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【要旨】  

色が見えるしくみに対する疑問を端緒として、光の波動性を小学生に伝える指導内容を

検討した。大分大学地域開放推進事業（Jr.サイエンス事業）の一環として被服学研究室が

実施してきた小学生対象の教育実践経験を活かして、「色が見えるわけ」と題した授業プロ

グラムを提案する。葛飾北斎「神奈川沖浪裏」を提示し、児童が輪になって手を繋いで手

を上下に動かしながら波を体で表現することで、イメージと体験から光の波動性について

理解を促す授業の事例を提示する。  

 

【キーワード】  

色が見えるしくみ（how we see color） 光の性質（nature of light）  

小学校の授業（ class elementary school） 科学教育（ science education）  

 

 

Ⅰ．はじめに  

 

  国立教育政策研究所『平成 26 年度全国学力・学習状況調査の結果』で中学生の理科離れ

の傾向が顕著に表れていることが指摘されており、理科離れの深刻化が叫ばれている。長沼

（2015）により理科離れ問題に対する客観的レビューがなされ、理工系学部志願者の学力低

下問題、市民の科学的リテラシーの低さについて、深刻になりつつあると結論づけられてい

る 1)。理科の観察や実験、探究活動に向かう児童生徒のモチベーションを高める教材や指導

内容の開発が必要である。  

 「色」という漢字は小学校 2 年生で学習する常用漢字である。色の第一義的な定義は広辞

苑第六版 2)において「視覚のうち、光波のスペクトル組成の差異によって区別される感覚。

光の波長だけでは定まらず、一般に色相、彩度および明度の３要素によって規定される。色

彩。」と記されているように、「色」は光が波であるという物理現象の科学的背景をもって

のみ説明できる単語である。しかし、三角関数などの数学理論を使用したホイヘンスの原理

やヤングの干渉実験を理解できなくては根本的な理解には至らないので、小学生に対しては

赤青黄などの色があるという例示をもってしか説明がなされていないと想像される。  

 小学生を対象として色が見えるしくみの科学的内容を取り入れた教育実践は、松村が実施

－1－



 

 

した「光と色の科学」の出前授業（2010）3)、岡本らの「光」をテーマにした教育プログラ

ムの開催（2017） 4)、光の性質から放射線教育を目指した戸田らの実践（2018） 5)、水の色

を扱った宮﨑らの実践（2018）6、7)が報告されている。科学教育に限定した授業改善の取り

組みが進む一方で、教科の枠組みを超えて布の染色や図工の作品への着色等の体験を理科離

れ対策に繋げる研究はほとんどない。芸術系の研究者が色の科学を取り入れた教材開発をし

ている事例としては山下ら（2018）8)の提案が挙げられるが、光の波動性には言及していな

い。身近な生活科学や美しさをとらえる感受性を緒として、実習を単なる体験に終わらせず、

科学的側面を本質的な理論的理解に導いて自然科学・科学技術教育の充実に繋げていくこと

も検討に価すると考える。これまで、大分大学被服学研究室では、地域の特色を背景にした

天然物の「色」を題材とすることで、日本文化にも関わりの深い「色」の魅力と科学的好奇

心・探究心を結びつけ、子どもの知性と創造力、科学的思考力を育てるきっかけとなるよう

な取り組みを実施してきた。本稿では、染色の科学や色が見えるしくみをテーマとした教材

開発の実績を踏まえて、小学生対象の授業における指導内容を検討し、提案する。  

 

Ⅱ．色と光の性質を取り入れた小学生対象の教育実践  

 

 大分大学は大学開放の推進を図り、次世代を担う子どもたちの成長を促すことを目的と

して、子ども向けに「地域開放推進事業（Jr.サイエンス事業）」を継続して実施している。

大分大学の知的財産、施設設備および人材を活用し、子どもたちの科学技術やものづくり

への興味・関心を育み、科学的学習や思考の動機付けとなるような小・中学生、高校生を

対象とした体験型学習プログラムを開催している。この一環として、大分大学被服学研究

室では主に小学生対象の教育実践プログラムを開発し、実践してきた。そのほとんどが色

そのものや染色についての科学的な側面を含む内容である。これまで開催したプログラム

の内容について紹介する。  

 

１． 別府産湯の花とサフランを使ってエコバッグを染めよう（H24） 9)  

