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１．はじめに

毎年、入学直後に新入生ガイダンスを行い、事後学

習シートに抱負も述べさせている。これを読むと、新

入生の多くは、高校生活の明確な目標を持ち、将来の

夢を抱いて入学してくることが分かる。しかし、次第

に入学当初の志が風化してくる生徒が現れるのも例年

のとおりである。このような実態の中で、一人でも多

くの生徒が充実した高校生活を送り、その集大成とし

ての進路目標の達成を願い続けて今日に至っている。

私は平成７年度から美術部の顧問に任命されたこと

を契機に、研究創作活動を通して自ら様々な能力を開

発・伸長する生徒の育成に努めてきた。部員達の活動

の成果、変容及び今後の課題を報告するものである。

２．研究仮説

主体的に研究創作活動に取り組み、創造的かつ実際

的に作品を完成・発表できる能力を開発・伸長するこ

とにより、部員の進路先の仕事や活動に対応できる能

力を体得させることができるのではないかと考えた。

実社会で仕事をしている人達や他校生との様々な交

流を通して、職業観・勤労観・他者を感じる力を身に

つけるとともに、就職や進学に関する将来設計能力が

向上するのではないかと考えた。また、部員達は研究

創作活動の成果を明確な成長の証として、自分の進路

実現に役立てることができるのではないかと考えた。

３．実践方法

(1) 美術部の活動領域の拡大と組織

勤務当初から建築専門科目の単位数減少により、深

く探究する各種研究創作活動に取り組ませるための時

間が不足していると感じていた。また、学校予算削減

等により、部を新設することが難しい状況にあった。

したがって、現状の枠の中で可能な限りのことを試み

ることが最善策と考え、美術研究グループと建築環境

設計研究グループを設定し、幅広く研究創作活動に取

り組ませ、生徒の能力を開発・伸長させることにした。

(2) 美術部員の入部経緯

新入部員は、生徒会部活動説明会で美術部員達の作

品を見たり説明を聞いて、自主的かつ意欲的に入部し

てくる生徒、私が美術や建築に興味・関心を持ってい

ると思われる未入部の生徒や運動部等を退部した生徒

数名に対して個人面談を行い、意識を改革して入部す

る生徒である。部員数は毎年 10 名から 20 名である。

(3) 指導方法

部員の興味・関心と個性を尊重し生かしながら主体

的かつ計画的に各種研究創作活動に取り組ませ、能力

を開発・伸長させるとともに、探究力、創造力及び実

践力等を体得させ、変化の激しい過酷な現代社会の中

でも自己実現できる「生きる力」を育成する。

また、初期の研究創作活動の成果を社会貢献活動等

に生かして能力を伸長する。その能力を次の研究創作

活動に生かして成果をあげ、それを次の社会貢献活動

等に生かして能力を伸長するという「向上・進歩し続

けるアドバンス・スパイラル力」を体得させる。

４．実践の成果

(1) 社会貢献活動

1)平成９年度：秋田県主催「良質木造住宅建設コスト

低減事業住宅アイディア部門」特選・秋田県知事表彰

１年生部員３名は各自の担当分野を決めて、建築関

係の月刊誌・書籍、新聞記事、住宅会社のパンフレッ

ト、住宅展示場の見学資料・展示場各社スタッフとの

会話による情報を活用した調査研究の成果に自分達の

アイデアも加えた論文形式の提案書を応募した。

本校部員のアイデアをはじめとする入選作品は冊子

にまとめられ、県主催住宅セミナーや各住宅展示場の

資料に活用され、啓蒙及び普及活動に役立てられた。

部員達の提案は、建設費及び維持費のコスト低減、

合理的な家づくりなど、コスト低減について全般的に

きめ細かく提案したことが高く評価され、これからの

秋田のすまいづくりに役立つことが証明された。

部員達は、その後の建築設計コンクールや研究発表

にこのアイデアを生かして成果をあげた。

2)平成９年度：社団法人日本建築学会東北支部秋田支

所主催「親と子の建築講座・建築のかくれた強さ」

この講座は小学５・６年生と保護者が対象で、建物

に働く様々な力と建物を支えるための工夫について、



