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 本稿は、著者二名が共同で企画・実行した、茨城大学社会連携センター主催の地域連携プロジェクト「レインボーミラクル 

for チャレンジド」について、その連携事業の全貌を明らかにし、そこで生じた事例について考察を深めることで、連携間双

方に関わる教育的有効性を明らかにすることを目的としている。まずは、大学と特別支援学校が連携するに至った経緯や目

的、一連の流れを解説した。次に、実践で生じた具体例を挙げ、対象となった生徒と学生にどのような教育的効果があった

かを、作品画像や当日の様子、レポートから考察した。結果、魅力的な題材の仕掛けや、本物の良さに触れ、意欲を引き

出す場の設定が、技術力そして表現力の向上には効果的であることが明らかになった。同時に、「気持ちを解放し、安

心して活動できる雰囲気づくり」が表現活動をする際の心の基盤として重要であり、さらに、「自己肯定感」と「自己

有用感」が、自らの内面を表現しようとする動機付けになることが示された。 

 

 

１ はじめに 

 

１−１	 本稿の目的	 

 近年、いわゆる地方大学においては、その地域に根差した研究や教育活動が盛んに勧められている。

このような産学官の連携は全国的に試みられ、著者の一人である片口が勤務する茨城大学（以下、大

学）では平成 24年度より重点課題の一つとして地域連携活動を打ち出しており、あらゆる形で研
究助成を行っている。茨城県内の自治体をはじめとした地域のステークホルダーと大学が連携して、

地域の戦略的な課題、問題を共有し、積極的な課題解決に取り組んでいる1)。 
―――――――― 

*茨城大学教育学部	 	 **茨城県立盲学校 
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	 本稿では、①その重点的な課題領域の中でも、「地域の教育力向上」を目指した戦略的地域連携プ

ロジェクトとして、平成 26年度に採択された事業「レインボーミラクル for チャレンジド〜美術
科と特別支援学校による連携の試み〜」の実践の概要を示す。②また、その事例をもとに、大学と

連携先との双方に関わる教育的有効性について考察する。③そして、その考察をもとに、教育及び

表現活動、並びに連携活動の意義について、探究することを目的とする。 
 

１−２ 問題の所在と方法 

（１） 大学と特別支援学校による連携事業について、どのような実践が行われたか、全体の概要を

明らかにし、それに至った経緯や構想、意図等の実態を解説する。 
（２） 実践対象となる特別支援学校生徒と大学生の双方に、どのような教育的有効性があったかを、

作品画像、実践当日の様子、レポートをもとに考察する。 
（３） 上記の考察により、教育及び表現活動、並びに教育機関間による連携活動の意義を探究し、

抽出された成果と課題を明らかにする。	 	  
 

 

２ 大学と特別支援学校の連携事業 

 

２−１	 連携の背景	 

	 本連携活動の発端は、実施された当時、茨城県立北茨城特別支援学校（以下、学校）において教

務主任であった、本稿著者の一人である蛭田より要請を受けたことによる。図工・美術教育におい

て、学校ではその特性に応じた様々な造形活動がすでに取り入れられており、様々な題材や教材の

工夫が試みられ、成果をあげていた。しかし、部分的には、児童生徒の個性を引き出せているか、

教員の誘導によりありきたりな表現になっていないか、教員好みの作品に仕上げたりしてはいない

か等を危惧する現状があり、児童生徒の能力や特性を生かした主体的な表現を引き出す指導法につ

いては課題とされていた。このような問題意識を踏まえ、以前より造形ワークショップ実践を行っ

ている大学教員の片口2)と連携し、新たな試みによる課題解決を目指した。 
 

２−２	 連携の目的と方法	 

	 連携にあたり、特別支援学校の絵画制作活動において、児童生徒の表現力が向上することを期待

し、描く喜びや伝えたい気持ちを高めるための題材や場の設定方法、支援の在り方等を探ることを

目的とした。また、大学教育学部美術科の学生を、実践者あるいは補助者として参加させることで、

相互教育を図ることを目的とした。「芸術家たちが既存の世界観やそこにある価値評価から逸脱し、

新しい表現を見出す背景には常に「ほかの場所」との出会いの衝撃があった」（嘉納，2013）ように、

大学と特別支援学校が出会うことで、双方にとっての「表現」を模索することが可能となる。	 

	 大学側の片口は、連携内容についての様々な視点からの調査、課題の抽出を行い、具体的な活動

内容を立案した。また、学生参加者の手配や活動の記録を行う等、実質的な運営を行った。報告を

兼ねた作品展示会を学内で開催し、最終的には、報告内容を備えたDVD付き冊子を作成した。学校

側の蛭田は、校内で活動の対象となる生徒を選定し、その特性や配慮点をもとに共同で内容を検討
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した。また、円滑な事業進行に向け、場所の設定や補助具の準備等、活動環境を整えた。さらに、

作品展示に向けた場所の確保や告知など、学校内外に情報公開を行った。	 

	 