 2012 年 12 月 1-2 日に小学生を対象として、大分県竹田市で栽

培されているサフランの雌しべと、竹田市にゆかりのある紫草の

根（紫根）による染色ワークショップを開催した。サフラン染は

綿のエコバックを絞りによって防染して模様をつけ、お湯による

サフラン抽出液に直接入れて加熱して染色した。紫根はエタノー

ル抽出して水と合わせて染液としたものを用意し、別府市明礬産

湯の花で媒染した絹ハンカチを染液に入れて加熱して染色した。

布を乾燥させる間には、ゲスト講師青木正明氏に媒染メカニズ

ムについて説明をしてもらった。参加者１～２名に対し学生が

１人ついて指導し、染色時にはゴム手袋を着用し、熱い鍋は学生

が扱い、火傷の防止等徹底した安全管理の下ワークショップを

した。参加した児童からは「おもしろかった」「楽しかった」「ま

たやってみたい」との肯定的な感想の言葉が聞かれた。  

 

写真１  染色作 品（ H24）  

写真２  染料植 物クイズ（ H24）
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２． 自然の色をそめてみよう !〜藍とキハダって知っていますか？〜（H26） 10)  

 2014 年 9 月 6-7 日に小学生を対象として藍とキハダによる染

色ワークショップを開催した。参加者に対し、藍とキハダによる

染色の科学について説明した後、実際に染色を体験させた。絹ハ

ンカチに絞りを入れ、キハダで染めて藍の生葉で重ねて染めた。

防染のタイミングにより白、黄色、緑色、青に染め分けて染色し

た。染色中や布を乾燥させる間には、なぜ葉緑素では緑色に染まら

ないかに触れて黄色と青を重ねて緑色に見せるメカニズムを説明し、ゲスト講師の青木正

明氏に助言をしてもらった。チベット医の資格を持つ小川康氏にも染料植物と薬用植物は

一致することが多いという観点から、傍でキハダの軟膏薬作りを実演してもらいながら助

言をいただいた。安全管理には十分に配慮した。  

子どもたちが衣服の製作工程である染色を体験し、染色の科学にも触れることができる

プログラムとなり、受講者にも好評であった。染色の教育実践に薬草の知識や実習を取り

込んだものは前例がない。本実践では、化学・薬学・植物学の基礎がリンクして芸術的側

面や家庭科的な学びにも繋がる教育プログラムを提案することができた。  

 

３． ラックカイガラムシでそめてみよう！ 〜染色と色の科学〜（H27）  

 2015 年 11 月 28-29 日に小学生を対象としてフェルトコースタ

ーを製作し、ラックカイガラムシの分泌物で臙脂色に染色するワー

クショップを開催した。羊毛をフェルト化してコースターを作成

し、ラックカイガラムシやラック染色をしている人の住むブータン

王国について紹介した後、実際に染色してもらった。硫酸カリウム

アルミニウムで媒染して、ブータン産スティックラックで染色し

た。コースターを乾燥させる間には、学生とゲスト講師青木正明氏

が赤く染まった布と赤い光源の違いについてプリズムを使って説明し、色と光の科学につ

いて伝えた。手染メ屋の青木智子氏にも指導補助を担当していただいた。火傷の防止等徹

底した安全管理の下ワークショップを実施した。  

小学生が染色を体験し、色の科学にも触れることができるプログラムとなった。プリズ

ムによる光の屈折に気づき、疑問を持つ様子が見られた。染色の教育実践にブータンとい

う異国の存在と色の科学を組み合わせた独自性のある教育実践になった。本実践では国際

理解教育、科学教育、家庭科的な学びにも繋がる教育プログラムを提案することができた。  

 

４． 毛糸をドングリで染めてぽんぽんハリネズミをつくろう（H29）  

 2017 年 11 月 3-4 日に小・中学生を対象として、毛糸を染色し、

マスコットを作るワークショップを開催した。参加者に対し、１日

目はオリジナルデジタル絵本を読み聞かせ、天然染料（ドングリ、

アカネ、タマネギの皮）の染色についてオリジナルデジタル教材を

用いて染料吸着の科学的内容を伝え、班に分かれて毛糸を染色して

もらった。染色の工程としては、天然染料の選択、媒染、染料抽出

液による染色、乾燥という手順で行った。２日目は、前日に染色し

写真３  記念撮 影（ H26）

写真４  記念撮 影（ H27）

写真５  記念撮 影（ H29）
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た毛糸を使用し、ハリネズミのマスコットを作った。工程は、毛糸の選択、ポンポン作り、

フェルトの頭・耳作り、ビーズの目鼻付けの順であった。全工程で各日２時間ずつとした。

また、参加者に対し学生がほぼマンツーマンで指導し、安全に十分気を配った。  

 子どもたちが染色を体験し、染色の科学にも触れることができるプログラムとなった。

オリジナルデジタル絵本や教材を導入に用い、染色とポンポンづくり、針仕事といった手

仕事を組み合わせ、独自性のある教育実践になった。本実践では ICT 教材を効果的に利用

することができた。受講者が作品に愛着を持って持ち帰る様子が見られた。  

 

