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色をテーマとした動画制作を取り入れたオンライン授業実践 

－大分大学教養教育科目「色彩の科学と文化」－ 

 

都甲由紀子（大分大学教育学部） 

令和 2 年度に大分大学において教養教育科目「色彩の科学と文化」を新規に開講し，Zoom

と Moodle を活用してオンライン授業を実践した。色をテーマとした受講生の動画制作，動

画作品の相互評価を取り入れた授業の学習効果について検討した。動画の制作に取り組む

ことで，著作権の知識も得つつ，科学と文化そのものの意味を考えながら色彩について理

解を深めている様子が見受けられた。初めての試みであったため，課題は多いものの学生

の満足度は高かった。今後も ICT を活用しつつ授業を実践していきたい。 
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１  はじめに 

 

１.１   研究の目的 

本研究は令和２年度に大分大学で開設された教養教育科目「色彩の科学と文化（Color 

Science and Culture）」の内容を振り返り，学習効果について検討することを目的とする。

筆者は 2010 の着任以来，各種天然染料の染色性を調べ，Jr.サイエンス事業や子どもサイ

エンスにおいて天然染料による染色教材を開発してワークショップを実践してきた。小学

校・中学校・高等学校においても，総合的な学習の時間や家庭科で染色を扱い，その科学

的側面と文化的側面両面から捉える教材開発をしてきた 1)〜 8)。その経験の中で「色」が探

究学習の魅力的なテーマとなりうると考え，その成果を動画で発表する授業を設計した。 

 

１.２   色を探究のテーマとした教育活動の先行事例 

色を探究のテーマとした授業実践の先行事例としては放送大学の授業が挙げられる。「色

を探究する」9)（2013），「色と形を探究する」10)（2017）という授業が開設されていた。担

当講師は臨床心理学者であるが，物理化学・分子分光学，異文化コミュニケーション，美

学・芸術論，建築学の専門家がテキストを分担執筆しており，様々な学問分野からまさに

文理融合で「色」を探究する内容となっていた。これを参考に，大分大学の教養科目でも

授業開設を検討した。 

一方で， 2019 年に「地域の色・自分の色」実行委員会，秋山が発表した「色から始まる

探究学習」 11)には，幼稚園，小学校，中学校における大分県立美術館のアウトリーチ活動

が紹介され，「色」と「探究」を結びつけた教育活動が提案されているが，引用・参考文献

に放送大学の授業やテキストは一切紹介されていない。筆者は，「地域の色・自分の色」実

行委員会と関わりの深い KAKENHI16H03799「幼少期における地域の色をテーマとした教科

融合型学習の開発」 12)に申請時の 2015 年度から初年度の 2016 年度にかけて分担者として

この美術館プロジェクトに関わった。染色ワークショップの実践経験や放送大学の授業事



例も前提として，色が学習の探究課題となりうることを提案したが，他分担者との研究方

針や研究倫理に対する考え方の相違に折り合いがつかず，組織から離れた注 1）。 

 

１.３   「色」の定義 

「色」を探究するにはまず「色」という言葉の定義が重要である。放送大学のテキスト

にも冒頭に「色とは」の節が存在する 9)10)。「光波のスペクトル組成の差異によって区別さ

れる感覚としての視覚的要素，階級をあらわすもの，容姿の美しさを表すもの，ものの趣

やきざし，愛情やその対象者，種類や品目，邦楽での修飾的節など」 9)と定義している。 

一方，「色から始まる探究学習」には，「色は，大きく二つの観点から捉えることができ

る。一つは可視光（目を通して認識した光の波），もう一つは色を伴って示される物質とし

ての色彩（染料や絵の具などの色材）である」 11)という記述がある。美術館プロジェクト

の授業では，指導者が目に見える色と絵の具の両方を「色」という言葉で表現しているた

め，児童も同様に理解して発言や文章表現をしていたが，「色ができる」など，日本語とし

て不自然であると感じられるものが多数あった。 

「色」という言葉に対して「視神経に刺激を与える色」と「絵の具，顔料，染料などの

色材」の２つの意味を持たせて教えることは波の性質を持つ光と色素粒子の物質を混同さ

せる結果を招き，科学的に色と色素を区別して理解させるにあたり不都合である。「色」を

学習対象とする際，「色」と「色材」は意味に対応する言語表現を明確に区別すべきである。

英語の「color」には「色」と「色材」の意味があるが，それに対応させる必要はない。英

語でも色と色素を厳密に区別する際は，「color」と「colorant，pigment」が用いられる。 

各出版社の発行する国語辞典 13)〜 18)を参照すると，どの辞書も第一義的には「光波のス

ペクトル組成の差異によって区別される感覚（広辞苑）」13)に類似する意味が記されている。

絵の具といった意味を記しているものは少なく，「特定の人々の間で用いられるもの」とい

う注意書きが記されて「絵の具・染料をいう」と記載されているもの 15) ，「色を塗る」と

いう用例が併記されているもの 18)もある。美術館プロジェクトでは「絵の具を作る」こと

を「色を作る」と表現しているが，そもそも「色を作る」というのは「化粧をする，艶か

しく装う」といった意味の成句である。絵の具を混ぜて異なる色の絵の具が作られること

によって，新しい色が作られることになると理解することもできるが，本来の意味でこの

成句を習得する前に，「色を作る」という表現が「絵の具を作る」という成句であるかのよ

うな指導をしていることにも疑問を持つ。小学生が対象の例解小学国語辞典第五版（三省

堂） 19)の「色」の項目には次のように記されている。 

①  （光が物に反射して）目に受ける，赤・黄・青などの感じ。例：花の色 

②  顔や体の色。例：姉は色が白い 

③  顔つき。表情。例：おどろきの色をかくせない。 

④  ようす。例：秋の色がこくなる。 

⑤  種類。例：色とりどりの服装。 

 

