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研究目的  

静岡県は、プラモデルの出荷額が日本一であり、「ホビーのまち」として知られている。

また、毎年 5 月には、「静岡ホビーショー」というイベントが開催され、国内外を問わず、

幅広い年齢の人が訪れ、盛り上がりを見せている。58 回目の開催となる 2019 年には、「小・

中・高校生招待日」が設けられ、来場した子どもにプラモデルが無料で配布されたり、子

どもを中心に、ものづくりの楽しさを広げる新たな取り組みが行われたりしており、注目

されている 1）。筆者は当初、ホビーショーに対して、大人の男性向けであるイメージが強

くあったが、実際に参加したことで、子どもや女性も興味を持てる製品やデザインが豊富

にあることを知った。静岡市が「ホビーのまち」として、さらに発展するためには、性別

や年齢に関わらず、より多くの人がモノづくりを体験し、関心を高めていく必要があるだ

ろう。「静岡ホビーショー」で様々な模型や玩具を見る中で、学校教育の新しい教材として、

特にタミヤのスイーツデコレーションシリーズ（以下、スーツデコ）の展開に見られる素

材や用具等を活用したいと考えた。  

スイーツデコに目を付けた理由や動機は、筆者自身がスイーツを見たり、食べたりする

ことが好きであるためである。スイーツは、主に誕生日やクリスマスなどの行事の際に食

卓に並ぶため、特別感があり、子ども達の楽しみの一つであるといえるだろう。ケーキ屋

などで大量のスイーツを見た際には、内側には何が隠されているのか、どのような味がす

るのかなど、見た目から想像を膨らませて、楽しむことができる。また、色や形など種類

が豊富にあり、見ているだけでも幸せな気持ちになる。美術教育において、本物そっくり

なスイーツを作ることで、スイーツのもつ、造形的な美しさを理解することができ、生活

の中にある色や形に興味を持つきっかけになるだろう。スイーツデコを教材として活用す

ることを通して、スイーツのもつ魅力や食文化も探っていきたい。  

スイーツデコは、軽量粘土と専用の型、着色剤を使用し、手順通りに作業することで、

誰でも簡単に本物そっくりなスイーツを作れるところが魅力である。子どもの中には、図

画工作や美術の時間に「何からやればいいのかがわからない」、「自分は、うまくできない」

という苦手意識を抱いている人がいるだろう。与えられたテーマに対して、自由に想像し

てつくることは難しく、子どもがつまずく原因の一つである。そこで、スイーツデコを教

材として活用することで、「何をやればいいのか分からない」という子どもの悩みを解消し、

ものづくりに対する苦手意識を無くす、きっかけになることを期待している。また、スイ

ーツデコは、手順通りにやれば、失敗する可能性が低いため、図画工作の指導に対して不
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安を抱いている小学校の教員にも扱いやすい教材であると考えられる。基礎さえ身につけ

れば、誰でも簡単に内容を発展させることが出来るため、授業の質の向上にもつながるだ

ろう。和菓子のような日本の食文化にもつなげていくことも考えられよう。  

粘土は、表現領域の造形遊びとして、既存の教材でも多く扱われている。油粘土や土粘

土、紙粘土など種類も豊富にあり、学年や目的に合わせて使い分けられている。「粘土」と

「スイーツ」という子どもにとって身近な素材を使用し、教員が手順を示していくことで、

子ども達は、楽しみながら制作することが出来るだろう。スイーツデコは、配色を変えた

り、形を組み合わせたりすることで新しい発想を得ることができ、オリジナル性が強まる

ため、教材としての可能性を秘めている。スイーツデコという共通の教材を基に、目的や

題材を変えることで様々な学年に対応できる授業を構想し、実践していく。  

本研究ではスイーツデコの教材的価値を明らかにし、スイーツデコを題材化しつつ、和

菓子作りの応用までも視野に入れ、発達段階や学年ごとのカリキュラムの提案と実践を試

み、その成果と課題を明らかにしていく。  
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《章立て》  

 

研究目的 

 

第１章 スイーツデコとは 

（1）スイーツデコとは  

（2）スイーツの魅力とその歴史  

（3）食品サンプルとの比較  

 

第２章 スイーツデコの教材的価値  

（1）地域教材の活用意義  

 （2）図画工作を指導する教員の課題  

 （3）「粘土」を題材とした表現活動の実践例  

 （4）「食品」という身近な題材  

 

第３章 和菓子の教材的価値  

 （1）和菓子とは  

 （2）和菓子の魅力  

 （3）和菓子の教材化  

 

第４章 スイーツデコの教材開発  

 （1）タミヤスイーツデコレーションとは  

（2）スイーツデコ作家  

（3）授業実践  

1）クッキーとアイスを作ろう！  

2）オリジナルパフェを作ろう！  

3）和菓子を作ろう！   

 

第５章 新しいカリキュラムの提案  

 （1）小学校図工 1・2 年対象  

 （2）小学校図工 3・4 中年対象  

（3）小学校図工 5・6 年対象  

（4）中学校美術 1 年対象  

（5）中学校美術 2 年対象  

（6）スイーツデコレーションを活用したカリキュラム  

 

成果と課題 
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図１  タミヤのデコレーションシリーズ

を使ったスイーツデコレーションの

製作体験会の見本  

第 1 章 スイーツデコとは 

 

本章では、スイーツデコの歴史や、「スイーツ」について焦点が当てられた経緯について

考察していく。実際に、スイーツデコを作っている人の作品を取り上げ、アレンジ方法や

活用法について理解を深める。  

 

