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フィンランドにおける美術・デザイン教育
佐々木

北海道教育大学釧路枚美術教育講座

ArtandDesignEducationinFinland
SASAKI Tsukasa

DepartmentofArtEducaiton，KushiroCampus，HokkaidoUniversityofEducaiton

要 旨
2005年，2006年に実施したスウェーデン，フィンランドにおける美術・デザイン教育の実態調査に続き，
2007年にフィンランドにおいて実態調査を行った。ラップランド大学美術デザイン学部における教育と研究，

同学部美術教育専攻における教員養成，TimoJokela教授によるWinterArtEducationProjectの実践，
総合学校における美術教育の実践等を取材した。調査を通して，フィンランドの美術教育には，基礎教育段
階の「視覚芸術」と「工芸」の教科にみられるような，視覚メディアと素材の客観的理解とその操作に特徴
があることが導かれた。また，この特徴は教員養成の内容はもとより，フィンランドにおける美術デザイン
教育全般にも共通していることが示唆された。

ンランドの美術デザイン大学であるUIAH（ヘル
はじめに
筆者は先に，2005年及び2006年にスウェーデン，

シンキ）において特徴的な美術・デザイン教育が
確認できた。教員養成学部をもつKonsfackと

フィンランドにおけるデザイン教育，美術教育の

UIAHでは，ビデオやコンピュータなどの新しい

実態調査を行い，その結果を報告した1）。調査の

映像表現とともに銀塩写真などの従来型のメディ

主たる目的は，映像，情報メディア表現及び工芸

アの教育も強く意識されていることが特徴的で

に関する教育の先進的な事例を，高等教育，初等

あった。若年層の芸術活動のための社会教育施設

中等教育，生涯教育の諸機関を通じて収集し，視

AnnantaloArtsCentre（ヘルシンキ）でも，メディ

覚的・触覚的メディアを生かした教育モデルの構

ア表現への強い指向性が確認された。また，現代

想に反映させることであった。

美術においても，フィンランドでは写真や映像に

これまでの調査では，スウェーデンを代表する
美術デザイン大学であるKonstfack（ストックホ

関する独特の指向性があった。

一方，両国は優れた生活デザインによっても知

ルム），ファインアート系芸術大学のKKII（ストッ

られており，手作りの製品から工業製品にいたる

クホルム），スカンジナビア最大規模を誇るフイ

まで，簡素な美しさと機能性を備えた北欧デザイ
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ンの中心的な地域である。こうしたデザインの教

