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I. はじめに 

 本学の幼児教育科で 2014~2017 年度造

形指導演習の選択者 203 人中、描画や造形

が得意と答えた学生は 3 人であった。あと

の 200 人は絵心がない、不器用という苦手

意識が強く見られた。なぜ多数の学生が描

画や造形が苦手と感じているのか。原因と

して次のようなことが考えられる。 

1.イメージを表現出来ない。或いはイメー

ジそのものが出来ない。 

2. 他者に受け入れられるかどうかの不安

から表現することが苦手になった。或いは

他者に受け入れられなかったことがある。 

3.絵が得意な人と苦手な人には、才能とい

うよりも「視覚能力」に明らかな違いがあ

る。その能力は視覚能力を鍛える訓練によ

って習得可能であるとロンドン大学のレベ

ッカ・チェンバレン（Rebecca Chamberlain）

教授率いる研究チームが 2012 年に発表し

ている。 

保育における造形表現では、子どもの発

達過程で「見たものに触れる『身体感覚』に

よって育まれる。」1)得手不得手・上手下手

ではなく、子どもと共に表現を楽しむ造形

である。また子どもたちに寄り添い造形表

現をどのように援助をし、どのような活動

をしたら良いかを習得する必要がある。そ

のためには学生の造形表現に対する苦手意

識や先入観を改善し、まず学生が自由に表

現するためにはどのような授業が有効か実

践した。 

 

II. 方法 

 1) クレパスを 3 色選び、出来るだけきれ

いな円になるように形を整えながら描き各

色 3 つの円を塗る課題を出した。これは、

学生が幼児期に使ったことのあるクレパス

で落描き遊びをしたことを思い出し、他者

から評価されることを意識せず夢中で円を

ぐるぐる描き、塗りつぶすことが出来る。 

2) 絵の具を使っての描画は着色が上手

く出来なかったことや、混色の失敗から絵

の具嫌いが多いため、水彩画の特徴的な技

法のぼかし絵を取り入れた。この技法では

描くというよりも色の変化や発見を重視し

た。障子紙を A4 サイズに裁断し全体に水

を引く。水彩絵の具の赤、青、黄の 3 原色

に限定し、各色水と 2:1 の割合で混ぜる。

水を引いた障子紙の上に筆で色を落とすと

色が広がり、紙の上で新たな色が出来る。重

ねる色によって出来る色を発見し、混色の

組み合わせを知ることが出来る。 



鍛示加奈子 

 

3)新聞紙を大きく破いたり、捻じったり

して特長を理解し、新聞紙で服を制作する。

新聞紙は身近な廃材であり、画用紙と違っ

て躊躇せず破ることが出来る。また破る音

を言いながら破ることによって、心の開放

が感じられる。 

4)新聞紙を丸めて張りぼての立体制作を

する。丸めた新聞紙で形を作り半紙をちぎ

って貼る方法で張り子を制作する。平らな

紙から量感のある立体が出来ることが分か

る。表面をアクリル絵の具で着色する。ア

クリル絵の具はアクリル樹脂と色素から出

来ており、乾くと重ね塗りが安易に出来る

ため扱いやすい。また乾くと耐水性なので

ニスを使わなくて良いのが立体制作に向い

ている。 

 

III. 結果と考察 

1)入学して間もない授業では緊張感か

ら、何をするにも周囲が気になる。他者と

同じことが出来ているか確認しながらの作

業になり不安から思うように制作が出来な

い学生が見られる。そこで、クレパスを使

った描画を行った。各自好きな色を３色選

び、塗る行為がリラックスになり緊張感か

ら解放される。これは「色彩セラピーのベ

ースであり、セルフセラピーである」2）と

色彩心理研究家の末永蒼生氏が述べてい

る。3 色を選択して描いた作品が図 1,2 で

ある。2014~2017 年度に造形指導演習を

選択した学生が選んだ色のグラフが図 3,4

である。 

 

図 1.学生が描いた作品 1 

 

図 2.学生が描いた作品 2 

 

図 3.2014～2017 年度に学生が選択した色

の統計 
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2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 合計人数

黄色 20 22 22 37 101

オレンジ 15 24 23 24 86

ピンク 11 25 17 27 80

水色 12 22 14 21 69

黄緑 12 11 22 19 64

青 11 9 16 26 62

赤 5 14 12 24 55

紫 0 5 12 14 31

黒 3 0 1 3 7

図 4.2014～2017 年度に学生が選択した色

の統計数 

 

全体的に黄色を選んだ学生が多く、オレン

ジ、ピンク、水色といった明度の高いクレパ

スを選択した学生が多く見られた。「色彩嗜

好は年齢や環境によって変化するが、好む

色で基本的な性格が分かる」3）と野村 順

一氏が述べている。学生が選択した色の基

本的性格が図 5 である。 

黄色

オレンジ

ピンク
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黄緑

青
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紫

黒 人を動かす才覚があり力強い。

感性に優れて自制心がある。

関心事ににたいして内向せず敢然と向かっていく。

文化的志向があり、一般的に感性が優れている。

表情に富んでキラキラしている。人々に暖かさを与える。

元気。どんな人にも寄り添っていくユニークな能力を持つ。

愛情、感情にかけて細やか。よく気配りをする。

自分の気持ちを大切にして自由に表現する。

知覚力抜群。

図 5.好む色で分かる基本的性格 3） 

 