（1）スイーツデコとは   

スイーツデコとは「スイーツデコレーション」の略であり、「フェイクスイーツ」とも呼

ばれている。主にシリコーンや樹脂粘土などの素材を使って、本物そっくりのスイーツを

作るハンドメイドホビーの 1 つである。中でも、タミヤでは、スイーツデコ用の材料（タ

ミヤデコレーションシリーズ）販売やワークショップの実施、制作レシピの掲載などを行

っており、元来のプラモデル事業とは異なる新たな試みを行っている。また、スイーツデ

コ作家と呼ばれる人々が注目されており、自身が作った作品をブログや YouTube などで紹

介している 2）。最近では、スイーツデコに関する書籍が発売されたり、100 円ショップで、

アイスのコーンやパフェの器、チョコスプレーなど、スイーツデコレーション用の材料が

売られたりと、誰でも手軽にスイーツデコを体験できるようになった。  

筆者は、スイーツデコが流行した理由の一つに、2000 年前後にギャルにより、流行した

「デコる」という文化が原因しているのではないかと考えた。当時は、ラインストーンを

ケータイや手鏡、爪などに貼り付け、オリジナリティを出していた。その後、デコる素材

は、レースやリボン、バラやホイップクリーム、スイーツのパーツなど多岐にわたるよう

になった。自分でデザインを考えてパーツを貼り付け、自分好みの見た目に変身させるこ

とに喜びを感じていたのだろう。自分自身や自分の持ち物をよりかわいくするために、試

行錯誤をした結果、パーツを盛りつけると

いう発想に至ったと考えられる。現在でも

スイーツデコで作ったクッキーやケーキな

どのパーツを手鏡に盛り付けたり、ツリー

やリースを作ったりと、当時の文化がレベ

ルアップして受け継がれているように考え

られる。  

本物そっくりに食べ物を作るものとし

ては、食品サンプルが有名である。お店の

ショーケースで誰もが一度は目にしたこと

があるだろう。では、なぜスイーツデコで

は、「スイーツ」に焦点が当てられたのだろ

うか。その経緯についてスイーツの特徴を

述べながら説明していく。  
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図３  アイスクリームと果物のケーキ  

図２  洋菓子  

（2）スイーツの魅力とその歴史 

「スイーツ」とは、英語の「 sweets」即ち「甘いもの」が語源となっており、以前は砂

糖菓子を中心に使用されていた。しかし、現代では甘いもの全般を示す表現として使われ

ている。類似する表現に「デザート」や「ドルチェ」があるが、ここでは市販の菓子や洋

菓子、和菓子のように砂糖を使った菓子をすべてスイーツと定義する。スイーツには、特

別感があり、食べた人を幸せな気持ちにさせる力がある。また、色や形など、造形的にも

美しく、見ていて飽きない。スイーツが持つこれらの魅力は、中世ヨーロッパの歴史とも

深く関係している。  

中世ヨーロッパの貴族は、料理の見た目を重視して

いた。飾り付けられたテーブルや華やかに盛り付けら

れたメインディッシュに見劣りしないよう、スイーツ

には造形的な美しさが求められていたと考えられる。

また、当時のスイーツに使用されている材料は貴重で

あり、裕福な人（王族や貴族）しかスイーツを食べる

ことはできなかった。スイーツの持つ美しさは、屋敷

に招かれた一流のパティシエが、主人や婦人を満足さ

せるために試行錯誤した結果であるとも考えられる。

スイーツの歴史は長く、時代と共に形を変え、進化し

続けている。進化する技術や材料に合わせてパティシ

エたちは、伝統的なデザートを現代風に解釈したり、

新しい技術を取り入れたりして革新的なデザートを編

み出している 3）。  

最近では、コンビニスイーツも進化を遂げており、

有名スイーツ店やパティシエが監修したものが数百円

で食べられるようになった。昔と比べるとスイーツが

身近になり、気軽に食べられるもの

になったといえよう。しかし、スイ

ーツは、糖分を多く含むため、肥満

や糖尿病などを引き起こす原因にな

る。スイーツに「特別」という認識

が加わった背景には、生活様式の変

化や健康意識の向上などが反映され

ているのかもしれない。  

スイーツは、選んでいる時も、食

べている時も私たちに幸せをもたら

してくれる。自分が頑張った時にご

褒美として買うスイーツも、誕生日

やクリスマスなどのイベントで買う
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図４  デザートの食品サンプル  

スイーツも、小腹が空いたときに気軽に食べるスイーツも、全てのスイーツが我々の暮ら

しを豊かにしている。スイーツの魅力は、味や形、特別感などにあるのではないだろうか。

また、季節ごとに、旬なものを取り入れたり、形や装飾を変えたり、飽きることが無い。

スイーツは常に進化しており、その色や形とともに食べる人を楽しませている。  

 

（3）食品サンプルとの比較  

食べ物を似せて作るという面においてはスイーツデコも食品サンプルも同じであり、「フ

ェイクフード」すなわち「偽物の食べ物」の一種である。では、スイーツデコと食品サン

プルの違いは何だろうか。大きな違いは材料とサイズである。先ほども述べた様に、スイ

ーツデコの材料はシリコーンや樹脂粘土である。一方で、食品サンプルの材料は、蝋や樹

脂である。元々、食品サンプルは、蝋を基に作られていたが、蝋製の食品サンプルは熱に

弱いため、直射日光の当たる場所で溶けてしまうという欠点があった。そこで、近年では

耐久性が強い樹脂が主流になっている 4）。また、食品サンプルは、本物と同じ大きさ作る

ことが求められる。主に飲食店に置いてあり、客が注文前に、その店のメニューを参考に

する際に見るものであるため、大きさはもちろん、色や具材なども忠実に再現する必要が

ある。  

また、語の意味から両者の違いを考えると、「スイーツデコ」はスイーツを装飾するとい

う意味であり、「食品サンプル」とは、食品の見本という意味である。スイーツデコはケー

キやドーナッツなどの土台にソース

や具材などを自由に盛りつけ華やか

に装飾するイメージだが、食品サン

プルは対象となる食べ物を忠実に再

現するイメージがある。しかし、食

品サンプルであっても、スイーツ（ケ

ーキ屋ドーナッツなど）に具材を盛

りつけ、様々なアレンジを加えた場

合、それは、スイーツデコと呼んで

も間違いではない。両者が完全に違

うものであるとは言い切れず、共通

点を持っていると考えたほう自然で

ある。  

また、食品サンプルの歴史は長く、大正末期から昭和初期に発明されたと言われている。

現代の食品サンプルほど出来が良いものではなかったが、試行錯誤を重ねることで技術を

高め、日本独自の文化として成長した 5）。スイーツデコの原点には、食品サンプルが関係

しており、より手軽で、より簡単に各家庭でできるものとして、粘土が主流のスイーツデ

コが生まれたのではないだろうか。  
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第２章 スイーツデコの教材的価値 

