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「InSEA（国際美術教育学会）世界大会 2008 in 大阪」参加の報告 
Participation Report of "InSEA World Congress 2008 in Osaka,Japan" 

 
中原 直人 1) 

 

抄 録 

 本稿は 2008 年 8 月に大阪で開催された国際美術教育学会（InSEA=International Society for Education 

through Art）世界大会、およびこれを記念して開催された全国図画工作・美術教育研究大会についての報告で

ある。 
 
キーワード：美術教育 InSEA 造形あそび 

 

Ⅰ．序文 

はじめに 

 2008 年 8 月 5 日から 9 日の 3 日間、大阪国際交

流 セ ン タ ー に お い て 国 際 美 術 教 育 学 会

（ InSEA=International Society for Education 

through Art、以後 InSEA と呼ぶ）世界大会が開催

された。また、これを記念する全国図画工作・美術

教育研究大会が 8 月 3 日から 5 日の 3 日間、たかつ

ガーデン（大阪府教育会館）および大阪教育大学付

属幼稚園、小学校、中学校で開催された。InSEA 関

連会議としては、1965 年以来およそ 40 年ぶりの日

本開催となる。世界大会が日本で開催されることは

貴重であり、個人的にも美術教育について真剣に考

え始めたところであったため、直前に開催される全

国図画工作・美術教育研究大会と合わせて参加した。 

 本稿では、これらの大会について報告する。 

 第 1 章・第 1 節では、全国図画工作・美術教育研

究大会の参加報告として、新しい学習指導要領につ

いての講演と、フィンランドの教員養成についての

講演を紹介する。 

 第 1 章・第 2 節では、InSEA 世界大会において

特に感銘を受けた発表 3 本を紹介する。 

 第 2 章では、聴講した発表や講演の概要を紹介す

る。 

 終章では、まとめと今後の課題について述べる。 

 

InSEA とは 

 InSEA は、1954 年、ユネスコ美術教育セミナー

を受けて設立された学術団体である。名称はハーバ

ート・リードの言葉「美術による教育」からとられ

ている。その目的は、美術を通して創造的な表現と

鑑賞の教育を促進し、国際理解を深めることである。

InSEA は 3 年ごとの世界会議、および毎年の世界地

区会議によって、美術教育の国際交流の場を提供し

ている。 

 

第 32 回 InSEA 世界大会 2008 in 大阪 

「Mind + Media + Heritage（こころ・メディア・

伝統）」 

共催：日本美術教育連合(InSEA Japan) 

   美術科教育学会 

   日本美術教育学会 

   全国造形教育連盟 

   日本教育美術連盟 

会期：8 月 5 日〜9 日 

会場：大阪国際交流センター 

 

InSEA 世界大会記念 全国図画工作・美術教育研究

大会 in 大阪 

「こころの歓びを広げる美術教育のこれから 

変えるもの・変えざるもの・教育原理の再構築へ」 

共催：第 61 回全国造形教育研究大会 

   第 59 回造形表現・図画工作・美術教育 

 研究全国大会 

   2008 年大阪美術教育振興協議会研究大会 

   2008 年全大阪造形教育連盟研究大会 

会期：8 月 3 日〜5 日 

会場：3 日 たかつガーデン（大阪府教育会館） 

   ４、５日 大阪教育大学付属幼稚園、 

   小学校、中学校 
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Ⅱ．第 1 章 

第 1 節 

全国図画工作・美術教育研究大会に参加して 

 この研究大会はその名称が示す通り、今回の

InSEA 世界大会を記念して開催された、国内の美術

教育に従事する教員たちの研究大会である。国内に

存在するいくつかの美術教育関連団体の共催によ

って、300 名近い参加者があったという。基調講演

と、学校の種類に分かれて行う分科会が企画され

た。 

 

1)基調講演 

奥村高明（文部科学省教科調査官） 

「新学習指導要領の図画工作科、美術科教育が目

指すもの」 

 