実験をしながらその秘密を探っていくものである。

部員２名が講師となり大曲仙北広域交流センターで開

催され、小学生９名と保護者８名が受講した。講座の

内容は、①官製はがきによる形と強さ、②紙による折

板の製作、③三角と四角はどっちが強い？である。部

員達は日頃の活動の成果を発揮して、資料の準備と教

具の制作から指導まで誠心誠意頑張ったことにより、

様々な能力が伸長したと思う。小学生にとって２時間

は長いと思われたが、模型づくりと実験を中心に講座

を進めたので、楽しい雰囲気の中で親子で夢中になっ

て取り組んでもらった。アンケートには、「すごい」、

「不思議」、「初めて知った」、「面白かった」など、

小学生らしいことばで感想や学習して得たことが述べ

られており、この

講座は成功したも

のと思われる。

写真１

小学生に指導して

いる美術部員中央

3)平成 13 年度：秋田県神岡町企画振興課依頼町長任

命「都市計画マスタープラン策定検討委員会特別委員」

神岡町のマスタープランは、今後 20 年間という長

い将来を展望し、生活環境の整備や少子高齢化に向け

た福祉・保健への対応など、総合的なまちづくりの方

針を明らかにして、町民と一緒になって積極的かつ効

率的に施策を進めていこうとするものである。

写真２

委員会に出席

している部長

右から３人目

部長は２年次から大曲市のまちづくりに興味・関心

を持ちながら、建築設計コンクール、研究発表大会等

に取り組み成果をあげてきた。さらに、策定検討委員

会に特別委員として参加したことにより、まちづくり

に強い興味・関心を持つようになった。部長はまちづ

くりを今後の研究テーマに設定し、さらに発展させる

ことも大きな目標の一つにして自ら大学進学を切望す

るようになり、見事に希望大学への進学を実現した。

また、部長が取り組んできた研究創作活動成果の意見

がこのマスタープランの「住宅の整備方針」の一部に

取り入れられ、神岡町のまちづくりに貢献できた。

4)平成 22 年度：秋田県教育庁生涯学習課依頼「安藤

忠雄建築研究所設計新秋田県立美術館模型製作」

秋田市中心市街地活性化対策として再開発が行われ

ることになり、新県立美術館が移転・新築されること

になった。前校長が県教育庁から新県立美術館の県議

会説明及び広報活動利用の模型製作を委託された。

これを受けて、16 名全員が意欲を燃やして製作に取

り組んだ。この美術館の平面図は、これまでに経験し

たことのない複雑な平面構成であった。部員全員で製

作方法等の検討と試行錯誤を繰り返しながら根気強く

頑張り、約１ヶ月かけて 200 分の１模型を完成させた。

完成報告会が県庁第２庁舎で開催され、代表４名が

完成の喜びを

報告した。部

長は「世界的

な建築家であ

る安藤忠雄さ

んの設計だけ

あって非常に

やりがいがあ

った。最初は

平面だった模

型が次第に立

体になるにつ

れ、美術館の

イメージがで

きてきた。完

成したときの

喜びは言葉に

秋田魁新報 平成23年１月29日 できなかった。

模型製作を通して仲間と協力することや物事に真剣に

取り組むことの大切さを学んだ。」と、部員全員の気

持ちを代表して述べた。教育長は、「新県立美術館は、

立体模型があると完成をイメージしやすくなるが、こ

のような模型を高校生が製作することに意義がある。」

と、喜びと感謝の意を述べた。

また、テレビ局の取材にも誠意ある真摯な態度で対応

できており、その成長した姿が大変に立派であった。

(2) 美術系の主な活動と成果

1)日本文化デザイン会議 1998 秋田実行委員会主催「Ａ

ＳＤＣ秋田県ストアデザインコンペティション」

実行委員会は、新しい秋田の創出を図るためにスト

アデザインコンペを同時開催し、県内 69 市町村のス



トアデザインを広く公募した。２年生部員３名がデザ

インした「横手市のかまくらと夜のミニかまくら」を

イメージした作品を応募し、見事入選した。入選した

全ストアは県より依頼された業者が製作し、秋田市の

ポポラ広場で公開された。実際に県内各地の特産品等