 

本章では、地域教材や身近な題材を活用することの重要さについて触れつつ、「スイーツ

デコ」の教材的価値について探っていく。また、教員が抱える課題を基に、スイーツデコ

を教材として使用することのメリットについてまとめていく。「誰でも作りやすい」という

観点で、スイーツデコの魅力について確認していきたい。  

 

（1）地域教材活用の意義  

静岡県は、プラモデルの出荷額が日本一であり、「ホビーのまち」として知られている。

静岡の模型の歴史は、戦前の木製模型時代から遡れば、半世紀以上の歴史があり、今なお

発展し続けている。地域教材を活用することは、長い歴史を持つ静岡の魅力を再発見する

ことにつながると言えよう 6）。また、静岡県が「ホビーのまち」として、さらに発展する

ためには、性別や年齢に関わらず、より多くの人がものづくりを体験する必要がある。  

小学校や中学校の授業において地域教材を扱うことで、子どもが、静岡県ならではの「模

型」や「ホビー」について知るきっかけになるだろう。地域教材に対して興味や関心をも

ち、文化や歴史を継承していくことを期待している。また、地域教材を活用した場合、学

校と企業の距離が近いため、情報共有が行いやすく、教材としての価値を高めていくこと

が出来る。静岡ホビースクエアでは、スイーツデコのワークショップを実施しており、誰

でも簡単に、参加することができる。スイーツデコに関する知識や技術が無い教員でも、

実際にワークショップに参加することで指導上の要点を学ぶことが出来るのである。また、

学校と企業が連携することで、学校は、授業内容や指導の質が向上することが期待でき、

企業は、子どもをターゲットにした新しい商品の開発が期待できる。  

 筆者は、地域の文化や歴史を継承するためには、これからの未来を担う若者に興味や関

心を持たせることが重要であると考えているため、学校教材として扱うことに可能性を感

じている。  

 

（2）図画工作を指導する教員の課題 

中学校や高等学校では、教科ごとに指導する教員が決まっているため、美術に特化した

教員が全学年の美術指導を行っている。一方で、小学校では、全教科を担任が受け持って

おり、国語や算数と同じように、図画工作の指導が行われている。図画工作は、専門的な

知識や技術が無い教員にとって指導が難しく、苦手意識に繋がりやすい教科である。  

降籏考（2011）のアンケートによると、教員免許状更新講習｟「小学校  図画工作教育

について」｠を受講した教員の中で、図画工作に対して少なからず教えにくさを感じてい

る教員は、全体の 63.5％であったと示されている 7）。この結果から、約半数以上の教員が、

図画工作の指導に対して苦手意識を持ったまま指導を行っていることが分かる。これは、

受講している児童にも図画工作に対する苦手意識を抱かせる危険性が高く、直ちに解決す

べき課題であると考えられる。  



8 

 

筆者は、図画工作の教えにくさについて以下のような原因があると考えた。  

 

・絵が上手く描けない。  

・指導の仕方が分からない。  

・指導できるほどの知識や技能を有していない。  

・題材の選び方分からない。  

・評価の仕方が分からない。  

  

これらの原因を基に、スイーツデコを授業で取り入れることを提案したい。スイーツデ

コは、専用の型や着色剤を使用するため、失敗する可能性が低い教材である。また、手順

が明確であり、スイーツという身近な題材であるため、図画工作に関して専門的な知識が

無い教員でも実践が可能である。  

図画工作は実技科目であるため、作品の完成度を重視しがちである。しかし、人によっ

て能力が異なるため、作品の完成度だけではなく、制作の過程も重視し、価値づけていく

ことが大切である。そこで、スイーツデコを使用した授業例を提示し、内容とねらいを明

確にする。また、学年ごとにカリキュラム化し、図画工作の指導に対して不安や悩みを抱

える教員の参考になる授業を示していく。  

 

（3）「粘土」を題材とした表現活動の実践例 

 「粘土」は表現領域において重要な役割を担っており、想像しているものを立体に表現

することで子どもの資質、能力を育成することにつながる。文部科学省の掲げる小学校学

習指導要領において、粘土は造形遊びとして位置づけられている 8）。低学年では、主に油

粘土を使い、「理想の街」や「自分の好物」を作るなど、身近な題材を基に授業を展開して

いる。油粘土は鑑賞後、作品を壊し、成形前の状態に戻すため、粘土の感覚に慣れ、身体

や道具の使い方を学ぶ必要がある低学年に適している材料である。また、中学年から高学

年にかけては、主に紙粘土を使うようになり、作品に着色を施す作業が追加される。作品

の規模も大きくなり、低学年での学びを活かして制作に励む必要がある。  

また、中学校では、一部の学校で陶芸用の粘土を使用した授業が行われている。これは、

文部科学省が掲げる中学校学習指導要領の「伝える、使うなどの目的や機能を考え、デザ

インや工芸などに表現する」という箇所に該当している 9）。日常で使用できるもの（皿、

コップなど）の制作は生徒の暮らしを豊かにし、興味・関心を高めるきっかけになること

が期待できる。他にも、紙粘土や樹脂粘土などを使用し、自分を表したり、モチーフを見

ながら本物そっくりに表現したりする授業が行われている。  

小学校から中学校にかけて、同じ「粘土」という素材が使用されているが、発達段階に

合わせて粘土の種類は異なっている。また、学年が上がるにつれ題材の難易度も高くなり、

作業工程が増える。スイーツデコも発達段階に合わせた内容を行うことで教材としての可

能性を秘めていると考えられる。既存の授業でも、粘土で食品を作るという授業は多くあ

る。以下に示してある表が、食品を題材とした粘土の授業実践例についてである。  
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表 1 食品を題材とした粘土の授業実践例  