 2008 年 3 月、学習指導要領が 10 年ぶりに改正

された。なかでも改正に大きく関与した奥村高明

教科調査官の講演について紹介する。 

 今回、図画工作、美術においては平成元年板と

基本を同じくし、内容を整理した程度だという。 

 ここで奥村が強調したのは、美術は「感性」の

育成を担う教科であるという点である。作品作り

を目的とするのではなく、作品作りを通じて子ど

もたちの感性を育てるということである。そし

て、感性を育むためのキーワードとして、「日常

性」「身体性」「文化」「関係性」の 4 つを挙げ

た。日常性とは、美術の授業でなくとも、子ども

たちは自らの感性に従って表現していることを

認めること。例えば、きれいな石を拾って集める

といったことである。身体性とは、自らの手で、

物質の抵抗を感じながら作業するといった意味

である。文化とは、子どもたちの育った文化によ

って、同じものでも全く違うように感じるといっ

たことである。ここで奥村は、白色は九州人にと

って暑い夏の雲の色であるが、東北人にとっては

冷たい冬の雪の色であるとの例を示した。関係性

とは、作品制作も、鑑賞も一人で行うものではな

く、必ず他者との関係があるということである。 

 学習指導要領改正のタイミングもあって、奥村

はこの後の InSEA においても同様の講演、発表

を行っていた。その中で彼は、「この視覚文化社

会において、子ども自身が「イメージの担い手」

として生きる」ための美術であると、繰り返して

いた。 

 

2)実践研究発表・研究討議 

講演：工作・工芸発祥の地（フィンランド）の教

員養成から学ぶ 

三根和浪（広島大学） 

 フィンランドは、PISA（OECD 生徒の学習到

達度調査）で高得点を記録したことから、教育力

世界一といわれている。そのフィンランドが目指

している教育は、日本では評価の低い「ゆとり教

育」によく似ている。では、学力低下が叫ばれる

日本の教育と、フィンランドの教育の違いはどこ

にあるのか。フィンランドの教員養成過程の報告

を通じて、その違いを考察した。 

 フィンランドは国家として教育に力を入れて

おり、完全に平等な教育機会を保証している。地

域差、性差、貧富の差、民族の違いなどで教育に

差があってはならないとして、授業料、給食費、

文房具代、さらには通学にかかる交通費まで全て

無料である。クラスは少人数（制度ではなく、実

際に子どもの数が少ない）であり、学年の違う生

徒が一つの教室で学ぶこともあるという。能力別

クラスは落ちこぼれを生むシステムであるとし

て導入されておらず、様々な人がぶつかりあいな

がら学ぶことが期待されている。 

 また、フィンランドでは「教員は国民のろうそ

く」（身を燃やして足元を照らす）と言われ、非

常に高度な専門職とされているという。尊敬され

る職業であり、子どもの将来なりたい仕事ランキ

ングで上位だという。 

 大学の教員養成過程では、メンバーを固定した

数人のグループで授業を受ける。課題は学生が互

いに教えあい、語り合って工夫しながら作業する

よう考えられている。例えば、工作の実習でドリ

ルの使い方を教える場合、教授はある一つのグル

ープにだけ指導する。ドリルの使い方を学んだグ

ループが別のグループに伝えていくことで、より

理解を深めることができるという。このように、

教員養成においても、すぐに役立つ技能を教える

のではなく、学びのプロセスを重視している。そ

れによって不確実な状況下でも、辛抱強く取り組

める人を育てるのだという。また、フィンランド

では修士以上でなくては教員になれない。さら

に、一度社会にでて職業体験がある人が歓迎され

るなど、様々な力を持った人物を積極的に求めて

いる。 

 このように、教育機会の平等、高い資質を有す

る者が教育に携わるという理想と、それを実現化
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する教員養成カリキュラム、実際に教員が生徒や

家庭から尊敬を集めていること、そして、教員が

これを誇りに思いつつ指導を行うことが、フィン

ランドを教育力世界一にしたというのである。 

 

第 2 節 

「第 32 回 InSEA 世界大会」に参加して 

 5 日間で合計 21 本もの発表を聴講することがで

きた。参加してまず感じたことは、参加者つまり世

界中の美術の教員が、美術の持つ力を強く信じてい

ることである。また、教育学研究者の参加が多く、

美術実技畑の教員の参加が少ないような印象を覚

えた。 

 さて、これらの中でも、私にとって新しい考え方

を提示してくれ、非常にエキサイティングだった発

表として、次の 3 本を挙げる。 

 

1) Children's Mind and Society - Tradition and 

Innovation in Visual Culture 

 

