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Ⅰ　はじめに

　桐生大学短期大学部アート・デザイン学科では，イ

ラストレーション・絵画，マンガ・コミックイラス

ト，グラフィックデザイン，インテリア・空間デザイ

ン，ファッション・造形という，芸術領域の5分野に

特化した体系的かつ専門的な教育を展開している．し

かしながら，昨今のグローバル化や急激な技術革新な

どにともない，日常生活に新たな概念が出現したり，

芸術領域にかかわる事柄の意味に変化が生じたりする

ことがある．そのためアート・デザイン学科は，教育

の内容と方法をつねに見直し，改善しつづけていくこ

とが肝要と考えている．

　このような背景を踏まえて，本学科では平成25年度

より，各分野に特化した専門教育に加え，アート・デ

ザイン学科の学生であれば誰でも履修可能な「フィー

ルドワーク」という，5分野を横断する専門科目を新

たに開講することとした．これは，最終年次の学生

が，これまでに学んだ表現技法や技術を活かして，社

会でのプロジェクトの実践を通して学びを得る科目で

ある．開講して3年間で，93名の学生が履修し，89名
が単位を取得した．

　本稿では，学生の学びが社会貢献につながる

「フィールドワーク」の授業と，その成果や今後の課

題について報告する．

Ⅱ　教育カリキュラムと　　　　 
　　　　「フィールドワーク」 の概要

　アート・デザイン学科の教育カリキュラムは，1年
次に教養系と基礎系の科目が集中的に配置されてい

る．2年次は，専門実技科目を主としたカリキュラム

となっており，段階的に専門性を高めていくような構

成となっている．

　これまでに，実社会と接点を持ち，市井の人々と協

力して社会の問題を解決するといった，複合的なテー

マをともなう実技授業がなかったため，「フィールド

ワーク」を3年前から開講している．この科目では，

芸術領域の力が求められる「癒し」，「開発」，「地域」

の観点から，多様な社会の課題に取り組んでいくた

め，「医療機関」，「民間企業」，「公共機関」の団体や

企業から，授業への協力を得ることとしている．

　授業では，履修学生の専門分野と，協力を得た団体

や企業の課題に対する適性を鑑みて，開講時に課題ご

と（団体や企業ごと）のグループを編成する．その後

の授業は，グループごとの担当指導教員によって運営

される．前提講義や机上調査は学舎でおこなわれ，現

地調査はグループの担当する現場に出向き，五感を駆

使しておこなわれる．そして，調査で得た情報を考察

し，学生がその状況にふさわしいデザインを創案して

具現化する．以上が授業の一連の流れである．また，

ここでの一連の制作が，社会に向けたプロジェクト

となる．成績評価で，教員がプロジェクトに関わる

方々の反応を参考とする点は，この科目のとりわけユ

ニークなところとなる．これまでに医療機関では（医

社）三思会 東邦病院（以下，東邦病院），民間企業で

は（株）加栄レース（以下，加栄レース），朝倉染布

（株）（以下，朝倉染布）と（株）コスモ（以下，コス

モ），公共機関では，わたらせ渓谷鐵道，桐生市と大

川美術館からの協力を得た．

　2年次に開講するこの科目は，卒業制作と並んで

個々の学生が存分に力を発揮でき，学びの成果物（作

品）と学びの過程そのものが社会貢献につながる．さ

らに，本学科の専門教育に対する創意工夫の姿勢を，

学生と社会に向けて体現するものとなっている．

Ⅲ　実体験が学びとなる 　　　 
　　　「フィールドワーク」 の授業

　授業は，学生自身がプロジェクトを企画し，提案し

て実行するプロセスのなかで，みずから学んでいく形

式をとっている．社会のさまざまな人と協議を重ねな
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常に陳腐化の懸念をはらむ．芸術領域の「演出空間と

