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 ［要旨］ 米国のナショナル・スタンダードでは 2014年に NCCASによって芸術科のカリキュラムが改訂されメディアアート

領域が導入された。メディアアートのカリキュラムでは多様な形態とカテゴリーのあるメディアアートをまとめ，主に映像メ

ディア（Time based media）による制作を行うことになっている。カリキュラムの構成をみると，映像メディアによる表現を教

科の中心的活動に設定し，多様な答えのある世界のなかで異なる理解の方法と，自分なりの答えを見つけ出すという芸術科の

価値にそって，汎用的スキルを身につけるためのプロセスを提示している。我が国の美術教育を省察し，21世紀型のスキル

の獲得や映像メディア領域が果たす役割を考察する上で，米国のようにこの数年で芸術科がもたらす価値を再定義し，これま

でになく教科の重要性を高めている動向は重要である。我が国の美術教育にとっても非常に重要な提言として受け取れる。

 AAstractt]   In the United States the NCCAS (National Coalition for Core Arts Standards) has been working on developing media arts 
curriculum, which has now been included in their 2014 revised national arts standards. The curriculum includes a diverse spectrum of media 
art categories with a primary focus on video (time based media) artwork. In the media art curriculum created by NCCAS, we can see ways of 
developing some of the core values of art education. These include helping students to engage in finding different ways of understanding the 
world around them, and it also includes encouraging students to find their own answers to complex questions. These goals are accomplished 
while at the same time cultivating many general skills through specific processes. Reflecting on our own country’s art education, even above 
the role that media art has to play in the development of 21st century skills, we have a need to reconsider how we describe the value of art 
education—highlighting the importance of the subject beyond anything we have done in the past. The United States has been able to rapidly 
convert their art education structure in these past few years in large part through the influence of NCCAS. By studying what they have done 
we can find very important recommendations for Japan’s art education future.
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1	 我が国の美術教育における映像メディア領域の課題

と米国の動向

『中学校学習指導要領 美術編』（1998年告示）では，
美術科に映像メディア領域が導入され，写真，ビデオ，
コンピュータによる表現を扱い，知的財産に関するリテ
ラシー教育も担う事になった。さらに『中学校学習指導
要領 美術編』（2008年告示）では，これまでの絵，彫刻，
デザイン，工芸という内容領域を後退させ，前面に出さ
ず，発想に関わる項目と表現技能に関わる項目にするこ
とで，学習形態にあわせて自由に学習内容を組み合わせ
られるようになった。その中で 1998年告示の『中学校
学習指導要領 美術編』では，内容の中に示されていた

映像メディアは，2008年告示の『中学校学習指導要
領 美術編』のなかで，学習環境や生徒の習熟度に合わ
せて映像メディアの積極的な活用を図ると示されるにと
どまり，その取り扱いは柔軟になっている。映像メディ
ア領域を実際の教育現場で実践する困難性は，多数の研
究者が指摘 1–4するように，教育現場の設備不足や教員
研修の不足に起因しているとみて良いだろう。2011年
発表の国立教育政策研究所教育課程研究センターによる
『特定の課題に関する調査（図画工作・美術）調査結果』
では，写真を肯定的に授業で使用するとしたのは 33.7%

とされているが，写真を使用した実践のみの調査にとど
まっており，具体的に映像メディア領域の実践に対する
意識や課題にまで踏み込んで調査されていない。また，
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中学校美術科の各社の教科書をみると映像メディア領域
が写真，ビデオ，コンピュータに限らず，原初の映像装
置やアニメーション，身体的なつながりを取り入れたイ
ンタラクティブな取り組みなどがあり，教科書会社各社
で力点が異なる 5ことがわかっている。このような多岐
にわたる映像メディア領域の実践内容を見た場合，その
活動状況は，花輪・李の指摘によれば，北海道ではわず
か 4%程度にとどまっており，未だどの程度の規模で映
像メディア領域の授業実践が行われているのか，またそ
の課題把握は充分ではない。
他方で 2000年以降の教育全体の外観的な変遷をみる
と，教育の情報化，学びのイノベーション，フュチャー
スクール推進事業が展開され，情報活用能力は生きる力
の基盤的能力として位置づけられた。さらには，変化の
激しい知識基盤社会へ対応する生きる力の育成へと改訂
されるなど，OECDのDeSeCoによるキーコンピテンシー
のような，21世紀に要求される能力・資質に合わせた
カリキュラム改変に歩調を合わせ，我が国の教育目標も
変容しており，美術科もまたその枠組みの中で将来構想
を捉える必要があるだろう。
戦後の日本の美術教育の主流な考え方では，美術教育
は「自己の内面表出を柱にして個性化と人格形成を図
る」6ものであり，造形や鑑賞の基礎基本を応用するこ
とで，感性を醸成し情操を養っていくことが，教科の中
心的価値とされてきた。そうした教育構造の中で，知識
基盤社会に美術科がどのように対応し，特に知識基盤社
会と関係性の深い映像メディア領域がその中で何を担う
ことができるのか，その役割や教育実践構造のあり方を
検討する必要性は高く，筆者もまた映像メディア領域の
実践構造について考察を深めてきた 7。
そうした状況を鑑み，視野を広げて俯瞰すると，2009

