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第Ⅲ章  図画工作科に木育を取り入れるための実践例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

1.木育体験実践と図画工作科への展開  

(1) 木育と図画工作科  

前章では、図画工作科で木材が使われている単元を取り上げ、どのように扱

われているのかを述べた。この章では、木育体験実践を通して図画工作科への

展開を考えていく。そこで、木育という観点から図画工作科を考えるには、図

画工作科における木材の扱いとは違った見方が必要である。違った見方という

のは、小学校学習指導要領に記載されていない事項を含む。木材を扱う授業の

場合の単元目標は、のこぎりやノミといった道具の扱い方を習得させることで

ある。木育という観点を取り入れるということは、道具の習得だけでなく、素

材にも興味・関心を持たせるような指導をすることである。用意されたただの

木材としての認識から「木」として意識させることは単元目標でもなければ、

小学校学習指導要領にも記載されていない。しかし、より深い学習をするため

には、こういった知識が必要になるのではないだろうか。また、子どもたちの

興味や関心を持たせるきっかけにつながると考える。これらを踏まえて言える

ことは、図画工作科を指導する者の木育体験がベースになるのではないかとい

うことである。そして、木育体験を行うことも大切ではあるが、木材のある環

境、森林関連の産業などに直接かかわりを持つことが必要ではないだろうか。

それを考えるために、図画工作科への展開を考えるための木育体験実践を報告

する。  

 

(2) 木育体験実践  

ここで取り上げる木育体験実践は教育実践ではなく、木育を生かした図画工

作を構想するための基礎として、木育の体験的理解の活動のことである。ここ

でいう木育体験実践には様々な活動がある。例えば、森林に入って散策をした

り、木製品を作ったり、木製品を手に取り使ったり、木育についての講演会を

聞いたりなどが挙げられる。そのような中で本論文では、筆者が実際に行なっ

てきた活動を「森林体験」、「木製品を感じる」、「制作活動」に分類し、報告す

る。実際に自分自身で体験してみてわかることというのは、文献だけでは伝え

ることができない事実を伝えることができると考える。森林の中でも雰囲気が

変わることや香りも変わること、木製品を使うことで癒し効果があることなど

である。子どもたちに、よりリアルなことを教えることができると、興味や関

心を持たせることにつながるのではないだろうか。よって、木育体験実践は木

育を体験的に理解するために大切な活動であると考える。  
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2.実践例１ :森林体験  

(1)森林体験の意義  

森林体験とは、実際に森の中に入り、散策することである。森林は多様な形

態を有している。同じ森林での活動といっても、目的や内容が様々である。森

林での楽しさを味わうことや、仲間との共同作業を体験すること、環境保全に

ついて考え直すことなどが、森林体験を通して分かることだと考える。そして、

普段の生活ではあまり使われない五感を使うため、現代の子どもたちが失われ

ている感覚を鍛えることができる。そのため、森林体験はとても大切であると

考える。  

第Ⅰ章でも述べたように、最近では、北欧で行われている「LEAF」という

森林体験プログラムが注目されている。「LEAF」は、学校の授業への導入や自

治体のイベントへの導入などを図っている。子どもの頃から森林を体験させる

ことで、森林がどのような役割を担っているのかを学ばせる。そうすることで、

環境に対する意識が強くなり、自分自身が何をするべきなのかを確認すること

ができる。  

平成 24 年度から前田一歩園財団 1と屈斜路湖畔、阿寒湖畔にて美術研究室の

活動の一環で森林体験を行っている。森林体験をすることで、自然の良さを再

確認することができる。普段耳にしている車の音などの人工的な音から離れ、

鳥のさえずりや風の音などの自然の音が聞こえてくる。また、倒木から新しい

芽を出している木を見ると生命力の強さを感じることができる。そうした中で、

木の育ち方や木の種類、木の香りなども知ることは、五感を鍛えることにつな

がる。教室という狭い空間を脱した森林体験は子どもたちに多くの刺激を与え

ることができると考える。  

そして、木を使った作品を作る際も木材になる以前の姿を学ぶことで、木材

への捉え方が変わるかもしれない。ただの材料としての木材という認識から、

自然から頂いているものという意識へ転換できると考える。これは、木育の基

本理念でも述べたように、森に生きる樹木と日常にある木材は、人の営みや見

方がどちらかにかたよってしまうためつながりを見失ってしまう。こうしたつ

ながりを理解させるため、そして、そのようなことを考えることができる豊か

な心を育成するために、森林体験をすることはとても大切であると考える。  

 

(2)実践の概要  

平成 24 年に行なった屈斜路湖畔での森林散策は、目についた自然物の写真

を撮ったり、落ちているものを収集したりしながら散策を行った。屈斜路湖畔

で散策した時は、奥に行けば行くほど森の様子が変わっていくのが分かった。
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森の中を歩くことによってどのような木が生えているのかを見たり、倒木から

