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VUCAの時代と呼ばれ複雑化する社会の中で、自分なりの答えを導き出すことに慣れていない学生
たちに対し、自らの頭で考えて行動できるようになるために、普段制作あそびでも利用するあり
ふれた素材を通して表現の研究を行った。既存の考え方を破壊し、多角的な視点で物事を捉え、
様々な分野の知識を利用しながら新たな価値を生み出していくと同時に、その過程において重要
なアートシンキングを身につける。 

The concept of VUCA relates to our society. For students who aren’t used to solving 
problems and to make them think and take action by themselves, they need to research 
new ways of using everyday materials. Breaking old ideas, thinking from multiple angles, 
getting new knowledge from different areas and then combining those things to create new 
ideas, through this process they can learn “art thinking”. 

はじめに 
 本研究は本校幼児教育科における学生の主体
性を促進する為に、造形教育としていかなる
アプローチが有効であるかを提示することを
目的としている。本論で言う主体性とは、自
らの頭で考え、感じ、新たな価値を発見、ま
たは生み出す力のことを指している。 
　早速目指すべき造形教育について話す前
に、実際学生にとって造形教育とは何なのか
を調査してみた。 
 まず、そもそも造形（美術）が得意だと感じ
ている学生はたった13%だった。 

これは想像通りで、そもそも今までの美術教
育であまり良い経験がない学生が多いよう
だ。これについては、課題の在り方や評価方
法に問題があるのでは無いかと言われてい
る。 
 次に、造形（美術）は好きか？というという
に対してはおよそ７割の学生は好きだという
回答だった。 
 この結果から、造形は得意では無いが、授業
を通してものづくりや表現を楽しんで取り組
んでいる学生が割合多くいるということが分
かった。 



 さらに幼児教育における造形で大切なモノを
何かを6つの要素から全て選んでもらった結
果、引き出しの数と、制作を発展させる力が
大切だと考えている学生が多い。 

 
 また、同じ選択項目から重要だと思う順に番
号を振ってもらった。引き出しの数が１番重
要と回答した学生が圧倒的に多かった。２
番、３番はばらつきがあり、４番目には作品
がら感じ取る力、人に共有する力が多く、最
後にはお手本の無いところから創造する力が
選ばれた。 

 
　最後に、学生自身が実践できていると感じ
ていることを選んでもらった。 

 
 以上の結果から、本学の学生が造形教育に対
してどの様なアイディアを持っているかを窺い
知ることができた。特に、造形教育は引き出
しの数を多く持ってなければいけないと考え
ている学生が多く、共有する力や、お手本な
どが無いところから創造する力に対してはそ
れほど重要では無いと考えているようだ。 

第１章　教育とアート 
　そもそも、アート教育は今必要とされてい
るのか？という問いについて考えたい。 
　まず、我が国では、政府が提唱する
Society5.０時代を見据えて、世界に遅れを取
りつつもかつてないスピードで社会に変化が
起きている。狩猟から始まった人間社会は、
農耕、工業、情報社会を経て新たなフェーズ
に突入して行こうとしている。あるいはもうそ
の入り口にいると言っても過言ではないかも
しれない。最先端のテクノロジーが仕事や生
活の一部となり、より速く、より効率的にそ
れらを利用するスキルが必要とされる。 
　その為、今後の社会で求められる人材の質
が変わり、今までのように知識をたくさん蓄
えたり、正解を覚えるだけでは不十分で、知
識を生かして自分で考え、自分なりの正解を
生み出すことができる人材が求められてい
る。なぜなら、正解というのは、環境や立場
が変わればすぐに変化してしまうからだ。今
後我々は、問題/課題に対して主体的に関わ
り、その環境にあった回答を導き出す力が必
要なのだ。 
　その次に、今はVUCAの時代と言われてお
り、Volatility（変動性）、Uncertainty（不確
実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity
（曖昧性）の時代という意味だが、テクノロ
ジーによる社会構造の変化、急速なグローバ
ル化によって多様化するアイデンティティ、社
会のどこを切り取っても、先を予測すること
が難しくなってきている。 
　この流れを受けて、教育界もまた緩やかな
変革の最中にあったが、昨年世界的に起こっ
たコロナウイルスによるパンデミックを機
に、突然の変化を要求された。今まで蔑ろに
していた事が一挙に迫って来たように感じた
方も多いだろうと推測する。私自身もテクノ
ロジーを導入した授業や教材の新しい在り方
を学ぶ事ができたし、これを良い機会として
更なる教育の効率化を進めていきたいと考え
ている。 
　このように、社会の変化に合わせて様々な
教育改革が起こる中、最近STEAM教育が頻繁