年の EACEA★1の調査から我が国の映像メディア領域を
内包する概念，メディアアートはヨーロッパ諸国のカリ
キュラムにも取り込まれていることがわかる★2。さらに，
2014年にメディアアートをナショナル・スタンダードに
導入した米国では，それ以前に Partnership for 21st Century 

Skills★3（以降 P21と表記）が ICTスキルを基盤にした
カリキュラムを開発し，芸術を中核教科として扱うなど，
芸術科の価値の再考が繰り広げられており，大変注目さ
れる動向で，美術科内容学の意義を捉える上で重要な視
点である。そうした米国の状況を無批判的に受け入れる
べきではないが，我が国の美術教育の今後や，教員養成
を受け持つ大学のカリキュラムを考える上で米国の美術
教育の詳細を確認しておくことは重要である。
そこで本論では，2011年に米国の各芸術教育学会に

所属する有識者などによって組織された National 

Coalition for CORE ARTS Standards★4（以下 NCCAS）に
よって作成されたメディアアートカリキュラムに着目
し，その内容を確認する。そのため，第 2節では，これ
までの主要な米国教育の変革の流れをまとめ，第 3節
で，メディアアートカリキュラムの外観を明らかにし，
第 4節で実際の提供されている参考作品と評価方法を参
照し，スキルを獲得するためにどのようなプロセスが用
意されているのか読み解いていく。

2	 米国の主要な教育改訂の流れとメディアアートカリ

キュラムの登場

NCCASのメディアアートカリキュラムに先立ってま
ずはこれまでの研究 7を参照し米国の美術教育を振り返
りたい。

1994年には，当時のクリントン政権によって「2000

年の目標 :アメリカ教育法」が法制化され，全米共通の
教育内容基準を示すナショナル・ スタンダードが制定さ
れた。ナショナル・スタンダードは「芸術教育の各領域
（ダンス・音楽・演劇・ ヴィジュアルアート）の教育者
全国組織により設立された連合団体 CNAEA（the 

Consortium of National Arts Education Associations）が 1992

年にコンセンサス作りと内容確定」8をしている。この
ナショナル・スタンダードは，法的に地方教育を規定す
るものではなく，一般的には，教育のガイドライン的な
扱いであり，指標である。また，それが実現されたかど
うかは，連邦政府が委嘱した審議会が定める評価枠に
よって査定される。
また 2002年には，当時のブッシュ政権によって一人
も置き去りにしない法（No Child Left Behind 以降 NCLB）
が成立され，初等・中等教育に対する連邦政府の予算が
増額されるようになった。州政府は，こうした予算を柔
軟に利用できる代わりに，生徒の成績達成基準を明確に
し，州が定めた 1年間の成績の適切な向上を，2年間連
続して達成できなかった学校（学校全体，またはいずれ
かの主な成績下位集団）は，要改善と見なされ，改善の
ための予算，情報の支援を受ける。改善校は主要教科の
教師の質の担保をする事，また保護者に対する改善説明
の責任，通学学校の選択肢を与えることなどが規定され
た。こうした状況下で主要教科への偏重した時間と予算
の配分がなされ，芸術教育を行う余裕のなくなった学校
では，芸術科の教師削減が相次いだ。その後 2015年に
オバマ政権が教育新法を採択するまで NCLBが続くこ
とになる★5。
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そして 2010年以降の米国における芸術教育の変革の
背景には，2001年にハーバード大学のプロジェクトゼ
ロチームが発表した Reviewing Education and Arts Project 9

（以下 REAP）調査がある。REAP調査では芸術教育は他
教科の習得を向上させる傾向が確認されるとしたが，何
よりも芸術教育の二次的効果に芸術教育の正当性を求め
ることは危険であり，芸術教育の正当性は芸術教育に内
在するメリットに求めるべきであると主張した。
さらに，2009年から開発されたコモン・コア・スタ
ンダード（Common Core Standards）がある。全米州教育
長協議会（CCSSO）と全米知事会（NGA）のリードに
より，英語（English language arts）と数学（Mathematics）
に関する共通のコアスタンダードが州の枠を越えて開発
され，2010年に完成した。コモン・コア・スタンダー
ドは，各州の採択が進み，現在全ての州でスタンダード
の書き換えが進んでおり，数多くの州で 2014年から
2015年にかけて全面実施されている。コモン・コア・
スタンダードは，全米の統一した基準を策定することで，
国際的な競争を各州に依存せず全米基準で取り組む事を
可能にし，大学や職業のレディネスとして全ての居住地
で公平に明確な目標を示すことになる。また，州を超え
て全米基準で共通テストの開発や教育ツールの開発を合
理化させる事が出来るなどの利点がある 10。