授業名（実施校）  対象学年  粘土の種類  授業の概要  

ごちそうパーティーをはじめ

よう！ 10）  

（四万十市立東山小学校）  

小学校  

1 年生  

油粘土  テーマ：パーティー  

好きな料理やデザート、食べてみ

たい料理などを粘土で作り紙皿や

カップに盛り付ける。その際、粘

土を丸めたり、つまんだり、伸ば

したりしながら、身体や指先を使

って自分の作るごちそうを工夫す

る。  

ねんどで本物そっくりのお弁

当を作ろう！ 11）  

（茎崎学園  つくば市立茎崎

第二小学校）  

小学校  

2 年生  

油粘土  テーマ：「～な  おべんとう」  

粘土の箱をお弁当箱に見立てて、

好きなお弁当の具材を作り、盛り

付ける。また、鑑賞を行い、自分

のお弁当と比較したり、友人のお

弁当の良さを見つけたりする。  

ふるさと再発見！地域の創作

和菓子をつくろう 12）  

（秋田県大仙市立西仙北中学

校）  

中学校  

2 年生  

軽量粘土  

樹脂粘土  

レジン  

（ 人 に よ っ

て異なる）  

和菓子カードや職人の動画を鑑賞

することで、和菓子に関する知識

を身につける。また、自分の作り

たい和菓子をスケッチし、多様な

材料や技を使いながら和菓子の制

作を行う。  

和菓子で表そう和の心 1 3）  

（東広島市立高屋中学校）  

中学校  

3 年生  

樹脂粘土  和菓子の鑑賞をし、和菓子に対す

るイメージを膨らませる。また、

オリジナル和菓子の構想を練り、

ワークシートを基に制作を行う。

最後に鑑賞をし、友人の作品の良

さを見つける。  

 

 以上の食品を題材とした実践からも、身体や指先を使って作りたいごちそうを形にした

り、友人の作品の良さを見つけたりできることがわかる。また、和菓子に関する知識を身

につけ、オリジナルの和菓子を作るための構想を練ることが出来るようになるといったよ

さが見受けられる。  

 

（4）「食品」という身近な題材  

 「食品」は児童・生徒にとって身近なものであり、普段から目にすることが多い。普段、

何気なく見たり食べたりしているものが、造形的な要素を多く含んでいるという事実を知

ることで、食品に対して興味を持つきっかけになり、暮らしをより豊かにすることが期待
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される。また、平成 29 年・30 年改訂の学習指導要領をめぐり、大泉義一は、「『社会に開

かれた教育課程』の観点から、子供たちの学習活動と実生活とを結び付ける体験をマネジ

メントすることにより、学習の効力感を味わわせることが必要なのである」14）と述べてい

る。教師自身が子どもの学びを捉え直し、図工・美術科のもつ材料や用具に関わる学習を

地域の材料、さらに日常での体験と関連づけて題材をより広げていくことも必要であろう。 

小学校や中学校で行われている食品を題材にした授業の中では、野菜や果物を用いた実

践が多く見られる。野菜や果物は、どの家庭にもあり、常温保存が可能であるため、モチ

ーフとして扱いやすい。また、簡単に加工ができるため、切ったり皮をむいたりすること

で、様々な姿を楽しむことができる。表面だけでは分からないことも多いが、加工を加え

ることで、種や筋があったり、断面が層になっていたりすることに気が付くことが出来る。

また、細かいことだが、全ての種類が豊富にあり、色や形、大きさ、質感、匂いなど全て

が個体ごとに異なるため、鑑賞においても深い学びにつながる。  
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第３章 和菓子の教材的価値 

 

本章では、日本独自の文化である和菓子を取り上げ、その歴史と魅力を探っていく。ま

た、学習指導要領を基に、中学校で和菓子を教材化する意義について述べる。  

 

（1）和菓子とは 

和菓子とは、日本で生まれた日本特有の文化であり、時代とともに形を変えて受け継が

れてきた。和菓子が現在の形になるまでには、多くの変遷があり、その始まりは、果物や

木の実であったといわれている。その後、人の手が加わった餅や団子へと発展を遂げ、加

工食品や保存食品としての菓子の原型となった。さらに、中国やヨーロッパの影響を受け、

新たな調理法（油で揚げる、オーブンのような上下から加熱する釜）を習得し、日本独自

の嗜好品として和菓子が完成した 15）。  

和菓子は、イベントとも大きく関わっており、花見の時に食べる 3 色団子や、端午の節

句に食べる柏餅、十五夜に食べる月見団子など季節に合わせて色や形を変え、イベントを

盛り上げている。主な材料は、米や小麦などの粉類と、小豆や手亡などの豆類、上白糖や

グラニュー糖などの砂糖類であり、製造方法は粉や粒の大きさによって細かく分けられる。 

また、和菓子は水分量や製法、形など、分類する方法により種類が異なるため、種類も豊

富である 16）。和菓子のデザインや名前には「源氏物

語」や「古今和歌集」などの古典文学や、四季の移

ろいなどの自然が巧みに取り入れられており、その

菓子の意匠や菓銘も楽しむことが出来る 17）。  

日本特有の「四季」を活かした、美しい見た目や、

繊細で上品な味を表現するのは職人の技であり、先

代から受け継がれてきた知恵や技術があってこそ、

再現できるのである。和菓子は、日本の歴史や文化、

伝統が凝縮されており、日本を代表する食べ物の 1

つであると言えよう。和菓子は本来、日常生活にお

いて食べなくてもよいものである。しかし、和菓子

が持つ見た目の美しさや、繊細で上品な味が、暮ら

しを豊かにし、幸せをもたらしてくれるのである。  

 

（2）和菓子の魅力 

和菓子の魅力とは、食べる人の五感を満たすところである。和菓子は、美しい姿かたち

を眼で楽しみ（視覚）、舌で味わう（味覚）のはもちろん、優雅な菓銘の響きを耳（聴覚）

で、ほのかな香りを鼻（嗅覚）で楽しみ、黒文字を使った時の感触や舌触り（触覚）を感

じることができる 18）。また、四季折々の情景を映した美しい上菓子は圧倒的な数を誇り、

食べる人を飽きさせない。一年を通して楽しむことができ、日本特有の気候（四季）や歴

図５  美しい見た目や繊細で上

品な味を追求する和菓子  
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史、文化を反映させる奥深さもまた、和菓子の魅力であると言えよう。  

