製品の形と用途の関係に関心を持ち、デザインの視点から作品に対して述べ表すとともに分析す

る。製品の用途から、大胆に想像し、自分のアイデアを表現する。３種類あるいは３種類以上の製作の

方法を知り、工芸製作の過程を理解する。まずよりよく発見し、常に考え、大胆に想像し、創意を追求

する習慣を身につける。正しく、安全に道具と材料を使う。 

(3) 積極的に美術の鑑賞活動に参加し、我が国の民族、庶民的な美術作品あるいは絵や写真を自主的に

探し集める。２種類あるいは２種類以上の中国の庶民的な美術の主な特徴と作品の寓意を知る。適切な

字句、短い言葉などで美術作品に対する自己の感受と理解を表現する。公共の場所で３種類あるいは３

種類以上のよく使われているシンボルマークを識別する。 

(4) 積極的に造形遊びの活動に参加し、楽しんでクラスの友達と協力する。素材の形、色と材質に対し

て興味を持ち、身の回りにある各種の使えそうな材料を発見収集し、連想と創作を行う。積極的に思考

を働かせ、国語、音楽、道徳と社会、科学など教科の内容と関連付け、創作と展示を行う。大胆に自己

の製作意図を発表し、他人の作品に対しても批評を行う。活動の事前に様々な準備をしっかりすること

と、事後の後片付けを行う。 

 

【小学校学習指導要領解説図画工作編】 

1）目標 

(1)進んで表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに、つくりだす喜びを味わうようにする。 

(2) 材料などから豊かな発想をし、手や体全体を十分に働かせ、表し方を工夫し、造 

形的な能力を伸ばすようにする。 

(3) 身近にある作品などから、よさや面白さを感じ取るようにする。 

 

A 表現 
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(1) 材料や場所など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 身近な材料や場所などを発想してつくること。 

イ 新しい形をつくるとともに、その形から発想したりみんなで話し合 っ て考えたりしながらつくる

こと 。 

ウ 前学年までの材料や用具についての経験を生かし、組み合わせたり、切っ てつないだり、形を変

えたりするなどしてつくること。 

(2) 感じたこと、想像したこと、見たことを絵や立体 、工作に表す活動を通して 、 次の事項を指導

する。 

ア 感 じたこと、想像したこと、見たことから、表したいことを見つけて表すこと。 

イ 表したいことや用途などを考えながら、形や色、材料などを生かし、計画を立てるなどして表すこ

と。 

ウ 表したいことに合わせて、材料や用具の特徴を生かして使うとともに、表し方を考えて表すこと。 

 

B 鑑賞 

(1) 身近にある作品などを鑑賞する活動を通して、次の事項を指導する。 

ア 自分たちの作品や身近な美術作品や製作の課程などを鑑賞して、よさや面白さを感じ取ること。 

イ 感じたことや思ったことを話したり、友人と話し合ったりするなどして、いろいろな表し方や材料

による感じの違いなどがわかること。 

 

共通事項 

(1) 「Ａ表現 」及び「Ｂ鑑賞 」の指導を通して、次の事項を指導する。 

ア 自分の感覚や活動を通して、形や色などをとらえること 。 

イ 形や色などを基に、自分のイメージをもつこと。 

 

4.3 第三学習段階（第 5～6 学年） 

 

【美術課程標準】 

１）目標 
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（1）線、形色、肌合い及び空間などの造形要素を用いて、描写と立体の造形の方法て、適切な道具、材

料を選択し、見たこと聞いたこと、感じたこと考えたことなどを記録、表現し、美術の構想、創作能力

を伸ばし、自己の考えと感情を表現する。 

(2) 形体と機能の関係からデザインと工芸の造形、色彩、材料を理解する。対比と調和、シンメトリと

バランス、リズムと韻律などの形式原理及び各種の材料、製作方法を用い、各種の図や製品をデザイン

し装飾し、環境と生活を改善し、他者とデザインの意図について意見交流する。 

(3) 国内外の優秀な美術作品を鑑賞し、代表的な作家について広く知る。論述、分析、討論を通し、簡

単な美術用語を使い美術作品の内容と形式を分析し、美術作品に対する自己の感じ取ったことや理解を

発表する。 

(4) 第１～６学年の他教科の知識、技能、学校と地域活動を結び付け、様々な美術の材料を活用して立

案し、創作及び展示を行い、美術と生活環境や美術と伝統文化の関係を体得する。 

 

A 創作 

（1）異なる造形の表現方法（例えば写実、誇張、抽象、装飾など） を試し、造形要素と形式原理を用

い、事物を描写し、自己の考えと感情を表現する。対比、調和などの色彩の知識及び簡単な絵画の構図

や透視図法を学ぶ。中国画の表現方法を試し、墨と筆の感触を体験する。粘土、紙、発泡スチロールな

ど多様の材料を用い、動物、人物と風物など立体の造形作品を創作する。漫画、アニメションなどの表

現方法を学び、創作の練習を行う。コンピューター、カメラなどを用い造形の表現活動を行う。 

(2) デザインの形式原理を学び、デザイン作品の造形、色彩、構造、尺度、材質、肌合いと機能の関係

から観察、分析する。身の回りの製品の中から問題を発見し、自分のデザインを試すとともに改善し、

簡単な説明をする。各種の材料を用い工芸製作（例えば玩具、凧、陶芸製作など） の練習を行う。視覚

伝達デザイン（ビジュアルデザイン） の知識を活用し、学校の運動会、文化祭、お祭りや地域のための

デザインを行う。民族の伝統模様を学び、単独な紋の模様でデザインを練習する。異なる材料と技法を

用い立ｆ本模型の練習を行う。コンビュ夕ーやその他の手段を用い標識、ポスター、招待状、アルバム

などのデザインを学ぶ。 

 

B 鑑賞 

(1) 討論、比較などの方法で、様々な絵画作品（例えばスケッチ、デッサン、中国画、油絵や版画など） 
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を鑑賞し、代表的な作家を知る。討論、比較などの方法で、国内外の彫刻の作品を鑑賞し、代表的な作

家を知る。討論、比較などの方法で、国内外の建築の作品を鑑賞する。討論、比較などの方法で、中国

の工芸の作品を鑑賞する。資料の調査収集を試み、国内外の代表的な作家及び作品を知る。よく使う美

術の用語を用い、討論や文章で、美術作品に対する自己の感じ取ったことや理解を発表する。 

(2) 自分の好きな脚本を作り、衣裳、舞台背景や小道具をデザイン、製作し上演する。 

科学の知識と結び付け、例えばバランス、運動、音、光、電気などの原理を用い、簡単で創意的な作品

をデザイン、製作する。伝統的な祝日の由来や活動を知り、関連したデザイン、創作と展示を行い、美

術と伝統文化の関係を体得する。地域の歴史を調査、理解し、自分が生活している地域社会の未来の発

展を考え、図や模型を製作し展示する。 

カメラ、ビデオカメラで素材を収集し、コンピュータなどを利用して美術の作品を製作し、展示する。 

 

2）評価の要点 

(1) 様々な表現方法を試し、意識的に造形要素と形式原理を用い、積極的に造形の表現活動に参加する。

基本的な構図の知識を学び、合理的に画面を配置する。絵画作品の中で近いものは大きく、遠いものは

小さく見える空間関係を表現する。補色、同系色を活用し、適切に主題を表現する。異なる材料の特徴

に基づいて、自己の創作意図と結び付け、学習した方法を柔軟に活用し、幾つかの美術作品を創作する。

言葉や文字を用い自分とクラスの友達の作品を評価する。 

(2) デザインの形態と機能の関係及び役割と意味を理解する。意図を持って形式原理を用い、デザイン

と製作を行う。デザインの活動でアイデアを出す。単独の紋の模様のデザインの方法と応用を知る。材

料の特性を生かし簡単な加工による製作を行う。デザインの知識を用い、自分やクラスの友達の作品を

批評する。道具に熟練し、安全に使う。 

(3) 積極的に美術の鑑賞に取り組み、自発的に国内外の美術作品及び代表的な作家の情報を調査収集す

る。簡単な美術用語を使い、口頭であるいは文章など色々な方法で、美術作品に対する自分の感じ取っ

たことや理解を発表する。惰報通信ネットワーク、辞典や美術専門書などを利用し調査する。最少６人

の著名的な作家（国内外の各３人） 及び代表作品を述べることができる。 

(4) 生活の中で美術に関する問題を発見し、クラスの友達と協力して研究課題を考える。大胆に自分の

意見を発表し、研究計画を立て、意欲的に探求活動を行う。文字、画像などで調査結果を記録し、素材

の分析と整理を試みる。積極的に思考し、美術と他教科の知識を結び付け、製作と展示を行う。言葉や
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文章で美術と生活環境、美術と伝統文化に対する考えと経験したことを表現する。 

 

【小学校学習指導要領解説図画工作編】 

１）目標 

(1) 創造的に表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに、つくりだす喜びを味 

わうようにする。 

(2) 材料などの特徴をとらえ、想像力を働かせて発想し、主題の表し方を構想すると 

ともに、様々な表し方を工夫し、造形的な能力を高めるようにする。 

(3) 親しみのある作品などから、よさや美しさを感じとるとともに、それらを大切に 

するようにする。 

 

A 表現 

(1) 材料や場所などの特徴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 材料や場所などの特徴を基に発想し想像力を働かせてつくること。 

イ 材料や場所などに進んでかかわり合い、それらを基に構成したり周囲の様子を考え合わせたり し

ながらつくること 。 

ウ 前学年までの材料や用具などについての経験や技能を総合的に生かしてつくること。 

(2) 感 じたこと、想像したこと、見たこと、伝え合いたいことを絵や立体、工作に表す活動を通して、

次の事項を指導する。 

ア 感じたこと、想像したこと、見たこと、伝え合いたいことから、表したいことを見付けて表すこと。 

イ 形や色、材料の特徴や構成の美しさなどの感じ、用途などを考えながら、表し方を構想して表すこ

と。 

ウ表したいことに合わせて、材料や用具の特徴を生かして使うとともに、表現に適した方法などを組み

合わせて表すこと。 

 

B 鑑賞 

(1)親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して、次の事項を指導する。などを鑑賞 して、よさや美

しさを感じ取ること 。 
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ア 自分たちの作品、我が国や諸外国の親しみのある美術作品、暮らしの中の作品などを鑑賞して、よ

さや美しさを感じ取ること。 

イ 感じたことや思っ歌ことを話したり、友人と話し合ったりするなどして、表し方の変化、表現の意

図や特徴などを捉えること。 

 

共通事項 

(1) 「Ａ表現 」及び「Ｂ鑑賞 」の指導を通して、次の事項を指導する。 

ア 自分の感覚や活動を通して、形や色、動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。 

イ 形や色などの造形的な特徴を基に、自分のイメージをもつこと。 

 

4.4 比較分析 

 

以上、『美術課程標準』と『小学校学習指導要領解説図画工作編』の課程目標（教科目標）

及び段階の学習目標、内容などを具体的に紹介したものである。 

『美術課程標準』は美術学習内容を大きく A 創作と B 鑑賞と 2 つの領域と４つの段階

の目標を設定している。さらに、2 つを A 創作では、「造形・表現」、「デザイン・応用」及

び B 鑑賞では、「鑑賞・評価」、「総合・探求」と四つ領域を設定している。『小学校学習指

導要領解説図画工作編』は、図画工作学習内容を A 表現と B 鑑賞を 2 つの領域と３つの

段階目標を設定している。次は、『美術課程標準』と『小学校学習指導要領解説図画工作編』

の３つ段階での目標、学習内容、評価評点を基に、比較しながら分析し、『美術課程標準』

の思想経路を考えおきたい。 

 

1）第一段階 

 

目標 

『美術課程標準』では、子どもの自由に考えたり、想像したりすること通して、自ら活動

に取り込み自己表現をできる。国語や音楽など他の科目に結びつけることで、子どもの想

像力や創造力を引き伸ばすことを意図している。『小学校学習指導要領解説図画工作編』で
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は、子どもの自ら感じたり、楽しんだり、味わうことをとして、自ら取り込んでいること

で、子どもの自主性を促す指導が望まれている。 

 

A表現（創作） 

『美術課程標準』では、美術のさまざまな道具、材料に触り合う中で、その使い方、用

途を理解する。また、基本的な、形、色、線に関する認識を明確する。制作活動の楽しさ

を体験し、豊かな想像力を引き出すること。『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、

表現では、子どもが、身近な物事から思いついたこと、感じたことを活かし、想像し、体

全体を働かして表現する。また、自分の表現する内容に応じて道具や材料を選んでいくこ

と。 

 

B鑑賞 

『美術課程標準』では、子どもの観察力、論述能力を高め、現実社会及び美術に関心を

持たせる。子どもの生活に根じて、美術と生活を関連付け、学習内容の総合性を高めるこ

と。『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、子どもの見ること、感じること、気づく

ことを重視し、鑑賞を通して、形、色の面白さや材料の質感を感じ、気づかせること。 

 評価の要点（共通事項） 

『美術課程標準』では、美術活動に興味を持ち積極的に参加すること。自分の感じたこ

と、想像したことを自由に表現できること。美術の材料、道具及び基本的な技術を理解す

ること。『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、自分の感覚や活動を通して、形や

色などを捉えること。形や色などを基に、自分なりのイメージを持つこと。 

 

2）第二段階 

 

目標 

『美術課程標準』では、線、形、色などを組み合わせたり、素材の質感を使い、その効

果を体験し、観察、描画、工作を通して、自分の感じたこと、考えたこと、想像したこと

を自由に表現できること。美術以外の科目や子どもの生活と関連付けることを通して、子

どもの創造意欲を喚起すること。『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、表現したり、
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鑑賞したりする態度を育てるとともに、つくりだす能力、デザインの能力、創造的な工作

能力を育むこと。 

 

A 表現（創作） 

『美術課程標準』では、美術の基本的な技法及び技術を認識し、理解したうえ、それを

メディアにして、自分感じたこと、想像したことを表現すること。『小学校学習指導要領解

説図画工作編』では、自分の経験を基に、周りの人の感じ方や材料の扱い方を知り、イメ

ージを膨らませて、自由な発想を引き出すこと。 

 

B 鑑賞 

『美術課程標準』では、美術作品や他の科目との関連より、自分の捉えたこと、感じた

ことを正確に表現すること。子どもの総合性を重視している。『小学校学習指導要領解説図

画工作編』では、子どもの身近な生活の中で存在する地域の根じた作品及び材料を鑑賞す

ることを通して自分なりのイメージを持つこと。 

 

評価の要点（共通事項） 

造形表現活動に興味関心を持つ、そして、材料や道具を活かしながら自分の創造、想像

を自由に表現できること。また、積極的に鑑賞活動に参加することを通して、自分の感じ

取ったこと文字や言葉で表現したり、他の科目と関連付けて考え制作すること。『小学校学

習指導要領解説図画工作編』では、自分のの感覚や活動を通して、形や色などを捉えるこ

とと、形や色などを基に自分のイメージを持つこと。 

 

3）第三段階 

 

 目標 

『美術課程標準』では、形体、機能、空間関係、補色、同系色などの基本原理を理解し

た上、それらの特徴を活かして、自己創意活動に活用していく。生活の中で美術に関する

課題を発見したり、自分の知識と結びつけて、美術と生活環境や美術と伝統文化を結びつ

けて、自分の体験したことを表現する。『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、図画
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工作活動を通して、子どもの主体性と感性を育むことを大切にしたうえ、子どもの活動の

中で自分の表現にともなった材料を活用する能力を引き伸ばすこと。 

 

A表現（創作） 

『美術課程標準』では、材料を組み合わせたり、表現していくながで、遠近法や構図方

法を身に付け、それらを利用して、自分の考えや想像した物を自由表現する。『小学校学習

指導要領解説図画工作編』では、子どもが、自分の学習経験や技能を総合的にまとめ、形

や色、材料の特徴を活かして、立体的、絵画、工作に表する活動を行う。自分で表したい

ことを見つけ、自分で制作していくこと。 

 

B鑑賞 

『美術課程標準』では、簡単な討論や比較するなど美術作品を鑑賞する中で、自分の感

じたことを言葉、文字で表現し、他の科目との関連付けていく中で自分の知識を基に、生

活や伝統文化に対する考えと経験したことを表現している。 

評価の要点（共通事項） 

さまざまな表現方法を試し、絵画の基本的な遠近法、空間関係、組立方法を理解し、そ

れらを活かして作品を作ることができている。美術の鑑賞活動に自ら取り込み、友たちと

課題を見つけ、取り込んでいく。また、自分の生活している地域の環境や伝統文化と関連

付けて、表現活動ができること。『小学校学習指導要領解説図画工作編』では、自分の感覚

や活動を通して、形や色、動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。形や色など

の造形的な特徴を基に、自分のイメージをもつこと。 

 

以上、本節では、『美術課程標準』と『小学校学習指導要領解説図画工作編』の基本理念

及び目標、段階目標学習内容を紹介し、考察したものである。 

『美術課程標準』は、美術の学習を通して、子ども 1人 1人の能力を引き出すことを重視

した教育理念を基に、素質教育の強化を目標として、「学習者の全面的発達」、いわゆる「創

造力、実践力の育成と同時に、心身発達に応じて生涯教育」に立つ観点を理念とする。ま

た、日本の学習指導要領で見た、美術課程標準は、美術を学ぶ過程を通して人間を形成す

ることを強調したものである。さらに、今日の社会では、主体性や創造性が必要であり、
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そのため、子どもの個性、独創性、問題解決能力を育成することの重要性をアピールして

いることにも留意しなければならない。美術の課程の学習内の総合性及び探求性を強め、

美術課程内容を子どもの生活体験に結びつけるて、子どもの観察力、想像力と創造力を発

展させ、蕃美の品意と能力を高め、子どもの生活や自然に対する責任感を強めることを強

調している。これらの中で、材料や道具の使い方、材料と道具に限られた表現活動及び「技

術」を重視した教育の影が見られているところがある。 

課程内容の段階性を重視し、異なる地域の子どもの差異を考えなければならない。この

考え方は、美術教育が地域性を考慮し、子どもの生活実態を考慮した授業素材取り入れる

ことが重要視されていることは無視できない。つぎに、美術を学ぶ原動力の１つは、興味

に訴えることを重視し、教育課程の内容を子どもの生活経験と関連付けることによって、

実際生活における美術の価値を認識させようと意図としているのである。さらに、美術の

学習はただ技術を学ぶところに主眼があるのではなく、感情、態度、価値観などの学習で

あると考えられるのである。 

『美術課程標準』このような内容は新たな枠組みにより学習分野の柔軟な取り扱いを可能

にしていると考える。それは、各学習分野にわたって多様な材料や素材を利用し、子ども

の創造力や実践力を伸ばすことが強調されたものである。また、各地域の実態に応じて、

『美術課程標準』に記載されている美術活動を選択するような、新たな在り方の創出も主

張されている。従って、このような教育方針は地域に美術教育の授業の中で地域性及び地

域材料を生かした教育に関する研究の視点に繋がると考えられるのである。 

 次は、研究調査の基地としたゲリチルソモのモンゴル民族小学校で使われている教科書

の「内容」、「題材設定」特徴を分析し、授業の方式の現状について分析しながら地域性を

考慮した題材設定を考えて行きたい。 
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第 2 節 自己表現の視点からゲリチル地域の美術教科書を

分析 

 

中国の『美術課程標準』を基にして作られた教科書を基本的な教材としている。ゲリチ

ル地域では、当教科書を翻訳し、使用してている。本節では、ゲリチル地域で使われてい

る美術教科書の内容、題材設定の特徴及び具体的な教科内容の特徴を分析する。その目的

は、『美術課程標準』の理念を十分反映することができているかということを考察する。そ

の上、美術教科書題材及び内容を活かしながら地域性を活かした美術実践に関連していけ

る可能性について検討することである。 

教科書の内容と「美術課程標準」では、「造形・表現」「デザイン・応用」「鑑賞・評論」

「総合・探索」と 4 つの領域に分類し、1 年生から５年生まで各学年に２冊の教科書があ

り、全部で、10冊の教科書がある。中国の義務教育の 9年一貫教育課程改革において、改

定された 2011年の『美術課程標準』を基にして出版されものである。出版及び発行地は、

上海の課程教材研究所・美術課程教材開発中心・上海書画出版社編集による教科書を内モ

ンゴル教育出版社が翻訳して発行した教科書である。2012年度以降、ゲリチル地域小学校

使用されている。 

 

1．教科書の題材内容の割合の特徴 

 

ここでは、2012 年より、ゲリチル地域モンゴル族小学校で使われている教科書 10 冊の

（1年生から 5年生まで全部で 10冊（学年ごと上と下の 2冊）の教科書を使用している。）

221 の題材を紹介し、その領域を割合の特徴を明らかにするとともに造形表現の領域の題

材内容及び教材特徴を紹介する。第 1節で述べたように、『美術課程標準』では、美術教育

内容について「造形・表現」「デザイン・応用」「鑑賞・評論」「総合・探索」と 4つの領域

に分類している。題材の目標及び教科内容に含まれる領域を示すために、まず、4 つの領
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域を簡単にまとめておく。  

 

1.1 ４つの学習領域の題材内容 

 

【造形・表現】（絵画・立体） 

1） 線、形、色、空間、明暗、肌合いなど基本的な造形要素を観察し、認識理解し、対

称、バランス、繰り返し、リズム、対比、変化、統一などの形式原理を使い造形活動を行

い、想像力と創造意識を増進する。 

 

2）さまざまな美術のメディアと技能及び製作過程の探求と実験を通し、芸術の感知能力

と造形の表現能力を発達させる。 

 

3）造形活動の楽しさを体験し、意図を持って創造と表現し、美術学習に対して持続的な

興味を持つようにする。 

 

【デザイン・応用】 

1）デザインと工芸の知識、意味、特徴と価値及び「物は応用の目的を達成する」という

デザインの思想を理解し、デザインと工芸の基本的なプロセスを知り、デザインのアイデ

アと工芸制作の基本方法を身につけ、身の回りの物事に関心を持ち、よりよく問題の発見

と解決する能力を段階的に発達させる。 

 

2）各種の材料の特性を知り、意図に基づいて材料を選び、合理的に道具と制作技法を使

って、初歩的なデザインと制作の活動を行い、デザインと制作の過程を体験し、創造意識

と創造力を発達させる。 

 

 3）常に観察し、敏感に発見し、厳格に計画し、よりよく見習い、精撤に制作する行動の

習慣、根気よく細やかに、さらに団結し協力して作る態度を育成し、デザインと工芸で環

境と生活を改善する願望を強める。 
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【鑑賞・批評】 

1）自然の美しさを感じ取り、美術作品の題材、テーマ、形式、特色と流派を理解し、代

表的な作家と美術作品、美術と生活、歴史、文化の関係を知り、春美の判断能力の基礎を

身に付けさせる。 

 

2）さまざまな角度から美術作品を鑑賞し認識することを身に付け、段階的に視覚による

感受、理解と評論の能力を高め、美術鑑賞の基本的な方法を身に付け、文化の中で美術を

認識できるようにする。 

 

3）自然美、美術作品と美術現象に対して興味を高め、健全な審美の情趣を形成し、文化

を大切にし、優秀な民族と民間の美術及び文化遺産を重視し民族の誇りを強め、世界の多

元文化を尊重する態度を育成する。 

 

【総合・探求】 

１）美術の各学習領域の関連、美術科とその他の教科の関係を理解し、段階的にテーマ

を中心に美術科とその他の教科を融合する方法を身に付け、総合的に問題を解決する能力

を高める。 

 

2）美術と自然、美術と生活、美術と文化、美術と科学技術の関係を認識し、探求的で総

合的な美術活動を行い、また様々な形式で学習成果を発表する。 

 

3）視野を広げ、想像の空間を切り開き、未知の領域を探求する意欲をもたせ、探求させ

と成就感を体験させる。 

以上、こ『美術課程標準』の 4つの領域を基に各学年の教科書題材内容が設定されてい

る。教科書におけるものづくりに関わる題材の割合、また、造形表現の題材に関する特徴

を明らかにするため、ゲリチル小学校で使われている 10冊の教科書の「題材名」「学習内

容」「題材用材料」及び「領域」について整理する。ここでの領域の割合は、題材名、学習

要求を基に割合を分類する。【表 3】の領域の中では「造形表現（立体・絵画）」（以下立体
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及び絵画と省略する）、「デザイン・応用」（以下デザインと省略する、「鑑賞・評論」（以下

鑑賞と省略する）、「総合・探求」（以下総合と省略する）と表記する。 

 

 【表 3】小学校の教科書の題材内容、材料及び領域 

学

年 

題材名 学習内容 材料 領域 

一 

学 

年 

・ 

上 

第

1

冊 

1絵画の道具を知る 

2みんなでやりましょう 

3色線で点を繋ぐ 

4雨が降った 

5綺麗な花火 

 

6綺麗なスタンプ模様 

 

7小さなネックレス 

8魚が泳ぐ 

9私は空に飛ぶ 

10私の新しい友たち 

11花で心を表す 

12私造った文房具 

13動ける紙人 

14忙しい街 

15火車に乗って絵を描こう 

16物語の小さな家 

17ロール玩具 

18コンピュターの絵 

19お正月 

20綺麗な植物や動物 

・様々な絵を鑑賞し、絵を描く。 

・直線、曲げ線の形を並ぶ。 

・点と線を繋ぐ絵を描く。 

・雨降っている雰囲気を描く。 

・花火の線と色の違い区別でき

る。 

・葉や蓮根を使ってスタンプ絵を

描く。 

・紙を繋げてうえにボタンを貼る 

・魚の基本的な形を描く。 

・伝統的な絵を鑑賞、絵を描く。 

・友たちの似顔絵を描く。 

・先生に花を作ってあげよう。 

・ペンやバックをつくる。 

・紙で人間の形を設計する。 

・街をよく観察し、絵を描く。 

・祖国の風景をスケッチする。 

・アニメの建物を鑑賞、ものをつ

くる 

・描く、剪る、貼る方法でつくる。 

・Windowsで絵を描く。 

・にぎやかなお正月気分を描く。 

・自然を保護する意識を高める。 

・色鉛筆、折紙 

・ひも、木の枝 

・色鉛筆、紙 

・鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

 

・葉、蓮根、顔料 

 

・規定なし 

・鉛筆、貼紙 

・写真、色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・折り紙、ボダン 

・プラスティシーン 

・折り紙、ひも 

・鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・紙、鋏、鉛筆 

・Windows 

・色鉛筆、紙 

・写真 

・絵画、立体 

・立体 

・絵画、デザイン 

・絵画 

・絵画 

 

・絵画、デザイン 

 

・立体、デザイン 

・立体、絵画 

・鑑賞、絵画 

・絵画 

・立体、デザイン 

・立体 

・立体、デザイン 

・絵画 

・絵画 

・鑑賞、絵画 

・立体 

・絵画、デザイン 

・総合 

・鑑賞 

一 

学 

年 

・ 

下 

 

 

第

2

冊 

 

１影絵で遊ぼう 

2大自然と付き合う 

3カラフルなカーパット 

 

4 変わって見よう、変われせ

てみよう。 

5 面白い半丸形 

6、触ってみ、描いて見 

 

7紙風霊 

 

8甲虫のカラフルな服 

9生活の面白いこと 

 

10泡が浮かんでいる 

11宇宙の植物 

 

12 母の日 

13、様々な果物 

14可愛い動物 

15船に乗って、世界一周 

16カゴの蓋が空いている 

 

17落ない玩具 

18コンピューターの絵 

 

19似顔のパーティ 

20 モンゴルゲル 

21 金色の向日葵 

・影の形を観察し、絵を描く。 

・自然の形を捉えものをつくる。 

・四角の紙に絵を描いて皆で合わ

せる。 

・誕生日ケーキを描き、切り分け

る。 

・半丸を折形を創る、絵を描く。 

・物のサラサラ、キラキラの感と

模様を描く。 

・紙コップに色塗って、ひもで繋

ぐ。 

・カラフルな絵を描く。 

・自分の生活で起こった面白いこ

と描いて皆で鑑賞する。 

・泡球の形に絵を描く。 

・想像して描く、造る。 

 

・母の似顔絵を描く。 

・果物を創る。 

・小さな動物を創る。 

・船の絵や海の風景を描く。 

・ダンボールを使って箱や冷蔵庫

をつくる。 

・紙を使って玩具を創る。 

・Windows を使って四角、丸を合

わせる。 

・帽子や顔を作って遊ぶ。 

・草原やゲルの絵を描こう。 

・向日葵形を考えて描こう。 

・色鉛筆、紙 

・規定なし 

・色鉛筆、紙 

 

・紙、色鉛筆、鋏 

 

・鋏、紙、色鉛筆 

・紙、色鉛筆 

 

・紙、色鉛筆、鋏 

 

・紙、色鉛筆 

・紙、色鉛筆 

 

・紙、色鉛筆 

・折り紙、色紙、色鉛 

 筆 

・紙、色鉛筆 

・プラスティシーン 

・プラスティシーン 

・紙、色鉛筆 

・廃置箱、色鉛筆 

 

・紙、鋏 

・Windows 

 

・紙、色鉛筆、鋏 

・色鉛筆や紙 

・色鉛筆、紙 

・絵画 

・立体 

・デザイン 

 

・絵画、デザイン 

 

・立体、絵画 

・絵画 

 

・デザイン 

 

・絵画 

・絵画 

 

・絵画、 

・絵画、立体 

 

・絵画、 

・立体 

・立体 

・デザイン 

・デザイン 

 

・デザイン 

・デザイン 

 

・総合 

・絵画 

・絵画 
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二

学

年 

・

上 

 

 

第

3

冊 

1流れている色 

 

2色つける玩具 

 

3 プラスティシーンの世界は

楽しい 

4面白い電話 

 

5カラフルな服 

6折って剪りましょう 

7割合な画像 

8飛べる虫 

9自画像を描こう 

10子どもの歌を絵に描こう 

11ビンのフタを使おう 

12家に帰る道 

13一つ皿の野菜作ろう 

 

14私は自分の馬と一緒に 

15風が吹く 

 

16まわれる玩具 

17コンピュターの絵 

18指で遊べる玩具 

19様々な玩具 

20大人しい豚や犬 

 

21草原の花 

 

22モンゴル服 

23虫 

 

24私の牛 

・様々な色を合わせて、色の変化

を観察する。 

・様々の色を塗って見る、色の違

いを楽しむ。 

・人形、虫、動物を創る。 

 

・様々な電話の形を写真で鑑賞す

る、創る。 

・様々なピンに色塗って楽しむ。 

・折り紙で物を創る。 

・色の割合が綺麗な絵を描く。 

・飛べる虫の絵を描く。 

・自分のことを描く。 

・物語に基づいて絵を描く。 

・ピンのフタを使って物を創る。 

・学校から家までの道を描く。 

・美味しい料理の色を想像して作

る。 

・馬物語を考えてを描く。 

・風が吹くときの物の形を観察

し、形を書く。 

・風霊を創る。 

・Windowsで形を組み合わせる。 

・指に付けられる玩具を創る。 

・伝統的な玩具を鑑賞する。 

・自分の好きな犬を思い出して描

く。 

・様々な花の色形を鑑賞する、創 

 る。 

・模様を描いて見よう。 

・虫の形や色を写真をみながら描

こう。 

・自分の家の家畜を描こう。 

・水彩画の顔料 

 

・水彩画の顔料 

 

・プラスティシーン 

 

・プラスティシーン 

 

・水彩画の顔料 

・折り紙、鋏 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・瓶の蓋、紙 

・色鉛筆、紙 

・プラスティシーン 

 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

 

・紙、ストロ、鋏 

・Windows 

・プラスティシーン 

・写真 

・紙、色鉛筆 

 

・写真、折り紙 

 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

 

・色鉛筆、紙 

・絵画 

 

・デザイン 

 

・立体 

 

・デザイン 

 

・デザイン 

・立体 

・デザイン 

・絵画 

・絵画 

・絵画 

・立体 

・絵画 

・立体 

 

・絵画 

・絵画 

 

・デザイン 

・デザイン 

・総合 

・鑑賞 

・絵画 

 

・絵画 

 

・デザイン 

・デザイン 

 

・絵画 

 

二

学

年 

・ 

下 

    

 

 

 

第

4

冊 

１ダンボールを挟めて繋ぎま

しょう 

2重ねましょう 

 

3点、線、表面 

 

4綺麗な表紙 

5五つの味の瓶 

6表彰もらった 

 

7綺麗なピーコック 

 

8葉の線 

9綺麗な模様 

10足跡に想像する 

 

11 野菜と果物を変わらせよ

う 

12ツバミの家 

13動物の物語 

14友情のカード 

15故郷は変わった 

16私先生 

17登れる玩具 

18コンピュターの絵 

19子ども部屋 

 

20素敵な生活 

21恐竜の世界 

22綺麗な温泉 

・カード紙を繋ぎ、高さを比べる。 

・様々な色や形をかせねてそ色鑑

賞しょう。 

・様々な点、線を繋げて絵を書く。 

・色用紙で箱を包装する。 

・味を絵に描く。 

・銀、金紙を使って表彰カップを

製作。 

・紙で孔雀を造る、絵に描く。 

 

・葉のうえにある線を描く。 

・服の模様を描く。 

・足跡を活かして様々な形を描 

 く。 

・野菜、果物の形を活かして動物

を創る 

・様々鳥居をつくりましょう。 

・物語を基に絵を描く。 

・カードを作る。 

・風景絵を描く。 

・先生の特徴を絵に描く。 

・虫を作る。 

・Windows形を繋げる。 

・自分の部屋を設計する。 

 

・写真で伝統的な生活を鑑賞。 

・様々恐竜の形を想像して作る。 

・温泉の風景を描こう。 

・ダンボール紙 

 

・規定なし 

 

・色鉛筆、紙 

 

・折り紙、テープ 

・色鉛筆、色鉛筆 

・折り紙、鋏、テープ 

 

・色鉛筆、紙、折り紙、

鋏 

・色鉛筆、紙 

・色紙、色鉛筆 

・色鉛筆、紙 

 

・プラスティシーン 

 

・規定なし 

・色鉛筆、紙 

・折り紙、色鉛筆 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・プラスティシーン 

・Windows 

・プラスティシーン、

折り紙、鋏 

・写真 

・プラスティシーン 

・色鉛筆、紙 

・立体、鑑賞 

 

・絵画 

 

・立体、鑑賞 

 

・デザイン 

・絵画 

・デザイン 

 

・デザイン 

 

・絵画 

・デザイン 

・絵画 

 

・立体 

 

・立体 

・絵画 

・絵画、デザイン 

・絵画 

・絵画 

・立体 

・デザイン 

・総合 

 

・鑑賞 

・総合 

・絵画 
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三

学

年

・

上 

 

 

 

第

5 

冊 

1不思議な色たち 

 

2面白い花ボット 

3大人国と小人の国 

4遠、近 

5山登り遊び 

6色と黒 

7楽しい思い出 

 

8星空を繋げて想像する 

9自然の足元 

 

10綺麗な花 

11様々な形の靴 

 

12丸めてつくる紙の芸 

 術 

13シンプルな形を素敵 

な芸術にしょう。 

14夢な街 

 

15私が設計した自転車 

16モンゴル遊び 

17草原の小さなツバミ 

18皆で麺紛食事を作ろう 

19面白いアニメ 

20自分名前を装飾しょう 

21幸せな仔ヒツジ 

・原色を混ぜて、色の変化を理解

する。 

・様々な花ポットを作る。 

・大と小比較して絵を描く。 

・遠近法を考えて絵を描く。 

・山のぼりの地図を設計する。 

・白と黒色を使って絵を描く。 

・自分の生活の中で面白いことを

描く。 

・夜の星の空を観察して描く。 

・自然材料を使ってスタンプ絵を

描く。 

・様々な花の形を描く。 

・様々な靴の形を作る。 

 

・紙を使って様々な物を作る。 

 

・生活の中の材料を使って芸術作

品を作る。 

・自分の好きな建物の形設計す

る。 

・自転車の形を設計する。 

・玩具を作る。 

・草原の小鳥を描く。 

・麺紛を使って料理の形を作る。 

・アニメの絵を描く。 

・文字をデザインする。 

・ヒツジの絵を描く。 

・色彩顔料 

 

・ダンボール、色鉛 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙、ボダン 

・鉛筆 紙 

・色鉛筆、紙 

 

・紙、色鉛筆 

・水彩画、規定なし 

 

・色鉛筆、紙 

・紙、布、プラスティ

シーン 

・紙、新聞紙 

 

・規定なし 

 

・色鉛筆、紙 

 

・紙、鉛筆など 

・プラスティシーン 

・色鉛筆、紙 

・麺紛、水彩顔り 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・絵画 

 

・デザイン 

・絵画、鑑賞 

・絵画 

・デザイン 

・デザイン 

・絵画 

 

・絵画 

・デザイン 

 

・絵画 

・デザイン 

 

・立体 

 

・立体 

 

・デザイン 

 

・デザイン 

・立体、鑑賞 

・絵画、立体 

・総合 

・鑑賞 

・デザイン 

・絵画 

 

 

 

三

学

年 

・ 

下 

 

 

第

６

冊 

１水墨で遊ぶ 

2たくさん並べよう 

 

3曲線と直線 

 

4対称形 

5音楽を感じる 

6面白い夢 

7変われる形 

8未来の建築 

9忘れられない友達 

10祭日 

11動物の服装 

12色とりとりの窓 

13色糸の貼り絵 

14リリーフ絵の表面 

 

15クラスのメジルシ 

16故郷の橋やタワー 

17踊れる玩具 

 

18コンピュターの絵 

 

19動物を保護しょう 

20標示の絵を区別しょう 

 

21モンゴルナイフ 

 

22蒙古民族の酒入り物 

 

23吹球の人形 

・水墨を体験する、水墨で描く。 

・同じたちを並べる、描き並べる。 

・曲線と直線を使って様々な形を

描く。 

・形を区別し、絵を描く。 

・音楽を聴きそれを色で表す。 

・自分の見た夢を描く。 

・形を活かして物を作る。 

・未来の建物を描く。 

・友たちの絵を描いて見よう。 

・楽しい祭日を紙に描く。 

・動物の体の模様を描こう。 

・窓を装飾しょう。 

・糸を紙貼って形を作る。 

・紙にプラスティシーンを貼って

見よう。 

・クラスの目印を考えよう。 

・故郷の風景を描く。 

・伝統的な玩具を鑑賞し、動物の

頭を作って指にて遊ぶ。 

・Windows を使って形色を使って

みる。 

・珍しい動物を描く。 

・様々なメジルシを鑑賞し、区別

する。 

・蒙古ナイフを作って、紙にはる。 

・酒を入れる入れ物に色や模様つ

ける。 

・吹球を使って人形を作る。 

・水墨原料 

・規定なし 

 

・鉛筆、紙 

 

・折り紙、鉛筆 

・色彩燃料 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙、色粘土 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・ダンボール、紙 

・糸、紙 

・紙プラスティシーン 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・折り紙、鉛筆 

 

・Windows 

 

・写真、絵 

・写真、図 

 

・プラスティシーン 

水彩画の顔料 

・プラスティシーン 

 

・吹球、貼り紙 

・絵画 

・デザイン 

 

・絵画、鑑賞 

 

・デザイン 

・絵画 

・絵画 

・デザイン 

・デザイン 

・絵画 

・総合 

・絵画 

・デザイン 

・デザイン、 

・立体 

 

・デザイン 

・絵画 

・デザイン、

鑑賞 

 

・デザイン 

 

・総合 

・鑑賞、総合 

 

・デザイン、

鑑賞 

 

・立体、鑑賞 

 

・デザイン 
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四

学

年 

・ 

上 

 

 

 

第

7

冊 

１寒い色と暖かい色 

 

2画家の顔色を混ぜる版 

 

3野菜と果物を剪る版 

 

4生活の中の引き線たち 

 

5音楽の美しいさ 

 

6尊敬な人たち 

7今日は私の掃除当番 

8面白い遊園地 

9色墨の世界 

10私は車のデザイナー 

11人間らしい造った 

 

12綺麗な切手 

 

13毎日の計画 

14 あなたにメッセージを送

る 

15変わった形の本 

16あんだり、組み合わせたり

して楽しむ 

17歩ける玩具 

18コンピュターの絵（形を変

えて絵にする） 

19私は幸せに成長する 

20笑い漫画の面白さ 

21丸い石の絵 

22旅行の記事 

 

23切り紙の芸術 

24 5種の家畜 

・生活や美術作品を鑑賞して中暖

かい色と寒い色を考える。 

・様々な色を合わせて中間色を区

別する。 

・果物や野菜の切面を見て絵に描

く。 

・生活の中で直線と曲線を観察

し、絵を描く。 

・音楽や絵画を観察し、そのニズ

ムを絵の表す。 

・自分の尊敬する人を描く。 

・掃除する人々姿を描く。 

・玩具を使って遊園地を作る。 

・水墨画を描く。 

・車の形を設計して見る。 

・玩具や動物の絵を人間のように

変化させて見る。 

・テーマを決めて、切っていを設

定する。 

・カレンダーを設計する。 

・メッセージのカードを作る。 

 

・変わった形の本を作る。 

・様々な材料使ってものを作る。 

 

・紙で形を作る。 

・Windowsを使って絵を描く。 

 

・アルバムを作る。 

・笑い漫画鑑賞し、話する。 

・石に様々絵を描く。 

・自分の旅行した写真を皆で鑑賞

しょう。 

・切り紙をもって作って見よう。 

・紙を切って動物の形を作る。 

・写真、 

 

・水彩画の顔色、写真 

 

・クレヨン、紙 

 

・鉛筆、紙 

 

・色鉛筆や紙 

 

・色鉛筆、紙 

・色鉛筆、紙 

・規定なし 

・水墨画の顔料 

・鉛筆、紙 

・鉛筆、紙、プラスティシ

ー 

・色鉛筆、紙 

 

・色鉛筆、紙 

・折り紙 

 

・折り紙、色鉛筆 

・紙、トウモロコシの皮、

花など 

・折り紙 

・ Windows 

 

・折り紙、鉛筆 

・作品の写真 

・水彩画の顔料 

・風景の写真 

 

・色紙、鋏 

・色紙、鋏 

・鑑賞 

 

・デザイン 

 

・鑑賞、絵画 

 

・デザイン 

 

・絵画 

 

・絵画 

・絵画 

・デザイン 

・絵画 

・デザイン 

・立体 

 

・デザイン 

 

・デザイン 

・立体 

 

・デザイン 

・立体 

 

・デザイン 

・デザイン 

 

・総合 

・鑑賞 

・デザイン 

・鑑賞 

 

・絵画、鑑賞 

・立体、 

四

学

年 

・

下 

 

 

第

8

冊 

1集中、散らばる 

 

2不思議な点たち 

3黒と白 

 

4主体と環境 

 

 

5氷河とタ焼 

 

6香りを描こう 

7アニメの絵 

 

8双子 

 

9蔵書のメジルシ 

 

10友達と一緒に 

 

11僕のその瞬間 

 

12春の旅行 

13どれとどれが同じ 

 

14魔法の帽子 

 

15浮かんでいる島 

 

16迷宮 

・色彩燃料使って、集中、散らば

る効果を表現しょう。 

・紙に黒い点を描く、並べる。 

・描く、鋏で切る方法で表現する。 

・作品の中の人物が環境が変わる

ことによって効果が変わること

を絵で表現する。 

・一つの色に黒や白をを増やし混

ぜて、色の変わりを体験する。 

・様々香りを絵画で表現する。 

・自分の好きなアニメキャラクタ

ーを集め、模写する。 

・描くや切る方法同じ人物や動物

の動作を表現する。 

・本の表面の絵を描く。 

 

・友達と一緒の状況を造る。 

 

・走る、遠くを見るなど動作の瞬

間を表した絵を描く。 

・春の風景を見て写生する。 

・動物や虫を数多く描いて比較し

て見る。 

・自分に合う帽子を設計して見

る。 

・バブルで作ったり、描いたりす

る。 

・ダンボールで迷宮を作って見よ

う。 

・水彩画の筆と紙粘土 

・色彩燃料、紙 

・鉛筆、紙 

 

・色鉛筆、紙 

 

 

・色彩燃料、筆、紙 

 

・色鉛筆、紙 

・鉛筆、紙 

 

・色鉛筆、紙 

 

・粘土、プラスティシー

ン 

・色鉛筆、紙 

 

・色鉛筆、紙 

 