 Children's Mind and Society では、マンガやゲー

ムなどのサブカルチャーが子どもたちに与える影

響を非常にポジティブに扱っている。これらサブカ

ルチャーの影響を受けた子どもたちが、どれほど豊

かな創造性を幼いうちから発揮するか、そしてコミ

ュニティの中でどれほど自信をつけ、高度な表現活

動に結びつけているかを、四人の講演者が熱く語っ

てくれた。 

 Wilson は、大阪の 5 歳の子どもの 90%が、独自

の物語を組み立てる力を持っていると示した。日本

の子どもたちがマンガの影響を強く受けているか

らこその数値だという。エジプト・カイロで調査を

行ったところ、12 歳の子どもで同様の力を持つの

は、調査対象の 50%程度だったという。幼いうちか

ら人物、役割、シチュエーションを Multipul に扱

うこの能力を東洋の神秘のように捉える Wilson

は、さらに、マンガによって鍛えられる新たな認知

能力の可能性にまで言及した。 

 少女マンガのもつ繊細な人間表現に感銘を受け

た徳は、全米を巡回する展覧会を企画し、日本に凱

旋したことについて報告した。この展覧会は 8 月 31

日まで、京都国際マンガミュージアムで開催され

た。 

 Marjorie はマンガのコピーから始まる表現の発

達段階と、ファンダム（ファンのコミュニティ）の

中で子どもたちが得る人間関係、およびその関係が

子どもたちに与える自信とについて発表した。 

 Kevin は、これらの発達段階をローウェンフェル

ドやアイスナーの例を引いて説明しつつ、フロイト

的無意識下での表現の可能性について論じた。 

 

2) Human Development in Artistic Activity - 

Through an International Comparison Study of 

Playful Art Study 

 

 Human Development in Artistic Activity では、

学校美術はどうあるべきかについて、「造形あそび」

と、ドイツの例とを比較しながら考察した。ここで

は、「教える」教育から「学ぶ」教育への転換を示

す例として、Urleß が行った Fun-Base な授業「屋

根裏プロジェクト」について説明する。 

 

＠屋根裏プロジェクト（10 週間） 

 

◇前段階（屋根裏のイメージ） 

1. 自宅の屋根裏部屋を探検し、なにか一つのモ

ノを持ってこさせる。 

2. そのモノについて語り合いつつ、屋根裏部屋

のイメージを固めていく。 

 

◇準備（屋根裏探検） 

3. 校舎の屋根裏部屋を探検し、中にあるモノを

発見・発掘していく。 

今回発見されたモノ 

1 世紀前の落書き、 

旧東ドイツ時代の教育庁が設置した看板「東

ドイツ政府は教育の機会を与える」 

4. 子どもたちは旧東ドイツのことを知らない年

齢のため、家族に話を聞いてくるという宿題を出

す。 

 

◇企画（アイデアスケッチ・情報の整理） 

5. 屋根裏部屋についてのスケッチ 灰やホコリ

を画材に。 

6. 収集と分類 屋根裏部屋で発見したモノをラ

ベリングし、分類整理する。 

 

◇作品制作 

7. いくつかのグループに分かれて作品制作 

1)ゴミの工場 

 ガラクタから想像した作品。ガラクタを組み

合わせて工場の模型を作る。工場はゴミから電
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気を作り出すエコ工場で…とイマジネーショ

ンをふくらませていく。 

2)過去の遺物博物館 

 ラベリングから発展した作品。ガラスケース

に発掘物を並べ、解説を付けていく。機械の部

品をバイキングのナイフに見立てたり、ロープ

を巨人のデンタルフロスに見立てたりしてい

る。 

3)魔法の家 

 Mixed Media による作品。実際に中に入れる

ほど大きな家の模型を作る。家には魔法の部屋

があって…といった物語が背景にある。 

4)正しい国境 

 東西ドイツの歴史から想像したインスタレ

ーション作品。大量にあった屋根瓦を組み合わ

せて、屋根裏部屋を二つに仕切る国境線を作

る。国境は正しい心を持った人なら自由に行き

来できるという、国境についての新しい考え方

を提示している。 

 