2011年には，P21による 21世紀型スキルの獲得を狙
う 21st Century Skills Map 11（以降 Skills Map）が示された。
この P21の Skills Mapは，世界的な経済の低迷を背景に
教育予算が削減されている状況にもかかわらず，アメリ
カにおいて教育の実質的な権限をもつ各州へ大きな広が
りをみせている 12。2014年には，全米の約 40%になる
19州★6の教育委員会が Skills Mapを教育現場で活用して
おり，例えば，フロリダ州のヴィジュアルアートのスタン
ダードにもThe 21st-century skillsの文言が登場する 13,★7。
特に芸術科目を中核教科（Core Subjects）と定め，ICTス
キルや情報活用能力を中心に芸術によって獲得可能な汎
用的スキルを提案し，授業デモンストレーションを示し
ている。
また，OECDが 2013年に発表した『Art for Art’s Sake』14

では REAP調査を引用し，芸術教育のあり方を次のよう
に述べている。メディアアートカリキュラムの内容にも
関連する重要な提言であるため，概要を筆者がまとめ以
下に記す。また，本稿以外にもREAP調査はふじえによっ
て紹介されている 15。
「芸術教育は数学や理科，国語（reading and writing）の
パフォーマンスを高め，さらには学習意欲（academic 

motivation）や自信，コミュニケーションと協調する

能力を高めるとしばしば主張される。よって，芸術教
育はそうした汎用的スキルの獲得に役立つが，こうし
た汎用的スキルの獲得は今日のカリキュラムにおいて
芸術教育正当化の理由にすべきではない。芸術はそれ
自体が教育上重要であり，生涯のライフワークや情熱
を得られるものである。すべての子どもたちにとって，
芸術は科学や他の領域と異なる理解の方法を与える。
そして，芸術は子どもに自由に探求と実験をさせ，ま
た省察する場や自分なりの意味を見出す場があるので
ある。」
こうした OECDの提言もあり，芸術教育の価値は科

学や他の領域とは異なる理解の方法，つまりは主体的に
問題解決できるような，デザイン思考などのジェネレー
ティブな思考方法の獲得に焦点化された。また，芸術教
育の正当化ではないにせよ，芸術教育によって獲得可能
な汎用的スキルは芸術教育の必要性を押し上げるととも
に，多教科の学びの中で培う能力育成（スキル獲得）に
関わる 1つの中核教科として位置づけられる動きもみ
せた。
そうした米国の状況の中で State Education Agency Directors 

of Arts Education（以降 SEADAE）が 50を超える美術教育
団体，研究者，関係者を招聘し，1994年に作成された
芸術科のナショナル・スタンダードを更新することを採
決した。その決議を経て，前述の NCCASが 2011年に
組織され，2014年には 20年ぶりに芸術科のナショナル・
スタンダードを改訂し，これまでのダンス・音楽・演劇・
ヴィジュアルアートの 4領域に加えメディアアート
（Media Arts）を第 5番目の領域として追加した。2012年
時点では，ミネソタ，サウスカロライナ，ロサンゼルス
州のステイトスタンダード，ニューヨーク市のディスト
リクトスタンダードにメディアアート領域が含まれてお
り，この先進的取り組みを国家レベルでサポートする事
となった 16。NCCASの webページ 17では，教員の教える
環境に合わせて授業用ハンドブックが作成できるように
なっており，ダンス・音楽・演劇・ヴィジュアルアート，
メディアアートの 5領域から，クリエイティビティーの
ための 4つのアンカープロセス（1. Creating, 2. Performing/

Presenting/Producing, 3. Responding, 4. Connecting）と，授
業対象年齢を選ぶことで，授業カリキュラムを作成でき
るようになっている。特徴的なのは，スタンダードのな
かで，様々なプロセス，汎用的スキル，知識をバラバラ
に獲得するのではなく 1つの線状に並べ，意味ある学習
プロセスを作り出す点である。またアンカープロセスは
能力の獲得のために芸術領域を横断的に橋渡ししていく
ことを可能にする。また，基盤的な評価基準（Cornerstone 
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Assessment）を示し，国として年齢にそった到達目標の
基準／構造を明確に示した★8。さらに，ハンドブックの
作成では基盤的問いかけ（Essential Questions）と持続的
な理解（Enduring Understanding）を示すことができ，プ
ロセスの要素やリソースも表示させることができるよう
になっている。
カリキュラムでは，すでに各地に遍在しているメディ
アアートの授業実践などを取り込み，テクノロジーによ
る表現に傾倒するのではなく，『Art for Art’s Sake』で提言
されたような，芸術教育が目指す大きな目標に統合させ
ていく動きが見て取れる。そこで，次項ではより詳しく
メディアアートカリキュラムの概要をみてみたい。

3　メディアアートカリキュラムの概要

3-1イントロダクション

まず，NCCASのメディアアートスタンダードを翻訳
したものを本論の参考資料として添付したい。本論では
ページ数の制約もあることから参考資料として電子化し
たものを共有しておく（http://goo.gl/6O6FT4）18。
まず，このカリキュラムは独自のものとして働くこと
もできれば，他の芸術教科とも統合的に使用することも
可能であるとしている。2012年の現時点ではインタラ
クションやコンピュータ，メディアによる共同作業に特
化した映像メディア（time-based medium）に焦点を当て，
これまでの 4領域とは異なる志向の学生を対象としてい
る。対象は幼児教育に対応する PreKから Kindergarten，
初等教育，中等教育に対応する第 1学年から第 8学年そ
して高校では，学年で区切らずに Proficient/Accomplished/