新しい芽が生えていたりと自然の面白さを実感することができた。最終的には、

木のボックスに収集してきたものを入れ、ディスプレイしたり、石膏で型取り

をして記録に残したりした。  

平成 25 年と平成 26 年には阿寒の前田一歩園財団に行き、森林散策を行った。

前田一歩園財団では、講習会から始まり森林散策をした。講習会では阿寒湖の

森林について学ぶ会となった。まず、間伐材について学んだ。間伐とは成長に

伴って混みすぎた林の立木を一部抜き伐ることである。間伐する理由は、木が

混みすぎると一本一本に日光が当たらず成長が遅くなるためである。間伐が未

実施で放置されている森林は、林内が暗く、下層植生が消失し表土の流出が著

しいことが特徴である。伐られた間伐材はほとんどが製紙用原料となっている

が、その他にチップやお土産品、彫刻作品などに活用されている。また、講習

会で前田一歩園財団の方が林分施業法の 6 原則を取り扱った。林分施業法は、

森林が持つ公益的機能と経済的機能の 2 つの機能を円滑にするための法律であ

る。林分施業法には、「森林は環境維持の公益機能と、木材生産の経済機能の二

つをあわせ持っている。人間の取り扱い次第で、その内容も変化する。正しい

林業では、二つの機能が将来に向かってより発展するように行わなければなら

ない。 2」と記されている。これを踏まえた 6 原則は、「 (1)天然林は、書く林分

が極盛相の直前に速く達するように誘導し、かつこのステージで回転させる。

途中相の森林は、このステージに向かって施業する。 (2)天然林の取り扱いは、

その生態系を強度に、かつ広く破壊することをできるだけ避けなければならな

い。(3)天然林は無数の異なる林分で構成されているから、林分の構造およびそ

の動きに応じて、総合機能がより発展するような適切な作業が行わなければな

らない。(4)天然林は最高の総合機能をもつ高多層林に誘導すべきである。とく

に、陽光を最初に受ける最上層の林木を、量的、質的生産能力の高いものに導

く。 (5)遺伝的に悪い木は淘汰し、すぐれた木は保存し、より発展させる。 (6)

地力を維持し、諸害に抵抗力の高い健康林 (針・広混交複層林 )の造成を目標と

する。3」と記されている。次世代のために人間の手で切り、遺伝的に悪い木々

も切らなければならなく、健康な山づくりがこうして行われている。  

以上のように森林について学んだ後に、前田一歩園財団の方と一緒に実際に

「光の森」と呼ばれる森に入り散策した。前田一歩園財団が管理している森は、

昭和 9 年に国立公園の指定を受けた阿寒国立公園の中にある。管理している森

は 3,892ha あり、区域ごとに番号が付けられている。3074 番から 3120 番の区

域があり、今回散策した「光の森」は、3092 番である (図Ⅲ－1)。「光の森」を

散策してみて感じたことは、生い茂った森ではあるがしっかりと光が差し込ん
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でいたりと、前田一歩園が目指す森に近付けていると実感した。普段は山の中

を歩くことがないのでどんな木が生えているかなど説明されながらの散策は非

常に面白かった。木だけではなくここに生息している鹿の習性や食べられる木

の実なども交えて学ぶことができたので楽しく学ぶことができた。森に入ると

木の種類によって香りが変わることも非常に面白いし、近くに川が流れている

と川のせせらぎも聞こえるなど五感を鍛えることにもつながると感じた。森林

散策をした後に森で拾って来たものをコルクボードに貼りつけてポジショニン

グをし、コラージュするという活動も行った。拾ってきたものは、葉や枝、石、

コケ、木の実などであった。自分が拾って来たものをコルクボードの上に置き、

それが何を意味するのかを財団の方々と一緒に合評会をした。合評会では、専

門職の方がいることによって私たちでは考え付かないような発想が出てきて非

常に面白かった。参加者 5 人の作品に使われている葉や木の枝など、筆者含め

て当人は何となく配置してみただけであるにも関わらず、「この葉はどこに生え

ていてこれはこういう木の実である」などそこから発想される題名がとても面

白かった。筆者の場合は、ホオノキとセンノキの葉がお皿のように感じ、この

葉の上に木の実を置くなどしてコラージュをした。その後の合評会で、財団の

方からアイヌの人々が実際にホオノキやセンノキの葉はお皿として使っていた

ということを学ぶことができた。感覚的にコラージュしたものが実際にそのよ

うに使われているとは思いもよらないことであり、そうした事実を知ることで

森の歴史なども学ぶことができる。というように、他の人の作品にも様々な意

見が飛び交い非常に良い会となった。最後に自分の作った作品の題名をつけた

が、筆者の作品は「森の食卓」という題名になった。 (図Ⅲ－3) 

筆者は、木で作品を作っているため実際に森林に入る前と後とでは作る際の

気持ちの変化があった。森林へ入る前の考え方は、やはり「ただの材料」とい

う意識が強かった。しかし、実際に森林に入ってからは森林の育て方にも方法

があったり、専門職の人の手によって間伐されていたりと、森林の生命力の強

さを感じ、作品を作る際もこういった人間の苦労や自然のエネルギーを考えな

がら作業するようになった。こういった気持ちを持つことで大切に使おうとい

う意識が強まり「ただの材料」ではなく「自然から頂いたもの」という気持ち

が大きくなった。  

森林散策をすることで、身近にあるものの元の形は森林の中にある木々でで

きているということに気付くことができるため、これまでとの見方が変わると

考える。こういった気持ちの変化が生まれる可能性があり、より森林や木に対

して興味や関心を持つことができると考え、森林散策は有効に取り入れていく

べきである。  
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図Ⅲ－1 前田一歩園財団管理山林林班図  パンフレットより  
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図Ⅲ－2 「光の森」森林散策の様子  

図Ⅲ－3 「森の食卓」  
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(3)森林散策を通して考えられるプログラム  

