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美術・デザイン学教育における



美術・デザイン教育

•誰のために何を表現するのか？

• 進化論的視点

• ワールドミュージアムーグローバルな連携

• 大学での異文化異年齢の連携



飢餓・紛争の責任は？
• 現代の戦争の主因は飢餓と抑圧
である（Thich Nhat Hanh, 
1994）

• 例：シリア内戦は旱魃によ
る飢饉＋水資源配分への不満

• 私たちの日常とは無関係？

• 世界人口の大多数は食料不足

• 日本で廃棄される食品で、全
世界の飢餓を救える

• 抑圧・対立の多くは資源の利
権を巡って起こる

• 日本のエネルギー・生産は海
外の資源に依存している

• 世界の全人口が日本レベルの
生活→地球３個分資源が必要

• 日本人は飢餓と紛争に加担して
いる！？

• どこに問題があったのだろう
か？

• これからの美術・デザインは何
をすればよいのか？

https://www.facebook.com/thichnhathanh?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/thichnhathanh?directed_target_id=0
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進化論的視点から

依存範囲

知覚範囲

野生環境(100-200万年) 都市環境(100-200年)

拡大

縮小



アージ理論

• 「心を持った機械ーソフトウェアシステムと
しての感情」戸田正直(1987)

• 野生合理性

• 野生環境で進化した感情システム

• 様々な状況に対して適応的な行動

• 現代環境には不適応　例：パニック行動



社会的アージ
• 感謝アージ：自分に何かしてくれた人に対し
お礼をしたい

• 援助アージ：困っている人を助けたい

• （食・エネルギーを支える環境を守りたい）

• 現代の道具や環境は「当面の目的」に集中さ
せ「隠れた目的」を意識させない

• ⇨社会的アージを抑制



野生（里山）環境
• アージは野生環境で２００万年以上か
けて進化したと考えられる

• 現代都市環境はたかだか２００年
• アージは抑制されていても退化していな
いだろう⇨活性化できるはず

• 現代都市環境でも、Challengeと
Curiosityの循環が起こすことができ
る？



野生(里山)環境での生産
• 暮らしを支える食やエネルギー、
道具などの生産過程が見える。

• → 自ら作り出そうとする挑戦心と
好奇心の循環によって学びのフ
ローが起こりやすい

• →　作り手と使い手の間の人間関
係が構築される（感謝、援助）

• コミュニティが人を支え、そのコ
ミュニティに人が貢献するという
循環がある。



現代都市環境の生産
• 暮らしを支える食やエネルギーや
道具の生産過程が見えない。
（例：パッケージ化された食事や
電子レンジによる調理、エアコン
による冷暖房、など）

• 自ら作り出そうとする挑戦心や好
奇心が働きにくい。

• 作る人と使う人の、モノ作りを通
した人間関係が構築されにくい。



• 視野を拡げ、依存範囲と知覚範囲のギャップ
を解消する

• そのために、

美術・デザイン教育に何が必要なのか？

•好奇心と挑戦心の循環による学び
•表現の作り手と受け手の間の感謝と援助の
循環による人間関係
•コミュニティーが人を支え、人がコミュニ
ティーに貢献する循環
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連携してきたパートナー

• 豊田市： 藤岡町国際交流委員会、豊田市立西保見小学校、石畳小
学校、豊田市生涯学習センター、とよた科学体験館、トルシーダ
（NPO)、手作り遊びを楽しむ会、小原ペーパーアートファンクラブ、
豊田市青少年センター

• 愛知県：愛知県児童総合センター、(株)リニモ、椙山女学園大
学、Philosophy3.0、セントラル愛知交響楽団

• 日本：ベネッセChild Research Net、CANVAS(NPO)、PEG、津
田塾大学、同志社女子大学、千葉大学、はこだて未来大学、 岐阜
市立加納小学校

• アジア・オセアニア：香港、台湾、Phillipines, Nepal, 
Indonesia, Thailand, India, Australia, NewZealand

• 地球：ヨーロッパ10カ国、南北アメリカ８カ国、アフリカ３カ国



World Museum Project

世界の教育関係者のネットワーク
30カ国以上の学校、ミュージアム

モノ作りを基盤とした
グローバル・コミュニティの試み

World Friends Project
World Lunchbox Project

World Friends on Tour Project



Projects in World Museum

World Lunchbox Project

World Friends Project World Friends on Tour  Project

World Dot  Project



Scratch

• MIT Media Lab

• Tinkerable (プロセスが見える)