Advancedの 3つのレベルに分けて記述されている。本論
での論考上重要な要点であることから，NCCASによる
メディアアートスタンダードのイントロダクション 19を
翻訳し，以下にまとめる。
「メディアアートのスタンダードはイメージング，サ
ウンド，動画，ヴァーチャル，インタラウティブなど
のメディアアートの多様な様式とカテゴリーに取り組
むことを意図されています。メディアアートのスタン
ダードは，何をどのように教育するかを述べたもので
はなく，持続的な理解と芸術的リテラシーの理解のた
めに，それぞれの年齢に応じた生徒の学習成果を明示
するものです。それゆえ，これらのスタンダードは非
常に一般化されたもので，テクノロジーやテクニック
を明示したものではなく，少しの専門用語と実践の事
例紹介を含むものです。スタンダードは非常に多様な
指導や方法論，状況に対応します。全米に現在存在す

る様々な（教育現場の）状況に合わせて取り込むこと
が可能です。州，そしてアメリカ領のスタンダートで
は，これまで発展してきたように，よりすぐれた独自
性をもたらすことでしょう，さらに基盤的評価法のモ
デルはより具体的なプロジェクト，授業そして活動の
例を提示します。スタンダードの大半は段階的，連続
的なフォーマットで示され，代表的な創造的制作活動
のプロセスを提示します。しかし，スタンダードは必
要な特定のプロセスや，プロセスの構成，必須の基礎
的なスタンダードを導き出せるように，非連続的な方
法でアクセスできるようにもデザインされています。
例えば，レッスンとユニットでは，与える文脈を考え
られた Connectingから容易に始められ，メディアアー
トの作例の分析をするための Respondingに移行し，
そして制作を始める Creatingと進めることが可能で
す。また，スタンダードは創造的プロセス全体の一部
を代表し，そして作品制作において，早急な成功に位
置付けられるかもしれません。それゆえ，Creatingに
含まれるブレインストーミングセッションでもまた，
コンスタントに Respondingや Connectingにもアクセ
スするのです。1つのよく練られた授業では，スタン
ダード全てを網羅しないにせよ，レッスンやユニット
が多様に導くことが可能です。このインタラクティブ
なWebサイトは柔軟な授業設計，授業方法，そして
評価のために多様なスタンダードへのアクセス方法を
提供します。例えば，ある教員らにとっては，プロセ
スの構成は第 1の構成ツールとして選択されるかもし
れません。持続的な理解〈Enduring Understanding〉と
基盤的問いかけ〈Essential Questions〉はすべての学年レ
ベルに向けて記述され，そして授業を行うものによっ
て特定の学年レベルに取り入れられます。習熟度の度
合いをみるために，低い学年，高い学年の双方を見る
ことを勧めます。それでもやはり学生に対して，特定
の学年レベルに対する正式なメディアアートの教育方
法が少ない，もしくは全くないかもしれないという状
況が想定されます。ベストな実践から，メディアアー
トスタンダードの全体にわたってコラボレーションす
ることが想定されています。」

3-2］4つのアンカープロセスと関連するキープロセス

イントロダクションに示されるように，メディアアー
トカリキュラム上，授業の始点は 4つのアンカープロセ
スのどこからはじめても良い。また，どのアンカープロ
セスに要点をおいた授業展開でも他のアンカープロセス
やそれに付随するキープロセスに対する成果を頻繁に参
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照し確認することが期待されている。スタンダードでは
各学年の学習成果が設定されているが，ここでは各アン
カープロセスおよびキープロセス全体の外観を見渡しそ
の要点を以下にまとめたい。また，こうしたプロセスが
成立する背景や枠組みはふじえ 20によって論じられてい
るが本論においても再度整理しておきたい。
（1）CoKatingアンカープロセス

Creatingのアンカープロセスでは，考える，発展させる，
組み立てる，の 3つのキープロセスがあり，考えるキー
プロセスでは，ブレインストーミングや，発散的思考，
アイディアや発想を創造的に生み出し，解決方法を発見
するデザイン思考の手法が多用に取り込まれている点が
特徴的である。発展させるキープロセスはプロトタイピ
ングによってトライとエラーを繰り返しながら制作過程
を精緻化する手法が用いられている。また，組み立てる
キープロセスでは，実際のアイディアを効果的に表現
できるように造形原理を巧みに用いることが想定され
ている。
（2）PKofwoming/PoKdKnting/Powrucingアンカープロセス

Performing/Presenting/Producingのアンカープロセス（メ
ディアアートのカリキュラム上は Producing）では，集
約する，実践する，発表する，の 3つのキープロセスが
ある。集約するキープロセスでは，アイディアを表現す
るために多様なコンテンツや様式を集約することを目的
としている。実践するキープロセスでは，デザイン，技
術，ソフトのスキルを実演すること，様々な制約がある
なかでデザイン思考などによって問題解決のイノベー
ションを生みだすこと，高度なインタラクティビティー
などを実装することなど，技術的な面で各学年の目標を
定めている。発表するキープロセスでは，対象者を考慮
して，発表内容やプロモーション方法を考えること，ま
たその評価と改善を行うことが想定されている。
（3）RKdpwnringアンカープロセス