法（Law），社会科学（SocialSciences）の5学

育については，前述の大学において実践的専門教

部を有し，4000人を超える学部生，約400人の大

育が行われていた。また，フィンランドのフィス

学院生，約200人の留学生が学んでいる。

カルス村では，デザイナーや工芸作家，芸術家が

美術デザイン学部は1990年に設置されている。

移り住み，制作と販売を行う実験的な取り組みが

フィンランド国内で，美術デザイン学部を有する

行われていた。この取り組みは手工芸・軽工業と

大学は，ヘルシンキにある美術デザイン大学

いった規模であるが，こうした規模の取り組みか

（UniversityofArtandDesignHelsinki；UIAH

ら生まれるデザインは，ヘルシンキのデザイン

と略称する）とラップランド大学だけである3）。

フォーラムを通して流通し，フィンランド全体の

美術デザイン学部は，美術教育，メディア，イン

デザインのレベルの高さを支えている。素材の特

ダストリアルデザイン，テキスタイル・服飾デザ

質を最大限に生かしながら生活空間における様々

イン，美術・カルテュラルスタディズの5専攻か

な要求を合理的に解決する北欧デザインの特徴

ら構成されている。

が，手工芸から製品デザインに至るまで共通して
いることが確認された。

過去2回の調査を踏まえ，第3回目の調査を

3年間の学士課程の上に2年間の修士課程，そ
の上に博士課程が設けられている。フィンランド
では，大学卒業時の学位は修士が一般的であるが，

2007年12月9日から16日の期間にフィンランドに

学士課程からの直線的な履修者だけでなく，職業

おいて行った。ロバニュミ市のラップランド大学

を持ちながら学ぶ者，他大学を卒業してから学び

（UniversityofLapland）の美術デザイン学部，ラ

直す者など，履修の形態は多様である。

ンタヴイティツカ総合学校への訪問を通して，美

美術教育専攻では総合学校（Comprehensive

術の教員養成の具体的内容と実態，初等中等教育

school），高等学校（Uppersecondaryschool），職

における美術教育の実践を把握した。さらに，視

業学校（Vocationalschool）などにおいて美術を

覚的・触覚的メディアはもとより，学校，地域社

指導する教員の養成を行っている。フィンランド

会や文化，環境を包括する総合的な造形活動の先

で教職に就くには修士課程の修了が必要なので，

進的事例として，ラップランド大学のTimoJokela

この専攻では修士課程修了を基本としている。メ

教授が進めるWinterArtEducationProjectにつ

ディア専攻では，オーディオ・ビジュアル，グラ

いて取材した。

フィックデザインの2分野に関する専門教育が行

本稿の目的は，第一に，これらの調査結果を通

われている。インダストリアルデザイン専攻では，

して，フィンランドにおける美術・デザイン教育

工業製品や環境のデザイン，各種デザイン研究が

の特徴を描くことである。第二に，そこから視覚

行われている。テキスタイル・服飾デザイン専攻

的・触覚的メディアに関わる教育の先行事例とし

では，染織や服飾の専門技術教育のほか，環境や

ての特徴を抽出することである。

産業などの社会的な側面からのデザイン研究が行
われている。フェルトによる防寒具のデザインや，

1．ラップランド大学美術デザイン学部の概要2）
ラップランド大学は，フィンランドの北方，北
極圏ライン直下のロバニュミ市にあるフィンラン

地域性を生かしたファッションなどの作品などが
校内に展示されており，北方の社会的環境を基盤
にしたデザインの実例を見ることができる。美
術・カルテュラルスタディズ専攻では，美術史，

ド及びEU諸国中で最北に位置する大学である。

美術批評の他，絵画，彫刻，版画，写真などを含

1979年の開学は，国内で2番目に新しいという。

むファインアートの実技と理論が扱われている。

美術デザイン（ArtandDesign），経営観光
（BusinessandTourism），教育（Education），
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さて，美術デザイン学部の校舎は，中央に大き

な吹き抜けをもつ地上4階・地下1階建ての新築
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校舎であり，最新の設備を備えている。大規模と

は言えないが，一つの建物の中に必要な施設が集
約されており，機能的である。
1階には，講堂，美術デザイン学部図書館，作
品を展示するためのギャラリーなどのほか，吹き
抜けになっている中央部分に，食堂が設けられて
いる。また，1階には木工，金工，陶芸などの実
技実習のための各種工房が設置されている。2階
と3階には，絵画制作のアトリエ，メディア関連
の各種機材を備えた実習室，テキスタイル関連の

図1 ラップランド大学美術デザイン学部校舎

各種実習室，演習室などが設置されている。4階
は美術教育専攻の演習室などが設置されている。

なお，地階には音楽スタジオが設けられている。
デザインを中心とした美術，美術教育の教育・
研究機関として，ラップランド大学美術デザイン
学部は，ヘルシンキのUIAHとは異なった独自
の特徴をもっている。UIAHがスカンジナビア
最大の芸術大学であり，企業碇携や地域開発を含
む大規模で総合的なプロジェクトを進めるのに対
し，ラップランド大学の教育と研究は，北極圏と

図2 美術デザイン学部校舎中央ホール

いう風土を踏まえたデザイン研究や教育実践に特
徴をもつ。前述したテキスタイル・服飾デザイン
専攻のフェルトを使った防寒具のデザインなどは
その一例であろう。また，自然環境を生かした造
形活動，雪と氷による造形活動は，地域社会を巻

き込んだ美術教育実践として，TimoJokela教授
によって進められている。

教育研究には，コンピュータやネットワークな
どのITが活用されている。例えば写真の授業な
どでは，デジタルとアナログ（銀塩写真）の双方

図3 中央ホールの食堂、図書館など

を扱うため，コンピュータ施設だけでなく暗室も
かなりの広さと設備を有している。テキスタイル
などでも，コンピュータ制御の織機が使われてい
る。また，様々なプロジェクトの記録と公開など
でもコンピュータは活用されている。もともと

フィンランドはIT利用に関しては先進的な地域
であり，大学におけるIT活用は当然のことでは
あるが，手作業を伴うものづくりの分野において
も，直接・間接的にITが自然な形で受容され，
積極的に活用される事実は興味深い。

図4 写真の授業風景
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図5 絵画制作のためのアトリエ

図6 テキスタイル・服飾デザインの作品

図7 陶芸の授業風景

図8 木材加工室の作業風景
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図9 中央ホールの特設ギャラリー

図10 特設ギャラリーに展示されたデザイン作品

図‖ ギャラリールームでのプロダクトデザイン展

図12 別ギ∵ヤラリールームでの学生のビデオ作品
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2．美術教育専攻の教員養成と講義
美術教育専攻では，美術の教科指導教員の教員
養成を行っている。2名の教授と数名の講師，ア