◇鑑賞とプレゼンテーション（作品発表と振り返

り） 

8. 作品についてのレポート提出。 

9. 作品展示、プレゼンテーション。それぞれが

責任を持って展示、管理を行う。 

 

 このプロジェクトでは、教師は子どもたちの想像

力を引き出すきっかけでしかない。ここでは作品を

作りながらも、作品作りを目的としていない。子ど

もたちはドキドキワクワクしながら歴史を知り、未

来を考え、創造性を発揮している。美術を通して、

総合的に学んでいるのだ。 

 屋根裏プロジェクトは長い期間を要するプロジ

ェクトであり、全く同じ授業を行うことは、日本の

現場を考えると絶望的に不可能である。しかし、こ

のプロジェクトは自由であり、創造的であり、総合

的な学びである。コンテスト重視、技術偏重に陥っ

た教師の「目覚まし」であり、「造形あそび」の究

極形と呼べるだろう。 

 

 

3)身体・メディアからみた特別支援教育 

 

 身体・メディアからみた特別支援教育では、いく

つかの実際に行われたプロジェクトの紹介があっ

た。 

 茂木は、肢体不自由の子どもたちのわずかな動き

を音や光に変換する装置を使って子どもの身体感

覚を拡張し、自らの行動で世界が動くことの驚きを

体感するワークショップについて報告した。 

 全盲の画家光島貴之を招待し、その作品を「指先

で」鑑賞するワークショップも行われた。この作品

によって、光島は、「盲人が街を歩く時に感じるの

は不安だけではない。ワクワクする冒険感覚もある

んだということを知ってもらいたい」という。 

 古川は音の出るパソコンソフト「Small Fish」を

開発した。自分の操作で、思いがけないことが起き

る楽しさを知ってほしいという。 

 苅宿は、これらの Media Art を利用した特別支援

教育について、 

「正しい答えはどこか自分の外にあって、それを見

つけることが勉強だという勘違いに気付いてほし

い。好きな色を尋ねられたとき、何色を応えても間

違いではないように、子どもたちには自分の中の答

えを見つけ出す力を養ってほしい」とまとめてい

る。 

 また、教員に対しては、「教える」と「学ぶ」の

違いに気付かないと、教師の立ち位置を見失うこと

になるという。教師が「教えられる」と勘違いすれ

ば、生徒は「教えてもらえれば、何でもできる」と

誤解する、と。同じ場所から、同じものを見て、一

緒に考えるという視点を持ってほしい、とも。 

 苅宿が対象としているのは、障害者とか健常者と

いった区分を越えた「子どもたち」である。講演の

中で茂木は、障害児を「欠けた人間」ではなく、（ち

ょっと手間はかかるが）ごく普通の人間と述べてい

る。ある作品や課題を楽しいと思う心に、障害者と

健常者の違いはないからである。 

 質疑応答の場で挙がった「具体的にはどうすれば

よいのか」という現役中学教師の質問に対して、光

島は、学校の先生はなんでもマニュアル化しようと

するから嫌いだと言い放った。教員には、生徒一人

ひとりの違いを考えながら、臨機応変に対応できる

力が必要だということである。 

 特別支援教育をテーマに掲げつつも、全ての子ど

もたちを対象とした奥深い発表であった。Art 

Education for All （みんなのための美術教育）は、

障害児のためとか、健常者のためといった区別はな

く、みんなのためのものなのである。 

Ⅲ．第 2 章 

聴講した発表・講演の概要 
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 第 1 章で述べたもの以外の発表・講演について、

簡単に記す。 

 

8 月 4 日（全国図画工作・美術教育研究大会） 

新学習指導要領の図画工作科、美術科教育が目指

すもの 

奥村高明 文部科学省教科調査官 

 概要：既述（第 1 章第 1 節-1） 

 

テーマシンポジウム 

（小学校以上・幼児教育のシンポジウムは別会

場） 

松山 明 大阪市立高津中学校長 

坂本 宏 大阪市立千本小学校長 

南 晃二 大阪市教育委員会指導部 

三井知行 大阪市立近代美術館準備室学芸員 

老松法光 京都市立洛風中学校 

岡田陽子 大阪府南河内郡河南町立石川小学校 

 概要：新学習指導要領を受けて、それぞれの

立場と経験から美術教育の展望を語った。 

 

