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地域性を生かした造形教育

佐久聞 敬（美徳科教育／

はじめに

　子ども主体の教育を！　子どもサイドに立った

教育を！が購ばれてから久しい。鱗にもかかわら

ず翼々の教育活動を通して，その成果があがって

いるとは必ずしも餐重い難い。子どもを主体とした

教育を進めるにあたって乗酵越えなければならな

い課題は多々挙げられる。特に重要な課題として

挙げておきたいこととしてその一つは，子どもの

存在（その子の興練・麗心／よむ以羨に，教える

べき跨容（指導内容／が厳然としてあること，し

かもその内容が鋳としてその子1ことって高度なも

のであった箏，あるいは許容を越える程豊霧であ

った吟ずることをどうするかという課題である。

そしてもう一つはッ揚導者は大人であ参，旛導内

容を子どもの立場からとらえようとすることはで

きても，その立場に成拳燐って見ることはまず不

再饒であることをどうするかという課題である。

　それらの課題解決へ応けてどうするかについて

ここで詳しく遽べるつも燐まないが，第iの課題

解決のためには，捲導すべき内容が先1こあるので

はなく子どもの姦窪こそが先にあるような指導・

学習内容の体系が求められるべきであむ，またそ

の内容は決して多遜ぎることなく精選され購造化

されたものとして押さえられるべきである。さら

に学習の展驚にあたっては，「ごうすればこうなる

だろうゴという見通しは持つにしても，子どもの

反応に応じた多様な農露が保鐘される柔軟性のあ

る展麗案を準籍することである。第2の課題解決

のため華こは，当然のことな力婁らもっと子どもを知

ることであり，簾えてその子を知る努力をするこ

とである。その子の興味・関心，人とな撃は勿論

のこと，その子が欝々生きる生活そのものにもつ

と鐸を癖けることが求められよう。

　さて，本稿では，子どもサイドに立つ造形教育

を模索するための一方策として，子どもたちが毎

讐生活している空聞としての魅駿の社会，自然

等蚕こ農を晦けることにより，「地域姓を生かした

造形活灘のあ撃方ゴを追求し，そして「子どもた

ちの生活に根づいた造形教育の展弱」を企てよう

とする，需わぱ第2の課題解決へ陶けて，子ども

たちの生活の擬点でもある「地域ユと造形活動と

の有機的な麗連を逡求することによって，造形活

動の活鐘化を露ろうとするものである。

　善うまでもなく子どもたちの造形表現は，段常

生活紅おける先ぞ学経験が基盤となっている。生活

経験そのものを素材とした表現であったり，経験

に基づく夢や顯魏の表現であったむする。したが

ってその子の表現への取彗緩みや内容は，瞬羅す

る生活窒問においてその子が，どのような生活を

どう経験しているのか，どれだけ心に触れる体験

をしているのか等によって大きく左右される。感

動的な場面との鐡会いによって表現への意欲が喚

起され，生き生きとした表現がなされることとな

参，また，心に残る体験が主体的活動への取絵績

みを促し，たくましく心勤かす藤藤をつくウ出す。

　このような生気あふれた造形活動への取参緩み

を顯雛，そしてより豊かな露己表現を窮持するた

めには，その子の生活そのものにもつと嚢を陶け，

その充実と活性化を選るとともに，破らの生活と

の蕎機的なかかわりを持たせた造形表現の展雛を

意褻することが求められる。家庭，学校での生活に

とどまらず，綾らの所属する地域空聞｛社会，自

然／での生活にも馨を海け，地域に生きる子どもの

立場垂こ立った造形教育を志向してみたいのである。

i．地域盤を生かした教育

　繊　地域に根ざした教育

　　　　一これまでの蒙本の教育に見る

　地域社会の素赫を生かそうとする教育は，書く

は萌治驚奪代にすでにその発想があったとされて

いる．鱒それが異体的な教育実践として登場した



26 福島大学教畜実践掻究紀要第蜷号

のは，大正期の新教畜運動とともに取診入れられ

た「郷土教育」であった。その後鵜もなく昭和籾

窮の大不溌を還え，取穆分け農村の貧窮化の打開

を騒るための教科として，全蟹の瞬鏡学校に郷土

科が設置されることとなる。郷土科における学習

は，郷土を璽解した上で郷土の産業の工業化を纒

ることによって，経済的な苦境からいかに騰鐵し

たらよいかを学ぶことが主たるねらいとなるもの

であ吟，隅鋳に失われつつある郷土愛の強化を懸

拳，これを徳羅愛へと結びつけて賢くことをもね