 この体験を生かした図画工作科に応用させたプログラムを考える。まず、図

画工作において木材を使う単元が限られてくるので森林散策を取り入れられる

単元を考える。第Ⅱ章 2 で取り上げた表の中より考えてみると、中・高学年は

板材などを使った単元が多いことが分かる。低学年は、自然のものを見つけて

そこから発想するといった単元が多い。そのため、今回は低学年を対象に考え

ていく。  

 1・2 年上の「なにになるかな」という単元は、枝や葉など自然材料を見つけ、

見つけた材料の形や色を楽しみながら造形遊びをする活動である。この単元で

は、校庭や近くの公園で行うことが身近で授業を行いやすいが、この単元こそ

実際に森林に入り、様々な材料探しができると考える。  

 森林に入ったらまず、第Ⅱ章の事例でも挙げていた絵本や紙芝居の読み聞か

せをする。これは、教室で読み聞かせをするよりも実際の森林の中でやること

で想像力の手助けになると考える。教室の中で行う場合、実際に森林に入って

散策したことがない子どももいると思う。実際に入ることで、「森の中には色々

な木があるんだな」などという実感を伴いながら聞くことができる。その後、

一人一つ袋を持ち、面白い形の葉や石、枝などを拾い集めていく。その際には

教師が「○○の葉」など「○○の木」などといった説明がされると尚好ましい。

子どもたちは拾うことに集中する可能性が大きいが、拾う手を止めて森林につ

いて少しでも興味を持たせると良い。  

 森林散策終了後、拾い集めたものを使って、造形遊びを行う。拾った葉や枝

などを使って組み合わせる。この活動も教室に戻って作業するのではなく、そ

の場で組み合わせてみる。地面の上で葉と葉を組み合わせるのも面白いし、子

どもの力で持てないような大きな切り株の上で組み合わせるのも面白いと考え

る。この活動を通して、森林の中で想像力を働かせることが大切だと感じる。

教室という狭い空間で行う造形活動より、ひらけた森林の中で行う造形活動の

方が新しい発見をすることができると考える。  

最終的には、写真に子どもたちの作品を収め記録に残すこととする。作品と

して持ち帰り愛着を持たせることも大切であるが、これはできた作品は自然に

戻すこととする。この目的は、集めたもので作品を作ったことによる達成感が

大きくなり、造形遊びをする活動の本来の目的が達成されないと考えるからで

ある。本来の目的は、枝や葉などの自然の材料を見つけ、見つけた材料の形や

色を楽しみながら造形遊びをすることである。この単元をやるだけでとどまる

のではなく、「またやりたい」と思わせることが大事である。また、自然の中だ
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からこそできるということを実感させたい。  

図Ⅲ－4 日本文教出版 1・2 年上より「なにになるかな」  

 

3.実践例 2:木製品を感じる  

(1)木製品を感じることの意義  

木製品は多種多様の形があり同じ製品でも作り手が異なれば製品も異なる。

現代の人々は、五感のうちの「触感」が劣り、さらには木に触れる機会も減っ

てきている。たくさんの人に木製品に触れて木のぬくもりや木目の美しさなど

を感じてほしいと建築業界の人たちや木育をすすめている人は言う。木の製品

はプラスチックのように大量生産ができないため数量が決められていることや

作ることにも時間がかかる。そのため、商品となると割高になってしまうのが

難点で手を出すことに躊躇してしまう。簡単には手に入れることはできないが、

少しでも木の製品を手に取ることで生まれる感覚はたくさんの人に味わっても

らいたい。子ども対象のおもちゃが多いことも、小さいころから木と触れさせ

ることで感覚を鍛えられるからだと考える。  

北海道各地には、木製品を取り扱っている工芸館や施設などが点在している。

特にオホーツク方面には、オホーツククラフト街道がありオホーツク木育ネッ

トワーク施設がある。また、道内各地で様々なイベントが開催されている。こ

うした施設やイベントに実際に行き、様々な木製品を見てきた。木製品には、

椅子や机などの家具、スプーンや箸などの食器、建物などの建築または建具、
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ピアノやギターなどの楽器、定規やペンなどの文具に分類されることが分かっ

た。これらは、大きく分けると、生活や暮らし、文化、教育、産業とに分けら

れる。というように、様々な分野において、木製品が活用されていることが分

かる。木製品を使用したり触れたりすることで感じることや、木で作られた空

間にいることで感じることなどが分かるのではないかと考える。木製品の認識

を改めることがとても大事になってくる。それを実感するために、道内各地を

回ってきたので以下にまとめる。  

 

(2)実践の概要  

ⅰ .つべつ工芸館  

 網走郡津別町は「愛林のまち」を宣言している。ここにあるつべつ工芸館は

その思いを施設の中に込めている。中に入るとまず出会うのが森である。樹齢

を重ねた巨木が吹き抜けの天井まで伸びていたり、レプリカの鹿やキツネなど

が展示されている。草や笹なども広がっていて本当の森の中に足を踏み入れた

ような感覚になる。それから、来場者に木の種類が分かるように実際の木の切

りかぶとそれに準ずる木の名前が書かれたプレートがたくさん展示されていた。

館内ではオリジナルブランドの「木のつべつの木」や「KEM」を始め、町を代

表するウッドクラフトの数々が展示・販売されていた。たくさんの種類の木か

ら作られた木のたまごや、木のブロック、カトラリーなどがあった。ここは、

木製品を取り扱うと同時に木製品になる以前の姿の木までも見ることができて

一つの施設の中で学ぶことが非常に多い施設だと感じた。木製品を扱う施設や

店ではその商品しか置かれていることが多い。それに対しここつべつ工芸館は、

まるで森林体験をしたかのような感覚になり、木製品の良さが一段と感じられ

るような空間であった。すぐ近くには津別 21 世紀の森があり、冬期の間は営

業されておらず中に入ることはできなかったが、ここでは森林学習館やミニ図

書館などがある。また、木製の遊具も置いてあり子どもたちが木のぬくもりに

触れながら遊んだり学んだりすることができる施設となっている。 (図Ⅲ－5) 

 

ⅱ .木芸館  

 遠軽町丸瀬布は、総面積の 96％を山林が占める「森林のまち」である。ここ

にある木芸館は道の駅の隣に設置されていて、この木芸館にも地元産の木材が

全面的に使われている。中に入ると、見渡す限りの壁や天井、床が木で覆われ

ていて木のぬくもりを感じる。ホールの中央に置かれたグランドピアノやギタ

ーは地元の木材を使用して作られたものであった。他にも箸やおもちゃ、テー

ブルや椅子などたくさんの木工品が展示・販売されていた。また、子ども用お
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もちゃのキットもたくさん置いてあり、木の製品を身近で簡単に作ることがで