の販売に使用され、

連日大盛況であっ

た。

写真３

横手市かまくらスト

アで特産品を購入し

ているお客さん

部員達は、自分たちがデザインしたストアが実際に形

になり、大変に感激していた。また、他のストアを見

学して、デザインの勉強に励んでいた。

2)東北芸術工科大学全国高等学校デザイン選手権大会

開催委員会主催「第７回全国高等学校デザイン選手権

大会 2000 キャンペーンマーク」大会ポスターに採用

テーマ「地球」に対して、全

国から 1294 点の応募があった。

部員は約１ヶ月アイデアを練

り、地球を擬人化して地軸分お

辞儀をしているしぐさをパソコ

ンで描いた作品「地球君」を応

写真４ 地球君 募して、最優秀賞を受賞した。

3)大阪芸術大学主催「世紀のダヴィンチを探せ!高校

生アートコンペティション 2009」

部員は約１ヶ月かけて洋服を制作し、ファッション

部門に応募して入選した。６部門に全国から 2672 点

の応募があり、140 点が入選した。構想から実際の洋

服制作まで苦労を重ねたので、大変に感激していた。

4)ＥＳＰギタークラフトアカデミー主催「ギターデザ

インコンテスト 2011」写真５ 部員と賞品のギター

部員がかじりかけのアイスキ

ャンデーを模したギターのデザ

イン画を応募したところ、北海

道・東北地区でグランプリ第１

位を受賞した。主催者はユニー

クさと可愛らしさを評価し、グ

ランプリ作品のギターを実際に

製作して受賞者へ賞品として授

与した。本人は、ギター演奏も

できるので、大変に喜んでいた。

(3) 建築系の主な活動と成果

1)財団法人斎藤憲三顕彰会「研究助成」

平成 10 年度から２年連続で、建築環境設計研究グ

ループの「環境と人間にやさしい秋田の公共建築物の

設計に関する研究」に研究助成金が授与された。助成

金を活用した研究創作活動が評価され、成果をあげた。

2)秋田県他主催「秋田の住宅コンクール」

平成７年度から 13 年にわたり 24 作品を応募し、10

作品が入賞した。中でも、「環境と人間にやさしいゆ

とりある住宅」が最優秀賞秋田県知事賞、「環境と人

間にやさしい 21 世紀の秋田の住宅」が秋田県建築士

事務所協会長賞、「大自然と共生する未来型住宅」が

秋田魁新報社長賞、「21 世紀の秋田の住宅」が東北電

力㈱秋田支店長賞、「秋田の住宅」が秋田県建築士会

長賞を受賞した。これらの作品は、活動方針の環境・

自然・省エネ・人間・高齢者・家族・安らぎ・ゆとり

・災害対策等の時

宜を得たコンセプ

トと表現力等が高

く評価された。

写真６

建築模型製作に取

り組んでいる部員

3)秋田県高等学校工業クラブ主催「研究発表大会」

本校の建築環境設計研究グループは、平成９年度か

ら８年にわたり９テー

マの研究成果を発表し、

最優秀賞２回、優秀賞

４回、優良賞３回を受

賞した。特に、第７回

「癒しの空間に関する

研究」、第８回「大曲市 写真７ 白熱した研究発表

中心市街地の活性化に関する研究」は、工業に関する

事象を捉えた適切な企画である。課題理解への取り組

みに創意工夫がある。成果が主体的・創造的・グロー

バルな視野など工業技術者としての能力と態度を高め

るために役立つ。発表の準備と提示資料などの活用が

十分である。発表内容が聴衆に感銘を与えた。と高く

評価され、２年連続の最優秀賞を受賞した。

4)秋田県立大学主催「全国高校生建築提案コンテスト」

３年生１名が平成 19 年度第１回「建築の可能性～

建築が変えていく未来の生活」に応募して、最優秀賞

を受賞した。３年生１名と１年生１名のグループが第



２回「夏を涼しく過ごすための空間」に応募して、佳

作を受賞した。部員は、募集要項の熟読、課題の把握、

文献・新聞研究、エスキス（スケッチなど）、平面図

等の下書き、模型製作と写真撮影、設計図のレイアウ

トと清書等に約３ヶ月を要した。作品は、斬新なアイ

デア、コンセプト、表現力が評価され、受賞に至った。

5)東北電力㈱秋田支店・大曲営業所・横手営業所連携

「環境と建築」17 講座 平成 13 年度～ 17 年度