• Meaningful (多様な表現で視野を拡げる)

• Social (共有でき、Remixできる)
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Challenge/Curiosity
の循環に必要な要素

• 作るプロセスが見える
（しかし）作る視点がないと見えない

• 参加者（使う人）と企画者（作る人）の境
界があいまい
⇨参加者が企画者的視点を持ちやすい

• Create/Connect/Open モデル
ローカルで作った循環をつなげることで、
よりグローバルな循環がうまれる



Create/Connect/Open モデル
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ローカルで作った連携(Create)を
つなげる(Connect) ことにより
新しい可能性が開ける（Open）
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•ワールドミュージアムーグローバル
な連携

•大学での異文化異年齢の連携



仙台の小学生とのコラボレーション

大学生によるアニメーション作品小学生の絵画作品

http://scratch.mit.edu/projects/28037032/%23fullscreen
http://scratch.mit.edu/projects/28037032/%23fullscreen
https://drive.google.com/folderview?id=0BzLwz5V7bNy1SU5KRVQ1ZTI2NHc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BzLwz5V7bNy1SU5KRVQ1ZTI2NHc&usp=sharing


仙台小学生が大学生の作品に好奇心
⇨Scratchに挑戦



仙台小学校教員のコメント
• 大学生がリミックスした作品がいろいろあって驚きました。

カラフルに変わるグラフィックに食いついている子もいて、早速ブ
ロックを見て真似して動かして遊んでいました。
今回の実践で見えてきたものは、「プログラミングを教えるという
よりは、いいもの・面白いもの・すごい作品を見せて興味を持た
せ、どうやって動かしているんだろう？プログラムブロックを見て
みよう！と自分で見て真似をして覚えていく」
という思考過程だと思います。ちょっとレベルの高い作品をぶつけ
て自分で解読して調べてやってみる、という過程は、たぶんプログ
ラミングは難しいから教えても無理かもしれないから遊んでみて！
という小学生だから出てきた導き方の副産物かもしれません。

挑戦

好奇心

挑戦

好奇心



大学生のコメント
• 「Dod　project」の作品で、仙台の小学生の子達は「面白い動
き、演出をしてて凄い」とプログラム内容の感想をいってくれ
たので、凄く嬉しかった。やっと工学部としての技術を認めら
れた、という思いであった。

• 更に、仙台の小学生Sちゃんが、「こういうことをやりたいんだ
けど、どうやってプログラムすればいいですか？」という質問
をしてくれた。今までプログラムの質問をされたことがなかっ
たので、この時は新鮮な思いをしたと同時に、小学生がスク
ラッチに興味を抱いてくれて嬉しかった。

• 「プログラムを誰かに見られた時、仕組みを分かりやくすしな
ければいけない、解説しなければいけない」ということを学び
ました。

援助

貢献





phase1. 大学2年生とボストン小学生



phse 2. 2年生ファシリテータが
１年生にワークショップ



phase3.ボストン教員と大学生



大学生とボストン小学生



phase4.ボストン小学生に日本を伝える



日本を紹介する冊子に
ボストンからコメント



大学生コメント
私のパートナーであったAliciaちゃんがくれた，私の
名前を入れてくれたビデオメッセージを見たとき，素
直に本当にすごく嬉しくて，もっとこの子と交流した
い，もっとこの子のことを知りたい，もっとこの子に
いろんなことを伝えたい，と強く思いました．
そこから海外の人との交流の喜び，楽しさも知り，海
外の人と関わりたいという思いが出てくるようになり
ました

感謝

貢献

視野の広がり



大学生のコメント
• 相手のガブリエルくんと一緒に制作している，
相手を喜ばせてあげたい！という気持ちが強く
なり少し楽しさが分かってきた

• 自分だけが見るだけではなく，多くの人に見て
もらえるので，求められる以上のことをしなけ
ればいけないのだと感じました

• ただ作りたいから相手のことも考慮したものを
作りたいという考えへと変化していくことに
なった

貢献

貢献

援助



提案
• 日常をグローバルな視野で見直す環境

• 異文化・異年齢との連携

• ローカルからグローバルへ発信

• グローバルな意味をローカルに還元

• 連携コーディネーション・センターが必要
• 閉じた時間空間のイベントではなく、
イベントを時間／空間ともにオープンに
Women of the World in Nagoya



•世界のパート
ナーと平和の歌
を作り

•地域の参加者が
演奏、世界初演

•世界に配信、
パートナーから
のメッセージを
会場に

•地域の大学生が
スタッフ、制作