・色鉛筆、紙 

・折り紙、色紙 

 

・バブル、色鉛筆、紙 

 

 

 

・ダンボール 

 

・絵画、鑑

賞 

 

・絵画、鑑賞 

・絵画、鑑賞 

 

・鑑賞 

 

 

・絵画、鑑賞 

 

・絵画 

・絵画 

 

・絵画 

 

・デザイン 

 

・立体 

 

・絵画 

 

・絵画 

・デザイン 

 

・デザイン 

 

・デザイン 

・デザイン 
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17コンピュターの絵画 

 

18浮かべる玩具 

19光の面白さ 

 

20国宝―秦の始皇帝の墓 

・コンピュターで絵を描く方法を

学ぶ。 

・紙で、水に浮く動物を作る。 

・電球を使って様々な光や影を楽

しむ。 

・秦の始皇帝の墓の写真を鑑賞す

る。 

・Windows、ペイント 

 

・クレヨン、紙 

・規定なし 

 

・写真 

 

 

・デザイン 

 

・デザイン 

・総合 

 

・鑑賞 

五 

学 

年 

・ 

上 

 

 

第 

9 

冊 

1色彩の違い 

 

2色彩の組み合わせ 

 

3綺麗な模様 

 

4面白い文字 

5 龍を描いて目を描いて見よ

う 

6版画をやって見よう 

7筆を使わない絵 

8小鳥の鳴き声、花の笑顔 

 

9詩の心、絵の思い 

 

10色水墨の顔の絵 

 

11粘土の世界 

 

12祭日の灯篭 

13宇宙の新しい居住 

14ジャンプできる玩具 

15驚きほど綺麗な柱 

16コンピュターの絵（色の変

化） 

17コンピュターの動画絵 

18絵画の勉強した日記本 

 

19故郷を保護しょう 

20国宝、陶芸芸術を保護しょ

う 

21砂漠海の船であるラクダ 

22人工衛星 

 

23帽子 

 

24刺繍と貼り絵で遊ぼう 

・赤と緑、黄色と紫、オレンジ色

と青色等を対比し、練習する。 

・様々な色を組み合わせてそのへ

んかを観察する。 

・植物や物の自然模様を利用して

絵を描く。 

・文字をデザインする。 

・プレゼントを包装する。 

 

・版画を作ること練習する。 

・水彩画顔料を流して見る。 

・中国画の花、鳥を描く画法を勉

強する。 

・中国画の山、水画の内容を勉強

する。 

・中国の伝統的な芸術オペラの顔

を描く。 

・粘土や陶芸用の粘土で生活の用

品を作る。 

・お正月の灯篭を作って見る 

・建物を考え作る 

・ペンに付けられる玩具を作る。 

・柱を装飾する。 

・色を変化しながら絵を描く。 

 

・簡単な動画を作って見る。 

・自分の勉強した絵を丁寧に保管

する。 

・故郷の特徴を表した絵を描く。 

・中国の伝統的な陶芸を鑑賞す

る。 

・砂漠に生活するラクダを描く。 

 

・ペットポドルを使って人工衛星

を作って見よう。 

・詩を読み、その意味を絵で表す。 

・解放軍さんの顔や姿を絵に描

く。 

・水彩顔料、筆 

 

・水彩顔料、筆 

 

・色鉛筆、紙 

 

・紙、水彩画の顔色 

・折り紙 

 

・木版、ナイフ 

・水彩画の顔料 

・水墨画の材料 

 

・水墨画の材料 

 

・水墨画の顔料 

 

・粘土、陶芸用の粘土 

 

・色紙、折り紙 

・折り紙 

・折り紙 

・水彩画の顔色 

・Windowsペイント 

 

・Windowsペイント 

・色鉛筆、紙 

 

・色鉛筆、紙、写真 

・芸術作品の写真 

 

・水彩画の材料 

 

・ペットポドル 

 

・折り紙、色鉛筆 

 

・写真、折り紙 

・絵画 

 

・絵画 

 

・デザイン 

 

・デザイン 

・デザイン 

 

・絵画、鑑賞 

・絵画、鑑賞 

・絵画、鑑賞 

 

・絵画 

 

・絵画 

 

・立体 

 

・デザイン 

・デザイン 

・立体 

・デザイン 

・デザイン 

 

・デザイン 

・デザイン 

 

・鑑賞、総合 

・鑑賞 

 

・絵画、鑑賞 

 

・デザイン 

 

・デザイン、

鑑賞 

・総合 

五

学

年 

・

下 

 

1不思議な形 

 

2形体の組み合わせ 

 

3仮想した彫刻 

4様々形及び同形 

5静物を見て描く 

6喜、怒、悲、幸 

7特徴な顔 

8十二生肖の動物 

9山水の絵を描く 

 

10不思議な風 

11小さな世界 

・様々な形を組み合わせてものを

作る。 

・様々な形を組み合わせる。 

 

・素描で静物を描く練習する。 

・人の顔を素描で表す。 

・様々表情の顔を作る。 

 

・紙粘土で 12千支の形をつくる。 

・水墨画の山水の絵を模写する。 

・小さな植物や小さな虫の形を描

く。 

・タコを作って遊ぶ。 

・小さい虫の模様を見て絵を描

・色鉛筆、折り紙 

 

・四角、三角の版 

 

・鉛筆、紙 

・鉛筆、紙 

・紙粘土 

 

・紙粘土 

・水墨画の具 

・水彩画の具 

 

・色紙、木、ひも 

・鉛筆、紙、ルーベ 

・デザイ

ン、絵

画 

・デザイ

ン、立体 

・絵画 

・絵画 

・絵画 

・立体 

・立体 

・デザイン 

・絵画 

 

・デザイン 
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第

1

0

冊 

 

12光れる玩具 

 

13コンピュターの絵 

 

14幸せな旅行 

 

15ステージを装飾する 

 

16国宝―銅の芸術 

 

17美しぃ彫刻 

 

18 芸術と科学を合わせて見

よう 

19科学で創造して見よう 

 

20線と草原 

21草、木の絵 

 

22壁に付ける絵を描こう 

 

く。 

・電球の光を利用して様々なもの

を作る。 

・ Windows を使って動物や虫の

絵を描く。 

・自分の旅行した写真を並べて絵

アルバムを作る。 

・自分たちが演奏することを想像

してステージを装飾する。 

・伝統的な銅の工芸品の写真を鑑

賞する。 

・国の様々な所の彫刻の写真を鑑

賞する。 

・橋や港、空港、車などを想像し

て自分の好きな形に描いて見る。 

・パソコン、携帯、電車を見て自

分たち作って見る。 

・草原の絵を描く。 

・風景を鑑賞して、枝、草で作っ

てみる。 

・壁に付けるものを描いて見よ

う。 

 

・電球、紙、ペットポドル 

・ Windows、ペイント 

 

・写真 

 

・規定なし 

 

・陶芸の写真 

 

・写真 

 

・彫刻の写真 

 

・写真、色鉛筆、紙 

 

・色紙、鉛筆 

・鉛筆、紙 

 

・規定なし 

 

・絵画 

 

・総合 

 

・絵画 

 

・鑑賞 

 

・総合 

 

・鑑賞 

 

・鑑賞 

 

・総合 

 

 

・総合 

・絵画 

・総合 

 

・デザイン 

 

【表 3】では、ゲリチル地域の小学校で使われている美術教科書 10冊の全ての内容整理

した。題材と領域の関わりは 1 つの題材に対し 1 つの領域ではなく、2 つや 3 つの領域が

含まれることもある。以下、題材の導入文と学習要求、内容、写真を基に、教科書題材の

４つの領域の配置を学年ごとにまとめ、それぞれの割合について分析を行う。【図 1】を参

照。 

 

1.2 特徴Ⅰ 「造形・表現」、「デザイン・応用」の領域が中心内容 

 

ゲリチル地域の小学校で使われている美術教科書 10 冊では、221 の題材を含まれてお

り、その中で、「造形・表現」は、106個あり、全題材の 47％を占める。「デザイン・応用」

は、80個あり、全題材の 36％を占める。「鑑賞・評論」に関わる題材は、16個あり、全題

材の 7％を占める。「総合・探索」に関わる題材は、17個あり、全題材の８％を占めること

をわかった表 4を 参照。以下、【図 1】と【図 2】を基に領域の割合の特徴を分析する。 
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【表 4】各学年領域の配置状況 

学年 造形・表現 設計・応用 鑑賞・評価 総合・探索 総合 

一年目 25 13 1 2 41 

二年目 26 14 2 3 46 

三年目 19 19 3 2 44 

四年目 18 17 6 2 44 

五年目 18 17 4 8 46 

総合 106 80 16 17 221 

 

【図 1】と【図 2】のように、『美術課程標準』に基づいて編集された教科書における、

4つ領域の割合から見れば、「造形・表現」という子どもの自己表現に関わりがある「材料

を用いものをつくるに関する題材」が全題材の 4分の 2を占めている。また、何らかの目

的を決めて、装飾及びものをつくることに関わりがある「デザイン・応用」は、全題材に

よって 4分の 1の題材を占めている。その他、「鑑賞・評論」と「総合・探索」が全題材の

4 分の 1 の題材を占めている。ここまでを見てわかるように、『美術課程標準』に従って、

材料、素材を用い、造形また応用を通して、の学び及び子どもの表現の題材が全題材の 4

分３を占めている。言い換えは、子どもが手や体を使って、ものを作ることを通して自己

表現を行う活動を重視しているものだと考えられる。 

0

50

100

一年目 二年目 三年目 四年目 五年目

【図1】教科書題材の領域の割合

造形・表現 デザイン・応用

鑑賞・評論 総合・探索

48%

37%

7%
8%

【図2】全題材による領域の割合

造形・表現 デザイン・応用

鑑賞・評論 総合・探索
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【図 2の】ように、小学校 1年から５年

まで、4つの領域の変化を見ると、「造形・

表現」は 1年の 61％から 39％までさがっ

ている。逆に「デザイン・応用」は 32％か

ら 43％まで上がっていることをわかる。

また、「鑑賞・評論」、「総合・探索」も少

しずつ上がっていることをわかる。この様なことから、「造形・表現」の自己表現できるこ

と目指したものであることから「デザイン・応用」では、ある目的に対するデザイン制作

や物を造ることや「鑑賞・評論」の物事に対する見る方法や見方を培養することと国や文

化に対する認識させること、「総合・探索」の問題解決などの能力を身に付けさせ、他の科

目と関連させ、幅広く知識を身につける教育へ変化してことをわかる。言い換えは、子ど

もの表現活動から知識や問題解決能力及び技能へと導入している特徴がある。 

 

1.3 特徴Ⅱ 「造形・表現」の絵画的な表現を重視している 

 

 すでに述べたように、ゲリチル地域で使わている教科書の領域による題材内容は、「造

形・表現」を重視した題材設定していることがわかった。しかし、当教科書では、造形的

なものづくりの題材では、いろいろな材料を用い、さまざまな手段を使って、ものづくり

に関する題材より、さまざまなテーマによる絵画の表現が重視していることが明らかにな

った。表 5 と図 4 を参照。 

 

        【表 5】「造形・表現」の絵画と立体の割合 

学年 造形・表現 絵画表現 割合 立体ものづくり 割合 

一年目 25 20 80％ 5 20％ 

二年目 26 19 73％ 7 27％ 

三年目 19 15 78％ 4 22％ 

四年目 18 14 77％ 4 23％ 

五年目 18 14 77％ 4 23％ 

総合 106 82 77％ 24 23％ 

 

0

50

100

一年目 二年目 三年目 四年目 五年目

【図3】領域割合の変化

造形・表現
デザイン・応用
鑑賞・評価
総合・探索
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【図 4】のように、「造形・表現」の学習

内容による絵画表現が 77％という半分以

上の内容を占めている。また、題材名及び

学習内容の文書による導入では、色の違い

を区別して描く、寒い色、暖かい色の区別、

また、遠近法の描き方を練習するなどの題

材が多く掲載されている。例えば、教科書

9（5 年生・上）の題材 1 では、「色彩の違い」、学習内容では、「赤と緑、黄色と紫、オレ

ンジ色と青色等を対比し、練習する。」であり、当教科書の題材 9 では、「詩の心、絵の思

い」、学習内容は「中国画の知人の絵画は奥深さや意味を内包しているその中で、中国画の

特徴の一つは、詩と絵の意味を組み合わせることを重視する。」など、絵画的な技能に関す

る題材を造形表現の題材として取り入れている。学習内容の特徴は本節で 3 を検討。 

以上では、領域により題材の割合の特徴を分析したものである。分析では、ゲリチル地

域で使われている教科書の領域による題材の割合では、「造形・表現」の領域が多く設定さ

れており、「造形・表現」と「デザイン・応用」を中心とした題材設定から、材料をメディ

アとし、ものをつくることを通して子どもが自己表現できる活動と考えられるが、「造形・

表現」の絵画表現、立体ものつくりの割合の分析からわかるように、当教科書では、絵画

及び絵画技能を中心にした造形表現教育として捉えていることがわかった。続いて、題材

内容、学習内容、素材について分析していく。 

 

2．題材内容及び教材の特徴 

 

2.1 教科書の題材 

 

教科書は題材名、導入文、学習要求（日本の教科書の「くふう」に当たる）小示（日本

の教科書の「ふりかえり」に当たる）写真図版と 5 つの部分で形成されている。 

題材名では、本授業中に作る、鑑賞、描く物を指摘している。例えば、【写真 1】の題材

77

23

【図4】造形・表現領域の絵画と立体の

割合

絵画表現 立体ものつくり
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名「詩の心、絵の考え」本題材の内容は造形表現の絵画になる。本題材名では何を作るか

を指示している。 

導入文では、どのような材料を使って、どのような形を表現すること、あるいは、どの

ようなものを中心に鑑賞するかについて授業の目標を決めている。例えば。【写真１】の導

入文では「中国画の知人の絵画は奥深意味を内包している。その中で、中国画の特徴の１

つは、詩と絵の意味を組み合わせることを重視する。」という形で授業の目標を明示してい

る。 

学習要求では、どうのようなものを造るか、何にを描くか、どこを鑑賞するかを具体的に

示している。また、どのように造るか、どうやって描くか、何に注目するかについて具体

的に示している。例えば、【写真１】の学習要求では「詩と絵の関係を考えて見る。一つ詩

を読んで、中国画を表す。誰の絵画が詩意味をうまく表しているかを鑑賞する。」 

小示では、子どもの想像や作る方法を広げるために、さまざまな表現方法、描く方法を

紹介している。例えば、【写真１】の小示では「詩と絵組み合わせることというのは、詩を

読み、意味理解したうえ、絵に描くことである。」 

写真図版では、教科内容に合わせた、優秀な授業実践で造られた作品或いは、有名な画

家の作品などを掲載している。 

 

 

        【写真 1】内モンゴルのゲリチル小学校の教科書の題材内容の特徴 
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2.2 教材の特徴 

 

1）紙材の使用が多く、絵画技術を重視 

【表 5】から分かるように全学年の立体的なものづくりに関する 24 の題材のなかに紙

の材料を使用する題材は 18 もある。紙材はものづくりの題材の中で 70%を占めている。

表 2 の中で見られるように、絵の具の中で紙が材料として使われると同時に着色の材料と

して絵の具を取り入れ、絵画的な表現が強調されていることが分かる。例えば、1 年生の

教科書第 2 冊の中では、「面白い半円」という題材が設定されているが、この題材の「制作

の要求」は「半円の形で切った紙をさまざまな物や動物に変えるためにさまざまな絵を描

いてみましょう」23と記載されている。このように、半円紙を使って様々ば物をつくるこ

とではなく絵の具で半円紙に絵を描くという造形活動を示している。この題材はものをづ

くることに主眼をおいた活動ではなく、描画上の構図や組み合わせ方などの技術が細かく

指示されている。もう 1 つ【表 2】の中 4 年生の教科書第 7 冊の中では、「歩ける玩具」と

いう題材が設定されており、この題材の「制作の要求」は、「紙を動物や人の形に切り取っ

て、その上に絵の具で動物を描こう」24と記載されている。 

 

2）物つくりの手順が表紙されている 

絵画の構図をつくる方法や組み合わせ方などの絵画表現の方法が細かく指示されていて、

ものをつくる時の手順やつくり方が具体的に指示されている。例えば、表 2 と図 2 の、4

年生の教科書 7 の中で「漂える玩具」という題材の「制作の要求」には「1cm から 5cm の

白い紙を折り重ねて、鋏で口や目や翅と耳を切り取り、切り取った形に動物の絵を描き、

形を整える」25とある。また、動物の形にするための設置方法が図版で表示されている。

魚、船、亀をつくるための見本や方法を具体的に指示されている。その他にも「跳べる玩

具」、「合わせる芸術」、「私が設計した自転車」などのほとんどの題材には、文字または図

版でつくり方法が細かく記述されている。また、教科書の中で題材とされているものづく

りの材料のサイズは小さく、手軽なものがばかりで、大きいサイズの材料は殆ど使用され

ていない。 
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以上から分かるように、内モンゴルの図画工作科教科書のものづくり教育では、物をつ

くる基本的な技術と絵を描く技法を教えることを重要視して、子どものアイデアを大事に

し、自由な発想を重視するような題材設定が見られなかった。また、材料のサイズは小さ

く、手軽なものがばかりで、大きいサイズの材料は殆ど使用されていない。身体感覚を十

分に発揮できるような材料を用いた立体的な造形活動は子ども達の学びにとって重要なポ

イントの 1 つである。材料のサイズが小さければ子ども達の全身で関わるような立体造形

的要素を含んだ造形活動を期待することは難しいと考える。このような限りがある活動の

中で子ども達は、自由につくりたい、面白いものを考えたいという意欲を持つことは難し

いことであろう。 

 

3．日本の図画工作の教科書内容と比較考察による教科書内容の分析 

 

ここでは、ゲリチル地域に使われている 10 冊の教科書内容の特徴、問題点を明らかに

するため、題材設定、学習内容、材料を分析とともに、日本の図画工作の教科書と比較考

察を行う。 

教科書の範囲は日本と中国の図画工作科教科書内容の範囲について全面的に理解するた

めに 4 つの視点で比較する。 

①題材名の役割 

両国の図画工作教科書教科内容の分析を通してそれぞれ教科内容に対する題材名の役割に
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ついて比較し、評価する。 

②造形表現 

両国の図画工作の教科内容の中で造形表現のねらいと指導方法を比較し、評価する。（立

体物による造形活動と絵画による造形活動） 

③鑑賞授業 

両国の図画工作鑑賞授業の内容を理解するために鑑賞授業の内容範囲とねらいを中心に

比較し、評価する。 

④学年による授業の難度 

両国の学年年齢に対する授業内容の難度を比較し、調査する。 

両国の小学校における図画工作の教育用として出版されている教科書の内容を事例とし

て取り上げ、各単元群の題材と学習内容を列挙し（例えば、造形表現、鑑賞授業の代表的

な授業内容を選択式で 1 つ列挙する）、その構成や方針について分析する。 

具体的には、両国の学習指導要領、教学参考用書 11、内容解説資料 12を基にして、教科

書内容の中で表示されている児童向けの「題材名」、「学習のめあて」13、「導入文書」、「く

ふうポイント」14、「作品活動写真」を表で比較し、具体的に解釈し分析することとした。 

 

3.1 「題材名の設定の仕方」の比較 

 

内容解説資料の内容基準の説明によると、両国の図画工作教科内容に対する題材名の役

割はそれぞれ異なっている。日本の図画工作科授業題材名の役割は、活動への興味・関

心・意欲がもてるような名称にしている 15。中国の図画工作科授業題材名の役割は、授業

の内容、特徴を総括することとしている。ここでは、日本と中国の図画工作科教科書の中

から２つつの授業内容を選択して、比較を行った。比較対象は「導入文」と「くふう」で

ある。中国の図画工作科教科題材名が授業内容に対してどういう役割であるか、また、指

導方法によって、題材名を活かして授業内容を子ども達の興味・関心・技能を大切にして

いけるかについて調査した。 
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1）事例１：造る物が決まっている場合の比較 

 
【写真 3】と【写真 4】「わたしの小さな部屋」と「絵画の勉強した日記袋」 

 

           【表 6】題材名設定の仕方の比較 

題材内容 「図画工作」日本文教出版 「美術教科書」中国人民出版社 

題材名 わたしの小さな部屋 

（5.6年生下）     

絵画の勉強した日記袋 

（5年生上） 

導入文 自分の気持ちを込めた小さな部屋を

想像し、粘土の板を使ってつくる。

心がふっとリラックスできる。 

絵画の勉強記録の袋は絵画資料を保存する袋であ

る。我々はそれを利用して自分が勉強した知識や

成績を測ってみることができる 

比較、分析 粘土の板を基にして、自分の気持ち

を表すのにふさわしい表し方を考

え、小さな部屋をつくる。 

作るものの内容を説明し、何のため作ることをは

っきり書いてあり、目標を規定している。 

くふう 

学習要求 

どんな部屋ならリラックスできるだ

ろう。部屋の中に自分を想像しなが

らつくる。 

どのような袋を作るかを考えてもる。 

自分の絵画袋作って自分の絵画の成績を測ってみ

よう。 

自分の造った絵画袋と友たちの袋と比較して見よ
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2)事例２：造る物が自由の場合の比較 

 
【写真 5】と【写真 6】「線を集めて」と「毛糸の巻」 

 

【表７】題材名設定の比較 

内容説明 「図画工作」日本文教出版 「小学校の美術教科書」中国人民出版社 

題材名 線を集めて（5.6年生上） （ ３年生の下） 

比較、分析 両方の題材名が子どもの想像を引き出し自由に想像することができるように考えら

れている。 

う。 

比較、分析 児童たちが自分なりに考えて創造す

ること。自由に造ること。 

自分の個性の袋を作ることを明示しているが、絵

画の勉強の成績を比較することができる。 

ふりかえり 13） 部屋の中にこめられた友だちの思い

を見つけてみよう。 

自分の選んだ材料を使って設計し、自分の生活に

似合う装飾する。そして、誰の絵画袋が１番綺麗

なのかを皆で比較してみよう。 

比較、分析 想像を広げて自分だけじゃなく人間

関係を考えることについて促す。 

児童たちの想像力や思考力の高まるための授業で

はなく、技能の指導を強調されている。 
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学習のめあて 

題材の目標 

細長い材料を組み合わせ、美しいと感じ

られる形をくふうしてつくる。 

毛糸はいろいろな形ができる。 

比較、分析 児童たちが活動内容を理解し易い、自由

に創造や構想をすることができる。 

児童たちが活動内容を理解し易い、授業

に対して、興味や好奇心を持つことがで

きる。 

 

 

導入文 

 

 

 

細長い材料が組み合わさって、立ったり

ふくらんだりしてできた形には、美しさ

や面白さがありますね、材料を組み方や

つなぎ方をくふうして、立体的な形を生

み出していきましょう。 

毛糸の巻があなたにインスピレーショ

ンを与えたかな。毛線は様々な形にでき

ます。 

比較、分析 児童たちが材料を様々な形で試しなが

ら、さまざま方向で想像することができ

る。子どもの創造力と想像力を大切にし

ている。 

児童たちにとっては、材料が限られてい

る。材料を見て発想していくことを大切

にしている。 

くふう つくることと見ることを繰り返しなが

ら、気に入った形を見つけましょう。 

毛糸を貼って形を造りましょう。 

比較、分析 児童たちの働きの中で見ること、考える

こと、想像することを大切にしている。 

授業の流れを見ると「くふう」になると

技法だけを中心に教えている。 

ふりかえり 

内容の広がり 

どの位置から見ると形の美しさやおも

しろさが感じられるかな。 

毛糸を使ってフレームを装飾してみま

しょう。 

比較、分析 児童たちの思考力と想像力を大切して

いる。 

児童たちを造る物の技能だけに集中さ

せている。 

 

3) 考察 

① 作品を重視した題材設定 

事例 1の考察：両国の授業題材名、学習めあての中では、両方とも児童が造る物や使う

材料が決まっているように考えられる。しかし、題材の導入文と工夫の内容の中では、児

 

 

資料表２の図 

１ 

 

資料表２の図 
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童に育てようとしている目標が異なっている。日本の方では、児童に自由な発想すること

と身近なものに関心、興味を持たせることを重視し、児童たちの創造力と想像力の成長を

大切にしている 17。中国の方では、児童たちに身近なものに対する観察力や注意力を育て

ようとしているが作る物に対する技能教育を偏重しているところが多く。子どもが材料や

造る物を自由の想像することができない。児童の想像力や創造力の成長に限界がある。 

② 材料単調性 

事例２の考察：両方の題材名が「線」である。日本の方では、材料と造る物が決められ

ていない。児童にとってさまざまな材料を使って、さまざまな発見を想像できることを求

めている 18。 

さまざまな材料を体験し、形や自分自身の想像を組み合わせて、さまざまな方向から創

造力を育てようとしている。中国の方では、1つの材料に決まっているが授業【写真 6】を

見るとさまざまな作り方やさまざまなものに使うことができるし、さまざまな方向に発想

することを求めているように考えられる。しかし、くふうの文章と内容の広がりの方では、

児童の体験する好奇心に限りさせている。もし、くふうと内容の広がりを変えて児童たち

に創造できるような形（例えば、様々な方法で自分の好きなものを作りましょう等）にす

ると良い授業ができると考えられる。 

   

3.2 造形表現の「立体表現」と「絵画表現」の比較 

 

美術教育における「造形表現」では、児童の思い付きやアイデアだけではなく、活動を

通して思考があり、制作の結果に至る過程や、児童の内面において行われる思考など、目

に見えない部分に価値があると考えられる。 

中国の小学校図画工作の造形表現の立体物を造る授業内容の中では、表現習得方法とし

て、造形要素や視覚言語技法習得が重視されている。日本の造形表現の中では、子どもに

体験させて、発想能力を育成することが学習ねらいになっている。【写真 3】、【写真 4】と

【表 6】では両国の 5～6年生の授業題材の中で一番近い造形表現の題材を分析して、中国

の図画工作造形表現の授業目標や内容の違いを比較した。 

中国の絵画表現の授業内容は、子ども達に基本的な技法や絵の具を使用できるようにす

ることが学習のねらいになっている。日本の絵画表現では、絵の具を体験しながら形や色
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に興味をもつこと、絵に表すことに取り組むことが学習のねらいになっている。日中の絵

画による学習のねらいは近いところがある。 

 

1) 事例１：立体表現の比較 

 
【写真 7】と【写真 8】「粘土の板から」と「物語人」                       

 

【表 8】 立体表現の比較 

題材内容             「図画工作」日本文教出版 「美術教科書」中国人民出版社 

題材名 ね土の板から（5、6年生下） 物語の人（5年生の上） 

比較、分析 粘土から造られた形から発想

して不思議な生き物を造る。 

自分の分る物語の中の人物を想像して、粘土を使っ

て造形する。先に考えて、そこから造る目標を決め、

そして造形する。技能教育の方法である。 

材料 粘土 粘土 

課題設計 立体をあらわす 造形、表現 

学習のめあて 

題材目標 

板の形にしたねん土を変形さ

せることから想ぞうを広げて、

空想の生き物をつくる。 

自分の分る物語の人物を粘土で創造する過程で、国

内外の文学作品を認識し、立体的な造形で、人間の

形を造る技術を勉強する。 

導入文 もようをつけたねん土の板を

起こしたり曲げたりしてみま

しょう。どんな形が生まれます

作品「草原の小さな姉妹２人」の物語を分ります

か？その、彫刻作品の中では、芸術家が石材を使っ

て、草原の姉妹２人が強い風の中で頑張っている姿
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2）事例２：絵画表現の比較 

【写真 9】と【写真 10】「墨から感じる形や色」と「色水墨の顔の絵」 

 

【表 9】 絵画表現の比較 

題材内容 「図画工作」日本文教出版 「小学校の美術教科書」中国

人民出版社 

か。生まれた形から想ぞうし

て、不思議な世界に住む、不思

議な生き物をつくりましょう。 

を生きてるように表現した「写真」。我々が読んでい

た物語の中で、いつもいい人物の印象がもとめられ

ている。あなたならその人物をどうやって彫刻で表

しますか？ 

分析、比較 材料を触って体験すること、そ

して造られたものから発想し

ていくこと。 

物語を聞き、そこから自分の分る物語を思い出す。

そこから造る形を決めて、粘土を使って表現する。 

くふう 

グループで研

究 

どの方向から見ると自分のつ

くりたいものが見えてくるか

な。 

起こした粘土の形を生かして、

不思議な生き物を表せたかな。 

物語の内容に合わせて人物の形象を検討、分析す

る。 

どんな動作姿がこの人物の特徴を表すことができ

るかな。 

身体、両手と両足をどう立てるといいかな。 

粘土を手でイジル方法で物語の人を作る。物語の人

物の特徴を表すことができることを要求されてい

る。 

資料表５の図 
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題材名 墨から感じる形と色（5.6年生下） 中国の伝統的な芸術オペラの顔を

描く（５年生上） 

学習のめあて 様々な方法を試しながら、墨と和紙で絵に表

す。 

中国画の墨、紙を使用できること

と、絵を描く基本的な技法を勉強

する。 

「比較、分析」 材料を試し、その使い方を勉強する。 中国画を認識、その技法や材料の

使い方を勉強する。 

導入文 ぽっと落ちた墨、流れる墨、にじむ墨。水と出

会ったしゅん間に墨が働きだします。気持ち

のおもむくままに手を働かし、体のリズムに

あわせてえがき、墨から生まれる様々な形や

色を見つけてみましょう。 

１人１人の顔は皆自分の特性があ

る。太っている顔、やせている顔、

やさしい顔、嬉しい顔、厳しい顔、

など様々な顔がある。我々の中で

一番印象がある顔を思い出す。ま

じめに観察すると人の顔の特徴を

表現することができる。 

「比較、分析」 材料を生かして、体験する。体験する過程で思

ったこと、発見したことを表す。 

先に表現する対象を決まる。表現

する対象を観察する。そこから受

け入れたイメージを表す。 

 

 

 

くふう 

グループ研究 

筆や、はけの働かし方、水のふくませ方を変え

たり、いろいろな用具でどんなことができる

か試したりしてみよう。 

思い出や自分の気持ちも墨を使って表現して

います。 

１、教科書の中の人々の顔を分別

してみましょう。基本的にどんな

形であるかな？ 

２、彼らの耳、目、鼻、口の特徴を

探しましょう。 

３、観察した人々の表情を一文字

で表してみましょう。もしあなた

ならどのような絵で表現します

か？ 

「比較、分析」 材料を試して、その使い方を勉強する。そし

て、自分の心のイメージを表す。 

絵を描く初めの技法を理解し、対

象から受け入れた感じを表す。 
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ふりかえり どのような方法でえがいたのか、おたがいの

作品をみながら話合おう。 

特徴がある顔を図画で観察して、

それを中国画の絵の具で一枚の作

品を作りましょう。注意：人の表情

を表すことができること。 

題材評価基準 （関）墨と水でできる形や色に興味をもち、絵

に表すことに取り組もうとしている。 

（想）墨の色の濃淡や様子を試しながら、心地

よい調和やリズム感のある絵を考えている。 

（技）筆や用具を活用しながら表し方を工夫

している。 

（鑑）自分や友人の作品や作家の作品を見合

ったり、話し合ったりして、墨の美しさや表し

方のよさ、面白さをとらえている。 

（想）墨の色の濃淡や様子をとらえ、そのよさ

を生かしながら、心地よい画面を構成しよう

と考えている。 

（技）墨の特徴を生かし、筆や用具の効果を考

えて、水の量を調整するなど工夫して表して

いる。 

・人物画は、中国画の重要な部分と

いうことを理解できる。初歩的に

人物画を勉強する。 

・実践の中で、子ども達が紙の上

で、水、墨、色を様々な形で表現す

ることができる。薄い墨、厚い墨、

硬い筆、柔らかい筆を体験できる

こと。モデルを見て絵画を一枚描

くこと。 

・学習を通して、母国の伝統的な文

化や芸術を好きになること。 

・活動を通して、子ども達の探求、

表現能力を育成する。子ども達の

美的な感覚と表現能力を高めるこ

と。 

 

3）考察 

①指導目的の画一性 

事例１の考察：造形表現の立体物をつくる教科内容である。日本の教科内容では、粘土

で遊びながら形を造り、造った形をもとにして、自分なりに想像し、表現させようとして

いる。材料を自由に触ることと、そこから自由に想像することを重視している。中国の教

科内容では、物語や形をもとにして、そこから発想して、造る物の形を決める。つまり、

目標を先に決め、立体物を造り出すという授業である。比較してみると日本の教科内容で

は、材料を生かして自由に造形する方法であり、形から自由に想像してする授業内容が重資料表３の図１ 
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要視されている。中国の教科内容では、初めから子ども達に目標を決めさせ、その目標の

ために形を造っていくという授業の形式である。 

中国の前述べた教科内容は、造形表現の教科内容の中だけではなく、教科の全体の内容

に含まれている。今までの知識・技能教育偏重の影響があると考えられる。こうした状況

は、児童の想像力の成長に限りさせ、創造空間を狭くしている。 

②美術的な技能を重視 

事例２の考察：絵画表現の教科内容である。日本の教科内容では、材料を自由に触るこ

とを通じて自分の気持ちを表すことである。そして、水墨画の描き方や材料を認識させよ

うとしている。絵の具を試しながら子ども達に想像させ、美術に対する興味を持たせよう

としている。中国の教科内容では、中国画の 1 つである人物画を教えることを通じて、児

童に水墨、筆、紙を認識させることを目的としている。その上、児童に絵画技法や観察力

を培養しようとしている。絵の具を使えるようになるより、児童の絵を描く技能や観察力

を育てることを重視している。絵の具で遊ぶのではなく、絵を上手に描くことを通して、

美術に対する興味を持たせようとしている。 

子どもは、絵を描いたりや物を造ったりするより材料に触れてそこから物を発想してい

くべきだと思う。造形活動における系統性は、技術や技能、造形的思考の順調性以外に、

児童の実態から出てくる必然性を大切にし、子ども自身が個々の活動を結び付けて、自ら

の成長を生み出していけるようにするべきである。 

 

 

3.3 鑑賞活動内容の比較 

 

鑑賞活動とは、児童がさまざまな作品などを見て、その面白さや楽しさ、よさや美しさ

を自分なりに感じ、受け入れる力のことである。児童は、作品などを色や形など自分なり

の鑑賞の視点で見て、自分の感じ方で対象となるもののイメージをもつ、自分なりの意味

や価値をつくりだす。鑑賞活動は、作品などを鑑賞する活動において、ものの見方を広げ

たり深めたりさせ、その形態および展開を通して、児童の感じ取る力や思考力を高めるこ

とができるであろう。教科書の内容の設定は、児童の興味をひくような身近な内容や、児

童の理解できる様な写真を設定することが何よりも大事だと思われる。 
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 ここでは、教科内容、写真を中心に分析して、鑑賞活動の中でどのような内容が注目さ

れているかについて分析することを目的とした。鑑賞内容の選択は、１、自分の身の回り

と異なった地域や文化の鑑賞内容、２、自分の住んでいる地域や国、民族の伝統文化の鑑

賞内容である。 

 

1）事例１：身近な環境と異文化・地域に関する鑑賞内容 

 
【写真 11】と【写真 12】「ぞうけいずかん、くらしの形、世界の家」と「故郷を保護しょう」 

 

【表 10】 鑑賞授業内容の比較 

題材内容 「図画工作」日本文教出版 「小学校の美術教科書」中国人民出版社 

題材名 ぞうけいずかん、くらしの形、世界

の家（５．６年生上） 

凝固な音楽 

（６年生上） 

「比較、分析」 世界の様々な地域の家の形。 建築の価値を表している有名な言葉。 

導入文 共通していること、ちがっているこ

と。家の形や色に掲示されている、

人々のくらしを考えてみよう。 

ドイツの詩人が建築を凝固な音楽のように

リズム、旋律、美的感があるだと言ったこと

がある。北京故官の中では、様々な不思議、

素晴らしい建築があります。 

「比較、分析」 違った形の家を見て、そこに住んで 建築の価値、建築の形に興味を持たせる。自
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2) 事例 2：身近な環境と国、民族の伝統文化に関する鑑賞内容 

【写真 13】と【写真 14】「形や色を楽しむ」と「国宝-陶芸芸術保護しょう」 

 

 【表 11】 鑑賞授業内容の比較 

いる人々の生活に関心を持つこと。 分の地域と違った地域の建築を比較してみ

る。 

観察点  児童が、図版をじっと見ながら自

由に様々なイメージをもつことで

発想や構想を広げ、想像する楽しさ

を体験し、表現への意欲をもてるよ

うに設定した。 

世界の様々な地域の住居を見るこ

とで、使われている材料、形や色の

特徴などに気付き、家の機能の共通

性や地域の気候との関係による違

いなどについて興味をもてるよう

に構成している。 

 北京故宮の建築特徴や文化を理解する。中

国古代建築と外国古代建築の材料や造形特

徴を比較して鑑賞する。時代発展によって建

築材料の変化について理解する。 

 違う地域や文化の中での建築特徴を認識

し、理解する。 

作品写真 世界の様々な家やその周りの環境

についての写真。 

中国の北京の故宮を中心とした、様々な建築

の写真。 

課題内容 「図画工作」日本文教出版 「小学校の美術教科書」中国人民出版社 

資料表８の図１ 
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3）考察 

①美術的な蕃美能力が求められている  

事例１の考察：日本の教科内容では、様々な家とその周りの環境を見て、そこに暮らし

ている人々の生活や環境に関心を持たせ、児童が自分とは異なる地域や文化に関心を持つ

ことをねらいとしている。中国の教科内容では、中国の北京故宮と外国の建築の特徴を比

較することを通じて、自分とは異なる地域や文化に関心を持たせ、様々な建築について鑑

賞し、簡単な古今東西の建築材料、造形の特徴を考えることをねらいとしている。日本の

教科書の【写真 11】は、建物やその周りの環境を取り入れていて児童が理解しやすい。中

国の教科書【写真 12】は、建築だけの写真に搾っているため児童が理解しにくい。 

 比較してみると課題の目標は、両方とも、児童に対する世界に関心を持たせ、異なる地

題材名 形や色を楽しむ（5、6年上） 国宝、陶芸芸術を保護しょう（5年生上） 

比較、分析 形と色について鑑賞すること。 自分の故郷の芸術について鑑賞する。 

導入文 日本に古くから伝わる色の名前には

自然と結びついたものも多い。私た

ちの身の回りの色には、どのような

名前がついているのだろう。しらべ

たり、ふさわしいと思う名前を考え

たりしてみよう。 

故郷の芸術の多くは、民間工芸である。私たちは

あまり注意しませんが、幼いころから見たり、遊

んでいた。この目立たない故郷の芸術が我々の生

活に美や喜びをもたらしていた。 

今、この作品たちが世界的な、芸術作品として見

られるようになった。中国の文化遺産になりまし

た。 

比較、分析 日本の伝統的な文化や道具について

関心を持たせようとしている。 

国や自分の身の回りの民間工芸について関心を

持たせようとしている。 

観察点 風景の中に形や色が生みだすリズム

を感じることがあるだろう。リズム

はならび方や組み合わせ方によっ

て、さまざまに変化する。リズムを感

じるならび方や組み合わせ方をさが

してみよう。 

故郷の芸術を探そうとしたらどこに行ったほう

がよいかな。 

民間芸術家とはなする？どうしたら故郷の芸術

をうまく探せますか？ 
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域や文化について関心を持たせようとしている。中国の教科書では、そうした地域や文化

の写真が建物だけに集中していて、建物の周りの写真はあまり掲載されていないため、空

間についてあまり無いから、子どもは理解しにくいだと思われる。中国では 56 の民族が

いるし様々な地域によって文化や建築も違う。したがって、北京故宮のことを分らない児

童が多いと考えられる。中国全地域で同じ教科書使っている、地域によって児童が理解で

きない部分もあると考えられる。 

②子どもの身近生活に関わりが少ない 

事例２の考察：両国の教科内容では、鑑賞活動を通じて児童に母国の伝統的な文化を理

解させ、自分の身近な物事について関心をもたせ、児童の観察能力を高め、形や材料に対

する興味を持たせることをねらいとしている。そして、日本の教科材料【写真 13】では、

生活の中で実際に使われている物や食べ物の中に芸術を見つけていくようになっている。

児童の身近な物事から材料を使っているので、児童が理解し易い。中国の教科材料【写真

14】では、民間の工芸を鑑賞することを通じて、自分の町や民族の文化についての認識さ

せることをねらいとしている。児童の身近な物もあるが、児童が全く見たこともない作品

もある。 

以上、今日のゲリチル地域の美術のカリキュラムのあり方について考察するため、中国

の全地で使われている美術科教科書内容を中心に、日本の図画工作科教科書内容を比較分

析したものである。 

教科書の領域、題材内容、学習内容及び材料を中心分析し、現在のゲリチル地域で使わ

れている美術教科書の特徴及び問題点を明らにすることとした。その結果、領域の割合の

特徴では、「造形・表現」、「デザイン・応用」の題材が全題材の 4 分３を占め、教科書の中

心とした内容となっている。しかし、「造形・表現」の領域を分析したところ、絵画表現が

70％も占めていることをわかった。また、教材と題材内容を分析したところ、紙材の使用

が多く、紙を中心の教材として使われており、子どもの身近な材料を用いした題材が少な

い、また、題材内容では、物つくりや絵を描く、鑑賞活動のつくり方の手順、見るところ

など具体的の明示されており、子どもの自ら感じたり、発見したり、問題を見つけたりす

るなど導入が少なく、題材の導入文章から問題を決めて、それの解決や対策など目標達成

するというような「知識的探求活動」に関わった題材内容がほとんどであることがわかっ

た。 
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また、学習内容に対しては、日本の図画工作教科書の学習内容と比較しながら考察行っ

た。その結果、ゲリチル地域で使われている教科書では以下のような問題が見えている。 

①作品を重視した題材設定し、子ども身近なものに対する観察力や注意力を育てようと

しているが作る物に対する技能教育を偏重し、作品をつくりだすための指導の計画が見え

る。子どもが材料や造る物を自由の想像することができない。児童の想像力や創造力の成

長に限りがある。 

②材料単調性内容が多い、１つの材料に決まっているが授業写真を見ると様々な作り方

や様々なものに使うことができるし、様々な方向に発想することを求めているように考え

られる。しかし、くふうの文章と内容の広がりの方では、児童の体験する好奇心に限りさ

せている。もし、くふうと内容の広がりを変えて児童たちに創造できるような形（例えば、

様々な方法で自分の好きなものを作りましょう等）にすると良い授業ができると考えられ

る。 

③指導目的の画一性が見える。教科内容では、物語や形をもとにして、そこから発想し

て、造る物の形を決める。つまり、目標を先に決め、立体物を造り出すという授業である。

初めから子ども達に目標を決めさせ、その目標のために形を造っていくという授業の形式

である。 

④美術的な技能を重視している。教科内容では、中国画の１種類である人物画を教える

ことを通じて、児童に水墨、筆、紙を認識させることを目的としている。その上、児童に

絵画技法や観察力を培養しようとしている。絵の具を使えるようになるより、児童の絵を

描く技能や観察力を育てることを重視している。 

⑤美術的な蕃美能力が求められている。中国の北京故宮と外国の建築の特徴を比較する

ことを通じて、自分とは異なる地域や文化に関心を持たせ、様々な建築について鑑賞し、

簡単な古今東西の建築材料、造形の特徴を考えることをねらいとしている。  

⑥子どもの身近な生活に関わりが少ない。中国の教科材料【写真 14】では、民間の工芸

を鑑賞することを通じて、自分の町や民族の文化についての認識させることをねらいとし

ている。子どもの身近な物もあるが、子どもが全く見たこともない作品もある。 

 

 

１ 

 

資料表２の図 

１ 

 

資料表３の図 
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第 3 章のまとめ 

 