工作・工芸教育発祥の国のクラフト科教員養成

から学ぶこと 

三根和浪 広島大学 

 概要：既述（第 1 章第 1 節-2） 

 

保育者養成過程におけるマルチカメラを活用し

た造形実践の取り組み 〜造形あそびの保育案

作成とその実践から〜 

平野真紀 常磐会短期大学 

 概要：教室内に設置した数台のビデオカメラ

で授業を録画し、客観的に振り返ることができ

るシステムの報告。こういった場合、授業をビ

デオ録画すること自体は難しくない。しかし、

その後の編集作業は実時間の数倍の時間がか

かり、非常に煩雑である。そこで、常磐会短大

では、一つのモニタで複数の画像を同時に表

示、編集できるシステムを開発した。このシス

テムを使用することで、子どもの目線から見た

教員の動きを知ることができると同時に、子ど

もたちの反応も見ることができる。保育実習に

使用した例では、学生自身が自分の行動を考え

ながら振り返ることができるため、非常に効果

があったという。 

 

8 月 5 日／午前（全国図画工作・美術教育研究大会） 

校種別・美術教育実践交流会 短期大学・大学 

教員養成過程 各大学の情報交換、課題と展望等

意見交流 

 概要：参加者は保育者養成課程のある短大

や、大学教育学部の教員がほとんどであった。

教員・保育者養成に関する制度が抱える問題

点の報告、卒業後の職場定着率の悪さや、美術

＝お絵描きという短絡的な無理解への不満な

ど、様々な意見が述べられた。 

 

8 月 5 日／午後（InSEA） 

The End of Child Art and the Emergence of 

Adult/Kid Collaborative Conjunctions in Three 

Pedegogical Sites 

（児童芸術の終焉とアダルトキッドの出現） 

Brent Wilson U.S.A 

 概要：近代以来、子どもの創り出す作品はす

べからく独創的であり、個性的であるとされて

きた。これに対し、Wilson は疑問を投げかけ

る。学校美術においては、教員や生徒同士の関

係、教科書の内容、文化的背景が作品に強く影

響を及ぼしているのではないか？効果的な視

覚文化教育が行われている場所は、もしかした

ら学外にあるのではないか？本当の意味での

子どもたちの手による芸術とは？こういった

疑問についての考察が述べられた。 

 

New Roles and Missions of Museums 

（美術館の新しい役割と使命） 

林 曼麗 台湾 

 概要：美術館の持つ役割は、文化的な遺物や

工芸品が並ぶ美術信奉者のための宗教施設か

ら、人類が蓄積してきた知識を伝える教育機関

へと変化してきている。大衆の教育機関として

の役割を果たすためには、まず一般の人々に来

館してもらわなくてはならない。そこで、台湾

故宮博物院が行ってきた、現代のニーズを意識

した美術館広報活動について報告した。 

 

イメージと感性をひらく身体的アプローチの探

求 

山田 一美 日本 

 概要：造形活動に入る前に軽いエクササイズ

を取り入れることで、教員と生徒たちの間にリ

ラックスした関係を作り出せるのではないか

との考えから、身体活動を取り入れた実践をお
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こなっているプロジェクト等の聞き取り調査

を通じて、感覚、感性についての考察が述べら

れた。 

 

Comparisons of Ideas (Purposes and Content) 

of Art Appreciation in Art Education in Itary 

and Japan 

（イタリアと日本の美術鑑賞についての考え方

（目標および内容）の比較） 

和田 咲子 Italy 

 概要：イタリアと日本の高校生を対象とし

て、美術鑑賞に対する考え方を調査したアンケ

ートの報告を行った。 

 