 いずれの実践も、大分大学教育福祉科学部被服学研究室の学生たちが光と色の科学の側

面について学んだ上で運営に携わった。教員を目指す学生にとって小学生と触れ合う良い

機会になり、中心となって取り組んだ被服学研究室の学生の卒業研究の一部として位置付

けられた。  

 

Ⅲ．小学校の授業における指導内容の提案  

 

１． 授業における指導内容提案の背景  

 小学生対象の教育実践経験を活かして「色が見えるわけ」と題した授業プログラムを提

案する。物理学の履修経験者が少ない幼稚園や小学校の教員が気づきにくい「色が見える

のは光の性質によるものであり、光は波の性質を有する」という物理学の内容への興味関

心につながる種を蒔く仕掛けを盛り込んだ色教材を開発する。色を科学的に探究しつつも、

色を児童の個性と照らし合わせ、それぞれの個性を発揮しつつ他人と個性を認め合って多

様性を受け入れていくマインドセットや、芸術文化の要素を取り入れることで創造力・表

現力の向上に寄与する可能性も期待できるように工夫して、授業の内容を提案する。  

 

２． 教材の選定  

 「波」の性質を説明するため、波をテーマにした芸術作品を挙げて検討し、葛飾北斎筆  

冨嶽三十六景  「神奈川沖浪裏」を活用することとした 11)。  

 「神奈川沖浪裏」は、江戸時代の浮世絵師葛飾北斎の作品であり、巨大な波が船に襲い

かかり、波間の奥に富士が見える景色が描かれている。木更津沖の風景とみる説もある 12)。

世界的にも評価が高く、浮世絵を代表する作品として有名である。フィンセント・ファン・

ゴッホも賞賛し、クロード・ドビュッシーがこの作品に触発されて交響詩《海》を作曲し

て楽譜の表紙画として使用したことも有名であり、ジャポニスムの好例として語られる 13)。

「波」をテーマにした絵画作品にはギュスターブ・クールベの作品など他にも芸術的に優

れたものが挙げられるが、西洋の作品ではなく日本の作品を使用することで日本文化の価

値を伝えることもできると考えた。もとより授業の教材として活用事例の多い作品である。

中学校国語教科書、東京書籍「新しい国語２」には赤瀬川原平作「神奈川沖浪裏」のエッ

セイが掲載されており、立原（2014）は中学 2 年生における作品鑑賞能力と読書体験の関

係について論じている 14)。小泉（2013）はこの作品と電子黒板、タブレットを使用した中

学校美術の授業を提案している 15)。いずれも中学校の実践であるが、小学生の時点でこの

作品に触れる機会を持たせておくことは、学習の前提となる経験にもなりうると考えた。  
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 また、この作品は鮮やかな青が印象的であり、18 世紀初頭にベルリンで発見された人工

顔料プルシアンブルーFe3+4[Fe2+(CN)6]3 を使用していることも選定の理由として重要で

ある。染料業者のディースバッハがコチニールの赤色顔料を調製しようとして、思いがけ

ず生成した濃青色の物質がプルシアンブルーであったといわれる 16)。日本には江戸末期に

もたらされ、伊藤若冲の絵画、葛飾北斎、歌川広重の木版画に用いられた顔料である。動

物性のタンパク質をはじめとした含窒素有機化合物と赤血球由来の鉄分は、アルカリとと

もに強熱すると黄血塩（フェロシアン化カリウム）K4[Fe(CN)6]を生じ、これを硫酸鉄と反

応させるとプルシアンブルーが合成される。プルシアンブルーは古典的な合成化学で注目

された物質であったことも明らかであるが、現代化学においても重要視されている物質で

あり、放射性セシウムの吸着材やナトリウムイオン電池の正極材料として注目されている。

授業中に小学生に対して説明せずとも、このような背景を持つ顔料を多用した作品の存在

を知る機会として意味があると考えた。日吉芳朗（1975）は化学史と化学教育の観点でプ

ルシアンブルーの合成実験を報告しており 17)、林英子（2012）は酸化還元実験教材として

プルシアンブルーを用いており 18)、中高生向けの化学教材としての利用事例もある。  

 以上のことをふまえて、北斎の作品を中心に授業プログラムを構想した。  

 