２−３	 対象学校と生徒の選定について	 

茨城県立北茨城特別支援学校は、茨城県の県北に位置する知的障害の学校である。児童生徒は135	 

名（訪問教育5名を含む）、小学部50名、中学部36名、高等部49名である。児童生徒の実態は、

重度重複障害があり常時介助が必要な児童生徒から、外部の中学校から高等部へ入学し一般企業に

進む生徒までさまざまである。美術における表現方法についても、教材を用いて感触遊びをする段

階から自分の感じたことや思いを描画することができる生徒まで、さまざまである。	 

	 本実践では中学部１学生14名を選定した。小学部から高等部の中間であり、活動を行うにはほど

よい人数であることや、障害の状態が比較的軽度である生徒の割合が高く、言葉による説明を理解

したり相手を意識したりすることが比較的しやすいことから対象とした。しかし、知的障害は軽度

でも発達障害や場面緘黙があったり、家庭的に問題を抱えていたりなど、さまざまな困難を抱えて

いる生徒が多い学年である。また、外部の小学校から入学・転入した生徒が5分の１である。 

	 

２−４	 活動内容の構想と趣旨	 

	 義務教育課程において、美術の活動が、「豊かな情操を養うために特に適している」（文部科学省，

2008）と、中学校学習指導要領解説美術編に記されている。また、特別支援学校学習指導要領解説	 

総則等編（幼稚部・小学部・中学部）では、その豊かな情操を培うために、「美術科の指導において

は、主体的に表現し鑑賞する能力や態度を育てることを通して、意思表出の働きを助長したり、様々

な知識や技能を習得したりすることなどについても重視することが大切である」(文部科学省，2009)

と述べている。これらを念頭に、前述した活動の目的を達成するための、表現及び鑑賞活動を盛り

込んだ方策として、「絵画」を軸とした芸術体験を実践する二つの取組みを共同で計画した（表 1）。	 
	 調査段階で、特別支援学校では通常授業以外でも、近隣の中学校等との絵画を通した交流活動等

を行っていたと知る。しかし、それは大きめの模造紙に中学生と特別支援学校の児童生徒が一緒に

絵を描くというもので、顔を合せての描写活動ということでは、独特の緊張感や遠慮、描写力に対

する劣等感等により、自由な表現活動とまではいかなかったようである。一過性の交流イベントと

しては成果があると思われるが、そこで得た感覚を自身のその後の描写活動に生かせたかどうかと

いう点では、必ずしも効果的とは言えないだろう。そこで、描き合うという趣旨を発展させ、互い

の存在を知らせず、謎の「魔法使い」と作品を交換して描き足していくという手法を用いることに

した。生徒には自由な発想からの表現力の向上と、他者の介入による逆説的な自己の発見、描写力	 

の向上が見込まれると考えた。何より、それまでの自己表現としての絵画とは違い、他者と共同で、

かつ時間差を設けることで、それまでにない自身に眠っていた表現力が見出せるのではないかと考

えた。一方、「魔法使い」役を、教育学部で学ぶ大学生に担当させることで、間接的交流による相互

教育が可能となり、美術教育及び表現についての考察を深めることができると予想した。これを、

「つながるアート」と命名した。もう一つは、片口が生徒と共同で一枚の絵画を制作するものであ

り、制作時間を共有することで生まれる新たな美的観念の構築を図るものである。これを「にじの	 

たね	 in	 キタトク」と命名し、絵画の性質を活用した、造形ワークショップによる共同制作活動を

試みた。こちらは、「参加者が自ら参加・体験して共同で何かを学びあったり創り出したりする学び

と創造のスタイル」（中野，2001）として様々な分野で提案されている「ワークショップ」の性質を	 
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表１	 『レインボーミラクル	 for	 チャレンジド』活動内容	 

項目	 活動内容	 

レインボーミラクル	 for	 チャレンジド	 

※「レインボーミラクル」は、障害がある特別支援学校の子供たち（＝チャレンジド）に向けて、「『にじのたね』

を中心とする絵画活動が奇跡を起こす」ことを象徴したタイトルである 
名称	 

つながるアート	 にじのたね	 in	 キタトク	 

方法	 交換して描く絵	 共同で描く絵	 

目的	 表現力の向上「描く喜び・伝えたい気持ちを引き出す」	 

主題	 自分の感じたもの、描きたいものを描く	 

画材	 水溶性絵具等，キャンバス（53×65㎝）	 絵具，クレヨン，キャンバス（180×540cm）	 

方法	 

特別支援学校の生徒と大学生がキャンバスを郵送し交

互に絵を描き入れる。生徒側には「相手は魔法使い」と

説明。学生側にも生徒の情報を入れない。3名の学生が

一人4～5名の特別支援学校生徒の絵を担当。	 

片口が進行役（ファシリテーター）となり、教育学部美	 

術選修の大学生・院生8名が補助者として生徒14名（一

クラス７名）と共同作品を制作する。	 

日程	 2014年9月～10月，週毎に各二回実施	 2014年10月21日	 

場の

設定	 

中学部1年生教室において、通常は授業担当しない教員	 

（蛭田）がゲストティーチャーになり進行。大学では絵	 

画室を使用して制作。各2回実施。	 

特別支援学校体育館。第１部「つながるｱｰﾄ」のまとめ（魔	 

法使いとの対面）と第２部「にじのたね	 in	 ｷﾀﾄｸ」（前半	 

と後半に分ける）を一日で実施。	 

支援

方法	 

受容的態度で見守り、賞賛したり許容したりする言葉か

けを心掛ける。生徒の選択や意思を大切にすることを教

員間で共有。	 

画家の技術を見せる。落ち着いた語り口による受容的な

態度や賞賛、リラックスした雰囲気を心掛ける。教員は

基本的に指示をせず見守る。	 

教材

の	 

工夫	 

本格的な描画材（キャンバス・アクリル絵の具等）を使

用する。導入において、予め制作した下地により発想を

促す。	 

大きなキャンバスを使用。アクリル絵の具をバケツに用

意し、床にはブルーシートを設置。服装は汚れてもよい

ものを着用。	 

	 