しての仮設的な手法 *2」は，変化する生活のリズムや

目的に合わせていくことができる．医療機関での3つ
のプロジェクトの実践によって，芸術領域の空間デザ

イン手法の意義と問題点も確認できた．

＊1　ここでは「空間をつくることを目的として，完成後は容易に

変更できない手段で環境をつくる手法」と定義

＊2　ここでは「メッセージや意味を成立させることを目的とし

て，状況に応じて比較的容易に変更できる手段で環境をつくる手

法」と定義

1 ）東邦病院・緩和ケア病棟での「フィールドワーク」

平成 27 年度

概　要

　平成27年度は，末期がんによる痛みを和らげること

を目的とした，緩和ケア病棟が対象であった．履修学

生は9名．学生たちが設定した目標は，面会者の笑み

を生じさせること．面会者の笑みによって患者の方々

が癒されることを期待するような取り組みであった．

授業は4月に開講し，6月に調査，8月からプロジェク

トの制作に着手して同年12月に設置，病棟の複数の

コーナーで，面会者の笑みを誘う「絵本を核とした空

間デザイン」が約2ヶ月間実施された．

　実施の結果は，学生が創出した環境が，面会者と看

護師などの常駐するスタッフの笑顔や穏やかな表情を

引き出し，病棟に潤いを与えたと，関係者からコメン

トをいただくことができた．病棟に滞在する患者の

方々についてのコメントなかったが，周囲の雰囲気を

創出できたことは，患者の方々にとって癒しがあった

と考えられる．このプロジェクトの考え方とその手法

は，地方紙の記者の方にも共感していただき、記事と

して取り上げられた．しかし，第三者の心に訴求し，

そのことによってできる状況で対象とする人々の心を

動かすという，空間デザインの取り組みとしては，成

果が見えにくいものとなった．

授業の経過と学生の提案

　痛みを抱え終末を直視する患者の方々を対象とした

授業課題は，開講当初，学生たちを困惑させた．授業

が進行していくにつれ，学生は，緩和医療の意義に共

感し，芸術領域の専門家としての姿勢で冷静に取り組

んだ．

　授業では，まず，空間をデザインするという視点か

ら，空間における人々のふるまいなどについての前提

がら進行していくため，専門科目の授業で得た力を生

かしながら，他分野の技術も応用するクロスオーバー

的かつ，デザインにおける総合的な思考が学べるよう

になっている．そのうえ，学生自身がプロジェクトを

進めていくため，その過程で学ぶことの意義にも意識

が向けられる．また，学舎での受け身の講義と異な

り，学生みずからが提案していく積極姿勢を涵養する

ことも期待できる．教員は，一方では学生に対しての

指導者かつアドバイザー，他方では団体や企業の担当

者に対するファシリテーターとなる．また，学ぶ側と

協力する側の双方の調整係としてや，プロジェクト全

体を監理するマネジャーとしての役割も担う．

Ⅳ　医療機関， 民間企業， 公共機関からの協

力で実行されたプロジェクト

1 ． 医療機関

　医療機関の主となる病棟では，診察や治療に関わる

機能が最優先されるが，機器や内装材などの進歩にと

もない，患者のための生活空間としても配慮されるよ

うになってきている．しかしながら，機能優先である

がゆえ，一般の生活にあるような癒しや楽しさという

点において，満足のいく環境であるとは言いがたい．

　このような状況から，医療機関の協力を得る

「フィールドワーク」では，機能が優先されがちな病

棟に，患者の方々にとって「癒し」や「楽しさ」が感

じとれる空間をつくりだすことを目標として，3つの

プロジェクトが実行された．平成25年度は急性期病

棟，平成26年度は療養病棟，平成27年度は緩和ケア病

棟であった．学生は，それぞれに相応しい取り組み内

容を探り，ユニークな提案が実践された．それらの成

果は「上毛新聞」ほかで紹介されている．病棟の看護

師からは，患者の方々のコミュニケーションが誘発さ

れ，病棟に笑顔が増えたなどと評価を得た．その一

方，空間を構成する制作物に対して，表現の多様さを

不均等であると捉えられたり，意図とは異なった解釈

をされたりするような問題も発生した．学生からは，

プロジェクトごとに「緊張した雰囲気の中で，充実し

た学びが得られた」という声があり，おおむね好評で

あった．

　画一的な空間を，いかに意味づけ，人々の心に癒し

をもたらすことができるか．空間に対するデザインの

可能性という観点において，医療機関で頻繁に行わ

れている建築領域の「建物としての常設的な手法 *1」

は，空間に意味やメッセージを成立させようとした場

合，メモリアルのような普遍的なテーマでない限り，
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2 ）東邦病院・療養病棟での「フィールドワーク」

平成 26 年度

概　要

　平成26年度に対象となった療養病棟は，長期間入院

を必要とする患者のための病棟であった．履修学生は

11名．学生たちの掲げた目標は「患者の方々の育った

環境を想起させる空間づくり」．患者の方々の思い出

や過去の出来事などを想起させ，楽しさや癒しを創

出するねらいであった．授業は4月に開講して7月か

らプロジェクトの制作に取りかかった．設置は翌年3
月，地域の患者の方々が幼少時に慣れ親しんだ郷土か

るた，「上毛かるた *1」をモチーフに，その世界観が

テーマとなるイラストを活用した空間デザインが，約

2ヶ月間おこなわれた．

　このデザインによって，「上毛かるた」の読み札を

口ずさんだり，患者同士で間違いを指摘し合ったりす

る光景が生まれ，病棟の看護師たちの笑顔も引き出し

た．このようなことから，このプロジェクトが患者の

方々に刺激を与え，コミュニケーションを誘発し，病

棟空間に癒しと楽しさを創出したと考えている．この

ことは地方紙にも取り上げられ，学生たちの学びに対

する励みとなった．一方，一部のイラストの表現が患

講義，その後，病棟と周辺などに関する机上調査がお

こなわれた．現地では，病棟に関する看護師のレク

チャーのあと，現地調査がおこなわれた．学生は，患

者の方々が微笑む時や楽しさを感じている場面を探

り，病棟の造作などについても調査した．病棟内が，

木質系のカラーで白熱灯の光が主となる住居のような

環境であること，患者と面会者の方々が落ち着いて談

話できるような場所があること，熱帯魚が飼育されて

いること，穏やかな表情でそれを眺める面会者につい

て現場の看護師が語っていたこと，などが病棟の特性

としてあげられた．学生は，これらの調査で得た情報

と，各自が五感で得た感覚をもとに議論した．その結

果，患者の方々を癒すのは「面会者の笑み」であると

いう結論に至った．

　提案は，病棟の熱帯魚周辺での出来事をヒントに

「誕生した生命が育って伴侶とめぐり合い，愛を育ん

で新たな生命が誕生する」をテーマとした物語を創作

して，空間表現し，面会者の笑みを促すものであっ

た．物語は9人の履修学生が各々に創造し，登場人物

のキャラクターやシーンのデザインも行い，絵本とし

てかたちにした．内気なトリが勇気を持つことを経て

伴侶を射止め愛につなげていくもの，前進するウサギ

が助けられることをきっかけに伴侶と出合い愛を育む

もの，また，謎の生物が友達を増やしていくことで愛

をつかんでいくものなど，物語は日常でおこる大切な

出来事を背景として，次世代の誕生に対する喜びを

ユーモラスに表現するような内容であった．病棟空間

への展開は，大きく製本された絵本を棚やテーブルの

中央に配し，登場する複数のキャラクターを周囲の壁

や天井に設置して，物語の世界観が具現化された．設

置作業は，この病棟の性質上，学生の立ち入りを控

え，現場の看護師が簡単に設置できるような計画で

あった．

図 1 　病棟に面会者の笑みを引きだす空間デザイン

図 2 　桐生タイムス平成28年2月9日掲載桐
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功を実感した．