きるということを訴えるような商品開発も進んでいるように感じられた。一角

には、ペレットストーブ 4も置いてあり、ペレットストーブの宣伝と木質ペレッ

ト 5の良さをアピールするための木質ペレットができるまでの過程が書かれた

ものも展示されていた。そこでコーヒーを飲むことができる小さな喫茶店もあ

り、木に囲まれながら一服できる空間も広がっていた。道の駅のすぐ隣に立っ

ているので気軽に足を運び、身近に木を感じることができると感じた。(図Ⅲ－

6、7) 

 

ⅲ .ちゃちゃワールド  

 遠軽町生田原にあるちゃちゃワールドは、世界 40 ヶ国の木のおもちゃを集

めた国内でも珍しいミュージアムである。大小合わせて 1 万点もの木のおもち

ゃを展示・収蔵している。季節やイベントごとに展示を替えており、大きいサ

イズの物は子どもが乗れるサイズの汽車があった。小さいサイズの物はショー

ケースに入れられたミニチュアのおもちゃが展示されていた。1階と 2階には、

木のおもちゃで遊ぶコーナーが設置されていて、ビー玉を転がすおもちゃや木

の滑り台、おままごと、木の玉のプールがあり、子どもだけではなく大人も楽

しめるようになっていた。ほかにもフランス生まれの木製ブロック「カプラ」

コーナーがあった。カプラとは、フランスの海岸松で作られた素朴でシンプル

な白木の板である。大人の手のひらにのるほど細長い。1:3:15 という比率の小

さな板 (8x24x120mm)の木目の美しさや、自然のままの木肌の色合いを生かし

て、イメージしたものを自由自在に形にすることができる。そのため、想像豊

かに組み立てて遊ぶことができるおもちゃである。高く積んで崩してみると明

るくてきれいな音がするなど音も楽しむことができる。ちゃちゃワールドには

3 万枚ものカプラを入荷しており広いスペースでたくさんのカプラを使って遊

ぶことができるようになっている。  

 遊ぶ・見る空間の他に、休憩コーナーやミュージアムショップがある。ミュ

ージアムショップでは、木のおもちゃや地元の方の手作り商品、影絵商品、駄

菓子などを販売している。「木のおもちゃ館」というところでは、遊べるおもち

ゃもある。また、木工房ゼペットという、子どもから大人まで簡単に木のおも

ちゃを作ることができる工房もある。ここでは、約 30 種類のキットが用意さ

れている。  

 ここちゃちゃワールドでは、様々なイベントが開催されている模様で、館内

には「ちゃちゃだより」が発行されていた。手書きで書かれたイベント情報や

おすすめ商品、お知らせや、次号の予告などが書かれていた。このだよりは、



48 

 

手書きで書かれているためかわいらしさもあり、子どもも大人も興味を持つよ

うなだよりとなっている。こうした情報発信の方法もあり、木の製品が身近に

感じる機会が一層増えそうな取り組みだと感じた。 (図Ⅲ－8、9) 

 

ⅳ .果夢林の館 (かむりんのやかた ) 

 北見市留辺蘂町にある果夢林の館は、シンボルタワー「世界最大級のからく

りハト時計塔」が出迎えてくれる。果夢林の館は、道の駅「おんねゆ温泉」に

ある。館内は、果夢林ショップと果夢林ワールド、クラフト体験工房の三つの

部屋に分けられている。果夢林ショップでは、地元の特産品を展示販売してい

た。経木で作られた桶や木彫りの置物、木の表札など多種多様な木工製品がな

らべられていた。果夢林ワールドは遊びの部屋で、木製遊具のやさしさやぬく

もりを肌で感じながら遊ぶことができる屋内木製遊園地である。クラフト体験

工房は、指導員と一緒に工作を体験することが体験することができる部屋とな

っていた。 (図Ⅲ－10) 

 

ⅴ .オケクラフトセンター森林工芸館  

 置戸町にあるオケクラフトセンター森林工芸館は、オケクラフトセンター森

林工芸館は、地域の基本素材であるエゾ松を中心とした木工芸品のデザイン開

発と技術習得を目指して昭和 58 年に誕生した。置戸町の地域ブランド「オケ

クラフト」の中心施設として、地域の作り手と一緒に木工芸品のデザイン開発、

作り手の育成、販売活動等を行っている。それと同時に、普段の暮らしがより

豊かになることを願って、地域の素材を活用した地域特産品を届けている。制

作風景を見ることができるショップでは、ここを卒業した後、町内の工房でモ

ノづくりに励む 20 人ほどの作り手たちの製品を一堂に展示・販売している。

自然の木肌と木目を生かした器を中心に、家具からカトラリー、スティショナ

リー類まで、豊富な種類の木工品が置かれている。店内に展示してあったが、

置戸町の小学校では、給食の器がオケクラフトセンターで作られたものを使っ

ていることや、街灯や電柱も木の模様であったりと町全体で木の製品を取り扱

っている。  

 また、著名な工業デザイナーとして活躍した秋岡芳夫（大正 9～平成７年）

が、日本の手仕事道具と手仕事で作られた生活用具を中心に、デザイン活動を

通じながら日本各地で収集した次代に引き継ぐ大切な資料が置かれていた。置

戸町は、この資料を通じて日本の手仕事文化を後世に伝え、これからの暮らし

や地域社会のあり方、新しい生産技術を生み出す知恵として、現代社会の中に

生かす活動を進めているそうだ。 (図Ⅲ－11、12) 
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ⅵ .おといねっぷ美術工芸高等学校訪問取材  