生かしたものであり、グループによる造形活動として、「つながるアート」との差別化を図った。こ

れらを『レインボーミラクル	 for	 チャレンジド』と題し、段階的な取り組みとして9・10月での実

施、11・1月での発表・報告を予定した。	 

 

 

３ 連携活動の実際 

 

３−１ 事前説明  

	 実践にあたり、対象となる中学部 1学年担当の教員 7名に趣旨説明を行った。「にじのたね」に
ついては、片口がファシリテーターとして進行するものであり、ワークショップ活動の特質上、全

体の概要を説明するにとどめたが、「つながるアート」においては教員間で以下の点を意思統一した。 
① 「感じたことや描きたいものを、自由にキャンバスへ描かせる」 
② 「教員が誘導せず、生徒の気持ちに任せ、自らの動きでキャンバスの上に色を塗らせる」 
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③ 「壊したり塗りつぶしたりしてもよい。形を整え、きれいに仕上げようと教員が誘導するこ

とがないように見守る」 
	 また、同様に大学側参加学生３名にも趣旨説明をした。基本的には、自由な制作展開を心掛けさ

せたが、作業が滞った場合には片口によるアドバイスの機会を設けた。 
 
３−２	 「つながるアート」の実践	 

（１）活動準備	 8月下旬	 

	 大学絵画室において、参加を希望した学生 3名（大学２年生）と片口が木枠にキャンバス（F15
号）を張った。その上に下地材であるジェッソ（白）を塗り、対象生徒分である 14枚を作成した。
「つながるボックス」と命名した郵送用段ボールに入れ、事前説明時に届けた。 
（２）特別支援学校１回目	 9月1日（火）	 

	 学校中学部 1 年教室において、通常授業には参加しない蛭田が活動内容を説明した。「相手は魔
法使い！」、「自由に何でも好きなことを描こう」、「白いキャンバスのシミや盛り上がりをよく見て

描こう」、「キャンバス地にアクリル絵の具で描く」等、いつもと違う取組みに興味が湧いたようだ。 
（３）大学１回目	 9月第2週～中旬	 

	 大学絵画室において、学生３名がそれぞれの担当分を受け取った。描き足すまでには少々時間が

かかったが、１枚ずつ丁寧に対応している様子からは、学生たちにも本内容を理解し始めたような

印象が持たれた。期間中に自由に制作させ、作品が揃い次第、つながるボックスに詰め、返送した。 
（４）特別支援学校２回目	 9月19日（金）	 

	 学校中学部 1年教室において、まずは生徒に前回描いた絵をスライドで見せた後、戻ってきた絵
を披露し、全員でその反応を共有した。1 枚ずつ提示されるたびに歓声が上がり、「龍だ！」「東京
タワーだ！」と絵から気付く言葉が生徒たちから出る等、あたたかな気持ちに包まれる鑑賞場面だ

った。自分の絵に対しては照れ笑いをしながら、或は嬉しそうにじっと、気づいたことを一つ二つ

言葉で感想を言う等、強い関心をもって見ていた。その後の活動では、1 回目よりもスムーズに描
き始める様子があった。生徒たちは、魔法使いの絵に刺激を受け、思いがけない展開を楽しんでい

た。相手を意識して描ける生徒はその存在に思いを馳せながら、相手までは意識できなくても目の

前の絵の変化に気づいた生徒はそれを楽しみながら、何かしら自分の感じたことを自由に表現した。 
（５）大学２回目	 9月下旬～10月上旬	 

	 大学絵画室において、学生３名が作品の完成に向けて取り組んだ。前回よりは確信を持って臨め

ていた様子が印象的であった。一人で複数人（４名か５名）担当することで、子どもたちそれぞれ

の個性を把握しながらの描写は難しいものがあったに違いない。ただ、参加学生は皆作品を完成さ

せた経験があり、その苦労と喜びを知っているものだからこそ、柔軟に対応できたと考える。	 

（６）特別支援学校３回目	 10月21日（火）10:00〜10:30	 

	 学校体育館において、生徒が到着した作品を鑑賞した。体育館に入ってきた生徒たちは、まっし

ぐらに自身の絵に駆け寄り、歓声を上げ、絵がどう変わったか興味・関心をもって見ていた。その

後、「魔法使いとご対面」ということで、生徒と学生が初めて会う機会を設けた。魔法使いの正体が

大学の女子学生だったと知って驚く生徒達の様子が伺えた。最後に、共同作業として、大学生と並

んでキャンバス裏に名前を書き、記念撮影をした。初めての共同での活動だったが、絵を交換して
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いた経緯からか、前から知っていたような感覚があり、和やかな雰囲気で交流する様子が見られた。	 	 	 	 