 第 3 章では、まず今日の中国内モンゴルにおける『美術課程標準』（日本の図画工作科学

習指導要領）を日本の図画工作学習指導要領と比較しながら検討していく。次に、内モン

ゴルの小学校で現在使われている美術教科書で扱われている美術教育の造形表現と鑑賞の

教科題材と教科内容を日本美術教科書の内容を比較分析を行った。 

第 1 節では、『美術課程標準』と『学習指導要領図画工作編』の基本理念及び目標、段階

目標学習内容を紹介し、考察したものである。 

『美術課程標準』は、美術の学習を通して、子ども１人１人の能力を引き出すことは重

視した教育理念を基に、素質教育の強化を目標として、「学習者の全面的発達」、いわゆる

「創造力、実践力の育成と同時に、心身発達に応じて生涯教育」に立つ観点を理念とする。

また、日本の学習指導要領で見た、美術課程標準は、美術を学ぶ過程を通して人間を形成

することを強調したものである。さらに、今日の社会では、主体性や創造性が必要であり、

そのため、子どもの個性、独創性、問題解決能力を育成することの重要性をアピールして

いることにも留意しなければならない。美術の課程の学習内の総合性及び探求性を強め、

美術課程内容を子どもの生活体験と結びつけ、子どもの観察力、想像力と創造力を発展さ

せ、蕃美の品意と能力を高め、子どもの生活や自然に対する責任感を強めることを強調し

ている。これらの中で、材料や道具の使い方、材料と道具に限られた表現活動及び「技術」

を重視した教育の影が見られているところがある。 

課程内容の段階性を重視し、異なる地域の子どもの差異を考えなければならない。この

考え方は、美術教育が地域性を考慮し、子どもの生活実態を考慮した授業素材取り入れる

ことが重要視されていること無視できない。次に、美術を学ぶ原動力の１つは、興味に訴

えることを重視し、教育課程の内容を子どもの生活経験と関連付けることによって、実際

生活における美術の価値を認識させようと意図としているのである。さらに、美術の学習

はただ技術を学ぶところに主眼があるのではなく、感情、態度、価値観などの学習である

と考えられるのである。 

『美術課程標準』このような内容は新たな枠組みにより、学習分野の柔軟な取り扱いを

可能にしていると考える。それは、各学習分野にわたって多様な材料や素材を利用し、子



 

 

168 

  

 

どもの創造力や実践力を伸ばすことが強調されたものである。また、各地域の実態に応じ

て、『美術課程標準』に記載されている美術活動を選択するような、新たな在り方の創出も

出張されている。従って、このような教育方針は地域に美術教育の授業の中で地域性及び

地域材料を生かした教育に関する研究の視点に繋がると考えられるのである。 

今日のゲリチル地域の美術のカリキュラムのあり方について考察するため、中国の全地

域で使われている美術科教科書内容を中心に、日本の図画工作科教科書内容を比較分析し

たものである。 

教科書の領域、題材内容、学習内容及び材料を中心分析し、現在のゲリチル地域で使わ

れている美術教科書の特徴及び問題点を明らにすることとした。その結果、領域の割合の

特徴では、「造形・表現」「デザイン・応用」の題材が全題材の 4 分３を占め、教科書の中

心とした内容となっている。しかし、「造形・表現」の領域を分析したところ、絵画表現が

70％も占めていることがわかった。また、教材と題材内容を分析したところ、紙材の使用

が多く、紙を中心の教材として使われており、子どもの身近な材料を用いした題材が少な

い、また、題材内容では、物つくりや絵を描く、鑑賞活動のつくり方の手順、見るところ

など具体的の明示されており、子どもの自ら感じたり、発見したり、問題を見つけたりす

るなどの導入が少なく、題材の導入文章から問題を決めて、それの解決や対策など目標達

成するというような「知識的探求活動」に関わった題材内容がほとんどであることがわか

った。 

また、学習内容に対しては、日本の図画工作教科書の学習内容と比較しながら考察行った。

その結果、ゲリチル地域で使われている教科書では以下のような問題が見えている。 

①作品を重視した題材設定し、子ども身近なものに対する観察力や注意力を育てようと

しているが、作る物に対する技能教育を偏重し、作品をつくりだすための指導の計画が見

える。子どもが材料や造る物を自由の想像することができない。児童の想像力や創造力の

成長に限界がある。 

②材料単調性内容が多い。1 つの材料に決まっているが授業写真を見るとさまざまな作

り方やさまざまなものに使うことができるし、さまざまな方向に発想することを求めてい

るように考えられる。しかし、くふうの文章と内容の広がりの方では、児童の体験する好

奇心に限界がある。もし、くふうと内容の広がりを変えて児童たちに創造できるような形

（例えば、さまざまな方法で自分の好きなものを作りましょう等）にすると良い授業がで

資料表２の図１ 
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きると考えられる。 

③指導目的の画一性が見える。教科内容では、物語や形をもとにして、そこから発想し

て、造る物の形を決める。つまり、目標を先に決め、立体物を造り出すという授業である。

初めから子ども達に目標を決めさせ、その目標のために形を造っていくという授業の形式

である。 

④美術的な技能を重視している。教科内容では、中国画の 1 つである人物画を教えるこ

とを通じて、児童に水墨、筆、紙を認識させることを目的としている。その上、児童に絵

画技法や観察力を培養しようとしている。絵の具を使えるようになるより、児童の絵を描

く技能や観察力を育てることを重視している。 

⑤美術的な蕃美能力が求められている。中国の北京故宮と外国の建築の特徴を比較する

ことを通じて、自分とは異なる地域や文化に関心を持たせ、様々な建築について鑑賞し、

簡単な古今東西の建築材料、造形の特徴を考えることをねらいとしている。  

⑥子どもの身近生活に関わりが少ない。中国の教科材料【写真 14】では、民間の工芸を

鑑賞することを通じて、自分の町や民族の文化についての認識させることをねらいとして

いる。子どもの身近な物もあるが、児童が全く見たこともない作品もある。 

今後は、1、内モンゴルの図画工作科教科書の内容を充実させる教科内容と課題を開発す

る研究を行いたい。2、内モンゴルの教員養成システムの教育方法について解明したい。 
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研究の進め方 

 

 第 4 章では、まず今日の中国・内モンゴルにおける小中学校の教員養成システムになる

内モンゴル民族大学の美術学院1（日本での学部にあたる以下では、美術学部）の構成と特

徴、さらに、学部生の専門知識の学習内容と教育実習を考察する。次に、大学生の卒業作

品制作の題材と教育実習の状況について分析を行う。その結果を踏まえて内モンゴル自治

区の教員養成システムの現状を明らかにし、内モンゴル自治区の美術の授業実践の中で存

在している問題点を提言する。具体的には、次のようになる。 

 第 1 節では、ゲリチル地域の小学校美術教育の指導方法の「本質」を探究するため、内

モンゴル民族大学の美術学部（師範類学部である）構成と特徴、さらに、学部生の学習内

容を取上げ、教員養成の指導内容の観点から分析し、その内容と大学生の教員になるため

の専門知識との関わりについて明らかにする。内モンゴル民族大学は 50 数年の歴史を持

つ、内蒙古師範学院、内蒙古医学学院、ジルム牧畜学院の３校が合併し、2000 年６月に内

モンゴル自治区東部の通遼市に創立された総合大学である2。そのうち、美術学部は 2010

年より、芸術学部（音楽科・美術科）の改革により美術学部として推進されたのである。

美術学部は美術学（師範）とデザイン（非師範）と大きく 2 つの専門科に分けられている

3。近年、中国経済は急速的に発展し、国際化に対応し、近代化した社会を建設するために

さまざまな教育改革が断行されている。美術学が教員養成システムとして知、徳、体のバ

ランスのとれた社会主義社会の全面的な発展を目指している。美術教育および教員養成シ

ステムの目的は、美術教育と美術学の基礎理論、基礎知識および基本技能を修得させる。

また、地域に存在する美術の豊かな資源を習うことを通じて、個人的な問題解決能力およ

び創新能力を発達させる。そして、小中学校の教員と美術教育、美術教材研究の人材およ

び美術教育かかわる仕事に取り込める人材の薫陶養成を図るとしている。 

第 2 節では、2015 年 7 月に内モンゴル民族大学の美術学部美術学（師範類）を卒業し

た学部生の教育実習の内容、卒業作品制作、題材および卒業論文の題材内容を具体的に分

析する。分析結果から、内モンゴル民族大学の美術学院では、日本の教員養成校と類似し

た美術教育のカリキュラムが組まれており、伝統的な西洋画や版画の技法を始めとして、

パソコンを用いたデザイン実習も行われていた。学生の作品や制作姿勢、教員スタッフの

実際の指導方向においても丁寧なカリキュラムや教育手法を基に伝統的な文化を残しつつ
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も実践を進めていることが確認できた。しかし、大学 4 年間の授業内容の中で、絵を描く

技術や、作品制作を重視した絵画の先端技術の教育の原因が見えてきた。その原因は、絵

画技法の知識、技術を重視した時代の教育を受けた教員スタッフたちが 80%を占めという

中国の技術人材培養教育の強い影響により教育学の知識が不足していることが指摘できた。

また、教育実習の授業実践では、先進的な美術教育の理論的な授業と授業実践の授業を実

施しているにもかかわらず、子どもの絵画技法と作品を重視し、制作過程及び子どもの自

己表現が軽視されていることが見られている。内モンゴルの教育機関の中で造形表現（も

のづくり）による子どもの興味や表現の意欲を引きだす教育、または子どもの心理に関す

る研究が必要であると考えられる。さらに、受験教育の影響で、学校間の競争が激しく、

子ども達の表現より作品制作が要求されている。 

第 3 節では、大学生の教育実習の現状を調査しながら大学生の指導案を中心に分析する。

教育実習前訓練の中で行われている理論的な科目の内容、教育実習の現場の現状及び指導

教案の内容を分析する。具体的には、①教育実習現場の流れを紹介した上、教育実習前訓

練の学習内容について紹介する。2015 の大学 4 年生の教科書である、『美術教育理論と方

法』（銭初嘉、2005 年、北京高等教育出版社）と『美術教育学』（伊少淳、2009 年、北京

高等教育出版社）。②大学生の教育実習の現場で作成した指導案の内容を分析する。 

 教育を担う教育者は「伝統や知識の伝達」を超えた役割、つまり子ども一人ひとりの中

に秘められた能力や才能を見極め、それが花開くよう手助けするという困難な役割を果た

す必要がある。よって、大学で学習した専門知識は幅広い内容がある。しかし、これらの

専門知識を持った大学生は、教員になるためには、教える方法について学習しなければな

らない。現在の内モンゴルの小学校の美術教員の現状は、教育実習の中で最も反映されて

いると考えられる。そのため、内モンゴルの美術授業の現状を把握するためには、大学生

の教育実習の学習内容、指導教案に対する分析を行う必要があると考える。 

 

以上を踏まえ、内モンゴル自治区内モンゴル民族大学の美術学部の教育カリキュラムと

内容について検討していく。 
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第 1 節 内モンゴル民族大学美術学部の構成と特徴 

 

内蒙古民族大学は 50数年の歴史を持つ内蒙古師範学院、内蒙古医学学院、ジリム牧畜学

院の３校が合併し、2000年 6月に内モンゴル自治区東部の通遼市に創立された総合大学で

ある4。 

総敷地面積 392.9 万平方メートル（校舎建築面積 41.87万平方メートル） である。専

任の教員は 1,054 人である。開校以来 16 万人を超えるさまざまな人材を社会に送り出し

ている。現在の在校の学生数は 21,077人、その内学部生 20,629人、大学院修士課程では

798人、博士課程では 4人、留学生 472人が在校している。民族大学として、中国全国 56

民族の学生が入学できることとなっている。現在では、内モンゴル大学、内モンゴル師範

大学に次ぐ、内モンゴルの教員養成機関の一つとなっている。また、18の研究機関があり、

国際的かつ様々な分野の研究が行われている総合大学でもある。 

また、以下、【表１】のような 18つの研究機関があり、国際的で様々な分野の研究が行わ

れている。 

 

【表１】 内蒙古民族大学の 18つの研究機関5 

人文学院、政法・歴史学院、教育科学学院、数学学院、コンピューター科学学院、化学学院、蒙古薬学

院、物理・機電学院、臨床医学学院、農業学院、蒙古学学院、動物科学学院、体育学院、外国語学院、

看護学院、大学外語教育部、マルクス主義学院、美術学院、音楽学院、コミュニケーション学院、国際

交流学院、成人教育学院、生命科学学院、機会工程学院、経済管理学院等 25の単科学院、図書館、イン

ターネットセンター、学校新聞編集部、分析・測定センターの６部署、後方勤務サービス会社、２つの

附属病院、そして、世界史研究所、ホルチン文化研究所、計算・物理研究所、作物栽培・耕作研究所、

種子研究所、蒙古医薬研究所、凝集態物理研究所等。 

 

美術学部は、2000年 6月に内モンゴル自治区東部の通遼市に創立されて総合大学になっ

た後、美術学部は音楽学部と合わせて芸術学院とされていた6。その後 2010 年より、芸術

学部（音楽科、美術科）の改革により美術学部と成った。美術学部には美術学（師範）7と

デザイン（非師範）8と北方少数民族美術研究科がある。専任の教員は 53 人であり、その
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うち 47人が専門教員である。教

授が 2人、副教授 11人がいる。

当学部の教員の中で博士学位の

教員 1 人、修士課程の教員は 39

人がいる。近年になって、グロー

バル社会に向けて、外国に留学

した経験がある教員を募集して

いる。現在の在校の学生数は 490

人、その内に美術学（師範類）学

部生は、284人、デザイン（非師範類）の学部生は 206人がいる。その上、大学院生は 10

人がいる。開校以来 16万人を超えるさまざまな人材を社会に送り出している9。 

美術学部と音楽学部は一緒の建物になっていて面積は 6508.5 平方メートルであり、その

中には、マルチメディア教室、コンピューター室、展示場、専用絵画室、教科研究センタ

ーが設置されている。設備としては、視覚伝達デザイン用のコンピューターが 150台があ

り、プリンター、スキャナー機、デジタルカメラやカメラなど 20台がある。また、エッチ

ングプレス機、木工機械、シルクスクリーン印刷機、書画表装機をあわせて 20以上の機器

がある。そのうえ静物画の装飾品は 974個等がある。  

美術学部では、日本の教員養成校と類似した美術教育のカリキュラムが組まれており、伝

統的な西洋画や版画の技法を始めとして、パソコンを用いたデザイン実習も行われている。

以下、美術学（師範類）の学部生の授業内容の分類、教育実習にかかわる理論的な科目及

び教育実習の手引きを基に美術の教員なるための学習内容を検討していく。 

 

1．大学生の授業内容 

 

美術学部では、近年の中国経済の急速的な発展と、国際化に対応し、近代化した社会を

建設するためにさまざまな教育改革が断行されている。教育理念として知、徳、体のバラ

ンスのとれた社会主義社会の全面的な発展を目指している。美術教育および教員養成シス

テムの目的は、美術教育と美術学の基礎理論、基礎知識および基本技能を修得させること

である。また、地域に存在する美術の豊かな資源を学ぶことを通じて、個人の問題解決能

力および創造能力を発達させる。そして、小中学校の教員と美術教育、美術教材研究の人
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材および美術教育かかわる仕事に取り組める人材養成を図るとしている。 

 

1.1 学部生の専門の分類 

 

 美術学部はデザイン専攻と美術学専攻の 2つの専攻に分けられている。デザイン専攻で

は、専門的なデザインナーを養成している。美術学専攻は、小中学校の教員を養成するた

めの専攻とし、それぞれ制作と理論を同等に行っている。【表 2】と【表 3】の通りになる。

（以下、全て図表は筆者の作成したものである） 

 

【表 2】デザイン専攻のカリキュラム内容 

デザイン専攻のカリキュラム内容 

制作的なカリキュラム内容 理論的なカリキュラム内容 

・素描のデザイン（設計） 

・色彩のデザイン（設計） 

・コンフィギュレーション（画面構成）と図形創意 

・装飾と図案のデザイン 

・文字と版式のデザイン 

・プレーンなデザイン及び印刷物の制作 

・撮影技術 

・イラストやデザイン 

・デザイン歴史 

・デザイン特論（概論） 

 

【表 3】美術学専攻のカリキュラム内容 

美術学専攻のカリキュラム内容 

制作的なカリキュラム内容 理論的なカリキュラム内容 

・素描画写生 

・色彩画写生 

・スケッチ写生 

・中国画制作 

・油彩画制作 

・版画制作 

・水彩画制作 

・彫刻制作 

・美術特論（概論） 

・中国美術史及び作品鑑賞 

・外国美術史及び作品鑑賞 

・教師総合素質 

・教育学 

・現在教育の技術 

・課程及び実践論 

 本論文では、内モンゴル自治区の教員養成システムの現状を分析するため、美術学専攻

の課程内容及び構成を中心に分析することにする。 

 

1.2 各学年の学習内容 
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 美術学専攻の教育段階は大きく２つの段階に分けることができる。第一段階は大学 1、2

年で美術及び美術教育の基礎内容を習得する段階である。第 2段階は美術専攻及び教員の

専門を習得する段階である。 

また、美術学専攻の第 1段階では、各学年ごとに 3つのクラスに分けている。モンゴル

民族学生のクラスが 1つと漢民族のクラスが 2つある。第２段階では、専攻を分類し、中

国画制作のクラス、油彩画制作クラス、版画制作クラス、水彩画制作クラス、彫刻制作ク

ラスの５つに分ける。 

第１段階と第２段階の専門科目に教員担当は、日本のようにそれぞれ専門の教員が学年

ごとに目標計画を立てて授業を行っている。各専門科目の歴史及び特徴については次の節

に紹介することにする。 

本節では、まず 2015年 9月に内モンゴル民族大学で行った現地調査を基に、現在の内モ

ンゴル民族大学の美術学部美術学の学部生の１年目から４年目まで４年間学年ごとの学習

内容について分類していきたい。 

 

1）大学１年目の学習カリキュラム  

美術学学部生１年目のカリキュラムの設定は学生の高等学校で学習していた美術専門授

業を基にし、高校の専門内容から大学の専門への変遷期間として設定している。 

美術学部の大学進学試験では、素描人頭、色彩静物、人物スケッチのカリキュラムを試

験する。そのため、高校の３年間では、基本的に素描人頭、色彩静物、人物スケッチの３

つのカリキュラムの簡単な形の組み合わせから複雑な形の組み合わせへ練習することにな

っている。大学１年目では、高校の基礎技術を続けて練習させるとともに個性的な表現を

探究していく段階となっているとも言える具体的なカリキュラムは【表 4】を参照。 

 

【表４】美術学部大学１年目のカリキュラム内容 

専

門

科

目 

科目分類            授業内容 

素描 ・人物全身描画 

・人物上半身描画 

・静物や風景描画 
スケッチ 

色彩画 

 

共

通

科

目 

書道 板書技法を練習 

芸術概論 芸術の特論 
大学外国語 英語、日本語、ロシア語から一つ選択して勉強する 
思想道徳修養及び

法律基礎 
中国の法律、思想道徳に教科書を見る。 

大学コンピュター コンピュターの基本利用方を勉強する 
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利用基礎 

 

2）大学 2年目の学習カリキュラム 

大学 2 年目では、自分の専攻を選択する前準備を行う期間になる。素描画、色彩画、

スケッチの練習を行うとともに中国画制作、油彩画制作、版画制作、水彩画制作の専門知

識をそれぞれ４週間ずつ試しに勉強する。学習形は、専門の教員が授業を行い、模写、写

生を中心に行う。 

そして、４つの専門がそれぞれ、４週間の授業終了後に学生たちの描いた作品を展示

し、授業を担当した教員が学生の授業中の学習態度、色や制作の表現を基にし、それぞれ

評価点数を当てるのである。学生たちは 2 年目で勉強した専門の内容に対する興味、教

員の当てた点数を基にして３年目からの専攻を選択することになる。具体的な授業内容は

【表５】を参照。 

 

【表 5】美術学部大学 2年目のカリキュラム内容 

 

 

3）大学 3年目の学習カリキュラム 

大学 3年目では 1年目と 2年目の時に学習した専門の技能を基に中国画制作、油彩画制

作、版画制作、水彩画制作、彫刻制作の 5つの専攻から 1つ選択し集中して制作する。す

でに述べたように、1年度の学生たち（モンゴル民族１クラス、漢民族２クラス）はそれ

ぞれ自分の専攻を選択し、５つのクラスに分けられる。しかし、共通授業、または様々な

 

 素
描
画
、
色
彩
画
、
ス
ケ
ッ
チ 

色
彩
構
成
、 

中国画制作 

油彩画制作 

版画制作 

工筆画、水墨画、書道を

模写する 

静物の写生を油彩で描

画する 

共通科目 

中国と外国

美術史及び

作品鑑賞 

毛沢東の思

想と中国特

色の社会主

義理論シス

テムの概論 

専門科目 

スケッチの素材を木材

を使って創造する 

水彩画制作 乾燥描法と湿描法を写

生や模写する 

大学外国語 

中国文化 

人物全身描画、人物上半身描画、 

静物や風景描画 
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学内活動を行う時は、モンゴル民族クラス、漢民族のクラスは 1年目、2年目の時と同じ

形で行う。専攻の授業の教員は日本のようにそれぞれ専門担当の教員が行う。また、専攻

を選択した年度では、制作より専攻に慣れることが重視され、様々な道具や制作技法を習

得することが多く、絵画による実習活動もおこう、創作することは少ない。写生実習と

は、それぞれ専攻の教員が計画立てて専攻の学生たちと共に中国のどこかに旅行し、写生

することを言う。学生たちはこの時に卒業制作の作品資料の収集を行う。3年目の科目カ

リキュラムは【表 6】を参照。 

 

【表 6】美術学部大学 3年目のカリキュラム内容 

専攻科目名 一

つ

の

専

攻

を

選

択 

学習内容 共通科目 

中国画制作 工筆画と水墨画、書道の中国画の伝統的な形である花や

鳥画を描画 

板書 

水彩画制作 乾燥描法と湿描法の人物静、物写）生を描画 教育学 

版画制作 黒白木画、エッチング、クロマトグラフィーの版画を制

作 

中国文化歴史 

彫刻制作 構造素描、プラスターの模写や制作 大学外国語 

油彩画制作 物（全身）や静物の写生を油彩で描画  現代中国語 

  絵画実習、選択した専攻の教員に付いて２週間旅行する。 

 

4）大学４年目の学習カリキュラム 

大学 4年では、教育実習と日本のように卒業作品の制作、卒業論文の作成を行う年度に

なる。教育実習は約 2か月行う。1か月目は「教育実習前訓練」という理論的な授業を行

う。理論授業では美術教育の意味、歴史、意義（専用の教科書を使う）について授業を行

うとともに指導案を書き、指導案を従って、クラス内で実践授業の練習を行う。2か月目

は現地授業実践を行う。また、美術学の学生たちは教育実習終了後、卒業作品を創作と論

文を制作する必要がある。卒業作品は、3年目の時期に選択した専攻に伴って創作を行

う。卒業論文については、絵画の素材、それぞれの専攻について 4年間の経験や習得した

内容を基に題材を決めて論文を作成する。４年目の学習カリキュラムの内容については、

【表７】参照。 
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【表７】 美術学部大学 4 年目のカリキュラム内容 

【表 7】教育実習、卒業作品制作、卒業論文作成については第 2 節で詳しく分析する。 

 

2015年９月に行った現地調査に基づいて内モンゴル自治区内モンゴル民族大学の美術

学部学に適用している科目内容をまとめる。美術学部の美術学では、日本の教員養成シス

テムの構成と類似した美術教育のカリキュラムが組まれおり、伝統的な西洋画や版画の技

法を始めとして現代美術の技能や設備まで置かれている。発展途上国の教員養成システム

として内モンゴル民族大学美術学部では、今にも様々改革、更新を進められている。しか

し、現地調査のインタビューを通じ、美術教育の本質的な意義及び美術の表現教育に対す

る研究が欠かれていることが見られている。 

次では、大学生の作品制作の方向をについて分析を行うため、美術学部の教員及び 5つ

の専攻の履歴について紹介しておきたい。 

 

2．教員の状況 

 

 すでに述べたように内モンゴル自治区の経済は 90年代より急激に発展している。それ

に伴い、人口が増え、都市化が進むことによって生活状況が変わってきているという現状

である。90年代以前の内モンゴル自治区では、モンゴル民族を中心住民とした放牧生活

が一般的であった。13世紀を始めとして、モンゴル民族は長い歴史の中で、独特な生活

 

教育実習 

卒業作品創作 

卒業論文作成 

教育実習前訓練 

現地授業実践 

理論授業 

授業実践の訓練

 
現地授業参観 

現地授業実践 

現代美術教育の情報 

美術教学の理論と方法 

指導案の作成 

授業実践の練習 

素材収集、専攻に合わせて卒業作品を創作を行う。 

絵画素材あるいは卒業作品に関連した論文を作成する。 

各専攻は 3年目の専門授業内容を続ける。 
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方式や習慣を持ち、伝統的な民族衣装、民族工芸を始め、遊牧民族の独自性のある色、形

の感覚が継承され発展してきたのである。それにより民族の芸術の特性が内モンゴルの生

活環境の様々なところで見られる。 

 

2.１ 教員の教育研究の分類 

  

 ここでは、内モンゴル民族大学美術学院の教員養成システムのカリキュラムの分類を確

認するために教員の研究部について分類を紹介しておく。 

内モンゴル民族大学美術学部では新しい教育型式を探索しながら学部が現在所有する授

業設備を活かし、各科目の授業の方法の多様に発展させ授業実質を高めることを目指し、

各専攻の学生の専門知識を発達させることを最終目的として、専攻ごとに教育問題解決研

究グループを設定している。表８のように美術学部の中では、各専門の中で科目教育方法

研究室を設定し、各年度の授業の設定また授業方法について相談し研究を行っている。 

 

            【表 8】教員の教育研究の分類 

教育研究室 美術基礎 版画及彫刻 油彩画及び水彩画 中国画及び美術教

育理論科 

リーター 宝軍 宝軍 王都一楽 格日楽 

構成人員  馬莹、満 

 

陳文麗、王永波、温因

因、哈斯巴根、賈良、

包格日楽吐 

曙光、長青、何和平、

畢力格、張世玉、張ニ

ン、杜小梅、 

曜熙論、湖林、李金

風、崔子、趙志赤、

暢、鳥云 

 研究室では、学部生の 1年生～4年生までの学生たちの授業を対象に毎年ごとの目標を

計画している。 

 

2.2 大学教員 

 

内モンゴル民族大学の美術学部に務められている教員たちの作品表現及び授業を行って

いる状況の現地調査を行ったところでは 2 つの方向性で見る必要がある。1 つはモンゴル

民族の民衆芸術及びロシアの技術を重視した教育に影響された旧教育方向の教育者。もう

1 つは、日本の美術教育及び現代アートの影響を受けた社会発展及び抽象画、印象派の新

時代の教育者である。 

 

1）旧教育方向特徴 
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1949年より、内モンゴルは、中国の自治区として帰属された後、モンゴル民族の学校

を設置し、モンゴル民族を中心に教員養成機関、研究機関として大学を成立した。それ

は、内モンゴル大学（1957年設立）と内モンゴル師範大学（1952年成立）である。この

2つの大学はすでに述べたように内モンゴル自治区最初教員養成機関となる。そして、こ

の 2つの大学ではそれぞれ芸術学部を設置し、美術学の教員養成を行っている。また、こ

の 2つの大学の教員たちは、モンゴル民族の民間芸術や伝統文化の影響を強く受け続けて

来た人々であり、中には民間芸術家たちもいる。すでに述べたように当時の内モンゴル

は、伝統的な遊牧生活がほとんどであり、教育もロシア教育の影響を受け、技術を重視し

た教育が行われていた。美術学の教育では、絵画の技法を中心的に教え、モンゴル民族の

生活を表した絵画の内容や民衆工芸を表す民族特徴の表現方法、絵画技術を重視された教

育が行われていた。 

現在の内モンゴル民族大学の教員たちは 1990年～2000年をかけて内モンゴル師範大学

の美術学部の学士課程を卒業した学生たちであい、現在の内モンゴル民族大学の美術学部

に務められている教員たちの 80％を占める。 

 上記で述べたように、旧教育の影響を受けた教員たちの作品には、伝統的な西洋画（油

彩画、水彩画）や版画をはじめとして、中国画の伝統的なの技法を使い現在のモンゴル民

族の生活や伝統文化を表現した作品が多く見られる。内モンゴル民族大学の教員の作品を

取り上げ、その表現及び作品内容を通して、大学教員の作品傾向を探りながら、現在の大

学の教育の特徴を考察していきたい。 

【写真 2】から【写真 6】は、現在の内モンゴル大学美術学の教員の作品である。この

5つの作品はそれぞれ 5人の教員が作成した作品になる。そして、この 5人の教員は 1990

年代から 2005年にかけて、内モンゴル師範大学に学士を卒業し、それぞれ 2010年前後に

師範大学または日本で大学院学位習得した教員である。 
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【写真 2】水彩画 画題：「阿布哈的晨」      【写真 3】水彩画 画題：「觅」  

 
【写真 4】油彩画  画題：「牧人日記」  20☓30cm    2009年 

 

【写真 2】「阿布哈的晨」10 は水彩画表現方法を使っている牛舎いるカーフの群であ

り、牛舎、カーフの群と太陽の光を重ねて、家畜生活の春の生き生きした生命感と暖かい

朝の風景を表現している。内モンゴルの中央地域では、牛と羊を中心とした家畜を飼って

いる。また、春は、第 1章で述べたよう「白い季節」であり、牛や羊が子どもを産む季節

である。画家は、水彩画の写実の方法で生活一番小さな部分で描くことを通して生活の懐

かしさや暖かい部分を表現している。 

【写真 3】「觅」11も水彩画の表現方法を使って、湖の中で立ち止まっているアヒルを描

いている。モンゴルの「湖が安静だとダックが安心 国が安定だと住民が安心」という俳

句から来ている言葉に基づて、現代的な村の安定した生活を描いている。現在の内モンゴ

ルでは、遊牧生活から定住式の生活方式へ変化し、村では、家畜として牛や羊から鳥、ダ

ック、豚などを飼っている家庭が日々増えている。 

【写真 4】「牧人日記」12では、馬のさまざまな動作を油彩画で描いている。モンゴル人

の遊牧生活の中で一年に必ず一回行う馬場馬術（乗ったことがない馬を人を乗せることが

出来るように訓練する）を描いている。馬の野蛮な性格と友好な性格、マジェスティック

な性格を表現している。馬はモンゴル人の中で家畜と違って特別な位置を持っている。馬

と犬は他の動物と違って感情を持つ家畜である。そのため、モンゴル人は馬を自分の友、

精神的な支柱として、特別なセイクリッドとして扱っている。 
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【写真 5】木版画 画題：「デート」       【写真 6】油彩画 画題：「遊びパートナ」 

 

【写真 5】「デート」13では、デートしている恋人の 2 人を木版画で表現している。こ

の絵はモンゴル歌の詩で書かれている恋の話をイメージして作られた作品である。草原で

遊牧民の恋人たちが夜に馬に乗ってオーボ（セイクリッド）に合うことが多い。その生活

の中で恋人同士で作った歌をイメージして作った作品である。以上の 4 つの画家は内モ

ンゴルの師範大学うから卒業画家である。 

【写真 6】「遊びパートナ」14の画家は、内モンゴル師範大学を卒業した後、日本に 4

年間留学した画家である。モンゴルの冬の子ども達の遊びを表現した油彩画である。モン

ゴルでは冬の寒さは、マイナス 25～30 を超える。その中で子ども達は体を使う遊びをし

ながら体を温めることが多い。本画の中での子ども達は相撲したり遊んでいる。しかし、

現在の生活の中では、あまり見えなくなった現実を記録した表現にもなる。 

以上の 5 つの作品を鑑賞したところではモンゴルの教員（画家）たちは、伝統的な西

洋画（油彩画、水彩画）や版画の写実の表現方法を使った作風が見える。また、教員たち

の中では、作品制作は画家として強い作画技術が求められているようにも見える。 

一方、作品の共通点から、画家たちは内モンゴルの伝統的な生活や遊牧生活、生活に根

ざした作風が感じられる。 

 

2）新時代の教育者 

 ここでいう新時代は現代の西洋や日本に留学し、帰国した教員たちを述べる。外国に留

学して来た教員たちは学校教育の中で美術学（美術教育）の絵画表現や絵を描く技術よ

り、美術教育の理論的な教育や個人的感性を生かした教育方法を重視することを主張して
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いる教員である。 

 現在の内モンゴル民族大学美術学部で、中国内地の大学、日本に留学し修士学位を習得

した教員は現在で約 20％を占める。中国内地の大学は、魯訊美術学院や天津美術学院な

ど漢民族が集中して生活している地域の大学から卒業修士または学士を言う。留学した教

員の中には、内モンゴル師範大学で学士を習得し、日本に留学して、美術教育の理論的な

教育方法を学習し修士また博士学位を習得した教員もいる。 

 

  
【写真 7】「船１」40☓50cm   2009年        【写真 8】「空間」  2011年 

 

このよううは教員たちは、作品制作より、教育方法を授業中心の形にしている。日本や

先進国で行われている感性を育成する授業方法、美術教育の造形表現のものづくり教育を

通して子どもの感性を育成することを大学の学部生の授業に導入すること提唱している。

また、絵画の方面では、技法より現代社会の人間関係及び物と人間関係について表した作

品や抽象画などの印象派のような作品が多くみられている。【写真 7】と【写真 8】15は現

在の内モンゴル大学美術学の教員の作品である。この 2つの作品はそれぞれ 2人の教員が

作成した作品になる。この 2人の教員は 1990年代～2005年にかけて、内モンゴル師範大

学の学士を卒業し、それぞれ 2010年までに日本で修士、博士学位習得した教員である。 

 【写真 7】は【作品 6】と同じ画家が作成した油彩画の作品である。作者は 2007年に日

本の大学の美術科で修士学位を習得している。印象派の絵画の影響を受け、絵画の技法よ

り表現で描いている。作品 7の作者は 2010年に日本大学の美術造形実践の論文で博士学

位を習得している。作者は彫刻が専攻であり、現代の教育の中で、美術教育の造形表現の

物づくりを通して子どもの感性を育成することを主張している。 
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3．考察 

 

本節では内モンゴル民族大学の美術学部（師範類学部である）の学部教育システムの構

成及び学年ごとの授業内容、教員の作品分析による授業の特徴について探ってきた。美術

学部の教育システムは日本の教員養成システムの構成と類似した教育システムが組まれて

いる。科目カリキュラムの設定は 1年目から 4年目まで伝統的な絵画教育から西洋絵画、

デザイン設計まで充実した科目を設定している。教育方法としては、専攻の専門と理論教

育を分けている。専門の教育方法は絵画の簡単描画方法から難描画方法へと階段式の教育

を利用している。理論科目は、中国、外国の美術史をはじめ美術教育の基本理念について

それぞれ専用の教科書を採用している。教科書内容に関しては第 2節で分析することにす

る。 

また、専門教育及び教育傾向について探るため、教員の役割システム及び作品の内容を

分析した。内モンゴル民族大学の教育システムに従って専門的な教員が担当されている。

そして、科目ごとの研究グループを設定し、年度ごとに教育計画を行っている。学部生の

科目設定及び授業内容は日本の教育カリキュラムのように充実している。大学の教員スタ

ッフの作品の内容と技法について分析したところ、2つの傾向性がみられている。1つ

は、モンゴル民族の生活や伝統的な生活方式、伝統文化に根ざした内容が充実し、内モン

ゴル自治区の社会発展や生活変化の中で、民族文化を作品の中で再構成させているような

作品が多く見られていることである。遊牧生活の長い歴史の中で形成してきた民族文化を

さまざまな角度から描画している。題材として、モンゴル民族伝統的な思想、物語、音

楽、現代社会の現状などさまざまである。これらの中で民族精神や文化を人間の精神的な

支柱として描いていることは鑑賞者印象的だといえよう。絵画技法については伝統的な西

洋画の描画技法や写実表現を使っている。もう 1つの傾向は、美術学の少数の教員が現代

アメリカや日本の美術教育の教育方法を提唱していることである。美術教育の理論的な認

識及び現代社会にとって美術教育のあるべき姿について研究が進められている。大学の学

部生に教員になる技術教育を勧めている教育者がいる。 

以上に述べた内モンゴル民族大学の美術学部の教育システム中で大学生の実状を探るた

め、第 2節では大学生の専門内容の紹介及び作品の題材、内容、技法を分析し、その傾向

を考察していく。 
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第 2 節 美術学部の大学生の専門内容及び作品の分析 

 

モンゴル民族の美術歴史で、モンゴル民族の美術は、宮廷工芸、宗教の壁画、服装の模

様及び彫刻を通じて継承して来ている。画材としては木材、石、鉱物顔料、動物の皮、

布、ファルトなどが多く使われており、現代の油彩画、水彩画、中国画は近 100年前によ

り中国の南の方から伝来して来た画法である。本節では、まず内モンゴル民族大学の専門

である彩画、水彩画、中国画、版画、彫刻の歴史を確認する。そして、大学生の 5つの専

門通して制作した卒業作品の題材、内容を分析し大学生の美術教育に関する傾向を確認す

る。分析対象は、2015年 7月に内モンゴル民族大学の美術学部美術学（師範類）を卒業

した学部生の教育実習の内容、卒業作品、題材および卒業論文の題材内容を具体的に分析

する。 

分析結果から現在の内モンゴル民族大学での 4年間の授業内容の中で、学生は美術教育

及び美術についてどのような内容及び知識を得ているかについて考察出来る。 

第 3節で大学が教育実習の中での 4年間の学習内容をどのように活かしているかについて

考察する。 

 

1．モンゴル美術の歴史 

 

 すでに述べたようにモンゴル民族は匈奴（きょうど、Xiōngnú）16民族として、昔からア

ジアの北陸地域で遊牧生活を送っていた。当時、アジア北陸では、遊牧民、狩猟人などさ

まざまな民族が生活していて、生活の景色を石に彫った彫刻などが見られる。13 世紀にな

って、チンギス ハーンがモンゴルの各地域と東西の国々を統治下に置いた。モンゴルの

社会は大きく変化し、経済が急速的に発展した。それに伴って、モンゴル国の中では自製

的なレザー、ファルト、木工芸、弓、矢及び宮廷の日常製品を作るようになり芸術作品が

盛んになった。 

 モンゴルの美術は民間芸術を通して、彫刻（金属工芸、馬具芸術）刺繍芸術、ファルト

芸術、壁画（鉱物彩）が継承されてきた。現在の内モンゴル民族大学美術学部の専門科目

の中にある水彩画、油彩画、中国画は、近年によって外国から伝来されて来たものである。 
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1.1 古代･中世紀のモンゴル美術 

 

 古代及び中世紀の時代では、モンゴル民族は匈奴（きょうど Xiōngnú）東アジアの古代

北方民族の一員であった。13 世紀からモンゴル大帝国が成立し、モンゴル民族の名前が作

られた。 

古代/中世期では、モンゴル各地に岩の上に描かれた太古の絵が遺されている。それらは

簡潔に彫られた絵や大鹿や野生の羊や他の獣の絵などであった。また、中央アジアの北部

の森に住む種族にとってトーテムの役割を果たしている鳥や家畜の絵や古代の猟師や牧民

の労働・狩猟・信抑の絵などであった。モンゴル古代墓から発掘された織物には、匈奴（シ

ョンノ）の動物の角を連続させた線状で装飾模様が縫付けられている。【写真 9】と【写真

10】17を参照。これには古代のモンゴル特有な絵画の表現がみられる。現在のモンゴル民

族服装の模様にも似たような模様が見られる。 

 

 
【写真 9】匈奴時代のファルトの繊鍛        【写真 10】野生やヤギ狩猟場面などが描かれた岩 

 

1.2 13 世紀モンゴル国の美術 

 

1世紀～3世紀のモンゴルでは、シルクロードを経てもたらされた大乗仏教が浸透した。

インド北部と中央アジアを領有した。モンゴルの遊牧生活の中での信仰や自然の崇拝宗教

とは違った仏教はモンゴル民族の生活に新たな影響を与えた。そうした下地を経てモンゴ

ルの領土において栄えた国家のうち、仏教的でモンゴル民族の芸術に具体的影響を与えた
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のは、８世紀のウイグルである。その時代のモンゴル

の絵画では、モンゴル生活環境影の響を取り入れた仏

教の寺院の壁画等が見られる【写真 11】18参照。 

  10世紀から 11世紀にかけての約 200年間、モンゴ

ル語では、「キタイ」という、中国語で 「大遼」とい

う国家が栄え、中央アジアの国々のみならず中国や朝

鮮とも広く関係を持った。この「大遼」の文化は全く

独特のもので、そこでは肖

像画や風景画のジャンルと、歴史を主題にした壁画などが栄え

た19。 

モンゴル人は、745 年に建国されたウイグル帝国時代に、シ

リア系ソグド人がアルファベット文字に基づいて固有の文字

を作った。この文字は、ウイグル式モンゴル文字であって、13

世紀初頭からモンゴル全土の公式文字となってモンゴル立文字ができた。この文字の形を

モンゴル人生活の表現といえることができる。原因はモンゴル文字の各型や読み方が生活

の周りの物や動物の形を現していることである。そして、この縦文字が 20 世紀まで至っ

たことを歴史を述べている【写真 12】20を参照。  

 

1.3 モンゴル国と美術の発展 

  

13世紀にモンゴルは国家「元朝」を形成したにとどまらず多くの地域や東西の国々を統

治下に置いた。詳しく言えば、元朝統治に中国、ロシア、ヨーロッパの国々であった。国

を形成した後、アジアの国々の間にはとても幅広く交流があった。その結果、征服された

国からさまざまな方式でモンゴルへ食べ物入ってきたり、さまざまな形の道具が来たりす

ることがあった。それと同じ時期に元朝の統治に国々で最も腕が立つ芸術家や職人が招換

され都城である「カラ・コルム」に送られた。そこでモンンゴル国が大規模な宮殿や本堂

の造営、装飾に従事し多くの芸術作品が遺された。 その人々を通じてモンゴルの装飾デ

ザインにもいろいろな模様が入ってきた。その模様をモンゴル人が生かして自分のフーオ

ガリジャにいれていた。そのおかけで、モンゴルのホーオガリジャの種類が多くなり今ま

で使ってきた。例えば龍の形のフーオガリジャを作ったり、昔の漢民族信仰のものがモン
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ゴルに入ってきて、宮殿に使えるようになった。 

13世紀から遺された絵画、服飾、建築、道具には、フーオガリジャの模様はさまざまな

形で施されていた。また、その時代でがフーオガリジャ豊富な内容を持ち始めたというこ

とができる。 

 

 

 

1.4 モンゴル仏教と美術 

 

1）元朝の滅亡とともに、モンゴル史上最も暗く困難な時代が始まる。果てしのない動乱

や戦争によって経済は衰退し、打ち続く数々の災難が人々を苦しめた。 そうした状況の

中で、モンゴルに第 3次の仏教が伝来し、普及していく。仏教は前世と来世における平安

と幸福を約束したのである。その時代はちょうど中近東や中央アジアの国々がイスラムに

従属した時代であり、同時にそれらの国々でかつて栄えた多くの仏教寺院や修道院などが

破壊され、地下に葬られた時代であった。そしてこの頃、チベットで興った黄帽派仏教い

わゆるラマ教が、旧来の仏教に代わり確立され、花開いた。イスラムの隆盛によって旧仏

教が衰退したことにより、かえってラマ教は、モンゴルの自由な流入の可能性をつかんだ

のである。モンゴルに根を下したラマ教は、やがてさまざまな仏教文化を花開させ、特に

仏画は見事な発展をみせて今日に至る。仏画はまさに「均整の科学」に基づいて描かれる。

その伝統・法則は、古代インドのプラチマラクシャナ・チトララクシャナにまで遡るが、

モンゴルの仏画は手の平と指の尺度を基本とする。緻密に割り出された極めて正確な比率

に基づいている。 

 モンゴルの仏画はモンゴル美術を本質的に豊かなものにした。もともとは、チベットや

ネパールや他のヒマラヤの国々の影響をうけた。仏教の主要な古典芸術の 1つである聖像

画術であったが、17世紀のモンゴルにおいて、構図・表現手段・色調・独徴的記号等など
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が体系づけられ、著しい発達を

とげたのである。19世紀末に頂

点を迎えた聖像画術はやがて

創造性を失い、マンネリズムの

なかで新しい社会に対応しき

れずに、衰退していくことにな

る。しかし、仏画はモンゴル造

形美術史上その全段階にわた

って最も重要な位置を占めた

のであり、古典絵画の流れを変えたのみでなく、現代にもさまざまな形でその技術や伝統

が生かされていることがある。同時に、アジアにおける仏教文化史上、モンゴル美術とし

て正しく記憶されるべきものであろうと考えられる。 

 