Respondingのアンカープロセスでは，受容する，解釈
する，評価する，の 3つのキープロセスがある。受容す
るキープロセスでは，メディアアート作品のメッセージ
がどのような要素によって構成されているのか分析する
こと，種々の様式や方法，スタイルが対象となる参加者
の経験をどのようにマネージメントするのか分析するこ
とを主な目的にしている。解釈するキープロセスでは，
メディアアート作品の文脈を観点別に分析することを目
的としている。さらに評価するキープロセスでは，文脈
と目標を鑑み，メディアアート作品および制作過程を特
定の基準によって評価することが想定されている。
（4）CwnnKctingアンカープロセス

Connectingのアンカープロセスでは，総合的に扱う，
関連付ける，の 2つのキープロセスがある。総合的に扱
うキープロセスでは，メディアアート制作のために，個
別の経験や興味といった内的なリソース，および文化的，
社会的知識や調査，または典型的なメディアアート作品
といった外在するリソースを活用し，総合的に取り扱う
ことが想定されている。また，メディアアート作品がど
のように意味や状況，知識などを拡張し文化的経験を生
み出しているのか提示することも想定されている。関連
付けるキープロセスでは，メディアアート作品とアイ
ディアが個人の生活や社会，コミュニティーのような多
様な文脈の中で，どのように生活，歴史，倫理など社会
的な価値に関連するのか調査し明らかにしていくことを
想定しており，民主主義やアイデンティティーなど社会
的文脈とのつながりを強調している。
次項では，実際の提供されている参考作品と評価方法
を参照し，スキルを獲得するためにどのようなプロセス
が用意されているのか考察を深めたい。

4	 スキル獲得のためのプロセスと授業実践方法の実際

4-1］参考作品にみる4つのアンカープロセス

メディアアートスタンダードには基盤的な評価基準
（Cornerstone Assessment）も示されており，Media Arts Model 

Cornerstone Assessment（以降MCAと表記）と表記される。
MCAには授業単元のタイトル，単元の授業時間数，授
業目的，授業目標，問いかけの言葉や芸術的プロセス，
また芸術的プロセスを基準にしたルーブリック評価も掲
載されており，テーマと文脈を用意すれば，すぐにでも
授業ができる程の細かな授業素材が提供されている。そ
こで我が国の中学校 2年生に相当する第 8学年の参考作
品の 1つ Student:MA-JS8-12 21に焦点を当てて授業実践
内容を確認してみたい。
参考として掲載されている学生作品MA-JS8-12は，サ
ルバドール・ダリの歴史についてまとめるドキュメンタ
リー作品である。2人の生徒の共同制作によって，スク
リプト制作（図 1参照），ビデオ制作（図 2参照），そし
て振り返りが行われており，この学習内容の成果に基づ
いて成果をまとめた作品は，スタンダードにそって評価
され点数化される。
この参考作品のモデルとなる第 8学年のMCA 22を確

認すると，メディアアート授業タイトルは「Moving 

Image̶Producing an Art History Documentary」であり，授
業時間は 8–10時間と想定されている。全ての芸術的プ
ロセスを使用するが特に，組み立てる，実践する，評価
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する，の 3つのキープロセスを軸として設定している。
各学生は選出したヴィジュアルアーティストの特定の意
図，スタイル，様式を引き出し，示すために表現的な語
りと編集技術をつかい，2分間の短いビデオドキュメン
タリーを制作する。アーティストの文化的文脈や作品の
様式について理解して述べること，またそのイメージの幅
を示すことが想定されている。そして，この評価モデル
では，学生が画像で論拠を示しながら，造形言語（design 

vocabulary：ライン，カラー，バランス，リズムなど）
で分析し説明ができるか，そして動画の組み立てと編集
プロセスを通して伝えることができるか，ヴィジュアル
アーティストの表現スタイルとメッセージへの見識に焦
点を当てている。さらに，制作するビデオでは，生徒の
声の調節，イメージと言葉の連動や，解説の専門用語，
具体的な造形言語，カメラフォーカス，編集クオリ
ティー，映像に対するパン，ズームの使用や言葉と映像
の同期によって，アーティストの表現意図を明確に示す
ことが求められている。

4-2］推奨される授業の組み立てと評価法

MCA 20に記される推奨される授業実践の流れ 23をま
とめ以下に記す。（　）内にキープロセスを示す。また
本論では（　）内の〈　〉はキープロセスに対応するア
ンカープロセスを追加して記述する。

【推奨：授業の組み立て】

1. コンテンポラリー文化の中でドキュメンタリーの現
状や役割について調査する。（キープロセス：関連付
ける〈Connecting〉）

2. 表現にかかわる技法，妥当性，趣旨と取り組みを理
解するために多様なアートヒストリーのドキュメンタ
リーを調査し，話し合う。（キープロセス：受用する
〈Responding〉，総合的にあつかう〈Connecting〉）