3 ）東邦病院での「フィールドワーク」急性期病棟

平成 25 年度

概　要

　平成25年度は，入院期間が比較的短い急性期病棟で

あった．履修学生は9名．病棟が竣工直前であったた

め，設定されていた抽象的な建築コンセプトを分かり

やすく空間表現することが，学生たちの目標となっ

た．このことによる病棟内のコミュニケーションの誘

者の方にストレスを与えたという声があり，対象のも

のを撤去した．また，空間全体ではなく個々のイラス

トに着目されてしまう傾向があり，空間デザインとし

ての評価に結びつきにくい側面もあった．これらは今

後の授業運営に対する課題となる．

　付け加えて，このプロジェクトによって，「上毛か

るた」の医療現場での有用性が示唆されたことは，群

馬県にとって意義ある出来事ではないか．今後この有

用性を実証するための研究が望まれる．

＊1　群馬の郷土かるた．郷土群馬をよく知り群馬を愛するように

なってほしいという背景で昭和22年に発行された．毎年2月に県

競技大会に向けて，子どもたちは冬休みに練習に励む．幼少時に

群馬県で過ごした県民は読み札を暗記していることが多い．

授業の経過と学生の提案

　病棟の患者は近隣からの入院が主で，平均年齢は70
歳前後，認知症を抱える方や車椅子を利用される方も

多く，学生たちは，加齢していく将来の自分を想像し

つつプロジェクトに取り組んだ．

　授業では，ユニバーサルデザインについての前提講

義と，数人ごとのグループでの机上調査を経て，現地

調査がおこなわれた．調査では，患者間のコミュニ

ケーションが少ない，建物が築古なため暗い，近隣か

らの入院が多い，などが病棟の特性としてあげられ

た．調査後の話し合いでは，患者の方々が高齢である

ことや，住まいが近隣であることに着目された．話し

合いの結果，病棟空間に，懐かしい近隣風景や群馬の

特産品をテーマとした環境をつくることが，患者の

方々にとって，癒しや楽しさをつくり出すであろうと

いう結論に達した．さらに，高齢の方々のコミュニ

ケーションを誘発するような「刺激」があれば，空間

の質が向上すると考えられた．

　提案は，病棟のある群馬の地で，多くの患者の方々

が親しんだ郷土かるた，「上毛かるた」を利用するも

のであった．「上毛かるた」に登場する風景や特産品

をモチーフにして「上毛かるたの世界観」を病棟内に

空間化するようなデザインである．群馬の風景や特産

品などのイラスト（上毛かるたの世界観）が，150cm
ほどの短冊に描写され，空間づくりのアイテムとなっ

た．短冊の素材は梱包材が使用され，落下時や誤飲な

どに対する安全性にも配慮された．病棟への設置は，

作業風景も空間デザインの一部となるとして，学生10
人が仰々しくおこなった．作業中から患者の方々のコ

ミュニケーションが誘発され，病棟に明るい雰囲気を

つくった．学生たちは，この段階でプロジェクトの成

図 3 　上毛かるたの世界観を空間表現

図 4 　上毛新聞シャトル平成27年4月20日掲載
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とづいた素材を随所に使用，各階の異なった配色，な