2）仏画や縫付絵画が最高度の構成法・色彩調和・表現技術を達成しながら、型にはまっ

てしまって発展の可能性を失っていった中で、名も無き画家たちによって「民衆絵画」と

呼ぶべきささやかな芸術作品が作られていた。それらの絵は華麗な宮殿や壮大な寺院を飾

ることはなかったが、その代わり遊牧民の質素なゲル(天幕)の中でいつも人々に恵まれま

れていた。民衆の生活と密着した信仰や占いのためのさまざまな絵やゲーム用の力－ドに 

描かれた絵、また本の挿画などがそれである。その中で、さまざまなフーオガリジャが見

られている。 

写真 17】狮子孔仏 作者不明      【写真 18】第 8代活仏 作者不明 
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1.5 近代のモンゴル美術 

 

19 世紀末から 20 世紀初頭にかけては、民主主義

革命の実現を目指して、清国の圧政支配に対する解

放闘争、封建制度の束縛に対する闘争等が全盛期で

あった。芸術文化も時代の要求を受けて、ラマ教時

代の社会状況に応じたものから、自由と独立のため

の思想に満ち満ちたものとなっていた。そして、造

形芸術の中で最も敏感に時代の叫び声を知覚したの

が絵画であった。それまで、仏画や縫付絵画を描い

ていた画家たちは、競って社会派としての作品を描き始めた。これらのー連の物品の特徴

はナーダムやツァム、ミロク祭りといった大きな祝典や儀式に題をとり、社会の各層の人々

を大勢描いていることである。この絵の中ではモンゴルのフーオガリジャが多く使われて

いる。 

 20世紀の初頭頃、仏教芸術の型から完全に独立し、民衆絵画の特色をとどめつつより具

体的で理解しやすい絵を描いていた。その他に絵画、衣装、建築の装飾としてフーオガリ

ジャがモンゴル民族自由表現や特性として使われていた。これらの作品の中で特に注目す

べきなのが、モンゴル国の画家 B ・シャラヴの描いた「モンゴルの一日」である。 

 

 以上、モンゴル民族の美術の歴史から継承して来た形、素材についてまとめたものであ

る。モンゴル民族の美術は、宮廷の彫刻、寺の壁絵、服装の刺繍の形が継承されてきた。

素材としては、石、木、鉱物顔料、ファルトなどが使われており、西洋の油彩画、水彩画

の表現があまりない状況である。以下、現在の内モンゴル民族大学美術学部で設定されい

る専門の歴史について簡単にまとめていく。 

 

2．内モンゴル民族大学美術学部の専門 

  

すでに述べたように、内モンゴル民族大学美術学部の専門の科目の中にある水彩画、油

彩画、中国画は、近年に外国から伝来して来たものである。これらが歴史及びモンゴル民
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族の芸術の中で、どのような発展を見せているのかを探っていきたい。 

 

2.1 彫刻と版画 

 

1）すでに述べたように、モンゴルの芸術は彫刻を通して継承されてきた。モンゴル民族

の彫刻は昔の宮廷の建築や寺の建築、家具などで多く知られている。その技法としては、

木や石を使い非常に印象的な表現で造られていた。例えば、動物の角の形から建築の模様

を作ったり、動物の性格を表した形を作ったりいていた。近年になり、モンゴルの彫刻は

記念品や肖像の形式で、写実的な表現方法で造られていた。現在では、内モンゴルの経済

発展や都市化によって、町の装飾品、民族偉人、歴史的人物または遊牧生活の特徴を表し

た空間を創り、モンゴル民族の精神的な特徴を表した信仰的な物創りが盛り上がっている。

伝統的な形を使用するようになり、伝統的な模様などを彫ったりすることが特徴である。 

2）版画はモンゴル民族の伝統的な芸術であった。内モンゴル民族大学が位置している通

遼市（昔はホルチンだと呼ばれていた）は全国でも有名な「版画の故郷」と言われている。

昔では、彫刻と同じく家具の模様や家庭の装飾として描かれており、民間の画家たちは非

常に自由な表現で生活の風景や家畜の形などを表現していた。そして近年、特に 1950年代

から通遼市の民間画家と学校の美術の教員たちが版画グループを立ち上げ、草原の生活を

版画で表現した。牧民生活を賛美し、草原の美しい景色などの題材使い数多の作品を作る

ようになった。そして、中国の北京で行われた全国展覧会に飾られた時から通遼市の版画

は当時の時代記刊や政府から高い評価をもらい、通遼市の版画を当地域の象徴として「草

原の花」と呼ばれるようになったのである。近年では、草原を題材を使った版画は約 2000

点あまり創作されていると言われる。現在では、『ホルチン版画』『草原の版画』『ホルチン

版画作品展示』『ジャルート版画』『児童版画』など 10冊以上の書籍が出版されている。現

在の版画は現代の印象派の表現や写実的な表現などさまざな方向へ発展している。内容と

しては人物、動物、風景が多く描かれている。 
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【写真 20】「新娘」作者：劉宝平 【写真 21】「草原母親」作品柊金锋 【写真 22】「吉祥草原」 

作者：邵春光 

 

2.2 油彩画 水彩画 中国画 

 

1）油彩画が内モンゴルで描かれるようになったのは、1949 年より中国が建国した後の

1956以後のことである。1950年代に内モンゴルから 10名の画家を中国の内地大学で美術

研修員として派遣した。その画家たちは内モンゴル帰った後、内モンゴル大学や内モンゴ

ル師範大学の教員になり、油彩画を教えるようになった。1956年～1966年の間では、内モ

ンゴルの油彩画写実主義の絵を制作していた。当時の人物や生活の風景などを題材として

描いていた。その後 1990年代以後から、草原画派として牧民や草原の風景を描くようにな

った。現在では、歴史内容など写実的な絵が多く描かれるようになっている。 

 

2）水彩画が中国で描かれるになったのは近 100年前のことである。最初は、欧米の画家

たちのスケッチを模写の形で描かれるようになった。中国では、はじめて、創作のスケッ

チとして水彩画を描くようになったのである。同じく 1950年代以後、中国内地の画家たち

が内モンゴルで風景を写生することで、内モンゴルでも描かれるようになった。それ以後、

内モンゴル師範大学の成立により、師範大学の美術学部に水彩画の専門を設立し、中国か

ら専門画家たちが教員として招待され科目として位置付けられたのである。現在は油彩画

と同じ方向で、モンゴルの生活や現代の表現方向へ発展している。 

 

3）中国画は中国の 5000年に及ぶ長い歴史の中で形成された芸術である。現在では 2000
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年の歴史を持つと言われている。中国画は大きくわけると、フリーハンド画、工筆画の 2

つの形に分けることが出来る。フリーハンドでは水墨画、書道、山水画などフリーハンド

の描き方で描画されている。工筆画は非常に乾燥的な描き方を言う。特に花、鳥、人物肖

像を描いたものが多く見られる。現在の小学校の教科書にはフリーハンド画が必ず導入さ

れている。内モンゴルでは水彩画や油彩画と同じく、1950年代から科目として導入される

ようになってから多く描かれる様になった。 

 

3．大学生の作品の分析 

 

 すでに述べたように、美術学部の大学 1、2年目では、3つのクラスにわけて授業を行っ

ている。2つのクラスには漢民族の学生がいる。1つクラスにモンゴル民族学生がいる。3

年目から専門的にクラスを分け、モンゴル民族と漢民族の学生が選んだ専門クラスに入り

一緒に授業を行っている。モンゴル民族の学生は卒業後にモンゴル民族小学校の教員なる

ことが多いため、モンゴル民族学生の作品を分析することにした。 

大学生の作品を通して、現在の内モンゴルの美術学の発展方向及び作品制作や表現の方

向性を確認するとともに教員になるための専門知識の方向性を確かめる。 

分析対象は、内モンゴル民族大学美術学部のモンゴル民族の学生で 2015年卒業生の 5つ

の専門である「油彩画」「版画」「水彩画」「中国画」「彫刻」の全ての作品。分析方法とし

て 、学生の卒業作品の写真に基づき、その、題材と内容、表現方法の方向性を分析する。 

 

3.1 油彩画 

【写真 23】「イリン川の戦争」  【写真 24】「競馬祭」       【写真 25】「蒙古女子」 

作者：阿拉木図         作者：斎蘇都           作者：阿日棍 
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【写真 26】【写真 27】【写真 28】   「白音花系例・緑丘・田野、山口」 

作者：旭日嘎 

 

 

 

 

 

 

          【写真 29】「牧村の一連、夕方」【写真 30】「牧村の一連・三ヤギの話」 

 

【表 9】油彩画作品の分析 

 

【表９】の１の作品「イリン川の戦争」では、モンゴルの歴史を展開させた戦争の名前

を使ってモンゴル人の勇敢な姿を表現している。 

【表 9】の 2の作品「競馬祭」では、モンゴルでは毎年度モンゴル男の祭りがあり、男

性達が自分で訓練した馬を競馬させる。モンゴルでは馬と犬は男の友だちと言われてい

番号 作者名 作品題材 内容 描法、技法 

１ 阿拉木図（男） 「イリン川の戦争」 人物画、場景画 

記念的歴史 

写実描法 

暈しと平塗りの技法 

２ 斉蘇都（男） 「競馬祭」 人物画、場景画 

草原及び伝統文化 

写実描法 

グレーズ、ハッチングの

技法 

３ 阿日棍（女） 「モンゴルの女の子」 人物画、場景画 

草原、生活 

写実描法 

クロスハッチング、グレ

ーズ、ハッチングの技法 

４ 旭日嘎（女） 「白音花地域の景色

緑丘、畑、山」 

風景画 

草原、現代生活 

抽象描法 

ハッチング、クロスハッ

チングの技法 

５ 李花荣（女） 「牧村系の夕方と三

つヤギ語り」 

動物、場景画 

現代生活 

写実描法 

グレーズクロ、スハッチ

ングの技法 
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る。本絵は祭りの一部の場面である。 

【表９】の 3の作品「モンゴルの女の子」では、仔ヤギと子どもを主体としての草原の

春をイメージし表現している。写実的に表現し、クロスハッチング、グレーズ、ハッチン

グの技法を使っている。 

【表 9】の 4作品「白音花地域の景色緑丘、畑、山」では、自分の生活をしていた地域

の丘、山、畑を写生したものを基にし、草原の春をイメージし表現している。抽象的に表

現し、ハッチング、クロスハッチングの技法を使っている。 

【表 9】の 5の作品「牧村系の夕方と三つヤギ語り」では、牧民の生活を表現してい

る。「夕方」朝になると親牛は仔牛を置いて草原に草を食べに行き夜に帰ってくる。夕方

に帰ってくると仔牛と再会するという定住式生活の一部形式を表現している。また、「三

つヤギ語り」では、モンゴルの口承文芸に関わっている作品になる。モンゴルでは、女の

人をヤギに同じと言うことが多い。また中国語では「三人の女性は一つドラマ」という女

の人たちの話やアイディアが多いと言われている。本作品では、この 2つのことを一緒に

合わせて表現している。 

3.2 水彩画 

【写真 31】「モンゴル家」    【写真 32】【写真 33】「女の子」   「祈るおばあちゃん」 

 作者：道日敖               作者：米塔拉 

【写真 34】【写真 35】「冬のタップリ感」「放牧に行く前」              【写真 36】「ようこそ客」 

作者：包布和                                 作者：赵灵灵 
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【写真 37】「羊毛を切る」      【写真 38】【写真 39】「老人」 

作者：赵灵灵            作者：経欄 

 

【表 10】水彩画作品分析 

 

【表 10】の 1の作品「モンゴル家」では、モンゴルの伝統的な道具を集合形成的に描い

ている。現在の生活の中ではあまり使っていないものがモンゴルの生活の中で使われてい

たことを写実と抽象で表現している。 

【表 10の 2】の作品「女の子」と「祈るおあちゃん」では、人物の表現によって草原の

生活と現代人の生活の精神的なものを写実的に表現している。「女の子」では、小さい女の

子と仔ヤギの組み合せで、生き生きした草原の春を表現している。「祈るお婆ちゃん」では、

モンゴルのお婆ちゃんたちの形象をそのまま表現している。 

【表 10】の 3の作品「冬のタップリ感」と「放牧に行く前」では、現代の半農半牧生活

の中のトウモロコシの収集と牧場の場景の一部を表現している。 

【表 10】の 4の作品「ようこそ客」と「羊毛を切る」では、モンゴル生活の伝統的民族

儀礼と儀式を写実的に表現している。「ようこそ客」の中では、モンゴル人はお客様が訪れ

ると必ず家の外に出て迎えるという儀礼の様子が描かれている。現在では、都市化に伴っ

て減少している。「羊毛を切る」の中では、春に羊毛を切る儀式の様子が描かれている。現

番号 作者名 作品題材 内容 描法、技法 

１ 道日敖（女） 「モンゴル家」 場所の家具 

伝統的な家具 

写実描法 

暈しと平塗りの技法 

２ 米塔拉（女） 「女の子」 

「祈るおあちゃん」 

人物画、動物が 

草原、精神 

写実描法 

グレーズ、ハッチングの技法 

３ 包布和（男） 「冬のタップリ感」 

「放牧に行く前」 

 

人物画、場景画 

草原、現代生活 

写実描法 

クロスハッチング、グレーズ、

ハッチングの技法 

４ 赵灵灵（女） 「ようこそ客」 

「羊毛を切る」 

人物画、場景画 

草原、現代生活 

抽象描法 

ハッチングの技法 

５ 経欄（女） 「老人」 

 

人物画 

現代の人 

写実描法 

グレーズクロ、スハッチングの

技法 
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在では、本作品のように家の中や羊舎の中で行われ、儀式を行われなくなっている。 

【表 10】の 5の作品「老人」は現代の老人を表現している。草原やモンゴルの生活では

関係があまりなく、現代人の写実画の表現と言える。 

 

3.3  彫刻 

 

【写真 40】【写真 41】「グループ」「キャッチする馬」      【写真 42】「幼い頃」 

作者：王切力木格                      作者：南丁           

 

【写真 43】【写真 44】【写真 45】【写真 46】「草原風情」 

作者：苏日古嘎 

 

【写真 47】「危機」          【写真 48】「祖先」 

作者：黄格日召拉                作者：塔拉 
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【写真 49】【写真 50】「主た故郷の水を飲めた」「自象彫」 

作者：色银宝力高 

 

【表 11】彫刻作品の分析 

 

【表 11】の 1 の作品「グループ」「キャッチする馬」では、現代の社会現象と伝統文化

を抽象的に表現している。「グループ」では、綿という柔らかな素材を使い力強い核爆弾を

イメージし、団体の力を表現している。「キャッチする馬」では伝統文化を題材にし、馬の

強い力とモンゴルの男性の強い特技を表現している。 

【表 11】の 2の作品「幼い頃」では、素材にこだわらずモンゴル生活特有の幼い頃から

動物の世話することから生まれる動物に対する特別な感情を持っていることを表現してい

る。 

【表 11】の 3の作品「草原風情」では、モンゴルの生活中での馬が神聖なものであると

いうことを表現し、モンゴルの「馬の文化」を全体的イメージにしている。 

【表 11】の 4の作品「危機」では、現代の内モンゴルの社会現象の悲壮感を表現してい

る。現在の内モンゴルでは、「草原緑化」制作が行われていて、草原でも家畜を草原出して

草を食べさせることが一時的に禁止されている。牧民は家畜の餌を貯めるために、草や餌

番号 作者名 作品題材 内容 描法、技法 

１ 王 切 力 木

格（女） 

「グループ」 「キ

ャッチする馬」 

現代社会現象 

伝統的な文化 

抽象法（綿、木材） 

積み重ね、掘る技法 

２ 南丁（男） 「幼い頃」 

 

人物画、動物画 

生活、草原 

写実法、（木材） 

掘る技法 

３ 苏 日 古 噶

（女） 

「草原風情」 人物画、動物、場面 

草原、生活 

写実（紙） 

リリーフ彫刻技法 

４ 黄 格 日 召

拉 （女） 

「危機」 

 

人物画、動物 

社会現象 

抽象描法（金属） 

掘る技法 

５ 塔拉（男） 「祖先」 人物画 

伝統文化 

抽象描法（紙、布） 

掘る、重ねる技法 

６ 色 音 宝 力

高（男） 

「また故郷の水を

飲めた」「自画彫」 

動物、人物 

社会現象、肖像 

抽象描法（紙） 

掘る、重ねる 
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を買って家畜に食べさせている。そして、この現状を作者が馬の口にケージさせること、

激痩せの人物と馬で表現している。また、内モンゴルの社会で現在生活に困っている状況

を自由に政府に反映することもできない牧民生活を作者は人物の口にケージさせることで

表現している。 

【表 11】の 5の作品「祖先」では、座った人物を表現することで、モンゴルの祖先の勇

猛、ヒロイックな精神状態を表現している。 

【表 11】の 6 の作品「また故郷の水を飲めた」「自画彫」では、馬が故郷の水を飲んでい

る様子を創り、馬という動物の誠実な精神を表現している。昔から馬は故郷から 1000ｋｍ

遠く離れた場所へ連れさられても、戻って来られるという馬の誠実な精神を表現した歌や

詩などが書かれている。「自画彫」は自分のなりたい姿を表現した作品である。 

 

3.4 版画 

【写真 51】【写真 52】【写真 53】「私と彼（動物）」 「想像」           「思考」 

 作者：哈布日 

 

【表 12】版画作品の分析 

 

【表 12】の作品「私と彼（動物）」「想像」「思考」では、自分と動物の関わりを表現

し、自分愛情、友情、尊重する感情を表現している。「私と彼（動物）」では、自分が羊を

抱いている様子を表現している。羊はモンゴル人にとって所有する財産という概念のある

動物である。一般家庭では、幼い子どもに仔ヤギや仔羊を所有させ、世話させることで子

どもに家畜への感情を持たせる。これは家庭教育として今まで継承されて来た。「想像」

番号 作者名 作品題材 内容 描法、技法 

１ 哈布日 

（女） 

「私と彼（動物）」「想

像」 「思考」 

人物画、動物画 

自分と動物の関わり 

抽象法（木材） 

黒白木版画 
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では、自分と犬を一緒に同等的に並べて表現している。モンゴルでは、犬は誠実な動物と

して扱う動物であり、自分の友として飼っている。「思考」では、馬を自分の上に描き精

神的な支えとして描いている。馬は人間に誠実な動物であり、ワイルドな性格、力を持つ

動物であることから、さまざまな場面で人間に尊重されてきた動物である。 

 

3.5 中国画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【写真 54】「雪後の平静」                【写真 55】「草原の冬」 

作者：バダラマ               作者：其木格 

 
 

【表 13】中国画作品分析 

 

 【表 13】の作品１「雪後の平静」では、中国画の伝統的な画法である工筆画の方法を使

い、鳥を表現している。冬の朝を風景画として写実的に表現している。 

 【表 13】の作品２「草原の冬」では、人物と動物を組み合わせた冬の朝の景色を描いて

いる。伝統的な生活の中で、朝になると女たちが朝食を作るために、牛糞を集めに出かけ

るのは家庭生活の中で、当たり前のようにあった。現在では、牛糞集めるのは男性の仕事

になり、牛糞を集める仕事ほとんどなくなってきている。 

以上では、美術学部の教員を目指している大学生 1人 1人の卒業作品の内容、表現技法

を紹介したものである。続いて、これら作品全体の内容と技法の方向を分析する。 

 

3.6 作品内容及び技法の分析 

 

番号 作者名 作品題材 内容 描法、技法 

1 巴达玛日哈

（女） 

「雪後の平静」 動物画、場景画 

生活 

写実画 

工筆画の画鳥の技法 

2 其木格 

（女） 

「草原の冬」 人物画と動物画 

伝統的な生活様式 

写実画 

工筆画の技法 
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 ここでは、2015 年 7 月に卒業した、美術学部の学生たちの全作品の表現内容、画面内容

及び表現の方向性を分析する。さらに、大学生の専門知識を学習する中で教員になるため

の経験及び知識の内容について確認する。また、大学の作品の表現内容、画面内容及び表

現の方向性の割合を分析することを通して、大学生の素材に対する認識やモンゴル民族の

学生によって社会に対する考え方の方向性について確認する。 

 分析する作品は 2015 年卒業生 19 人の 27 つの題材の作品の表現内容、画面内容及び表

現技法の割合を分析する。27 つの題材の作品の中、1 つの題材に対して 2 幅画、3 幅画、

４幅画の作品がある。ここでは、1 つの題材を 1 つの作品として分析した。表 14 では作品

名は「」、素材名は（）で表示している 

 

        【表 14】2015年卒業生の作品の内容、画面内容及び表現方向 

番号 作品題材 表現意義 画面内容 表現方法 描画方法 

1 「イリン川の戦

争」 

記念的歴史 人物、動物 写実描法 

 
暈しと平塗りの技法 

2 「競馬祭」 草原、伝統文化 人物、動物 写実描法 

 

グレーズ、ハッチングの

技法 

3 「モゴルの女の

子」 

草原、生活 人物、動物 写実描法 

 

クロスハッチング、グレ

ーズ、ハッチングの技法 

4 「白音花地域の景

色緑丘畑山」 

草原、現代生活 風景 抽象描法 

 

ハッチング、クロスハッチ

ングの技法 

5 「牧村系の夕方」 現代生活 
動物 

写実描法 

 

グレーズクロ、ハッチング

の技法 

6 「牧村系三つヤギ

語り」 

現代生活 動物 写実描法 グレーズクロ、ハッチング

の技法 

7 「モンゴル家」 伝統的な家具 
場景、家具 

 

写実描法 

 
乾燥水彩 

暈しと平塗りの技法 

8 「女の子」 

 

草原、精神 人物、動物 写実描法 

 

乾燥水彩 

グレーズ、ハッチングの

技法 

9 「祈るお婆ちゃ

ん」 

草原、精神 人物、動物 写実描法 

 

湿水彩 

グレーズ、ハッチングの

技法 

10 「冬のタップリ」 

 

草原、現代生活 人物 写実描法 

 

乾燥技法 

クロスハッチング、グレ

ーズ、ハッチングの技法 

11 「放牧に行く前」 草原、現代生活 人物、動物 写実描法 乾燥水彩 

ハッチング 

12 「ようこそ客」 伝統文化 人物、動物 写実描法 

 

乾燥水彩 

ハッチングの技法 

13 「羊毛を切る」 草原、現代生活 人物、動物 写実描法 

 

湿水彩 

ハッチングの技法 

14 「老人」 現代の人 人物 写実描法 湿水彩 

グレーズクロ、スハッチ

ングの技法 
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          【表 15】作品の内容の意義、画面内容と表現の方向の割合 

 

【図 1】表現意義の方向性    【図 2】作品画面内容の割合      【図３】技法方向性   

の割合 

 

以上、内モンゴル美術学の教員養成システムの 2015 年卒業生作品全体を分析したもの

15 「グループ」  現代社会現象 爆弾 抽象法 積重彫 

（綿） 

16 「キャッチする

馬」 

伝統的な文化 人物、動物 写実描法 立体園彫 

（強化ガラス） 

17 「幼い頃」 生活、草原 人物、動物 写実描法、 立体園彫 

（プラスター） 

18 「草原風情」 草原、生活 人物、動物、

場面 

模様描法 リリーフ彫刻 

（密度板） 

19 「危機」 社会現象 人物、動物 抽象表現 

掘る技法 
抽象表現彫刻 

（ 強化ガラス） 

20 「祖先」 伝統文化 人物画 抽象描法 抽象表現彫刻 

（ 強化ガラス、布） 

21 「また故郷の水を

飲めた」 

社会現象 
動物 

抽象描法 
立体園彫 

（ 強化ガラス） 

22 「自画彫」 肖像 人物 写実描法 
立体園彫 

（ 強化ガラス） 

23 「私と彼」（動物）」  伝統文化 人物、動物 抽象描法 
黒白木版画 

（木材） 

24 「想像」 伝統文化 人物、動物 抽象描法 
黒白木版画 

（木材） 

25 「思考」 伝統文化 人物、動物 抽象描法 
黒白木版画 

（木材） 

26 「雪後の平静」 生活 動物、場景 写実描法 工筆画 

画鳥の技法 

27 「草原の冬」 伝統的な生活 人物、動物 写実描法 工筆画 

の技法 

内容の方向性 作品数 画面内容 作品数 技法 作品数 

記念的歴史 2 人物と動物、の組み合

せ 

14 写実 15 

草原 6 動物 4 抽象 8 

伝統文化 8 人物 5 模様 2 

現代生活 11 場景 4 過大 2 

7%

30%

22%

41%

歴史 伝統文化

草原生活 現代社会

52%

15%

18%

15%

人物と動物 動物 人物 風景

56%30%

7%
7%

写実 抽象 模様 拡大
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である。結果については以下の 4つのようにまとめられる。 

 

1）表現意義の方向性 

 作品の中で表現している内容では、生活環境をイメージし、普段の生活を部分的に表現

している。現在の学生は牧場生活、半農半牧生活の環境を表現していることが多い。すで

に述べたように内モンゴルは経済発展に伴って、都市化、機械化されている。学生たちの

作品内容から分かるように、草原、伝統文化（伝統的な儀礼、習慣）、歴史の内容を合わせ

ると約 59％を超えている。生活に密着し、文化を繰り返すような独自の地域風または牧歌

的な雰囲気が強く伝わっている。 

 

2）作品画面の内容の方向性 

 作品の画面から見ると、人物や動物を主体としているのが 52％占め、それ以外の中でも

人物画が 18％ある。これは学生たちが高校時代から大学にかけて素描、スケッチ、色彩画

の練習の中で、人物画を模写したり、写生したりさまざまな方法で人物を各技法練習して

いることの現れであろう。また、動物との関わりは、モンゴルの独自生活環境がみられて

いる。 

 

3）作品の技法の方向性 

 作品の表現では写実画が 56％、抽象画が 30％を占め、模様画と拡大画がそれぞれ 7％を

占めている。【図 3】から分かるように学生たちは写生画を中心に描いており、抽象画と模

様画、拡大画は少なく描かれている。 

 

4）技法と素材 

 本節で分析した 5 つの専門油彩画、水彩画、版画、中国画、彫刻の中では、伝統的な西

洋画の素材、技法を使い、新たな素材を使っているものが少ない。技法もさまざまな伝統

的な素材を使っている。新たな現代的な技法を試している作品は少ない状況である。 

 

4．本節のまとめ 

 

本節では、内モンゴル民族大学教員養成システムの美術学の５つの専門である彩画、水

彩画、中国画、版画、彫刻の歴史及び大学生の作品の表現内容意義、画面内容、表現技法
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を分析し、現在の内モンゴル民族大学の学生の教員になるための学習内容及び美術に対す

る認識を確認した。 

モンゴル民族の美術は宮廷工芸、宗教の壁画、服装の模様、彫刻を通じて継承してきてい

る。画材として木材、石、鉱物顔料、動物の皮、布、ファルトなどが多く使われており、

現代の油彩画、水彩画、中国画は近 100年前により中国の南の方から伝来された画法にな

っている。 

 

１）油彩画は内モンゴルで描かれるようになったのは、1949年より中国建国した後、1956

以後のことである。1950 年代に内モンゴルから 10 名の画家を中国内地の大学で美術研修

員として派遣した。その画家たちが内モンゴルへ帰った後、内モンゴル大学、内モンゴル

師範大学の教員になり、油彩画を教えるようになった。1956年～1966年の間では、内モン

ゴルの油彩画写実主義の絵を制作していた。内容として、当時の人物や生活の風景などを

描いていた。その後の 1990年代以後から、草原画派として、牧民や草原の風景を描くよう

になった。現在では、歴史的内容など写実的な絵が多く描かれるようになっている。 

 

2）水彩画が中国で描かれるになったのは近 100年前のことである。最初は、欧米の画家

たちのスケッチを模写する形で中国では描かれるようになった。水彩画の中国で発展は、

ヨロッパの人が中国で、スケッチとして水彩画を描くようになってから始まったのである。 

同じく 1950 年代以後、中国内地の画家たちが内モンゴルでも風景を写生することで内モ

ンゴルにも描かれるようになった。それ以後、内モンゴル師範大学の成立により、師範大

学の美術学部に水彩画の専門を設立し、中国から専門画家たちを教員として招待し、科目

として位置付けられたのである。現在は油彩画と同じで、モンゴルの生活や現代の表現方

向へ発展している。 

中国画は中国の 5000年に及ぶ長い歴史の中で形成された芸術である。現在では 2000年

の歴史を持つと言われている。中国画は大きくわけて、フリーハンド画、工筆画と 2つの

形に分けることが出来る。フリーハンドでは水墨画、書道、山水画などフリーハンドな描

き方で描画されている。工筆画は非常に乾燥的な描き方を言う。特に、花、鳥、人物肖像

を描いたものが多く見られる。現在の小学校の教科書にはフリーハンド画を必ず導入して

いる。内モンゴルでは水彩画や油彩画と同じく、1950年代から科目として導入されるよう

になってから多く描かれるようになった。 
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表現意義の内容では生活環境をイメージし、普段の生活を部分的に表現している。現在

の学生は、牧場生活、半農半牧生活の環境を表現しているものが多い。すでに述べたよう

に、内モンゴルは経済発展に伴い都市化、機械化されいることが現状である。学生たちの

作品内容から分かるように、草原、伝統文化（伝統的な儀礼、習慣）、歴史の内容を合わせ

ると約 59％を超えている。生活に密着し、文化を繰り返すなど、独自の地域風または牧歌

的な雰囲気が強く伝わっている。 

作品画面の内容の方向性については、人物や動物を主体としているものが 52％占め、それ

以外の中でも人物画が 18％ある。学生たちが高校の時代から大学にかけて素描、スケッチ、

色彩画の練習の中で、人物画を模写したり、写生したりさまざまな方法で人物を各技法練

習していることが要因と考えられる。また、動物との関わりはモンゴルの独自の生活環境

がみられている。 

作品の技法の方向性では写実画が 56％、抽象画が 30％を、模様画と拡大画がそれぞれ

7％を占めている。図 3からわかるように学生たちの写生画を中心に描いていて、抽象画と

模様画、拡大画を少なくう描かれている。 

技法と素材は油彩画、水彩画、版画、中国画、彫刻の中では、伝統的な西洋画の素材、

技法を使い、新たな素材を使っているものが少ない。技法もさまざまな伝統的な素材を使

っている。新たな現代的な技法を試している作品は少ない状況である。 

 

内モンゴル民族大学ではモンゴル民族の昔から継承して来た版画、彫刻を含め、伝統的

な西洋画、中国画の技法などのさまざまな専門的な科目を設定している。 

大学教員、大学生の作品の内容を通して、人間像に重ね合わせた内モンゴルの草原の風景、

伝統文化が多く描かれている。遊牧民生活に根差した牧歌的な雰囲気が強く伝わっている

ことが確認できた。 

一方、表現技法、表現方法に関しては伝統的な絵画表現が進められており、絵画の伝統

的な技術にこだわった画法の作品が多い。 

次に、これらの専門知識の分析に基づいて、大学生の教育実習の現状について分析する。 
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第 3 節 美術学部の大学生の教育実習の現状 

 

  本節では、大学生の教育実習の現状を調査しながら大学生の指導案を中心に分析する。

教育実習前訓練の中で行われている理論的な科目の内容、教育実習の現場の現状及び指導

教案の内容を分析する。具体的には、①教育実習現場の流れを紹介した上、教育実習前訓

練の学習内容について紹介する。2015 の大学 4 年生の教科書である、『美術教育理論と方

法』（銭初嘉、2005年、北京高等教育出版社）と『美術教育学』（伊少淳、2009年、北京高

等教育出版社）。②大学生の教育実習の現場で作成した指導案の内容を分析する。 

 教育を担う教育者は「伝統や知識の伝達」を超えた役割、つまり子ども一人ひとりの中

に秘められた能力や才能を見極め、それが花開くよう手助けするという困難な役割を果た

す必要がある。よって、大学で学習した専門知識は幅広い内容がある。しかし、これらの

専門知識を持った大学生は、教員になるためには、教える方法について学習しなければな

らない。現在の内モンゴルの小学校の美術教員の現状は、教育実習の中で最も反映されて

いると考えられる。そのため、内モンゴルの美術授業の現状を把握するためには、大学生

の教育実習の学習内容、指導教案に対する分析を行う必要があると考える。 

 

1．大学生の教育実習の流れ 

  

 内モンゴル民族大学の学部生の教育実習は、大学 4年目の前期に 2か月の期間をかけて

行う。内モンゴルの学校教育では、9 月に新学年に入って、次の年の 7 月に修了となる。

つまり、美術の学部生の教育実習は 4 年目の前期 9 月から 11 月にかけて行う。この 3 か

月を以下のように２段階にわけて行っている。①はじめの 1か月は理論的な科目及び指導

案の作成などを学習することになる。②次の月では、現地実習という形で行い、授業参観

及び授業実践の計画と授業実践を行う。 

 まず、理論課程では【図 4】のように３つの科目、美術教育学、美術教学理論及び方法と

指導案の作成練習を行う。現地実習でも図１のように授業参観、授業実践の計画を設定と

授業実践を行う。ここでは 2つの段階で行う科目の内容を具体的に紹介していく。 
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【図 4】大学生の教育実習の内容 

 

1.1 理論課程 

 

 理論課程は教育実践前準備である。大学 4年の前学期の始めの月に行う。美術教育学、

美術教学理論及び方法の 2つの科目を中心に、専用の教科書を利用し、それぞれ 16回の授

業時間を使って行う。ここでは、教科書内容を中心に具体的な内容を分析して行く。 

『美術教育学』、『美術教学理論及び方法』は、2012年～2015年により内モンゴルの大学教

育の中で用いされたものである。中国の中心的な大学で編集され、中国の「普通高等教育

十一五21国家級企画教材」となっているものである。 

 

1）美術教育学 

本書は中国の北京首都師範大学の教授尹少淳（yin shao chun）の著作である。現在で

は、内モンゴルの民族大学の実習生の理論科目の教科書として使われている。本書の中心

的な内容は、3 つの部で成っている。第 1 部美術授業の基本方法、第 2 部美術授業基礎内

容、第 3 部美術教育の内容と分けることができる。以下では、【表 16】を基に、本書の中

心的な内容を説明する。 

 

【表 16】『美術教育学』の内容22 

第 1章美術授業の基本的な知識と技能 

第 2章美術教育に対する理解 

第 3章美術教育の進化 

第 4章美術教育の価値と目標 

第 5章美術の知識と美術課程 

第 6章美術授業の方法と概要 

第 7章美術教学の評価 
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第 8章美術課程の資源 

第 9章授業以外の美術教育 

第 10章美術教師の成長 

 

第 1 部の美術授業の基本方法の内容の中では、小中学生の記憶、注意、思想を美術の授

業の中で導入する。教育活動は教育情報を伝達し普及する活動である。活動の中で、教師

は情報を伝達する立場であり、子どもは伝達を受け入れた後に言語、表情、行為などで反

映するものである。教師はこれらの反映を受け、自己発見し、自分の教育方法を改革する

ものである。 

第 2部の美術授業基礎の内容の中では、声、文字、画像、写真、動画、体の動作、表情

を通して、子どもに指示を行い、知識を伝達し、技能を教え、情感を伝え、価値観を理解 

させることである。美術授業の過程では、題材→授業文書→ヒント→説明→解釈→指示

という形で行う。美術の授業を体験し、自己発見し自分と美術教員との違いを認識するこ

と、基本的な美術授業を行う知識や技能を理解することである。美術情報普及の角度から 

美術を理解する。美術授業を準備するための基本的な技術及び美術授業の過程を認識す

る必要がある。美術授業を行う基本知識を理解し、利用することができる。美術教育の学

習者に対して、美術教育の知識及び技能を普及し、学者の知識を専門化させることを目的

としている。 

第 3部の美術教育の内容の中では、外国、中国の美術教育の歴史の進化、変化について

紹介するとともに、現在の『美術課程標準』（日本の学習指導要領図画工作編に当たる）の

内容を分析している。また、北京や上海など大都市の小学校で行われた授業実践の分析な

どが書かれている。 

本科目の中では、学生が指導案を作成し、それらを同級生の前で、授業演習しながら実

践授業の練習を行う。本書の中心とした思想では、美術教育の中で、これまでの知識や技

能を重視する教育観23から脱却し、子どもの存在24（子どもの興味、関心）を重視し、子ど

もが主体的な自己表現ができるような授業構成することを提唱している。 

 

2）美術教学の理論及び方法 

本書は中国の上海華東師範大学の教授銭初嘉（qianchujia）の著書である。中心的な内

容については、美術教学（中国語の教学は、日本語の授業及び授業実践に当たる）の理論

的な基礎内容及び外国の中小学校の美術授業実践の内容を分析し、中国の『美術課程標準』
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に従って美術授業実践を行うことを提唱したものである。本書の内容は、3 つの部分で成

っている。第 1 部は美術教学の理論及び基礎、第 2 部は美術教学の方法。第 3 部は美術教

学の研究である。以下では、【表 17】を基に本書の中心的な内容を説明する。 

 

【表 17】『美術教学の理論及び方法』の内容25 

第 1章美術教学の前提  

第一部 

美術教学の理論及び基礎 
第 2章美術教学理念の基礎 

第 3章美術教学理論及び方法進化（変化） 

第 4章中国学校美術教学の歴史 

第 5章美術教学設計  

第二部 

美術教学の方法 
第 6章美術教学の技術 

第 7章美術教学の内容及び方法 

第 8章美術教学の評価  

第三部 

美術教学の研究 
第 9章美術課程資源の開発 

第 10章美術の教師の専門化及び成長 

 

第１部の美術教学の理論及び基礎では、美術教学の理論及び美術教学の発展状況を取り

上げ、小中学校の美術教学実践と組み合わせながら、美術教学の実際の問題についての対

策を議論している。21 世紀においては、美術教育は理論と実践を組み立てて行わければな

らないということを述べている。 

第 2 部の美術教学の方法では中国基礎教育の中では美術の授業は重要な立場であること

を指摘し、中国や外国の美術教育に関する研究成果について比較分析を行っている。また、

外国の美術授業実践の成果を中国の美術授業実践と比較しながら分析を行い、さまざまな

授業実践の事例を紹介している。 

第 3 部の美術教学の研究では、中国や外国の美術活動を写真掲載で紹介している。また、

美術教育に関する 150 編の論文を紹介している。本科目の中では、北京や上海で行った授

業実践のビデオを見せることがある。 

美術の授業実践教育を中心とし、子どもを主動的に活動に取り込むことを提唱している。 

学部生の課程プログラムにより、学部生 4年目の学年で６週間をかけて現地実習を行う。

実習生には、大学のほうから教育実習マニュアルが配布され、それに従って現地実習を行

うのである。 

教育実習マニュアルでは、大学の教育実習の制度に関する説明、実習生が現地実習の期

間内に行う仕事の内容などが掲載されている。実習生は、現地で授業実践を行いながら、 

業実践のビデオを見せることがある。内容としては、美術の授業実践教育を中心に、子ど
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もを主体的に活動に取り込むことを提唱している。 

クラス担任を担当し、学校教育の現状を調査するなど仕事に取り込んでいく。実習生の

現地実践で行う仕事の内容を以下の３つ部分にまとめることができる。1）現場の教員の授

業を参観する。2）指導案を作成し、授業実践を行う。3）実習終了後、「教育調査報告書」

と「教育実習報告書」を提出する。以下では、この３つ部分の内容を詳しく説明する 

 

1）授業参観 

 授業参観では、現場の教員の授業を参観する。『美術課程標準』と教科書の内容に基づい

て行った授業を参観するとともに、授業の要求、難点、授業を行う段階を記録し、授業内

容及び評価するなどの仕事である。実習期間中に 10 回の授業参観を行いそれらを記録す

る。【表 18】の内容は 2014年度の実習生李花栄（li huarong）が作成した授業参観の記録 

である。 

 

【表 18】教育実習の授業参観記録26 

科目 美術 題材 簡単な絵、丸を描きましょう 

クラス ２年 1組 授業時間 2014年 11月 14日 7時間目 教員 経欄 

授業内容 1.教員の教える標準的内容 

黒板に簡単絵を描き、子どもの興味関心を引き出す。そして簡単な絵を描く方法を学

習する。 

2.授業の重点 

簡単な絵を模写することができ、綺麗な色をつけることができる。 

3.授業の流れ 

1）授業の準備（指導案）。 

2）授業の実施 

①題材を黒板に書く。②丸を描くことについて説明し、黒板に模範として見せる。③

教員から絵を描く順番を模範して見せ、子どもと一緒に色をつける。④みんなの絵を

黒板に貼って鑑賞する。 

評価及び意

見 

1.子どもが自ら考えることを重視した。 

2.生活の実情と近い方法を使った。 

3.授業の準備が完璧である。 

 

 

2）現地授業実践 

 授業実践では指導案の作成及び実践授業を行う。指導案は、指導教員及び現場の教員の

指導に従って作成するものであり、1人最低 4つの指導案を作成する必要がある。 

実践授業は、指導案に基づいて授業を行う。そして、クラスの授業以外の活動に参加し、

子ども一人ひとりの様子を調査し、実習日記を作成する必要がある。また、授業を行った
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手順を明記する必要がある。【表 19】の内容は、2014年度の実習生李花栄（li huarong）

の作成した指導教案及び授業記録である。 

 

【表 19】教育実習の指導案27 

実習クラ

ス 

2年 4組 科目 美術 

題材目 私はパンダを好き 

使用教材 上海市の書画出版社 

自用参考

書 

『美術学校教育の参考書』『中国美術教育』『美術教学方法』 

授業時間

の割合 

2時間 道具 紙、色鉛

筆 

目標 1.知識の目標：鑑賞することを通して子ども達がパンダの形及び特徴を理解す

る。 

2.学習目標：子ども達が動物園にいるパンダを描くことを通して子どもの観察、

鑑賞能力を育成することができる。 

3.興味・関心：子どもの動物を愛する気持ちを養う。 

重要点 子どもが丁寧な観察活動を通してパンダの特徴を理解する。 

難点 教師が子どもの描いているパンダを見ながら、さまざまなことを話し、子どもの

生活と関連させること。 

授業の方

法 

教員が黒板に模範を見せ、パンダを描く方法を教える。①頭は丸形②体は長い丸

の形。③目、耳、鼻は普通黒色や青色である。自由に考え、観察し、丁寧に描く。 

授業過程

及び内容 

1.導入。クイズ（みんなで先生の話している動物の名前を言う）①世界で草が大

好きな動物。②黒いメガネを持っている。③体は球みたいに丸い。④竹を食べる

動物は何？ 

2.準備した絵を鑑賞し、その特徴を観察する。教員：「パンダはどんな形してい

る？」子ども達は、観察しパンダの丸い形を言う。教員：「パンダの体の形成は

何？」子どもは、体は太いて丸い、目、鼻、耳は黒色、青色、お腹は白いことを

観察する。 

3.指示。黒板に模範を描き、パンダを描く方法を学習させる。①可愛いパンダを

みんなで描こう。（簡単に描ける方法を教える）②パンダを描く方法。教員：「紙

の真ん中にパンダを描こう。先に頭を描いて次に体を描こう。」紙の中でパンダを

描く大きさを決めさせて、大き描かないこと、小さく描かないことを注意させる。

「みんなが見たら可愛いと思うパンダを描こう」教員「目や鼻を、、、、など」 

4.黒板に画家が描いた作品を展示、みんなで鑑賞させる。 

5.教員は、子ども達の描いている絵を見たり、子ども達の絵に対して意見を述べ

る。 

6.作品の評価。黒板にみんなの絵を展示し誰が一番綺麗に描いたかを比較する。 

7.子ども達に注意すること。①描く前に紙の上でパンダの大小の形などを考えな

ければならない。それから描き始める。②例えば教員が黒板に描いたパンダをよ

く観察させる。そうすれば、子どもの絵が綺麗にできる。 

8.学習効果。子どもの絵を教室の壁に貼り展示活動を行うと学習効果が大きいと

考える。 

9.宿題。パンダの様々な動作を描いてきましょう。 

板書設計 パンダが大好き、1.クイズ、2.パンダの特徴、3.体の形の特徴、4.パンダの絵を

描く、 

5.描いた絵を鑑賞する、6.子ども達が絵を描く、7.宿題。 
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3）教育、授業の調査報告書及び授業実践の報告書 