生を対象としたイメージ分析（ImageAnalysis）
の授業である。この授業では，体験的な美術理解

の過程を通して，学生たちが共同で美術作品の分
析や解釈，批評を学ぶことが目的とされている。

シスタントから構成されるスタッフが美術教育の

Tuupanen講師によると，体験的美術理解のモ

授業を担当している。美術教育専攻における教員

デルは，D．コルブの体験学習モデルを基盤にし

養成プログラムは，教育学的，芸術的，理論的，

ているという。コルブの体験学習のモデルは，「具

科学的な側面から学生の学習を支援するものであ

体的体験」と「抽象的概念化」を両極とする「理

るという。学生は，実践的美術教育，イメージ理

解」の軸，「能動的実験」と「内省的観察」を両

論，芸術表現，リサーチなどの学習を積み重ね，

極とする「変容」の軸から構成される。ここでは

3年制の学士課程に引き続き2年の修士課程を修

学習者の「具体的体験」が「内省的観察」を通し

了することで美術教員の基礎資格を得ることがで

て「抽象的概念化」され，さらに「能動的実験」

きる。教員養成における学習の目標は，単に指導

によって新たな「具体的経験」につながる循環的

技術を習得するのではなく，芸術的，科学的な研

な学習の展開が想定されている6）。これを応用し

究を行う能力や，それを応用する能力の獲得にあ

た体験的美術理解とは，個人の美術作品に関わる

るとされている4）。したがって，美術教育専攻に

体験を，内省的に見つめることを通して意識化・

おける研究や教育は，教科の指導法に限らず，文

概念化し，さらに追体験としての制作や調査を通

化，地域，歴史など広範囲な文脈における美術の

して理解していくとともに，新たな美術理解への

価値とその教育を対象としている。例えば，制作

体験を促していくという過程であると理解でき

では絵画，写生，彫刻，陶芸，グラフィック，写

る。その過程は，学習者の過去と現在の体験が新

真，デジタル画像，グラフィックデザイン，視覚

しい知識の構築をなすような，循環的で連続的な

原理，色彩構成などの学習内容が用意されており，

体験的過程として想定されている。

このほかイメージと美術の知識などの理論，美術

さて，授業では，学部学生十数名と大学院生が，

教育の応用，美術教育研究，教育学研究，プロジェ

それぞれの課題の成果を発表していた。学生たち

クト研究などの学習内容が設定されている。中で

は各自が制作した作品をもちより，制作の意図や

も，WinterArtEducationプロジェクトは，ロ

制作を通して理解したことなどを一人ずつ語っ

バニュミの地域性を生かしたプロジェクト研究で

た。一人あたり5〜10分程度の発表が終わると，

あり，単なる雪像・氷像制作にとどまらない冬文

Tuupanen講師が質問を促し，いくつかの質問に

化・北方の生活文化全般に関連する美術教育研究

発表者が答えた。込み入った事情や感情を説明し

である。

なければならないので，授業はフィンランド語で

美術教育専攻を修了した学生は，総合学校や高

行われた。学生たちの作品は，著名なフィンラン

等学校，職業学校における美術教育指導はもとよ

ド画家の作品を自分なりに描き直した絵画，自由

り，子どもや若年層を対象にした美術の社会教育

なドローイング，キャンバスにアクリルで描いた

施設，民族カレッジ，美術・メディア・手工芸な

もの，イラストレーション風のもの，針金で作っ

どのカレッジ，美術館や各種サークルでの指導に

たモビールなど様々であった。

従事するほか，ラップランド大学の博士課程や海

学生たちの発表は，個人的な制作過程に内在す

外の大学において美術教育研究を継続するものも

る心理的な要素を，発表を通して確認しあい，美

いる。

術作品の制作過程における心的要素の変化として

美術教育専攻における授業を参観する機会が得

一般化する試みであるといえよう。全体的な発表

られt5）。SeijaTuupanen講師が担当する2年

の雰囲気は，内省的観察という言葉にふさわしい
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るものであった。授業後のTuppanen講師の説明
によると，学生たちは非常に正直に報告を行って
くれたという。

この体験的美術解釈の方法は，一見すると制作
体験をめぐる感傷的な語り合いのように感じる。
しかし，作品制作には必ず制作者の精神的な動き
があるのだから，その理解のために追体験的方法
を採ることには合理性がある。もちろん，個人的
な感情の問題だけでは解釈に至らない側面もあろ
図13 大学院生による発表風景

うが，この授業では，議論をしたり，美術史，美
学，批評の原理から得られる方法論を組み合わせ
たりすることによって，個人の制作体験を表現者
の制作過程として一般化することを目的としてい
るようである。この反復によって，他者の美術作

品の理解はもとより，自分自身の作品制作を個人
的な心象のレベルだけでなく様々な文脈において
意味づけることが可能になる。体験的な美術解釈
の方法によるイメージ分析は，教育現場で子ども
の表現を解釈しなければならない立場にある美術
図14 学部学生による発表風景

教員にとって必須の能力である，とTuppanen
講師は語っていた。

体験的美術解釈の興味深い点は，既に評価がな
されている美術作品だけではなく，自作や子ども
の作品などの様々な表現を含めて「イメージ」と

して扱い得ることである。さらに，そうしたイメー
ジが人間の精神活動の結果として表されたもので
あるという前提に立ち，イメージの生成に関わる
精神活動の過程を追体験することによって理解に
到達しようとする点である。しかも，ただ1回の
図15 学部学生による発表風景