絵の具や顔料という意味は記されていない。言葉の定義の面から見ても，「色」に絵の具，

顔料，染料といった「色素」の意味を持たせずに，まずは第一義的な「色」の理解に導く

必要があると言える注 2）。小学校 3 年生の総合的な学習の時間に，風呂敷やハンカチの染色

実習を実践する機会があったが，「色」という言葉の定義には留意して実施した 1)。 



１.４   出典の記載 

放送大学の教材には当然ながら各章に出典が記されている。美術館プロジェクト関係の

著書・論文には，放送大学教材のほか先行事例や先行研究が出典として紹介されていない

もの，事実ではない内容が記されているものがある。「色」を教材にした先行事例や先行研

究を調べていないのか，調べてもあえて掲載しないのかは定かではないが，色関係の出典

はほぼプロジェクト関係者の業績のみとなっている。藤井ら 20)（2018）において紹介され

ているカラー・ボックスは目黒区美術館の画材と素材の引き出し博物館 21)のアイディアを

教育に応用したものであると見受けられるが，本文にも出典にもその記載はない。藤井ら

の同論文 20)に記されている 11 月 25 日の授業は「色ができる仕組みについて興味を持ち，

もっと調べてみたいという気持ちにさせる」 20)と説明されているが，実際は筆者が「色が

見えるわけ」というタイトルで講義をした 22)。この日，「色ができる仕組み」の授業はな

されておらず，混色についても扱っていないため，そもそも「色ができる」というのが何

を指すのか不明であり，授業者に無断で事実ではない内容が掲載されている注 3）。 

西口ら（2020）は，絹の藍染めと黄色に染まる染料を組み合わせ，混色の結果として「ふ

るさとの緑」を作る実践を報告している 23)。小学生対象に藍とキハダで緑色に染める混色

の染色実習を実施した内容は 2017 年に筆者らが既に発表し 4)，西口も共著者であるが当

該論文は引用・参考文献に記載されていない。緑色の教材開発 4)は，筆者が代表者として

2014 年大分大学地域解放推進事業（Jr.サイエンス事業）「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？〜」という小学生対象の染色ワークショップを実施し，科

学的な問いに繋がる教材を提案した内容である。西口の担当は光科学専門の立場からの監

修であり，論文の内容を把握しているはずである。染色についての西口の研究業績は筆者

と共著のもの以前にはない。西口の論文共著者，藤井，麻生，現場教員にも過去に染色教

材研究の業績はない 23)。染色の教材研究の先行事例は家政学の被服整理学を専門とする研

究者が提案した事例がほとんどであるが，この中に家政学研究者はいない 1)。筆者が開発

した教材アイディアが利用されていることは明らかであるが，出典には記載されていない。 

一方で，大学での教育活動全般において，教養科目や専門科目を担当して学生に課題を

出す際，卒業論文を指導する際の出典記載の指導に関して問題意識を持っている。技術的

にもコピー＆ペーストが容易な時代であるので，出典を必ず記載するよう課題を出す前に

説明しても，Wikipedia やまとめサイトなど執筆者不明のインターネットからの情報源の

みを出典として執筆されたレポートや，転載しているにも関わらず出典を記載しない事例

などが見受けられる。適切に出典を記載できる者もいるが，レポート不正について一度口

頭で説明し，提出を求めるだけでは出典の明記を徹底させることが難しい。著作権，研究

倫理に関しては大学という研究機関において重要な事項であるが，法律や倫理を専門とす

る教員ばかりではなく，指導方法についても課題となっている。 

 

１.５   動画の制作課題 

以上の背景から，放送大学の事例を参考にし，色彩に関する科学と文化の学術的側面を

盛り込んだ上でストーリー性のある動画制作プロジェクトに取り組むことを学生に求める

授業を設計することにした。著作権に関しても学習し，制作の際に配慮することを求めた。 

本研究では，色をテーマとした教養科目を開設し，学生が主体的に「色」を探究した結

果として得られた情報を著作権に配慮して 3 分動画にまとめ，相互評価をして改善する経

験を含む学習設計をしてオンライン授業を実施し，学習効果を検討することとした。 



２  講義計画の概要とオンライン授業対応 

大分大学教養科目「色彩の科学と文化」は令和２年度（2020）後期に新設された。一方

通行の講義ではなく，受講生のアウトプットの機会を充実させる設計に心がけた。シラバ

スの内容を掲載し，オンライン授業への対応について述べる。大分大学におけるオンライ

ン授業はビデオ会議システム（Zoom）と LMS（Moodle）を併用するよう推奨された。 

 