実習生の 1 か月の理論科目及び 2 か月の現地実習のまとめとなっている。現場の教育

及び授業を行うという形式を調査した報告書では、授業実践を行った学校と理論的な科目

を組み合わせて現在の小学校美術教育の問題点及び教育問題点を取り上げている。授業実

践の報告書では、教育実習を通して習得てきた内容について書いている。【表 20】と【表

21】は、2014年度の実習生李花栄（li huarong）の書いた「学校教育の調査報告書」と「授

業実践の報告書」である。 

 

          【表 20】学校教育の調査報告書 

「学校教育の調査報告書」 

美術教育は優秀な人材育成の中で欠くことができない科目である。学校は、人材を育成する基地であり、

基礎教育の科目の内容及び設備は子どもの将来への望みや専門的興味と繋がっている。本文章では、新

聞の記事の内容を分析し、現在の小中学校の美術教育の中に存在している問題点を指摘し、美術を教え

る方法を重視する必要を主張したものである。 

 素質教育を前提とした『美術新課程標準』(2011年)が発行されており、また中国は独特な芸術の要素

がある国でもある。近年になって、芸術に興味を持つ人が多くなってきている。それに伴って美術教育

を巡る様々な問題点が見えてきた。しかし、様々な実情により、美術教育を本格的に重視することがま

だ出来ていない状況である。美術科目の担当教員も他（国語や数学）の科目の教員と同じような社会の

尊重を得られておらず、芸術科目の教育は比較的に他の科目より研究が遅れているのが現状である。本

文では、素質教育の歩みを探りながら、美術科目設定、授業の状況、子どもの実態を分析するとともに

美術科目を教える方法がどのようになされるべきか自分の意見を提言したいと考えている。夢国小学校

の美術の授業を調査対象とする。 

  

1.一つの新聞の記事による教育思想 

同級生の

評価 

当授業は効果がある。子ども達はとても興味を持って、積極的に活動に参加した。 

現場教員

の意見 

授業の準備は全く完璧であり、声の大きさはちょうどいい。「子どもが教員の立場

を尊重し、教員が子ども達を愛する態度が素晴らしい。」      2014年 11

月 10日 バイ・サロラ 

指導教員

の意見 
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 2010年 12月４日の「銭江夕報」（新聞の名前）に一つの記事「子どもが絵画の展覧会を見ながら学芸

員にした質問：「呉冠中の絵の中心的な思想とは？」」が掲載された。呉冠中の絵の展覧会が杭州で行わ

れた。会場には、美術に興味がある多く人々が展開を見に来る。その中である小学校の子ども達が親た

ちと一緒に会場に現れた。その中で小学校三年生の少女が展覧会を見たあと、会場にいた学芸員に質問

した。「先生、呉冠中の画の中心的な思想とはなんですか？」その後、女の子は、学芸員の説明を聞きな

がら、学芸員の話を全部自分の手帳に記録した。それを見た学芸員は、ビックリしたのである。 

 このことから、子どもの芸術に関する興味を引き起こすため、保護者たちは、どのように頑張ってい

るかがわかる。これを見た絵画の専門者たちも少し恥ずかしく感じたのである。このように子ども達は

次から次へと質問していった。 

 もう一人の男の子が、呉冠中の作品女性の裸の体の絵を見て「なんでこのような絵を描くの？気持ち

わるい」といった。それを見た、保護者はその男の子をすぐ移動させ他の絵を見せるようにした。保護

者は、裸の体を描いた絵を子どもには見せちゃいけないと考えたからである。 

 呉冠中の有名な教育思想がある。それは、「眼は眼を教える」である。彼は、美術を教えることは美的

感覚を養うことである。美術を教えることは技法を教えることではなく、美を見る眼（審美眼）を養う

ことであるという。彼は、テレビ番組でも「中国の美術教育は審美眼ではなく、多くの「美を見る」目

（客観的観察眼）を育てた」といったことがある。 

 現在の保護者たちは、子どもを様々な美術や芸術の塾に通わせている時、客観性で「美を見る」とい

う教育の間違った教育方法であることを意識していない状況である。小学校三年生の子どもの質問「呉

冠中の絵の中心思想はなんですか」という質問に対し、展覧会の学芸員の答えは、「呉冠中の絵の中心思

想は美です」と答えた。それを子どもは手帳に記録したのである。 

 この記事の作者は、「非常に長い時間考えた。現在の子どもは美術を勉強する時、美を感じることがで

きなく、文学、数学のように勉強している。このような問題は、表面的に理解してはいけない、重要な

のは、国の教育制度から見直さなくてはいけないことである。」と記事した。 

 2.すでに述べたように現在の絵画教育（美術教育）の問題点は、絵画を国語のように勉強している。

現在の中小学校の子ども達は、何文字もない文章から中心思想を解釈しょうとしている。文章を理解す

ることや文章を解釈する能力を重視し、子どもの感じることや想像することを無視しているのである。

呉冠中の絵の中心思想はなんですかと質問した少女のことは、我々の教育に存在している問題現象であ

る。このように、展覧会で鑑賞している子どもや舞台公演を鑑賞している子ども、あるいは、音楽会で

音楽を聞いている時でもこのようなことは多く見られている。これらは、我々の素質教育の中で不足し
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ていることの検証である。 

 現代のグローバル社会の中で、芸術を従来の言語で読むということは教育形式としては間違っている

ことをわかってきている。これからは、芸術作品を新たな芸術理念を持って見なければならない。また、

今の小中学校の芸術（美術）教育の教科及び大学の教科教育の教材が現在社会発展より遅れている現状

である。それに対し、現在受験教育の制度を改革し、素質教育の理念を重視する必要がある。また、こ

れも現在の教育改革の中で重視しなければならないことだと考えられる。 

3.小中学校の美術教育を改善する過程及び方法 

 学校は人材を養う基地である。子どもの基礎教育（小中学校の教育）は、子どもの将来に対する理想

や自分の専門を選ぶための基礎である。学校の美術教育方法及び内容を改善し美術教育を人々に理解さ

せることは、子どもの美的素質を育むことは重要である。 

 また教員養成システムの専攻の中で、教育実習システムの建設を重視し、授業設定や教育方法などを

重視する必要がある。 

 美術教育を重視することは、素質を伸ばすことができる保証である。この中で小中学校の美術教育を

改善することは、素質教育へ全面的に推進する重要な歩みでもある。 

                  作者：李花栄（li huarong）2014年 12月 10日 

 

【表 20】の「報告書」の作成者は現在の美術教育の中に存在する問題点を取り上げてい

る。現在の中国の学校教育は人材培養及び素質教育階段であり、その中で美術教育は人々

の素質教育では欠くことのできないものである。美術教育は国語や算数と違い覚えたりや

計算をする授業の内容と違い、美術を通して、人間の審美力を高めることができる。また、

調査では、現在の保護者たちは、美術教育を重視しておらず、美術教育の重要性を認識し

ていないことを取り上げている。そして、2014 年の教育実習生 19 人のうち 16 人は同じ

ような問題点を取り上げている。 

 

             【表 21】授業実践の報告書 

授業実践の報告書 

２ヶ月の実習生活を通して、教員になる喜びや難しいところを体験することができた。実習期間で

子ども達と触れ合う中で自分の小中学校の時代を思い出した。現在の子ども達は我々の小中学校の

時代より、もっと大胆、もっと元気であるように感じる。現在の学校の要求も厳しくなっていると
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ころが見えた。現在、小中学校の教員になるためには、もっと勉強しなければないことを実感した。

小中学校に教員の立場として学校に行った時はとても嬉しかった。はじめての実習生活がとても新

鮮であった。 

 最初の一ヶ月は、現場の教員の授業参観を行った。授業参観では、現場の教員授業の中で授業を

行う形式や授業時間把握、子ども達どのように教えるかを中心に理解することである。 

 はじめての実践授業を行った時はとても緊張した。実践授業は普通のクラスで行った。（美術専

門のクラスと普通の美術授業に分かれている）。作品鑑賞の授業を行った。自分で想像していた授

業と現実は違いを大きく感じた。指導案を準備し、鑑賞授業の写真をパワーポイントで作った。し

かし、教室にパソコンがないため、教科書に頼りながら授業を行ったのである。子ども達は、新し

い先生を見て、とても新鮮でにぎやかであった。しかし、私は黒板の前でとても緊張していて、今

思い出すと恥ずかしくなる。そして授業の後、指導の先生の意見を聞きようやく指導案をしっかり

書けるようになった。それからは、授業を写真や様々な資料を集めて行った。子ども達の実情に合

わせて授業時間を設定し、授業の中で子ども達の主体的に活動することを重視し、子どもが自ら活

動に取り込んで行けることを重視しなければならないとがわかった。毎回の授業を行う前、指導案

をしっかり準備して授業を行った。はじめの時は、私の声が小さくて、一番後ろの座っている子ど

もは聞こえなかったようであった。その後指導の先生の意見を聞き改革した。しかし、言葉の速度

が遅いことはなかなか直すことができなかった。 

 実習の最後の授業では、当学校の教育課長が授業参観した。私は、実習期間で行った経験をまと

め、最後の授業を行った。授業はとても成功したと思われる。授業時間、授業の内容を子ども達に

理解させることができた。 

               作者：李花栄（li huarong）2014年 12月 20日 

 

 【表 21】では、教育実習の流れ、現地授業実践を行った流れについて書いている。（例：

現場の教員の授業参観を行い自分で指導案を作成した。）そして、現地授業実践を行った内

容等が書かれている。 

以上、2015 年 9 月に内モンゴル民族大学で行った現地調査及び 2014 年に行った学部生

の教育実習に基づいて、学部生の教育実習の段階及び流れを紹介した。続いて、2014 年の

学部生李花栄（li huarong）の教育実習で使われた『教育実習マニュアル』を基に、現場の

教員の指導案及び学生の指導案を分析する。そして、現在の内モンゴル民族大学の美術教

育の授業実践の方向性を探っていきたい。 
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2．教育実習の指導案による分析 

 

分析目的は、内モンゴル民族大学の美術学部生の授業実践の題材及び内容の方向性を確

認するためである。ここでは、大学生の李花栄（li huarong）の『教育実習マニュアル』

（2014年）の中で「授業参観」、「現地実践」で行った 18回の授業の題材、内容、目標及び

授業の方法を対象に分析を行う。授業分析方法は、①18回の授業の題材、内容、目標及び

授業の方法『美術課程標準』の 4つの分野の活かし方及び『美術課程標準』の基本理念の

捉え方の分析を行う。②大学生の指導案を基に授業を行う方法を分析する。 

【表 3】の中の題材で①から⑫までの 12回の授業は授業参観中に、現場の教員及び同級

生の実習生が行った授業である。⑬から⑱までの 6回の授業は教育実習生の行った授業実

践である。 

 

2.1 分析対象となる授業内容 

  

【表 22】は内モンゴル民族大学の学生大学生の李花栄（li huarong）が教育実習マニュ

アルに基づいて、教育実習中に参加した全ての授業実践である。2014年内モンゴル民族大

学の美術学（師範類）のモンゴル民族 4 年生が教育実習の中触れた 18 回の授業内容であ

る。18回の授業の中で前 12回の授業は現場の教員及び同級生の行った実践の内容である。

すでに述べたように当大学の美術学の学生全員は師範類であり、小中学校の教員養成とし

て育成されている。 

 

【表 22】教育実習で行われた授業実践の内容28 

題材名 学年 内容 教材及

び道具 

目標、重要点 授業の方法 

①簡単な

絵、丸を描

きましょう 

２ 丸を描く、絵

画 

筆、紙 簡単な丸を正確に

綺麗に描くことがで

きる 

丸を描く方法を説明し、師

範して描く。そして子どもが

自分の好きな色で丸を描く。 

②カラフ

ルな服装 

２ 動物にカラフ

ルな服装を描い

てあげる。 

絵画 

教科

書、 

筆、色

鉛筆、紙 

さまざまな動物の

色や形の規則性につ

いて理解できる。 

子ども達にさまざまな動物

を鑑賞させる。そして、子ど

も達が好きな動物を描きさま

ざまな服装を描く。 

③電話 ２ さまざまな形

の電話を描く。

絵画 

教科

書、 

色鉛

筆、紙 

生活の中で使われ

ている様々な電話の

形を認識させる。 

電話とは何かについて説明

し、黒板に何種類の電話を描

く。子ども達は宿題で電話の

形を描く。 
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④果物と

野菜園 

２ さまざまな果

物や野菜を認識

させる。 

鑑賞 

教科書 

果物の

写真 

子ども達がさまざ

まな果物や野菜の形

を区別できること。 

子ども達に果物や野菜の形

について話しながら、果物や

野菜の写真を見せる。 

⑤動物 ２ さまざまな動

物の形を描く。

絵画 

鉛筆、

紙 

自分の描こうとし

ている動物の生活環

境及び特徴を理解す

る。 

物語を話し、子ども達に動

物について話しさせたりして

動物のイメージをさせる。 

⑥車と駅 ２ 駅の環境を描

く。 

絵画 

 

鉛筆、

紙 

駅を描くことがで

き、交通を注意する

ことと環境保護や鑑

賞能力を養う。 

黒板に絵を描く。子ども達

に黒板に絵を描かせる。 

⑦キャプ

ション画 

２ キャプション

画を描く。絵画 

 

鉛筆、

紙 

子ども達にキャプ

ション画を描く技法

を教える。ものこと

を拡大して描く方法

教える。 

物語を話し、子ども達に自

由に話をさせて、さまざまな

ことを考えさせて描かせる。 

⑧建物の

美しい風景 

２ さまざまな美

しい建物を鑑賞

させる。 

鑑賞 

 

写真 

国内外の美しい建

物を鑑賞させ、その

形や特徴を区別する

ことができる。 

さまざまな形の建物の写真

を見せて、子ども達と一緒に

形を描き、建物の特徴を理解

させる。 

⑨服装を

設計しよう 

７ 

中１ 

自分の好きな

服装をデザイン

する。 

デザイン 

 

教科書 

写真、

鉛筆、紙 

古代から現代にか

けて服装の変化や

様々な場で着る服装

の形を理解すること

ができる。 

古代から現代にかけて服装

の変化の歴史や現在の人々は

どのような服装を着っている

かについて考えさせる。宿題

で自分の好きな服をデザイン

してくる。 

⑩面白い

漫画 

３ 漫画を鑑賞さ

せる。 

鑑賞 

教科書 

漫画の

写真 

漫画の歴史や形に

ついて理解できる。 

一番古い漫画を見せる、漫

画の紹介や黒白漫画、漫画の

発展について紹介する 

⑪巨大人

の国と小人

の国 

３ 巨人の国と小

人の国を表現し

た絵を描く。 

絵画 

 

教科書 

物語、

鉛筆、紙 

大きものと小さい

ものを比較すること

ができる。 

準備した絵を見せる。先生

が黒板に見本の絵を描く。 

⑫一番尊

敬する人々 

２ 自分の尊敬す

る人の形と特徴

を描く。 

絵画 

 

教科書 

色鉛

筆、紙 

自分の一番尊敬す

る人の形や特徴を描

けること。 

様々な例を話し、尊敬する

人々を紹介し、黒板に形や特

徴を描く。 

⑬私はパ

ンダを愛し

ている 

２ パンダの特徴

を描く。絵画、

鑑賞 

 

教科書 

紙、色

鉛筆 

パンダの特徴また

形を区別できる。動

物を保護する気持ち

を持つことができ

る。 

黒板にパンダの形を描い

て、パンダをどうやって描く

かを模範して見せる。子ども

達に自由に考えさせ、特徴を

鑑賞させる。 

⑭美味し

い果物を鑑

賞する 

２ ものの形を鑑

賞紙描かせる。 

鑑賞、絵画 

 

教科書 

紙、色

鉛筆 

さまざまな果物の

形や色を区別するこ

とができる。また、

故郷を愛し、労働を

尊敬する気持ちを持

つ。 

さまざまな果物の形や色を

紹介する。写真を見せ、師範

の絵を描く。 

⑮花の園 ２ 花園の小さな

虫の形や特徴を

話し、絵を描

く。 

絵画、鑑賞 

 

教科書 

紙、色

鉛筆 

子ども達に気持が

いい環境に行かせ、

体や心の健康を守

る。花を大切にする

心を持たせる。 

花や虫の形を物語を話すこ

とを通してイメージさせ、ま

た、写真を見せながら子ども

達に花や虫の形の特徴などを

考えさせる。 

⑯星を繋

げてみまし

ょう 

６ さまざまな星

について自分の

考えで描く。 

絵画 

インタ

ーネット

の写真 

色鉛

さまざまな星につ

いて考え、星の形と

意味を理解する。 

星形について質問する。画

面の星の形を紹介する。 
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筆、紙 

⑰お面 ６ 似顔を描く。 

絵画 

教科書 

画像、

色鉛筆、

紙 

中国の伝統文化で

あるお面の遊びにつ

いて理解させ、その

形を描くことができ

る。 

お面の写真を見せながら

様々んお面について話しさせ

る。作る技法について紹介す

る。 

⑱海の世

界 

６ 魚の形を鑑賞

し、好きな魚を

描く。鑑賞と絵

画 

 

教科書 

鉛筆、

紙、画像 

さまざまな魚の形

やその特徴を理解さ

せる。自分で魚の形

を描く。 

画像を利用し魚の形を紹介

し、特徴について質問する。 

 

2.2 題材名及び内容の方向性 

 

【表 16】の「学年」の類別からわかるように教育実習の学生は、実習期間内では、小学

生から中学生にかけてさまざまな学年の授業に参加することができ、違った学年の子ども

達と触れ合うことができる。しかし、授業実践の題材名は 80％が教科書を基にし、教科書

の教材を使っている。教科書に基づいているため、以下授業内容を、『美術課程標準』の 4

つ分野である。「造形・表現」、「デザイン・応用」、「鑑賞・評価」、「総合・探索」及び『美

術家庭標準』の基本理念による捉え方を分析することにした。 

 

【図 2】美術課程標準に見た実習生の授業実践内容の方向 

 

【図 5】を見てわかるように、「造形・表現」が 55％、「デザイン・応用」が 6％、「鑑賞・

評価」が 17％、「総合・探索」が 22％占めている。具体的に、「造形・表現」では、ほぼ絵

を描く内容で色鉛筆で色を塗ったり、物の形や色を知識的に区別して見る事ができること

と色の組み合せを上手にできることなど技法及び知識を目標としている内容があり、「デ

ザイン・応用」でも、絵画やデザイン画を描くことを要求している。「鑑賞・評価」と「総

合・探索」の中では、建物のデザイン、物の形の変化を区別できること、または、線の描

55%

6%

17%

22% 造形・表現

デザイン・応用

鑑賞・評論

総合・探索
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き方、並べて描くなどのような知識的なものを目標とする内容を設定している。第 2章で、

述べたような『美術課程標準』の 4つの分野の目標を捉えようとしているが、作品、技術

を重視した教育内容「伝統的な技法及び技術を教える」という影響が多く残されているこ

とがわかる。『美術課程標準』の 4つの分野の目標の内容は以下のようになる。 

 

1）「造形・表現」の学習領域 

線条、形状、色彩、空間、明暗、技法など基本的な造形要素を観察、認識、理解するこ

と。造形活動の中で均衡、重複、リズム、比較、変化、統一等の造形の形式の原理を利用

することができること。また、想像力と創造力を発揮できる。美術のさまざまな材料、技

法し、制作過程でさまざまな表現方法を試しながら芸術に対する感知能力と造形表現能力

を発展させる。そして造形活動を通して、創造力と表現力を育成し、美術学習に対する興

味を引き起こす。 

 

2）「デザイン・応用」の学習領域 

設計と工芸的な知識を理解し、その意義、価値及び設計思想を認識すること。設計と工

芸の基本的な手係りを理解したうえでデザインの創新工芸制作の基本方法を学習する。身

近な物事及び問題解決能力を身につけること。また、さまざまな材料の特徴を試し、意図

に従って材料を選択し、道具や制作方法を正確に使いながら、基本的な設計製作活動を体

験すること。その中の学習目標は創造意識と創造能力を発展させることである。 

 

3）鑑賞・評論」の学習領域 

自然の美を体感し、そして、美術作品の題材、主題、形式、風格や流派などを理解する

こと。重要な美術画家と美術の作品を勉強し、美術と生活、歴史、文化の関係について理

解すること。そして、子どもの審美と判断力を育成することである。さまざまな角度から

美術作品を鑑賞することができること。視覚的な感覚を発達させ、理解と記述能力を発展

させる。そして、初歩の美術作品の鑑賞方法を身に付けさせる。自然美、美術作品及び美

術活動に対する興味を持たせる。健全な審美的興味、民族の文化及び民間芸術遺産を大切

にすることを認識させることを目的としている。 

 

4）総合・探索」の学習領域 
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美術科目の題材や内容を他の科目と関連させることよって、子どもに総合的な問題解決

能力を身に付けさせる。子どもが探究することで、美術と自然、美術と生活、美術と文化、

美術と科学技術との関連を認識させ、総合的な美術の活動を通して視野を広範し、想像空

間を広くする。また、実践授業を行う中で、『美術課程標準』の基本理念である５つの理念

を活かすことを以下のようにまとめることができる。図 3 を参照。 

①子どもが基本的な美術の素養を身に付けるために授業実践では、色や形に対する感覚、

また、様々な物を区別し、認識できることを重視している。 

②子どもの美術に対する興味を呼び起こすために授業実践では、子ども達に美術作品の

技法を観察させることや国語や数学の授業内容に関連させながら、興味や関心を持たせよ

うとしている。 

③広範な文化の中で美術を認識するために授業実践では、歴史や文化の内容を取り入れ、

有名な建築の彫刻の堀りかた及びデザインを取り上げている。 

④創造的精神と問題解決の能力を育成することに対して授業実践では、絵画の技法及び

技術を練習することを通して、物の形を上手に描くことや絵画の色を美しく表現すること

を重視している。 

⑤発展と促進のための評価できるように授業実践では描き終わった絵を先生が黒板に飾

り、評価しながら皆に鑑賞させ、好きな絵を選択させている。 

 

【図 6】『美術課程標準』に見た 18回の授業実践の内容 

 

 

2.3 実践授業を行う方法 
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 大学生が行っている実践授業の方法は基本的に 4つの段階で行っている。第１段階では、

題材名を決め、指導案を作成する。そして授業の中では、題材名を黒板に書いて子ども達

に説明する。第 2段階は、子ども達に授業の内容に対して興味を持たせることである。方

法については、授業の内容に関して話したり、子ども達に質問をしたり、授業内容に関わ

る写真や絵を見せたりすることが多い。第 3段階では、授業の中心段階でもあり、子ども

達が表現する段階である。方法としては、先生が子どもに模範として絵を描き、見本を見

せてから子ども達が絵を描き始める。その中で、指導教員は、子ども達が描いている絵を

みたり、子ども達に描き方についてアドバイスしたりするような方法を使っている。第 4

段階は、授業の最後の部分である鑑賞である。方法としては、子ども達の描いた絵を黒板

に飾り、子ども達から自分の絵について感想を話しさせたり、他の子ども達の絵を評価し

てもらったりする。また、最後には描き終わっていない子どもには宿題として絵を描くよ

う指導している。【図 7】を参照。 

 4 つの段階で行っている授業の内容を見ると、授業の形や行う方法は他の科目、国語や

数学の授業を行う方法と同じような形で行っている。授業を行っている指導者の行為を見

ると子どもの知識を広げる、発達させるという目的で授業を行っている。また、第 3段階

や第 4段階から見ると子どもが作品を上手に仕上げることに注目し、子どもに模範を見せ

たり、見本を見せたりしていることが考えられる。 

 

【図 7】実習生の実践授業の流れ 
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3．本節のまとめ 

 

 本稿では、大学生の教育実習の現状を調査しながら、大学生の実践授業を中心に分析し

た。内モンゴル民族大学美術学部の美術学は教員養成専攻であり、小中学校の教員を養成

することになっている。大学生の教育実習は大学 4年目の前期の 3か月を利用し、集中的

に行っている。教育実習の流れは、現地実習前訓練 1か月と現地実習と 2つの段階に分け

て行っている。教育実習前訓練の中では、美術教育に関する理論的な内容、また、指導案

を作成する練習をする４週間を利用して行っている。現地実習では、授業参観と授業実践

の 2つを６週間を利用して行っている。 

理論的な授業内容では、『美術教育理論と方法』と『美術教育学』の 2つの教科書を利用

し授業を行っている。基本的な内容としては、美術教育の理念及び中国美術教育の歴史を

『美術課程標準』を基に、教育方法及び授業設定を行う方法や内容を教えている。 

授業参観では現場の教員が行った実践授業及び同級生が行った実践授業を参観している。

実習生は教育実習期間内に 10 回の授業を参観する義務がある。実践授業は現場の教員の

指導、大学指導教員に指導を基にし、指導案を作成し実践授業を行っている。 

また、2015年度の大学卒業生李花栄（li huarong）の『教育実習マニュアル』（2014年

度）取り上げ、その中の内容、「授業参観」と「現地実践」合わせて 18 回の授業実践の題

材、内容、目標及び授業の方法を分析した。8回の授業の題材、内容、目標及び授業の方法

『美術課程標準』の 4つの分野を活かし方及び『美術課程標準』の基本理念の捉えている

内容と大学生の指導案を基に授業を行う方法を分析した。 

分析した結果、①理論的な科目では、中国の『美術課程標準』の内容に基づいた代表的

な授業実践を紹介、世界の先進国の授業実践方法の紹介、中国美術歴史内容の紹介など非

常に充実した美術を教える方法を紹介していることがわかった。②現地実践では、６週間

の集中した授業実践の中で行った 18 回の実践授業を分析した結果、教科書の内容をその

まま利用し授業を行っていること、授業内容は、知識や絵画の技法、作品を重視した授業

内容が多くみられていることがわかった。 

全体的に次のようなことがいえる、教育実習期間は 3か月あまりであり、理論授業や授

業参観、授業実践など内容は充実している。しかし、教育実習期間が集中し、学生が子ど

も達とはじめて触れ合って、自分の教育方法や考え方の不足点を考え直す時間がない状態

で、授業実践が終わっている。実践授業の内容は、自分で指導案を作成していることにな



 

225 

 

っている。しかし、内容や方法は、教科書内容に頼り、学生が自分の考えで作成している

ものではない。授業内容及び方法としては、授業内容は知識や絵画の技法、作品を重視し

た授業内容が多いことがわかった。 
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第 4 章のまとめ 

 

第 4章では、まず今日の中国・内モンゴル自治区における小中学校の教員養成システム

になる内モンゴル民族大学の美術学院（日本で学部にあたる以下では、美術学部）の構成

と特徴現状を調査、学部生の専門知識の学習内容と教育実習の現状を考察し、その中で存

在している問題点を明らかにすることである。本章は全 3節で構成されている。 

第１節では、内モンゴル民族大学の美術学部（師範類学部である）の学部教育システム

の構成及び学年ごとの授業内容、教員の作品分析による授業の特徴について探ったもので

ある。美術学部の教育システムは日本の教員養成システムの成校と類似している。科目カ

リキュラムの設定は、1 年目から 4 年目まで伝統的な絵画教育から西洋絵画、デザイン設

計まで充実している。教育方法としては、専攻の専門と理論教育を分けている。専門の教

育方法は絵画の簡単描画方法から難描画方法へと階段式の教育を利用している。理論科目

は中国、外国の美術史をはじめ美術教育の基本理念についてそれぞれ専用の教科書を利用

している。教科書内容に関しては第 2節で分析することにする。 

また、専門教育及び教育傾向について探るため、教員の役割のシステム及び作品の内容

を分析した。内モンゴル民族大学の教育システムに従って構成している教員の割合は、専

門ごとに専門の教員が担当している。そして、科目ごとの研究グループを設定し、年度ご

とに教育計画を行っている。学部生の科目設定及び授業内容は、日本の教育カリキュラム

のように充実されている。大学の教員スタッフの作品の内容と技法について分析したとこ

ろ、2つの傾向がみられている。1つは、モンゴル民族の生活または、伝統的な生活方式、

伝統文化に根差した内容が充実し、内モンゴル自治区の社会発展や生活変化の中で、民族

文化を作品の中で再構成させているような作品が多くみられている。遊牧生活の長い歴史

の中で形成してきた民族文化をさまざまな角度から描画している。題材として、モンゴル

民族伝統的な思想、物語、音楽、現代社会の現状などそれぞれである。これらの中で民族

精神、文化を人間の精神的な支柱として描いていることは鑑賞者に対して印象的だといえ

よう。絵画技法については、伝統的な西洋画の描画技法や写実表現を使っている。もう 1

つの傾向については、美術学の少数の教員になるが現代アメリカや日本の美術教育の教育

方法を提唱している。美術教育の理論的な認識や現代社会にとって美術教育のあるべき姿

について研究が進められている。大学の学部生が教員になる技術教育を勧めている教育者
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がいる。 

第2節では、内モンゴル民族大学教員養成システムの美術学の5つの専門である油彩画、

水彩画、中国画、版画、彫刻の歴史及び大学生の作品の表現内容意義、画面内容、表現技

法を分析し、現在の内モンゴル民族大学の学生の教員になるため学習内容及び美術に対す

る認識を確認した。 

モンゴル民族の美術歴史では、モンゴル民族の美術は宮廷工芸、宗教の壁画、服装の模

様及び彫刻を通じて継承して来きている。画材としては木材、石、鉱物顔料、動物の皮、

布、ファルトなどが多く使われており、現代の油彩画、水彩画、中国画は近 100年前によ

り中国の南の方から伝来した画法になっている。  

 1）油彩画が内モンゴルで描かれるようになったのは、1949年より中国建国した後、1956

以後のことである。1950 年代に内モンゴルから 10 名の画家を中国の内地大学で美術研修

員として派遣した。その画家たちが内モンゴル帰った後、内モンゴル大学また、内モンゴ

ル師範大学の教員になり、油彩画を教えるようになった。1956年～1966年の間では、内モ

ンゴルの油彩画写実主義の絵画を制作していた。内容として、当時の人物や生活の風景な

どを描いていた。その後、1990年代以後から、草原画派として、牧民や草原の風景を描く

ようになった。現在では、歴史内容など写実的な絵が多く描かれている。 

 2）水彩画は、中国で描かれるになったのは近 100年前のことである。最初は、欧米の画

家たちのスケッチを描く形で中国に描かれるようになった。中国の水彩画は、はじめて、

創作のスケッチとして描くようになったのである。同じく 1950年代以後、中国内地の画家

たちが内モンゴルで風景を写生することで内モンゴルでも描かれるようになった。それ以

後、内モンゴル師範大学の成立により、美術学部に水彩画の専門が設立され、中国から専

門画家たち教員として招待し科目として位置付けられたのである。現在の発展方向は油彩

画と同じ方向で、モンゴルの生活や現代の表現方向へ発展している。 

 3）中国画は、中国の 5000年に及ぶ長い歴史の中で形成された芸術である。現在では 2000

年の歴史を持つと言われている。中国画を大きくわけて、フリーハンド画、工筆画と二つ

の形に分けることが出来る。水墨画、書道、山水画などフリーハンドの描き方で描画され

ている。工筆画は非常に乾燥的な描き方を言う。特に、花、鳥、人物肖像を描いたものが

多く見られる。現在の小学校の教科書の中ではフリーハンド画を必ず導入している。内モ

ンゴルでは水彩画や油彩画と同じく、1950年代から科目として導入されるようになってか

ら多く描かれるようになった。 
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現在の意義の方向性作品の中で表現している内容では、生活環境をイメージし、普段の

生活を部分的に表現している。現在の学生は牧場生活の環境や半農半牧生活の環境を表現

しているものが多い。すでに述べたように、内モンゴルは経済発展に伴い都市化、機械化

されている現状である。学生たちの作品内容からわかるように草原、伝統文化（伝統的な

儀礼、習慣）、歴史の内容を合わせると約 59％を超えている。生活に密着し、文化を繰り

返すなど、独自の地域性や牧歌的な雰囲気が強く伝わってくる。 

作品画面の内容の方向性については、人物や動物を主体としているのが 52％占め、それ

以外の中でも人物画が 18％である。学生たちは高校の時代から大学にかけて素描、スケッ

チ、色彩画の練習の中で、人物画を模写したり、写生したり様々な方法人物を各技法練習

しているためである。また、動物との関わりは、生活の中で関わっているモンゴルの独自

生活環境がみられている。 

作品の技法の方向性作品の表現では、写実画が 56％、抽象画が 30％を、模様画と拡大画

がそれぞれ 7％を占めている。図 3 からわかるように学生たちの写生画を中心に描いてい

て、抽象画と模様画、拡大画を少なく描かれている。 

油彩画、水彩画、版画、中国画、彫刻の中では、伝統的な西洋画の素材、技法を使い、

新たな素材を使っているものが少ない。技法もさまざまな伝統的な素材を使っている。新

たな現代的な技法を試している作品は少ない状況である。 

内モンゴル民族大学ではモンゴル民族の昔から継承して来た版画、彫刻を含め、伝統的

な西洋画、中国画の技法などさまざまな専門的な科目を設定している。 

また、大学教員、大学生の作品の内容から、人間像に重ね合わせた内モンゴルの草原の風

景、伝統文化が多く描かれていることが分かる。遊牧民生活に根差した牧歌的な雰囲気が

強く伝わっていることが確認できた。 

第 3節では、大学生の教育実習の現状を調査しながら、大学生の実践授業を中心に分析

した。内モンゴル民族大学美術学部の美術学は師範類であり、小中学校の教員として育成

している。大学生の教育実習は大学 4年目の前期の 3か月を利用し、集中的に行っている。

教育実習の流れは、現地実習前訓練 1か月と現地実習と 2つの段階に分けて行っている。

教育実習前訓練の中では、4 週間をかけて美術教育に関する理論的な内容、また、指導教

案を作成する練習を行っている。現地実習では、6 週間をかけて授業参観と授業実践を行

っている。 

理論的な授業内容では、『美術教育理論と方法』（銭初嘉、2005年、北京高等教育出版社）
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と『美術教育学』（伊少淳、2009 年、北京高等教育出版社）の 2 つの教科書を利用し授業

を行っている。基本的な内容としては、美術教育の理念及び中国美術教育の歴史を『美術

課程標準』を基に、教育方法と授業設定を行う方法や内容を行っている。 

授業参観は、現場の教員が行った実践授業と同級生が行った実践授業を参観している。実

習生は教育実習期間内に 10回の授業を参観する義務がある。実践授業は、現場の教員の指

導、大学指導教員に指導を基にし、指導案を作成し実践授業を行っている。 

ここでは、2015の大学 4年生の教科書である、大学生の李花栄（li hua rong）の『教

育実習マニアル』（2014年）の中で「授業参観」、「現地実践」の中行った 18回の授業の題

材、内容、目標及び授業の方法を分析した。8回の授業の題材、内容、目標及び授業の方法

『美術課程標準』の 4つの分野を活かし方及び『美術課程標準』の基本理念の捉えている

内容と大学生の指導案を基に授業を行う方法を分析した。 

分析した結果、①理論的な科目では、中国『美術課程標準』の内容に基づいた代表的な

授業実践を紹介し、世界の先進国の授業実践方法の紹介、または、中国美術歴史内容の紹

介など非常に充実した美術教育方法を紹介している。②現地実践では、６週間集中した授

業実践の中で行った 18 回の実践授業を分析した結果、教科書の内容をそのまま利用し授

業を行っている。授業内容は、知識や絵画の技法、または作品を重視した授業内容が多く

みられている。 

全体の考察では、教育実習期間は 3か月あまりであり理論授業や授業参観、授業実践な

ど内容は充実している。しかし、教育実習期間が集中し、学生が子ども達とはじめて触れ

合って、自分の教育方法や考え方の不足点を考え直す時間が無いまま、授業実践が終わっ

ている。実践授業の内容は、自分で指導案を作成していることになっている。しかし、内

容や方法は、教科書内容に頼り、学生が自分の考えで作成しているもではない。授業内容

は、知識や絵画の技法、または作品を重視した授業内容が多く見られている。 

 

＜第 4章の注＞

1 日本でいうと学部を中国で学院と使われている。 

2 内モンゴル民族大学のホームページ http://www.imun.edu.cn/2015 年、12 月 15 日 

3 内モンゴル民族大学美術学部のホームページ http://www1.imun.edu.cn/msxy/2015 年 12 月 15 日 

4 内蒙古民族大学の HP、 HYPERLINK http://www.admissions.cn/imun/index57.htm、（2016 年 1 月 14  

5 内モンゴル民族大学 ホームページ http://www.imun.edu.cn/2015 年、12 月 15 日 

6 内蒙古民族大学の HP、 HYPERLINK http://www.admissions.cn/imun/index57.htm、（2016 年 1 月 14  

7 美術学（師範類）は、美術教員を養成する専攻をいう。 

                                                   

http://www.imun.edu.cn/2015年、12
http://www.admissions.cn/imun/index57.htm、（2016年1月14
http://www.imun.edu.cn/2015年、12
http://www.admissions.cn/imun/index57.htm、（2016年1月14
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8 デザイン（非師範類）は、専門的なデザインナーを養成する専攻をいう。 

9 内蒙古民族大学の HP、http://www.admissions.cn/imun/index57.htm、（2016 年 1 月 14 日） 

10 内蒙古民族大学教員作品：http://www1.imun.edu.cn/msxy/website/Article.asp?id=694（2015 年 12 月 15  

日）  

11 内蒙古民族大学教員作品：http://www1.imun.edu.cn/msxy/website/Article.asp?id=694（2015 年 12 月 15 

日） 

12 内蒙古民族大学教員作品：http://www1.imun.edu.cn/msxy/website/Article.asp?id=694（2015 年 12 月 15

日） 

13 同上 

14 同上 

15 同上 

16 『モンゴルの曼茶羅』 凸版印刷株式会社 菅 英志 1987 年 7 月  

17 『モンゴルの曼茶羅』 凸版印刷株式会社 菅 英志 1987 年 7 月 

18 同上 

19 同上19 

20 同上 

21 十一五とは、中国社会主義社会発展企画を 1952 年から 5 年を 1 つの企画期間として計画している。

現在では第十一回の五年の企画である。 

22 伊少淳、『美術教育学』 北京高等教育出版社、2009 年、 

23 麻麗娟「中国中学校の美術教育における総合課程の実践化についての考察」、『教育美術』、2015 年 1

月号（No871）、p.46 

24 佐久間 敬「地域を生かした造形教育」、『福島大学教育実践研究紀要』第 16 号、1989 年 11 月 p. 24 

25 銭初嘉、『美術教育理論と方法』、北京高等教育出版社、2005 年 

26『内モンゴル民族大学本科学生教育実習手冊』、内モンゴル民族大学教務係の印刷、2014 年、p.5 

27『内モンゴル民族大学本科学生教育実習手冊』、内モンゴル民族大学教務係の印刷、2014 年、p. 29 

28『内モンゴル民族大学本科学生教育実習手冊』、内モンゴル民族大学教務係の印刷、2014 年、pp.29-52 

 

           

http://www.admissions.cn/imun/index57.htm、（2016年1月14
http://www1.imun.edu.cn/msxy/website/Article.asp?id=694（2015年12月15
http://www1.imun.edu.cn/msxy/website/Article.asp?id=694（2015年12月15
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研究の進め方 

 

第２章にでは、今日の美術教育の意義及び本質について明らかにした。美術教育の中で

子どもの自己表現を大切にできる造形表現（絵画、ものづくり）教育の実践の前提となり

得る理論的な基盤について検討した。久保貞次郎の『児童画の見方』理論では、子どもの

存在を認めることが重要である。子どもは生まれつき、創造力を持っていると論じている。

大人の考え方や方法を子どもに押し付けるのは全て良くない。1 人 1 人の子どもは、みな

違ったものを持っており、彼は彼独特の技術を発展させる自由を持つべきである。だから

全てどんな子どもにも技術教育の固定したコースを強制してはいけない。創美の目的は子

どもの創造力の育成にあり、その手段として美術教育を位置づけている。久保氏は、子ど

もが「幸福」になるためには「創造的」に生きることが必要であり、それは「抑圧」を取

り除かれ「自由」な状態で絵を描くことによって可能になると説いた。また、デューイ・

スクールの理論と実践では、家庭生活と社会生活を学校制度のあらゆる部分で相互作用が

あることを実感させることが学校では必要であり、家庭生活と学校生活との間に影響力や

教材や考え方が自由に作用することを示している。生活の諸仕事を学校で再構成すること

は子どもが興味関心を持ち、創造力の発達には重要である。家庭生活の工作、道具、材料

を活かして活動行うには、教室だけではなく、校舎、子どもの身近な生活空間に関連付け

ることも必要であり、子どもが能動的な探求するあらゆう空間が必要であることを指摘し

ている。 

従って、第１章ではゲリチル地域の生活状況方式及び生活の変化について考察した。こ

の地域は昔から遊牧方式を行い、生活の中では、動物の世話から動物の利用など、動物に

関わった道具、または動物の体の素材を利用して作られた道具など、生活全てが動物から

得たものである。現在の生活は、現在社会の経済発展に伴って生活道具がプラスチック化

されている。現在でも、生活のさまざまなところで遊牧生活の文化や伝統的な道具を見る

ことができる。内モンゴルの急激な発展と多民族化で人々の生活の中に当たり前のように

導入され、プラスチック製の道具が伝統的な生活道具の代わりになっている。このように、

無意識的に生活環境が変化し続ける見込みがある。そのため、学校教育の中で地域生活、

伝統道具の中に存在する文化、精神を次世代に継承していくような活動は必要とされてい

る。第 2章では、美術教育における現状を考察した。現在の『美術課程標準』の内容から、
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子どもの創造力また子どもが興味関心を持つ美術活動を導入するように提唱していること

が明らかになった。しかし、現在使われている教科書及び授業を行っている現状の観察で

は、古いロシアの絵画の技術を教える方式で授業が行われていることが確認できた。第 3

章では、教員養成システムによる教育方法を考察した。大学の美術教員を目指している学

生は、作品制作方法及び技術に注目し、子どもとの触れ合う期間が少ない。また、教育実

習期間が集中しており、実習中に認識したことまた、理解できなかったことを再学習する

時間を与えずに卒業させていることは教育問題であることを考察できた。 

したがって、第１章と第 2章の考察によれは、ゲリチル地域の生活特徴でゲリチル小学

校の『美術課程標準』を活かし、美術授業造形表現（絵画やものづくり）の中で、学校の

近隣所の自然環境、校内の環境を活かし、素材を利用してものづくり教育を行うことは、

十分可能である。子どもの身近な生活を題材にし、生活環境から取り入れた教材、道具を

利用した教育は子どもが興味関心を持ち、自由に想像しながら自己表現ができる。また、

生活と学校の相互を通した教育は、子どもの構成的、創造的、能動的にの発達に即応し、

今日の要請に応える教育の 1つである。 

  

1．実践授業の内容及び分析の目的 

 

第 5章では本論文の視点及び理論を検証するため、子どもが自由に自己表現できる活動、

能動的な探求及び創造力の発達に関わる活動、想像力が開発できる活動の視点を求めて行

った実践授業に関する分析を行う。実践授業は、2012 年から 2015 年にかけて行った 4 つ

の中から 3つ授業実践を 2節に分けて分析し、考察することにする。第１節では、「子ども

が自己表現をできる美術教育の可能性」教室内で行った 2つのものづくり活動を、第 2節

では、「地域及び子どもの生活を基盤とした美術活動の可能性」を校舎内で行ったものづく

り活動を分析し、考察する。 

第１節「子どもが自己表現をできる美術教育の可能性」では、「麺紛を使って自分の好き

なペットをつくりましょう」と「羊毛で動物をつくりましょう」の 2つの題材を分析する。

「麺紛を使って自分の好きなペットをつくりましょう」に相当する授業構成は、立体的な

ものづくりを通して、自由に自己表現のものづくり教育の一環として行った。ゲリチル小

学校では、ものづくり授業がほとんど行われていない状況から、子ども達が美術の授業で

絵を描く授業などを行っているという現状である。素材を握ったり、伸ばしたりするなど、
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立体的なものの存在感と立体としての、形の面白さに気づかせながら、粘土でいろいろな