個人的な印象を直線的に理解に結びつけるのでは
なく，他者との情報交換や反復によって螺旋的に

静かで真剣なものであった。数週間前に友人を亡

理解や一般化へ向かわせる過程は，集団的な学習

くした喪失感を絵に表した女子学生の発表では，

の場面において有効に機能すると思われる。

涙ぐんで声にならないような場面もあった。他の
学生の発表においても，人間の生死や苦悩といっ
たテーマが取りあげられていた。

自身の感情を吐露したり，それに反応して涙す

3．フィンランドの基礎教育における美術教育
フィンランドにおける義務教育は，基礎教育と

る学生たちの姿に驚かされることもあったが，総

よばれる9年間の教育であり，この基礎教育の場

じて彼らの発表は，感情の振幅を抑制しながら真

が総合学校（Comprehensiveschool）である。

撃に自身の制作過程における心情の変化を報告す

総合学校の上には，3年制のいわゆる高校
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（Upper secondary school），職業学校

つの柱から成り立っている。

（Vocationalschool）があり，その上に大学やポ
リテクニックがある。

基礎教育における美術教育は，1学年から9学

表1 視覚芸術の中心的内容

年までの全ての学年に，視覚芸術（VisualArts）

1−4学年
視覚的表現と思考

と工芸（Crafts）として設定されている。これら
の教科の目標や内容等は，ナショナルコアカリ

キュラムによって規定されている7）。
2004年から試行されている最新このカリキュラ

ムにおける視覚芸術の概要には，「総合学校にお

5−9学年

視覚的な技法，表現方法や素
材：絵画，グラフィック，デ
ザイン，建築
視覚的構成の基本：均衡，緊
張，律動，色彩，形態，空間，
動勢，時間，線

視覚的イメージの学習と評

価，正しい用語を使った議論

ける視覚芸術指導の役割は，生徒の視覚的思考，

美的・倫理的な意識を発展させ，視覚的表現がで
きるようにすることである」，「指導におけるキー

は，社会における視覚文化（美術，メディア，環
境）の現れを理解すること」，「指導の目的は，生

美術の知識と文化的専門知識
地域の美術館や展覧会への訪
問と美術作品人門

イメージを創造と議論による
芸術的イメージの学習
フィンランドの黄金時代の巨
匠；現代，その他

生徒自身の文化，外国からの文化における視覚文
化を鑑賞したり理解したりするための基礎を形成

環境美学，建築，デザイン
自然や建築，建築遺産入門；
環境における変化の再認識
実験，デザイン，制作；三次
元の構造物；環境計画や縮尺
模型の制作

する」といった記述が見られ，教科の性格づけを
確認することができる8）。

目的，内容，到達目標に関しては，第1から4
学年，第5から9学年の2段階に分けて記載され
ている。日本の学習指導要領において，小学校で

は2学年ごと，中学校は第1学年と第2・3学年
に分けられている実態と比較すると，フィンラン
ドのコアカリキュラムはかなり大綱的な指示に
なっているといえる。総合学校における実際の指

現代美術，美術史，多様な文
化の視覚的世界の様相
展覧会や美術館への訪問と美
術作品の紹介，インターネッ
トの利用
イメージの分析：芸術的イ
メージの構造，内容解釈，美

術批評の学習

徒がそれぞれの美術との関わりを持てるようにす
ること」，「視覚芸術の指導は，フィンランド文化，

絵画，グラフィック，陶芸，
彫刻，空間美術，環境の美術
；視覚的思考の深化
視覚的構成の基本：均衡，緊
張，律動，色彩，形態，空間，
動勢，時間，線
個人の視覚的体験における美
術の様式や視覚的な象徴
個人の観察，思考，アイデア
を視覚的な意味で表現する

自然と人工環境の相互作用の
検証，建築遺産の学習，美的・
道徳的・生態学的・計画的見
地からの環境形態の検証と評
価
表現の方法，様式的特徴，建
築やデザインの伝統入門
観察，計画，空間構造；デザ
インプロセス入門，素材と使
用日的の関係の検証

メディアと視覚的コミュニケーション
視覚的話法の基礎：物語から
絵に，部分拡大と概観，図と
文の結合
イラスト，マンガ，広告，写
真，ビデオ，デジタルイメー

ジ

テレビ，コンピュータゲーム，
映画，マンガ，広告における
視覚的コミュニケーションの
批判的学習と調査

メディアにおけるイメージの
使用日的の検証；メディア表
現の構造的内容分析
写真またはデジタル・ビデオ
写真
視覚的話法の形：イラスト，
マンガ，動画の空間的様相
グラフィックデザイン：図と
言葉の結合，タイポグラフィ
の基礎
広告チャンネルと表現方法
映画やテレビ番組の分析