２.１   講義計画（シラバスの内容） 

【授業科目名と科目属性等】 

色彩の科学と文化 Color Science and Culture（全学共通科目，福祉・地域／総合） 

2 単位，対象年次：1・2・3・4 年，学部：教，経，医，理工，福， 

学期：後期，曜・限：水曜日１限（8:30〜10:00） 

 

【授業の概要】 

色彩の科学と文化に関するテーマを設定して 3 分動画を制作することを目指す。 

動画制作を通して次の 3 つの力を身につける。 

1. 色彩に関する科学的側面と文化的側面について主体的に学ぶ力。 

2. 知的財産権について学び，この権利に配慮した表現や動画発信を実践する力。 

3. 客観的評価の視点を持って他学生と相互評価できる力。  

 

【具体的な到達目標】 

目標１：色彩に関わる科学と文化の内容を複合的に整理して説明する  

目標２：3 分間のオリジナル動画を制作する  

目標３：知的財産権に配慮して動画を制作する  

目標４：他の学生が制作した動画を評価する  

                     表 １ 授業の内容計画 

【アクティブラーニング】 

レポート，意見交換，3 分動画の制作， 

ルーブリックによる自己評価，他者評価  

 

【その他の工夫】 

LMS(Moodle)の活用， 動画の活用  

 

【時間外学習】 

準備学習：参考文献を読む(20h)， 

     動画を制作する(20h)  

事後学習：動画をリニューアルする(10h)， 

     他の学生が制作した動画を視聴・ 

     評価する(10h)  

 

【教科書】 

指定しない 

 

 授業の内容 

第 1 回 ガイダンス「色」とは 

第 2 回 色の評価 

第 3 回 「赤と rouge」ビデオ視聴 

第 4 回 紫の科学と文化 

第 5 回 3 分動画の制作方法 

第 6 回 知的財産権について 

第 7 回 3 分動画の評価基準の設定 

第 8 回 3 分動画の制作 1 

第 9 回 3 分動画の制作 2 

第 10 回 中間報告 

第 11 回 3 分動画の制作 3 

第 12 回 3 分動画の制作 4 

第 13 回 動画の評価 1 

第 14 回 動画の評価 2 

第 15 回 まとめ 



【参考書】（著者名アイウエオ順） 

中澄博行他『トコトンやさしい染料・顔料の本』日刊工業新聞社,2016 

前田雨城 『色 染と色彩』法政大学出版局,1980  

前田秀一 『トコトンやさしい色彩工学の本』日刊工業新聞社,2016  

山崎和樹 『新版草木染 四季の自然を染める』山と渓谷社, 2014 

吉岡幸雄 『日本の色辞典』紫紅社, 2000 

 

【成績評価方法及び評価の割合】 

フォーラムへの投稿 10%，レポート 40%，動画 40%，他学生が制作した動画の評価 10% 

 

【注意事項】 

動画制作技術については，PowerPoint，Keynote を用いた動画の制作方法，ファイルサ

イズを小さくする方法など，一通り扱う予定であるが，教えてもらうという受け身の姿勢

ではなく，受講者自身が使う OS やソフトウエアの種類等を把握して主体的に学ぶ姿勢が

求められる。  

 

【備考】 

動画制作において染色実習を希望する者には，機会を設ける。 

その際，染色材料は受講生負担とする。 

 

２.２   オンライン授業対応 

シラバスは 2020 年 1 月に対面授業として設計したものであった。 

2020 年 8 月 6 日に後期授業の実施方針が定められ，COVID-19 感染拡大防止のため，後

期の教養科目はオンラインのみで実施するという通知があった。「動画制作において染色

実習を希望する者には，機会を設ける」とシラバスには記載したが，染色実習の実施は見

送ることとした。計画当初から Moodle を大いに活用する予定であったため，大幅な予定変

更はなかったものの，同時双方向型と録画した動画や課題等によるオンデマンド型を組み

合わせて再編しながら授業を進めることになった。 

３  授業実践 

オンライン授業に対応するためと，動画制作を学生の制作技術やペース等の実態に合わ

せるために，表１に示した予定を多少変更して実施した。この節では実際に実践した授業

の内容と，動画作品の評価方法について述べる。旦野原キャンパス 4 学部の学生 52 名が

履修登録をした。1 年生が 25 名，2 年生が 17 名，3 年生以上が 10 名であり，1,2 年生の受

講生が 8 割以上を占めた。理工学部の学生が 31 名であり，最も多かった。 

 