最新の省エネ建築７物件

・雪冷房システム・横浜市

の環境エネルギー館等を見

学したり、融雪技術等の講

義を聴講するなどして知識

と技術の新情報を収集し、

それらを上手に活用しなが

ら、グローバルな視野に立

って環境と人間に配慮した

社会的貢献度の高い建築物

やまちづくりを創造し具現化 写真８ オール電化

できるようになった。 住宅の見学

また、見学した体験型モデルハウスを建設した住宅会

社に就職して、現在も頑張っている部員もいる。

(4) 研究創作活動の集大成としての名誉な受賞

1)社団法人全国工業高等学校長協会「生徒表彰」

絶え間ぬ努力、開発・伸長した様々な能力及び成果

が評価され、工業高校生として大変に名誉なことであ

る。表彰規定「①工業技術の学習において、抜群の努

力をし、特に優れた成果があったと認められる者、②

特別活動等において、工業技術について優れた研究を

し、または成果をあげたと認められる者」に該当し、

これまで１個人、２グループが表彰され、県内最多３

回受賞の新記録となった。

2)環境大賞「秋田県知事表彰」

環境大賞は、模範的な環境保全活動を行っている県

内の個人・団体を表彰するものである。平成７年度か

ら４年間取り組んできた「工業高校における環境と人

間にやさしい建築物の設計に関する研究」において、

環境と人間に配慮した建築物の設計作品がコンクール

で高い評価を受けたり、その作品の展示発表による啓

蒙活動等が評価され、教育関係者初の受賞となった。

3)秋田県立大曲工業高等学校長授与「部活動功労賞」

努力と開発・伸長した能力による東北・全国規模の

実績が評価され、平成９年度から 16 名が表彰された。

(5) 部活動と進路

美術部で体得した様々な能力と実績も生かして、美

術系・建築系の進路を実現できた部員が多かった。

1)主な進学先：秋田大学土木環境工学科、日本大学建

築工学科、日本工業大学建築学科、東北工業大学建築

学科、秋田公立美術工芸短期大学産業デザイン学科他

2)主な就職先：㈱本田技術研究所、東日本旅客鉄道㈱、

東北電力㈱、地元の㈱Ｈａｇａホームと㈱池田建設他

(6) 部長の成長と今後の抱負

毎年、各部長が３年間の活動のまとめを生徒会誌に

執筆している。部長達は「私は、美術部に入部して自

分自身では気づかなかった才能を発見することができ

た。来年もこの才能を伸ばすとともに、美術部の発展

のために頑張っていきたいと思う。：新部長」、「私は、

自分のアイデアをかたちにする面白さ、人と協力して

作品を作り上げていくチームワークの大切さを学ん

だ。これからもいろいろなことに挑戦していきたいと

思う。：前部長」、「研究発表大会に何度か出場したこ

とで人前で話す度胸もつき、プレゼンテーションの仕

方や作品の制作技術も学ぶことができた。この知識や

経験を活かし、進学先でもアイデアを振り絞って頑張

ろうと思う。：前部長」他と述べており、自ら成長し

続けようとする意欲と決意が表現されている。

(7) 成長し続ける部員達の姿

個人差はあるが、作品を完成できた。その作品を各

種コンクールに応募できて入賞できた。研究の成果を

まとめて発表できた。その研究発表が評価されて入賞

できた。開発・伸長した能力と成果を社会貢献に役立

てることができた。時代を的確に捉えた活動と成果が

高く評価され表彰された。各種の活動に触発されて希

望進路を見いだし、体得した人間力を発揮して進路目

標を達成できた。各進路先で頑張ることができている。

５．成果と課題

近年、キャリア教育を通して「基礎的・汎用的能力」

を育成することが教育界の重要な課題となっている。

個人差はあるが、18 年にわたり指導してきたことが

結果的に「基礎的・汎用的能力」の４つの能力①人間

関係形成・社会形成能力、②自己理解・自己管理能力、

③課題解決能力、④キャリアプランニング能力を育成

してきたことが、部員達の活動成果と変容から分かる。

今後の課題は、全校生徒 300 人減少の中で、部員数

減少や資格取得の多忙さ等を克服して、アドバンス・

スパイラルを工夫・発展させ、伝統にすることである。