おといねっぷ美術工芸高等学校は、1 年次に服装や機械・道具の使い方など

の基礎・基本を徹底的に学び、3 年次には卒業制作など集大成へと向かう。  

入学前に学校から設計図が渡される。これは授業時に使う工具箱の設計図で

ある。何も技術を身に着けていない状態で自分オリジナルの工具箱を作る。条

件は取っ手が付くということとカギを付けることだけである。この目的を聞い

たところ、入学前の自分の作品や技術と卒業時の自分の技術向上の実感を味わ

わせることだという。確かに、工具箱は隙間があったり釘が最後まで打たれて

おらずはみ出ているものなどがほとんどであった。  

玄関から入って一番最初に見えるのは卒業生の卒業制作の作品である。作品

は工芸 2 点か工芸 1 点、美術 1 点で必ず一人 2 点の作品を制作しなければなら

ない。ここに展示されていたのは昨年度の学生の作品で、毎年卒業制作の作品

を 1 年間このようにして展示されているという。全てがオーダーメイドで父親

の為だとか家に置くためなどのものが多く、展示後は実家に送り届けるという。

ここでは、授業などに使われる木材もすべて村負担で、学生は本当に工芸に没

頭できる環境が整っている。 (図Ⅲ－13) 

 

ⅶ .オホーツク木のフェスティバル  

 このイベントは、昭和 61 年から続いているイベントで木材、木製製品の普

及や木との関わりを深めることを目的としている。また、生産者や消費者との

接点を作り、林業・林産業の活性化も目的となっており、民間が主導となって

このイベントが成立している。特徴としては、ホームセンターなどの業者が多

く木材関係の情報の発信基地となっている。最初の昭和 61 年の参加者人数は

18,283人で今では 4万人強の参加者が集まるほどに注目を浴びるようになった。

今回の木のフェスティバルでは、A 館・B 館・C 館の三つの会場に分かれてい

た。A 館では工作体験ができる会場、B 館は家具やクラフトが展示されている

会場、C 館は木育ひろばが展開されている会場に分かれていた。木に囲まれた

このイベントは親子連れで非常ににぎわっていた。木の製品は割高なイメージ

であったがここで販売されていたものは、安く手に入れやすくなっていて、木

の製品を手に取るには最適のイベントだと感じた。 (図Ⅲ－14) 

 

ⅷ .木育 next10 

 このイベントは「木育の 10 年をみつめて‐木育 next10」という題で平成 25

年 10 月 19 日 (日 )に北海道庁赤レンガ庁舎内の会議室及び前庭にて行われた。
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イベントの構成は第 1 部から第 4 部までの構成となっており、主催者あいさつ

に始まり、意見交換会まで中身の濃いイベントとなった。  

 まず、第 1 部では西川栄明を進行役として北海道水産林業部の濱田智子、

KEM 工房の煙山泰子、㈱GB 産業化設計の岩井宏文の三人による座談会が行わ

れた。この座談会では、木育の 10 年を振り返り木育の今を語った。その座談

会の中では、当時始めたばかりの頃の心境や木育に至るまでの経緯等を知るこ

とができた。座談会に出た三人の 10 年前立ち上げた時の心境は、行政に向か

って一緒にやっているということと代弁者でありたいと願う (濱田 )、10 年経っ

ても広がらなかったらそれまでだという心構えをしていた (煙山 )、広がりや活

動をどう支えるのかが難しく、広がり＋地域ごとに運動の展開を求め自分で

GB 産業という会社を立ち上げそこに木育を取り入れていきたいと願う (岩井 )、

だった。これからの木育は、どういうことに対して木育が必要なのかを考える

ことが大切であるとした。また、食育とは違うため投影する方法がたくさんあ

るから今までかかわりの持たなかった異業種の人たちとつながりを持ちたいと

いう。例えば、「おいしい木育」と題した食関係の人たちや「きれいな木育」な

どである。協働とつながりといろんな分野でというキーワードで今後活動して

いく予定であるという。  

第 2 部では、「木育をすすめる人」事例発表が行われた。林産林務部の工藤

森生による木育マイスターについてが説明された。てしかが自然学校の萩原寛

暢、株式会社ハルキの鈴木正樹、北海道芸術デザイン専門学校の桂充子の三人

の木育マイスターの事例発表が行われた。  

お昼の部として木育カフェが前庭で行われた。ここでは、ロケットストーブ 6

で淹れたシラカバの樹液コーヒーなどを飲みながら北のグリーンウッドワーク、

きぼうプロジェクト、木育絵馬プロジェクトが行われた。北のグリーンウッド

ワークは伐ったばかりの生木を人力で加工する体験である。きぼうプロジェク

トは北海道産の丸棒 KI-BOU で東北へのメッセージをつたえる、木育絵馬プロ

ジェクトは特製絵馬に木育への思いや木育宣言を書いた。木育ファミリーの

方々によるサポートが入りながらの和気藹々としたお昼休憩になった。  

第 3 部では、「木育～人と森や木と」事例発表であった。ここでは NPO 法人

ねおすのいぶり自然学校の上田融、むかわ木育の学校の太田耕司の事例発表が

行われた。ここでは北海道で始まっている新しい森づくりの形や廃校活用の取

り組みについて発表した。  

第 4 部は参加者全員による意見交換会が行われた。ここはファシリテーター

を木育プログラム等検討会議委員長の宮本英樹として進められた。ここでは、

自分が絵馬に書いた木育宣言を基に木育をどのように伝えるのかを意見交換を
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した。大工や介護士、デザイナーなど様々な業種の方々のお話を聞くことがで

きた。人それぞれ考えていることは多種多様で考えもしなかったような、「木育

タレントになる」とか「介護施設で木のカスタネットを使ったリハビリ」など

を聞くことができた。その中で、埼玉大学の先生が参加されており、木育は人

材形成機能、社会関係施設、環境形成機能が養われると話していた。木育の「育」

の部分でつながりを持つことを大事にしているとのことだった。 (図Ⅲ－ 15、

16) 

 

ⅸ .くしろ木づなフェスティバル  

 釧路市で行われたこのフェスティバルでは、会場中央に大きな木製遊具が置

いてあったり、端材を使って好きに工作ができるスペースが置いてあったりと

こちらも親子連れが多かった。木工体験や木育ひろばも展開されていたし、建

築関係の紹介もあった。地材地消を掲げている建築業界の住宅に北海道産の木

を使った事例なども見ることができた。 (図Ⅲ－17、18) 