形を表現することの楽しさを味わい、自分の表現したい形をふくらまさせ、自分なりの表

現方を工夫させることができる。「羊毛で動物をつくりましょう」に相当する授業構成は、

地域の素材を教育に導入する教育の一環として行った。ゲリチル小学校の子ども達は、夏

休みや冬休みの期間では、当たり前のように家畜の世話をすることができる。しかし、現

在の生活変化によって家畜の世話を行っているにも関わらず家畜から得た素材を利用する

ことが減少している。羊毛も同じく子ども達の生活の中では当たり前のような存在で普段

から見ることや切ることもあるが、売るものだと考え、あまりものを作っていることがな

い。地域の自然材料を活かしたものづくり活動、子どもの日常生活の実体験を基盤として

いる。子どものイメージや想像をより一層高めることが考えられたのである。また、地域

の自然材料を用いた実践を通して、地域の自然材料を教育の素材として取り入れる可能性

を検討することを目的とした。 

第 2節「地域及び子どもの生活を基盤とした美術活動の可能性」では、「家畜舎をつくり

ましょう」の授業を行った。授業構成の視点としては、地域生活を基盤とした美術活動の

一環である。すでに述べたようにゲリチル小学校の子ども達は、この地域の風土に支えら

れながら成長し、生まれつき、家畜や自然に囲まれ、相互に情報を取り入れて経験を積み

重ねている。子どもが普段から生活の中で家畜の世話をし、自然の素材と触れ合う経験を

十分に持っている。このような子どもの生活や地域生活を基盤にしたものづくり活動は、

子どもが興味関心を持つのに、最も近い方法であり、子どもの家庭生活の中で行われてい

る仕事を学校で再建し、美術活動への展開は、子ども達の行為と相互活動が知性へと発展

できる可能性と地域の独特な文化及び精神的な稼ぎを次世代に継承するべきなことである

と考えたのである。 

 

2．実践授業の記録 

 

 以上で述べたように３つの実践授業は、ゲリチル小学校の美術の授業を利用して行った

ものである。実践期間は、それぞれ 2012年、2014年、2015年に行い、それぞれ 2年生、

４年生、５年生に行ったものである。実践授業の計画は、４章で論じた理論を手がかりに

しながらそれぞれ、日本で指導案及び本時の計画をたて、現地実践は、ゲリチル小学校美

術の教員玉春と共に授業を行ったものである。 
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現地実践の様子及び授業中の子ども達の様子に関する記録としては、ビデオ・カメラとデ

ジタルカメラによって撮影・記録した。 

 

3．分析方法 

 

第 1節と第 2節を分けて、それぞれ違った方法で分析を行う。第１節では、本時の子ど

も達の行動、制作した作品及び感想文章を基に、子どもの行動による考察、作品を評価文

章、感想文の分析を通じて授業効果について判断する。 

第 2節では、ビデオカメラで撮影した授業過程の記録に基づいて、子どもが作業行って

いる時のさまざまな発言を記録することを通じて授業実践の効果性について検討すること

にした。 

続いて、実践授業の本時と場面を分析して行く。  
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第１節 子どもが自己表現をできる美術教育の可能性  

 

すでに述べたように本節では、「子どもが自己表現をできる美術教育の可能性」では、「麺

紛を使って自分の好きなペットをつくりましょう」と「羊毛で動物をつくりましょう」の

2 つの題材を分析する。 

 「麺紛を使って自分の好きなペットをつくりましょう」での授業構成は、立体的なもの

づくりを通して、自由に自己表現を行うものづくり教育の一環として行った。ゲリチル小

学校では、ものづくり授業がほとんど行われていない状況であり、子ども達が美術の授業

で絵を描くといった授業を行っている現状である。素材を握ったり、伸ばしたりするなど、

立体的なものの存在感と立体としての形の面白さに気づかせながら、粘土でいろいろな形

を表現することの楽しさを味わい、自分の表現したい形をふくらまさせ、自分なりの表現

方を工夫させることができる。  

「羊毛で動物をつくりましょう」での授業構成は、地域の素材を導入する教育の一環と

して行った。ゲリチル小学校の子ども達は、夏休みや冬休みの期間では、当たり前のよう

に家畜の世話を行うことができる。しかし、現在の生活変化によって家畜の世話を行って

いるにも関わらず、家畜から得た素材を利用することが減少している状況である。羊毛も

同じく、子ども達の生活の中では当たり前のような存在で普段から見ることや切ることも

あるが、売るものだと考え、あまりもの作っていることがない。地域の自然材料を活かし

たものづくり活動や子どもの日常生活の実体験を基盤としている、子どものイメージや想

像力をより一層高めることが考えたのである。また、地域の自然材料を用いた実践を通し

て、地域の自然材料を教育の素材として取り入れる可能性を検討することを目的としたの

である。 

 

1．授業実践Ⅰ 

 

「麺粉を使って自分の好きな動物をつくりましょう」 

 

1.1 課題意識目的 
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第 3章の教科書分析で明らかにしたように、現在の内モンゴルの美術の授業では、教科

書を中心とした授業がほとんどであり、自分で決まった形のものをつくることがなく、絵

を描く技法を教える指導が成され、内容が画一的となっている。また、授業素材として紙

と鉛筆を中心とした材料も固定されている。さらに、作品を注目した教育者側の考え方の

壁の中で子どもが自由に表現し、自分の考えたものを自由に作る体験やさまざまな素材に

触合うことが少ないことが現状である。ゲリチル小学校の本学年の子ども達は、絵を描く

ことや色ぬりが大好きであるが、作るという授業はほとんどないことが美術の教員の話か

ら明らかになった。 

このような子ども達に対して、立体的な形の面白さに気づかせながら、麺粉でいろいろ

な形を表現することの楽しさを味わい、自分の想像やイメージを形にして表現する、自分

が主体となる表現活動を行う。その中に、さまざまな技法を使って自由に工夫してつくり

あげる。また、自分の作品について話したり、友だちとお互いの作品を鑑賞したりさせる。

さらに、麺粉は、触った時の心地よさだけでなく、思いのままで、形を変化させることが

できるため、伸ばすやねじる、丸める、曲げる、つまみ出す、たたきつける、合わせるな

ど、自由に麺紛を触りながら、さまざまな技法の体験から学ばせることができ、子ども達

が楽しく取り組める教材である。また自分の作品と友だちの作品を合わせることもできる

ことから、さらに表現を広げることができると考える。 

 

1.2 実践授業の概要 

 

1）クラス状況 

本学年の児童は、82名 2クラスである。絵を描くことや色ぬりが大好きであるが、作る

という授業はほとんど行ったことが無い。 

 

2）題材について 

麺粉は触った時の心地よさだけでなく、思いのままに、形を変化させることができる。

そのため、伸ばす、ねじる、丸める、曲げる、つまみ出す、たたきつける、合わせるなど、

自由に麺粉を触りながら、さまざまな技法の体験から学ばせることができる、子ども達が

楽しく取り組める教材である。友だちの作品からその技法を学ぶこともできる。そのよう

にして表現方法を広げられる。 
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3）指導にあたって 

麺粉遊びを通して、粘土の特性を十分に体験させたい。そして、子ども達の作品をつく

る過程を大切にしたい。自分だけの形をつくる楽しさを味わわせるだけではなく、友だち

との関わりを作業の中に組み込みながら、粘土で遊んだり、鑑賞したりさせたい。授業実

践は、筆者が行い、授業の形式は、内モンゴル地域でほとんど実施されていないワークシ

ョップの形で授業を行うこととした。【表１】を参照。 

 

【表１】授業実践の概要 

 

４）題材の評価規準 【表 2】を参照 

 

【関心・意欲・態度】 

いろいろな形を楽しみながら、造りたい形を、自分から進んで造ることができる。立体

として、形の面白さに気づかせながら、粘土でいろいろな形を表現することの楽しさを体

験する。 

 

【発想・構想の能力】 

いろいろな形を積んだり、並べたり自分なりの造りたい形を考えていくことができる。

色や形、言葉を基に、自分の動物のイメージを自分なりにもつことができる。 

 

【創造的な技能】 

面粉を丸めたり、伸ばしたり、引張ったり、つまみ出したりできる。作品を組み合わせ

ることができる。自分の表現したい形をふくらまさせて、自分なりの表現方を工夫させる。

      学校 

項目 

 

中国・内モンゴルゲリチル小学校 

日  時           2012年 3月 4日と 5日の３限目 

学  年            二年生 

対  象            2クラス 82名 

授業者      格根薩仁（ゲゲンサリン）と現場の教員玉春（イュチュン） 

学習活動名      麺粉を使って自分の好きなペットをつくりましょう 

配当時間            90分 

指導者準備物     粉、色ペン、キラキラ、珠子、新聞紙 

子どもの準備物           鉛筆と紙 
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様々な技法を使って作品をつくらせる。 

 

【鑑賞の能力】 

自分の作品について話し、友だちと互いの作品を鑑賞したりさせる。 

 

             【表 2】題材の評価規準 

関心・意欲・態度 発想・構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 

・様々な形を楽しみなが

らづくりたい形を、自分

から進んでいくことがで

きる。 

・立体としての形の面白

さに気づかせながら、面

粉でいろいろな形を表現

することの楽しさを体験

することができる。 

・種々な形を積んだり

並べたり自分なりの造

りたい形を考えていく

ことができる。 

・色や形、言葉を基に、

動物のイメージを自分

なりに持つことができ

る。 

・面粉を丸めたり伸ばした

り、張ったりつまみ出したり

できる。 

・作品を組み合わせることが

できる。自分の表したい形を

ふくらまさせ、自分なりの表

し方を工夫させる。 

・異なる技法を使って作品を

造らせる 

・自分の作品に

ついて話したり、

友だちとお互い

の作品を鑑賞す

ることができる。 

 

5）活動の過程 

時間を 45 分ずつ 2 回分けて行った。１回目では粘土を使って自分の好きなペットの形

を作ることを行った。2 回目では、自分の造ったペットの形に装飾を行った。指導案は、

日本の小学校で使われている図画工作の指導案を参考にして、作成した指導案を筆者が書

いてモンゴル語に通訳したものである。筆者が内モンゴルの小学校において面粉で自分の

ペットを作る活動を実践する｡ 

ものづくり活動の導入の部分では、子ども達の普段使用している教室を利用し、 

子ども達は 8人 1組で別れて活動を行った。 

はじめに全員に材料を与え、材料に触り、特徴について話合う。授業者から子ども達に

「材料をどのように使ったことがある？」と質問すると、児童は「うどんつくったことが

ある」、「餃子つくったことがある」と答えた。麺粉にはどのよう特徴が思い出されるかと

いうと、「水に入れると溶ける」、「粘土みたいにくっつけることができる」「伸びる」など

の答えがきた。そして簡単な板書を書きながら子ども達に活動内容を説明し、制作内容に

ついて把握させるため、さまざまな動物の写真及び用意した作品の例をみせる。【写真１】

を参照。ここでは、作品に限らないように自分好きなものに対する作るように説明した子

ども達は説明を聞き、造りたいものに対する自分のイメージを持ち、さまざまな動物の形

について話する。イメージしたものを言葉や絵に描いた。子ども達は、自分の描いた絵や
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動物の名前をもとに作業に取り込んだ。【表 3】【写真１】から【写真 4】を参照。 

      

【表 3】題材の指導計画（4時間） 

時     学習のねらいと主な活動内容        評価 

関 発 創 鑑 評価規準 

 

 

1 

 

・粘土を使う方法を教え、体験させ

る。 

・説明を聞き、紙粘土や他の様々な材

料を自由に試して、 夢の動物のイメ

ージを膨らませる。 

    ・本時までにいろいろな材料が集ま

ったことを話し、 興味をもたせる。 

 

 

 

 

2 

・自分だけの夢の動物を作る 

・粘土で身近な立体感のあるものを

表す面白さに気づかせながら、楽し

く作品を造らせる 

・いろいろな技法を学ばせながら、作

品を造らせる。 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 ・立体的な形の面白さに気づかせな

がら、粘土でいろいろな形を表現す

ることの楽しさを体験できる。 

・作品を組み合わせることができる。

自分の表したい形を膨らませる、自

分なりの表し方を工夫することがで

きる。 

3 

 

 

 

 

・粘土でできた動物の様子から想像

を広げ、色を考える。 

・動物の面白い形を楽しみながら絵

の具を選んで楽しく工夫する。 

・自分たちの作品を楽しみながらみ

ん 

    ・色や形、言葉を基に、夢の動物のイ

メージを自分なりに持つことができ

る 

 

4 なで話あう、自分の作品について発

表や感想を楽しむ。 

    ・自分の作品や友達の作品のよさに

気付くことができる。 

 
【写真 1】材料に触合う            【写真 2】題材及び材料に対する説明 
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【写真 3】材料及び自分の好きな動物について質問 【写真 4】自分の好きな動物を書 

 

1.3 活動の展開 

 

 １クラスでは、子ども達が普段使用している教室を利用し、子ども達は 8人 1組に別れ

て活動を行った。1 回目では作りたい動物の形を作りだする。準備した材料は、机が汚れ

ないように机の上に敷く新聞紙、固まらせた麺粉（面粉をＡ6 サイズに切り分ける。厚さ

は 2cm）麺粉に穴開けたり、切ったりするナイフ、接続したりするための木を準備した。

子ども達は、紙と鉛筆を準備した。 

 

 
【図 1】一回目の授業で使った材料       【図 2】二回目の授業で使った材料 

 

ここでは、子どもの活動と指導者の動きを記録しながら、子どもの作品制作の段階を記

録した。子どもに対しては、2 人の子どもの活動を中心に分析した。それぞれ名前は、ウ

ジェスグランである。それぞれ、オラリガを Aに、ウジェスグランを Bと表記する。【写真

5】と【写真 6】を参照。 

Aは、豚の頭を丸めて、それから口、耳、体、足を丸めて形を作る。そして、方法や綿棒

で接触し、目の位置に穴を開けて豚の形をつくった。 

Bは、最初は、体を丸めたり、頭を丸めたりして、接着していたが、うまくつけられず、
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麺粉をひとかたまりにして引き伸ばすという方法でかもめの足や頭を作り始めた。 

授業の過程を詳しく記録した上、2人の子どもの発言及び記録を考察していく。 

 
【写真 5】子どもオラリガ A           【写真 6】子どもウジェスグラン 

 

【表 4】活動の展開一回目「動物の形を作ろう」 

時間 子どもの活動内容

の流れ 

教師の働き オラリガとウジェスグラン 

 

10：00 

 ～ 

10：05 

1.本時の学習をつ

かむ。 

素材の特徴を知る 

・本時までにいろいろな材料が集ま

ったことを話し 興味をもたせる。 

・活動行いが便利のため、子ども達は

グルプ分ける。 

・材料の匂いしたり、握ったり、

伸ばしたりして見る。 

Bは「硬いですね。 

水に入れると柔らかくなる

よ。」 

 

 

 

 

10:05 

～ 

10:10 

2.絵を見たり、お

話しを聞いて、動

物のイメージをも

つ。 

イメージしたもの

を言葉や絵に書

く。 

かきおこす言葉の具体例： 

・犬ですね。 

・鳥みたいですね。 

・丸いですね。 

・四角ですね。 

・すばらしい。 
 

・話を聞かせるときは、 言葉や単語

からイメージを引き出す。 

・イメージしたことを簡単な言葉で

書かせることで、 作品に対する自分

なりのイメージを確かめさせるよう

にする。 

・なかなか書けない児童には、 もう

一度話を聞かせたり問いかけをして

かかわったりしながら、イメージが

もてるように支援する。 

・自分の好きな動物を言ったり

している。 

・家で飼っている動物に名前つ

けたことを話したりしている。 

Bは、「私の犬はバルダイという

名前だよ。 

羊の子は名前があるけど豚や

鳥は名前ないよね。」 

Aは、「丸め安いから豚にしょう

かな先生、私は豚を作っていい

ですか？」 

「伸びるから蛇がいい。」 

「私はヤギの子にする」 

 

10：10 

 ～ 

10：15 

3. 「動物」を完成

させよう。 

 

 

 

 

・動物を基に製作することを伝え、見

通しをもたせる。どんな動物にした

いのか確認させ、製作への見通しを

もたせる。 

・麺粉の基本的な使い方について、師

範しながら理解させる。 

子ども達は紙に動物の名前を

書いている。 

Bは、「私はかもめにしたい、書

き終わった、先生作っていいで

すか？」 

Aさんは、「豚にする」 
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10:15 

 ～ 

10:25 

4.自分のイメージ

に合った作品をつ

くる。 

・製作に当たって

の気を付けること

を聞く。 

・紙粘土を１人ず

つ分分ける。 

・いろいろな材料

や用具を自由に使

ってよい。 

・面粉はできるだけ残せず、大きな作

品をつくることで、イメージしたも

のをしっかり表現させる。 

・いろいろ試したり、 使いたいもの

を自分の場所に持ってきたりして使

ってよいことを伝える。 

・持参した材料は、友達と交換したり

お試し机の上に置いたりしてよいこ

ととする。 

・自分の席で使う場合には、他に使い

たい人がいないか確認しながら使

う。 

A、Bは二人とも麺粉をいくつか

分類して、まろめ始まる。 

A は、頭からはじめて丸めてい

る。 

B は、体から大きく丸めしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:25 

～ 

10:35 

 

5.好きな動物をつ

くる。 

・児童それぞれの作品についてのイ

メージや表し方などを確認しながら

話を聞き、 自信を持って取り組める

ような言葉かけをする。 

・なかなか取りかかれない児童には、 

何度でもつくり直しができることを

話し、 自信を持って取り組ませる。 

・接着がうまくいかない児童には、教

師が接着の支援をする。 

・つくりたいものが広がって麺粉が

たらなくなった児童には、必要な面

粉を教師に伝えるようにさせ、不足

分を与える。 

・思うように製作できない児童には、

話をして、いろいろな方法を提示し

たりする。 

 

A は、綿棒で頭とお腹を接着す

る。「持ってきた材料はここに

使えるよ。違う材料がほしい

な。」 

 

B：「うまく付かないよ、 どうし

ょう。 

麺粉を一緒に丸めて、引き伸ば

す方法で作ろう。 

私はくっつけることができな

かったので引き伸ばしてつく

った。」 

10:35 

～ 

10:40 

6．自分作った作品

について感想文書

く。 

 

・自分が作っていたときに考えたこ

とについて感想を書く。困ったこと

や、できなかったこと、自分ができた

こと。 

A は、私は豚を作って見て以外

と難しかった。でも一生懸命作

ってよく出来た。とても嬉し

い。 

B は、私のかもめとてもきれい

にできた。麺粉は柔らかくてと

てもよかった。かもめの足を作

ることが難しかった。頭は簡単

にできた。私はかもめが大好

き、目や鼻は作り易い。 

 

【表 5】分析対象の子どもの製作過程 

オラリガ A ウジェスグラン B 子ども製作過程 

  

A、Bは二人とも麺粉をいくつか

分類して、まろめ始まる。 

 

A は、頭からはじめて丸めてい

る。 

B は、体から大きく丸めしてい

る。 
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A麺粉を丸めている      B麺粉を分けている 

  
粘着つけて作っている     引き伸ばしていう 

  
綿棒の木で接続する      足の爪を掘っている 

  
形が完成            形が完成 

  
感想文を書いている      感想文を書いている 

A は、綿棒で頭とお腹を接触す

る。持ってきた材料はここに使

えるよ。違う材料がほしいな。 

Bは、うまく付かないよ、 どう

しょう。 

麺粉を一緒に丸めて、引き伸ば

す方法で作ろう。 

私はくっつけることができな

かったので引き伸ばしてつく

った。 

A は、耳を粘着したり、綿棒で

頭と体を接続したりする方法

で作品を製作して行く。 

B は、引き伸ばしたり、目を掘

ったり、足の爪を掘ったりする

方法で作品を製作いる。 

A は麺粉を少しつつ分けて、豚

の頭から耳や体、足を順番に作

製した。 

 

B は、まず、体を作ってそして

頭の大きさや足の大きさを合

わせて作製した。 

A は、私は豚を作って見て以外

と難しかった。でも一生懸命作

ってよく出来た。とても嬉し

い。 

B は、私のかもめとてもきれい

にできた。麺粉は柔らかくてと

てもよかった。かもめの足を作

ることが難しかった。頭は簡単

にできた。私はかもめが大好

き、目や鼻は作り安い。 

 

       【表 6】二回目の活動の展開「つくった動物を装飾しょう」 

時間 子どもの学習活動の流れ 指導者の働き Aと Bの発言 

10：00 

 ～ 

10：05 

1 自分のつくった動物の

どのように装飾するか考

えさせる。 

 

 

・作った動物ように色や塗

り方を選んだり試したりし

て考えさせる。 

Aは、優しい感じはピンクかな黄

色だっけ。 

細かいところがよく塗れないな。 

Bは、私は材料を全部使ってみた

い。 

10：05 

 ～ 

10：25 

 

2動物に彩色を付ける。 

自分のイメージに合う表

し方を、試したり選んだり

しながら作品をつくる。 

・筆だけでなく、はけやキラ

キラ、珠などで、絵の具を塗

った感じの違いを確かめて

みるよう。 

 

Bは、飾り物を貼ったり、ものも

塗ったよ。スポンジやローラーを

使って塗るとおもろいよ。 
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10：25 

～ 

10：30 

3 自分の作った動物の名

前をつけたり、写真をとっ

たりしよう。 

 

 

・自分のイメージをよりよ

く表したり、相手に伝わっ

たりするような作品名を付

けましょう。 

・作品名がなかなか思い付

かない児童には、どんなイ

メージでつくったのかを聞

き、一緒によい言葉を考え

ることを通して、名前を決

定させる。じぶんやともだ

ちのよさを見つけよう。 

Bは、カラかもめと名前を体に書

いた。 

Aは、工夫とは、なんですかね。 

 

10：30 

～ 

10：35 

4作品の鑑賞をする 

(1) 作品に名前を付け

る。 

（2） 自分や友達のよさを

見ける。 

イメージに合った名前を

付けたり、飾りたい場所に

置いたりした作品を鑑賞

することを通して、自分や

友達の作品のよさを理解

し合う。 

・イメージしたものを表す

ための自分や友達の工夫を

よさとしてとらえ、鑑賞す

る。  

 

Bは、今日は楽しかったかな。 

Aは、友たちの作品を綺麗な。 

A は、あの羽どうやってつくっ

た？。 

Aは、足がかっこいいな。 

 

10：35 

～ 

10：40 

5感想を書く。 

  授業の感想を発表 

 

楽しい制作した過程で自分

が困ったことや喜んだこと

を書かせる。なかなか出来

ない子どもには、自分の思

ったことや楽しいかっだこ

とでもいいよ。 

Bは、楽しかったことを書こう。 

 

 

【表７】分析対象した子どもの製作過程 

オラリガ A ウジェスグラン B 子ども製作過程 

  
ビーズつけている        ビーズつけている 

  

Aは、ピンク色や白色の

ビーズを使ってかけた

穴に入れ、目や鼻を作り

始めた。 

Bは、様々な色や形のビ

ーズをかもめに飾り始

めた。 

Aは、ビーズを飾り終わ

った後豚のお耳を黄色、

耳を黄色で色にった。 

Bは、かもめのシェルを

はっきりさせる用色ペ

ンで線を引いた。 
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色を塗っている          線を弾いている 

  
    Aの作品             Bの作品 

  
皆で鑑賞             鑑賞文書いている 

Aは、綺麗な丸めやピン

ク色に自慢している。 

Bは、まだまだ様々な色

のビーズを使いたくて

貼る場所がないか手が

止まった。 

最後に皆と鑑賞した。 

Aは、綺麗な豚ができた。

他の人もとても綺麗で

した。嬉しかったと鑑賞

文書いた。 

Bは、私のかもめはカラ

かもめと名前つけた。と

ても楽しかったと鑑賞

文書いた。 

内モンゴルで行った「麺粉で好きな動物をつくりましょう」の授業については以上であ

る。 

はじめは、子ども達に活動の内容を説明し、麺粉を子ども達に分配した。子ども達は麺

粉の固まりの匂いを嗅いだり、伸ばしたりする様子が多く見られた。 

 Aは、自分の作りたい「豚」の名前を紙に書き、麺粉を少しずつ分けて丸めたり、豚の

頭やお腹の部分をそれぞれ丸めて準備した。それに対して Bは、麺粉の固まりをそのまま

丸めて、かもめの体を一気に作り、そこから少しずつ麺粉を分けて頭や足を作り始めた。

Aは、豚の頭やお腹をきれいに丸めた後、綿棒を折って、頭とお腹を接続した。Bは体を

丸めた後、頭や足の形を作り接着しょうとした。しかし、麺粉がなかなか接着できず、最

後に全部合わせて１つの固まりを丸めて、足や頭を引き伸ばして作っていく。 

 このように子ども達はそれぞれ、麺粉の質感を感じながら伸ばしたり、丸めたりする。

接着できなかった時は、綿棒を折って接続した。材料の質感を感じ、そこから、素材に対

する知識を得て「水を少し足してあげると接着し易いよ」など、お互いにに知識を交換し

ながら、それぞれ自分のイメージした動物の形をつくるように取り込んだ。 

 装飾の時間では、子ども達がさまざまなビーズや色ペンに対して非常に興味を持ち、さ

まざまなビーズをとって、色々なアイデアを交換しながらもっときれいにしたい形を考え

ながら、組み合せたりしていく。その中で、Aは優しい色にこだわりがあり、先生に「優

しい色はピンクですか黄色ですか。」と聞く。先生が「どちらでも優しい色だよ」と言う

と、ピンク、白、黄色を組み合わせた。豚の目をピンク色のビーズ、鼻は白いビーズ、耳
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は黄色のペンを使い装飾を行った。Bは、さまざまなビーズを使い、かもめの目、鼻、

耳、体までビーズを貼り、色ペンでかもめの模様を描き、非常にカラフルの動物を作り出

した。 

 Aはほとんど 1人で活動し、麺粉の質感を活かしながら確実に形を作り出していた。B

は試行錯誤して１回は失敗し、同じグループの子どもの作り方を見習って、質感を理解

し、作る方法を変え、友だちとさまざまな色や形の話しいをしながら正確な形作りよりさ

まざまな材料を楽しんでいった。 

一方、他の子ども達もそれぞれ麺粉の柔らかさを楽しみながら自分の動物を作ってい

る。グループ内で作品を合わせて一緒に一つの物語りを表した作品を作っているクループ

もいた。【図 7】のように、「鳥子を食べにきた悪い蛇から鳥子を守るために一所懸命頑張

っている蛇子を作った」など、羊の形を作り色つけて行ったりなど子ども達は、意見を交

換したり、わくわくした意欲と能動的に物をつくる姿が見られる。 

 

 
【写真 7】「鳥と蛇の戦争」    【写真 8】「羊」         【写真 9】「鳥」 

 

1.4 授業の鑑賞文 

 

活動の終わった後は子ども達の感想と教員の意見についてまとめた。子ども達の感想調

査は以下を目的とした｡ 

 

1）今回で行われた活動「ものづくり」を内モンゴルで実践して有効であるかどうかの確

認する。 

2）日本の図画工作の活動の方式で行った美術の授業に対する子ども達の意識または反

応はどのようものである確認する。 

3）子ども達は、ものづくりに対する意識はどのようなものであるかを確認する。 
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【表 8】では、子ども達の感想文の多く書かれてい文章及び重要な部分をまとめたもの

である。 

 

【表 8】子ども達の感想文のまとめ 

 

現地教員の質問調査及び感想 

今回の授業を実践した後、実践についての意識を調査するため、内モンゴルジャルート・

ゲリチル小学校の美術担当教員玉春先生に質問調査や意見交換を行った。 

以下、質問項目毎に質問とその回答結果を示す｡ 

 

1）このようなものづくりの活動は行ったことがありますか？ 

私は大学時代では、ものづくりの経験がある。しかし、美術の授業の時間で子ども達に

このようなものづくりの経験は、折紙の活動を行ったことがある。しかし、折紙をどのよ

うに折るかなど子ども達に折って見せたり、見本に基づいて作らせることが多かった。つ

まり、折紙の技術のことを教える授業であった。 

 

2）今日のものづくり活動の指方法についてどう思いますか？ 

子ども達にとってこんな形で行った活動は、知識として少なくても生徒に思考する空間

を与え、自分なりに考えて、自分で作って見てものをつくることの面白さを理解できるよ

うになったと思う。子ども達が自分で手を動かせる力を育てた。逆に指導教師とアシスタ

ントのコミュニーション曖昧である｡自分自身にとってもいい経験となった｡子どもに想像

番号       子ども達の感想文章 

1 今日の授業はおもしろかつた 

2 様々な材料の使いを方わかった 

3 また、こういう授業してほしい。 

4 今日の授業は楽しかった 

5 動物を作ることをわかりました。 

6 授業中の作業は友達と協力して取り組めた 

7 美術は好きだ 

8 この授業で美術がさらに好きになつた 

9 美術は得意だ 

10 以前から動物作ることについて関心がある 

11 この授業で立体的なものに関心が高まつた 

12 美術の授業で物つくりの機会がもつとあるといい 

13 いい経験にはなった。 

14 今日の授業は勉強になった 
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力、美術の関心を与えたと思う｡また、子どもの好奇心を引き出し、皆で協力して作る力を

育てることができたと思う｡子どもの主体性を重視し、美術授業をとても好きになること

を期待している。子ども達は自分で作り出したという達成感を持ち、美術活動の本当の面

白さを味わったと思う｡ 

 

3）今回の｢造形表現の立体的なものづくり授業｣は、今後の美術授業の指導に役立ちそう

ですか？ 

とてもいい経験となった｡ゲリチル小学校でも、この様な授業実践を行う必要があると

私は思った。 

子どもが授業に対する興味、関心を持つことは１番である｡知識を教えること、能力を育

てることとは違う｡まずは子ども達のものづくりに対する興味、関心を持たせることであ

る｡指導のポイントとしては子どもをゆっくりと考えさせ、子どもを中心とした授業を組

み立てること重要であることが分かった｡ ものづくり授業の組み立ては指導する人とアシ

スタントの交流が大事だと思った。子ども達が興味、関心を持たせた後、作ることに入る

のはとても大事だと感じた。 

 

1.5 考察 

 

内モンゴルのゲリチル地域の小学校に行った実践授業は、「現在の内モンゴルの小学校

で、鑑賞の授業が多いが、子ども達の興味を引き出す造形表現のものづくりに関する授業

設定がない。そのため、教科書の中の題材を生かしてものづくりの活動を行うのは難しい

のである。美術の基本的な技術を練習させ、模写、素描、スケッチ、色彩画の練習が多い。

教育評価は、子ども達の絵描く形、色の使い方が同じかによる。独創的であるかは求めら

れていない。」という現状に対して、様々な造形的なものづくり授業を設定し、子ども達が

主体として自己表現していくをねらいとして行った。 

普段の美術の授業ではなく、日本の図画工作授業の方式で実施したところ非常に有効で

充実しした美術教育が進められる可能性があることが分かった。 

 

１）材料に興味を持ち、ものをづくる意欲が見える。 

子ども達は、麺粉を思った通り変化したりする中で、様々な動物の話をしたり自ら活動
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に取り込んでいた。また、様々なビーズの形を生かして動物の鼻や目を作ったりしていた。

配られた材料を全部使えるように動物の体に好きなデザインをしていた。 

 

2）主体的に表現活動ができ、子どもの達成感が見られる。 

子ども達が作り出した作品から見て分かるように独創的な作品ができていた。例えば、

写真 25の作品を造った子どもは、作品を以下のように説明している。「私は、鳥子を食べ

にきた悪い蛇から鳥子を守るために一所懸命頑張っている蛇子を作った。」また、写真 26

の作品「羊」を造った子どもは、実践授業の材料に非常に興味を持って、「羊」に様々な装

飾をつけたりしていた。子ども達は今回の実践授業の材料に興味を持ち、授業の中で非常

に自由な姿を見せていた。お互いに話したり相談したり自分の作品を説明したりするなど、

自分の作品を何度も鑑賞したり、飾りを増やしたり等、満足する、喜ぶ様子が見られた。 

 

3）自己表現活動として感性を働かしながら創作している。 

 今回のものづくりは子どもの自由な自己表現活動を重視した。子ども達は、材料の活動

しながら自分の生活経験及び自分の聞いていた物語を思い出して作品をつくっていた。例

えば、写真 25の作品「鳥子を食べにきた悪い蛇から鳥子を守るために一所懸命頑張ってい

る蛇子を作った。」を造った子どもは、自分聞いていた物語を基にしながら作品を製作する

など守縛がなく自分の考えたものを創造することができている。 

                                                                                                                                                                                       

2．授業実践Ⅱ  

 

「故郷の材料を生かして好きなものをつくろう」 

 

2.1 課題意識目的 

 

すでに述べたように、内モンゴル小学校の美術の教科書内容は、都市向けの内容が設定

されており、子ども達の実際の生活環境や日常生活に関わった内容が少ないものである。

また、教科書分析で明らかにしたように、現在の内モンゴルの美術授業では、教科書を中

心とした授業がほとんどであり、自分で決めた形をつくることがなく、絵を描く技法を教

える指導目的、内容が画一的となっている。また、紙と鉛筆が中心的な素材とされている。 
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地域や子どもの身近な自然素材を使って、ものをつくる活動は、子どもがものに触れたり、

感じたり、考えたりすることを通して、身近な生活に興味関心を持って、子どもの感性を

働かせ、創造する能力を養い、心身の発達を促進することができる。また、美術の授業に

かけている素材の問題を解決し、ものづくり教育の多様性を保障することができる。 

 内モンゴル地域は昔から遊牧生活を中心に、家畜の世話や家畜の体から取った素材を利

用して生活を行ってきた。第 1章で述べた様に、現在の内モンゴル地域は、地域の特性を

活かし、半農半牧、牧畜、農業、林業生活などさまざまな生活方式がとられている。それ

に伴い地域ごとにさまざまな素材が手に入りやすい。例えば、牧畜地域では、駱駝、牛、

羊、山羊、馬などが生活に必要なものを供給している。動物の骨や角を使って食器や道具、

皮を使って服や袋、毛を使ってファルト、布団、靴や紐、筋で楽器、骨で鏃、糞を燃料と

して使い、生活の最も基本的な用具をはじめ、生活の文化が造られている。子ども達はこ

れらの素材を使って飾りものや玩具をつくることも可能である。また、農業地域ではトウ

モロコシ、さまざまな豆、木や葉などを使い鳥舎や木を使って羊舎を作ったり、葉を使っ

て掃除木を作ったりすることが可能である。それに対して子ども達は、木を使って舎に模

様を施したり、豆の色など利用して、並べて遊んだりすることも可能である。 

ゲリチル小学校は牧畜地域にあり、日常生活の中で、家畜の世話や家畜の体から取った

ものを使ってものをつくる場面を見ることがあり、実際にものづくりに参加している子ど

ももいる。ここでは、子どもの自由にものをつくる可能性と地域の材料を学校に導入する

可能性とその特質を検証するために、羊毛を利用してものをつくる活動を行った。 

 ここで取り上げる事例は、ゲリチル小学校の 4年生を対象に行ったものづくりの活動で

ある。材料の特徴を捉え工夫して自分の好きなものをつくる造形活動である。材料は子ど

もの普段の生活に密着した自然の材料である羊毛を取り入れた。 

 

羊毛を活動の材料として取り入れた理由 

①子どもの身近な材料である。地域の素材として、子ども達が生活の中で日常的に使わ

れており、実際に羊毛で作った服や靴を身に着け、内モンゴルゲルの周りに敷くフェルト

や布団など羊毛の素材を活かした生活道具が使われている。子ども達は、家庭生活の手伝

い仕事として参加し、素材の特徴や製作方法を理解している。 

②羊毛には生活の文化が含まれているからである。この地域では、羊毛を家具として加

工するときには、家畜の体から取った大切な素材として、羊毛を切る時には感謝の儀礼を
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行い、フェルトとして加工する際にも地域のアイデンティティとして小範囲で祭りを行う

ことがある。子ども達は、大切な素材として家族と一緒に羊毛を切る儀礼、フェルトをつ

くる祭りに参加している。ただの知識と技術のことではなく、ルールや儀礼を行うことを

通して一定的な生活文化を理解することができる。 

この 2つの理由をとして、羊毛は分別したり、積み重ねたり、裁縫したり、刺繍したり、

網したり、いろいろなつくり方を用いて、さまざまな形を組み立てることができる特徴が

ある。 

 

 

2.2 実践授業の概要 

 

1）クラスの状況 

子ども達 48人を 1グループ 8人として、6つのグループで活動を行った。4年生が普段

使っている教室を利用し、活動を行った。 

 

2）題材 

羊毛は、羊毛は子ども達の生活の中で使われている材料である。子ども達に自分の体験

したことを描くことによって、自分の身の回りの物事に気つかせる。そして、羊毛の材料

は、地域の生活に密着した自然の材料を取り入れる。内モンゴルには牧畜地域、農業地域、

林業地域、鉱物地域などの自然環境があり、さまざまな材料を手に入れやすい。特に今回

実践する小学校は牧場にある小さな学校である。自然に触れて成長した子ども達は自然材

料である羊毛をよく知っている。子ども達はこれらの材料に触れ、感じ、考えることによ

って身近な環境への関心が高まり、創造力を豊かにすることができる。 

 

3）指導にあたって 

日常生活の中で行っている物事を十分理解させたい。そして、身近な環境への関心を高

め、創造力を豊かにしたい。子ども達が作品をつくる過程を大切にしたい、自分だけの形

をつくる楽しさを味わい、さらに友だちとの関わりを作業の中に組み込みながら、作品で

遊んだり、鑑賞したりさせたい。【表 9】を参照。 
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【表 9】授業実践の概要 

 

4）題材の評価規準 【表 10】を参照。 

 

【関心・意欲・態度】 

自分の生活を振り返り、自分のイメージを表現する材料を身のまわりから集め、楽しみ

ながら活動できる。楽しみながらつくりたい形を、自分から進んで作ることができる。 

 

【発想・構想の能力】 

自分なりに考えて表現し、素材の特徴を生かしながら、自分なりの発想で構想を練るこ

とができる。 

 

【創造的な技能】 

絵を描くことのよって自分の考えを深め、素材の特徴を考えて組み立てたり、加工した

り、模様を付けることができる。作品を組み合わせることができる。自分の表したい形を

ふくらませ、自分なりの表し方を工夫できる。さまざまな技法を使って作品をつくること

ができる。 

 

【鑑賞の能力】 

自分や友だちの作品の素材の生かし方に気づき、自分の作品について話し、友だちとお

互いの作品を鑑賞することができる。 

 

【表 10】題材の評価規準 

関心・意欲・態度 発想・構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 

      学校 

項目 

中国・内モンゴルゲリチル小学校 

日  時       2014年 9月 5日の 4と 5限目 

学  年           4年生 

対  象         1クラス 48名（6つグループ） 

授業者   格根薩仁（ゲゲンサリン）と現場の教員玉春（イュチュン） 

学習活動名       羊毛を使って好きなものを作りましょう 

配当時間           90分 

指導者準備物      羊毛、色ペン、ビーズ、針、線、綿棒 

子どもの準備物           鉛筆と紙 
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身近な生活関する在

発見及び自分の生活

を振り替えて考え、

自分のイメージを表

現する身のまわりか

ら素材を集め、楽し

みながら活動してい

る。 

自分なりに考えて表

現し、素材の特徴を

生かしながら、自分

なりの発想で構想を

練っている。 

絵を描くことのよって自分の考え

を深めさせる。そして、素材の特徴

を考えて組み立てたり、加工した

り、模様を付けたりしている。 

作品を組み合わせることができる。

自分の表したい形をふくらまさせ、

自分なりの表し方を工夫させる。

様々な技法を使って作品をつくら

せる。 

自分や友だちの作

品の素材の生かし

方に気づき、自分

の作品について話

したり、友だちと

お互いの作品を見

合いっこしたりさ

せる。 

 

 

5）授業は、2つの部分で構成される。１つ目の部分は、絵を描くことを中心として行っ

た。9 月はこの地域の新学期が始まる月であり、夏休みの楽しい時間が終わったばかりの

子ども達に自分らしく想像させるために、夏休みに体験したことについて描かせた。2 つ

目の部分では、1つ目の部分で描いた絵に基づいて、羊毛を使って立体物の制作を行った。 

造形活動の導入部分では簡単な板書を書き、活動の内容について説明するとともに、学

校の寮に住んでいる子ども達、また、授業が子どもの生活に関わっていない実情を考慮し

て、子ども達に「夏休みの体験」というスケッチを描かせることにした。（9月は、この地

域の新学年が始まる月であり、夏休みの楽しい時間が終わったばかりである。）そして、制

作内容について把握させるため、準備したさまざまな平面デザインの写真を見せて、立体

的なものをつくるように子ども達にアイデアを考えさせることにした。活動のはじめでは、

子ども達が自分の描いた絵に関する話をしながら、羊毛でつくるものについて話合い始め

た。 

次に、子ども達に材料を分配し、材料を触らせながら、材料の特徴を活かして、つくり

たいものを構想し、自分の作りたいもののイメージをどんどん広げて行くため、簡単な質

疑応答を行う。（例：「自分の家で遊んだこと」「自分と一緒に遊んだ友たち」「自分の好き

な玩具」など。）そして、子ども達に、羊毛でものを作る基本的な知識について話しながら、

ものづくり活動を通して、自由な発想で新しい発見や意味をつくり出す喜びを味わう。（例：

「羊毛少しずつ分けて、また積み重ねて水に濡らして握ると、一緒にになって団結繋がり

が強くなるよ。」など。）これらを知った子ども達はお互いに知識を交換しながら、材料の

質感を活かして自分なりの形に作っていく。材料に触れ、感じ、考えることによって身近

な環境への関心が高まり、創造力が豊かになる。【表 11】を参照。  

 

【表 11】題材の指導計画（90分） 

90分     学習のねらいと主な活動内容        評価 
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関 発 創 鑑 評価規準 

0分 

～ 

5分 

・夏休みに体験したことについて発

表させ、それを絵に表すことを説明

する。 

・相互に話を聞いたり自分の体験し

たことを考え、描きたいことを自然

に思い出す。 

○ 

 

 

○ 

 

  

 

○ 

 

 

・子ども何人かから夏休みに体験

した面白いことを話しさせて、みん

なに自分の好きなものや事を考え

させて絵を描く気持ちを持たせる。 

5分 

～ 

20分 

・自分の身の回りにおきたことを考

えさせる。 

・様々なことを考えながら好きなこ

とを描く。 

・自分の描いたことを話したり、鑑

賞する。 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

・自分の身の回りの物事に気づか

せながら、絵で自分の表現したいこ

とを絵で表す楽しさを体験してい

る 

・絵に表すことで自分の故郷や家

族、地域を関心を持つ。 

・みんなの絵を鑑賞しながら自分

の体験と合わせて考える。 

 

20分 

～ 

30分 

 

 

・自分の生活とつながりがある羊毛

で物をつくることについて説明す

る。 

・話を聞いたり、羊毛やいろいろな

材料用具を自由に試したりして羊

毛の特徴を知る 

羊毛の生活の中での価値について

理解させる。 

○  

○ 

  

 

 

○ 

羊毛は、どうのようなもからつくら

れているか、どのように使われてい

るについて理解できる。 

・羊毛と遊牧生活の繋がりを理解

する。 

 

 

30分 

～ 

45分 

・羊毛の特徴を理解した上、羊毛を

固める方法や繋げる方法を知る。 

・自分の作りたいものを考え出す。 

○  

○ 

  

 

 

○ 

・羊毛を少しつづわけて積み重ね

たり、細長く握ってひもにしてみた

りする。 

・材料に基づいて何を作るか考え

る。 

45分 

～ 

80分 

・材料を使って立体的なものづくる

工夫する。 

・素材の質感を感じたり、様々材料

を選んでつくる。 

・工具や手を使って、切ったり、握

ったり、分別したり、裁縫したり材

料の多様生を活かして工夫する。 

・繋げたり、形を整理するため、針

と線で裁縫する、ビーズを貼るなど

用具を多く利用する 

○  

○ 

 

 

○ 

 ・素材の質感を把握しながら、活か

してものを作ることができる。 

・様々な材料を使い自分なりに作

品作ることができる。 

・デザインをしたり、ものをつくり

の面白さを楽しめることができる。 

80分 

～ 

90分 

・自分たちの作品について話した

り。友たちの作品のよさを話した

り、鑑賞ていく。 

○    

 

 

○ 

・友たちの話を聴いたり、改めて自

分の作品をみたり、あたらしぃ工夫

を知ったり、発見したりすることが

できる。 

 

 
【写真 10】夏休みの体験に関するスケッチを描く【写真 11】スケッチに描いたものについて話す 
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【写真 12】材料と触合う子ども達      【写真 13】羊毛を使ってものをつくり子どもた 