8 月 6 日 

Significance of Kan-Sei (Aethesia) and 

Cognition for Art Education 

（美術教育における感性の問題） 

Arthur D. Efland U.S.A 

Kevin Tavin U.S.A 

奥村高明 日本 

池内慈郎 日本 

 概要：「知性と感性は対立する概念か」をテ

ーマに四人が発表を行った（Efland は欠席のた

め Kevin が代行して発表）。Efland は認知＝

メタファー＝脳＝心であるとしたうえで、想像

力を発揮する心、すなわち芸術が、人間性や科

学、歴史、社会といった別の領域と融合してい

くことを示した。 

 Kevin は Efland へのレスポンスとして、想

像力の光を当てることによって、心の影すなわ

ちフロイトのいう無意識があぶり出されると

した。Kevin は美術教育を、子どもたちが「意

図しない知識」や「未知の知識」、「真実は語

り尽くせないもの」といったことに気付くため

のプロセスとして捉えているようである。我々

は全てを知っている訳ではない。結論と思った

時には取りこぼしているものがあるのだと繰

り返し述べていた。 

 奥村は、第 1 章でも書いたように、新しい学

習指導要領に「感性」を盛り込んだ意味につい

て述べた。 

 池内はアフォーダンスと異なる認知システ

ムとして、多元的知能理論（Theory of Multiple 

Intelligences）を挙げ、美術においてもキーコ

ンピテンシー（鍵となる能力）を明らかにする

必要があることを主張した。 

 

Children's Mind and Society - Tradition and 

Innovation in Visual Culture 

（子どもの思考と社会 ービジュアル・カルチ

ャーにおける伝統と革新性） 

徳雅美 U.S.A 

Brent Wilson U.S.A 

Marjorie cohee Manifold U.S.A 

Kevin Tavin U.S.A 

 概要：既述（第 1 章第 2 節-1） 

 

鑑賞教育・美術館教育の研究プロジェクト 

一条彰子 日本 

谷口幹也・相田隆司 日本 

不動美里 日本 

 概要：美術館を、学校とも家庭とも違う第三

の教育の場として捉えながら、現在、美術館で

展開されている鑑賞教育とその今後について

報告した。 

 一条は国立美術館五館が共同で行った「美術

館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者

研修」についての報告を行った。この研修は、

学校と美術館の連携は今後ますます盛んにな

っていくとの観点から、個々の美術館の経験な

どを共有するための結節点と位置づけられて

いる。また、鑑賞教育に利用できるよう開発さ

れた「アートカード」についての報告も行われ

た。 

 谷口、相田は SoVA（Seeds of Visual Art=

美術の種）プロジェクトについて報告した。美

術館やアートフォーラムが日本の教育課題に

どう対応してきたか、そこに教師はどう関係し

てきたかを、いくつかの実例を挙げながらの報

告であった。固定された価値を伝達するだけだ

った鑑賞教育から脱却して、鑑賞者がそれぞれ

の価値を生み出す経験を重視すべきではない

かとの提言を述べた。 

 不動は、金沢 21 世紀美術館を 2000 株の朝顔

で覆い尽くした日比野克彦の＜明後日朝顔プ

ロジェクト 21＞の報告を中心に、美術館の機能

の一つである教育普及の新しい面を提示した。

質疑応答では、なぜこれがアートなのかという

質問があり、明後日朝顔のように鑑賞者を巻き

込んで発展していく、いわば未完成・未評価の

作品を美術館で扱うことの困難さを見せつけ



山野研究紀要 第 16号 2008                                                                      74 
 

られた。不動はここで、日比野の次のような言

葉を引用して答えた。「種を植えてから芽が出

て、葉が出るまでの時間を考えることはアート

でしかできない」（種を植えてから芽が出るま

での、ワクワクしながら待っているあの時間

は、理科ではなく、美術でしか学べないだろう

ということ） 

 

千葉アートネットワーク・プロジェクト：千葉発

アートの可能性 

大島賢一 日本 

 概要：千葉大などが行ってきた、商店街を活

気づける町おこしとしてのアートプロジェク

トについての報告。 

 

芸術専門学校生に対する美術を用いた哲学教育 

上野哲 日本 

 概要：哲学に興味を抱かせるきっかけとし

て、学生たちに協同作品制作を行わせた授業実

践の報告。この方法により、学生たちに、コミ

ュニケーションにつきまとう誤解に気付かせ、

既存の価値観を疑う視点を持たせることがで

きたという。 

 

8 月 7 日 

「アーティストが学校に」：アーティストとの連

携による造形活動の実践 

荒川洋子 日本 

 概要：画家や工芸家、デザイナーなどを招い

て行われた授業例を基に、アーティストを招く

意義、生徒に与える影響、地元アーティストと

学校および美術館の連携などについての考察

を述べた。 

 