また、和菓子は、洋菓子と比べると低カロリーであり、栄養が豊富である。和菓子に欠

かせないあんの原料となる小豆は、9 種類の必須アミノ酸やビタミン B1、B2 など多くの

栄養素を含んでおり、おやつとしても、食後のデザートとしても気軽に食べることが出来

る。健康に気遣っている人も食べやすく、贈り

物としても最適である。  

和菓子は日本文化を具象化したものであり、

季節の訪れを感じさせ、旬の食材を味わうきっ

かけになる。また、最近ではクリスマスにちな

んだ、サンタさんやクリスマスツリーの和菓子、

キャラクターとコラボした和菓子などが販売さ

れている。古代から受け継がれてきた技術や歴

史を基に、和菓子は時代に合わせて進化を遂げ

ている。和菓子はこれからも我々の暮らしを豊

かにし、楽しませてくれると言えよう。  

 

（3）和菓子の教材化 

 スイーツデコでは元来、洋菓子を中心に作られてきた。しかし、色や形にこだわりなが

らスイーツを作るという点において、和菓子も洋菓子と同じように、スイーツデコを活用

した新しい教材の可能性を秘めている。和菓子は造形的に美しく、日本特有の四季や自然

を取り入れて作られているため、和菓子を学ぶことは、日本の伝統や文化を学ぶことにも

つながると言えよう。  

文部科学省が掲げる中学校学習指導要領では、教科の目標（2）の「美術や美術文化に

対する見方や感じ方を深める」という部分について、「グローバル化が進む中，これからの

国際社会で活躍する日本人を育成するためには，我が国や郷土の伝統や文化を受け  止め，

そのよさを継承・発展させるための教育」に関してより一層充実する必要があると書かれ

ている 19）。和菓子を教材化することで、日本独自の文化を知るきっかけになり、生活がよ

り豊かになることが期待される。また、和菓子は季節に合わせたモチーフ（植物、果物、

生き物、風景など）を選ぶ必要があるため、四季や、自然物など、「日本らしさ」を意識し

ながらアイデアを考えることが出来るところが教材として魅力的である。  

現在、スイーツ（洋菓子も含む）の種類は多く、団子やおはぎのような低価格で手に入

りやすい和菓子を食べる機会はあっても、本教材で扱う上生菓子は、ほとんど食べたこと

が無いだろう。味はもちろん、和菓子（上生菓子）に込められた作り手の想いや、受け継

がれてきた技術や文化を途絶えさせることなく、今後も継承・発展させていくためには教

材として扱うことが望ましい。また、和菓子は地域文化とも深く関わっており、その土地

特有の和菓子も数多く存在する。和菓子を教材として扱う際には、和菓子店と連携したり、

知識や情報を提供してもらったりすることで深い学びへとつながることが期待される。  

 

図６  季節の景物が表現される和菓子  
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図７  タミヤスイーツデコレーション  

第４章 スイーツデコの教材開発 

 

本章では、実際にスイーツデコを教材とした授業を考案し、実践していく。最終目的が

「スイーツデコ」を活用したカリキュラムを作ることであるため、年齢に合わせた題材が

提案できるよう、追究していく。また、スイーツデコの講座や授業実践を基に、そこで得

た課題や成果についても述べていく。  

 

（1）タミヤスイーツデコレーションとは 

タミヤスイーツデコレーションとは、タミヤが発売している、誰でも簡単に本物そっく

りなスイーツが作れる素材である。（図７）粘土や着色剤、飾り付け、器などが揃っており、

アレンジ方法も数多くある。これらは元々、プラモデルの塗装や汚しに使用されてきた素

材を、スイーツデコ用に改良したもので、プラモデル業界を牽引してきたタミヤならでは

の商品であると言えよう。また、スイーツの作り方がサイト上に提示されているため、材

料さえ集めれば、一通りの質感を表現できるようになり、複数のパーツを組み合わせたり、

好きなものを盛りつけたりすることで、自分好みのスイーツが作れるようになる。粘土と

塗料を練り、型抜きをし、盛り付け

やデコレーションを行うという一連

の流れは、実際のお菓子作り類似し

ており、見た目だけではなく、作る

過程も本物そっくりであるところが

魅力である。また、クッキーやマカ

ロン、チョコレートなどは専用の型

も発売されているため、ものづくり

が苦手な人や、子どもも楽しみなが

ら制作することができる。  

元来、タミヤではプラモデルを中

心に取り扱ってきたが、最近では女

性や子どもをターゲットにした商品

が増えている。タミヤスイーツデコ

レーションをその一つであり、近年、

女性を中心に注目を集めている。  

 

（2）スイーツデコ作家 

スイーツデコ作家とは、スイーツデコで作った作品を、自身のブログや書籍、展覧会等

で紹介している人である。タミヤのホームページにおいても、タミヤデコレーションシリ

ーズを使って、スイーツや小物を作っている関口真優と、きくちけいが取り上げられてお

り、新しいスイーツデコの形を追求している 20）。  
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関口真優は自身のスタジオ（パステルスイーツ 関口真優ス

イーツデコレーションスタジオ）を所有しており、スイーツ

デコを日本だけではなく、海外にも普及している。また、書

籍も数多く発売しており、「関口真優のいちばん親切なミニチ

ュアスイーツの教科書」（図８）では、スイーツデコの初心者

でも作りやすいアイテムを紹介している。最近では、スイー

ツだけにとどまらず、和食や洋食、パンなど制作の幅を広げ

ている。  

きくちけいは、保育士、幼稚園教諭、児童発達支援管理責

任者の資格を所有し、子供たちにもの作りの楽しさを普及し

ている。また、台湾版の書籍を出版しており、海外でも活躍

している。自身の著書である「本物そっくり！ミニチュアス

イーツ＆フード大全」（図９）では、スイーツ・パンから和食・

洋食まで幅広い作品のつくり方を紹介しており、スイーツデ

コの可能性を探っていると言えよう。また、樹脂粘土だけで

はなく、せっけん粘土や本物のお菓子を使った、スイーツモ

チーフの新しい分野の提案を行っている。  

 スイーツデコの材料を全て揃えようとすると、お金がかか

り、手軽さを失ってしまう。これらの書籍には、自分でスイ

ーツデコの材料を作る例（チョコソース：木工用粘土とアク

リル絵の具の茶色を混ぜ合わせるなど）21）や、素材を代用す

る例（クリーム：シリコンシーラントに口金をつけた絞り袋

を装着するなど）22）が掲載してあるため、使う量や場面に合

わせて素材を選択することも可能になる。スイーツデコに関

する知識が無い人でも、スイーツデコ作家の SNS や書籍を参

考にすることで、簡単に実践することができ、今後ますます、

スイーツデコ作家が増えていくことが期待される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８  関口真優の著書  