どが病棟の特性としてあげられた．調査後の話し合い

では，竣工後の病棟が稼働し始める時期に，使用者で

ある患者や面会者の方々と地域社会に向けて，建築コ

ンセプトを分かりやすく表現することが，病棟内や地

域でのコミュニケーションを誘発して，癒しを創出す

るのではないかという結論が導き出された．

　提案は各階の配色を利用して，「病棟が樹木」とい

う建築コンセプトに共鳴するような，具象的な世界を

示すモチーフが設定された．1階が「ひまわり畑」，2
階が「湖」，3階が「お花畑」，4階が「空」，5階が「森」．

各階共用部分の壁と窓ガラスに，モチーフのイラスト

を配置して，病棟内外を空間デザインしていくもので

あった．

　病棟への設置は，学生の志気向上と，患者の方々と

の作業中のコミュニケーションを期待して，学生がユ

ニフォームをつくり，作業する学生自身も空間デザイ

ンの一部となっておこなわれた．

発，および医療機関としての地域に対する親しみやす

さを表すことがねらいであった．授業は5月に開講さ

れ7月からプロジェクトの制作が開始された．病棟へ

の設置は竣工後の同年10月，学生たちによるイベント

仕立でおこなわれた．病室が5階まであったため，建

築コンセプトに関わる5種類の空間表現が，約2ヶ月間

展開された．

　病棟に創出されたデザインは，設置時から患者の

方々の笑顔を誘った．完成後も，患者や面会者の方々

と看護師などとの間で何気ない会話を発生させ，病棟

に明るい雰囲気をつくった．身体を動かすことを拒む

患者の方に対して，病床から出ることを促すような

きっかけもつくった．このようなことから，このプロ

ジェクトによって病棟空間に楽しさや癒しを創出した

と捉えている．また，この病棟はなぜこのデザインな

のか．患者や面会者の何気ない疑問に対して，建築コ

ンセプトを語ることが，看護師の答えとなった．患者

の方々にとって，自分が滞在する場のデザイン根拠を

知ることも，安心感を芽生えさせ，癒しにつながっ

た．学生にとって，空間づくりのコンセプトは「デザ

イナー（設計者）と施主」とだけではなく，その先

の「使用者（ここにおいては患者や面会者）が共感す

る大切さ」も体感するものとなった．しかし，いくつ

かの問題点もあった．まず想定していたよりも学生の

仕事量が多かったこと．また，建物に配慮して，弱い

テープによる設置手段を用いたため，毎日のメンテナ

ンスを要したことなどであるが，その後の授業運営の

教訓となった．

授業の経過と学生の提案

　急性期病棟はこのプロジェクトの開始直後に竣工さ

れ，東邦病院では最も新しい6階建の病棟であった．

学生たちは，このような最新の病棟環境に対して問題

点を探り，学生の立場でそれを指摘して，新たに提案し

ていくことに不安を感じながらのスタートであった．

　授業では，担当指導教員のコミュニケーションを

テーマとした前提講義と，看護師からの病棟に関わる

レクチャー，グループによる机上調査がおこなわれ

た．机上調査では「病棟が樹木」という建築コンセプ

トと，1階が黄，2階が青，3階がオレンジ，4階が水色，

5階が緑という各階の配色に対して，使用者にとって

分かりやすいモチーフが設定されていないことに着目

された．現地調査では，病棟は他と比較して面会者が

多い，面会者は身内だけでなく第三者の方がおり事務

的なやりとりをしている，内装は建築コンセプトにも

図 5 　建築コンセプトが具現化された病棟

図 6 　桐生タイムス平成25年12月28日掲載
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1 ）朝倉染布での「フィールドワーク」平成 27 年度