３.１   授業の実践内容 

【1 回目】 

ガイダンスとしてシラバスの内容を説明し，情報収集・整理して表現する力が知的説得

力や総合力を高めることに繋がるので，動画制作を課題とすることを伝えた。「色彩」とき

いて連想するものを Moodle のアンケート機能で答えてもらった後に，定義は広辞苑にお

いて「いろ，いろどり」であり，漢字を訓読みしたものであることを確認した。好きな色



名，その色の定義についても考えてもらい，アンケートに回答させてから「赤」の定義を

示した。「色」「文化」「科学」の言葉の意味についても辞書に掲載されている定義を想像し

てアンケートに回答するよう指示し，回答後に辞書の定義を示した。動画のテーマは「色

彩の科学と文化」に関係するものであれば自由に設定できることを伝え，自身の制作する

動画テーマを検討しながら受講するよう促した。 

【2 回目】 

1 回目のアンケートの回答をテキストマイニングで分析した結果を示し，振り返った 24)。

その後，色の評価について解説した。主観的評価，客観的評価の違い，測色の評価軸の一

例として L*a*b*表色系を解説した。 

【3-4 回目】 

3 回目の冒頭で，2 回目の補足としてマンセル表色系，XYZ，RGB ,CMYK についても触れ

た。3 回目と 4 回目はそれぞれ赤と紫について科学と文化に関する講義をした。主に天然

染料，染色に関する内容を伝えた。3 回目はシラバスでは NHK の番組「赤と rouge」25)を視

聴する予定であったが準備が整わなかったので，カテイカ CE プロジェクト高等学校 5 番

目，「ラック染料の視点から衣食住を考える」26)に公開している情報をもとに再編した内容

で授業を実施した。 

4 回目は 2019 年 12 月 6 日に開催された第 30 回繊維学会西部支部セミナー講演 2「紫色

の文化と科学」〜九州の貝紫・紫根と合成染料第 1 号のアニリンパープル〜 27)の内容を再

編し，中津の貝紫や竹田の紫根を紹介し，合成染料開発の経緯を説明した。 

【5 回目】 

「色彩に関するテーマについて，科学的側面，文化的側面，両面から視聴者に知的好奇

心を持たせるオリジナルの 3 分動画を制作する！」という課題を示して 3 分動画の制作方

法を解説した。PowerPoint，Keynote でスライドを制作したのちに動画に変換する方法を

とることを指定し，スライド作りに役立つサイトとして，「伝わるデザイン」28)や，フリー

素材イラストサイトを数件紹介した。Moodle 課題機能で仮制作動画の提出を試し，動画制

作環境と Moodle での動画提出が可能かを確認した。ソフトウエアのバージョン等の影響

で動画ファイルへの変換ができない学生が数名いることを把握した。加えて，学生同士の

相互評価をするグループ分けをするため，Moodle のフォーラム機能での実施と Zoom でビ

デオオンでの実施の 2 択で希望を尋ね，グループ分けの際に配慮が必要であればその内容

を記すよう指示してアンケートをとった。３割弱の学生が Zoom での実施を希望した。 

【6 回目】 

慶應義塾大学教養研究センター『情報の教養学』講演シリーズの福井 健策先生の講演録

『著作権の必須知識を今日 90 分で身につける！』 29)を視聴するオンデマンド形式の授業

とした。同日教育学部 1 年生メンターとして附属学校への学生引率が重なっていたが，休

講とせずに専門家の講演録の視聴を授業の 1 回分とすることができた。学生にも好評であ

った。授業日の 13：10 までに小テストを受験することで出席とした。この日に動画テーマ

の決定を促し，最終レポートの形式についてもアナウンスした。 

【7 回目】 

この日の授業分も受講期間を長めにとったオンデマンドとした。3 分動画の評価基準を

設定するため，教員の講義動画の視聴と評価の観点を挙げる課題を受講生に求め，課題は

アンケート機能で回答してもらった。各自の動画のテーマについても，アンケートをとっ

た。回答からはテーマが絞り切れていない様子もうかがえた。 



【8 回目】 

動画評価のアンケート結果を整理して 7 観点を伝えた。①色彩の科学と文化に沿った内

容，②テーマに沿う内容，③構成・筋道・ストーリー性，④3 分間の時間，⑤資料の見やす

さ，⑥発表の態度・声・話し方，⑦著作権・出典の明記を評価することとした。動画の構

成を考え，下書きとしてドラフトを作り，フォーラムに投稿するよう促した。相互評価の

グループを発表した。5 名ほどのグループを A〜J まで 10 グループ設定した。A〜G の 7 グ

ループは Moodle のフォーラム機能による実施，H〜J の 3 グループは Zoom で実施すること

とした。 

【第 9 回】 

受講生の希望があり，視聴環境が整ったので，シラバスに記載した NHKの番組「赤と rouge」

の視聴をした。各自，動画用スライド制作を課題とし，スライドのファイルをフォーラム

上に投稿することを求めた。 

【第 10 回】 

学生が投稿したスライドに対して講評した。著作権，肖像権に対する配慮，引用文献の

記載方法や選び方，情報のクロスチェックについて伝え，学生同士フォーラムの返信で相

互に評価し合った。引用文献の検索に Cinii や Google Scholar のサイトの活用を促し。

書籍等の参照も勧めた。最終レポートの書式について指示をし，①テーマ名，②テーマ決