 

図Ⅲ－5 つべつ工芸館  館内  
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図Ⅲ－6 木芸館 館内  

図Ⅲ－7 木芸館 販売されているキット  
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図Ⅲ－8 ちゃちゃワールド  木の SL 

図Ⅲ－9 ちゃちゃワールド  精錬所 (ミニチュア ) 
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図Ⅲ―10 果夢林の館  世界最大級のからくりハト時計塔  

図Ⅲ－11 オケクラフトセンター森林工芸館  館内  
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図Ⅲ－12 オケクラフトセンター森林工芸館  

 

 

図Ⅲ－13 おといねっぷ美術工芸高等学校  玄関ホール  
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図Ⅲ－14 オホーツク木のフェスティバル  
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図Ⅲ―15 木育 next10 ポスター  
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図Ⅲ－16 木育 next10 
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図Ⅲ－17 くしろ木づなフェスティバル  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

図Ⅲ－18 くしろ木づなフェスティバル  木の遊具  

 

(3)木製品を感じることを通して考えられるプログラム  

木製品を触れることで分かることは、木の質感や重量感、木目による癒し効

果の実感などが挙げられる。実際にたくさんの木製品を見てきて、木で作られ

ている物には限りがあると思っていたが、実際には様々な種類のものが木で作

られていることが分かり非常に感心した。例えば、おといねっぷ美術工芸高等

学校で作られていたもので面白かった作品が、木でできたランドセルやスーツ

ケースである。こういった商品は革製品などで作られている物しか見たことが

なかったので木で作られていることに驚いた。普段身近に置いているものや使

っているものを木製品に置き換えて考えてみることも面白いかもしれない。そ

れから、木の素材をそのまま生かした商品も多く見受けられた。例えば、シラ

カバの皮の部分を残して中身をくりぬいた入れ物である。木の幹の太さによっ

て商品の大きさが異なるため同じ大きさのものがない。こういった素材を有効

に使うことも発展してきていると実感した。また、コンピューター技術が発達

したおかげで、コンピューターで作った文字やイラストを木に書くという事業

も進んでいる。また、木製品という物としてではなく、木の樹液を生かした消

臭剤などの開発もされていて、様々な形で木を有効に使っていることが分かっ

た。そして施設を訪問して気づいたことは、やはり、おもちゃという観点に焦
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点を当てていることがよくわかった。どの施設にも必ずおもちゃやキットが置

いてあり、子どもを対象とした商品や開発が進められている。しかし、意識的

にこういった施設に行かなければ木製品に触れる機会は限られてくるため難し

いことが問題である。また、木製品に触れることは、木育をすすめている業者

などに限られていたりするなど身近に触れることが難しい。そのため、木製品

を身近に感じることから始めていかなければならない。  

図画工作科でも木を取り扱っている単元があるので、この機会を有効活用し

ていくべきだと考える。木を扱う単元で授業の導入部分で木をもっと身近な物

だと感じてもらうことが重要になってくる。例えば、日本には何十種類という

木が植生されていて、都道府県それぞれの特性の木があるように、北海道にあ

る木の枝を何本か用意してどのような木が存在するのかを触らせたり臭いをか

がさせたりすると良い。そうすると、木も人間と同様に様々な種類があり、特

徴が違っているということを実感させることができ、興味を持たせることがで

きると考える。導入部分の少ない時間でいかに惹きつけるか大事になると考え

るため、特徴が正反対の木の枝を用意すると面白いかもしれない。例えば、シ

ラカバの枝は他の木と違って皮が白い、ヤナギの木の枝は中身が非常に白い、

エンジュの木の枝は中心部が黒くなっている、など。  

 また、導入時に、学校内を木でできているものを探す活動を取り入れる。普

段は何気なく過ごしている学校の中にも多くの木製品が扱われていることを気

づかせる。少ない時間の中でいかに多くの木製品を見つけることができるかを

班などのグループを作って競い合わせる。学校内であれば、黒板や下駄箱、本

棚などが見つけられると考える。改めて見つめ直す時間を作ることで、授業以

外でも意識的に見ることができ関心を持たせることができるのではないだろう

か。  

 

4.実践例 3：制作活動  

(1)制作活動の意義  

 制作活動は日常生活において意識的に動かなければできない非日常的な活動

である。それは、道具や制作場所、制作時間を確保しなければいけないためで

ある。工芸デザイナーな建築業といった専門分野の人々は制作活動が日常とな

るが、子どもから大人まで一般の人々は難しい。そのような中で制作活動をす

ることができる機会というのは非常に貴重な時間である。学校教育では、図画

工作科や美術や技術といった教科があるので、この機会を有効的に利用するべ

きだと考える。限られた時間の中で必要な技術を身に着けさせるとともに、制

作活動の大切や面白さを実感させる必要がある。制作活動を通して、作り手の
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気持ちをわからせることが今後とても重要になってくると考える。  

 