3. 学生が選択する歴史／現代／地域のヴィジュアル
アーティストを例にして課題と評価の基準を示す。
（キープロセス：該当なし）

4. 学生は様々なアーティストを調査し彼らの興味を特
定する。（キープロセス：総合的にあつかう
〈Connecting〉）

5. 選択したアーティストを調査し，有益な情報や資料
をあつめる。（キープロセス：発展させる〈Creating〉）

6. スクリプトを書き始め，そして歴史的，文化的，地
理的な文脈を表現する有益な情報や資料，またアー
ティストのスタイルと意図を例証するため特定の作品
を継続して集める。（キープロセス：発展させる
〈Creating〉，総合的にあつかう〈Connecting〉）

7. 学生による相互評価によってスクリプトと有益な情
報や資料を改変し精緻化する。アーティストのスタイ
ル，ジャンル，そして意図に対する実際の説明を評価
する。（キープロセス：組み立てる〈Creating〉，評価
する〈Responding〉）

8. ドキュメンタリーのラフな草案を用意するためにス
クリプトのナレーションをつくりイメージを編集す
る。（キープロセス：組み立てる〈Creating〉）

9. 学生と教員による講評のために上映する。アーティ
ストのスタイル，ジャンル，そして意図を説明し表現
するためのナレーション，構成，アングル，フォーカ
ス，タイミング，動き，そして音の効果を評価する。
（キープロセス：実践する〈Producing〉，評価する
〈Responding〉）

10. フィードバックをもとにドキュメンタリーを精緻化
する。（キープロセス：組み立てる〈Creating〉）

11. 再度提示し，そして改善の効果と，さらなる改良の
必要性を特定する。（キープロセス：組み立てる
〈Creating〉）

12. 作品をパブリックフォーマットで提示する。―例，
web，行事など（キープロセス：実践する〈Producing〉）

13. 学生は，他者の作品を見て学んだ内容，そして自ら
の作品を精緻化して提示した経験を振り返る。（キー
プロセス：総合的にあつかう〈Connecting〉）

図 1：参考作品として示されるサルバーール・ダリの歴史についてのー
キュメンタリーのストリーボーー

図 2：参考作品として示されるサルバーール・ダリの歴史についてのー
キュメンタリー作品
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この Student:MA-JS8-12の作例では，13段階，8–10時
間を想定し，サルバドール・ダリの生涯と作品をまとめ
る授業実践である。基本的には Connect-Create-Produce の
アンカープロセスが進む流れの中で Respondingなどを
始め，多様なキープロセスにアクセスしながら授業が展
開していくことがわかる。また，評価の面では次のよう
に述べられている 22。
「ドキュメンタリー制作プロセスの知識や，短い表現
的なドキュメンタリー制作によってどの程度うまく彼
らの知識を応用できたか，評価のプロセスは学生の学
びの多様なエヴィデンスを生み出すとされます。この
第 8学年の経験は，第 2学年，第 5学年，そして高校
での 3つのレベルと連れ立って，メディアアートアー
トの映像カテゴリーにおいて，学びの中心的な要素に
対し学生がどのように成長したのか，極めて重要な記
録を生みます。
評価のセットアップ：この評価モデルは，Connecting

プロセスとジャンルと様式の調査から始まります。指
導者は，美術の歴史ドキュメンタリーのジャンルにか
かわる文脈上の情報や背景を提供します。学生は内容
やスタイル，テクニック，現代との関連を比較するた
めに複数の参考ビデオを確認します。学生は意図する
視聴者が誰であるのか話し合い，決定します，そして
現状の若い人たちに，より関連するように様式をアッ
プデートするかもしれません。この分析の鍵は，どの
程度，編集と語り，カメラと編集テクニックが視聴者
対し表現的に意味を伝えられているか測ることです。
これはスタンダード上の組み立てるキープロセス／精
緻化を評価する重要な要素です，また学生の美的感性
によるデザイン能力を増やすためにも重要です。これ
は学生が体得したことを示し，また受用する／組み立
てる／総合的にあつかうキープロセスが応用され使用
されたことを示します。」
このように，MCAをみても，多様な理解の方法を導
き出すことや，省察し自分なりの意味を見出す場を提
供しており，その中で芸術的なプロセスを経て汎用的
スキルを活用し身につけることがわかる。NCCASの
カリキュラムはそのプロセスを明示化することで，的
確な授業設計と評価ができるように準備されている。