らおうとしたものであった。

　もともと郷土教育は，　ドイツにおける教官の影

響を受けたものであ撃，ε郷土の霞然や文化を教材

とすることによって子どもの認識を助けるととも

1こ，郷土を愛し，糧蟹を愛する人聞を育てる3と

いう欝的を持つものである。鋤郷土を愛し，禮羅

を愛し，そして近き将来に郷土産業の灘発，振興

に寄与できる大鷺の育成を欝捲そうとする教育の

主張は，当時の蛙会状溌からして大恥に歓邊され

るものであ参，文部省もその指導と奨励に力を入

れたという．具体的な実践としては，郷土講壷を

イテつたζ｝郷土の地形や露｝の模型を作った参事さら

には郷土館を建設したむ，郷土読本を編集したり

というものであ嚢，それな撃の教育成果をあげて

いる。しかしながらこの郷土科による教育は，あ

くまでも郷土振興のためという歓会的要請の下で

なされた教育実践であ参，子どもの要求，実態に

基づく子ども主体の教育であったとは覆い難艀。

　戦後，萩教鳶舗度が発墨すると，生活中心主義

の教奮思懸を受けたコミュニティ・スクール（地

域歓会学校／が取り入れられる。地域社会資源の

活屠，地域社会の学習を中心とする新教育課程に

重点が麗かれ，特に歓会科の中で重点的に籔われ

るが，基礎学力の低下，体系的知識の欠麹などが

撹轡されるに至る。その後社会科教育の変遷に聾

って地域被会そのものが学習内容として重禰され

ることは少なくなる．しかし「地域社会」は，子

どもたちが馨常生活の中で接する身近な礫境その

ものであることを考えれば，新しい形での地域に

横ざした教育が求められることになろう。

　（21地域に根ざした教麿を

　「詣導内容の精選，簿造化遜「学饗の効率化」そ

して「教育捲導の金運化」を追求してきた欝欝年

代における学校教育では，その多くは教室という

縷られた学習罵スペースの中で，あるいは学校と

i§8§無i　i素馨

いう鰻定された生活空聞の中でのみ，その教育効

果を高めることが求められてきた。獅

　そこで慧，子ども一人一人の懸盤的な存在は軽

擾される頷肉1こあ辱，たとえ一人一人が大事にさ

れるとしても，それ1まあくまでも学習内容を効率

約に身毒こ付けさせようという，護わ些ぎ懸一｛と，均

一化を§旛そうとするためのものであったと言っ

てよい。また，子どもたちの生活の麗点としての

「家庭」「学校盛墜毯域盛，取参分け「地域ゴはそれ

嚢体力懸轟有の存養三であ9，飽と区響彗される独嚢牲

をもった場所として重1規されることは少なく，　し

たがってその地域における特色ある教育への取蓉

緩みを追求しようとすることは敬遠され，忘れら

れがちであった．そして「地竣」の存在は，せい

ぜい学欝を成立させるための一つの手段，あるい

は学習素馨の～つとして取蓼上げら認る程度の意

味しか持たなかったし，ヂ地域の実態に難した教育

を」というレベルでも，単に意識の表麟部分だけ

でとらえられていたに過ぎなかったのではな鱗か

とさえ思える。

　楠本安雄は，中央集権体麟を基礎とする嚢本の

近代法体系にかかわって「生身の人醐にとってか

けがえのない生活縫点としての地域，本1質的に纒

震的で狭く駁定されてはいるがそれだけにすべて

の要請・無害が統合され．ざるをえない総合行政の

場としての地域という観点は，これまで見事紅欠

落して騒た、ましてや，地域の長い歴史1こ根ぎし，

重代をこえて受けつがれる文化の母麟でもあるよ

うな，羅地的・一懇的な地蟻の麹牲としての地域

牲，そしてそれと不醗分な歴史的文化的環境を嘗

雛育てるという要請1ま，国家法本位の体系ではほ

とんど顧みられることはなかったのである。善とい

う。嚇多様な地域牲を統一し，薩一化してきた法

体系の問題点を揚接したもので，これをそのま求

学校教畜のあ今方にあてはめてとらえること畜こは

難はあるが，かけがえのない生活擬点としての地

域の意味とその重要性を知るための歩板擁ともな

る考え方として参考としたい。

　学校教育においても，教育内容は学習指導要領

という全馨一律のものとして示され，その具体化

にあたっては，各教科それぞれに教科書によって

一定の内容が騨示される。そして露の子も海の子

も，醗の子も雅なかの子もすべてその教科書を使

って学欝を進めているのが実態である。地域それ

ぞれの力夢キュラムの作成，そしてカリキュラム
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の密校建1が強く求められるところである。