導に関しては，第1から6学年までは一般の教師

表1は，4つの在ごとに設定された具体的内容

が，第7から9学年までは教科担任が行うという

を，1から4学年，5から9学年に分けてまとめ

から，専門性が増してくるのは第7学年以降であ

たものである9）。内容を概観すると，「視覚芸術」

ると考えられる。

という教科名が示すように，美術の領域はもとよ

視覚芸術の主たる内容（コアカリキュラム）は，

「視覚的表現と思考（Visualexpressionand
thinking）」，「美術の知識と文化的専門知識

り，環境，建築，デザイン，メディアなどの視覚
的な文化を学習の対象として幅広く取り入れてい
ることがわかる。特に，「メディアと視覚的コミュ

（Artisticknowledgeandculturalexpertise）」，

ニケーション」では，ITを利用した現代的なデ

「環境美学，建築，デザイン（Environmental

ジタルメディアだけでなく，写真やマンガなどを

aesthetics，arChitecture，anddesign）」，「メディ

含むメディア史を意識した内容構成になってい

アと視覚的コミュニケーション（Themediaand

る。また，制作活動が中心的な内容を占めてはお

visualcommunication）」といった全学年共通の4

らず，制作を含む様々な活動によって総合的な視
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章

覚芸術への理解をはかろうとしていることがわか

一般的内容」と「技術的な作業」，「テキスタイル」

る。

に分かれている。「技術的な作業」とはテキスタ

新カリキュラムにおける「視覚芸術」の大きな

イル以外の様々な工芸分野を指していると考えら

特徴は，美術の知識と視覚的メディア教育の重視

れる。換言すれば，多様な工芸の中でもテキスタ

であるという。指導においては，美術学習の過程

イルは特に重視されていることになり，フィンラ

を視覚化するためにポートフォリオを導入，人間

ンドの工芸教育の特徴をなしているといえる。例

形成やメディアの知識，環境への責任といった観

えばテキスタイルの内容については，「テキスタ

点による他教科との横断的な学習などが想定され

イルやファッションの歴史」，「インテリアデザイ

ている10）。

ン・テキスタイル，服飾，テキスタイルアートの

他方，「工芸」においては，「工芸指導の役割は，

象徴的意味やメッセージ」，「ITの応用や，デザ

基礎の習得を通して自信を深め，作品制作の喜び

インを支援する新技術」，「テキスタイル製品の3

と達成感を引き出すために，工芸の技能を高め

次元形状（パターンメイキングの基礎など）」な

る」，「作品や素材の使用に対する責任，素材と作

どの具体的な記述が見られる。

品の質を見極めること，自分の選択やアイデア，

上記のように，フィンランドのナショナルコア

求められる製品や役割を自己評価する立場にたつ

カリキュラムに見られる美術教育は，「視覚芸術」

ことを学ぶ」などの記述が見られる。この記述に

における広汎な視覚的メディアや視覚的文化に関

は，工芸が生活空間の要求に対して具体的に応え

する学習と，「工芸」における素材と形，機能を

ていく造形活動として捉えられていることが明確

基礎とした現実的な問題解決学習によって構成さ

に示されている。工芸は場当たり的なものづくり

れているといえる。

ではなく，目的的な造形活動である。そこから素

材や技術の学習，問題解決学習といった工芸よる
教育の特質が抽出される。工芸教育のこうした側
面は，日本の初等教育においてはしばしば看過さ

4．総合学校における教育と美術教育
ラップランド大学に隣接するランタヴイティツ

れることがあるが，フィンランドのカリキュラム

カ総合学校（RantavitikkaComprehensive

では基礎教育段階全体を通して堅持されている。

School）を訪問し，授業参観や教員への面談をす

工芸の具体的な目的，内容，到達目標に関して

る機会が得られた11）。前述のようにフィンラン

は，視覚芸術と同様に，第1から4学年，第5か

ドの総合学校は，義務教育である9年間の基礎教

ら9学年の2つの段階に分けて記載されている。

育のための学校である。日本でいう小中一貫校に

ただし，内容に関しては視覚芸術のように，全学

近いが，総合学校へ入学する学齢は日本よりも1

年に共通した柱は設けられていない。第1から4

年遅く，また総合学校では就学前教育も行ってい

学年の段階では，「テキスタイルや技術的な作業

る。

に関する基礎的な素材，道具，技術」，「作業や作

ランタヴイティツカ総合学校の生徒数は，第1

業場における安全に関すること」，「工芸のデザイ

から6学年が171名，第7から9学年が248名，こ

ンや必要な技法の体験，練習」，「生徒の地域社会

のほか特別支援教育が4グループ，就学前教育が

における伝統的・現代的な工芸製品，道具，素材，

1グループある12）。第7学年以降の生徒数が多

技法」，「生徒の身近な自然や人工的環境における

いのは，この学年から他の学校の生徒を受け入れ

現象，その現象に対する技術的な応用」，「素材や

ているからである。2005年12月の調査で訪問した

製品の手入れや補修，リサイクルや再利用」など

ヘルシンキのアラビア総合学校がそうであったよ

の項目が示されている。

うに，ランタヴイティツカ総合学校も，視覚芸術

第5から9学年の中心的内容は，「工芸指導の
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に重点を置いたカリキュラムを展開している13）

フィンランドにおける美術・デザイン教育

第7学年では週2時間の美術があり，絵画や素描，

彫刻，グラフィック，ビデオ映像，映画などの基
礎学習をする。第8〜9学年では週1時間となる
が，生徒は一つの分野に長い時間をかけて，自分
の力で体験的に制作や学習を進めていくという。

取材時には，かつてこの総合学校で美術教員と
して働き，現在はラップランド大学美術デザイン
学部の美術教育専攻に所属するKristiina
Ylinar良一Tikkala講師が校内と美術教育関係の施
図16 ランタヴイティツカ総合学校校舎正面