 

2.3 活動の展開 

  

すでに述べたように、四年生１クラスの子ども達を 8人一つの組みとして 6つ組みをわ

け、子ども達の普段使用している教室を利用して活動を行った。活動は全部で 90 分を使

い。最初の 20分では子ども達を活動に導入するためのスケッチを行い、残った 70分の時

間の中で、羊毛を利用し、立体的なものをつくりことにした。準備した材料は、羊毛、鋏、

水、綿棒、接続したりするための針、線や装飾用として様々ビーズを、子ども達は、紙と

鉛筆を準備した。 

 

【図 3】羊毛でものをつくる授業で使った材料 

 

活動の手順として、羊毛で物を作る基本的な方法 4つを紹介し、活動を始めた。 

1）配られた羊毛を１枚ずつ形に次々と分けていく。 

2）分けた羊毛の１枚を自分の好きな大きさに丸めて水に濡らす。 
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3）濡らした羊毛を緩やかに握って形に進み、針を使って接続する。 

4）できた形にピースなどで装飾する。 

ここでは、子どもの活動と指導者の働きを記録しながら、子どもの作品製作の段階を記

録して行くことにする。子どもに対しては、中心に二人の子どもの活動について分析する

ことにする。それぞれ名前は、チアリカンとスンブリである。それぞれ、チアリカンを C

に、スンブリを Dに書くように表す。写真 32と写真 33を参照。 

C は、材料の色にこだわりながら、雪だるまを作ることにした。羊毛を少しいつづわけ

て水に濡らしなが丸めて人間の形を作って行く。そして、ビーズを使って人間の目と口を

針、線で繋げてた。最後に綿棒で足と手をつくりだした。 

D は、材料の質感にこだわってパンダをつくりことにした。羊毛を少しつづわけ、積み

重ねて行く、そして水に濡らしながら体と頭を別々に丸めて行く。そして針と線を使って

頭と体を繋げて行った。ビーズを使い、針と線で目と鼻を繋げた。最後に綿棒で足をつく

りだしたのは羊になった。 

 

【表 12】活動の展開「羊毛を使って好きなものを作ろう」 

時間 子どもの活動内容の流れ 教師の働き チアリカンを C、バヤソラを D 

 

14：30 

 ～ 

14：35 

1.本時の学習をつかむ。 

夏休みにあったことに関

する話をする 

・夏休みはどうです

か？どんな面白いこと

があったか？ 

 

Cは、親と一緒に遊牧に行って馬を乗

ったことを話す。 

Dは、何も話せず、太陽と雲を描き始

めた。 

14：35 

～ 

14：50 

 

2、子ども達は様々な話を

しながら、自分の体験した

ことを思い出す。 

自分たちの思い着いたこ

とをスケッチの表す。 

子ども達が、思い出すや

すいように、地域の祭り

のことや自分の体験し

たことに関する話を行

う 

Cは、大き木を描きだし、その隣に兎

と馬を喜んでいる姿を描いた。 

Dは、太陽から雲を描き、山、ゲル、

馬、馬車、羊、人間、犬、草、川、魚、

ダックなど草原にありそうなものを

順番に描きだした。 

14：50 

～ 

14：55 

 

3. 自分の描いた絵の内容

に関する発表を行う。鑑賞

活動 

描いた絵の内容に関す

る隣の子どもと話しな

がら自分の体験につい

て考えてい行く。 

Cは、私は、夏休みに馬に乗った。そ

して野兎を見ることができた。 

Dは、遊牧に行ったことがない。両親

と旅行に行った。絵は自分で想像し

て描いたものであると話す。 

14：55 

～ 

15：45 

4.今日の材料である羊毛

について話を聞く。 

・家庭ではどんなものに

使っている。 

材料の使い方を理解する 

例えば、羊毛を使ってもの

を作るには、切って、洗っ

て、乾かして少しつづ握っ

たりわけてまた合わせて

もの作ることを理解する。 

・子ども達が８人一つの

組みとしてわけて座る。 

・授業まで集めた材料

に関する話をする。 

・地域の企業、地域の文

化の中で羊毛はどのよ

う役割を果たしている

かに関する話をする。 

・平面写真を見せて、立

体的なものを作ること

を理解させる。 

・材料の質感を理解で

きるように説明する。 

・自分の作りたいもの

C と D はグループの 8 人と一緒に羊

毛と他の材料をわけて一人分ずつわ

けてもらった。 

Cは、羊毛を少しつづわけながら、作

るものを考えている。 

Dは、グループの皆に何を作るのと聞

きながら、羊毛をまとめて持つ。 

Cは、材料の色にこだわりがあって雪

だるまを作ることとした。 

Dは、材料の質感にこだわりがあって

パンダを作ることにした。 
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・先ほど描いた絵を基に

これからの造形活動のイ

メージを考え、作りたいも

のの名前を紙に書く。  

を決まる。 

15:10 

～ 

15:20 

       休憩時間 

15：20 

 ～ 

15：55 

5.それぞれ自分の作りた

いものを目指して活動に

取り組む。 

材料を伸ばしたり、握った

り、水濡らしたり、立体的

なものにならせるために

いろいろ試しながら活動

をする。 

 

間違いながら製作中に問

題を解決して行く 

・材料や道具の使い方

について教える。 

・材料の特徴を活かす

基本的な方法を説明す

る。。 

・間違いしながら自ら

問題を解決方法を捜す

ように話す。 

・材料に関わった地域

文化に関する話をし、子

どもの興味関心を持た

せる。 

・つくりながら、自分の

アイデアを生かし新し

い材料を加えたり、形を

自由に変えたりするこ

とできるように助言す

る。 

Cは、羊毛を少しつつわけて体と頭を

一緒につくり出した。 

Dは、自分のやり方に関する間違いが

ないかをときとき先生に確かめても

らう。 

Cは、黄色と緑のビーズを使って目と

鼻を作り出した。 

Dは、頭と体を別々につくり、黒ビー

ズを使って目と鼻を作った。針と線

で頭と体を接触させた。 

C は思ったとおりに雪だるまを作っ

た。 

Dは、パンダではなく、綿棒で足をつ

けて羊にした。 

 

15：55 

～ 

16：05 

6．皆の作品を鑑賞する活

動 

 

・皆それぞれ友たちの

作ったものについて感

想を話すようにする。 

C、は、友たちの作ったものをみなが

ら、どうやって繋げたの？とか聞い

ている。 

Dは、羊毛のうまく重ねないとできな

いようと話している。 

以上では、「羊毛を使って好きなものをつくりましょう」活動の流れである。次では、活

動の中でビデオで記録した子ども Cと Dの行為及び発言を詳しくまとめていく。 

 

2.4 活動中行った記録 

 

評価規準 

 

【興味関心】 

自分の生活を振り替えて考え、自分のイメージを表現する身のまわりから素材を集め、

楽しみながら活動していること子どもの興味関心による地域文化に対する興味及び関心い

ろいろな形を楽しみながらつくりたい形を、自分から進んで作ることができる。 

 

【発想・構想の能力】 

自分なりに考えて表現し、素材の特徴を生かしながら、自分なりの発想で構想を練るこ
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とができる。 

 

【創造的な技能】 

・試行錯誤しながら、問題解決している行為、また、自分の考えを深め、素材の特徴を

考えて組み立てたり、加工したり、模様を付けることができる。 

・作品を組み合わせることができる。 

・自分の表したい形をふくらませ、自分なりの表し方を工夫できる。 

・さまざまな技法を使って作品をつくることができる。 

 

【鑑賞の能力】 

自分や友だちの作品の素材の生かし方に気づき、自分の作品について話し、友だちとお

互いの作品を鑑賞することができきる。 

これを基に、2人の子どもの行為や作品を分析していきたい。 

活動の始めの 25分の間で描いたスケッチを分析しておきたい。すでに述べたように、絵を

描くことを通して、自分の生活や家庭生活に関わったものを思い出すことを目的としてい

る。ここでは、Cと Dの絵画「夏休みの体験」の絵を分析することにした。 

 C の描いた絵は自分の夏に体験した遊牧生活を描かれている。子どもは自分の乗った馬

の絵や見た兎の絵を組み合わせている。とても喜んで描いている。技術的なことに対する

気をつけている部分がある。しかし、自分の描きたい形をしっかり表現できている。写真

34を参照。 

D の描いた絵は、先生が教えて来た絵を描く技法を利用し、太陽から決まった場所に描

き、雲や山など順番に描いている状況である。【写真 17】を参照。 

 

 
【写真 14】チアリカン（C）             【写真 15】スンブリ（D） 
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【写真 16】Cの作品                 【写真 17】Dの作品 

【図 4】Cの作りたい作品「雪だるま」        【図 5】Dの作りたい作品「パンダ」 

 

【表 13】分析対象した子どもの製作過程の行為 

チアリカン（C）  スンブリ（D） 行為及び発言 

C材料に触り合い D材料の匂いを話する 

Cは、羊毛の質感を理解している

ように少しずつわけて始めた。雪

だるまをつくり始めた。 

 

Dは、羊毛の匂いをに吸ってみた

り、「羊の匂いだ」とみんなに吸わ

せたり、「なんでぬるいんだろ

う」、「ぬるいようね」と言いなが

ら羊毛を触り始めた。作ることが

決まらなかった。 
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羊毛を分散している 作るものを考える 

Cは、大人がファルト作る時の手

段で羊毛をはじめから一枚一枚

つず、バラバラする。そして、バ

ラバラにした羊毛を少しつず重

ねておく。 

Dは、羊毛を持ったり、置いたり

して、「作りたいものがいっぱい

あるなんにしょう」なかなか作る

ことが決まらなかった。また、み

んながどのように羊毛を作って

いるかを見ている。 

 

 

材料を重ねている 

 

皆のをみながら考える 

Cは、バラバラにした羊毛をファ

ルトのように細長く四角の形で

重ねた。約２ｃｍくらい重ねてお

いた。 

 

Dは作ることが決まらなく、皆の

作っているのを見ている。そし

て、羊毛を分けたりして、皆ど違

うものを作りたい気持ちが見ら

れる。最後にパンダを作ることを

決めた。 

 

重ねた羊毛丸めている 
羊毛を伸ばす 

Cは、積み重ねた四角の羊毛の他

に、もう一部の羊毛を取って丸め

はじめた。頭と体を作るために二

つの丸がついているよう丸めて

おいた。二つの丸は同じ多いさで

あった。 

  

Dは、羊毛を二つにわけた、二つ

の丸めの大きさが違う。 

頭の方が小さい、体の方法頭を二

倍を超えた大きさであった。 

 

 

 

 

 

 

 

羊毛をさらに丸める 羊毛を分別する 

Cは、二つの丸を作った後、頭に

黄色のビーズを裁縫し、鼻を緑の

細長いビーズを裁縫した。 

 

Dは、それぞれ、頭と体を分別し

て、丸めて行った。 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E7%BE%8A%E6%AF%9B&step_word=&ie=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3503465517,1354377111&os=4260033650,3319022460&simid=3422669414,381990646&pn=58&rn=1&di=78784345200&ln=1000&fr=&fmq=1447299036814_R&ic=0&s=undefined&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&is=&istype=0&ist=&jit=&bdtype=0&gsm=0&objurl=http://file.youboy.com/a/94/24/33/5/9571645s.jpg
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装飾する 

 

頭と体をつなげている 

Cは、ビーズ貼った後、はじめに

四角の形で作って置いた羊毛を

雪だるまの体の外側を一回りし

て置いた。 

 

Dは、巻いて置いた二つの球を裁

縫し、接続した。最初は、裁縫す

る方法を知らなかったが、同じグ

ループの女の子のやり方をみな

がら作っている。 

さらに積み重ねる 

 

接触する 

Cは、もらった四つの綿棒の一つ

を折って、「雪だるま」の手を作っ

た。 

 

Dは、「パンダ」は白黒だ」と言い

ながら、黒ビーズを「パンダ」の

頭に裁縫し、目と口を作った。 

手を作る 

 

目と足を作る 

Cは、折った綿棒を「雪だるま」

の体につけようとしている。 

なかなか、つけないため、鉛筆で

「雪だるま」の体に穴を開ける。

そして、綿棒を入れて、羊毛の一

部を綿棒にしっかり巻く。 

 

Dは、「パンダ」の頭をつくり終わ

った後、パンダの四つの足を綿棒

で作った。二個の綿棒を折って、

四つにならせ、パンダの体につけ

た。 

 

作品に満足  作品のイメージが違う 

Cは、自分の作った作品に非常に

満足し、同じグループの子ども達

に見せて自慢していた。また、で

きてない子どもに教えようとし

て話かけたりしている。 

Bは、自分作ったパンダがなかな

か座らなくて、寝かせるしかなか

った。建てようとしても、四つの

足が平準ではないため立てない。

そして、最後に四つの足を平準つ

くり直して、立てるようにし、羊

という名前を付けた。 
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   目標達成   羊の姿に変える 

Cと Bのつくりあげた作品の

様子。 

 

以上は、子ども Cと Dの制作過程及び本人の状態を記録したものである。この 2人の子

ども以外の子ども達は、授業のはじめでは、自分のつくりたい物があっても、先生の許可

を取ろうとする姿が多く見られていたが、授業が始まった 5分後、自分の作るものが決ま

った。自分の好きなものを作り、授業中、子ども達は一生懸命作品をつくり、最後に自分

たちの作品をみながら自慢し、自分の作品を何度も持ち上げて観察する姿が見られ、達成

感が非常に強く感じられた。また、材料に対して親近感があり、喜んで触ったり、家の匂

いがするなど身近な話などをしている。最後に作品をつくり終わった後、皆が自分の作っ

た作品を「うちに持って帰りたい」と、自分の作品に満足し、「余った材料ももらっていい

ですか」と、また物を作りたいという意欲が高かった。 

 

2.5 考察 

 

以下では、子ども達の授業中の反応と授業後感想を基にした考察を示す。 

 

1）材料及び活動に対する意欲 

C は自己表現意欲が非常に高い。自分の描きたいものとつくりたいものに対して一所懸

命作ろうとしている。C は元々、夏休みに遊牧に行って羊毛を切ることから作り上げるこ

とまで見たことがある。羊毛の利用方法をわかった上で、自分の好きなものをつくり、非

常に達成感があり、自慢していた。D はものを作ることを通して自己表現の意欲が高まっ

た。絵を描いている時は、皆と同じく草原の絵を決まった方法で描いていたが、羊毛でも

のを作ることになって、皆と違うものをつくりたいなど、自分の考えでつくりたい気持ち

が出てきた。 

学校での受験教育の影響を受けているためか、子ども達の自己判断が限られている。子
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ども達は、つくり方はあらかじめ決まっている方法があると思っており、自分で自由に工

夫することができない。つくるものが決まっても自分のやり方が正しかどうかについて教

師からの確認を求めていた。しかし、授業始まって、10分後には皆自分のやりたいことを

決め、友だちと話を進めながら、ものをつくり、非常に開放されている様子が見られた。 

 

2）子ども達の材料の活用からの考察 

 C は、自分の生活の中で経験したことや知識をもとにしながら行動している。羊毛の色

を活かして、自分の作りたいものを決めた。また、羊毛の質感を活かして、形を作ってい

た。最初は、フェルトのように四角形を作ったり、綿棒を折って足を作ったり、ビーズの

形を利用して鼻を作ったりしていた。D は、材料に触れた経験が少ないが、質感や色を通

じて想像が広がった。色を活かしてパンダをつくり、黒ビーズを使って目や鼻を作ったり、

また、綿棒を折って足を作ったりしている。子どものよく知っている材料を使ったので、

材料に対する不慣れさが無く、受験教育の影響により自分で決定できない傾向を持ちつつ

も、自己表現ができるようになっている。さまざまな材料や道具などの扱い方などが分か

り、想像を広げている様子が見られた。羊毛は子ども達が良く理解している材料であるた

め、羊毛を触る時点で自分の家のにおいがするなど、自分の家で羊毛から物を作るときに

使っていた道具についてお互いに話すなどの姿が見られた。自分の持っていたイメージを

基に、新しいイメージや形などについて想像が広げ易い題材となった。 

 

3）美術教育の評価標準からの考察 

C は材料に対する興味を持ち、自分の作りたいものに達成するために、想像力を働かせ

て、さまざまな材料を組み合わせたりして作品を制作した。また、自分の作品や友たちの

作品を比べたり、教えてあげたりしている。B は、材料の色と質感に基づいてパンダを想

像したが、違ったものをつくりだし、さらに想像を広げて、作ったものを活かしながら羊

を作り出した。試行錯誤しながら、繰り返して探究することができた。授業の後半になっ

て、子ども達が自分の作ったものについて、繰り返し形を変えて別のものを作ったりして

いた。失敗しながらも何度も挑戦し、作り直している姿が見られた。確実な方法を自分で

獲得し、確認する力が伸びていることが見受けられ、子ども達も達成感を持つことができ

た。 
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第２節 地域及び子どもの生活経験を基にした美術活動の

可能性 

 

1．課題意識目的 

 

第 1章で検討したようにゲリチル地域は牧畜生活が一般的であり、子ども達はこの地域

の風土に支えられながら成長し、生まれつき、家畜や自然に囲まれ、相互作用によって情

報を取り入れて経験を積み重ねている。子どもが普段から生活の中で家畜の世話をし、自

然の素材に触れる経験を持っている。第 2章の教科書分析で明らかにしたように、現在の

内モンゴルの美術授業では、教科書を中心とした授業を行っている。教科書内容は都市向

けの内容がほとんどであり、子ども達の生活に関連した教科内容はほとんどないことが分

かった。また、子ども達の美術の授業では、自分で決まった形でものをつくることがなく、

絵を描く技法を教える指導内容が画一的となっている。また、紙と鉛筆が中心の授業が行

われている。本節では以上の原因に対して子どもの生活方式を基盤として題材を選択し、

「家畜舎をつくりましょう」という題材を設定した。 

子ども達が地域素材や身近な材料に触れ合うことによって、自ら活動に取り込み、立体

的なものつくることを通して、体全体を働かしながら、さまざまなアイディアを考え、さ

まざまな形を想像しながらものを作ることが期待される。また、身近なことである家庭生

活の仕事に繋がることによって、子ども達が羊に対する愛情を持って感性を働かしながら、

物事を考え、それが知性へと発展していく事が期待される。このような子どもの生活及び

地域生活を基盤したものづくり活動は、子どもが興味関心を持つために、最も近い方法で

あり、子どもの家庭生活の中で行われている仕事を学校に再建し、美術活動への展開は、

子ども達の行為と相互活動が知性へと発展できる可能性と地域の独特な文化及び精神的な

稼ぎを次世代に継承するべきなことであると考えたのである。 

 

2．実践授業の概要 

 

2.1 授業の基本内容 
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1）題材：「家畜舎をつくりましょう」 

子ども達と一緒にどんな家畜の舎をつくるのかということを考え、最後に羊の舎を作る

ことを決めた。授業を 2段階に分け、１段階では、ダンボールで羊をつくる。２段階には、

作った羊に対して、羊舎を作ることにした。 

 

2）材料 

柳木の枝は当地域で昔から使われて来たき家庭用具であり、当地域のどこからでも取ら

れるものである。ダンボールは子ども達の意見を活かし、羊を作るため、一時的に考えた

物で、近くのコンビニから借りたものである。 

 

3）子ども達 

５年生の一部の学生 16 人。9月 1日は、新学年が始まったばかりということで、クラス

掃除、学校寮の片付けなど仕事があるため、一部の子ども達は参加することができなかっ

た。「羊を作る」時間には、16人の子どもを A、B、C、Dの 4つグループで羊を作った。「羊

舎を作る」時間には、Aと B、Cと Dが 1つのグループになり、制作を行った。 

 

4）場所は 

子ども達の授業外活動を行う時に使う広場を使った。 

 

5）指導者 

ゲリチル小学校の美術の教員である「玉春」、５年生の担任である「玉鈴」、筆者の 3人で

活動を行った。指導者全員がこの地域で生まれ育っており、家庭生活や地域の生活状況な

どを子ども達に話しながら、子ども達の意欲を活動へ引き出し、子ども達を主体として活

動を行なえるように支援する。 

 

【表 13】授業実践の概要 

      学校 

項目 
中国・内モンゴル自治区ゲリチル小学校 

日  時       2015年 9月 1日の 3、4限目と 5、6限目 

学  年           5年生 

対  象         16名（４つグループ） 

授業者 格根薩仁（ゲゲンサリン）と現場の教員玉春（イュチュン）、玉鈴（ギョクリン） 
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2.2 評価標準 

 

【興味、意欲による探求能力の発達】 

・家庭生活や地域の祭りなど思い出し、親と一緒に行ったこと仕事の経験を活かしなが

ら、さまざまな形を想像し、新たな形を作り出す方法を探求できる。 

・身のまわりから素材を集め、楽しみながら活動できる。 

・いろいろな形を自分から進んで作ることができる。 

 

【発想・構想能力の開発】 

グループで話し、意見を交換しながら自分の表したいこと言葉に出し、自分なりに考え

て表現し、素材の特徴を生かしながら、自分なりの発想で構想を構成することができる。 

 

【創造的な自己表現】 

・ものをつくり過程で、地域の素材を改めて発見し、素材を組み合わせていく中で、想

像やイメージを広げて、さまざまな形を展開していくことできる。 

・自分や友だちの作品の素材の生かし方に気づき、友だちとお互いの作品を鑑賞するこ

とができる。 

 

【表 14】題材の平価規準 

興味、意欲による探求能力の発達 発想・構想能力の開発 身体感覚と造形的な感性による自己

表現 

 

家庭生活や地域の祭りなど思

い出したり、親と一緒に行ったこ

と仕事の経験を活かしいながら、

様々な形を想像し、新たな形を作

り出す方法を探求できる。身のま

わりから素材を集め、楽しみなが

ら活動している。いろいろな形を

楽しみながらつくりたい形を、自

分から進んでいくことができる。 

グループで話し、意見を交

換しながら自分の表したい

こと言葉に出したり、自分

なりに考えて表現し、素材

の特徴を生かしながら、自

分なりの発想で構想を構成

して行けること。 

ものをつくり過程で、地域の素材

を改めて発見したり、素材を組み合

わせていく中で、想像やイメージを

広げて、様々な形を展開していくこ

とできる。自分や友だちの作品の素

材の生かし方に気づき、友だちとお

互いの作品を見合いっこしたりさせ

る。 

 

学習活動名         家畜の舎を作りましょ 

配当時間           180分 

指導者準備物  ダンボール、羊毛、水彩画の顔料、セルテープ、木、ナイフ、ひも、スコップ 

子どもの準備物                鉛筆と紙 
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2.3 授業の流れ 

 

授業の前の日、子ども達に「家畜の舎を

つくる」ことの学習ねらいについて話、子

ども達と何の舎をつくるかについて相談

会を行った。結果では、羊の舎をつくるこ

とにし、子ども達が家畜実物がないと舎を

つくるのは授業の前の日、子ども達に「家

畜の舎をつくる」の学習のねらいについて

話し、子ども達と何の舎をつくるかについ

ての相談会を行った。結果では、羊の舎をつくることにし、子ども達の家畜の実物がない

と舎をつくるのはできないという話を基に、ダンボールで羊を作った。そして、子ども達

が家に帰った後、羊を 1個ずつ作ってくることを宿題とした。 

 本時では、子ども達を 4 つのグループをわけ、90 分の活動を 2 回行うことにした。9 月

1 日午前に 90 分と午後に 90 分行った。午前 90 分では、ダンボールで羊をつくる。筆者

が、子ども達に活動の基本的な内容を説明し、黒板に簡単な形を描き、羊の形に関する分

析を見せた後に、子ども達へダンボールの使い方の説明を行った。そして子ども達がグル

ープを分け、どんなものを作るかの相談を行う。そして、外に出て活動を行う。午後の 90

分では、羊の舎を作る活動を行う。筆者は、活動の内容、材料の使い方を説明し、子ども

達に写真を見せる。そして、子ども達は 8 人 1 つ組の 2 グループに分かれて活動を行っ

た。授業の様子は以下の【写真 19】から【写真 26】を参照。 

【写真 19】活動の内容を解釈             【写真 20】グループ相談 
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【写真 21】羊をつくりはじめている        【写真 22】羊つくりを完成、記念写真 

 

【写真 23】羊舎を作る形について話         【写真 24】羊舎を作っている 

 

【写真 25】羊舎が完成               【写真 26】皆で記念写真 

 

 
【図 6】羊の形のイメージ図        【図 7】羊舎を作る時使った地域素材 

 

3．活動の展開及び記録事例 
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3.1 活動の展開 

 

ここでは、180分の中で行った活動の内容及び教師の働きを記録していく。表 18を覧。 

           

【表 15】授業の流れ 150分 

時間 子どもの活動内容の流れ 教師の働き 

10：00 

 ～ 

10：05 

1、活動の導入 

・教材及び道具について指導者の説明を聞

く。 

・羊の形を想像して見る。 

・指導者自己紹介を行う。 

・題材について紹介する。 

「ダンボールで羊を作りましょう」 

 

10：05 

～ 

10：10 

2、羊の形について考える。 

・羊の形を想像して見る。 

・羊の体や頭を四角や三角の形として分別

して考えて見る。 

・家庭生活の中で親が、羊の色や角の形に

よって名前つけていることについて思い出

す。 

・羊に関わった家庭仕事について質問

する。例：羊を飼っている家庭の子ど

もが何人いるかな。 

・羊の形を三角に分別して黒板に描

く。あなたが描こうとしたらどう描き

かな 

・テレビでの羊はどんな形かな。 

10：10 

～ 

10：20 

 

3、活動の前準備作業 

・四人が一つのグループとしてグループ分

ける。 

・今まで家庭で羊に関わった仕事について

話す 

・グループごとに相談し、作りたい羊の形

をスケッチで描く。 

・子ども達をグループ分けさせる。 

・あなたの家庭ではどんな形の羊あ

る？ 

・あなた作って来た羊はどんな形な

の？ 

・今日は皆でダンボールで羊を作って

見るので形をよく考えましょう 

・自分の持って来た道具を机の上にお

いておく。 

10：20 

～ 

10：25 

 

4、活動が始まる。 

・校舎に出て羊を作る準備を行う。 

・グループごとに作業を行う場所を分け

る。 

・使いたい材料をわけてもらう。 

・子ども達の活動に手伝いながら、道

具をわけてあげる。 

・道具を使う時に安全性を考えること

を注意させる。 

10：25 

～ 

11：15 

5、製作展開 

・グループごとに羊をつくり始める。 

・使う道具や形をもう一度確認する。 

・ダンボールを切ったり貼ったりすること

を子ども達が皆自分で行う。 

・スケッチのイメージからに羊の形を作

る。 

・作り出した羊に色を塗る。 

・子ども達の行動や必要に応じて、手

伝うこと。 

・子ども達の安全性を注意すること。 

・道具の使い方について教えること。 

 

11：15 

～ 

11：25 

6、鑑賞活動 

・皆でつくりあげた羊を並べて鑑賞する。 

・自分たちの作った羊に名前を工夫した点

を発表する。 

・子ども達の作った羊の形や方法につ

いて話する。 

・自分の作った羊と他人の作った羊に

ついて話させてみる。 

11：25 

～ 

11：30 

7、方付ける 

・使った道具を方付ける． 

・羊たちに舎を作ってあげましょう 

・自分の考えを話す 

・何時に始まるかについて考える・ 

・使った道具を元の場所に戻すことを

注意する。 

・忘れ物ないように注意する。 

・今日の授業に関する感想を描いてく

るようにお願いする。 

・午後の作業について話す。 

11：30 

～ 

14:30 

 

昼休み 



 

271 

 

14：30 

 ～ 

14：40 

8、活動の導入 

・羊舎を作ることについて話す。 

・指導者の説明を聞く。 

・作った羊を鑑賞しながら、羊舎の形につい

て考える。 

・準備した材料の特徴及び使い方に

ついて紹介する。 

・伝統的な羊舎の形や作り方につい

て平面写真及び見本を見せながら紹

介する。 

・材料に関わった地域文化に関する

話をし、子どもの興味関心を持たせ

る。 

 

14：40 

～ 

14：50 

9．活動の準備 

・午前の 4つグループから代表人一人つず選

んで、午前の 2グループが一つのグループに

なって、8 人一つのグループになって羊舎を

作ることを決める。 

・材料を運ぶ。 

・校舎で羊舎をおく場所を捜す。 

・材料や道具の使い方について教え

る。 

・柳木、ナイフ、鋏、ひも、スコップ

を一つ一つの使い方を教える。 

・安全を注意することを話す。ケガを

しないようにすること。木や鋏を使

う時、周りの人に注意すること。 

・グループごとによく話合うことを

注意する。友たちの話を活かすこと。

お互いに意見を交換しながら製作す

ること。 

・材料を大切に使うことを注意する。 

・道具を分けてあげる。 

14：50 

～ 

15:40 

10、製作展開 

・グループごとの役割を決めて、それぞれ行

うことを話す。 

・グループ長を決めたり、役割を決める。 

・土を掘ったり、柳木の葉っぱを落としたり

する。 

・ひもで閉じ込めたり、形にする。 

・デザインしたり、名前つけたりする。 

・棚をつける。 

・形になった羊舎に羊を入れて大きさを測っ

たりする。 

・ドアをつくる。 

 

・つくりながら、自分のアイデアを生

かし新しい材料を加えたり、形を自

由に変えたりすることできるように

助言する。 

・製作に必要な支援を行う。 

・2つグループお互いに関して、意見

を交換して作ることを注意させる。 

 

15：40 

～ 

15:50 

11、鑑賞活動 

・羊舎に羊を入れて皆で鑑賞する。 

・作った羊舎の特徴や機能についてアピール

する。中に入ったり、座ったり、鑑賞する。 

・作業振替し、作った羊舎の特徴につ

いて発問したり、考えを聞く。 

・友たちの作った形について評価さ

せてもらう。 

15：50 

～ 

16：10 

12、後片付け 

・多余の材料を方付ける。 

・感想文を書く。 

・多余の材料を方付けること 

・羊舎の周りをきれいにする。 

・忘れ物に注意する。 

・感想文書くことを依頼する。 

 

 

活動の流れは以上である。本時では子ども達が、グループに話合い、グループ 4 人の中

でそれぞれの作るものを決め、自分たちの役割をしっかり守ってものをつくり取り込んで

いた。その中で、役割を部類して作ったため、作品の部分の組み合わせが合わなくなり、

もう一回打ち合わせし、クループ長をつくり、作り直しをしていたこともあった。子ども

達は、材料及び道具のよさを生かしたり、材料に対する熟知感が非常に高かった。 

すでに述べたように、今回の活動は二つの段階を分けて行い、それぞれ、「羊作る活動」
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と「作った羊に舎を作る」という形で行い、「羊を作る」時は、16 人の子どもが 4 ずつグ

ループをわけ、A、B、C、D の 4 つグループで羊を作った。「羊舎を作る」時では、A と

B が一つのグループ、C と D が一つのグループという 8 人が一つのグループにわけ、2 つ

のグループをわけて製作を行った。そのため、本論の分析では、「羊を作る」活動の A グ

ループの活動を、「羊舎を作る」活動の A と B グループの活動の記録を事例として取るあ

げることにする。事例の取り上げる形は、子ども達の作業中の行動、発言及び記録写真を

詳しく記事していく。A グループのメンバでは、BA 君、CA 君、SA 君、SI 君と B グルー

プのメンバでは、AM 君、JN さん、IR さん、TE 君の活動の過程を中心に記録し、分析し

ていく。(子どもの名前に関しては、名前の最初の文字を利用し簡程した。) 

 

 
【写真 27】Aグループ右から SA君、BA君    【写真 28】Bグループ右から AM君、IRさん、 

君 SI君、CA君                JNさん、TE君                     

 

3.2「羊を作る」A グループの活動の事例 

 

 「羊を作る」の事例では、A グループの活動を事例に取り上げ、子ども、BA 君、CA 君、

SA 君、SI 君を中心に、活動の中行った行為及び発言を記録していく。 

 

【表 16】「羊を作る」Aグループの活動を事例 

      発言 行動 写真 

BA、どんなのをする？ 

CA、大きくつくるよ。 

SI、ダンボールをどう使

うの？ 

 

BA、皆さんの話を聞きながら、羊の

形に関するスケッチを描く。 

SA、自分の作った羊をみながら、何

かが考えている 
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CA、早くでましょう。 

SA、先生、紙とペン持っ

ていいですか？ 

BAはやく、はやく、 

 

BA、皆の話に基づきスケッチを描い

た。 

CA、皆で外に出る準備をする。 

 

 

BA、先生、ダンボールは

どのぐらい持っていい

ですか？ 

指導者、一人一つのっダ

ンボールで、一つのグル

ープは 4 つ持っていい

よ。 

BA、足りなかったらどう

しますか？ 

指導者、まだ、あるから

大丈夫。 

CA、鋏は二つでいいです

か？ 

指導者、そうだよ。 

 

SA、BA、SI、、CA、自分たちの作業

を作る場所を決め、材料を運ぶ。  

 

     

 

BA、何を作るの決めよ、

はやく。 

CA、体から作りましょ

う。 

SA、私と SI は、足を作

るね。 

SA、スケッチ見て作って

ね。 

BA、皆で体をつくりまし

ょう。 

 

皆で、相談して、一人一人が何を作

ることを決めている。 

 

SI、スケッチをよく見て

ね。私と SA は足を作る

ね。 

BA、鋏で切ってね。 

 

CA、Cグループは体を作

っているよ。 

SI、スケッチを地面の広げておく、 

CA、他のグループはどのように造っ

ているのを見る。 

BA、手や膝を使って、ダンボールを

切ったり、折ったりして材料を分け

る。 

 

CA、これで体を作ろう。 

BA、そうしましょう、SA

はやく持って、テープを

貼るんだ。そうすると立

体になって、かたち変わ

りにくくなるんだよ。 

CA、全部貼ろうよ。 

 

BA、CA、SA はダンボールの四角を

活かして羊の体を作る。 

崩れにくくならせるため、ダンボー

ルの表面全体にセルテープを貼る。 

SI、ダンボールを四角に切り、さら

巻いて、羊の足を作る。 
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CA、私が頭を作る、どう

すればいいだっけ。 

BA、三角に切るんだ。 

 

CA、そうだそうだ、 

 

 

BA、作った羊の体に足を入れるよう

に穴を切り開ける。 

CA、羊の頭をつくりはじめた。 

SA、SI、足ように切ったダンボール

を巻いてテープで貼りとている。 

 

CA、先に描いてみよう。 

CA、三角二つ切って立体

の頭を作るんだ。 

尾は、三角ではなく丸い

でしょう 

SA、半丸だよ、月みたい

にね。 

CA、紙に描いたスケッチをみなが

ら、ダンボールに三角を描く。そし

て、耳も描く。 

そして、三角を二つ切る。 

二つの三角を使って立体的な頭を

作るため、二つの三角ダンボールを

巻いて入れる。 

そして、テープで閉じ込めている。

最後に両面に耳をはる。 
 

CA、ほら、頭ができたよ。 

BA、いいね、SIみろみろ。

先生写真とっているよ。 

 

CA、自分の作った羊頭を皆に見せて

自慢する。 

BA、SA、SIが鑑賞している。 

 

 

SA、足を体に入れよう。 

BA、はい、はい、後は足

と頭を入れればいいで

しょう。 

SA、BAが明けた穴が大き

よ、どうやって足を入れ

ますか？ 

BAと CAが足を入れて、セルテープ

で閉じ込める。 

SA と SI は、CA の作った頭を鑑賞

する。 

 

CA、体が小さいね。 

BA、大丈夫だよ。はやく

入れちゃいましょう 

 

BA、CA、SA、SI皆で羊の足を体につ

けている。 

 

 

CA、SA、やっぱり、頭が

大きよ。 

BA、皆でそれぞれかって

に行動するからこうな

るの。相談しょう。 

SA、足も大きかったし、

体をもう一回つくりま

しょう。 

SA、BAがいつも急ぐから

ダメだよ。先生がゆっく

りしろと言っていたの

に。 

CA、皆で班長を作りまし

ょう。BAが班長になれ、

グループお互い話して

BA、作った羊に頭を付ける。 

頭が大きため、羊の体がなかなか立

ことができなかった。失敗してい

る。 

SA、羊の体から足を取り出す。 

CAと BA、羊の体を大きく作るため

大きダンボールを捜す。 

 

皆で、体をつくりはじめた。 
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作らなくちゃ。 

SI、そうしょう。BA、皆

に作ることを決めてく

れ。 

BA、新しい体を作ろう。 

SI、大きくしましょう。 

CA、これでどうですか？ 

BA、もうこれでいいね。 

 

皆で、ダンボールを選んで、もうう

一度作るようにした。 

 

 

BA、しっかり止めてよ。 

SA、何を作るの？ 

CA、尾を作る。私が作っ

てくる。 

皆で、ダンボールをセルテープでは

っったり、穴を切ったりする。 

前に作ったダンボールから足を取

って、今作った羊の体に足を体に入

れたりしている。 

 

 

CA、テープをくれ、よく

貼ってね。 

BA、しっかり貼って、ま

た、立ちなくなるから。 

SA、はーい。 

CA、足の長さが足りないため、体の

中に、ダンボールにつけてテープで

はる。 

 

BA、足大丈夫？ 

CA、なんとか入れてい

る。 

CA、SAが尾を貼ったよ。 

BA、頭を貼ろ。 

CA 頭がおもいから体も

思い方がいい。 

CA は、足をしっかり止めようとし

て、羊を何度も立てて見て、つくり

直していく。 

CA 羊の体の中に余ったダンボール

入れて体を重くする。 

そして、BA が頭を貼ろうとして持

ってきている。 

 

 

SI首がないね。 

BA、首を作ったら、頭が

おもいから首付けると

頭が落ちっちゃうよ。 

SA、私たちが一番で終わ

るね。SI、角をつくりま

しょう、一番大きんだか

ら、 

CA、頭と体を合わせて持ち、BA が

セルテープで貼り付ける。 

SA、SIが、それぞれ手伝う。 
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BA、私たちの羊は一番大

きね。 

SA、写真撮ろ。 

SA、BA長どうやって装飾

する？ 

BA、どうしょう、羊毛を

付ける？CAいや、色塗り

ましょう。テレビで見た

「喜羊羊（シヤンヤン）

のように、 

SI、そうしょう、そうし

ょう。 

SA、いいでしょう、グル

ープ長 

BA、そうしょう。 

皆で、他のグループの作っている場

所に行ってみたり、自分たちの作っ

た羊が一番大きことを何度も自慢

している。 

写真撮ったり、そして、どう装飾す

ることを皆で考えている。 

そして最後に色を塗ることを決ま

って、場所を移動した。 

 

SA、顔色は何色あります

か先生。 

指導者、五色あるから、

色を組み合わせして、い

い色作るんだよ。 

BA、これどうやって使う

の？ 

指導者、顔色を筆で少し

取って、呼びしたダンボ

ールに起き水を少しつ

つすいかして混ぜて使

うのよ。 

CA、SA顔色を水入れない

って、いいこうやって混

ぜるんだってね。 

SA、先生、セルテープ付

けた部分は、色がつけら

れないです。 

指導者、顔色を少し濃厚

にすると付けられるよ

うになるのよ。 

SI、ほら、緑と赤を混ぜ

ると紫になるよ。 

SA、角を赤にする。 

BA、うん、うん。 

CA名前書きましょう。私

が家に帰ったら、このよ

うもう一回作る。 

SI、私たちが急いたか

ら、もうちょっとゆっく

りしたらもっときれい

になるよね。 

BA、そうそう。 

SI、これも綺麗。 

CA、好きに塗って行こう

ね。 

SA緑も使おう。 

皆で、顔色をみたり、蓋を開けて、

筆で取って見る。 

SA は、ペットポドルの水に入れよ

うとする。 

指導者の指導で、顔色を少しつず水

と混ぜながらダンボールに塗って

いく。 

顔色を流したり、点々して描いた

り、様々な方法を使って描いてい

る。 

皆で、様々な色を塗ったり、その変

化を発見したり、楽しんたりしてい

る。 
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指導者、終わったの。ど

うゆう羊なの？ライト

ニング羊した。 

とても足が早い羊だ。 

SA、ほらこの、目と口を

見て、きれいでしょう。 

SI、お腹に小さい羊を入

れられるよね。 

BA、他のグループの羊が

小さいから入れよう。 

BA、これがこういつの子

どもだ。 

皆で作った羊を鑑賞している。 

SA、大きことに自慢している。 

SI、目と口の形に自慢している。他

の人作った羊と比較して自慢して

いる。 

 

 

以上、「羊を作る」活動の中で A グループの製作過程の子ども達の行為、発言を記録し

た表である【写真 29】を参照。そして、他のグループの子ども達も様々な方法で羊をつく

りあげた。B グループは、羊は、家庭でかっている羊をイメージにしながら、羊毛を体に

貼って作った【写真 30】を参照。C グループは、顔色また羊毛を全部使って行くため、頭

や尾に羊毛を貼り、体に色をつけて作り上げた【写真 31】を参照。D グループは、休んで、

横になっている羊をつくり、足をつけていなかった。羊の体に羊毛を貼って、頭やお腹に

緑を塗り草原を表していた【写真 32】を参照。 

 

3.3「羊舎を作る」A と B グループの活動を事例 

 

 
【写真 29】Aグループの作品           【写真 30】Bグループの作品 

 
【写真 31】Cグループの作品           【写真 32】Dグループの作 
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「羊舎を作る」活動では、「羊を作る」時に分けた、A、B、C、D の四つのグループが連

帯し、A と B グループと C と D グループがが連帯して一つの羊舎を作ることし、二つの

羊舎を作ったものになる。ここでは、A と B グループの活動を中心に、子ども BA 君、CA

君、SA 君、SI 君、AM 君、JN さん、IR さん、TE 君の行為及び発言を記録していくにし

た。 

   

       【表 20】羊舎を作る」Aと Bグループの活動を事例 

発言 行為 製作の写真 

BA、羊舎は丸めにしょう。 

CA、とりあいず、土壌へ針して、 

JN、スコップがないと入らな

い。SA あなたがスコップを使

え。 

 

BA、CA、SA、SI、AM、JN、IR、

TE、皆で、材料を運んでくる。 

JN、AM、SA、柳木の葉を落とす。 

BA、CA、SI、IRは、葉を落とし

た柳木を土壌へ針する。 

舎は丸め作っている。 

 

JI、あなたたちの針しているの

は全然固定していないよう。 

SA、じゃちょっと掘って。 

JI、スコップで、木を一個ずつ

固定している。 

SA、まっすぐに固定するよう直

している。 

 

作品製作イメージ図 

BA、二人一つの組になってやろ

う。CA、ひもを持って私に手伝

って！ 

SI、ちょっと、うえの方に木を

持って。 

BA、ひもは？ 

CA、ここいっぱいあるよ。 

皆で土壌に針した木に横の回

った木を閉じ込めていく。 
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BA、そこは木を閉じ込めない

よ！ドアを作るんだ。 

CA、そのままとめればいい。 

BA、そうだけど、皆同じく閉じ

込めたいから！ 

AM、ドアのところにも木を横に

閉じ込めようとする。 

SA、木の固定性に心配して、直

していく。 

 

BA、我々は終わったよ。 

CA、ダメよ！横木は、二、三段

階しないと舎が暖かくならな

いんじゃない。 

TE、そうそう、羊が逃げっちゃ

う！ 

BA、は！ 

皆で一回目の形を作って、一回

鑑賞している。 

CA、TE、横木を二、三回作るこ

とを主張する。 

 

 

作品製作イメージ図 

JI、ドアどう作るの？ 

CA、開けたり、閉めたりするこ

とができるドア作るの！ 

JI、ドアの形を想像して、

手で計画して見る。 

 

CA、棚を作ろう。 

SI、そうだ、そうだ。棚わはい

いね。 

SAどうやるの？ 

SI、簡単だよ！このうえに柳木

の枝を載せればいい！ 

NA、JI、BA、TE、舎の外側

を二回目の横木を止める。 

CA、柳木の長さを測って、

同じ長さの木を集める。 

 

