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研究成果の概要（和文）：岡山県立美術館では2010度「美術館と学校の連携委員会」を組織し、同館の伝統文化コレク
ション普及のため、学習素材のポータブル化と拠点校への配備を進めてきた。本研究費を受けた成果は、以下の４点で
この事業を発展させたことにある。すなわち、(1)「トランク」のヴァージョンアップ、(2)「トランク」の普及促進、
(3)教員の教材研究支援と教員ネットワークの強化、(4)「トランク」を活用したわが国の伝統文化の海外普及である。

研究成果の概要（英文）：The board for the collaboration of schools and Okayama prefectural museum of art w
as launched in 2010. One of the missions of the board was to enlarge the population who can enjoy the muse
um's collection. Designing art travelling trunks and loaning them to local schools was found out to be the
 major solution. This research grant enable the board to achieve 4 kinds of accomplishments. That is, (1)v
ersion-up of the contents of the trunks, (2)more wider publicity of the trunk and the collection of the mu
seum, (3)development of the network of school teachers through collaborative lesson studies, and (4)introd
uction of Japan's traditional culture to other Asian countries.
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１．研究開始当初の背景 

 2005 年の小中高学習指導要領の部分改正

により学校と美術館の一層の連携強化が求

められているにもかかわらず、また 2006 年

の教育基本法改正により伝統文化の継承が

新たな教育課題として重要性を増している

にもかかわらず、美術館の伝統文化コレクシ

ョンを活用した教材開発は大きく進展して

いない。この状況を改善すべく岡山県立美術

館では2010年度の文化庁の助成を受けて「美

術館と学校の連携委員会」を組織し、次の二

つの事業に取り組んできた。 

(1) 水墨画・備前焼を中心とする学習素材の

ポータブル化(アートトラベリングトランク、

以下、「トランク」と略称)と拠点校への配

備 

(2)各拠点校での校内外の研修等を立案し、

地域の他の学校教員のトランク活用の促進

を担う中核教員(＝“ハブ教員”)の職能開発

支援。 

(3)美術館と中核教員のネットワーク、さら

に中核教員と他の教員のネットワークの設

計と構築 

 本研究は、この事業の検証ならびに事業組

織の維持強化をはかるために計画されたも

のである。 

 

２．研究の目的 

 本研究の直接的かつ学術的な目的は「トラ

ンク」を活用した授業の教育効果の検証、お

よびその結果を受けての、「トランク」の改

良とより有効な活用方法の提案である。しか

しながらこれらは計画の最終目的ではない。

各種の教員研修を立案、実施し、検証成果の

開示をつうじてさらなる普及を企図してい

る。またポータブル化されることで「トラン

ク」は海外への普及可能性も持つようになる。

他の教科と違い 美術関連の教材セットは

視覚的要素によって力を得るものであり言

語の壁は低い。海外の高等教育機関との連携

により海外普及の可能性を検証する。 

 研究代表はこれまで岡山県下の美術館と

学校を取りむすび、両者が協力して授業単元

を開発する場をマネジメントしてきた。岡山

県立美術館と共同で授業での使用を念頭に

置いた教材開発にも関与してきた。 

 美術館に求められるのは学校教育のニー

ズに対応することではなく、学校教育のニー

ズを掘りおこすことである。いわば美術館に

よるコンサルタント機能である。来館した子

どもに手持ちの作品を提示するだけでは当

然、その機能は十全に果たしえない。この機

能の実質を担う主体として本研究が位置づ

けているのが、“ハブ教員”であり、それを

中核として広がる教員のネットワーク組織

である。このネットワークがもたらすものは、

「美術館と学校との連携」というキーワード

だけでは包括しえない。子どもたちにとって

は新たな学習環境の創出である。 

 

３．研究の方法 

 われわれの研究課題は次の四つのユニッ

トからなる。これらすべてのユニットにおい

て、岡山県立美術館の「美術館と学校の連携

委員会」との連携のもと研究を進行する。研

究代表も参画する同委員会は美術館スタッ

フ・学術関係者・現職教員に加えて、岡山県

小学校図画工作教員部会長、同中学校美術教

員部会長からもバックアップを得ている。本

研究は同委員会との密接な連携のもと推進

される共同研究である。 

 

(1)「トランク」を教材とした授業の「ハブ

教員」との共同立案、「トランク」の普及促

進にむけた補助教材の作成、ならびに「トラ

ンク」の改良 



(2)「トランク」配備校および岡山大学・岡

山県教育センターでの研修を通じた教員ネ

ットワークの構築 

(3)コレクションを活用した教材開発に実績

をもつ美術館の訪問調査 

(4)「トランク」を活用したわが国の伝統文

化の海外普及の可能性の検証 

 

４．研究成果 

 岡山県立美術館では 2010 度「美術館と学

校の連携委員会」を組織し、同館の伝統文化

コレクション普及のため、水墨画・備前焼を

中心とする学習素材のポータブル化と拠点

校への配備を進めてきた。本研究費を受けた

成果は、以下の４点でこの事業を発展させた

ことにある。 

(1)「トランク」のヴァージョンアップ 

 観賞用備前焼(細工物)、特別支援教育での

鑑賞補助教材等を新規にパッケージ化しト

ランクの教材としての充実度を高めた。これ

らは「トランク」配備校の現職教員の声を踏

まえたものである。 

 

(2)「トランク」の普及促進にむけた補助教

材の作成 

 岡山県下の全小中学校に 2012 年 4月、「ト

ランク」の普及促進にむけた補助教材(リー

フレット)を配備した。 

 

(3)教員の教材研究支援と教員ネットワーク

の強化 

 「トランク」配備校の“ハブ教員”の教材

開発支援を実施するとともに、“ハブ教員”

を中心とする夏季休業期間の校内研修を企

画した。教員ネットワークの強化が進むにつ

れ、教員と美術館とのコミュニケーションも

円滑化した。上記(1)(2)はこうした関係のな

かで得られた成果でもある。また岡山県教育

センターでの研修にも参画し、さらなるネッ

トワークの拡大を試みた。その成果について

は、平成 24 年度に日本美術教育学会および

美術科教育学会にて報告を行った。 

 

(4)「トランク」を活用したわが国の伝統文

化の海外普及 

 この課題については研究最終年度に精力

的に取り組んだ。美術館コンテンツのポータ

ブル化をつうじて第一に得られる成果は地

理的アクセス問題の解消である。今回の研究

プロジェクトの出発点は、岡山県立美術館の

コレクションを、来館が地理的に難しい県内

の学校でも活用できるようにすることであ

ったが、いったん地理的アクセス問題が解消

されれば、その到達可能範囲は県はもちろん、

国をも越えて拡大しうる。さらに、われわれ

がトランクの設計段階で高品質の現物教材

をパッケージ化しえたことも重要である。教

材の質が高ければ、視覚的アピールはさらに

強くなり、「言語の壁」は相対的に低くなる。 

 2013年9月に中国省浙江省の杭州師範大学

にて、2014 年 3月に台湾花蓮市と高雄市の公

立小学校にて、トランクを持ち込んでの日本

の伝統文化セミナーを実施した。前者は教員

志望学生を、後者は現職教員を対象とするも

のである。いずれも好意的な評価を受け、今

後、海外教員とのさらなる共同研究へと発展

しうる関係基盤が構築しえた。 
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