5　おわりに

NCCASのメディアアートカリキュラムの構成をみる
と，映像メディアによる表現を教科の中心的活動に設定
し，多様な答えのある世界のなかで異なる理解の方法と，

自分なりの答えを見つけ出すという芸術科の価値にそっ
て，汎用的スキルに加え，デザイン思考などのジェネレー
ティブな思考法や美的感性などを身につけるためのプロ
セスが構築されていることがわかる。また学年が高くな
るほど，社会とのつながりを高め，学生の習熟度に合わ
せて高度なテクノロジーや表現方法を使用し，アイデン
ティティーなどの社会の複雑な文脈をドキュメンタリー
作品にするといった実践が想定されている。さらに「学
生の美的感性によるデザイン能力を増やす」といった文
言がMCAに登場するように，芸術的プロセスの中で造
形言語を巧みに活用し，作品の分析・批評をし，個々の
美的感性によって表現をしていく点は芸術教科らしさを
明確にしている。この個々の美的感性を用いるとしてい
る点では P21のカリキュラムと異なり，芸術科目の中
心的価値を色濃くしている。またそれらをデザインに
よって養っていくとしている点は，これまでにない新機
軸である。
メディアアートが何を提供し，それによって何が教育
上獲得可能なのか，その目標，方法論であるプロセス，
確認方法である評価を極めて明確に示している点は，我
が国にとっても，大変参考にできるだろう。さらに，詳
細な授業サンプル，問いかけや，ルーブリック評価まで
もオンライン上で準備され，指導者や教師が各教育現場
の状況に合わせて組みわせてダウンロードできる点も大
変評価できる。もちろん，本論はこれらを我が国に無批
判的に受け入れることを主張するものではない。1998

年より導入された映像メディア領域の振り返りに加え，
我が国が美術教育を通して何を生み出し，数ある映像メ
ディア領域で獲得される能力の中で何を前景化するの
か，今なお多様な視点から議論を深める必要がある。
上越教育大学付属中学校では 2016年の研究発表で美

術科でも「情報統合力」「代替思考力」「企画想像力」「主
体的実践力」「コミュニケーション力」「コラボレーショ
ン力」といった資質・能力（アビリティー）を獲得する
ことが示されていた。また同校の新設科目，グローバル
人材育成科の教育実践ではデザイン領域と多分に重複す
る学習内容である。映像メディア領域がこうした，多領
域をまたぎ，学習内容をまとめる基盤として活用もでき
る。それと同時に美術科の映像メディア領域によって獲
得される資質・能力は，これまで教科書レベルで取り入
れていた身体と映像をつなぐ実践にみうけられるよう
に，映像に対する親和性を上げ，より映像を触覚的に捉
え，映像からリアリティーを想起していく力もまた重要
である。わが国のそうした教育内容は独自性も高い，そ
れゆえ 学習成果を科学的に明らかにし，世界に配信可
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能な映像メディア実践としていくことを今後の研究の軸
足としたい。

 謝辞旨
本研究は JSPS科研費 16K17450の助成を受けたものです。

 註旨
★1 EACEA（Education，Audiovisual and Culture Executive Agency）：教育・
視聴覚・文化執行機関，ヨーロッパコミッションによって，EUに
おける文化支援団体として 2006年に設立された。

★2 ヨーロッパでメディアアートを国のカリキュラムで必修化している
のは 8カ国で，半必修となっているのは 3カ国その他の教科の中に
メディアアートが統合されている国は 5カ国あり，これに加えて
オーストラリアの例も入れれば，メディアアートのカリキュラム化
は世界的にも進展していることがわかる。

 ・必修化している 8カ国：ベルギー（フランドル人コミュニティー），
ブルガリア（初等教育は半必修化，中等教育では必修），チェコ，
スペイン，フランス（中等教育のみ），イタリア，ハンガリー（中
等教育のみ），フィンランドの 8カ国。

 ・半必修の 3カ国：デンマーク（中等教育のみ），オーストリア，
スロベニアの 3カ国はオプションとしてメディアアートを履修でき
る。

 ・他の教科の中にメディアアートが統合されている国：エストニア，
アイルランド（初等教育のみ），ラトビア，ポーランド，ノルウェイ
の 5カ国

★3 Partnership for 21st Century Skillはアメリカ合衆国の連邦機関と協賛
企業からなる団体であり，21世紀を生きる子どもたちのためのカ
リキュラムを提供している。ヴィジュアルアート，シアター，ミュー
ジック，ダンスの 4つの芸術科目においてもそれぞれの科目に関わ
る主な学術団体が参加しカリキュラムの考案に寄与している。この
方針を参考に各州の教育機関は教育の方向性を検討し，Partnership 

for 21st Century Skillは米国政府のナショナル・スタンダードに組み
込まれるべく推進している。

★4 各芸術領域の学会員に加え，州の芸術教育担当局長，Young 

Audiences Arts for Learning and Americans for the Artsといったリーダー
シップを扱うパートナー組織，John F. Kennedy Center for the Performing 

Arts and the Lincoln Center Education departmentがサポートメンバーと
して加わり，さらには，芸術教育における高い次元の思考スキルに
対応するために 2005年に『Understanding by Design』を出版してい
る Jay and Daisy McTigheをコンサルタントに迎えて組織されている。
SEADAEで決定されたカリキュラム更新を実現させるために構成さ
れた組織である。

★5 2015年 12月にはオバマ政権による新たな K-12法が成立し No Child 

Left Behind の終焉を迎えた。
★6 アリゾナ，カリフォルニア，イリノイ，アイオワ，カンザス，ケン
タッキー，ルイジアナ，メイン，マサチューセッツ，ネバダ，ニュー
ジャージー，ノースカロライナ，オハイオ，オクラホマ，サウスカ
ロライナ，サウスダコタ，バーモント，ウェストバージニア，ウィ
スコンシンの 19州で全米の約 40%の州で導入されている。