設を中心に案内をしてくれた。

美術用の教室は2箇所に設けられている。一つ
は通常教室に隣接するやや広めの美術教室であ
る。中央に作業テーブルが配置され，壁面には生

徒作品や参考作品が掲示されている。教師用の準
備スペースも僅かだが確保されている。もう一つ
は，エッチングプレス機，陶芸窯などの設備をも
つ地階の教室である。どちらの教室も，幅広い造
形活動に対応できるようになっている。

参観をした視覚芸術の授業では，名画と動物の
イメージを混成させて描く題材が扱われていた。

図17 美術教室

この題材はこの学校でよく扱われたきたもので，

生徒は自分の選んだ名画と，動物図鑑などから選
んだ動物とのイメージを組み合わせた絵を描く。

例えばある男子生徒は，マネの『黒い帽子のベル
ト・モリゾ』を取りあげ，これに動物図鑑を見な
がらゴリラのイメージを加えていた。この題材の
ねらいは，異なる2つのイメージの混合による新
しいイメージの創出であるという。このほか，フェ
ルメールの『青いターバンの少女』とヒョウを組
み合わせたものなど，様々な作品例を見ることが

図18 地階の美術教室

できた。四つ切りの黒ラシャ紙にクレヨンで描か
れた作品は，独特の密度をもった不思議な仕上が
りになっている。ただし，紙や描画材料（クレヨ
ン），手順や方法については全生徒が同じ条件な

ので，生徒の心象風景や個性的な部分はそれほど
強く表現されているとはいえない。この題材は，
絵画という位置づけではなく，イメージ操作の学
習として位置づけられているものと考えられる。

このほか，近隣の建築物の特徴をまとめた視覚
的なプレゼンテーション，建築物のデザインと模

・

＼
モこ

：二ふi＿

■、

図19 地階の美術教室のシンクやプレス機

83

佐々木

図20 美術教室における視覚芸術の授業風景

図24 建築デザインの縮尺模型

図21マネの作品とゴリラのイメージ合成

図25 低学年のアースワーク

図22 フェルメールの作品とヒョウのイメージ合成

図26 ドライポイントの生徒作品

図23 建築に関する調査のプレゼンテーション
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図27 ドライポイントの制作過程の指導資料