（７）考察	 

	 生徒はキャンバスに描くことを通し、新しい技法の体験をした。そこでは絵画表現技術の向上が

見られた。魔法使いと絵を交換して描くという設定に加え、絵画技術力のある美術科の学生が対応

したことから、描きたい気持ちを引き出すことができたと考える。一対一であったことで対象が絞

られ、２回交換したことで互いに関わりが深まった。生徒にとっては、自分の絵を大切にしてもら

った感覚に溢れ、それにより自尊感情、表現意欲が引き出されていた。この体験は「自尊心を高め、

自己肯定感を高めること」（小野，2011）につながったであろう。これにより、絵を描くことに対

しての意欲の向上が見受けられた。	 

 
３−３	 「にじのたね	 in	 キタトク」の実践	 

（１）活動の流れ	 10月21日（火）10:30～11:45，13:15～14:15	 

	 前述した「つながるアート」のまとめの後、学校体育館において、1 学年１４名と片口を中心に
造形ワークショップを行った。担当教員７名、学生 8名は活動補助を行った。まずは、①片口の絵
画作品を交え、導入を行った（10：30～10：40）。次に、②活動の流れを説明し（10：40～10：50）、

すぐさま③全員での地塗り活動（10：50～11：45）、④個々の描画活動を行った（13：15～14：15）。	 

（２）活動の導入	 

	 画家であり、ファシリテーターとして参加する片口の大きな油彩画作品を鑑賞した。生徒たちに

とって実物の絵画作品を見る貴重な機会であり、その後の活動に向けての動機付けとして役立った。	 

（３）活動の説明	 

	 場所を体育館後ろ側に移動し、真っ白な大きいキャンバスの前で説明を行った。描き方として「み	 

んなで一つの絵を作る」「絵の具を自由に塗る」「素手でも刷毛を使ってもよい」ことを確認した。	 

（４）造形遊びによる下地づくり	 

	 まずは手本として、参考用の小さなキャンバスに、片口が素手で絵の具を塗って見せた。突然の

展開に会場全体が興奮状態となった。続いて生徒が各クラス二名ずつ順番に前に出て、絵の具を素

手で塗った。友達からは「がんばれ」などの声がかかった。その後は少しずつ入り乱れながらの活

動となった。両手を使って絵の具をたっぷりとり、キャンバス上に広げることに一心になる生徒た

ち。その様子は目の前の絵の具とキャンバスに対しての集中と、自己を解き放つ解放感に溢れてい

た。絵の具に直接触れることに抵抗がある生徒は刷毛を使って描いたが、のびやかに大きく刷毛を

動かす様子は、やはりとても気持ちよさそうであった。中には、経験のなさから活動に対してやや

抵抗を示す生徒がいたが、ストレスにならないよう強要せず、本人の意思に任せた。すると、友達

の様子を見た後、自分から刷毛を使い塗りはじめる様子が見られ、皆と一緒の活動に溶け込んでい

った。片口は初段階として、2 枚のキャンバスをクラスごとにそれぞれ描くように説明した。ある

程度地塗り作業を行った後、一度離れて全体を見ることを生徒たちに促した。その際、クラスでキ

ャンバスを交換して作業を進めることで、より一体感のある地塗り作業が可能となると説いた。	 

（５）クレヨンによる描画	 

	 午後になり、地塗りの絵の具が凡そ乾いたところで集合した。片口が2枚のキャンバスを1枚に

つなぐように、白色で空を描き「このキャンバスを北茨城の山と思って描こう」と問いかけ、皆で
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クレヨンを使い、自由に絵を描いた。生徒たちはライオンやヘビ、花、友達の顔など思い思いの生

き物等を想像し、絵を描いた。片口をはじめ補助者である教員や学生の言葉掛けは、生徒の線や絵

を肯定し、受け入れたため、ゆったりと落ち着いた雰囲気の中、活動ができていた。	 

（６）考察	 	 

	 大きなキャンバスに素手で絵の具を塗るという経験は、通常の授業では体験できないダイナミッ	 

クな要素にあふれ、情緒の解放にとても効果的であった。絵の具の感触を楽しみながら描くことや、	 

乾ききらない絵の具の上にクレヨンで描くなどの体験には、教材の新しい気づきがあり、新しい表	 

現技法の獲得につながったと言える。出来上がった絵は、様々な色や線、絵の具の混ざり具合やク	 

レヨンの重なり具合が魅力的であった（図１）。一人一人が気持ちよく活動できる環境で「情緒の解	 

放」があり、それぞれの居場所を感じながら、お互いの良さを認め合い全体を共有する場となった。

この「空間の居心地よさ」が「絵に向かう動機付けになっている」（阿部，2013）のだろう。言葉が

なくても色や形でコミュニケーションする楽しさを体験することができていた。	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 「にじのたね in キタトク」の完成作品   

 