★7 フロリダ州スタンダード　ヴィジュアルアート　学年：k-12の
［Innoation, Technology, and the Future］の項目にて，“The 21st-century 

skills necessary for success as citizens, workers, and leaders in a global 

economy are embedded in the study of the arts” と表記される。
★8 NCCASのカリキュラム作成代表メンバーによる討論の様子が動画
で確認できる。The National Coalition for Core Arts Standards writing 

team members『EU’s, EQ’s and Cornerstone Assessments』
 参考 URL：https://vimeo.com/44925987

 文］献旨
1 森山朋絵，2008，「映像メディア表現／映像メディア教育の今後」，
『美育文化　特集写真とまなざし』，58(5)，p. 19

2 後藤雅宣，2006，「コンピュータを活用した中学校美術教育―その
背景と展開の視点―」，『千葉大学教育学部研究紀要』，54，p. 341

3 花輪大輔，李知恩，2015，「韓国の中学校美術科における『映像メディ
ア』活用状況の報告」，『北海道教育大学紀要』，教育科学編，65(2)，
pp. 223–233

4 岡本太郎，2014，「写真による映像メディアを活用した美術科学習
活動の可能性―広島県の中学校における授業実態をふまえて―」
『美術教育学』美術科教育学会誌，35，p. 212

5 佐原理，2011，「美術教育における映像メディアの位置づけ―教科
書にみる映像メディア教育の方向性―」美術科教育学会，32，
pp. 163–172

6 花篤實，1999，『平成 8–10年度文部省科学研究費補助金基盤研究（A）
（1）研究成果報告書　メディア教育・異文化理解教育としての美術
教育・映像教材およびガイドラインの開発』，p. 3

7 佐原理，2016，「美術教育の特質的価値に接続する映像メディア
―知識基盤社会へ対応する映像メディア領域の教育実践構造―」，
名古屋大学大学院国際言語文化研究科メディアプロフェッショナル・
コース博士学位論文

8 山口健二，2003，「世紀末アメリカにおける美術館の組織転換」，『岡
山大学教育学部研究集録』，No. 122

9 Winner, Hetland et al, 2001,「The Arts and Academic Improvement: What 

the Evidence shows Executive Summary Harvard Project Zero Reviewing 

Education and the Arts Project (REAP)」，『Translations』winter 2001, 

Vol. 10, No. 1, NAEA

10 桐村豪文，2014，『各州共通基礎スタンダード（Common Core State 

Standards）について』，未来教育研究所
11 The Partnership for 21st Century skills, “21st Century Skills Map THE 

ARTS” 参考 URL：http://arteducators.org/research/21st_Century_Skills_

Arts_Map.pdf

12 勝野頼彦，2013，「コンピテンシーに基づく教育改革の世界的潮流」，
『平成 24年度プロジェクト研究調査研究報告書　初等中等教育―20　
教育課程の変遷に関する基礎的研究報告書 5　社会の変化に対応す
る資質や能力を育成する教育課程編成の基本原理』，国立教育政策
研究所，p. 54

13 CPALMS, 2014, “Browse and Search Standards” , Florida Center for 

Research in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (FCR-STEM)/

Florida State University, 参考 URL: http://www.cpalms.org/Public/search/

Standard#0　2014年 10月調べ
14 Ellen Winner, Thalia R. Goldstein, Stéphan Vincent-Lancrin『Art for Art’s 

Sake? OVERVIEW』OECD, 2013

15 ふじえみつる，2015，「『21世紀型スキル』と芸術教―特に美術教
育の視点から―」，『教育美術』，76(7)（No. 877），p. 31

16 NCCAS, 2012 “What does it take to qualify as an art form and to build or 

maintain an infrastructure that supports it?”, MEDIA ARTS Frequently Asked 

Questions, 参考 URL：http://nccas.wikispaces.com/file/view/Media%20Arts%20

FAQ-%20Final.pdf/355528852/Media%20Arts%20FAQ-%20Final.pdf 

2016年 8月調べ
17 National Core Arts Standards: Home　参考 URL：http://www.

nationalartsstandards.org 2016年 8月調べ
18 NCCAS, 2014, “Media Arts”, National Core Arts Standards, 参考 URL：

http://goo.gl/6O6FT4　翻訳：佐原理
19 SEADAE, 2014, “An Introduction to the Media Arts Standards”, National 

Core Arts Standards for Media Arts, SEADAE, NCCAS, p. 2

20 ふじえみつる，2016，「『コア芸術スタンダート』と美術教育―『芸
術的プロセス』と『メディア・アート』について―」，『愛知教育大
学研究報告 .教育科学編』，65，pp. 227–235

21 NCCAS, “Creating: Media Arts 8th Grade MCA: Producing an Art History 

Documentary”, Creating: Media Arts, 参考 URL：http://www.

nationalartsstandards.org/content/creating-media-arts#8th（2016 年 9 月調
べ）

22 NCCAS, “Media Arts Model Cornerstone Assessment: Grade 8”, 参考
URL：http://www.nationalartsstandards.org/sites/default/files/Media%20

Arts%20MCA%20Gr08%20Revised%20July%202015.pdf（2016 年 9 月
調べ）

23 同上，p. 2