概　要

　明治時代に織物を仕上げる整理業として設立され，

現在は生地の染色と整理，および自社製品の製造販売

を生業としている朝倉染布が，平成27年度の協力を得

た企業であった．履修学生は9名．プロジェクトの目

的は，朝倉染布の生地を活用した製品開発であった．

学生がプロジェクトの目標としたことは，身近な生活

の課題に対する問題解決と誰にでも使いやすいデザイ

ンの創出であった．授業は4月に開講し，前提講義と

企業研究を経て，個々に取り組むテーマをもって製品

開発に取り組んだ．7月にデザインの中間発表，翌年1
月にサンプル制作が終了し，朝倉染布に提案された．

　学生が提案した製品案は，洗練された愛らしさが評

価された．それらは，いわゆる伝統工芸的な地場産業

のイメージを払拭するような洗練された造形で，いい

かえると，地域の新しいアイデンティティを創造する

可能性を秘めたものであった．企業内では今後の製品

化を想定し，製造上の問題点やコストなどの観点から

検討することとなった．授業運営では幾つかの問題が

見えた．学生は洗練されたデザインというキーワード

に，流行などを取り入れて提案したが，企業側は流行

に流されない定番スタイルに重点をおいていたり，製

品企画においては，生地そのもののに対する図柄など

の企画も期待されたりした．このことは，双方のプロ

ジェクトに対する認識の相違からおこることであり，

事前のより綿密なコミュニケーションが求められる．

授業の経過と学生の提案

　商品として販売できるようなクォリティを目指すこ

とや，社会の作法や商習慣に触れたりすることは，学

生にとって初めての経験であり，机上の授業では得ら

れない緊張感をもってプロジェクトに取り組んだ．

　授業では，さまざまな素材に対する前提講義とグ

ループによる企業研究の後，企業内でのレクチャーが

行われ，プロジェクトがスタートした．使用する生地

は，朝倉染布の主力製品である水を包むことができる

超撥水加工が施されたものであった．学生は対象とな

る生地を研究し，超撥水性のほかに速乾性，伸縮性，

保温性，無害であることなどに着目した．学生は生地

の特性を理解したうえで，各自の取り組みテーマが掲

げられた．学生による幾度もの試作がかさねられ，製

品サンプルがつくられた．

　提案は，超撥水性と伸縮性に着目した「てぶくろ」

2 ． 民間企業

　アート・デザイン学科が設置されている桐生大学周

辺は，江戸時代より織物産業が集積し，近代化ととも

に経済的な潤いを得た地域である．織物産業が衰退し

て，新たな産業の台頭と新しい価値観が錯綜する昨今

においても，少数ではあるが織物業や染色業を営む中

小のマニュファクチャが点在し，かつての特色を辛う

じて維持している．それらの企業は，現業を維持しな

がら，新製品開発や新規事業へのチャレンジを継続し

ている．

　民間企業との「フィールドワーク」では，芸術領域

の発想力や造形力による製品開発で，チャレンジを続

ける地域の織物関連企業に活力を与え，地域経済の活

性化や，地域のアイデンティティを顕在化させること

までをねらいとしたプロジェクトを，平成25年度より

おこなってきた．これらの成果は，学生による提案が

商品化されたこと，「地域産業の価値づくり」におい

て，芸術的な視点の大切さが，地域で認識されるよう

になってきたことなどである＊１．履修学生からは，

社会の要望を探ることが難しい，自分の提案が社会に

役立つことの喜びが得られた，という声があり，学生

にとって実践的な学びが実感できるものとなった．つ

け加えて，協力を得た企業からプロジェクトをきっか

けとして，就職の求人も来るようになり，学生たちの

卒業後の進路も広がった．その一方，学生提案がアイ

デアの提示とデザインサンプルまでであったことに対

して，企業側はフィニッシュワークまでを期待してい

たことなどの問題もみえた．プロジェクトの実践が主

となる授業を，円滑に進めていく上で，担当指導教員

と企業側とのより深いコミュニケーションが求められ

ることもわかった．

　製品のデザインにおいて「機能が製品のかたちを指

図する」や「技がかたちをつくる」という，機能や技

術を軸としたアプローチがある一方，「製品をより親

しみやすいものにする」や「美しいスタイルをつく

る」という芸術領域の考え方を軸としたアプローチも

ある．近代化以降，地域の企業は，技術や生産力を尊

重して地域と共に発展してきたが，現在は共に行き詰

まってきている．今後の「フィールドワーク」継続

は，芸術領域の力が地域の企業に活力を与え，地域の

アイデンティティを顕在化し，地域の活性化を導くの

ではないか．

＊１　2017年1月30日桐生タイムスのコラム「ぞうき林」で，地元

製造業の工学系とは異なった連携の成功事例としてとりあげら

れている．
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2 ）（株）コスモでの「フィールドワーク」

平成 27 年度

概　要

　（株）コスモは，創業以来34年，「織物の町」桐生で

暖簾や手ぬぐいなどのインテリアテキスタイル製品や

ファッショングッズを製作している．同社は，コン

ピュータでデザインされた原稿をもとにインクジェッ

トプリンターでの印刷を得意としており，ミュージア

ムショップや大手企業が主な依頼主となっている．履

修学生は7名．目標は，同社のもつプリント技術を生

かし，現在の企業の取り組みを考慮した，楽しく新た

な可能性を感じさせるような製品開発をおこなった．

授業は4月に開講し，前提講義と企業研究を経て，5月
に現地調査兼同社とディスカッションを行い，学生は

各々に取り組む課題を探り製品開発に取り組んだ．11
月にはサンプル制作が終了し，企業に提案された．

　学生が提案した製品案は，若い女子学生の購買欲を

重視したユニークな提案が評価された．各々の主観を

軸として，客観的視点を削除し，伝統工芸的要素であ

る情緒と機能美を取り払い，企画とデザイン展開をお

こなった．デザインプロセスを前提講義で学んだうえ

で，従来と異なる手法で提案した．いわゆる，学生

各々が欲しいもの，友人にプレゼントしたいものをプ

レゼンテーションした．このプロジェクトにより，

アート・デザイン領域の教育で得た，主体的な行動に

よる提案と表現力で，地域産業の可能性と新しい解釈

を提案し，日常生活を豊かにする新しい価値を示し

た．

授業の経過と学生の提案

　学生は，民間企業と協力し企画提案することで，高

品質の商品を提供する企画・デザイン・製造の一貫し

た行程を理解し，社会で求められるデザインの原則原

理，感覚派デザイナーの表現とプレゼンテーションを

学んだ．

　授業では，業界の基準，クライアントの要望と回答

方法，スキーム，AIDMA，AISAS の法則による商品

事例を前提講義でおこない，同社とディスカッション

後，各々が50案のアイデアを考案し，計350案をテー

マ毎に整理し，企画書を作成した．素材研究，キャラ

クターライセンス契約を考察し，既存のヒット商品に

捕われない独創的な創造を軸にデザインサンプルを制

作した．

　女の子に夢をあたえるもの，同社発注元企業の商標

や「自転車のサドルカバー」，これらは，地域におい

て敬遠されがちな自転車の活用に楽しみを与えたり，

寒い日の外出を促したり，人々の健康や環境に貢献す

る思いがあった．速乾性と無害なことに着目した「高

齢者用エプロン」や「ぬいぐるみ」．これらは介護や

育児にも楽しみを与え，衛生的な懸念を軽減できるな

ど，日常生活の質を向上させることを目指したもので

あった．学生たちは，アート・デザイン領域の専門家

として，日常生活の問題を解決する製品を提案し，さ

らに製品を通して社会がより良くなっていくことをね

らいとしていた．

図 7 　外出を促す製品

図 8 　日常生活の質を向上させる製品
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3 ）加栄レースでの「フィールドワーク」

平成 25‒26 年度

概　要

　平成25‒26年度は，昭和元年に丸帯製造業として桐

生で創業した，加栄レースが授業に協力した．加栄

レースは，高度経済成長期からレース製品を製造し，

現在はカーテンなどのレース生地と伸縮性の高いニッ

ト生地を主力製品としている．今回のプロジェクトで

は，加栄レースが開発した，ニット生地の新たな活用

方法を創出することが課題となった．プロジェクトは

2年連続でおこなわれたが，学生は各年度で入れ替わ

るため，加栄レースへの提案は単年度ごととなった．

平成25年度の履修学生は9名，26年度は9名であった．

授業は，両年度ともに4月に開講し，学生は企業研究

や製品研究を経て，各々に製品開発に取り組んだ．夏

季休業後にデザインの中間発表，年内にはサンプル制

作が終了し，年度ごとに加栄レースに提案された．

　学生が提案した作品は，素材の魅力を活かした遊び

心のあるアイデアやデザイン，また縫製方法などが評

価された．人間の感覚や感情に主眼を置いたデザイン

手法の重要性が，現在の地域でのものづくりにとっ

て，再確認されたといえよう．また，このプロジェク

トでは，学生たち自身が製品開発を楽しんだ．そのこ

とも，遊び心や楽しさの創出につながっていくことが

わかったことも成果であった．しかし，三年間の継続

を期待したプロジェクトとしては，満足のいくものと

はならなかった．製品化を目標に，翌年度におこなう

作業を鑑みながら，サンプル制作した提案があった

が，翌年度は加栄レースの希望者を募ることができ

ず，提案は宙に浮いたままとなった．学生の学びとし

ては成果があったが，プロジェクトとしては残念な結

果となった．

授業の経過と学生の提案

　学生たちは，対象となるニット生地に触れて，柔ら

かい感触や心地よい温かさを楽しんだ．伸縮性が大き

いため素材のかたちが掴みにくいことや，縫製や裁断

後の始末が難しいことなどの，試作づくりに対する課

題が多いことに不安もあったが，学生たちは，素材の

特性を受け入れながら前向きに取り組んだ．

　授業では，前提講義のあと，素材研究をおこない，

ニット生地と日常生活との関わりや制作方法などにつ

いて考察した．その結果，制作に対する技術的な課題

は早い段階で克服できた．また，学生たちが判断した

に関わるもの，日本的なもの，子どもの集まる場を想

定したもの，キャラクターデザインに関わるもの，コ

ミュニケーションアイテムとなるもの，などがテーマ

となった．提案は，ドレスカーテン，影絵のカーテ

ン，宇宙柄の天蓋とベッド，遊べるハンカチ，動物タ

オル，ぬいぐるみ筆箱，同社発注元企業のキャラク

ター商標に関わるもの，外国人向け巻物など．サンプ

ル作品提出後，同社発注元企業のキャラクター商標に

関わる商品提案は，3月にデザイン修正をおこない12
月に製品化され，企業から高い評価を得た＊２．

＊２　また，2017年1月に桐生タイムスの紙面に２度掲載され，19
日には桐生タイムスの一面記事を飾り，1月30日の同紙コラム

には産学連携の新しい成功事例として紹介された．

図 9 　ドレスカーテン

図10　桐生タイムス平成29年1月19日掲載
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3 ． 公共機関