定の経緯（動機），③テーマに関する科学的側面，④テーマに関する文化的側面，⑤スライ

ドと読み原稿，⑥課題に取り組んで身についたこと，⑦出典を記すことを伝えた。 

【第 11 回】 

各自スライド制作の時間とした。オリジナルの作品を作るよう，Moodle 上に掲示した。

前回の投稿よりブラッシュアップした作品を投稿するよう促し，全てのスライドに教員か

らコメントしてフィードバックした。授業の時間中は Zoom で質問を受け付けられるよう

にした。 

【第 12 回】 

各自動画制作の時間とした。自身の端末では動画にできない場合，大学内のパソコンを

利用できる場所を指示した。完成させた動画はフォーラムに投稿するよう伝えた。 

【第 13 回】 

各班で動画の相互評価をした。フォーラムの返信に「良かった点，改善した方が良いと

思う点について」コメントを投稿し，アンケートで評価をするよう求めた。教員からもコ

メントを投稿してフィードバックした。 

【第 14 回】 

各自 5 つ以上の作品を選んで視聴し，フォーラムの返信とアンケートの評価をした。最

終レポートの締め切りを伝え，提出を促した。 

【第 15 回】 

最終動画，レポートの講評をし，希望者はレポートを再提出できることを伝えた。今回

は著作権に配慮するよう求めたが，大学は研究機関であり，研究倫理に基づいて文章執筆

を訓練する必要があるので，法律より厳しい基準で知的財産を守る必要があることを伝え

た。併せて，国立大学法人大分大学における研究活動に係る不正行為防止等に関する規定

を示し，「他の研究者のアイディア，分析，解析方法，データ，研究結果，論文又は用語」

を適切な表示なく流用しないことが規定されていることを確認した 30) 。最後に，この授

業の課題に関してアンケートをとった。 



表 2 授業の実践内容 

 授業の内容 
出席 

人数 
授業内容の詳細 

 第 1 回 10/07 

同時双方向 
ガイダンス「色」とは 48 

動画制作を課題とする理由 

色彩，赤，色，color  

文化，科学の定義・解釈 

 第 2 回 10/14 

同時双方向 
色の評価 45 

テキストマイニングの紹介 

主観的評価・客観的評価の違い 

測色の評価軸，L*a*b*表色系 

 第 3 回 10/21 

同時双方向 
赤の科学と文化 46 

「ラック染料の視点から衣食住

を考える」の授業をもとにした

赤色天然染料の科学と文化 

 第 4 回 10/28 

同時双方向 
紫の科学と文化 43 

繊維学会西部支部セミナーでの

講演をもとにした九州の貝紫・

紫根と合成染料第 1 号のアニリ

ンパープルについての内容 

 第 5 回 11/04 

同時双方向 
3 分動画の制作方法 47 

スライド制作→動画に変換 

動画制作に役立つサイト紹介 

 第 6 回 11/11 

オンデマンド 
著作権について 45 

慶應義塾大学教養研究センター

『情報の教養学』講演シリーズ

福井 健策先生の講演録 

 第 7 回 11/25 

オンデマンド 

3 分動画の評価基準の設定 

動画テーマの申告 
43 

ルーブリックについての学習 

3 分動画を評価する観点 

動画テーマを考えて申告 

 第 8 回 12/02 

同時双方向 

3 分動画の評価基準の発表 

3 分動画スライドの制作 1 
46 

動画制作ドラフトの例示 

ドラフトの作成，投稿 

 第 9 回 12/09 

同時双方向 

ビデオ視聴 

3 分動画スライドの制作 2 
39 

NHK「赤と rouge」ビデオ視聴 

動画用スライド制作，投稿 

第 10 回 12/16 

同時双方向 
中間報告 44 

動画用スライドの講評 

相互評価 

第 11 回 12/23 

オンデマンド 
3 分動画スライドの制作 3 41 

各自スライドの制作・投稿 

教員フィードバック 

第 12 回 01/06 

オンデマンド 
3 分動画の制作 43 各自動画の制作・投稿 

第 13 回 01/13 

オンデマンド 

同時双方向 

動画の評価 1 41 

各班で相互評価 

オンデマンド＆同時双方向 

教員フィードバック 

第 14 回 01/20 

オンデマンド 
動画の評価 2 41 

動画ブラッシュアップ＆再投稿 

相互評価（５作品選択） 

第 15 回 01/27 

同時双方向 
授業のまとめ 41 

最終作品，レポートの講評 

最終アンケート 



３.２   動画作品の評価方法 

 動画制作のためのドラフト，途中のスライド，完成した動画は，Moodle のフォーラム機

能を使用して投稿してもらい，それぞれにコメントする形で評価した。200MB を上限とす

る設定にすれば，3 分間の動画は全員アップロードすることができた。 

 アンケート機能を用いて，①色彩の科学と文化に沿った内容，②テーマに沿う内容，③

構成・筋道・ストーリー性，④3 分間の時間，⑤資料の見やすさ，⑥発表の態度・声・話し

方，⑦著作権・出典の明記の７項目の観点について４件法での自己評価，相互評価を取り

入れた。 

４  結果と考察 

授業中に Moodle のアンケート機能やフォーラム機能を用いて受講生に発言を求めた。

動画の作品，受講生のレポートの内容について報告し，考察する。 

 