フィンランドにおける美術・デザイン教育

型制作，銅版画（ドライポイント），紙によるテ

クトとして特徴を示しているものの中に，美術デ

クスチュア実習，陶芸などの生徒作品を見ること

ザイン学部美術教育専攻のTimoJokela教授によ

ができた。また花や石を使った低学年向けのアー

る雪と氷の造形がある。TheSnowShowWinter

スワークも行われているようであった。

ArtEducationProjectと呼ばれるこのプロジェ

フィンランドでは視覚芸術，工芸の教科書は刊

クトは，北方地域における環境や地域社会に根ざ

行されていないため，前述のイメージ混合の題材

した美術教育の方法として，冬のアートに着目し

をはじめ，すべての題材は教師が開発したもので

たものである。プロジェクトの一般的な目的は，

ある。新たに開発したものや，長期にわたって受

北方フィンランドにおける冬のアートのノウハウ

け継がれ，普及した題材もある。制作プロセスを

を蓄積することにある。具体的には，雪の建築の

まとめた指導資料を教師が作成して活用するなど

ワークショップ，冬のアートの資料化，冬に関連

の工夫もなされている。教師による題材開発は，

したメディアの制作，雪像・氷像制作などの活動

教科書題材とは異なり，題材の多様化をもたらす

を，教育セミナーや学校教員向けの学校プロジェ

が，それぞれの題材はナショナルコアカリキュラ

クトなどのワークショップを通して普及させるこ

ムで示された方針や内容に符合するものとなって

とを目標にしている。

いる。コアカリキュラムにおける指導内容等が，

ラップランド大学美術デザイン学部には，地域

第1から4学年，第5から9学年の2段階ごとに

と環境における美術研究が用意されており，

示されているので，長期的な見通しのなかで目標

ACE スタディ ズ（Art，Community and

を達成するような題材の開発が行われ，カリキュ

EnvaironmentalStudies）と呼ばれている。

ラムの主旨が岨曝されるものと思われる。

ACEスタディズは，美術教育者，作家，美術や

こうした題材の多様化は，教師，学校や地域に

文化研究所，北方に暮らす人々の活動などを統合

よっては相当な違いとなって現れてくる。2005年

的に扱うものであり，その中でも冬のアートは

に取材したヘルシンキのアラビア総合学校と，今

ACEスタディズの中心をなす。ACEスタディ

次のランタヴイティツカ総合学校の美術教育を比

ズに携わる者が習得した技術や知識は，地域にお

較すると，題材の内容はもとより，題材の解釈や

ける冬のアートに還元されて，さらに様々な文化

指導方法にかなりの違いが認められる。その反面，

施設や，公的・非公式な団体の活動に応用されて

一つの題材における生徒作品の多様性はそれほど

いくという。

振幅をもたないように感じられる。生徒の突飛な

WinterArtEducationProjectは，教員養成は

発想や，独特で個性的な側面は，どちらかという

もとより，地域社会や地域の文化と直接の関わり

と抑制気味であり，題材が求める条件に表現を適

をめざす包括的な美術教育のプロジェクトである

合させている傾向を感じる。画用紙や材料がほぼ

といえる。このプロジェクトは，「冬の文化と冬

すべて学校で準備されるため，指導結果が似通っ

のアート」，「雪と氷の建築の技術訓練」，「学校に

たものになるのかもしれない。しかしながら，ラ

おける冬のアート」，「冬のアート 雪と氷の建築

ンタヴイティツカ総合学校における美術教育は，

に関する出版物やウェブ教材の製作」の4領域か

ナショナルコアカリキュラムの主旨や内容を反映

らなる。それぞれの領域は様々なアートイベント

しつつ，教帥の創意が凝らされたものになってい

などとの関連を持ち，常に変化しながら発展する

るといえよう。

ことが期待されている。特に，SnowShowとの
関連は密接であり，両者が一体となってThe

5．WinterArtEducdationProject
ラップランド大学における美術教育のプロジェ

SnowShowWinterArtEducdationProjectとな
り，地域を基盤にしながらも国際的な広がりを
もった規模の事業へと発展している。特に，雪の
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建築は大規模な事業である。例えば，Jokela教
授による雪のドーム制作は，巨大な専用バルーン
を膨らませ，その上に重機や大型排雪車で雪を積
み重ねてかため，人の手によって成形していくと
いう過程をもつ。ドーム自体の造形，ドーム内の
インテリア，そして堅固で安全な構造など，様々
な問題解決を図りながら制作が行われている。

このような大きな事業は，ヨーロッパ連合や地
域行政からの支援を受けている。ロバニュミ市も，
北方の特徴を生かした文化政策や経済政策を行っ

図28 雪のドームを制作中のJokela教授（中央）

ており，冬の造形に関する事業はロバニュミ市や

「￣

誌払r曙

ラップランドの地域社会や環境に根ざしたものに

なっている。2003年から2004年にかけては著名な
現代作家を招曙して大規模なShowShowが開催
され，国際的な展開を視野にいれた事業となっ

た14）。他方，Jokela教授のプロジェクトには，ラッ
プランド大学の学生はもとより，UIAHの学生，
海外からの留学生らが参加しており，Winter
ArtEducdationProjectも国際的な展開を見せて
いる。2008年12月10日，ロバニュミ市と中国・瞭

図29 雪のドームの制作風景

爾浜市との提携による雪と氷の造形事業に関する
会議（WinterConvarsation：Harbin−Rovaniemi
SnowandIce）が開催され，Jokela教授や，国

▲■爪

ュミ美術館のHilkkaLiikkanen館長，瞭爾浜市

．

ランド大学のJuhaniLillberg事務総長，ロバニ

い

ofSnowandIceSculpture）会長であるラップ

．

し．

h串

際氷雪彫刻協会（TheInternationalAssociation

の行政担当官などによるプレゼンテーションが行
われた15）。同時にJokela教授らによる雪のドー
ム建設が行われ，1週間の制作期間を経てロバニ
ュミ市内の公園に雪のドームが完成した。

こうした雪のドー

図30 雪のドームの制作風景
F￣

「「

ムの他にも，Jokela教授は

雪や氷をつかった建築・造形を国内外で行ってい
る。雪と氷を使ったアースワークとも言えるこれ
らの作品は，Jokela教授の作家としての制作活
動の結果である。しかし，こうした制作活動は上

記のWinterArtEducationProjectに還元され，

■

地域社会や地域の環境を基盤にした教育の実践的
で具体的な事例となっている。学校における事業
展開や，そのための具体的な教材作成，資華卜作成

86
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図31制作途中のドームの内部
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も含めてプロジェクトが構成されていることは意
1﹂

義深い16）。資料や教材作成には，コンピュータ

ト

やウェブなどのIT利用が示されており，資料や
教材の具体的な活用が想定されている。地域の環
境，社会，文化に根ざしながらも，国際的な広が

﹂l■﹁ト

りへの経路を保ち，具体的な教育実践として展開
されるWinterArtEducationProjectは，ロバ
ニュミと同様に北方にあって独自の自然環境や文
化を有する北海道の美術教育にとって示唆的であ
図32 完成した雪のドーム

る。

6．まとめ

前章までの記述において，ラップランド大学美
術デザイン学部を中心した美術・デザイン教育，

教員養成の授業事例，総合学校のカリキュラムと
美術教育，地域社会や環境に根ざした包括的な美
術教育の実態を報告してきた。本稿の目的のひと
つである美術教育の実態については，以下のよう
図33 完成した雪のドーム

にまとめることができる。
ラップランド大学の美術・デザイン教育では，

北極圏に位置する大学としての独自性を強く意識
した教育が行われていた。ヘルシンキのUIAH
がスカンジナビア地域最大級の総合的な美術デザ
イン学部として機能しているのに対して，ラップ
ランド大学の場合は，より身近な生活圏域におけ
る具体的な問題解決としての美術・デザインを指
向している。ファインアートとは違って，もとも