日本美術教材 10 選 

山田芳明 日本 

相田隆司 日本 

 概要：日本で現在活用されている美術教育の

題材から、「身体や感覚の全体性」「思春期の

心と題材」「自然との関わりとその変容」「多

忙な教師と題材」「絵とイマジネーション」「学

校外ー活動の広がりと題材例ー」の 6 テーマに

沿って 10 の題材を選び出した。ここでは、特

に美術と教育、子どもの 3 つの相の関係性を重

視していた。子どもたちに上手な絵を描かせた

いとの思いから開発されている、○○式描画法

といった指導法についての問題点についても

述べられていた。 

 

Interpreting Art through Metaphors 

（メタファーを通した美術の解釈） 

Michael Parsons U.S.A 

 概要：美術作品に隠されたメタファーを読み

解きながら、認知のシステムについて解説し

た。また、作品に描かれたメタファーを読み解

くためには文化的共通項が必要なこと、言葉の

メタファーとヴィジュアルのメタファーには

主題の扱いにおいて異なる点があるというこ

と、ヴィジュアルのメタファーには複数の主題

を混在させることができることなどについて

説明した。 

 

Human Development in Artistic Activity - 

Through an International Comparison Study of 

Playful Art Study 

（芸術における人間形成 ー「造形あそび」に関

する国際比較の視点も交えて） 

宇田秀士 日本 

Urlaß, Mario Germany 

長田謙一 日本 

 概要：既述（第 1 章第 2 節-2） 

 

 

8 月 8 日 

Creativity and Innovation? Changes in School 

Art and Design Education in the United 

Kingdom 

（創造性とイノベーション？ 英国の公教育に

おける美術・デザイン教育の変貌） 

Rachel Mason U.K 

佐藤真帆 U.K／日本 

John Steers U.K 

Glen Coutts U.K 

 概要：Steers は、イギリスのデザイン教育の

歴史について述べるなかで、デザインの概念を

教えることの困難さを伝えるとともに、トニー

・ブレア以降、国策としてデザイン教育を充実

させる動きが出ていることを示した。デザイン

の持つ文化的な創造性を高めることが、そのま

ま経済発展につながることを考慮してのこと

である。 

 Coutts は、スコットランドのデザイン教育の
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30 年間を振り返りながら、表現力と同様に、批

評力、問題解決能力を養うことがデザイン教育

の目的であることを述べた。また、メディアが

多様化するにつれアートとレジャー、教育の境

目が曖昧になってきている現状に警鐘を鳴ら

した。 

 Mason と佐藤は、1990 年代以降のイギリス

の美術教育課程で削られてしまった工芸（クラ

フト）教育について、日本との比較を交えつつ

語った。ここで Mason は修練を通じて身に付

く技術は、「徒弟制度」や「手作り」をイメー

ジさせる古臭いものではなく、クリエイティビ

ティのためのテクニックであることを強調し

た。 

 

Intercultural art education - towards 

understanding local and global cultural 

differences 

（美術教育の国際文化交流＝地域と世界の文化

をよりよく理解するために） 

Martina Paatela-Nieminen Finland 

 概要：美術を柱とした総合学習による異文化

コミュニケーションの可能性について述べた

ものと理解している。非常に難解な発表だっ

た。 

 

 

身体・メディアからみた特別支援教育 

茂木一司 日本 

苅宿俊文 日本 

光島貴之 日本 

古川聖 日本 

 概要：既述（第 1 章第 2 節-3） 

 

An Investigation into the Relationship between 

Design Thinking and Skilled Knowledge in 

Craft Education 

（ものづくりにおけるデザイン的思考と熟練の

知識の関係） 

佐藤真帆 U.K／日本 

 概要：日本とイギリスの工芸教育の背景を調

査、比較した。 

 

8 月 9 日 

Signs and Symbols: Teaching about the 

Cultural Significance of Body Modification 

（サインとシンボル：身体改造の文化的意味の教

示） 

Blair Lorrie Canada 

 概要：ピアス、タトゥ、ブランディング（焼

印）などの身体改造の実例を挙げながら、その

背景にある文化的意味を探った。特にアンダー

グラウンドな文化であったタトゥが広告等に

受け入れられていく様子や、タトゥに対する各

国の文化的、思想的状況等について報告した。 

 