このように選択者が多かった 4 色の好む色

から見る基本的な性格から共通しているの

は外交的で明るい性格が多く見られる。授

業開始時よりも描き進めていくにつれて、

学生の表情が明るくなり学生同士でコミュ

ニケーションを取るようになった。また同

じ机に座っている中で、好きな色の理由を

話しお互いを理解しようとしている様子が

見られた。幼児期以来使うことがなかった

クレパスの描画は、子どもの時の描く楽し

さを思い出し、躊躇する学生は見られなか

った。 

2)水彩画の技法であるぼかし絵は紙の上

で色が混ざり合い、色の濃淡によって 1 つ

の世界が出来てくる。絵の具を紙の上に落

とした瞬間に変化が見られるので、学生は

絵を描くというより実験のように次々と絵

の具を落とし変化を楽しんで表現出来てい

た。具体物を描かないことによって、心が開

放され色を楽しむことが出来る。ぼかし絵

の前に三原色全てを混色すると濁った色が

出来ることを学習した上で行ったので、色

の組み合わせが工夫された。各自 5 枚のぼ

かし絵を制作し、絵の具の量や始めに引く

水の量によって色の混ざり方が違い印象も

違うことを学生同士で発見出来た。 

 

図 6.学生の作品 

 

図 6.の一部拡大 
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3)新聞紙を使った授業で各学生に 1 日分

の新聞紙を用意し、広げた新聞紙を大胆に

大きく破る行為を繰り返す。子どもも大人

も大きく破る行為と破る音によってストレ

ス発散になる。何度も繰り返すうちに大き

な動作が楽しくなってくる。新聞紙 1 面を

使って誰が 1 番細長く破れるかゲームをし

た。新聞紙には紙目があり、「機械で製造さ

れた紙の場合には、繊維は方向性を持って

います。裂いたり、折ったりしたときに、ス

ムーズに切れ、しわがよらずに折れる方向

が繊維の方向です。」7）その特性に早く気づ

いた学生は自分の身長より長く破ることが

出来た。友達と新聞紙の引っ張りっこをし

て、どのようにしたら強くなるか工夫する

学生も見られた。新聞紙の特長を知り慣れ

てから、新聞紙で作る服の制作へ展開した。

新聞紙をくしゃくしゃに丸めて広げると柔

らかくなり体に沿うようになることが分か

ったり、ボリュームが出るように重ねて制

作したりそれぞれが工夫して制作していた。

身近な素材で全身を使って表現出来る所が

躊躇せず個々の表現に役立った。また友達

の制作の援助をしあい、お互いの新聞紙の

服を褒めあう様子が見られた。 

 

図 7 新聞紙を縦方向に破いた場合。ス

ムーズに破れる。 

 

図 8 新聞紙を横に破いた場合。思わぬ方

向に破れる。 

 

4)新聞紙を使った張り子の授業を行った。

テーマは「動物」で新聞紙を丸めて形を作

る。伝統的な張り子の製法では、粘土で作っ

た型に和紙を張り付けて成形するが、授業

では完成をイメージしやすい新聞紙を丸め

て形を作る方法を用いた。4 本足で立つ動

物の足には、トイレットペーパーの芯やダ

ンボールを丸めて芯に使う。座った動物は

ベースにダンボールを円筒に丸め、中に新

聞紙を詰めて補強する。図 9 が４本足で立

つ動物の張り子の説明である。 

  

図 9 新聞紙で作る張り子 
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新聞紙で作った土台の顔、足、胴体、尻尾

の接着部分に、小さめの新聞紙を薄めた洗

濯のりを使って貼る。接着部分が見えなく

なるまで貼ったら、半紙を新聞紙が見えな

くなるように糊液で貼りしっかり乾燥させ

る。完全に乾いたらアクリル絵の具で着色

する。アクリル絵の具で着色することによ

って強化される。 

 

図 10 2017 年度学生作品 

 

立体制作のため、正面だけでなく側面、背

面、底面に着目しながら制作するため根気

のいる作業ではあるが、成形が出来るとス

ムーズに制作出来た。完成作品は作品展に

展示し、学生は他者の視点に刺激を受けた。 

 

IV. おわりに 

 学生の造形に対する苦手意識を改善する

べく、子ども心を取り戻す体験を主体とし

た授業を行った。幼少期は誰もがお絵かき

をし、工作をしてきた。苦手意識が芽生えた

のは、自由に表現することが楽しいと思え

なくなったり、他の表現方法が得意になっ

たり絵や造形で表現する機会が減少したと

考えられる。 

自分の作品を見て、達成感に満ちている

学生や友達に見せている学生は生き生きと

している。他者の表現を受け入れ、他者から

自身の表現を受け入れられた時の喜びや共

感しあうことによって苦手意識が改善され

るように見えた。「自分の気持ちを率直に無

理なく表現しつつ他者の表現も受け入れる

という態度は保育者の専門性の一つ」1）と

述べられているように、子どもたちに寄り

添い共に楽しむことが出来る保育者を目指

して欲しい。 

学生の授業評価アンケート自由記述に、

いくつかの回答が次のように記されてい

た。 

1.作るのが苦手でしたが楽しく出来まし

た。 

2.楽しかったです。でも、ときどき説明が

分かりにくい時があった。 

3.私は、作ることが苦手ですが、少しは興

味が持てたと思います。 

このアンケートで授業内容の説明の仕方や、

理解しやすい進め方も苦手意識の改善に繋

がることが分かった。2.の説明が分かりに

くい点では、各 5 色選択すると説明した際

の「各」が理解出来ない学生や、山折り谷折

りの理解が出来ない学生が見られた。また

サンプルを作ると、サンプルと同じものを

作ろうとする学生が見られた。今後は完成

したサンプルではなく中途工程を用いての

説明や造形的基礎力と材料用具に関する知

識を習得し、豊かな表現が出来る授業を探

究していく。 
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