と目的的な造形表現であるデザインは，地域社会
図34 完成した雪のドームの内部

の諸問題を取り扱ったテーマとの親和性が高い。

北方の生活や文化を反映したテキスタイルやプロ
ダクトデザイン，雪と氷の造形などはその典型的
な事例である。美術教育専攻において行われてい
るWinterArtEducationProjectは，地域のイ
ベントとしてのSnowShowと密接に関わりなが
ら，地域社会や環境の教育，学校などにおける冬
のアートの実践とその教材化を図る総合的な取り

組みとして特徴を示していた。美術教育専攻にお
ける教員養成の目標は，単なる指導技術の習得で
図35 完成した雪のドームの内部

はなく，芸術的，科学的な研究能力，応用能力の
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獲得にある。こうした目標設定は，3年間の学士

く，むしろ外見的には日本の図画工作や美術とそ

課程に加えて2年間の修士課程の修了を必要とす

れほど異なる部分をもたない。しかし，高等教育

るフィンランドの教員の資格取得条件と符合す

における美術・デザイン，教員養成，フィンラン

る。

ドの美術・デザイン，工芸などを含む，全体的な

総合学校における美術教育は，全学年（1〜9

視点に立つとき，フィンランドの美術文化に共通

学年）に設定された「視覚芸術」と「工芸」の2

する特徴が，基礎教育の美術教育の特徴として現

科目としてわれている。2004年版の最新のカリ

れていることがわかる。その特徴は，メディアと

キュラムでは，目標や内容が第1〜4学年，第5

素材を中心に据え，その客観的理解と操作に関わ

〜9学年の2段階に分けられて示されているが，

る総合的な教育と換言することができる。視覚

美術の専門教育を受けた教科担当教員が指導する

的・触覚的メディアの双方を扱い，さらに地域文

のは第7学年以降である。視覚芸術のカリキュラ

化や地域社会，環境を含む包括的な美術教育とし

ムでは，美術の知識と視覚的メディア教育の重視

て実践されているWinterArtEducationProject

が大きな特徴となっている。工芸のカリキュラム

は，総合的なメディア教育の事例として好例とい

では素材や技術の学習，問題解決学習としての性

える。

格が強調されている。すなわち，視覚芸術では視

以上を本稿の現時点での結論とする。本ノ稿では

覚的メディアの認識と解釈，工芸では生活におけ

美術を視覚的文化として客観的に捉えるさせると

る現実的で具体的なものづくりが指向され，フィ

いう美術教育カリキュラムの特徴について詳述し

ンランドの基礎教育における美術教育の特徴をな

たが，生徒の主観的・情緒的な心象表現に関わる

している。なお，教科書が刊行されていないので，

部分について，対比的に述べるには至っていない。

大綱的に示されたカリキュラムからの教材化は，

美術及び美術教育における客観性の強調は，主観

教師の手にゆだねられている。それだけにカリ

的・情緒的な側面が捨象されたかのような印象を

キュラムの解釈と教育プログラムの作成には，芸

与えるが，そうではない。ラップランド大学のイ

術と教育に関する高い能力が必要とされ，修士課

メージ分析の授業で学生たちが見せた美術制作と

程修了を前提とした教員養成がこれを支えてい

解釈に関わる感情移入や，繊細な感情の共有の様

る。

子は，彼らの美術の受容の仕方が客観的方法ばか

さて，本稿のもうひとつの目的は，上記のよう

りではないことを示している。このような側面に

な美術・デザイン教育から，視覚的・触覚的メ

ついて含めた美術教育の実態については，更なる

ディアを生かした教育の先行事例としての特徴を

調査と分析を要する。

抽出することであった。基礎教育における「視覚
芸術」と「工芸」は，それぞれ視覚的メディア，

触覚的メディアの教育に相当するとみなすことが
できる。美術を視覚的文化としてとらえ，その文

化における諸メディアの客観的な把握と操作を中
心とする教育は，本研究で構想を試みている芸術

注
1）平成17〜19年度科学研究費補助金・基盤研究（C），「芸

術的アプローチによるメディア教育のモデル開発基礎
研究」（研究代表者：佐々木宰，研究分担者：新井義史，
伊藤隆介，佐々木けいし，三浦啓子，課題番号17530626）

的な手法を用いた包括的なメディア教育にひじょ

に基づく調査である。これまでの調査の結果は以下に

うに近い。また，工芸における学習の特徴は，素

報告した。佐々木宰，「スウェーデン・フィンラドにお

材理解とその具体的応用を問題解決的に扱う点か

ける美術・デザイン教育」，『北海道教育大学紀要（教

ら，触覚的なメディア操作の学習としての側面を

育科学編）』，第57巻第1号，2006，pp．107−121．佐々
木宰，「スウェーデン・フィンラドにおける美術・デザ
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第58巻第1冒▲，2007，pp．81−96．
2）調査日は，2007年12月10日〜13日である（
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3）ヘルシンキにはファインアート系の芸術大学

サイトを通じて公開している。

KuvataideAkatemiaがあるが，デザイン系の大学は
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