Past Presidents talk about InSEA's Future 

Role in Art Education in the World 

（InSEA の歴史と芸術教育の展望） 

Ana Mae Barbosa Brazil 

John Steers U.K 

Kit Grauer Canada 

Diederik Schonau The Netherlands 

Doulas G, Boughton U.S.A 

Ann Cheng Shiang Kuo Taiwan 

 概要：InSEA について、歴代の責任者が講演

を行った。Barbosa は、ブラジルの貧しい地域

で家を飾るのに使われていた幾何学文様を、デ

ザインや歴史といった教育と結びつけるため

に行ったワークショップについて報告した。

Steers は InSEA の意義を「美術教育のロード

マップを各国に提言すること」と表現した。そ

れぞれの講演のあと、責任者たちは、全世界的

に美術を縮小しようという動きがあるなかで、

「アートは正常な人間になるために必要なこ

と」（ハーバート・リードの言葉）とし、「よ

りよく生きることを学ぶため」の活動を続けて

いこうと呼びかけた。 

 

マンガの発達過程 

小泉卓 日本 

 概要：平成 10 年度の学習指導要領改正に伴

い、教科書にマンガが取り入れられるようにな

った。これを受けて、子どもの描くマンガがど

う発達していくかを、二人の対象者の過去にさ

かのぼって分析した研究。絵画と同様に、子ど

もの主観と客観が分化、統合されていくにつ

れ、作品表現も模写からオリジナリティのある

ものへと発達していくのが見て取れたという。

このほか、小学校 4 年生からマンガ絵と写実的

な絵を使い分ける社会的な能力が育ってくる

ことなどを報告した。 
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視覚に障害のある子供たちとの造形活動 

加藤可奈衛 日本 

 概要：子どもたちの喜ぶ顔を見よう、視覚障

害を持つ子どもたちの心を開こう、その家族を

サポートしようという三つの目的から始まっ

たライト・オン・デザイン・プロジェクトの

活動を振り返る。2007 年度の報告として、粘

土遊び、石膏遊び、迷路遊びなどのワークショ

ップの様子が伝えられた。ものづくりのテクニ

ック以前に、素材に触れて感じることが、子ど

もたちにどのような影響を与えてきたか、それ

がスタッフにどうフィードバックされてきた

かについて報告があった。 

Ⅳ．終章 

まとめ 

 InSEA に参加して強く感じたのは、文頭にも述べ

た通り、美術の持つ力を強く信じている人たちの集

まりだということである。また、美術教育は単に「上

手に絵が描けるようになること」ではなく、素材に

触れることで「ドキドキ、ワクワクする力を養うこ

と」であり、「自己の確立を促」し、「他者との違

いを認めること」であると、多くの人が語っていた。 

 1999 年のユネスコ総会で、「学校における芸術

教育と創造力振興のためのアピール」が発表されて

いる。このなかでは、芸術教育には自己表現、多様

な文化の理解と尊重、次世代の文化の創造といった

意味があり、学校教育に不可欠であるとされてい

る。 

 InSEA の名前の由来ともなった「芸術による教

育」のなかでハーバート・リードは、人間の個性の

発達を促すとともに、その個性を社会と調和させる

には芸術が教育の基礎となるべきだと論じている。 

 こういったスローガンは美術畑の専門家が唱え

る理想論ではない。例えば、美容師の仕事を考えて

みてほしい。「髪の毛という素材に向き合うこと」、

「自らのアイデアを髪型として表現すること」、「顧

客の要求を推し量り、その価値を尊重しつつ施術す

ること」、すべて現場において要求されていること

である。なにかしら「もの」を作り出す仕事には全

て同様のことが言えるだろう。 

 さて、短期大学は「深く専門の学芸を教授研究

し、職業又は実際生活に必要な能力を育成する」高

等教育機関である。将来、研究者となるべき人物を

生み出すことを目的とするのではなく、専門を深く

学んだ職業人あるいは生活者を生み出すことが求

められている。つまり、「即戦力」といわれる能力

を身につけさせることは、短大の教育目的の一つで

ある。 

 この目的を実現するために、現代の短大生に対し

て、美術はどのような教育を行えばよいのか。今後

は、キーワードとして「美術嫌い」と「ゆとり教育」

の二つを挙げ、考察を深めていきたいと考えてい

る。 
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