　子どもたちの生活の妻麺点とは，家庭であ箏，学

校であ蓼，縫会である。それぞれの場においてそ

の生活をさらに充実させようとすることは当然で

あるが，その上で，家庭や教会，取り分け子ども

たちの住む地域糧会との連携を密にすることによ

って，地域盤を生かした勝色ある教育を推進する

ことが，今，学校教育に求められている一課題で

ある。地域の持つ教育力を積極的紀濃縮し，その

地域ならではの麺1姓豊かな学校教育のあ蓼方を志

晦することによって，一地域往戻である子どもた

ちの生活を充実させ，その活性化を籔ることを求

めたい。

　それは勿論，一教科でうん癒んされるものでは

なく，学校教官全体を通して求められるものであ

るが，中でも，地域の鮭会や欝然そのものを学習

の対象とするド社会科ゴや「選科」，あるいは，地

域にじ力易こ触れ．合うこと磨体毒こ意義を求める「生

活科ゴ豊そして地域に生きる子どもの生活体験に基

づく夢や顯いの表現を求めようとするド表理教

科」，取蓼分け地域素馨そのものが教秘ともなる本

教科（ザ鐵懸工作科」「美術科」／としては，教科の

特性を踏まえつつ，地域牲とのかかわ蓼をよ警積

極的に追求していくことが，造形活動の活権化の

ためにも強く求められていると震えよう。

　／3／その体麟づく鯵を

　地域牲を生かした特色ある教育を進めるために

は，地域ぐるみで子どもたちの教育にあたるため

の体調づく彗をするという「麗境的灘面」と，舞々

の授業実践において，地域の素材を積極的に駁撃

入れその活駕を醗っていくという「実践的綴面」

がある。繭者は，地域住民の教官に蝿する運解と

協力を求めるべくじつく箏腰をすえて歩その土壌

や体麟をつくっていこうとする灘面であ参，後者

は，きょうからの授業ですぐにでも取りしかかるこ

との可能な灘覆だともいえる。いずれにしても学

校教育だけが独参歩きするのではなく，家庭，学

校，そして地域歓会における教育的機能を，穏互

にかかわ吟合わせた教育のあり方を追求すること

によって，都会は蔀会としての，また，地方は地

方としての地域に根ざした教育の効果をあげよう

とするものである。

　体麟づく参を進めていく上での異体的な課題と

しては，次のようなものがあげられる。

①　まず，地域往戻の教育活動への鑓心を蔑め，

　その蓬解を懸るよう努める。

　　これまでも当然なされてきていることではあ

　ろうが，機会をとらえては子どもの教育に関し

　ての議題や資料を餐倹し，その関心を高め，運

　解を得る努力をすることによ蓼，地域牲を生か

　した教育推進のための土壌づくウをする。

⑧　地域の教官的な礫境づくりへの理解と協力を

　求める。

　　子どもたちの教育はもとよ参，地域｛主罠の教

　鳶のため，さらには地域牲を生1かした教鳶のた

　めの，人的，梅的環境，文化的環境等の重要性

　の認識を醒聾，それらの整備に努めるよう1熱き

　かける。

③　地域の持つ自然・風土，生活習騰，文化等へ

　露を海け，その癒纏の再認識を麟るようにする

　とともに，さらにその維持歩纒承争麟造を意馨

　するようにする。

　　地域に根づいた教育を進めるための羨提とも

　なる，郷土理解，郷土愛，そして地域教育力の

　醸成に努める。

④　家庭．学校，地域社会が一体となって，子ど

　もの教育尋こあたることができる体鱗づく｛）に努

　める。

　　横の連携を密にし，共通遜解を醗サっっ楊互

　に協力し合い，地域ならではの教育のあ多方を

　追求していくようにしたいゆそして地域教畜力

　の発掘とその活罵を麟っていくようにする。

⑤以上の①～④のような課題を追求することに

　よって，地域の子ども縫会における子ども文化

　の畜成轟こ努める。

　地域牲を生かした教育を進めるということは，

単に地域のよさを学習させ，その地域ならではの

生活体験をさせるにとどまらない。それらの学習

や体験を通してラ子どもたち弩らがよ肇自律的に

生きようとする意欲を高めることによって，そこ

に生活することの喜びや充実感を味わわせるとと

もに，子ども後会ならではの，夢のあるそして文

化的な生活の禽彗造を志向させるものでなければな

らない。

　鶴　子ども文化4〉製造を

　片羅徳雄は，ヂ学校文化における表現領域は，単

に大人の蕩綴文化を子ども化したものとなってい

る。」と指摘した上で，「学校文亀の申に，もっと

子どもの遊びや生活を反駿させるべきではない

か。盛という。勧そして，子どもの遊びとしての能
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動牲に立嚇しつつ，次のような6つの特性を持つ

「子ども大衆文化」を追求すべきであることを縫

蒼して鵠る。

①　どの子どもも参癩できる。　　　　（幾近盤／

②子どもが大衆である。　　　（欝主牲〉
⑧　つくられた心情空鷺は子どもたちを結ぶ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（連帯性）