(2)実践の概要  

ⅰ .作品名「レタリング」  

「レタリング」という題で、ベニヤ板にレタリングした作品がある。描かれ

ている文字は筆者の好きなアーティストの歌詞を書いたものである。当時はレ

タリングに非常に関心を持っており、木とレタリングの融合を考えていた。単

語ごとに字体を変えての作品となった。あえて縦にすることで、文字を読むと

いうよりデザインを見てほしいという筆者の思いがあった。  

この作品は、紙ではなくベニヤ板を使った理由は、自然の木目と人工的なレ

タリングという反した要素が面白いと考えたからである。この作品からは、木

の作品には、重ねたりつないだりするだけでなく、文字や絵を描くこともでき

るということが言える。  

図Ⅲ－19 「レタリング」  
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ⅱ .作品名「猫」  

次に紹介する作品は、阿寒湖の前田一歩園財団から間伐材をいただき、その

阿寒湖の間伐材で木彫作品を制作したものである。図Ⅲ－ 20 の「猫」は一本の

丸太から彫り出した抽象作品である。この作品は、はじめての木彫作品だった

ので木の硬さなどに苦戦しながら仕上げた。また、ノミやチェンソーを使うこ

とも初めてだったので、まずは道具の使い方に慣れることからのスタートだっ

た。こうして、普段使わない道具を使うことも、作品制作をするうえでの利点

であると考える。筆者は大の猫好きで、上を向いている様子の猫をモチーフに

制作した。制作途中に丸太から繰り出したので乾燥してひび割れが起きたが、

そのひび割れも猫の涙のようになりいい味を出している。猫特有の猫背の感じ

や顎のラインの丸みを出すことが非常に難しく何度も削り落とした。  

 

図Ⅲ－20 「猫」  

 

ⅲ .作品名「重なり」  

図Ⅲ－13「重なり」は、初めて全てチェンソーを使った作品である。丸太を

四角く切り落とすことで丸いイメージだった丸太の印象とは打って変わって重

量感のある作品となった。二本の丸太の角を切り落とした後は、何度も重ね方

を考えた。縦に重ねたり横に重ねたり上下を逆にして重ねてみたりした。今の
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完成形に至るまでに試行錯誤を重ね、縦と横に積み重ねることにした。上に乗

せた横の状態の丸太は微妙な婉曲があり、下の縦に置いた角とマッチングして

おり、そこのつながりやラインが決め手となった。当時は建築関係に興味があ

ったため、重ねたことによる重量感を「重なり」という題に表わした。現在は

大学校内に展示している。「猫」も「重なり」もどちらの作品とも一本の丸太か

ら作り出したものである。しかし、道具によって作風が変わることや、丸太か

ら見出せる可能性を発見することができると言える。  

 

図Ⅲ－21 「重なり」  

 

ⅳ .作品名「螺旋」  

卒業制作として、同様に前田一歩園財団からいただいた間伐材を利用した作

品「螺旋」を制作した。森林散策をしたり、様々なところに足を運んで感じた

ことを踏まえ、大地から生命の息吹が螺旋状になって木に伝わっていくイメー

ジで制作した。「重なり」と同様にこの作品は全てチェンソーによる作品である。

初めはノミで切り落とすことも考えていたが、チェンソーの刃の残り方がいい

味を出すことが分かり、全てチェンソーで仕上げた作品である。「螺旋」は、丸
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太を 4 本使い、4 本とも大小様々なので螺旋の仕方もそれぞれ違った巻き方に

した。一番大きい丸太は螺旋の渦が細かく巻かれていて、渦が主体となってい

るのに対し、小さめの丸太では螺旋の渦をゆるくさせた。そうすることで螺旋

の渦の中の軸が主体であるように見える。同じ螺旋でも巻き方を変えることに

よって捉え方が変わることが面白い作品となった。また、配置も「ここが正面」

というように正面を作らず、360 度から見えるようにし、森の中を想起させる

ようにした。そして、 4 本あるうちの 1 本だけに、人工的な四角い切り口を入

れた。これは、全体を引締めることと人間の手によって加工されたという、絵

画でいうサインのようなものを施した。  

 

図Ⅲ－22 「螺旋」 制作途中  

 

 



66 

 

ⅴ .グリーンウッドワーク  

「木育 next10」の会場でも設置していたグリーンウッドワークができる削り

馬があった。木育ファミリーではグリーンウッドワークを「グリーンウッドワ

ークは地域の森から伐り出された生の木を、人力の道具を使って割ったり削っ

たりして小物や家具をつくる木工である。生木 (グリーンウッド )を材料にして、

電動工具などを使わないグリーンな加工法で、暮らしの道具を作る。この数十

年グリーンウッドワークはイギリスを中心に環境に優しいライフスタイルや余

暇活動として広まっていた。生木の木工は日本でも昔から木地師やアイヌの人

たちが続けてきた、ものづくりの拠点である。身近な庭木や森の手入れで出る

小径木や間伐材などを材料にして、人の手で加工するグリーンウッドワークは、

一般の人や子どもたちが、木の良さ、ものづくりの楽しさを実感できる木育活

動である。北海道の豊かな森林と木材のつながりを実感し、のびのびと道内各

地で特色のあるグリーンウッドワークをすすめることが、地域と森づくりを活

性化する。北海道らしい木育活動として『北のグリーンウッドワーク』の輪を

広げましょう。7」と記している。グリーンウッドワークは、最近注目を浴びて

おり、一般の人から大人まで簡単に使うことができることが特徴である。使う

道具は、図Ⅲ－23 の削り馬 (シェービングホース )と図Ⅲ－24 のセン (ドローナ

イフ )である。削り馬は、木で作られたグリーンウッドワーク用の台となるが、

馬の背にまたがって足を踏ん張ることで材料を固定し両手を使って木を削る。

センと言う道具は、木を削って成形するのに使う。日本では樽や桶を作る時や

丸太の皮むきにも使われる。  
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図Ⅲ－23 削り馬  森と人をつなげる「北のグリーンウッドワーク」(パンフレ

ット )より  

 

図Ⅲ－24 セン  森と人をつなげる「北のグリーンウッドワーク」(パンフレッ

ト )より  

 