３． 授業プログラム「色が見えるわけ」  

 小学校において「光の性質」を学習内容として扱うのは

３年生の理科であるので、小学校中学年（３〜４年生）の

総合的な学習の時間の授業として設定した。  

 はじめに、天然染色品を示して天然物で染めたものであ

ることを伝え、何で染めたと思うかを児童に問い、それぞ

れに考えたことを発表しあうよう促す。例として天然染料

で染めた糸が織り込まれているシルクストール（写真６、

大分県竹田市出身の染織家氏田眞弓氏の作品）を示す。照

明を暗くすると色が見えなくなることを確認し、色が見え

ることと光が関連することに気づかせる。  

 「光が当たると色がなぜ見えるのか」という疑問を児童から引き出し、色がなぜ見える

のか、その色の粒が降ってきて跳ね返って目に入るのかと考えてみることもできるが、粒

であれば溜まってしまうという心配があり、粒が目の中に入って色が見えると考えるのは

間違いなのではないかと伝える。  

 葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を示して

「何が描かれているか？」と問い、児童か

ら「波」という言葉を引き出し、「光には

波の性質がある」ことを伝える（図１）。

児童たちと丸くなって手をつなぎ、波を

伝える動作をしながら全員で「うみ」（文

部省唱歌）を歌う。波を体で表現すること

により、波の振動に伴う上下動や周期性

写真６ 天然染色糸を織り込んだ

シルクストール  

図１ 神奈川沖浪裏（葛飾北斎）を提示するスライド 11 )

－5－



 

 

と波の伝播を感覚的に理解させる。

絵本『「色」の大研究② 色のはたら

き』（監修  財団法人日本色彩研究所、

構成・文  高岡  昌江、岩崎書店、2007、

1-5 頁）を紹介し、特に 4 頁の可視光

線の説明の図を見せて光の波長の違

いによって色の見え方が変わること

を伝える（図２） 19)。  

 音、電磁波なども波の性質があり、

算数や理科を学習し続け、高校生に

なって物理学を選択すれば、計算で

波の性質を証明する理論を理解する

ことができることを伝える。最後に

色に関連して疑問を持ったことを発表する時間をとる。その疑問を端緒として課題を設定

し、次の時間以降の探究活動に導くことも可能であると考える。  

 

表１ 本事案 色が見えるわけについて考えよう！  

学習内容  時間  指導上の留意点  備考  

１．色素として天然

染料を例示  

 

２．色と光の関係を

提示  

 

２．色と光の波動性

の説明  

 

３．波の体験  

 

 

４．光の波長と色の

多様性の説明  

 

５．色に関する疑問  

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

・天然染色糸を織り込んだシルクス

トールを提示して何で染めたか考え

させる。  

・照明を消したら色が見えなくなる

ことを確認する。光の反射で色が見

えることに気づかせる。  

・色が見えるわけについて考えさ

せ、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を示

し、光の波動性について説明する。

・手を繋いで波をつくりながら「う

み」を歌い、光の波動性について体

験的に理解させる。  

・色のはたらきの絵本を提示して色

が見えることと光の波長が関係して

いることを説明する。  

・色に関して不思議に思ったことを

発表させる。  

シルクストール  

 

 

 

 

 

葛飾北斎の「神奈川

沖浪裏」のスライド

 

 

 

 

『「色」の大研究②
色のはたらき』  

 

Ⅳ．おわりに  

 

 「色」は楽しく科学を学ぶ教材としても有効であるので、理科離れ対策として身近な色

の科学に関する教材が開発され、さらなる魅力的な授業実践・教育実践が行われることが

図２ 可視光線について  
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期待される。色素物質と可視光線を意識的に区別して理解することができるようになれば、

放射線物質の粒子と放射線そのものとの違いについても理解できるはずである。波の物理

学について理解し、波を制御する新技術を開発することで、可視光線以外の電磁波、放射

線等を操ることができる可能性もある。基礎的な科学リテラシーを持つ一般市民や社会科

学系の人材を養成するためにも、また、専門的な技術開発やそれを支える理工系の人的資

源を確保するためにも、科学を学習することの必要性・重要性に対する認識を向上させる

教育活動が必要である。  

 今後も、子どもたちが主体的に取り組み、学ぶことの楽しさを実感できるような「色」

をテーマとした教材を開発していきたい。「色」をテーマとした教育実践には色覚多様性に

対する配慮も必要ではあるが、色の違いが見えにくい人がいるという事実を知る機会とし

て教育実践を位置付けることも可能であると考える。光の性質を科学的に理解できる教材

の開発にも挑みつつ、色にグラデーションがあるように人々の感性や特性にも多様性があ

ることをもあわせて学べる教材を開発していきたい。  
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の助成を受け平成 28 年 11 月 25 日に実施した授業のために構想した内容を改善したもの

である。  

 この授業は、藤井  康子・木村  典之・麻生  良太・西口  宏泰・大野  歩  「幼小期におけ
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０号）』平成３０年３月、63～78 頁の 75 頁に掲載されている「２−５色のかがく」に当た

る。当該論文著者は、論文に掲載されているゲストティーチャーは筆頭著者の藤井康子氏
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ワークシートの作成、配布、回収であった。論文中に記載されている「科学的な好奇心を

触発する」内容を藤井康子氏が担当した事実はない。  
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