＠　素軽は子どもの身近にある。　　　（生活難）

⑤子どもの心をなごませる。　　（解放牲）

⑥子どもが嚢密に考える。　　　　（慧像牲／

　片羅慧，地域盤を生かす教育そのものには嚢接

舷れて騨ないが，欝常盤，興味牲，大衆性，そし

て生活姓といった属性を持つ子どもたちの生活そ

のものに穫ざした教育を求めようとする点で，そ

の方向を一続する。地域における露然，文髭，そ

して人々と深くかかわり合う申で，どの子どもも

その地域に生きる一員としての事びと誇むを捲き

つつ，露らが主体者となって遊び，学び，生活す

る。そして，子どもたち瞬士互いに心の交流を深

めながら，地域に根づいた纒牲豊かな子ども社会，

子ども文化を築きあげていく。このように，そこ

垂こ生活する者の一人としての幸せと意欲（生きが

い／を麹くことができるよう1こするとともに，子

どもたちが自らの手で欝らの生活をつく箏あげて

いくことができるようにするという子どもを主捧

とした教畜こそ，地域牲を生かした教育の求める

姿であるといえよう。

　最近の子どもたちは遊ばない争そして遊ばない

ばか撃か遊べないといわれるようになってから久

しい。｛71子どもたちの生活の中心ともなるべき遊

びをしない，そしてその遊びを知らないのでは，

そこに子どもたちの調瀦ある成長ほ望めないこと

になろう。無識の豊かさを主とした，いわゆる学

力がいかに高いものであってもう遊びを還して培

われるであろう一麺1の人聞としての生き方を身に

付けることができな雛のでは，本：盗の意瞭での学

力を生かし鱒かせることもできないであろうし，

そしてそれよ拳も鷺題なのは，これからの生活を

露らの意志で嚢律的に，たくましく生きることが

難しくなるのではないかということである、

　子どもは，遊びという実践的かつ主体的な活動

体験を還して，確かに多くのことを学び，遊びに

よって成長する。身体灘の発達は勿論のこと，構

緒，矯能，思考藏，そして行動力，霧懸力，集中

力等の発達，さらには友達と共に行動することを

玉弼蟹琴i絹

通して協講牲，適応力，忍耐力などの社会性の発

達が促され，ひいてはバランスのとれた人擦の形

成へとつながることになる。このように，子ども

たちの成長にとって不可欠ともいうべき遊びを中

心とした子ども文化が，子どもたちの露営生活の

中にしっかりと根づくことができるよう，見守婆，

育てることが求められるのである。家庭ラ学校，そ

して地域蛙会が権互に連携し，子ども文化再生の

ための環境整備に努め合うとともに，子どもたち

露らが子ども文化の撰進垂こ鷺を趨かせて立ち海か

うことができるような醗慮と動舞が必要となろう。

　鱗　地域性を生かした教麿の穣標と手瀬

　地域1こ根ざした子ども文化を，欝らの手でつく

っていこうとする意欲嚢勺な子どもを育成する垂こは

どうすればよいだろうか。

①地域の翕然，文化などにじか1こ触れさせるこ

　とによ参，そのよさに気づかせる。

⑫　地域に住む人々との縺れ合いを通して，人々

　の生き方や心の温かさを感じ取らせる。

　　まず，地域の現実をしっかり遷解させ，その

　子なむの感じ方で地域そのものをとらえさせる

　ために，地域の轟然，文化，人々とその生活に

　じ力蝿こ態れさせることから始めることである。

　自然轟こ触れ親しむ，先人の築きあげてきた文化

　を薩接手に取って見る，確かめる，その成馨立

　ちを調べてみる，露分も参撫して鉢験してみる

　などによって，地域の窓然や文化に興味・離心

　を持ち，そのよさやすばらしさを晃覆した箏再

　発見した参することを求める。また，地域に住

　む人々との対1講などを通して，その人々の生活

　の延方やその工夫を還解した蓼，さらには地域

　を愛する灘かい心に纏れることによって，地域

　に生きる人々のたくましさや優しさに気づいた

　参することができるようにしたい。

③　そして，自然のすばらしさ，歴史文髭の重み

　など，地域のよさを鷺らせることによ馨，地域

　への愛着心，郷土を愛する心を育てる。

④地域に住む人々の生き方，たくましさなどを

　感じさせることによって，地域社会への新羅感，

　伸匿1意識．連帯感を抱くとともに，その地域に

　生活する考の一人としての講参と欝覚を詩つこ

　とができるようにする。

⑤地域のよさやすばらしさを麩らが主体的に受

　け止めて，そのよさの伝達や麟造のために露分

　から積極的に参擁しようとした摩，また，地域
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表董　「地域牲を生かした教鷺紛構造藩