に謳われるようになり、アートの重要性はど
んどん増してきたように思う。STEAM教育と
は、S（S c i e n c e）T（Te c n o l o g y）E
（ E n g i n e e r i n g ） A （ A r t s ） M
（mathematics）の略で、これらの教科ごと
に学習するのではなく、一つの学習において
複数の教科を通した教科横断的な学習を目指
す教育法のことだ。2013年にアメリカのオバ
マ前大統領によるスピーチで、Artsを抜いた
STEM教育が注目された。主に今後の社会を見
据えて、システムエンジニアやプログラマー等
の人手不足を懸念して発せられたメッセージ
だった。STEM教育と言うのは、そういった人
材を生み出すことを主な目的として始まり、
こうした教科横断的学習をベースにして、更に
Artsが加わることによってSTEAM教育が生ま
れた。 
　Artsと言うのは決して芸術のみを指すので
はなく、リベラルアーツと言う“考え方“のこ
とを指す。つまりアートというのは、真の意味
で自由を学ぶ方法の一つとして、今重要視され
ている教科なのだ。 

第２章　アートシンキング 
　アートの重要性と言っても、作品を作って
世の中に出すというような非日常的なことで
はなく、重要なのはアーティストの思考その
もの（以下、アートシンキングと呼ぶ）にあ
ると考えている。アーティストというのは、
目の前にある問題や課題に対して、多角的に
捉え、自らの中に答えを見出す力を持ってい
る。 
　そもそもアートとは、植物に例えると、作
品は目に見えている花の部分に過ぎず、大きな
興味や好奇心、疑問のタネがあって、そこか
ら目に見えない地中深くまではった根の部分
がある。この目に見えないタネや根こそが
アートにおける大切な“探究“の部分である。1
アートシンキングとは、好奇心を持って自分
の見方で探究すること。それができてこそ、

VUCAの時代に求められるような多様な花を
咲かせることができるのだ。 
　では、今までの美術教育とは何なのか。恐
らく多くの学生が絵を描いたり、モノを造っ
たりしてきたことだろう。そしてその成果物
に対して評価が与えられてきたのでは無いだろ
うか。これはつまりどういう事かというと、
先程の例えで言うならば、花を評価されてい
るに過ぎないということだ。評価する者があ
なたの花は綺麗ですね、あなたのはイマイチ
だな、という風に主観的に判断しているの
だ。はじめに示した様に、造形（美術）が苦
手だと感じる生徒が多いのも無理はないかも
しれない。また逆の視点から言えば、“探究
“する方法を知らない学生たちが、何を造って
も良いモノができないという風に感じている
のかも知れない。つまり、同じように絵を描
いたりモノを造る課題だったとしても、その
作品が生まれるまでの過程を重視するかしな
いかでは、学習内容に大きな違いが生まれる
のだ。 
　実際、学生たちは「造形教育は引き出しの
数を多く持ってなければいけない」と考えて
いるようだが、私は誤解しているように思
う。それはあくまで花の種類を多く持ってい
るだけで、本当に造形教育で必要なのはアー
トシンキングを身に付けること、そして人に
伝える力を持つことだと考える。なぜ誤解な
のかというと、引き出しの数は大学で勉強し
なくてもいくらでも増やせるからだ。今は、
雑誌やブログ、YouTubeなどといった様々な
メディアから欲しい情報を集めることができ
る。当然、幼児教育向けの造形あそびのネタ
などはいくらでも見つけることができるの
だ。それよりも、もっと造形の原始的な部分
を学ぶ必要があるのではないだろうか。なぜ
なら、子どもたちの表現は決して表面的なも
のに留まらない。彼らはモノづくりを通して
宇宙への探究を行っているからだ。 