　公共機関の社会に対する役目は，公益に資すること

である．公共機関が企画したサービスやプロジェクト

が社会にとって公平性に欠ける場合は，その範疇でな

くなってしまう．また，特定の私益に関与してしまう

ような企画の実行も難しかったりする．このようなこ

とから，公共機関が立案する企画は，その職務上，過

去の企画にならうような保守的な提案になりがちで，

柔軟な発想が出てきにくいとされている．

　公共機関を対象とした「フィールドワーク」では，

社会にとって有益な創造的提案をおこなうことを目標

に，平成25年度は鉄道会社，26年度は地方自治体，27
年度は美術館から協力を得て，プロジェクトが実行さ

れた．集客を期待した広報，地域のメインストリート

に面する施設の再生，機関が運営する施設の問題発見

と解決案の提案など，芸術領域の力が期待され，学生

はそれに応えていくことが学びとなった．機関の担当

者からは，学生らしい斬新な視点や柔軟な発想力，表

現手段やコミュニケーション手段の多様さなどに対し

て評価が得られた．学生は，いわゆるボランティアの

意識ではなく，専門家として公共的なプロジェクトに

関わった．なぜ特定のことに焦点を当てると，社会の

共感が得られないのか．プロジェクトの過程から見え

てくる社会での歴史的な軋轢や，複雑な利害関係など

についても体感し，公共という立場でのプロジェクト

の特異性も学んだ．成果は，いくつかのプロジェクト

が公共機関で実行されたこと，制作した作品が芸術作

品として賞を獲得したことなどである．機関だけでは

なく，その先の地域の方々の喜ぶ姿が想像できたこと

も大きな成果といえよう．その一方，さまざまな組織

が関わるプロジェクトは，想定以上の制作が求められ

たり，対応しきれない突然の出来事が発生したりし

て，その折衝や調整などが担当指導教員の負担となっ

た．しかし，そのことも学生にとっては良質な学びと

なった．

　近年，地方都市でのアートイベントが盛んである．

人々は芸術領域の力で地域を活性化できる可能性に気

づき始めているが，なぜアートイベントなのか．アー

ト・デザイン学科の学生は，柔軟な発想力と多様な表

現力を駆使して，イベントではない手段で公益に資す

ることを実践した．芸術領域の力で，機関や地域にふ

さわしい取り組みを探り，その取り組みが実践できた

ことは，今後の社会にとっても意義あることである．

もっとも特徴的な素材の特性は，空気層が厚く人の肌

に触れて心地よい触感であることであった．加栄レー

スのニット生地は，すでにソファーカバーやエアコン

カバーとして製品化されている．その他の使用用途を

探り，製品を使用することが楽しくなるような，デザ

インの創出が課題となった．

　提案は，なんでもカバー，オリジナルクッション，

抱きまくら，室内ばき，おしゃれわらじ，便座カ

バー，ゆったりパンツなど．どの作品も学生自身が素

材に触れて，素材を楽しむことによって創出されたも

のであった．なんでもカバーは，工夫した縫製で生地

の伸縮性を生かし，自動車の駐車時のハンドルカバー

として，また，事務用椅子のカバーとして使用できる

デザインであった．オリジナルクッションは，特に自

動車運転席での腰痛対策としての使用に向き，愛くる

しい機能性に優れたものとなった．抱きまくらは，た

くさんの学生たちから抱きしめられ，加栄レースの担

当者からも笑顔がこぼれた．

図11　なんでもカバー

図12　オリジナルクッション
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構造や，控えめな照明の元で間近に見ることを許され