図９  きくちけいの著書）  

図 10 作家・関口真優のスイーツデコ  図 11 作家・きくちけいのスイーツデコ  
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（3）授業実践 

１）クッキーとアイスを作ろう！  

日時：2020 年 11 月 15 日（日）9：30～12：00 

場所：静岡市南部生涯学習センター  

講義名：クッキーとアイスを作ろう！  

 

①講義の内容  

 講義の前半は、スイーツデコの基本であるクッキーとアイスの制作を行った。道具の説

明や着色の仕方、仕上げ方法などスイーツデコの基本の流れを全体で共有したうえで、時

間が許す限り個人制作を行った。作ったものを日常で使えるように、アイスは裏側に磁石

をつけマグネットにし、クッキーは金具と紐をつけ、ストラップにした。また、個人制作

では、クッキーとアイス以外の型（マカロン、チョコレートなど）も用意し、机間指導を

行いながら、適宜質問に答えた。  

 講義の後半は、次の週に行う「オリジナルパフェを作ろう！」のデザインを考えた。パ

フェの容器が印刷されたワークシートを受講生に配布し、自分が作りたいパフェについて

イメージを固めた。  

 

②受講生の様子  

 受講生の年齢が、小学校低学年から 70 代までと幅広かったこともあるが、作業速度が

それぞれ異なった。特に、型から粘土を外す作業がスムーズにいく人と、てこずる人がお

り、苦戦しているようだった。型から外した際に、表面に凹凸があったり、欠けてしまっ

たりしたため、何度かやり直す様子も見られた。受講生の中には、「なかなか思い通りに行

かなくて、難しい」という人もいたが、試行錯誤しながら取り組み、完成した作品を見て、

達成感を得ているようだった。また、成形や着色の仕方について積極的に質問をする様子

が見られ、こだわりを持って作品をつくっていた。  

受講生の中には、型を使わずに、オリジナルでパンやクッキーを作っている人が見られ

た。また、顔やリボンをつけるなどアレンジを加えながら、作品作りを楽しんでいた。近

くに座っている人の作品を見ながら、互いに褒め合ったり、やり方を教え合ったりしてお

り、自然と会話が生まれていた。  

 パフェのデザインを考える際には、「あれもこれもやりたい」という意欲的な姿が見られ

た。今回の講義で、基本を理解したことで、次にやるパフェづくりに期待を膨らませ、楽

しみにしているようであった。  

 

③成果 

 スイーツデコは基本さえ理解すれば、小学校低学年であっても簡単に作ることが出来る

と知るきっかけになった。また、アレンジの可能性が無限にあるため、様々な技法を組み

合わせていくことで教材として発展させていくことが可能である。一方で、スイーツデコ

はこだわろうと思えばどこまでもこだわることが出来る。限られた時間の中で、作品を完



16 

 

成さするためには、ワークシートを活用することの必要性を感じた。ワークシートを描か

せることにより、次の時間に指導するべき内容や、用意するべき材料などが把握しやすく、

スムーズに授業を進められる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 ワークショップの様子①         図 13 ワークショップの様子②  

 

④課題 

a. 道具について  

 スイーツデコは材料を多く使用するため、塗料をこぼしたり、衣服を汚したりする可能

性が高く、対応が必要になる。また時間が経つと着色剤やソース類が固まってしまい、キ

ャップが開かなかったり、中身が出なかったりする場合がある。また、スイーツデコの材

料（タミヤデコレーションシリーズ）は、種類が豊富にあるため、どこまで揃えるのか検

討する必要がある。また、その際、使用したい色が無い場合の対応についても考える必要

がある。  

 

b. 作業について  

粘土が型からはがれない（原因：はがし液を塗り忘れた場合や型に対して粘土の量が少

ない場合など。）人に対して指導者がどこまで手助けをするのかについて検討する必要があ

る。また、粘土は固まっていないと形が崩れやすく、作業時の力加減が難い。型通りに形

が出来ても、作業をしている間に形が崩れ、やり直しをしたいという人が出てくる可能性

がある。その際の時間配分や、指導に関して考える必要がある。  

 

２）オリジナルパフェを作ろう！  

日時：2020 年 11 月 22 日（日）9：30～12：00 

場所：静岡市南部生涯学習センター  

講義名：オリジナルパフェを作ろう！  

 

①講義の内容  
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 前半は、先週のデザイン案を基に、1 人 1 つパフェの容器を配布し、パフェの制作を行

った。パフェに乗せる具材として、いちご、ブルーベリー、チョコレートなどを書いてい

る人が多かったため、全体で「いちご」のつくり方を共有した。先週のクッキーやアイス

とは異なり、着色剤を多く練り、色を濃くする必要があるため、見本を見せながら実践し

た。また、事前に具材（シリアルやナッツ、チョコスプレーなど）の見本を作っておき、

口頭で説明した。パフェに関しては、作るもの受講生ごとに異なるため、机間指導を行い

ながら、適宜、対応した。  

後半は、先週に続き自由制作を行い、その後、全ての作品を机に並べ、鑑賞を行った。

受講生には時計回りに机を回ってもらい、全員の作品を鑑賞できるようにした。そして、

作品を箱に入れて持ち帰り、全 2 回の講義は終了した。  

 