３−４ その他の関連活動 

（１）文化祭（キタトク祭）での作品展示会開催	 

【期日／場所】11月15日（土）9：00～14：00／北茨城特別支援学校プレイルーム他	 

【作品／内容】絵画15点，映像1点／本事業による作品とその趣旨を来場者に訴求する	 

（２）大学内での作品展示会開催	 

【期間／場所】1月6日（火）～11日（日）／茨城大学図書館一階展示室	 

【作品／内容】絵画15点，映像1点，写真2点／本事業による作品とその趣旨を来場者に訴求する	 

（３）展示会におけるギャラリートークの実施	 

【期日／場所】1月8日（木）17時～18時／茨城大学図書館一階展示室	 

【登壇者】青栁路子（大学教育学部准教授），片口，蛭田	 

【内容】事業企画者の視点と学校教育の視点から全体の活動を考察する	 

（４）ビジュアルブックの制作・配布	 	 

【期間／内容】2月～3月／「DVD付きビジュアルブック」としてまとめた報告書を関連機関に送付	 
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４ 成果が顕著に見られた事例及び生徒の変容 

 

４−１	 T（男）の事例 
	 生活の様子、絵画の実態、知的障害は中程度の生徒である。独特な言動も見られるが、簡単な話

し言葉によるコミュニケーションができる。絵を描くことが好きで、人や物の形を凡その形を捉え

て描くことができる。表現技法の獲得、絵画表現力の向上において顕著に効果があった例である。

専門家が使用する教材「キャンバス」と、専門家のアドバイス「白色をよく見る」を効果的に吸収

し実践した。「魔法使いからのメッセージが隠れているかもしれない。」「盛り上がっているところや

しみのようになっている所をよく見て。」という担当教員のアドバイスを聞くと、キャンバスにじっ

と見入り、見えた線をなぞるように黄色い線を引いていた。絵が戻った時には、相手が描いた絵や

線に興味を持ち、嬉しそうにじっと見ていた。それらに触発されるようにして青い線等を描き足し

た（図２）。幾何学的な線や模様が主体になった作品は、専門家のアドバイスを聞き入れ、Ｔが独自

で描いた線がもとになったもので、今までに見られない描画や画法となり、生徒自身にとって新し

い描き方、技法の獲得となった。生徒と学生相互に相乗効果があり、生徒の描く喜びを引き出すこ

とに成功していたと言える。	 

	 

図２	 生徒Tと学生Yによる「つながるアート」	 

	 

４−２	 Ｎ（女）の事例 

	 知的障害は軽度の生徒である。言葉でコミュニケーションをとることはできるが、声はか細く、

自信のない様子が多々見受けられる。４月に小学校から入学したが、家庭的に複雑な面があり、家

では居場所がない様子である。黙って家を出たり、ハサミで服を刻んだりすることがある。中学部

入学当時は絵を描くことが苦手で、写真を脇において描く際も、色の選択、塗り方など、教師の指

示無しには進められない様子であった。「つながるアート」の最初の回では、何を描こうかと戸惑っ

交換回数	 生徒の様子	 生徒の描いた絵	 学生が描き加えた絵	 

1回目	 

教師のアドバイスをよく聞き、

キャンバスをよく見つめる。白

い絵の具の盛り上がりやうす黒

いしみのようなものを見つけて

なぞり、線を引いたり面を染め

たりした。	 

	 	 

2回目	 

嬉しそうにじっと絵を見てい

た。微笑みながら「信号みたい」

「会社」「時計の針」と感想を言

った。群青色の線など、自由に

無心な様子で線を描き入れてい

た。	 
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ていた様子もあったが、魔法使いから作品が送り返された際には、自分の絵を大切にされた嬉しさ

を感じ、とても喜び、相手が誰かを楽しそうに話しながら描き足していた。2 回目には同じモチー

フの色違いである花を描き加えたが、1 回目に描いたものに自信を得ていたこととで、少し変化を

つけようと工夫した様子が見受けられる（図３）。自分が表現した絵を相手が受け入れてくれたこと、

大切にされた感覚と、きれいな絵を描き足されて戻ってきた喜びによって、自己肯定感が高まり、

次の表現活動への意欲が引き出された例と言える。	 

	 活動後の様子から、Nの変容を少しだけ付け加えておく。11月に美術の授業で実施した「題材『コ
ラージュ作品』」では「つながるアート」で描いたモチーフと同じような花の絵を中心にして組み合

わせており、自分から活動に意欲的に取り組んでいる様子が見られた。一つ一つ確認・相談しない

と描けなかった一学期の様子からは大きく変化したのである。これは、「つながるアート」での体

験をきっかけとし、「にじのたね」との二段階での活動から、絵画における表現活動に自信が付き、

表現意欲が増し、技術的にも向上が見られた例である。学校生活全般において、入学当初から比べ

ると自信が付き、学校では楽しく活動している様子が伺える。自己の内面を表現する美術の活動に

おいて、顕著に「表現意欲の向上」とそれに伴った「表現技術の向上」が見られた例である。 
	 

図３	 生徒Nと学生 Iによる「つながるアート」 

 