た，絵画との親密な関係などに刺激を受けた．また，

限られた人数で運営する美術館側の内情や，若い世代

との交流を模索している現状も理解した．それらを踏

まえた上で，従来の美術館の雰囲気を損なわずに新た

な提案を行うには，環境に対する配慮やバランス感覚

も求められた．

　成果作品のうちポスター・パンフレットは，戦後70
年の節目に開かれた特別企画展「戦争の時代を生きた

画家たち」に特化した広報ツールである．主な来館者

は，全国からの年配男性であるという美術館の現状に

伴い，近隣の子供達へのアピールに重点を置いた．小

学生の目に留まりやすいことを目的とした，赤黄青の

絵の具の親しみやすいキャラクター，小学校に配布可

能であることを意識し，近隣小学校から美術館までの

簡易地図と小学生入館料金を特に目立たせた案内，ま

た漢字には，手書き風で温かみのある振り仮名も使用

した．蛇腹折りにしたパンフレットは，裏表両面から

作品情報に触れることが出来，ポスターとリンクさせ

た色やキャラクターで視認性を高め，振り仮名を配慮

した説明文には分かりやすい表現を心掛けた．その

他，新たに提案された館内案内図は，5階建の建物を

立体的に表現した従来のデザインを敢えて平面的にア

レンジし，複雑な構造の館内でも現在地がより明確に

表示されるよう工夫されている．カフェメニューや売

店の値札にシックで見やすいデザインを用いるなど，

1 ）大川美術館での「フィールドワーク」

平成 27 年度

概　要

　緑豊かな水道山の斜面に建てられた大川美術館は，

桐生出身の大川栄二氏が収集した国内外の優れた美術

作品を元に，平成元年に開館した．日本の近代洋画史

に名を残す松本竣介，野田英夫のコレクションはとり

わけ有名であり，地方都市の私立美術館としては独自

のポジションを確立している．8名の履修学生と共に4
月から始動した本プロジェクトは，約2ヶ月間のディ

スカッションや机上調査を経て，7月に美術館での視

察とヒアリング，9‒10月はそれに基づく集中的な制作

と成果発表の流れを辿る．美術館の付加価値を高める

為の広報ツール・掲示物の提案を目的とし，学生各々

が担当する制作物を決定した．その後，主体性と責任

を持って完成させた数々の提案の中から，大川美術館

により館内案内図が採用された．以後恒久的に美術館

内に設置される運びとなったことは，授業でのアイデ

アが実際に社会で活用される学生の喜びや満足度に繋

がった．また今回の取り組みに関して美術館側から

は，公益財団法人としての既存のアクティヴィティを

若者の視点で見つめ直す良い機会であったこと，これ

からも定期的に行なってゆく発展的な価値のあるプロ

ジェクトであることなどのフィードバックを得た．

授業の経過と学生の提案

　机上調査では，アートの力で成し得る地域貢献の可

能性を探りつつ，全国の美術館での近年の取り組み

や，子供向けイベントなどのリサーチを行い，個々の

アイデアをより強固に練り直した．当初は遊び心に溢

れた自由な発想（オリジナルマスコットキャラクター

を用いた館内宝探し，影絵を用いた道案内など）が多

く提案されたが，最終的には実用的な広報ツール・掲

示物のリデザインで一本化された．視察時に学生達

は，元第一勧業銀行の社員寮であった美術館の独特の
図13　学生のプレゼンテーション

図14　子ども用パンフレット
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した．

授業の経過と提案

　4月から7月末まで，前提講義と机上調査で桐生市の

歴史を考察し，商店街と歴史的建造物の現地視察をお

こない，商店街の現状と課題を検証し，地域デザイン

の必要性を学んだ．工場制手工業で栄えた，古き良き

時代の桐生を再現するだけでなく，再設計するための

基盤となる提案が必要であると定義した．

　8月以降，中小企業庁「にぎわい補助金」事業参画

決定後，学生は，市街地の現地視察，個人商店・小

規模小売経営者とのコミュニケーションを繰り返し

おこない，桐生商工会議所と赤池氏の意向，地域社

会のコミュニケーションを理解し，商店街の活性化

を，地域住民のにぎわいと解釈し，企画制作に取り組

んだ．「桐生商店街をテーマとした学生作品の展示」

は，「アーティストによる公開制作」と，桐生市の矢

野新館で2月に同時開催することが決定した．現代美

術アーティストとして活躍する Nicolas Buffe（ニコ

ラ・ビュフ）氏が，桐生市をテーマに公開制作をおこ

ない，同会場で「桐生大学短期大学部アート・デザイ

ン学科2年生有志12人展」をおこなった．学生は，現

地視察をおこない，各自が展示作品のテーマを模索し

た．四季が造り出す物体の劣化や儚いもの，質素なも

の，空虚なものの中にある美しさや趣，情緒と豊かさ

などをテーマとした，計16点を制作し発表した．「老

舗紹介ビデオ制作」は，初めての取材経験に困惑しな

がら試行錯誤を繰り返し，簡潔な質問シートを作成す

ることで，円滑な取材をおこなった．各商店街から8
店舗の映像を制作し公開した．

　制作発表した企画は，桐生商工会議所と赤池氏の協

力を得ることで，地域コミュニケーションの一助と

なった．特に高齢者を対象とした，にぎわいをデザイ

ンすることで，商店街から評価を得た．

利用者の快適さを促進し，美術館の活性化に繋げるた

め学生達が行なったこれらの様々な提案には，個性的

な美術館に否応なく触発された彼等の真摯な眼差し

と，瑞々しい感性が随所に反映されている．

2 ）桐生市商店街での「フィールドワーク」

平成 26 年度

概　要

　桐生市は，西の西陣と並び東の桐生と称され，日本

を代表する絹織物の産地として知られ，旧市街地に

は，商家や鋸屋根織物工場など，数多くの歴史的建造

物や文化財が残されている．しかしながら，現在では

市街地の空洞化，人口減少など深刻な課題を抱えてお

り，伝統的建造物を利用した旧市街地の活性化が図ら

れている．

　鋸屋根工場など歴史的建造物を再利用し，桐生市を

活性化する活動をしている赤池氏（東京芸術大学講

師）から，桐生中央商店街に位置する廃墟ビルを利用

した企画立案の提案を受け，アート・デザイン学科の

教員と学生は，桐生の商店街活性化を目的に，平成25
年から有志でボランティア活動をおこなっていた．そ

の活動を引き継ぎ，プロジェクトを開始する，目標

は，アート・デザインの力で商店街活性化とまちづく

りの提案であった．履修学生は12名．授業は4月に開

講し，前提講義と机上調査，6月以降は現地視察を多

数おこない，問題定義と解決策を検討した．8月に桐

生商工会議所より，中小企業庁の「にぎわい補助金」

事業について赤池氏を通し提案があり，検討のうえ参

画を決定した．学生は助成金で「アーティストによる

公開制作」，「桐生商店街をテーマとした学生作品の展

示」，「老舗紹介ビデオ制作」を企画・制作し，2月以

降，学生が提案・制作した成果を，地域に向けて発表

図15　メニュー

図16　現地調査
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の連携事業事例の説明を受けた．5月以降は机上調査