　に生活する子どもの一人としてラ自分たちの生

　活をさらに充実させて瞬こうとした啓する意欲

　を高めよるようにする。

　③でいデ地域への愛着心ユとか，④でいうr地

域社会への所属感3などは，一朝一夕で奮成され

るものでもな秘し，また我々大人が先取善して考

えそうな，いわば国定的でしかも完成されたもの

ではないと押さえておきたい5「愛着心∫翫羅感」

など，それら碁ま心精季感情という心の内嚢にかか

わる癒値凝念であ滲，したがって無運に教え込ん

だり，型にはめ込んだりすべきものではな秘し，

その成果を性急に求めようとするようなものでも

ない。その成果を短絡的に，そして性急に求めた

教官の結果が，大きな過ちをもたらすことにもな

った過去の教護を忘れないよう1こした雛。

　「地域への愛着心3紅新羅感」などは，あくまで

も子ども一人一人が，藤葛の心の海蘿で大事島こは

ぐくみ育てることを見守り，援勧すべきものであ

る。子どもそれぞれが，今生活している地域その

ものをどうとらえ，どう感じているのか，この地

域への素朴な思恥を大事にしながら，教官指導に

あたっていきたいということである。そのために

は，地域の現実を遅解させ，そのよさを膚で感じ

させることであ参，子ども一人一人垂こ，地域に生

きていることの実感を感じさせることが羨饗とな

る。とすれば，③と④の内容は，①と②が欝縫と

なってあるものであ彗，①と②の結果として懇待

したいものとして位置づけることができる。

　さて，地域盤を生かした教官で求めたいのは，

③で鯵う「愛着心・郷土愛」や㊥でいう「所属感・

連帯感」にとどまらない。鋳紅はそ轟らをとび越

えて，⑤でいう「子どもたちの地域社会の中での

生き方」をストレートに求めた鵠のである。地域

社会の中で意欲的に生きるということは，勿論そ

憂）基盤に地域への愛着心や連帯感などの心情的な

支えがあるに越したことはないが，子ども被会に

おいてはそれにあ家ウ露執する必要はな騒だろ

う．子どもたちの活動は，地域を愛するが故に地

域のために行動するというよりは，むしろそれが

おもしろい，楽しい，だからもっといろいろやっ

てみたいという程度憂）ものであ参，そのような露

分たちの生活をよ滲充実したものにしようという

活動への駁撃緩みの遍程で，地域健を感¢た参，

仲間の存在を意識したりするものだと考えた方が

悠然だからである。。また，ここで雛う「文化ゴと

は，大人縫会でいう文化そのものというのではな

く，子ども社会におけるヂ遊びを中心とした文化」

である。その子を取滲巻く，まさに身近な遊びを

主とした文化にどう積極的に立ち肉かわせるかを

求めることが重要なのであり，無運に地域への愛

着心，郷土愛と結びつけることによって，主体的

に生きる子どもの育成という目標を見失うことの

ないよう喜こしたいゆ

　地域盤を生かした教育には，二つの麟嚢がある。

一つは，地域縫会の諸条件を教育の場に積極的に

取9入れることによって大鷺形成を懸ろうとする

鶴藤と，二つは，教畜によって地域社会へ響きか

け，虞ら参撫して地域の再編．騨発にも寄与する
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ことを通して，積極的で実践力のある人聞形成を