４−３	 M（男）の事例 
	 Ｍは、知的障害は軽度であるが、場面緘黙の生徒である。自分から意思や気持ちを表出すること

が難しく、描画も教師の言葉掛けに促されて行うことが多い。授業の活動中、一言も話すことはな

かったが、絵で関わりを持つことができ、十分に達成感や満足感があった様子が伺える。「つながる

アート」で戻ってきた絵をじっと見つめていたＭの様子からは、必死にこらえていたが、驚きや嬉

しさで満ちていたと推察できる。自分が表現し描いた絵が受け入れられ、それをもとに予想以上の

絵が描き加えられたことで、自己肯定感とやりとりの達成感が沸き起こったのではないかと思われ

る。2 回目の活動が、学生により塗り絵のような枠で用意されたものであったことも、自分から表

交換回数	 生徒の様子	 生徒の描いた絵	 学生が描き加えた絵	 

1回目	 

初めは少し悩んでいたが、教師に

何を描きたいか聞かれ「花を描

く」と答え、褒められると描き始

めた。	 

	 	 

2回目	 

ウサギと花が描かれている。「う

わー、すごいね。」と喜び、前回

描いた花と同じモチ―フで青い

花を描き入れる。	 
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現することを拒否しがちなＭが無理なくスムーズに活動できた要因となった。枠の中を枠と同じ色

で塗る活動は、安心して取り組むことができる活動であった（図４）。また、Ｍが相手の意図を受け

入れ、提案に素直に従う気持ちになったことの表れである。つまり、Ｍもやりとりを返したことに

なる。絵の交換を通して、自己肯定感の高まりと相手とやりとりした実感や達成感を得ることがで

きたであろう。学生の描いた絵によって描く喜びが引き出され、色を塗って返事をしたい、気持ち

を伝えたいという意欲が引き出された。表現力の向上に成果があった例と言える。 
	 何かの形を描くとなると、自己表現への抵抗から、自由に描くことが難しいＭだが、「にじのたね」

では自由に絵の具をキャンバスに塗り広げればよいという活動内容の安心感からか、教師の言葉掛

けがなくても、自分から活動する様子が見られた。また、後半のクレヨンを用いての活動でも、キ

ャンバスの左下に自分の位置をとり、ずっとその場所で線を描き続けていた。その様子を片口や担

当教員、補助学生が静かに賞賛していたことで、Ｍは落ち着いて表現をし続けることができた。	 	 	 	 

これは、「つながるアート」で自己肯定感の高まりを味わっていたことが素地になり、自信をもって

「にじのたね」の活動ができていたと推察する。言葉ではやりとりできないが、絵を描くことで、

自身が全体の中の一部になったことを実感し、自分の居場所を見つけることができたのではないだ

ろうか。これらの「自己肯定感」「自己有用感」が高まる活動を日常的に行えば、場面緘黙の症状

は軽減するのではないかと思われた事例であった。	 

 

図４	 生徒Mと学生Yによる「つながるアート」	 

	 

	 

５	 提出レポートに見る「つながるアート」関連の記述	 

 
５−１	 学生I（生徒Nを対応）のレポートの考察	 

	 『（前略）子どもたちとの「絵だけでのコミュニケーション」は、思い返せば自分を見つめ直す時

間になっていたように感じる。』とあるように、生徒の絵に描き加えることの難しさを痛感し、にら

めっこするような感覚で画面と向かい合ったようである。相手である生徒を想像しながら、自己と

交換回数	 生徒の様子	 生徒の描いた絵	 学生が描き加えた絵	 

1回目	 

何を描いてもよいと言うと逆に迷い，

しばらく描けずにいた。教師の「自分

の顔を描いてみる？」の言葉掛けで、

キャンバスの左上方に顔を描いた。	 

	 	 

2回目	 

絵を見た時、表情を変えまいと平静を

保つ様子があったが、じっと見入る目

や口の微妙な動きから、驚きや嬉しい

気持ちが推測された。	 
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向き合ったことが解決の糸口となったようであり、他者（この場合は他者が描いた絵）を通して、