で地域貢献の事例，町おこしグッツの製品研究を経

て，グループ毎の制作に取り組んだ．

　学生が制作した作品は，同機関が貨物輸送による運

搬の時代から，現在の観光客輸送に変化した経緯の中

で，時代に影響されず変貌しない，地域に深く根付い

た特徴を主題とすることで高い評価を得た．主題と表

現要素を積極的に融合させ，新たに進展するためのビ

ジョンを提案した．

授業の経過と提案

　学生は，前提講義と机上調査をおこなうことで，地

域鉄道事業の役目である社会インフラの仕組みを理解

し，同機関の歴史から地域鉄道を取り巻く少子高齢化

やモータリゼーションによる課題を把握し，地域の将

来にどのような輸送サービスが必要不可欠なのかを検

証した．自然環境と歴史的建造物の魅力，地域住民と

同機関の取り組みによる魅力を，国内アートイベント

による地域貢献事例のリサーチ結果と照合し，2つの

目標「わたらせ渓谷鐵道のブランド力向上」，「豊かな

自然の啓蒙と地域振興」を定め，制作をおこなった．

　制作は，二つのプループに分かれておこなった．グ

ラフィックデザイン分野を専攻する学生グループは，

同機関のブランド力向上を，観光客の満足度向上と

し，グッツデザインやパッケージデザインを中心に制

作をおこなった．弁当箱デザイン，おにぎりケース，

ジュースパッケージ，お菓子，絆創膏，記念切手，

ブックジャケット，ティッシュケース，リュックサッ

ク，バックなど，わ鐵のわっしーや名所をモチーフと

したデザインは，商品化には至らなかったが，わたら

せ渓谷鐵道の特徴を活かした，視認性の高い多様な商

3 ）わたらせ渓谷鐵道での「フィールドワーク」

平成 25 年度

概　要

　わたらせ渓谷鐵道（株）は群馬県桐生駅から栃木県

間藤駅まで，わたらせ渓谷沿いの17駅をトロッコ列車

で繋ぐ第三セクターのローカル線として知られ，水沼

温泉や足尾銅山などの名所があり，沿線38施設が国の

登録有形文化財に指定されている．各種観光雑誌に掲

載されるほか，ドラマの舞台としても有名である．

また，「わ鐵のわっしー」の愛称で知られる同機関の

キャラクターは，安全パトロール隊長として親しまれ

ている．履修学生は8名．目標は，同機関の特徴を活

かし，機関の認知度向上，豊かな自然の啓蒙と地域振

興であった．授業は4月に開講し，社長による前提講

義で，事業内容，特色，季節毎のイベント，他大学と

図17　展示作品

図18　アニメーション 図19　アニメーション2
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ワーク」を履修した学生たちは，協力を得た機関の担

当者やマネジャー（経営者），担当教員と，実現可能

な夢を共有しながら学んだ．学生にとって，このよう

な他分野の人々との「夢の共有」は，学舎でおこなう

授業では得ることができない経験であり，学ぶ起点を

認識させ，学ぶ意義を明確にさせた．3年間の「フィー

ルドワーク」の実践によって，教育を発端とした地域

での「夢の共有」が，これからの社会にとって重要で

あることも見えてきた．この「夢の共有」というキー

ワードをもつ授業の仕組みが確立できてきたことは，

アート・デザイン学科にとっても，意義ある成果であ

る．

　第一次大戦後，ドイツのワイマールで設立されたバ

ウハウスは，芸術と建築に関する教育をおこない，14
年間という短い期間の開校ではあったが，現代におい

てもその功績が評価されている総合芸術学校である．

そのバウハウスが得ている評価のひとつは，さまざま

な分野の芸術教育を当時の産業や社会と連動させたこ

とである．そのことだけの力とはいいきれないが，革

新的な製品が開発されたり，新しい芸術表現が世に生

まれたりした．

　アート・デザイン学科の「フィールドワーク」も，

授業としての社会におけるプロジェクトの継続によっ

て，バウハウスのように，今後の社会に対する，より

有益な創造ができるのではないか．また，社会から見

た「フィールドワーク」が，授業ではなく，教育を起

点とした「芸術運動」として捉えられるようになって

くると，我が国の地方創生や新興国での開発メソッド

などにも結びついていく．そうなると，社会でよりた

くさんの人々が夢を共有でき，よりたくさんの笑顔が

生まれてくるだろう．アート・デザイン学科もこのよ

うな夢を抱き，より良い専門教育に取り組んでいくの

である．
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品展開を提案した．イラストレーション・絵画分野を

専攻する学生グループは，プロモーションアニメ制作

を，カラー粘土で造形したキャラクターと，アクリル

絵の具で着彩した背景による，コマ取りアニメーショ

ンで，豊かな自然の啓蒙と地域振興を目標に制作し

た．わ鐵のわっしーの特性を活かし，アートアニメー

ション手法による芸術性の高い気概により作成された

作品は，11月に「第1回 GUNMA マンガ・アニメフェ

スタ」でアニメーション部門特別賞を受賞し，メディ

ア掲載されるなど，機関から高い評価を得ると共に目

標を達成した．

Ⅴ　おわりに

　北関東で数少ない芸術領域の専門教育をおこなう

アート・デザイン学科は，今日の社会で何が求められ

ており，社会に向けて何ができるのだろうか．このよ

うな問いかけに，芸術領域の力で多くの人々を勇気づ

け，笑顔にすることこそ，アート・デザイン学科の使

命であると答えられよう．

　学生が社会に関わりながら学ぶという，芸術領域の

総合的な専門教育を目標とした「フィールドワーク」

を立ち上げて3年が過ぎ，学生，機関，担当者，患者

や消費者などの各機関に関わる方々，地域社会，それ

ぞれにとって上述した成果があったことは，よろこば

しいことである．しかしその一方で，大事に至らな

かったが予期せぬさまざまな問題も発生した．このこ

とは指導教員の授業運営に対する能力ではなく，プロ

ジェクトに対する監理能力に関わるところであった．

各指導教員の，より一層の社会における研究・制作活

動が推奨されるところである．

　東邦病院で上毛かるたを題材にした取り組みは，や

がて群馬県へ，加栄レースや朝倉染布の製品は日本全

国の人の手に届き，コスモでの取り組みでは製品が世

界へ広がっていく可能性を秘めている．「フィールド

図20　ブックジャケット