②受講生の様子  

 先週、スイーツデコの基本を学んでいたため、スムーズに作業を行えていた。また、分

からないところに関しては、パフェのデザイン案を基に、積極的に質問をする姿が見られ

た。先に具材を作り、パフェに盛り付ける際に、「これものせちゃおう」といい、先週作っ

たクッキーやアイスを追加し、楽しみながら制作に励んでいる様子が見られた。また、パ

フェが完成した際には、「おいしそうにできた」と、達成感を得ていた。先週作ったクッキ

ーに、いちごを挟んだり、マカロンの上に生クリームを絞ったりと、先週よりワンランク

上のアレンジをしている人もいた。 2 回の講義を通してスイーツデコのコツをつかみ、表

現の幅を広げている様子が見られた。  

 鑑賞では、他者の作品を見て「かわいい」「これ上手」「この色もいいね」など、率直な

感想を言っていた。また、自分や他の受講生の作品を写真に撮る姿も見られた。作品を家

に持ち帰って使うことを楽しみにしており、自分が作った様々なスイーツに対して愛着を

持っている姿が見られた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 ワークショップの様子①         図 15 ワークショップの様子②  

 

③成果 

 パフェづくりでは、アイスやクッキーを使用するため、前回の内容（スイーツデコの基
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本）を発展させる必要があったが、受講者は柔軟に対応できていた。今回の講義により、

スーツデコにおいて基本を押さえることの重要性と、基本を基に発展させていく可能性を

感じることができた。  

パフェのように容器があると、大きさが揃うため作品に統一感が生まれる。また、盛り

付けられる量に制限があるため、時間内の完成が目指しやすくなる。今回は作品をそのま

ま持ち帰ってもらったが、作品を並べてパフェ専門店のショーケースのように展示しても

面白いだろう。パフェの味（抹茶、モンブラン、チョコ、ベリー）によって色味やトッピ

ング材料が異なるため、個性豊かな作品が作りやすい。鑑賞の可能性を秘めており、簡単

に作りやすい点から小学校の教材としての可能性を感じることが出来た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 第１回目のクッキーとアイス       図 17 第 2 回目のオリジナルパフェ  

 

④課題 

a.道具について  

ホイップクリームは、種類によってキャップ口を変える必要があるため数が多く必要であ

る。また、キャップ口に付着したホイップクリームを綺麗にする際に時間がかかる。  

パフェの容器は 1 人につき 1 つ必要になるためお金がかかりすぎてしまう。プラスチッ

クカップやコップなどで代用する必要がある。その際、カップが大きすぎると材料が多く

必要になったり、時間がかかったりしてしまうため、大きさについて検討する必要がある。  

 

b.作業について  

「オリジナル」の場合、個別指導が必要になる。人数が多い場合、どのように指導して

いくか検討する必要がある。また、粘土は何度もやり直しが可能だが、ソースやホイップ

クリームは一発勝負である。失敗した際の対応や、解決策について考える必要がある。  

 

３）和菓子を作ろう！  

日時：2020 年 12 月 17 日（水）14：25～15：55 

場所：静岡大学教育学部 G001 

講義名：和菓子を作ろう！  
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受講生：教育学部 2 年生（美術教育専修等）  

①講義の内容  

 和菓子を題材にした模擬授業を行った。導入では、日本テレビで 2020 年 8 月に放送さ

れたドラマ「私たちはどうかしている」を扱い、ドラマに出てきた和菓子の写真と、実際

のシーンから和菓子の特徴について（①季節②モチーフ③和菓子に込める思い）考えた。

また、和菓子の特徴を基に、ワークシートを書き、自分の作る和菓子の構想を練った。ワ

ークシートでは、初めに、自分が作る和菓子の季節を四季から 1 つ選ぶ形式にしたため、

次のモチーフ選びがスムーズに進んだ。ワークシートが書き終わったら、和菓子を作るう

えでのポイント（大きさの目安、着色の仕方、道具の使い方など）を説明し、制作を行っ

た。  

 鑑賞は、作った和菓子を載せる用の紙皿を用意し、ワークシートと並べて配置すること

で第三者が見ても分かるようにした。  

 

②受講生の様子  

スマートフォンを使用しながら、自分が選んだ季節に合うモチーフを選んでいた。また、

実際に和菓子についても検索しており、「かわいい」「きれい」など和菓子の魅力を感じて

いた。グループの形で道具や材料を共有しながら行ったため、互いに作品に関する意見を

言い合っていた。また、作業の途中で、他者の作品に対して「いいね」「すごい」などの評

価しており、楽しみながら作業をしていた。今回は、制作時間が 50 分だったこともあり、

受講生は作業に集中しており、自分が選んだモチーフの形や色を表現するのに一生懸命で

あった。事前に用意した粘土ベラや爪楊枝を巧みに使い、細かい模様や形を表現していた。  

 鑑賞の時間では、「みんな違うね」「○○さんらしい」といった声があり、個性豊かな作

品を見て楽しんでいた。また、作品の写真を撮り、出来に満足しているようだった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 和菓子の授業の様子①        図 19 和菓子の授業の様子②  

 

③成果 

季節を 1 つに絞らず、四季でやったことで、モチーフの幅が広がり、鑑賞の時間が充実

した。筆者が、受講生（16 人）の作品を見て最も驚いたことは、同じ作品が 1 つもなかっ
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たことである。「梅」をモチーフに選んだ受講生が 3 人いたが、色や形がそれぞれ異なっ

た。例えば、和菓子に込める思いを「春に移り変わる喜び（季節の変化）」と書いた受講生

は花びらの色を白とピンクにし、「梅の色鮮やかさから春の訪れを感じさせたい」と書いた

受講生は花びらの色をすべてピンクに仕上げたのである。また、 3 人のうちの 1 人は、同

じ「梅」であっても、「青梅（花が咲いた後）」をモチーフに選び、実の状態を表現してい

た。同じモチーフを選んだ場合でも、全く同じ色や形になることはないというところがこ

の題材の面白いところであり、表現と鑑賞の能力を育成することにつながると考えられる。 

また、和菓子を題材にした授業は実際に行われており、本題材のように、紙粘土で和菓

子を作ったり、和菓子のデザインを考え、和菓子職人に形にしてもらったりしている。日

本の伝統文化を学ぶという点において和菓子は題材としての大きな可能性を秘めていると

考えられる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 和菓子づくり              図 21 鑑賞会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 ワークシートと生徒の作品           図 23 生徒の作品  

 

④課題 

a. 道具について  

着色剤（タミヤデコレーションシリーズ）は、主に洋菓子や果物を想定した色であるた
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め、原色のまま使用すると色が鮮やかになりすぎてしまう場合がある。生徒に指導する際