４.１   ガイダンスにおけるアンケートの結果 

初回授業において実施したアンケートの結果をまとめる。48 名から回答があった。 

「色彩」から連想される単語は何か，好きな色は何色か，好きな色を自分なりに定義す

る，知っている色の名前を全て挙げる，というアンケートをとった。色彩から連想される

単語は，「色」が最も多かったが，彩り，色相環，三原色，絵具，絵画，染色，ファッショ

ン，料理，虹，四季，個性という回答もあった。知っている色名は 130 色挙げられた。 

「色」「科学」「文化」の定義を自分なりに考えて文章にして答えるよう指示したところ，

様々な回答が得られた。「色」の定義については，「光が反射して網膜に入った時に認識さ

れるもの」「物質が光を反射する際に跳ね返す，その物質特有の波長」など，第一義的な内

容を回答している受講生がほとんどであった。 

物理学の履修経験を尋ねたところ，48 名のうち 31 名（約 65％）が既習者であった。履

修登録をした理工学部の学生数と一致した。物理学の履修者は 1990 年代後半以降 20％を

下回っているという報告 31)もあり，物理の学習履歴のある受講生が一般的な割合よりかな

り多かったと言える。このことが色の定義に対する回答にも影響した可能性がある。 

「文化」の定義に関しては，「世界の地域のそれぞれの特色」「生活の中で生まれた知恵

や産物」「社会が成長していく過程で作られていった習慣や価値観」などの回答があった。

「科学」の定義に関しては，「定理などに基づいて様々な現象の説明をつけること」「普遍

的な法則を見つける学問」「哲学から発展した実験で検証するもの」「自然現象に関わるこ

とを研究すること」などの回答があった。受講生は，回答後に他の受講生の回答を見るこ

とができるシステムになっている。お互いの回答を見合うよう促し，辞書の定義を解説し

て，この授業のキーワードについて理解を深めるようにと伝えた。 

2 回目の授業で，初回アンケートの回答をテキストマイニングで分析した結果を示した

（図１〜３） 24）。スコアが高い単語を複数選び出し，その値に応じた大きさで図示されて

いる。単語の色は品詞の種類で異なっており，青が名詞，赤が動詞，緑が形容詞，灰色が

感動詞を表す。2 回目の授業でも，キーワードの定義について改めて考え，自分なりに解

釈して表現できるように促した。 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

図 １ 色の定義，受講生の記述のテキストマイニング分析 

図 ２ 科学の定義，受講生の記述のテキストマイニング分析 

図 ３ 文化の定義，受講生の記述のテキストマイニング分析 

User Local AI テキストマイニング 24)，https://textmining.userlocal.jp 



４.２   動画テーマの設定 

2-4 回目の授業において色の科学と文化の側面を含むトピックを取り上げ，講義を受講

しながら各自が制作する動画のテーマを検討するよう受講生に促した。 

最終的な動画のテーマは表３に示すとおりである。掲載許可を得られたものを抜粋した。

赤，ピンクなどの具体的な色名が出ているものが 1-22 までと最も多いが，花火，漆，染め，

七宝焼，ステンドグラス，建築，壁画といったテーマも見られた（表３）。 

 

表 ３ 学生が設定した動画のテーマ（抜粋） 

 

４.３   動画の作品 

動画の内容は，好きな色や受講生自身の名前に含まれる色名について色素物質やその色

が見える理由にふれたもの，表色系による数値表現などの科学的な内容と色名や色にまつ

わる文化・歴史に関する情報を組み合わせて制作されたもの，色彩心理学が紹介されたも

のもあった。ピンクからジェンダーバイアスやピンクリボンキャンペーンに展開した作品

もあった。自身の漆塗り作品の写真，紅茶や玉ねぎの皮，市販の染料で染める様子，石を

砕いて顔料を作ってみた様子などが盛り込まれた作品もあった。大学の施設で染色実習を

 動画のテーマ  動画のテーマ 

1 異国の赤のイメージと文化 20 茶色について 

2 
赤色の科学と文化の繋がり 

～紅色について～ 
21 灰色について 

3 ピンクの科学と文化 22 黒の正体と与える影響 

4 ピンク色と私たち 23 
くすみカラーの和名・ 

カラーコードを知ろう 

5 ピンクの起源 24 日本の伝統色 

6 女性といえばピンク色？ 25 色の組み合わせ 

7 日本の色 ～伝統色 朱色を知る～ 26 寒色をどう生活に取り込むか 

8 黄色 27 色と心理的効果 

9 黄色の世界 28 色彩と人との関係 

10 青色について 29 色とりどりの海と川の色について 

11 青に関する色々 30 空の色 

12 青色素の用途 31 
炎色反応と花火 

鮮やかな炎の歴史 

13 ラピスラズリの青 32 Japanese 漆 

14 ロイヤルブルー 33 
色と生きる ～日常にあるものを 

自分色に染めよう～ 

15 青の与える印象 34 七宝焼に見る金属工芸品の色彩 

16 自然界の青 35 ステンドグラス 

17 紫の種類と歴史 36 建築と色彩 

18 
紫色が表す意味とは 

～紫色の古代からの意味～ 
37 壁画と色 

19 紫がもたらす効果   



する機会を与えることができなかったが，受講生自身が手を動かす機会を作り，動画に反

映させていた。 

「壁画と色」の動画作品のために制作したスライドの抜粋を図 4 に示す。エジプトのヒ

エログリフを調べた際，古代壁画について言及されているものがあり，興味を持ってテー

マを設定したとのことである。このテーマ設定の動機，壁画の歴史，壁画の画材について

解説した上で，自ら 15 種類の石を集め，砕いて絵の具を作れるか検証した動画であった。 

 