 「自分だけの答え」が見つかる　13歳からのアート思考/末永幸歩　より1



第３章　アートシンキングを身につ
ける方法 
　何度も述べたように、アートシンキングは
今まさに社会に求められている力であるが、
どうすればそれを身につけることができるの
か？それは、PBL（Project/Problem Based 
Learning）によって培われると考える。 
　今回私が行った素材研究という授業は、
アートシンキングを通して、身の回りにある素
材から表現を試みる。雑誌やインターネット
といった既存のものから答えを見つけて来る
のではなく、自分たち自身で自分らしい花を
咲かせること、定型化している素材の利用方
法を破壊し、新たな表現を探ることを目的と
して行った。 
　身の回りにある素材とはどんなモノが出た
かというと、 
- 新聞紙 
- 段ボール 
- ペットボトル 
- 布の切れ端 
- 木の枝 
- 石　　等 
　まずはじめに、これらのような素材から一
つ選択し、そこからマインドマップを作るこ
とにした。学生たちはグループに分かれて、一
つの素材から関連する多くのキーワードを出
していき、それらをカテゴライズしてマップ
を構成していく。更にベースとなるマップから
連想できるキーワードを生み出して、表現の
可能性を探っていった。 
　この過程で躓くグループが多かった。後の
アンケート調査によると、「今回の課題に取
り組むと聞いた時、率直に感じたことは何で
したか？」という質問に対してネガティブな
回答をした学生がポジティブな学生を25%上
回っていた。内容を見てみると、ポジティブ
な回答は「楽しそう」といった意見が多く、
また「自分にとって新しい取り組みをしたい
と思った」という回答もあった。対してネガ
ティブな意見では、難しい、しんどいという
回答が多く、「どんな素材を使って何を表現

したらいいのかが
分からなかった」
「何をどう調べた
らいいか分からな
い」という回答が
目立った。 
　ここで分かった
ことは、モノづく
りを楽しもうとす
る意欲的な学生に
対して、自分で考えなければいけないという
プレッシャーに尻込みしてしまう学生が多く
いるということだ。今までのように、作り方
を見て同じモノを造るという慣れ親しんだ行
為を捨て、自ら価値あるモノを生み出そうと
する探究力に自信がない学生が多いのだ。こ
れまで使ってきた素材を利用している為、
様々なところで見てきたであろう素材の活用
方法を一度傍に置かなければならない。ここ
では発想の転換が求められている。 
　次に、マインドマップの中から表現するコ
ンセプトを決める。学生たちはそれを元に、
更なる調査を行わなければならない。例え
ば、環境問題を取り上げる場合、どういった
事が問題になっているのか、または何故なの
か、具体的にリサーチする必要がある。好奇
心、疑問をたくさん持つことが大切になって
くる。実際、ここでしっかり根がはれている
グループが面白い作品を造る傾向にある。ま
たプレゼンを行う際も、やりたい事が明確で
分かりやすい。 
　その後、制作に取り掛かる。ここでも思う
ように行かないことがたくさん出てくる。素
材が考えていたように加工できなかったり、
思っていたよりも素材の量が少なかったりす
る。アンケートではこのような回答が見られ
た。「沢山材料がいる」「紙は溶けるのが難
しい」「思ったサイズと違う、思ったように
くっつかないなど、最初にみんなで話し合って
決めたものがそのまま思い通りにいかないこ
ともあると気づいた」「内容を考えすぎて、
実現が難しい」「モノづくりの難しさ」一
方、「やりたいと思うことが明確になるとア
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イディアがたくさん出てきた」「１つの素材
で工夫すれば色んな作品ができる」「素材の
特徴を知っておく事が大事だと気づいた」と
いった意見もあった。 
　制作が終わると、これまでの過程を記録し
ていたので、スライドにまとめて各グループが
プレゼンを行った。それぞれのグループがどの
ように考えて、どのような所で躓きながら造
られた作品なのかを知ること、また、自分た
ちの考え方や学びを分かりやすく人に伝える
ことが求められる。これは非常に大切な過程
だ。なぜなら、この多様で複雑な社会の中
で、自分なりの意見、考えを持ちながら、そ
の理由を伝えることは必須のスキルである
し、人に伝えることで自己の再確認となり、
主体性を育てる為の助けになるからだ。 
　これで授業は終了する。以下に授業の大ま
かな流れをまとめておく。 

結果と考察 
　以上の過程を経て制作されたあるグループ
のスライドを紹介する。スライドには、タイ
トル、使用した道具、コンセプト、制作過
程、メンバーの振り返りがまとめられてあ
る。制作過程は長いので省略する。また、メ
ンバーの氏名はプライバシー保護の観点から
伏せさせてもらった。 