自己に気付きをもたらしていたと言える。また、『（前略）２度の交換により完成した絵は、今まで

私が描いてきた絵とは段違いに、その絵１枚１枚にかけられた思いがとても大きな絵になっていた。』

と捉えているように、試行錯誤の末に充実した作品が生まれることを実感することができたようだ。 
 	 
５−２	 学生Y（生徒T・生徒Mを対応）のレポートより抜粋	 

	 『1回目に私が描き加える時もひたすらこれでいいのかと不安に思いつつ描いていたのですが、2

回目に絵が帰ってきたときにみんなそれぞれ反応して描いてくれていたので、これでよかったんだ

なぁと安心し、とても嬉しかったです。それで、ようやく自信がついてきたのか、2回目は思いっき

り描けました。こういう風に絵の描きあいをしていると、なんだか絵の文通をしているような感じ

がしました。お互いのことを知らずにただひたすら絵だけで話をしているような感覚で、けれども

相手がどういう子なのか、どんな気持ちが込められているのかがだんだん伝わってきました。こう

いうことは今まで経験したことが無かったので、私自身も不思議な気持ちのまま描いていました。

絵だけでも会話をしたり自分のことや相手のことを伝え合ったりすることができるのだなと思うこ

とができました。	 

	 私は4枚描かせていただいたのですが、それぞれ個性があって、描きがいのあるものばかりでし	 

た。（中略）次に黄色い線が描かれていて、地図のような絵にとりかかって、上のかまぼこ型のも

のがメーターに見えたので、上に目っぽいのを描き、ロボットのようなものを思いついたので、そ

れに合わせてひたすら線を描いて機械のような感じを出して送りました。自分の好きなようにやっ

てしまったので、どんなのが帰ってくるのだろうとどきどきしていましたが、見てみると私の線に

合わせてさらにたくさんの線が描かれていたり、メーターのメモリの付け足してくれたりと、こん

なにも反応して描いてくれたんだととても嬉しかったです。私のことを分かって描いてくれたよう

な感じがしました。描いてくれた線から手や輪郭を作り、色を塗っていろんなロボットが出てくる

ように仕上げました。そして、最後に顔が描かれている絵に手を加えたのですが、男の子の顔だな

と思い、その子に友達を隣に描いてあげようと、女の子を描きました。男の子の絵がすごく笑って

いるので、それに合わせて笑顔に描きました。さすがに顔だけでは物足りない感じだったので、体

を描き、周りを様々な色で塗ってみることにしました。服の輪郭だけを描き、きっと色をのせてく

れるだろうと思いそのままにして送りました。帰ってきたのを見ると、服に色が塗られていて、私

のに合わせてくれたんだと嬉しく思いました。周りにさらにお友達を増やそうと思い、動物をたく

さん描いて仕上げました。後から聞いた話ですが、この絵を描いた子は描くのが苦手で、悩んだ末

に似顔絵を描いてくれて、それに私が女の子を描いたり背景に色を塗ったりして、それを見た時、

本当に嬉しそうにしていたというのを聞いて、私が描いたものは間違いじゃなかったととても安心

して、喜ばせることができて本当に嬉しかったです。私も誰かを喜ばせることができるのだなと思

いました。（一部表記改）』	 

	  

 

６ 総合的な考察から抽出した成果 
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	 ６−１	 表現力の向上	 

	 「つながるアート」には、自分一人の絵画制作では体験できないものがあった。生徒たちにとっ

て初めての教材を使用することで、技術的にも新たな視点で線描や彩色をすることができていた。

交換して絵を描き進めるという試みにより、作品が変化していく面白さや嬉しさを感じ、相手との

コミュニケーションを楽しみながら、新たな絵画の魅力を発見したようであった。	 

	 「にじのたね	 in	 キタトク」では、巨大なキャンバスに素手で描くというダイナミックな活動で

あった。体全身で描くことで生まれた思いがけない絵の具の表情は、参加者全員の感性を大いに刺

激したようである。前半の動的な作業に対し、後半は個々が気持ち良く活動できる静的な環境を設

定し、それぞれの居場所を感じながらもお互いの良さを認め合い共有するといった、言葉を介さず

とも色や形でコミュニケーションする楽しさ、心地よい一体感を創出することができた。通常の授

業では味わうことができない貴重な絵画体験により、個々の「情緒の解放」が見受けられた。	 

	 

	 ６−２	 自己肯定感の高まりと居場所	 

	 対象の中学部一年生は、知的に軽度だが場面緘黙や発達障害がある等、外部の小学校から入学し

た生徒の割合が高い。これら自己肯定感の低さや自己表現への自信のなさから積極的になれなかっ

たり反抗的な態度をとったりする様子が見られた生徒において、「自己肯定感の高まり」や「表現

意欲の向上」が見られたことで、通常の小・中学校における特別な配慮を必要とする児童生徒に対

しても有効な支援になると考える。「自己肯定感の高まり」と「居場所があることの大切さ」の重

要性が浮き彫りになったことが、特別支援学校で行った意味として大きな成果であったといえる。	 

	 

６−３	 場の設定について	 

	 「つながるアート」は9月から10月上旬にかけて実施したが、そのまとめとする魔法使い（大学

生）との対面を、「にじのたね」を実施する当日に設定したことで、活動の展開がスムーズに行われ

た。「つながるアート」で新しい絵画の手法や題材を体験し、当日は魔法使いの正体が分かった高揚

感を基に「にじのたね」の共同作品を制作したことで、より一体感が増し、効果的な活動となった。	 

	 

６−４	 大学生が活動に参加した効果	 

	 「つながるアート」では関わった学生が将来の図工・美術教師ということもあり、生徒の絵を受

け入れ、生かし、喜ばせたいという気持ちで描いてくれたようだ。それが生徒にも伝わり、「自分

の絵が受け入れられ、大事にされた」という満足感と、「予想以上の上手な絵になって戻ってきた」

という自分の絵が美化された感覚とで、「自己肯定感の高まり」や「やりとりした達成感」が促さ

れたのではないかと考える。年齢的に近く、絵画の技術的なスキルがある学生の描く絵は、特別支

援学校の生徒たちにとって、絵画へのあこがれや刺激となり意欲を引き出す効果があった。	 

	 一方、大学生にとっても教育実践を体験する良い機会であったといえる。「つながるアート」は

３名の学生で実施したため、一人が４～５名の生徒を担当することになり、負担は大きかったが、

生徒一人一人によって違いがあることが実感でき、それぞれにどのように対応して描くかという点

でとても考えさせられたのではないだろうか。一人一人の個性や特性に応じて描き方や内容を変え

るという力は、小・中学校、高等学校のどの教育現場においても生かすことができる。１４名の生
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徒に１４名の大学生が一人ずつ担当したならば、経験できなかったことである。	 