ⅵ .その他  

この他にも、ウッドバーニングという技法を使った作品を制作した。ウッド

バーニングとは、電熱ペンを使って木を焦がし、絵や模様を描く技法のことで

ある。ウッドバーニングは日本だけでなく、世界中で親しまれている技法で、

中南米では古くなった家具に模様を施してリメイクする技法として使われてい

た。ヨーロッパやアジアでは木製の工芸品に絵を描くのに使われており、 海外

ではウッドバーニングではなく、「パイログラフィ」、「アルテサニア」という言

葉で呼ばれる場合もある。日本では、昔は焼きごてを使っていたようであるが、

最近では、専用の電熱ペンが開発されて、 ウッドバーニング特有の濃淡が簡単

に描けるようになった。革、紙などに描く作家もいて、木だけに留まらず、ウ

ッドバーニングの技法は広がりを見せている。  

また、木屑とボンドを使って固め粘土感覚で形を作ってみたりするなどもし

た。これは、昔から建築での救済措置として使われていたコクソというもので

あるということを制作する上で知ることができた。筆者は、粘土感覚で形を作

ったが、木屑の素材感が残ったまま自由自在に形を作ることができることが分

かった。この他に、木で作られた打楽器カホンや経木にウッドバーニングを施

したりもした。こうしてみると木を使ってできる制作はたくさんあり、自分の

手で作ることで愛着を持つことができる。  
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図Ⅲ－25 木にウドバーニングでアルファベットを描く  

図Ⅲ―26 カホン  
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(3)制作活動を通して考えられるプログラム  

 作品制作を実際にやってみて、木の種類によって硬さや香りも違って木の特

性に合わせて制作をすることの難しさを味わった。逆に木の特性と向き合って

制作を進めていくと目の前にある木をどう生かせばよいかなど考えるようにな

り楽しみも覚えた。また、乾燥によりひび割れるなど自然の現象とも向き合わ

なければならないこともあったが、そのひび割れも良い味を出すなど面白さも

味わうことができた。そして作ることで自分が時間をかけて作ったことによる

達成感や満足感を持つことができる。  

本論文を作成する上で、同時進行で作った「螺旋」という作品は、一本の丸

太から螺旋を繰り出したものである。これは、サイズが大きくて迫力のある作

品となったが、一本の木から様々な形を作ることができるという実践例でもあ

る。丸太は円柱状の状態であるが、切り方次第で図Ⅲ－ 21「重なり」のような

作品にもなる。四角く切り落とすことで重量感が増すことに対して「螺旋」は、

重量感よりも連続性をみることができる。木を取り扱う単元において、どう加

工するかというのは、見る人にとって印象が全く別の物になるので、この観点

は非常に大切であると考える。  

普段は作られたものを使うだけの人間が実際に自分の手で作ることで自由に

アレンジを利かすことができたり、利便性を考えながら作ったりすることも可

能である。このように、木を使って作品やものを作ることはとても大切なこと

である。ものづくりをすることでもらった人が大切に使おうという気持ちを持

つし、作り手も貰い手のことを考えると一生懸命作ることにつながる。ものづ

くりは人間の手で作られるものだから大量生産はできないため、一つ一つ丹精

込めたものができあがり愛着を持ち、長く使おうという気持ちが生まれる。現

代では、100 円で買えるものがあふれかえっていて作り手が見えず長く使う人

が少ないように感じられる。だからものづくりの良さを図画工作科の作品制作

を通して感じてほしいと感じる。第Ⅱ章で取り上げた日本文教出版では制作を

する単元がいくつかある。教科書で取り上げているものはキットがあったりす

るため、似たり寄ったりの作品が仕上がることがありうる。  

 そこで私が考えるプログラムは、第Ⅱ章の表Ⅱ－ 1 で書きだした日本文教出

版の 5・6 年上の「板を切りぬいて－みんなでドミノたおし」を取り上げての

プログラムを考える。この単元は、電動糸鋸を使って楽しく遊んだり飾ったり

するものを作り工作に表わす活動である。本来は、電動糸鋸で自分の好きな形

を複数切りぬき、絵の具で色付けをし、ドミノたおしをするという単元である。

ここで、前節でも取り上げた「ウッドバーニング」という活動を取り入れる。

複数の形の中から一枚だけ絵の具ではなくウッドバーニングをする。子ども自
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身が切りぬいた板に、自分の好きな文字や絵を焼きペンを使って描く。これは、

ウッドバーニングをし、絵の具ではないひと手間を加えることで子どもたちは

愛着を持つことができると考える。そして、木を焦がすという作業をすること

で、紙とペンとの違いを実感することができるし、焦げた臭いや色を感じるこ

とで木の良さをより体験的に理解できると考える。最終的には、全員のこまを

並べてドミノたおしをするが、それぞれの模様が倒れていく様を見ることで、

ただの板材でも絵具の加工と焼きペンでの加工をすることで印象が変わるとい

うことを学ばせることができるのではないだろうか。また、焦がす際のペンの

タッチで色が濃くなったり薄くなったりすることも学ぶことができる。これは、

木でしか味わうことができない技法でもあるので、こういった取り組みから、

木に興味や関心を持つことができればよいと考える。  

図Ⅲ－27 「板を切りぬいて－みんなでドミノたおし」  日本文教出版 5・6

年上より  

 



71 

 

                                                   
1 昭和 9 年に国立公園の指定を受けた阿寒国立公園の中にある、「森林保全事業」

と「自然普及事業」、「土地貸付事業」、「温泉事業」の 4 つの事業を行っている

財団。  
2髙橋延清、「林分施業法〈改訂版〉」、p.37 
3髙橋延清、「林分施業法〈改訂版〉」、pp.37~40. 
4 木質ペレットを燃料として燃やすストーブのこと。  
5 丸太、樹皮、枝葉など木質バイオマスを原料につくられ、特に、木材工場か

ら排出する樹皮、おが粉、端材などの残・廃材が有効活用されている。これら

の原料を細かい顆粒状まで砕き、それを圧縮して棒状に固めて成形したものが

ペレットである。大きさは長さ１～２センチ、直径６～１２ミリのものが主流

である。  
6 ドラム缶やレンガ、土などで築く暖房設備で、1980 年代にアメリカで発明さ

れた。  
7 森と人をつなげる「北のグリーンウッドワーク」 (パンフレット )、木育ファ

ミリー  