（中略） 

ステップ 学習活動 目的

素材選択 普段身の周りにあ
る素材かつ、よく
制作で使うような
素材を選ぶ。

より身近な素材
を選択すること
で、発想の転換
を促す。

マインド
マップ作
成

選択した素材に関
連するキーワード
を考える。

様々な分野に興
味を持つ。

コンセプ
ト決定

表現する為の方向
性を決めて、更な
る情報収集を行
う。

より明確なアイ
ディアを持って
制作に臨めるよ
う準備するとと
もに、探究力を
身につける。

制作 作品を造る。 トライ＆エラー
を繰り返しなが
ら素材と向き合
い、記録するこ
とで学習につな
げる。

プレゼン 発表を行う。 自分たちがどれ
だけ学びを客観
的に見ると同時
に、他グループ
の発表から多様
性を理解する。



 
　今回の授業の結果、学生たちにどのような
影響があったのか？アンケート結果を見なが
ら確認していきたい。 
　まずは多角的な視点から1つのテーマについ
て考える必要があったが、それについてどう
感じたかという質問に対して、「普段考えな
いことをイメージしないといけないので頭が
こんがらがる」といった混乱したような意見
もあったが、「考える事は難しかったけれ
ど、ひとつのことが思いついたらスラスラと
出た」 
「今まで深く考えていなかったので、知らな
い事や不思議と思うこともあったり、友達の
意見などを聞いてなるほどと思う事もあった
ので、素材研究は大事だなと思った」 
「今回は木について研究していき、知っている
ようで知らなかった意外な特性や役割を果た



していることが分かり、なくてはならないも
のだと知った。他にも色々な素材であふれて
いて、まだまだ知らないことがたくさんある
ので、研究していくことで造形の引き出しが
広がっていくと感じた。」というような回答
があった。特に最後に紹介した回答に「引き
出し」という言葉があるが、これは決してコ
ピーできる引き出しではなく、自分の考え方
の引き出し、つまり目に見えない根っこの部
分を意味しているというところに価値がある
のではないだろうか。 
　また、素材研究を経て改めて造形教育にお
いて大切なことは何かという質問には、「自
分を表現して人生を豊かにしようとする力を
養う」 
「造形の面白さを知ってもらいたい。人の作
品を見て、自分とは違うものが出来るという
ことを知る」 
「感性を磨き、想像することの楽しさを知っ
てもらいたい。造形を通して色の美しさや、
線の自由さ、感触の面白さ、いろんなワクワ
クドキドキを味わうことで新鮮で刺激的な体
験をして欲しい。身近なことに興味を持ち、
自然や命、様々なことに感謝する気持ちを伝
えたい。なにか熱意を持って真剣に最後まで
やりきる達成感を育てたい。」 
というような回答が得られた。出来上がった
作品（結果）よりも、その過程の中に多くの
学びがあったのではないだろうか。 
　今回学生達には、ありふれた素材から見慣
れた作品を造るのではなく、自分たちの頭で
考え、新しい価値を見出すべく好奇心と疑問
を持って深く探究し、制作過程での苦難を乗
り越えて作品を造り、その過程を記録してプ
レゼンを行い人に共有し、また自身も他者か
ら学ぶといった、アートシンキングを通した
制作を体験をしてもらったが、初めのインプ
レッションとは打って変わって、自分達もでき
るんだという喜びと自信を持ってもらえたよ
うに思う。 
　今後の展開として、このような学習機会を
より魅力的な形で作るために、現在は３Dプリ
ンタを用いた教育について研究を行ってい

る。３Dプリンタの表現の可能性は元より、使
いこなすための知識や、制作のために様々な
分野の学習が必要になることから、これから
の教育に合ったツールになると確信してい
る。これについて、詳しくはまた別の論文で
述べることにする。 

おわりに 
　確かに今、自分で考えることが苦手な学生
が多いということは事実かもしれない。しか
し、彼、彼女らはスマートフォン等を通して、
圧倒的に多くの情報を取得することに慣れて
いる。これはデジタルネイティブ世代だからこ
そできることで、今後の人生を生きる上では
欠かせないスキルであることは間違いない。
情報は武器である。しかし、ただ単にあふれ
る情報の波に身を任せっきりにせず、その上
にアートシンキングを持ってもらいたいと考え
ている。つまり、目的を持って情報を集め、
主体的に取捨選択し、そうして選りすぐった
情報を元に何かを生み出す、または解決する
ことができる人材になって欲しいということ
だ。そして、そのようなスキルを効果的に身に
付けることができるのが、美術という”真の意
味での自由”を学べる教科だと考えている。　 
　人生において何が正解か、という問いに対
しての答えは、「人それぞれ」が答えだろ
う。それは、人は皆それぞれ違うからという
理由に他ならないが、日本というほぼ同じ文
化的背景しか持たない国では、長らくこうあ
るべきだという固定的観念があったことは否
めない。しかし、現代人の考え方は以前より
多様化し、もはやこれまでの物差しでは測り
得ない価値観を持っている人も数多く存在す
る。 



　そんな時代だからこそ、人は自分自身で物
事を判断する必要があるのだ。人生は選択の
連続である。自分にとって正しい選択をする
ために、アートシンキングは非常に役に立つ
スキルなのだ。 
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