	 「にじのたね」実施時には、大学生・院生 8 名がスタッフとして参加し、前半は絵の具の準備等の補助

的支援にあたった。後半は一緒に絵を描く等し、その際は自然と許容する態度を維持しつつ、肯定的で

賞賛する言葉かけに努めていた。また、自ら楽しんで描いている様子があり、それらは、全体での温かな

一体感を作り出すことにも成果を上げていた。 

 
６−５	 教員の意識改善	 

	 全体を通し、特別支援学校担当教員には「生徒の気持ちに任せ、教員が誘導することがないよう

に見守る」ことに意識して取り組んでいただいた。通常の美術活動よりも教員からの支援が少なく

なったため、どうしたらよいか迷う生徒や、自分から描き始めることに難しさがあった生徒もいた

が、最少の言葉掛けにとどめ、無理強いせず、受け入れ、見守るように対応することで、生徒の作

品やその表情にも通常にない反応が見受けられたようである。重度重複の障害のある生徒に対して

の支援法に関しても疑問視し、なるべく本人の動きで活動できる支援の仕方を検討した。これまで

の指導法について考察する良い機会になった。	 

	 例えば、否定的な行為を教員が止めようとした一例がある。「つながるアート」において、制作過

程にあった絵を塗り潰した生徒がおり、当然のように制止したが遅かったようだ。しかし、交換し

て戻ってきた絵は塗りつぶした部分を生かした面白い絵になっていた。これは、潰したり壊したり

した後、新しい表現が生まれる可能性は無限にあることを示唆している。このことからも、生徒本

人から出てきた表現を教員側の意図で無理に誘導したり止めたりせず、生徒が心地よい状態で描け

るように環境を整えることが大切なのではないかといえる。	 

	 

６−６	 連携の意義	 

	 実践で刺激的だったことは、連携を模索する中から新しい視点が生み出せたことであった。例え

ば、「つながるアート」の導入において、絵を交換する相手を「魔法使い」と設定したことや、生徒

が使い慣れていないキャンバスを画材にすることで、特別感が増し、生徒の意欲向上につながった

と言える。また、予め下地に白色を施す事によって生まれた凹凸やグラデーションに視点を向けた

ことは、発想の転換をより自由な方向へと導いた。これらは連携により生まれたアイデアであった。

「にじのたね」においても同様であるが、より専門的な知識や経験は、このような実践を通した連

携の中で初めて生かされると実感した。	 

	 

６−７	 表現に欠かせないもの	 

	 今回の連携を通して、魅力的な題材の仕掛けや本物の良さに触れ、意欲を引き出す設定が、技術

力そして表現力の向上には効果的であることがわかった。同時に、「気持ちを解放し、安心して活動

できる雰囲気づくり」が表現活動をする際の心の基盤として大切であることが確認できた。「自己肯

定感の高まり」と「居場所があること」の心地よさが、心の幹を太くし、自らの内面を表現しよう

とする動機付けになる。そして表現力の向上につながるといえる（図５）。あらためて活動を振り返

れば、「つながるアート」が「心の解放」であり、「にじのたね」が「身体の解放」を意味していた

と推測できる。これらを段階的に実施したことは、やはり連携により成し得たものであった。そこ
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で、本連携事業において、次のような図式を導き出せたことが、最大の成果であったと考える。『感

動→心の解放→身体の解放→表現』。これは、今回の連携の試みから得られたものだが、特別支援学

校の生徒に限らず、そして美術分野だけに限らず、「感動」すなわち「心を動かす」ことが「表現」

の基盤として存在していることを示していると捉えたい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図５	 蛭田により活動後に導き出された全体構想図	 

 

 

７ まとめ 

 
	 本稿では、問題の所在に対応して、①大学美術科と特別支援学校による連携事業の実態を解説し、

全容を明らかにした。②実践対象となった生徒及び学生について、双方にどのような教育的効果が

あったかを、作品画像、教員が見た当日の様子、レポートをもとに考察した。③前述の考察により、

教育及び表現活動、教育機関間による連携活動の意義を探究し、抽出された成果を明らかにした。	 	 	  
	 無論、今回の試みをそのまま他の教育機関に一概に当てはめることができない。しかし、この実

践結果のエッセンスを、美術活動や表現活動の際に生かすことはできる。特別な配慮を必要とする

児童生徒の表現活動において、今回成果のあった支援の方法や配慮を行うことで、何かしらの成果

を上げることは、大いに期待できる。『レインボーミラクル	 for	 チャレンジド』は、会話が難しく

ても、相互のやり取りから生まれる言葉によらない気持ちの共有や相互理解を楽しむことができる

活動である。今後も継続した取り組みとして、形を変え、様々な教育機関において実践を試みる予

定である。 
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註 

 

１）  平成 26 年度茨城大学社会連携事業会支援事業 戦略的地域連携プロジェクト報告書（茨城大学社

会連携センター発刊）において、地域連携活動の趣旨を記している。 

２）  片口は大阪市立鷺洲小学校（2009年）、常総市立大生小学校（2014年）より依頼を受け、絵画の仕組

みを活用した、造形ワークショップを実施している。他にも、幼稚園や教員研修においても、同様の

開催事例がある。 
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