麟ろうとする鑓葱である。藤者は，地域社会の諸

条件や素樗を教奮の場垂こ活躍することによって確

かな学習の成立を求めようという，いわば受身的，

消極的ともいえる灘露であ9，後者は，地域被会

に一歩華奢み込んでその灘発養麟造にもかかわ参，

欝らの生き方まで獲得しようという，いわば馨髪動

的，積極的ともいえる覆漢蚕である。繭i述の手顯で

いえば，①～④が第iの灘癒であ撃，⑤が第2の

灘懸となる。①～④の麟薦については，これまで

の教壽実践の中でもそれな参に取参纏まれてきて

いるが，今後さらに，地域における子どもの直接

的な体験を重税する方陶で撲討を換え，充実した

ものにしていくことが求められる。そして⑤の灘

嚢については，急激な工業化，都市化の波の中に

ある地域鮭会とどうかかわらせていったらよいの

か，子どものための文化をどう盤置づけ育ててい

ったらよいのかなどの課題を乗彗越えるべく努力

しっっ，地域社会毒こ能動的に縁きかけることので

きる場を求めていくようにしたい。

2．造形教育における地域素材の教材化

　以上，「地域牲を生かした教官」について，その

歴史的変遷，教育的意義，体麟づく参，そしてそ

の嚢標と手顯等について述べてきたがシそれらを

教科レベルでは具体的にどう対癒し，いか£実践

していったらよいかについて以下違べていく。

　麟錘工作科において，地域牲を生かした教育を

進めていくためには，地域素替の醤を（教樗化す

る麟象／，どう　（教軽枇の観点／，どんな形で（教

樗への活縮の手だて／，その教樗化を麟っていった

らよいのかについて整遅しておく。

　（i）教材化する麟象（地域の素材，

　まず，「侮を教替化するか」（教樗化の対象／に

ついてである．

　子どもたちを取参巻く地域礫塊，それは，地連

的翼然や気頚震・蓮鼠土といった磨然的環境，地域の

往戻による人的環境，そして，そこに窪む人々に

よってつく参鵡される文化・伝統などの歓会的環

境と揮さえることができる。その上で碧地域牲」

という場合妾こは，　露然的，人的，後会的環境の中

で育まれてきた，その地竣ならではの生活のあ讐

方，ものの考え方など，すべてを含めて考えるこ

とになる。それらを思いつくままに羅粥すれば，

その地域の持つ1蚕有の歴史，縁続，蟹習，風俗，

ig齢隼i携

文亀，伝説，罠諸，美徳，工芸，罠芸，産業，疑

謡，祭礼，行事，建造霧等々があげら轟る。

　さて，造形教畜において「地域牲を生かす1と

か，「地域の素材を生方〉す」ということは，　これ．ま

でもよくいわれてきたことである。しかし多くの

場合，その対象は「地域で手に入れることのでき

る造影のたあの材料」のことをいっている。樗料

は確かに造形活動紅とって欠かすことのできない

重要なものであ参，地域にある縁料を活駕するこ

ともまた「地域盤を生かす」場合の大事な一藤を

攫うものであるが，「地域姓」「地域の素韓」を籠

絡的に「馨料」とだけ暇寇してとらえることには

問題がある。いうまでもなく造形表現は，無料が

あれ諺fよいというのではない。表現のテーマ（主

題，題樗／，造形の技術や製修法，そのための驚異，

さ嚇こは製作への購え（態度，姿勢／などが総合

的に機能し合うことによって可能となるものであ

る。だとすれば，造形表現を成り立たせているそ

れぞれについても，地域姓を生かすことが駕籠で

あり，そのことによってさらに充実した造影表現

を求めていきたいと思う。したがってここでいう

「地域姓」ε地域の素軽」とは，「樗料」をも含め

た，「子どもたちを取り巻く地域環境のすべて」と

押さえたい。

　このようなヂ地域鑑を造形教育の中に積極的

に取参込み生かしていくためには，振導者嚢身1こ

よる教樗探しへの努力と，その教転化への工夫が

欠かせない条件となる。したがって指導者は，子

どもたちの地域社会における暮らしぶりを知ると

ともに，嚢ら地域鮭会にとび込んで地域の欝然，

人々，文化，風俗等に触れることによ警，欝でそ

の地壌姓を実感し運解するよう努めることが必要

となる。自分の建で確かめ，霧や体で感じ取蓼，

自分霞身で納得し認識することである。その上で，

教材髭できそうだと思われる地域素材を多様な携

点から探り畿し，それを教材’イヒするときの基礎資

料とするためのメモとして書きとめておくのがよ

い。たとえば，「地域の人々の季簸の変化による生

活の実態」「地域の行事や祭礼等に絶する年闘の

暦」ド題材醗発のための地域素材一覧」，あるいは

「素樗，耕料等の必要事項を絵や露葉でかき込ん

だ地域の地醒誰（選i参照／「地域に揖わる罠議，

伝説一覧」などがあげられよう。

　（2／教材’化σ〉視点

　羨遠のような基礎資料として駿集された素材
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が，すべてそのまま教材’に耐え得るものとは隈ら