 

４.４   受講生のレポート 

最終レポートには，テーマ名，テーマ決定の経緯（動機），テーマに関する科学的側面，

テーマに関する文化的側面，スライドと読み原稿，課題に取り組んで身についたこと，出

典を詳細に記すことを伝え，前半を A4 で 2 枚程度に論じるようレポートの様式にテキス

トボックスで記載したが，ソフトウエアのバージョンの影響で指示内容が読めずに理解し

ていなかった学生もいた。再三に渡って出典の選び方や掲載方法なども伝えたが，理解し

ていない学生もいた。一方で，教員の意図を理解しつつ執筆された優れたレポートも提出

された。レポートの締め切りは最終回の直前に設定した。オリジナルの内容であり，出典

も多くかつ信頼できる情報源を出典としているレポート「壁画と色」を選び，本人に了解

をとった上で最終回の授業で紹介した。このレポートを参考にした上で，自身のレポート

を見直し，再提出を希望するようなら受け付けるというアナウンスをしたところ，約半数

の受講生が再提出した。内容も改善されている様子が見られた。 

「課題に取り組んで身についたこと」として，当然ながら色彩の科学や文化に関する知

識が身についたという記述が多かった。動画制作のために情報をまとめて表現する力や動

画を制作する技術的な面を挙げている者もいたが，相互評価を活かす力，著作権に配慮し

てオリジナル作品を作ろうとする姿勢，物事を探究しようとする姿勢が身についたと受け

止められる記述があった。抜粋して以下に示す。 

図 ４ 受講生が動画のために制作したスライドの抜粋（壁画と色） 

壁画のうち、洞窟壁画は、⼈類が制作した初めての絵画であるとされていま
す。
そのうちのほとんどが、墨や⾎、天然鉱物顔料で描かれているそうです。
天然鉱物顔料とは、着⾊剤のうちの顔料に分類され、天然の鉱⽯から作られ
るものです。

3

ここで、実際に⽯から絵の具を作ることはできるのか、試した画像をご覧く
ださい。
⽤意した物は、⽯、トンカチ、コンクリートブロック、新聞紙です。

9

結果は思っていたより、全ての番号の⽯で⾊がつきました。
また、特に⾊が出やすかったのは、1番3番10番13番15番の⽯でした。

13

今回は岩⽯を使⽤しましたが、鉱物を⽤いて、専⾨的な⼿順を踏めば、もっ
と多くの⾊を作れると思います。
また、河川の⽯などを使えば、堆積岩や⽕成岩などで⾊が変化するのか⽐較
することができて、より興味深いものになると思います。
考察。壁画が描かれてきた理由として様々な理由が挙げられますが、私は純
粋に楽しいという理由もあるのではないかと感じました。⼩さい頃、地⾯や
壁などに落書きをした時、画⽤紙に書くのとは違い、特別感を感じたように、
古代の⼈もまた、そうであったら⾯⽩いと思いました。

14



 

【相互評価を活かす力】 

ストーリーを持たせた発表の流れを考え，聞き手が理解しやすいように自分の

喋り方に注意するなど，見ている側の視点に立ち，どうすれば自分の発表テーマ

に興味を持ってもらえるか相互評価なども通して試行錯誤することができまし

た。 

 

各段階で相互評価をしあうという経験は初めてでした。自分が気づくことがで

きなかった点について指摘していただき，より良い動画制作に結びつけることが

できたため，周りの方から意見をもらうことの大切さを感じました。 

 

相互評価でほかの人の動画を視聴したときに自分にはない視点や新しく知る

知識などがたくさんあり，まさに目からうろこだった。ほかの人の発表は全体的

に身近なところから話題を取り上げていることが多かったように感じた。私もこ

れからもっと身近なところから発見を見出していきたいと思う。 

 

文化や科学についての自分の意見を投稿して，改めて考えるという点でも勉強

になったが，他人の考え方と照らし合わせることができてより理解を深められた。

また，自分の作った動画について客観的に意見を述べてくれる人が先生以外にも

いることで，自分に何が足りていないかがわかって良かった。だからこそ，私自

身も他人の動画についてコメントするときには，良いアドバイスだと思ってもら

えることを考えた。 

 

【著作権に配慮し，オリジナル作品を作ろうとする姿勢】 

今まで学んだことのなかった著作権について学ぶことができ，パブリックドメ

インなど著作権に関わる用語についても知識を広げることができた。レポートな

どを作成する際，今までは著作権を重要視することがなかったが，著作権に注意

しながらレポートなどを作成しなければならないという意識が生まれたように

思う。 

 

これまで自分が経験してきた発表では著作権についてそこまで考えたことが

なかったのですが，著作権の意味，許可が下りるボーダーラインなどについて発

表を進めていく上で学ぶことができました。著作権で引用できなかった画像を自

分のイラストに変更したり言葉で表現したりすることで自分自身のこの発表テ

ーマの理解を深めました。 

 