作品製作イメージ図 
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BA、棚を作るの。 

CAそうしないよ。もう一個木を

うえとじって、そのうえに葉っ

ぱがある木をおくの。 

SA、ちょっと待って、これ縛っ

てから棚を作るの！ 

BA、この木を横に縛って、やる。 

CA、先に何個か木を横におい

て、それから枝を載せよ。 

AM、私が持ってあげる。 

TE、SAは、このひもで全部丸め

して縛っていたよ！それも綺

麗に見える。 

CA、全部棚を作らなくて、半分

に棚つけよう。 

BA、そうしょう。 

BA、舎のうえから木をおこうと

する。 

CA、BA の置いた木を取ってお

く。 

 

BA、AM、舎の右側の横木を縛っ

て、棚をおけるような木を作

る。 

 

SI、棚どうですか？ 

指導者、あなたどう思う？ 

SI、あまり綺麗じゃないね！ 

AM、棚があると羊が入れないよ

う。 

CA、ちょっとおもいから格好良

くない。 

BA、とっちゃいとっちゃい。 

SI、そだね。 

 

舎のうえに木を載せて作って、

棚を作った。 

鑑賞した結果、あまり格好良く

ないため、解体することにし

た。 

 

作品製作イメージ図 

SA、羊を入れてみようよ。 

大きさ大丈夫？ 

CA、あのダンボールで、ハダを

作ろう。 

BA、大きんだから、ダンボール

で棚作ろうよ！ 

SA、作った羊を持ってくる。 

SA、CA、羊を一回入れてみて、

大きさが大丈夫だから安心し

ている。 

 

 

BA、ダンボールを載せて見よ！ 

BA、SI助けて、一緒に載せてみ

よう。 

指導者、ダンボールを使うな

ら、またあるよ。あそこに。 

CA、持って来よう。TE一緒に行

こうぜ。はいはい。 

 

BA、SI、ダンボールを羊舎のう

えに載せて棚を作る。 

JI、羊舎の木を固定している。 

TE、ダンボールをしっかり載せ

れるように動力する。 
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作品製作イメージ図 

SI、ダンボールを開けられない

よう！ 

CA、ホックスで止めたのを取れ

ばいい。 

SA、ダンボールを中に敷いてお

こう。 

BA、それより外側を回して付け

たほうが暖かいじゃない。 

SA、した、平面じゃないから敷

いたほうがいいと思う。 

BA、じゃそうしょう。 

SI、次々とダンボールを平げて

あげる。 

SA、ダンボールを羊舎に地下に

しておく。 

 

 

 

BA、棚の上に草を乗せよう。 

AM、SAあなたが寝てもいいよう

になったね。 

BA、さ今日ここに止まれ！ 

SA、気持いね。 

BA、棚の上に草を持ってきて載

せる。 

SA、ダンボールを全部敷いて、

中に入って寝てみる。 

 

JI、BA、棚作らないほうがいい

かも。棚作るなら、草をした敷

いた方法いい。 

AM、そうだね。 

BA、何も言えない。 

SA、もう壊れそうだ。 

BA、壊そうか？ 

CA、ドアを作ろうね。私柳木を

集めたから！ 

SA、BA、TE、作った棚を壊す。 

棚を作らないことした。 

TE、柳木を棚の上から取る時に

棚も一緒に落ちた。 

 

CA、ドアを作るように誘導す

る。 

 
 

JI、SA私のあげたダンボールを

きれいに直して！ 

BA、舎の周りをもう一回縛って

おこう。 

AM、そうだね。 

SI、隣の羊舎は綺麗ね。花もつ

けているよ。 

BA、後で私たちは看板作ろう。 

JI、SA、羊舎の地下にダンボー

ルを敷く。 

 

 

作品製作イメージ図 
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BA、皆で木を舎の周り治し

ましょうね。 

TE、隣の見て、 

SI、ちょっと、綺麗ね。 

SI、焼肉見たいのを作っう

ているよ。 

JI、柳木の枝や葉を上に載

せてきれいにしょうとす

る。 

SA、また、横になって気持

ちいいかどうかを試して

いる 

CA、皆はドアをつくりはじ

めた。 

IR、皆の動作を見ている 

SA、座りながらとなちのグ

ループの羊舎を見る。 

 

SA、羊入れよ。 

BA、持ってきて！ 

CA、持ってきて！ 

SI、羊の足が落ちそうだ。 

JI、IR 男の学生たちの動

作を見ている。 

SA、AM、それぞれ、羊を持

ってくる。 

 

作品製作イメージ図 

BA、AM ちょっと待って、大

きのを中に入れて、小さい

のをここに。 

SA これ大きだから、中に入

れないとダメだ。 

SA、大き羊を持って羊舎に

入れる。AM、小さい羊をも

って、どこに置くか考えて

いる。 

JI、 

 

 

BA、こちら向きに指せて

よ！ 

BA、足を直して、足。 

SI、足が、足！ 

AM、あのグループの羊に食

べ物やって上げているよ。 

BA、羊の様子をみながら話

す。 

 

SI、SA、羊の足を治す。 

TE、小さい羊をおいて、SA、

SIの行動を見ている。 

AM、となりのグループを見

る。 

SA、SI、TE、JI、IR、BA、

となりのグループの製作

を見る。 

CA、遠くにいって羊舎のド

アをつくりはじめた。 

 



 

283 

 

作品製作イメージ図 

SA、CAに手伝いに行こう。 

BA、そうだ。 

CA、早く来て。 

SI、AM、撮影器があるよ。 

SI 私が写っている。AM、あ

れ私だ。 

 

JI、BA、IR、SA、TE、が CA

の製作へ移動する。 

 

SI、AM、カメラをみながら、

自分の映っているところ

を捜す。 

 

BA、CA となりが羊の食べも

んを作っうているよ！ 

SA、私たちあとで、看板作ろ

う。 

SI、SA 今看板つくりに行こ

う。 

SA、えい。 

皆で木を四角に並べて、縛

ったり、しっかり閉じこて

置く。 

SA、SI、ダンボールをきり

始めた。 

 

 

 

SA、ボールペン使うから、SI

となりから借りてきて。 

SI、えい。 

SI看板できた。 

SA、BA 来て、看板つけまし

ょう。 

SA、どうすればいいの？ 

BA、セルテープで貼りまし

ょう。 

SA、SI、ダンボールを細長

い四角に切る。 

SI、ボールペン借りに行

く。 

SA、ダンボールに「動物を

いしましょう」と各 

SA、SI、BA、一緒に看板を

付ける。 

 

 

CA、ドアできた。 

BA、来てきて、付けて見よ

う。 

SA、もって、私が縛って置

く。 

BA、いいね。 

JI、IR、CA、AMが作ったド

アをもってくる。 

SAが、縛って置く。 

BA、ドアを開けたり、閉め

たりして見る。 

 

SA、校長先生来たよ。 

BA、先生、作ったものをこの

まましてもいいですか？ 

CA、羊が大きよね。 

 

学校の先生たちが見に来

ている。 

BA、作って置いたものをこ

のまましたいと一生懸命

アピールする。 
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AM、となりのグループのは

綺麗。 

SI、皆女だから、花とかつけ

ているよ。 

SA、私たちのは羊が、こっち

よりいい。 

 

皆で、羊舎を鑑賞する。 

子ども達それぞれ自分の

作ったものをアピールす

る。 

 

 記念写真を撮る。 

 

作品製作イメージ図 

 

 本時では、「羊を作る」活動と「羊舎を作る」活動の二つの段階で行った。両方の段階

で、子ども達が、ものの形を考えて、スケッチを描き、計画的にもの創りに取り込む。そ

こでは、A グループは積極的に相談したり、様々な、意見を発言しながら羊の形また羊舎

の形を計画し、行動していた。はじめ、「羊を作る」中では、A グループのメンバーでは、

BA の周りに集まり、BA が、スケッチを描きながら、皆の話を聞き、まとめを書いていた。

はじめは、どのような羊を作るかによって、話になる。「SA が示したのは、機器みたいな

羊を作ろう。CA それいいね。目が黒いね、」など四人それぞれ自分のイメージを示したり

している。そして、BA は、皆のイメージを聞きながら、体を四角、頭を三角の形、耳を三

角にスケッチを描いていった。最終的に、頭を三角し、体は四角の形と耳は三角、尾は四

角とそれぞれ形を決めて置いた。また、どのような材料を使うかに関する話を行い。体は、

ダンボールの形をそのまま活かしながら、お腹に穴を開けてさらに足を付ける。色や装飾

は顔色を使って、カラフルな羊を作ることにした。 

活動の始まりは、A グループの子ども達は、それぞれ仕事を決め、頭、足、体をそれぞ

れ一人、二人で分けて作っることにした。BA、SA は体をつくり、SI は、足をつくり、CA
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は足を作る。活動の始めりは、CA が、他のグループまた、皆の描いていることをみたりし

ていて、ようやく仕事を始めた。CA は、ダンボールに羊の頭の形を描き二枚の三角を切

り取った。そして、二つの三角を繋げようの細ない四角のダンボールをきり、三角の一面

ずつを四角の貼った。そして、二つの三角の下の部分をそのまま繋げ貼って、間空間にダ

ンボールをおり入れて、頭をつくりあげた。BA、SA は四つ角のダンボールの形を活かし

てそのまま固定しながら足を入れるような穴を開けた。SI は、ダンボールを四つ分けて、

丸めしてセルテープで貼り足を作った。しかし、皆の作った形を合わせて行く時期になっ

て問題発生したのである。体があまりに小さくなり、四つの足がギリギリ入れるが、頭が

大き、重いため、体に貼り付けると体が立つことができなくなる事になり、皆が試行錯誤

したことに気付き、問題を解決して行くことに関して話を行った。「CA が皆が一緒に合わ

せてみないから大きさがったりないんだ。SA は、皆にグループ長を付けて、意見を合わせ

て一緒になって作ろう、BA がグループ長になれ、、、われわれはグループ長つけたよ。」な

ど様々な意見を話、問題を解決へ考えていく。最後に CA が大きダンボールをもって来て、

「これなら大丈夫だろ、BA、そうだね。、、、、」。その後、皆で、大きダンボールを羊のお腹

にし、四つの穴を開け、足を入れセルーテープを貼って固定した。また、頭を付けると頭

が重いため羊がうまく立ってられなくなり、羊のお腹にまたダンボールの雑をいっぱい入

れて立てるようにし、ようやく羊の形を作り上げた。最後に皆で、様々な色を塗り、カラ

フルの羊を作り上げ、さらに羊の形や色を活かしながら考え、「CA、テレビで見た「喜羊

羊」の名前をつけよう、SA：飛速羊だ、空に飛んでる飛行機みたいにね。」と話し、「飛速

羊」と名前付けた。 

二段階の「羊舎をつくる」では、子ども達８人一緒に活動を行い、８人皆が、牧場の子

どもとして、材料に非常に熟知であったため、すぐ意見が一致し、丸い形の羊舎を作るこ

とに決め作業に取り込んだ。子ども達、皆が、家庭で行なっていた作業の技法を使い、柳

木の葉を取り、土壌しっかり刺して行った。丸い形て刺した柳木の上さらに横側へと柳木

をつけていく。「AM、SA のひもで縛り方はこんな形だ。馬を縛る方法と同じだ。」など、

話をしながら仕事を行う。CA は、作業したり、となりのグループのやり方をみたりして

いる。そして、一回り終わった後、羊舎は子ども達の家庭で見ていた羊舎になったみたい

に、一回作業が止まった状態になってしまう。「BA、われわれの羊舎は終わったよ、CA、

じゃないよ、横に付ける柳木何段もつけないと暖かくなれないよ、AM、それに羊も逃げっ

ちゃうよ、JI、となりの作っているのは綺麗んだ。われわれもちょっときれいにしなくて
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は、、、、」など様々な話が付けられるようになる。そして、BA は、棚を付けて暖かくしょう

とし、BA、SI、CA が柳木また柳木の枝で棚を作る。JI、AM、IR、TE が、横付きを何段

も作っていく。三人のつくりあげた棚が皆に気に入れられなくなり結局壊すことにした。

SA は羊を入れて見たくて何回も、「羊が入れるかな、、、」など。羊に対して心配をしてい

た。BA は、作った棚が良くなかったことがあっても諦めず、今度は、ダンボールで棚を作

った。ダンボールで作った棚は重すぎて落ちて来た。この段階で、JI がダンボールを羊舎

の地下に敷って置くことを話し、皆で羊舎に敷き上に草や柳木の葉を載せて置いた。最後

に、CA が主張して作ったドアを羊舎の南側に付けて置いた。最後にとなりのグループの

装飾を見て、自分たちの違った方向に見せるため看板などを付けて完成した。 

A グループの子ども達は、二つの段階で行った活動に対して、非常熟知感及び興味をも

って、積極的、自分の作りたい形及び行いたい考えを主張し、手や体、働かして作業に取

り込んでいた。また、いつも身近にあったダンボールを使ってもの作ることを通して、ダ

ンボールをの硬さ、折り方、質感を改て認知していた。家事の仕事を基に、土壌を掘った

り、柳木を縛ったり、土壌に木を刺したりしている。また、「グループで作業を行うにはう

まく意見を示して、皆に意見を聞くことが大事だ、」など様々こと理解していた。 

筆者は、子ども達の活動の中で、地域の素材及び材料を生かし、家庭生活の中で行われ

ていた仕事に近い活動を行っていると考える。そして、子ども達が身近な材料を使っても

のをつくりあげることを通して、身近な材料対して、新たな認知を理解し、想像やイメー

ジを広げていくことであると考える。 

 

4．考察 

 

次に、本活動の中で A グループの子ども達の行為、発言に基づき、地域材料を活かして

のものづくり活動を通して「興味、意欲により探求能力の発達」、「発想・構想能力の発達」、

「身体感覚と造形的な感性による自己表現」に視点を当て、分析、考察していく。 

 

4.1 興味、意欲による探求能力の発達 

   

 本実践授業では、ゲリチル地域の共通点を持っている「家庭的な仕事」及び子ども達が

日常的に見たり、一緒に遊んでいる動物「羊」を題材として取り入れたのである。初めて、
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羊の舎を作ることについて打ち上げた時に、子ども達は、自分の家で使われている羊の舎

を見本として話したり、羊を作ることを話しはじめた。そして、A グループの子ども達は、

「羊を作る」と「羊の舎を作ること」で非常に意欲的に行動していた。デューイは、「子ど

もに、彼が学校に行って、それ自体のためにするに値する事柄をしているあいだに、彼の

家庭生活と近燐生活の中で、彼が熱中している遊びや仕事の中で彼が見いだしたのと同じ

関心を持たせることを意味する。」と言う。つまり、子どもは自分の生活経験や家庭生活に

かかわることによって、本当に自ら関わっていきたくなる意欲が出てくる。自らの行動と

言うものは、人間の意欲から、感情によって始まるのである。 

このような意欲的な行動から材料を使って形にしていく中で、「材料の使い方」及び「形

を組み立てる方法」、「羊と羊舎の関係」などを自ら考え、探求していくことができる。 

子どもは、物事に対する考えは、はじめから自分の生活経験と繋げて考え、想像してい

くのである。学校の中で自分の家庭で経験したことを再構成することによって、自分の普

段から見たり、手伝ったりしていた経験を基に、自ら主体となって形にする中で、羊の舎

の暖かさ、大きさ等まで考えながら、さまざまな方法を考えたりしていた。生活基盤、家

庭仕事を学校に取り入れて活動にすることは、子ども達の意欲を引き出す最もいい方法で

ある。そして、子ども達が家庭の仕事を自分が主体になって作ることによって感情をこめ

て自ら探究し、考えたりする。このように自ら作りたい、知りたいと思い探究して知った

ことは本当の知識になるのであろう。 

 

4.2 発想・構想能力の発達 

 

3 章では、内モンゴルの美術教育の中では、子ども達にものを作る技法や使う方法を教

えることを重要視していることが多いということが考察で分かった。本活動は、 

活動の中で、子どもの自己主体的な活動として、子どもの活動過程を重要視した活動で

ある。 

子ども達は、羊を作り始めてからダンボールの四角形を活かして羊の腹にしたり、材料

の理解が一致している上でほかの形を考えるなど、材料に対して未知感がなくさまざまな

形や作り方を自由に想像していた。また、試行錯誤して、再構成を行う中で、グループ長

を作ったり、話し合いを行い、問題を解決するためにいろいろな方法を考えていた。 

デューイは、「教育は子どもの将来の生活に対する予備ではなく子どもの生活過程であ
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る。不断に発展し、不断に成長することはである。より良い教育は、生活から学習し、経

験から勉強することである。」という。本実践を通して、子どもの生活及び地域の共同的な

仕事を取り入れることは、子どもが自分の知っていることから始まって、新しい形を考え

たり、想像するなど新しい物事へと発展しやすいことが分かった。その上、子どもの生活

の中で共通点を持つ活動を通して子ども達は相互的に考え方を聞いたり、話を活用したり

共同的な勉強になったと考えられる。 

 

4.3 身体感覚と造形的な感性による自己表現 

 

3 章の分析で分かったように、内モンゴルの美術の授業で行っているものづくり活動は、

紙が多く、サイズが小さいものである。このような現状に対して、本実践授業では、教室

ではなく、校舎を利用し、当地域の共通点をもつ家庭仕事を題材としたのである。活動の

中では、子ども達は、自分の家庭でいつも手伝う立場として参加していた活動を主体的に

作る立場になって作れるように設定した。すでに述べたよう子ども達は、自分の経験を基

にさまざまな形を想像したり、探究していた。また、活動の中で、子ども達は、身体全体

を動かして土を掘ったり、木を閉じ込めたりする等の身体的な活動を行ったていた。その

中で、子ども達グループの中の子ども達の話しを聞いたり、隣のグループの作っているも

のを見たり、感じたり、材料の質感を体感したりする等、五感を働かしてものづくりに取

り込んでいた。その上に、子ども達は、自分の愛情、感情を動かして、「羊が羊舎に入ると

寒くないか」「羊が出て行っちゃわないように」といったことまで考え、感性を働かして活

動に取り込んでいた。このから、子どもが五感及び感性を働かして自己表現ができたこと

を分かった。 

 

4.4 地域の文化及び家庭生活に関心を持つこと 

  

子ども達がいつも、手伝いの立場で触れる材料を、授業の中で主体的になって使うこと

で、材料の質感を心身的に感じ取っていた。このようなことは、家庭の仕事の大変さ、地

域の文化の内面的な内容をそのまま理解することができたと考える。このような活動を通

して、地域の文化やその地域の人々の風俗、習慣を次世代に継承していくことができると

考えられる。 
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第 5 章のまとめ 

 

第 5章では、ここまで提言してきた、「今日の内モンゴルの社会発展方向による美術教育

のあり方」「今日の子どもに対しての美術教育の意義及び特質」の検証及び「現在の内モン

ゴルの美術教育問題点」に対する問題解決の 1つの方法として構成した実践授業を紹介、

分析、考察したものである。 

実践は、内モンゴルのゲリチル地域の小学校で行った。実践授業は、造形表現ものづくり

の題材を中心に、地域の材料、地域の仕事を取り入れた活動であり、以下の 3つの授業を

行った。「麺粉を使って自分の好きな動物をつくりましょう」、「故郷の材料を生かして好き

なものをつくろう」「家畜の舎をつくりましょう」を 2節に分けて行い、「子どもの自己表

現をできる美術教育の可能性」と「地域及び子どもの生活経験を基にした美術活動の可能

性」を分析し、考察した。 

 第 1節では、子どもが自己表現をできる美術教育の可能性として検討するため、子ども

のものづくりに対する意欲、関心を引き出すこと。さらに解放した雰囲気の中でものをつ

くる中で、子どもが自ら主体となって自己表現していくことを意図して 2つの実践授業を

分析したものである。そこで、「麺粉を使って自分の好きな動物をつくりましょう」「故郷

の材料を生かして好きなものをつくろう」を分析した。 

「麺粉を使って自分の好きな動物をつくりましょう」の実践授業は、内モンゴルの伝統

的な授業の方式を換えて、子ども達が授業の中で自由に活動を行うことができるように教

師は、つくるもの、つくる方法などの技術的な指導方法ではなく、基本的に相談役として、

子どもが主体的になるように表現活動を行わせた。授業中に子ども達は、材料に非常に興

味を持ち、材料を握ったり、延ばしたり、自分のイメージ通りに変化させたりするなど、

ものづくり活動を意欲的に行っている姿が見られていた。また、自分が主体的になっても

のをつくることで、自分の想像した動物や自分の分かる物語を形として作り出すような感

性的な自己表現をしていた。その上に鑑賞の時間及び感想文から自己表現活動として子ど

も達が達成感を持っていたことが読み取れる。 

「故郷の材料を生かして好きなものをつくろう」の実践授業は、第１章に触れた、現代

社会の子ども達の現状に対して、子ども達の身近な材料である羊毛を授業の中で取り入れ

ることで、子どもがものに触れたり、感じたり、考えたりすることを通して、身近な生活
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に興味関心を持ち、子どもの感性を働かせ、創造する能力を養い、心身の発達を促進する

ことができる。また、美術授業の素材欠けの問題を解決し、ものづくり教育の多様性を保

障すること考えた。授業中に子ども達は、材料質感に対して非常に理解があり、材料をイ

メージ通りに変化させ、色、質感を活かして動物を作るなど想像を広げていた。その上、

羊毛は家庭の中で道具として使っていた共通点があり、意欲的な活動を行う姿が見られて

いた。作品から見ると、子ども達は、自分の経験を活かし、自分世界を広げてさまざまな

形の作品を作り出すことができた。 

この 2つの実践授業の結果をまとめると、現在の内モンゴルの美術教育の中で子ども達

の自由な自己表現活動ためには、ものをづくり活動は非常に効果的であることが明らかに

なった。また、子どもの身近な生活の中で使われている材料を使うことによって、子ども

が自ら意欲的に活動取り込むことができ、感性を働かしながら想像した探究している教育

目標に達成することが明らかになったといえる。その上、これらの材料は、地域の材料で

あり、手に入りやすく、材料費がかかる等の問題も解決することができる。 

第 2節では、地域及び子どもの生活経験を基にした美術活動の可能性を検討するため、

子どもの日常生活の中で行われている家庭仕事と地域の材料を取り入れた、「羊と羊の舎

をつくる」実践授業を分析、考察した。 

 本実践授業では、子どもの家庭生活や地域生活の共通点を持つ仕事を学校に再建し、美

術活動への展開することを通して、子ども達の行為と思考の相互作用が知性へと発展でき

る可能性と地域の独特な文化及び精神的な稼ぎを次世代に継承するべきであると考えたの

である。授業中に子ども達は、地域の作業として理解していたのが子ども達の話しや行動

から分かる。また、生活に近い作業を行うことによって、意欲的に活動に取り込み、作業

を行う中で自らさまざまな方法を考えたり、探究していた。自分で作った羊のために舎を

作る。この時も、感性を働かしながら舎の暖かいところを楽しく作るため一生懸命考える

ことができ、本能的に探究活動を行っていた。このようなことは、現在の内モンゴルの子

ども達の現状にとって家庭仕事や地域の文化、風習に関心を持つことができ、有効である

と考える。 

 以上の実践授業を通して、現在の内モンゴルの美術教育の問題に対し、子どもの自己表

現活動のために、造形表現ものづくり活動の導入はとても重要な役割を果たすことが分か

った。そして、地域の材料、諸仕事、文化、地域社会に目を向け、それらを活かして美術

教育の題材として取り入れることは、現代社会の中で生きる子ども達の探究能力、創造能
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力の発達、成長に大きく意義と必要性を提言することができると考えられる。 
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結論 

 

 内モンゴルの美術教育の中では、子どもの存在すなわち子どもの興味や関心を重視し、

子どもが主体的な自己表現できる授業構成が欠けているという視点に基づいて、内モンゴ

ルの美術教育の根本的な問題点を明らかにし、その問題点の解決方法の一環として、教育

と子どもの生活の関連性を検討しながら、今日における美術教育の意義及び地域性を生か

した実践授業の理論的な構築を探究してきた。 

 以下、研究のまとめと今後の課題について整理して述べる。 

 

1．全体を通しての結論 

 

第1章の第1節では、研究対象となる内モンゴル及びゲリチル地域の位置づけをはじめ、

遊牧生活の自然感覚、伝統的な教育方法に関して検討した。内モンゴル自治区は、中国の

新疆ウイグル自治区、チベット自治区に次ぎ、中国国土の１割以上を占め土地持つ地域で

あり、現在では中国自治区となっている。しかし、内モンゴル自治区は、昔から遊牧民族

であるモンゴル民族を中心とした地域である。長い歴史の中で民族の特色がある家庭教育

が形成されてきた。ゲリチル地域は内モンゴル自治区の東北に位置している。ゲリチル地

域の人々も大勢のモンゴル人と同じく、牛、馬、ヒツジ、ヤギ、ラクダを必ずしも舎飼い

にすることなく、草原に放っておいても掌握することができる形態で家畜化させてきた。

遊牧民として、家畜を草原に放牧し、家畜の世話をはじめ、家畜の乳や肉を食べ、毛皮を

衣住に用い、馬や牛を交通に使っていた。その中で、自然に頼り、自然と闘い、自然を守

る中で代々、家畜の世話をはじめとする生活形態を作って来た。 

また、遊牧民は大自然と共に生き、その自然と共に生きる知識を、家庭の教育を通して、

代々に教え伝えていたのである。子どもは小さい頃から親と一緒に仕事をし、実際の仕事

の過程ではフェルトをつくる技術、馬車を使う技術、皮製のものつくり技術、馬術と弓術、

猟をする技術、家畜生産加工技術などを身につけ、それを代々継承してきた。 

第 2節では、現在の内モンゴルの状況について見た。現在の内モンゴルは、中国政府に

従属し、国の政策、経済発展に伴った急激な人口増加によって、生活方式が変化し、漢民

族の文化影響を受けている。それにより子どもの生活環境や自然環境、社会環境、家庭教



 

293 

 

育、また学校教育も大幅に変容しつつある。例えば、情報化、国際化に伴う急激な都市へ

の人口集中が顕著になった現代社会の中では、内モンゴル地域も急激に定住化、都市化し、

「情報化社会」が発達し、その結果、ネットを通しての会話が急増するなど、人と人との

コミュニケーションの形が大きく変化し、地域的文化的なアイデンティティーが失われつ

つある。1980年までは、内モンゴル自治区のモンゴル民族の中で遊牧生活を過ごす割合は、

50％以上であったが、現在（2011年）伝統的な生活や遊牧生活で過ごしているモンゴル民

族は 30％しかいない状態である。定住化が進み、経済発展とともに人々は自分たちの次世

代を都市へ住ませるため、高学歴志向型の考え方で子どもの教育を学校に任せている。家

族集団、仲間集団の中での生活経験が減り、少年期から“遊び集団”さえも消え去りつつ

ある。 

 しかし、一方では、ゲリチル地域のモンゴル民族が数千年も続けてきた遊牧文化、伝統

的な生活習慣はまだ根強く残されている。そのため、ゲリチル地域の子どもは日常生活の

中で、自然と直接触れ合い、実際の事物や素材材料に触れる機会はあるといえる。こうし

た子どもの生活実態や生活様式から、素材を収集し美術教育の中で造形表現、鑑賞教育に

期待することが出来ると考えられる。 

 

第２章は、本論文の全体を繋げる理論的な構築を行った。ここでは、第 1章の中で把握

した内モンゴルの生活現状や社会発展の方向性に対して、美術教育はどのような形態を持

つべきか、どのように進化していくべきかを定義したものである。 

第１節では、久保貞次郎の『児童画の見方』の造形美育の思想を依拠しながら、美術教育

の中で子どもの主体的な自己表現を重視する必要性について、今日における美術教育の意

義と特質を以下のようにまとめることができた。 

美術教育の中で子ども達に自由に絵を描く雰囲気や環境を与えることによって子どもの

以下の教育の意義を持つことをまとめた。 

1）子どもの生まれづきの創造力を引き伸ばす教育である。 

2）子どもの感情を健康に育て、人格を健康に形づくらせる教育である。 

また、主体的な自己表現を通して美術の活動は以下のような特質を持つことを整理した。 

1）内面を表出する自己感情を発散できる活動である。 

2）様々な領域に繋げる感性を培う活動である。 

3）物事に対する達成感を感じる活動である。 
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さらに、現代社会の情報化及び機械化による生活の利便性が向上し、消費主義の浸透や

情報化社会の進展の中で生きる子ども達にとって、欠けてはならないと考えられる「造形

表現ものづくり活動」教育に対する意義を、浜本昌宏のものづくり教育の理論を検討しな

がら以下のようにまとめた。 

1）ものの見方、感じ方を転換することができる教育である。 

2）感情を働かせ、人間の感性を涵養する教育である。 

3）子どもの心身のバランスをはかる教育である。 

今日の造形表現ものづくり教育の特質は、以下のように整理した。 

1）自分の考えに基づき自己実現できる活動である。 

2）目標及び目的意識を持たせる活動である。 

3）五感を発達させ、感性を培う活動である。 

以上は、内モンゴルの美術教育の現状を分析し、その問題点を明らかにするための理論

的な視点になるのである。 

第２節では、デューイの教育理論、『学校と社会』と『経験と教育』を依拠しながら、子

どもの生活を基盤とした教育重要性を明らかにし、地域性を生かした美術教育の実践の理

論的な基盤を構築することを意図している。 

産業革命により家庭仕事の支えを失った社会にとって、子どもの生活を基盤とした教育

思想は以下のような意義として整理した。 

1）子どもの興味・関心を引き出す学習である。 

2）生活を基盤した学習は、物事を本質的に理解するのに役立ち、知性へと通じる道であ

る。 

3）子どもの構成的、創造的、能動的に探究する能力を伸ばすことができる。 

4）感性を働かせることによる自己表現できる学習である。 

第 3節は、第 1節と第２節の理論的な根拠に基づいて、本研究における内モンゴルの美

術教育の現状を分析するため、理論的な視点及び地域性を生かした授業実践の理論構築を

明示した。まず、今日の内モンゴルにおける美術教育の現状を分析するに当たって、以下

3つの部分に関して 2つの視点で検討することにした。３つの部分は、1）教育理念（教育

側の考え方）。2）教科書（題材、材料）、3）指導方法（現場の教員の知識）である。 

2つ視点は、以下の視点である。 

1）美術教育の中で、子どもが自ら興味、意欲を持ち、自ら主体となり、自己表現、自己
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実現的な美術の表現活動をすることが可能かどうか。 

2）美術教育の中で、子どもが感性を働かせながらものことに関わり、意欲的な活動に参

加することで知性へと繋がり、子どもの探究力、想像力含む心身の発達及び成長へ結び付

くことができるかどうか。 

次に、地域性を生かした美術教育の実践授業の理論構築とそれを考察する視点を明示し

た。地域性を生かした美術教育では、子どもの生活拠点である「地域社会」の諸条件を教

育場に積極的に取り入れることによって、子どもの興味、意欲を引き出した美術活動を構

成し、子どもの経験を基にした作業の過程を重視する。このような授業構成は、子どもの

興味関心を生かした物づくりや形の構成を促進して、創造的、能動的に探究する能力を伸

ばし、感性、知性へと繋ぐ人間形成を意図したものである。 

授業構成視点として、デューイの教育論を基づき、子どもの日常生活の中で行われてい

る諸仕事及び地域の良さを「地域性」として子どもの授業の中で再構成することとした。 

以下は、地域性を生かした美術教育の実践授業の構築視点である。 

1）生活を基盤とした教育は子どもの興味・関心を引き出す学習である。 

2）生活の材料を教育の中で取り入れることは物事を本質的に理解できる、知性へ通じる

道である。 

3）自然環境や子ども生活の中で行う作業の過程で子どもの興味関心を生かし、物づくり

や形の構成を促進して、創造的、能動的に探究する能力を伸ばすことができる。 

4）子どもの生活の中から取り入れた材料に対し、子どもは感性を働かせることで自己表

現できる学習である。 

地域性を生かした実践授業を考察の視点としては以下のようにまとめることができる。 

1）子どもの身近な物、事に関わった活動として、子どもの関心・意欲を引き出し、自分

のイメージ通りに行う主体的な活動過程を重視する。 

2）主体的な活動として、自分の感性を働かしながら自己表現活動を行い、自己実現活動

へと展開させ、想像力、探究力を育むことを重要視する。 

3）自己表現的な活動の中で、素材及び題材を自由に変化させ、物の質感、物事の繋がり

を理解し、知性へと繋がって行くことを重視する。 

 

第 3章の第 1節では、『美術課程標準』と『小学校学習指導要領解説図画工作編』の基本

理念及び目標、段階目標、学習内容を比較しながら検討した。『美術課程標準』は、美術の
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学習を通して、子ども一人一人の能力を引き出すことを重視した教育理念を基に、素質教

育の強化を目標として、「学習者の全面的発達」、いわゆる「創造力、実践力の育成と同時

に、心身発達に応じた生涯教育」に立つ観点を理念とする。また、日本の学習指導要領に

見られる美術課程標準では、美術を学ぶ過程を通して人間を形成することを強調したもの

である。さらに、今日の社会では、主体性や創造性が必要であり、そのため、子どもの個

性、独創性、問題解決能力を育成することの重要性をアピールしている。美術の課程の学

習内容の総合性及び探求性を強め、美術の課程内容を子どもの生活体験を結びつけて、子

どもの観察力、想像力と創造力を発展させ、審美能力を高め、子どもの生活や自然に対す

る責任感を強めることを強調し、課程内容の段階性を重視し、異なる地域の子どもの差異

を考えるなど、実際生活における美術の価値を認識させようと意図としている。さらに、

美術の学習は、ただ技術を学ぶところに主眼があるのではなく、感情、態度、価値観など

の学習であると考えられる。日本の『小学校学習指導要領解説図画工作編』の方針に近い、

完熟した教育理念が示されている。このような教育方針はそれぞれの地域の美術授業の中

で地域性及び地域材料を生かした教育に関する研究の重要性の視点に繋がると考えられる

のである。 

今日のゲリチル地域の美術のカリキュラムのあり方について考察するため、中国の全地

で使われている美術科教科書の内容を中心に、日本の図画工作科教科書の内容と比較分析

したものである。 

第 2節では、教科書の領域、題材内容、学習内容及び材料を中心に分析し、現在のゲリ

チル地域で使われている美術教科書を分析した。その結果、領域の割合の特徴では、「造形・

表現」、「デザイン・応用」の題材が全題材の 4分３を占め、教科書の中心となる内容とな

っている。しかし、「造形・表現」の領域を分析したところ、絵画表現がその内の 70％も占

めていることがわかった。また、教材と題材内容を分析したところ、紙材の使用が多く、

紙を中心的教材として使われており、子どもの身近な材料を用いした題材が少ない、また、

題材内容では、物つくりや絵を描く手順、鑑賞活動のし方、見るべきところなどが具体的

の明示されており、子どもの自ら感じたり、発見したり、問題を見つけたりするなどの活

動の導入があまりなく、題材の導入文章から、課題を決めて、それの解決や対策などを目

標達成するというような知識習得活動に関わった題材内容がほとんどである問題点が明ら

かになった。 

また、学習内容に対しては、日本の図画工作教科書の学習内容と比較考察を行った結果、
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ゲリチル地域で使われている教科書では以下の 6つの問題があることが明らかになった。 

1）作品を重視した題材設定で、子ども身近なものに対する観察力や注意力を育てようと

しているが、作る物に対する技能教育を偏重し、作品をつくりだすための指導の意図が見

える。子どもが材料や作る物を自由に想像することができない。児童の想像力や創造力の

成長につながらない。 

2）単一の材料の内容が多い、一つの材料に決まっていて、授業写真を見ると様々な作り

方や様々なものに使うことができるし、様々な方向に発想することを求めているように一

見、見える。しかし、工夫の文章と内容の広がりの方では、児童の体験する好奇心に限定

が設けられている。もし、工夫と内容の広がりを変えて児童たちに創造できるような形（例

えば、様々な方法で自分の好きなものを作りましょう等）にすると良い授業ができると考

えられる。 

3）指導目的の画一性が見える。教科内容では、物語や形をもとにして、そこから発想し

て、作る物の形を決める。つまり、目標を先に決め、立体物を作り出すという授業である。

初めから子ども達に目標を決めさせ、その目標のために形を作っていくという授業の形式

である。 

4）美術的な技能を重視している。教科内容では、中国画の一種類である人物画を教える

ことを通じて、児童に水墨、筆、紙を認識させることを目的としている。その上、児童に

絵画技法や観察力を付けさせようとしている。絵の具を使えるようになるより、児童の絵

を描く技能や観察力を育てることを重視している。 

5）美術的な審美能力が求められている。中国の北京故宮と外国の建築の特徴を比較する

ことを通じて、自分とは異なる地域や文化に関心を持たせ、様々な建築について鑑賞し、

簡単な古今東西の建築材料、造形の特徴を考えることをねらいとしている。 

6）子どもの身近な生活に関わりが少ない。中国の教科材料では、民間の工芸を鑑賞する

ことを通じて、自分の町や民族の文化についての認識させることをねらいとしている。子

どもの身近な物もあるが、児童が全く見たこともない作品もある。 

 

第 4章では、まず今日の中国・内モンゴル自治区における小中学校の教員養成システム

を示す内モンゴル民族大学の美術学院の構成と特徴と現状を調査し、学部生の専門知識の

学習内容と教育実習の現状を考察し、そこに存在している問題点を明らかした。 

第１節では、内モンゴル民族大学の美術学部の学部教育システムの構成及び大学生の 4

品 

 

資料表２の図 

１ 

 

資料表３の図 
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年間の授業内容、教員の作品分析による授業の特徴を検討した結果、美術学部の教育シス

テムは日本の教員養成システムの制度と類似している。科目カリキュラムの設定は、1 年

目から 4年目まで伝統的な絵画教育から西洋絵画、デザイン設計まで充実している。教育

方法としては、専攻の専門と理論教育を分けている。専門の教育方法は絵画の簡単な描画

方法から難しい描画方法へと階段式の教育を採用している。理論科目は中国、外国の美術

史をはじめ美術教育の基本理念についてそれぞれ専用の教科書を利用している。 

また、専門教育及び教育傾向には、2つの傾向がみられている。1つは、モンゴル民族の

生活または、伝統的な生活方式、伝統文化に根差した内容が充実し、内モンゴル自治区の

社会発展や生活変化の中で、民族文化を作品の中で再構成させているような作品が多くみ

られている。もう 1つの傾向については、美術学の少数の教員になるが、現代アメリカや

日本の美術教育の教育方法を提唱している。美術教育の理論的な認識や現代社会にとって

美術教育のあるべき姿について研究が進められている。大学の学部生が教員になる技術教

育を勧めている教育者がいる。 

第2節では、内モンゴル民族大学教員養成システムの美術学の5つの専門である油彩画、

水彩画、中国画、版画、彫刻の歴史及び大学生の作品の表現内容及び意義、画面内容、表

現技法を分析し、現在の内モンゴル民族大学の学生が教員になるための学習内容及び美術

に対する認識について検討した。 

大学生の作品の表現内容及び意義では、生活環境をイメージし、普段の生活を部分的に

表現し、また牧場生活の環境や半農半牧生活の環境を表現しているものが多い。また、草

原、伝統文化（伝統的な儀礼、習慣、歴史）の内容を合わせると約 59％を超えている。生

活に密着し、文化を繰り返すなど、独自の地域性や牧歌的な雰囲気が強く伝わってくる。 

作品の画面内容としては、人物や動物を主体としているのが 52％占め、それ以外の中でも

人物画が 18％である。学生たちは高校の時代から大学にかけて素描、スケッチ、色彩画の

練習の中で、人物画を模写したり、写生したり様々な方法で人物の各技法を練習している

ためである。作品の表現スタイルでは、写実画が 56％である。技法と素材については、油

彩画、水彩画、版画、中国画、彫刻の中では、伝統的な西洋画の素材、技法を使い、新た

な素材を使っているものが少ない。技法もさまざまな伝統的な素材を使っている。新たな

現代的な技法を試している作品は少ない状況である。 

第 3節では、2015年度の大学 4年生李花栄（li hua rong）の教科書『教育実習マニュ

アル』（2014 年）の中ので書かれてあった 18 回の授業（「授業参観」、「現地実践」を合わ



 

299 

 

せて）の題材、内容、目標及び授業の方法を分析した。分析した結果、1）理論的な科目で

は、中国『美術課程標準』の内容に基づいた代表的な授業実践を紹介し、世界の先進国の

授業実践方法の紹介、または、中国美術の歴史内容の紹介など非常に充実した美術教育方

法を紹介している。2）現地実践では、教科書の内容をそのまま利用し授業を行っている。

授業内容は、知識や絵画の技法、または作品を重視した授業内容が多くみられている。こ

のような、理論的な科目内容と現地実践の現状がずれている理由は以下 2つのことが考え

られる。1）大学教員スタッフ及び現場の教員は、美術教育の知識や技術教育を重視した教

育観をもっていることである。2）教育実習の期間が集中して大学 4年目に行われているた

め、学生たちは、子ども達と触れ合う機会がなく、子ども達の状況を十分理解できずに卒

業しているという問題があると考えられる。 

 

第 5章では、ここまで提言してきた、「今日の内モンゴルの社会発展方向に合った美術教

育のあり方」「今日の子ども対する美術教育の意義及び特質」の検証及び「現在の内モンゴ

ルの美術教育問題点」に対する問題解決の一つの提案として構成した実践授業を紹介、分

析し、考察した。 

内モンゴルのゲリチル地域の小学校で 2012年 3月から 2015年 9月にかけて行った３つ

の実践授業を示し、分析することにした。実践授業は、造形表現ものづくりの題材を中心

に、地域の材料、地域の仕事を取り入れた活動である。 

第１節では、実践授業「麺粉を使って自分の好きな動物をつくりましょう」、「故郷の材

料を生かして好きなものをつくろう」を分析し検討した。「麺粉を使って自分の好きな動物

をつくりましょう」の実践では、子ども達が素材と触れ合い、自分が主体的になってもの

をつくる活動である。子どもは自分の想像した動物や自分の分かる物語を形として作り出

すなど感性的な自己表現していた。「故郷の材料を生かして好きなものをつくろう」の実践

では、子どもの生活と繋がりがあることによって、材料質感に対して非常に理解があって、

材料をイメージ通りに変化させたり、感性を働かせ、色、質感を生かした動物を作るなど

想像を広げて行くことができた。その上、羊毛を家庭の中で道具として使っていた共通点

があったため、意欲的な活動を行い、自分の身近な生活に興味関心を持った様子が見られ

た。また、美術の授業に欠けている素材の問題を解決し、ものづくり教育の多様性を保障

することができる。 

第 2節では、地域及び子どもの生活経験を基にした美術活動の可能性を検討するため、
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子どもの日常生活の中で行われている家庭仕事と地域の材料を取り入れ、「羊と羊の舎を

つくる」実践授業を分析し、考察した。 

本実践授業では、子どもの家庭生活及び地域生活と共通点を持つ仕事を学校に再建し、

美術活動へと展開することを通して、生活に近い作業として意欲的に活動に取り込み、作

業を行う中で自らさまざまな方法を考えたり、探究していた。自分で作った羊のために舎

を作ることに対して感性を働かしながら舎の暖かいところ楽しく作るため一生懸命考える

ことができ、本能的に探究活動を行っていた。このようなことは、現在の内モンゴルの子

ども達の現状にとって有意義であり、家庭仕事や地域の文化、風習に関心を持つことがで

きるようになることに繋がると考えられる。 

以上の授業実践を通して、現在の内モンゴルの美術教育の問題に対し、子どもの自己表

現活動のために、造形表現としてのものづくり活動の導入はとても重要な役割を果たすこ

とが分かった。そして、地域の材料、諸仕事、文化、地域社会に目を向け、それらを生か

して美術教育の題材として取り入れることは、現代社会の中で生きる子ども達の探究能力、

創造能力の発達、成長に大きく貢献するものであり、その意義と必要性を提言したい。 

 

 

2．今後の課題 

 

研究そのものがまだ、ある意味で始まったばかりであり、課題も多いことを改めて実感

している。ここでは、本研究の広がりとして以下の課題を取り上げたいと考える。 

1）美術教育の立場から子どもが主体とした自己表現活動を構成していくために、理論的

な研究の拡大深化を図る必要がある。研究の精度を上げると共に、より複雑な現象の記述

や理解に対応することが出来る理論的なモデルの構築を行う必要があることを実感してい

る。 

2）地域性を生かした美術教育の授業構成に関しては、さらに地域性に関する研究を深め

て、内モンゴルの地域ごとの自然・社会・文化的環境の調査を進めて、それに適応した授

業構成を検討し提案していきたい。
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