ない。騒標達成のために適切な題材とな参得るか，

造影技法も考癒した上で適切な材料であるか，そ

して子どもの実態に照らしてみてどうかなど，多

様な携点から検討が超えられて，窮めて教耕化さ

れることになる。　どのような梶点から吟味し，検

誘を簾えたらよいのか，項鐸ごとにそのいくつか

をあげておきたい。

①題材，主題毒こかかわって

　○　子どもの興練・関心，発達段隣，表現能力

　　に照らし，充実した活動が難待できるか。

　G　主体的な造形活動の難待できる題材かむ

　○　子どもにとっても，また教編紅とっても新

　　鮮で魅力ある題誘力㌔

　0　地域の鬱然や文化のよさに気づき，生活の

　　充実へと展覇できるか．

　○　地域に住む人々の心に触れ，所霧感，仲間

　　意識を欝つことへと発展させ得るか。

　○　その飽，適時姓（季簸肇蒔莫購シ誘発健（翼1

　　昧・閣心の喚起／，安全盤（協議，抵筑の度合

　　い／などはどうか¢

⑨　樗料にかかわって

　○　題材，主題表現のために適した韓料である

　　か。またその秘質はどうかゆ

　○　取む分け表現上の抵貌，安全性はどうか。

　o　その鞭集は容易にできるか。また，子ども

　　たちが幽と肇を持って使える程，豊塞に準欝

　　できるか。

　○　経済的な麟から見て適当なものであるか。

　○　身近にある耕料，地域にある材料として，

　　子どもたちに絞れさせてみたい魅力ある耕料

　　であるか。

③表現技衛，製作技法にかかわって

　○　（伝統工芸シ罠芸等／子どもたちにそのまま

　　の鼓法で取り緩ませることができるか。

　○　（手延事等）子どもたちにぜひ捧験させたい

　　装備か。その意義は侮にあるか。

④その難．灘舞，造形活動の場や環境，人的な

　　環境などにかかわって

　○　豊かな造形表現，子どもの主体的な活動へ

　　の取り緩みラさらには地域との懸れ合いなど

　　にとって有意義であるか。

　○　その飽，安全盤についてはどうか。

　③　教材への活驚4〉手だて

　地域牲（地域の素材うを，造形活動の｛薄に，ど

i％§隼ii月

のように生かしていったらよいだろうか。以下嘆

つの霞点から地域姓の生かし方をあげておく。

①　造形表現の主題（テーマ！として

　　地域の欝然，建造麹（神社，寺，矯，塔など／，

　祭礼，饑く人などをテーマにして絵をかく。地

　域に伝わる渓謡や伝説を主題にして版薩をす

　る。「デザインしてつくるゴでは，伝統義具であ

　る張多子の嚢や人形，素潜な古来翫具を作るラ

　伝統工芸としての焼き物の製作，地域行事や祭

　礼のため4）招待状や潅スターの製｛乍，さらには

　祭礼に参撫するための諸製作などがあげられよ

　うα

⑧　造形表理のための樗料として

　　窪然材としては，結土傍白彫石，砂，土，籍

　木（曳太，小枝．葉っぱ，本の実／，竹，わらな

　どがあ拳，人工材としては，地域にある工場の

　廃秘（紙や藪軽の切り端など），蘇唐で不要にな

　つた入れ物（段求一ル籍，発泡スチ獲一ルの箱，

　塞き箱，空き釜，フィルムケースなど）や各種

　心樗などがある⑪

　　地域にある造形樗料は，教麟が叡集するだけ

　ではなく，できれば子ども欝身に集めさせるよ

　うにした雛。駿分で舞文集することによ蓼地域畢こ

　じかに触れることもできるし，また苦労して集

　めればそれだけ替料に難ずる愛着も高まるであ

　ろうからである。

③地域の霞然や施設を造形学習の場として

　　蜜や鱗療，砂浜，林などの露然．空き地や公

　露などの空縫は，そのまま造影活動の場として

　活懇できる。取彗分け造形遊びにとってはかっ

　こうの場となる。求た，地域にある文化的施設

　（美徳館，博梅館，公艮館，さらには動梅密，

　水族館など／は，ねら鯵淀照らし，その｛吏い方

　を工夫して大恥1こ濤羅すべきである。

＠　地域の人的藻境の活嬬（住渓の参撫／

　　地銭教育力の中心的な後書彗を果たしている地

　域｛生民から1藍接指導を受ける機会を設けるこ

　と，姦るいは先祖伝来の手仕事や専門家による

　表饗の姿を見せてもらうなどである。直接旛導

　を受けることができなけ義ぱ，教麟を還して闘

　接的妾こ離れることができるだけでも大きな意義

　がある。

　以上，淫っの観点から地域牲を造影活動の何に，

どのように生かしていったらよいかについてあげ

たことを，表庭まとめておこう、
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窪然濃漿・素韓　　1 人的環境・素馨 琶会環境・素材