著作権にまつわる知識はこの講義を受ける前はあまりなかったので，この講義

を受けることで学ぶことが多くありました。どこまでいくと盗作なのかの判断が

とても難しいことを痛感しました。アイデアは著作権侵害にあたらないと知った

ので，アイデアが浮かばないときは他の方のアイデアをもちろん完全にではあり

ませんが，参考にさせていただこうと思います。 

 



他の方からの動画から学ぶことも多くありました。全て自分自身で撮った写真

を使っている方や実際にご自身で染色を行っている方の動画をみて，動画制作の

うえでのオリジナリティの素晴らしさや大切さを感じることができました。 

 

実際に動画を作成してみて，いかに発表と思われないようにするかを意識し，

いつも以上に著作権に注意を払って調べた。すると，自然とオリジナリティが出

てきて，これからの PowerPoint やレポート制作でも活用できると思った。 

 

【探究しようとする姿勢】 

今まで色の原料について考えたことがなかったため、虫だと知ったときは

衝撃だったが、その日から物事の原点にあるものに興味を持つようになった。 

 

初めて染色を行い，自宅でとても簡単にできたことに驚いた。他の草木でも草

木染めを行いたいという意欲や，どのように模様を作るのだろうかという興味が

わき，趣味の一環として再挑戦しようと思っている。 

 

大学では，自ら論点を探し，理解を深め，答えを出すという学びをしたいと思

っていたが，実際に行動に移していなかったのでとても良い機会をいただけたと

思う。また，今回の動画の中には組み込めなかったが，多くのサイトや資料，本

を見て学んだことが多かった。一つの物事から多くの接点を見つけ，またそこか

ら深く追求していくことの楽しさを実感したので，今後も続けたい。 

 

このように，相互評価をする力，著作権に配慮し，オリジナルの作品を作ろうとする姿

勢，探究しようとする姿勢は評価しにくいが，振り返りのレポートから受講生が自ら身に

ついたと実感している様子を読み取ることができた。 

相互評価は，実際には批評ではなく褒めるだけのコメントも多くあった。対面で会った

ことのない相手の作品を，非難や否定と受け止められないように批評することは難しいこ

とだろう。一方で，良いアドバイスになるようコメントし，それを受けた方も真摯に受け

止めて作品の改善に取り組んでいた様子も見受けられた。 

著作権に関しては，何よりオンデマンドで視聴してもらった講演録のおかげで，受講生

の知識も増え，意識も高まったものと思われる。しかし，視聴に終わらず，自身の作品制

作とも照らし合わせたことで，より一層の学習効果があったのではないかと考えている。 

探究しようとする姿勢が見出せる記述については，今後行動に移すよう，応援のコメン

トを送る予定である。 

５  まとめと今後の課題 

動画を制作するというアウトプットの機会を設けたことで，「色彩，科学，文化とは何

か？」という本質的な問いを深めて調べ，著作権に配慮して情報を整理し，相互評価で作

品をブラッシュアップしてさらに探究しようとする姿勢に繋がった様子が窺われた。 

最終回に「この授業の課題」を問いとしてアンケートをとったところ，受講生からは，

「他の受講生との交流をさらに充実させてほしかった」，「動画作成のスキルをもっと授業

中に身につけたかった」，「教員の色彩に関する話をもっと聞きたかった」という要望が挙



げられた。「履修登録の際に講義の内容が想像しにくかった」，「PowerPoint 以外のソフト

ウエアの使用を許可して欲しかった」という指摘もあった。しかし，「全体的に学生主体の

内容になっていて，受講側としてはやりやすかったです」「動画作成は初の経験でとても難

しく面白かったです」という肯定的な感想が多く寄せられた。難しく面白いテーマに取り

組むことが成長に繋がるはずである。受講生がこの授業をとおして自分自身の成長を感じ

られていたら何よりである。「色彩の科学と文化」の授業は，今後に向けて課題もあるが総

じて学生の満足度も高かった様子が見受けられた。 

動画のテーマは異なるものでも，方法については応用が可能であると考えられる。来年

度は教養科目において「衣生活論」を新設し，「衣」「被服」の科学と文化をテーマとして

3 分動画制作のオンデマンド授業を実施する予定である。今回の反省を活かし，ICT を活用

しつつ学生の学習がより深まるように工夫していきたい。 
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注 

１）  H29 交付申請書の分担者から外す理由には「色の科学の教材開発・実践・評価におけ

る担当部分は，初年度に十分な成果を挙げることができたため」と記されて提出され

たが，事実ではない。その後，筆者の成果とは具体的に何かを問い合わせたが，回答

はなかった。筆者の成果として報告書に２つの論文掲載を要求しているが，こちらも

令和 3 年 1 月末現在未だ回答がない。 

２）  「地域の色・自分の色」実行委員会の構成員による著書・論文においては，「色」の意

味が曖昧であるだけでなく，「探究」と「探求」が混在し，意味によって使い分けられ

ている様子は見られない。「色から始まる探究学習」というが，「色」や「探究」の言

葉の定義は重要ではないという立場でプロジェクトを進めている様子が窺われる。 

３）  大分大学高等教育開発センター紀要の編集委員会に，藤井ら（2018）の論文には事実

が記載されていないと申告したが，事実確認はしないとの回答があった。 
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