〔造影遊び ○地形・欝然鯵の活絹 ○　〔地域産業における〉

とのかかわ撃で1 （地形） 廃材等の活霧

／葬原，原っぱ，砂浜， 綜然縁〉

空き地．広場，製出， 藁，縄．宋磁，振舞．

韓，森など 根づこ，枝，石緩など

（震然彬 （人工樗）

砂，小石，土，水，草 紙隣れ，空箱，巻き心，

花，小枝，葉っぱ，本 薦綴れ，空缶

の実など
（題梅郷

「砂遊びノ／li遊びゴ

「インディアンごっこ」

「すみかつく軌など

／絵麟・腹懸

とのかかわ彗で！

○秘語の絵 ○地駿の方　（おじいさ

ん・おばあさん）から
の取馨

（題誘鱒

嘆緬「伝説
○見てかく絵 ○地壊の察然を ○地域の建造梅を

（題韓鰹） （題舞騨

「わたしの驚の風景」 「寺，神経，駅，嬌，潜

「広が彗のある風景」 鉛，塔，民家，蔵，城，

紅海・瞬のある醗暴」 工場，毒場など」

○地蟻産業との力三かわ警

（題越働

「心嚢梅，魚，鳥，纏駿も

「饑く人」など

○生活の絵 ○地域の行事・祭耗を

〔工作や彫麺

とのかかわりでき

○題擁として ○地籔の罠芸轟

○伝承翫具
○地域の鴛事や祭詫で髄

震するものなど

○轡料として ○地銭の鬱然耕を ○転統産業との麗係で
（手すきの縮織など）

○地場産業との縫係で
（冤工場や焼霜工場の麹

土など〉

○造形の鼓罐 ○伝統産業等にかかわる
工人の方から

1鑑賞 ○密然の風霧 ○エノ、，　または堆韮蟻尋こ盤三 ○美徳館，薄霧館，郷土

とのかかわむで〕 む芸徳家の離離活動や 資料館，梅産館，各種

作品の鑑賞 記念館，各種展覧会等

の積極鯵活罵

表2　ヂ地蟻縫を薄紅生かすか」
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3．実　践傍

　紙露の都合で詳しく述べることができないの

で，その要点の紹介にとどめる。

轡　題材名　彊弩子の勃勃（導年，6時間掻い／鰯

②　題材総意籔とそ’め手だて

　子どもたちにとって新たな造形体験である張陰

子による製作をさせることによ雛，秘紙を素樗と

した伝統的な民芸への縫心を高めさせるととも

に，霞らの手を硬っての製作に根気強く打ち込む

ことの充実感を瞭わわせたい。

　そのため1こは，まず，案内各地で作られている

張箏子の藩品をじかに手に取って見せることによ

彗，その素朴な嚢壼さを感じ取らせ，製作への意

欲を喚起した瞬。また蓄から守り伝えられ。てきて

いる製蕪の延方や手顯，さらに手すきの穣紙の柔

らかさや丈夫さなどの樗質を，異体資料によって

とらえさせることによ彗，進んで製搾へ立ち海か

うことオ童できるようにしたい。製作の過程垂こおい

ては，報紙の一枚一枚を心を込めて貼拳進める活

動を還して，手作参製作の苦労と楽しさ，柔らか

な穣紙纈二£の挟さを充分馨長わわせるととも1こ，露

分の意園に喬けてじっくり取拳緩むことの手応え

とその充実感を味わわせたい。

③　題材の欝標

①　張蓼子の動物の製作を通して，和紙による手

　作りの造形の楽しさを味わわせ，地銭に伝わる

　伝統民芸への離心を高める．

②張り子の製作の仕方や手顯，部分を勤かすし

　くみなどを簸り，見通しを欝って作ることがで

　きるようにするとともに，秘紙の重ね鍵…りを工

　失して軽くて丈夫な張り子を作ることができる

　ようにする。

鱒　授業の計蚕，準簾，授業邊程，詳細（鰭1

　この題材は，地域（候爵熱に伝えられる「張

り子」をテーマとし，そのしくみは蔑芸品「捧べ

　　　　　　　　　　　　　　　　　こ」のしく

「張鞍子の動物韓隼／

みを活駕し，

さらに材料

慧地簸で生

産される
「手すきの

報紙ゴを綾

絹したもの

である。

i鑓§隼薮鴬

おわ解に

　造影活動の活性亀を震るための一つの窮り込み

として，子どもたちの生活擬点である「地域縫会」

に蔭を溝けることによ撃，生活に根づいた造形教

官への皺む纏みの意義と必要性について提蚕して

きた。灘えて，遊びを中心とした子ども文化の再興

と麟造にかかわ箏つつ，農律的，意欲的に生きる子

どもを求めていくことの重要性をも強調したつも

りだが，取参分けその点にかかわっては，教育実践

への異体化やその方策について必ずしも競確に示

すことはできていな魏。奉来，学校教育のすべての

場において求めなければならない課題であるが，

子どもの生活（遊び）と造形とのかかわ警を探蓉つ

つ，と参あえず造形教育の立場からさらに追求し

ていきたいと思う。

　なお本稿は，捻稿「地域牲を生かした造形教畜」

（弱隆堂，「小学校選藏工作科教授資料」，曙和63隼

3鋤をもとにその後の緋究成果を簾え，新た1こ書

きおろしたものである。

　　　　　　ξ註及び参考文献）

／至）織稿「禽鐵的な透彫学習への試み」

　　「福島大学教官実践麟究紀要」第8号

　　「2，子どもサイドに立つ」の申で，戦後教育

　の流れ，これからの実践課題について違べてい

　る。

麟　「総合教育装備」第鎗巻第蔦暑（P35嚇小学

　館

麟　平塚益徳縫纏「教官車輿J（P鯵8／小学露
韓｝　韓1と匿1じ

緯　楠本安錐著「都毒における地機姓一その合意

　形成と法の後書彗一ゴ　「ジュ1ヌスト」通巻聡警

　（駐2硲糞斐馨
織　片懿徳雛纏著ド学校子ども文紀の麟造」〔P

　22～2§1金子書募

／韓　幾稿「子どもと造形」

　　宮鰯理飽鑛ヂ造形の基礎技法」第玉章3節伊

　菱3～麟

麟　橿島大学教曹学灘繋羅小学絞「醗究会要項盛

　i§8｛肇．6．淫　（P29〉

　　実践溺は，著者本人の授業実践である。

麟　教官課程審議会「教奮課程の基準の改善に関

　する墓本方商について（申開のまとめ／」隠秘穫

　年舞月2紹