には、適宜、色を混ぜて調節するよう指導する必要がある。  

 また、和菓子作りでは細かい模様や繊細な形を表現するために、粘土ベラや爪楊枝など

の道具が別途必要になる。作るモチーフによって必要な道具が異なる可能性があるため、

対応方法を検討する必要がある。  

 

b. 作業について  

 季節を基にモチーフを選ぶ際、調べ学習が必要になることが予想される。インターネッ

トに頼りすぎてしまい、「オリジナル」ではなくなってしまう可能性があるため、対処が必

要である。  
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図 24 「和菓子を作ろう」の学習指導案  
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図 26 アイス専門店の作品例  

第５章 新しいカリキュラムの提案 

 

本章では、「スイーツデコ」を活用した授業と他の領域と連携させつつ、小学校から中学

校までの新しいカリキュラムを提案していきたい。小学校のカリキュラムは、図画工作に

対して、専門的な知識が無い教員であっても実践しやすい内容になるよう試みる。  

 

（1）小学校図工１・２年対象 

①お菓子を作ろう  

 「カラー粘土の達人」のチョコレートとクッキーを基に、お菓子の型を使用し、スイー

ツデコの基本を学ぶ。着色の仕方や、道具の使い方などを、教員が見本を見せながら共有

することで、粘土の基本を身につける。型を使うことで、誰でも簡単にお菓子を作ること

ができ、図画工作に苦手意識を抱いている児童の不安を和らげることが期待される。作業

に慣れてきたら、作ったパーツを組み合わせたり、ソースなどをトッピングしたりするこ

とで作品に個性を出す。また、型を使わなくてもできそうな人は自由に制作して良いとす

ることで、表現の幅が広がる。  

 小学校 1・2 年生にとってお菓子は身近であり、

想像がしやすい。また、色や形が比較的シンプル

であるため、技術面が無くても表現することが可

能である。色を多く使おうとすると、その分、粘

土に練りこむ際に時間がかかるため、使用する着

色剤を 2 つ（チョコレートとクッキー）に絞るこ

とで、小学校 1・2 年生でも時間にゆとりをもっ

て制作することができる。  

 

 ②お店屋さんごっこをしよう  

 お店屋さんになったつもりで、紙トレイに作ったスイーツを並べる。その際、児童が作

るモチーフ（ドーナッツ、クッキー、アイスなど）を 1 つに絞り、同じ型を基に、商品を

考案させる。同じ型であっても、味（色）やデザイ

ン（トッピング）を変えることで、雰囲気が大きく

変わるため、楽しみながら制作が出来る。型を活用

することで、制作に対して苦手意識を持つ児童や、

イメージが思い浮かばない児童も作業に取り組みや

すくなる。  

また、鑑賞を行い、友人の作品の良さや自分の作

品との違いについて学ぶ。紙トレイにお店の名前や

ロゴを入れるなど、デザイン分野と関連させてもよ

い。  

図 25 「お菓子を作ろう」の作品例  
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（2）小学校図工３・４生対象 

①パフェを作ろう  

スイーツデコの基本である、アイスやクッキー、マカロンなどのつくり方を学んだうえ

で、その発展として本教材を扱う。パフェの写真をいくつか見せたうえで、自分だけのオ

リジナルパフェのイメージを膨らませる。その際、「〇年

〇組パフェ専門店」と称し、クラス全員で 1 つのお店を

作る設定にすることで、実在するパフェに囚われずに、

他者とは異なる自分だけのオリジナルパフェを作ること

ができる。また、お店屋さん形式にすることで、展示し

た際にショーケースのようになり、華やかになる。  

パフェの器（実践で使用したもの）は、1 人 1 つ用意

するとお金がかかりすぎるため、透明なカップ等で代用

する。イベント（母の日、父の日、クリスマスなど）と

関連させて「誰かに贈るパフェ」や「季節限定のパフェ」

など焦点を絞ってもよい。  

 

②クリスマスのオーナメントを作ろう  

スイーツデコはお金がかかりすぎるという課題を基に、 1 人 1 作品を目標に題材を考え

ている。目的を明確にすることで、作品が大きくなったり、作品の数が増えすぎたりする

ことが避けられ、材料費を削減できると考えている。  

 

a. スイーツデコにひもをつける  

クリスマスツリーに飾れるように、作ったスイーツにひ

もやリボンをつけ、オーナメントにする。学級で 1 つ小さ

なクリスマスツリーを用意し、全員の作品を飾り付けて鑑

賞を行う。作品を持ち帰った際に、家のクリスマスツリ

ーに他のオーナメントと一緒に飾ることができ、家族の

会話が増えることに期待している。  

 

b.スーツデコに磁石をつける  

スイーツデコの裏に磁石をつけ、模造紙や画用紙に描い

たツリーの上に飾りつけをする。完成作品は、教室の後ろ

の黒板に掲示する。全員で一つのツリーを合作しても良く、

個人でツリーを作ってもよい。また、ツリーを作る際もが

色画用紙を貼ったり、絵の具で描いたり、ツリーの枠を基

に手形で色付けをしたりとアレンジすることが可能である。

作るものを児童に決めさせても、アイスなど一つのモ

チーフに限定しても面白い。  

図 27 パフェの作品例  

図 28 オーナメントの作品例  

図 29 アイスツリーの作品例  
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（3）小学校図工５・６生対象 

①季節限定のアイスを作ろう！  

 アイスはスイーツデコの基本であり、型を基に成形するため、失敗しにくい。また、歯

ブラシを使用して表面に傷をつけ、アイス特有の質感を表現するため、型を使用した際の

課題である表面の凹凸やしわが気にならない。失敗するリスクが低く、色や具材の組み合

わせ方によって様々なアイスが出来るところが本題材の魅力である。そこで、ハロウィン

やクリスマスなどのイベントと関連させ、オリジナルの○○アイスを作る活動を行う。そ

の季節ならではの色や具材を基に、アイスのイメージを膨らませ、制作を行う。  

実際に、サーティワンアイスクリームでは、季節に合わせて期間限定フレーバーを販売

している。導入でサーティワンアイスクリームのアイス（写真）を見せたうえで制作を行

うことで、イメージが持ちやすくなる。また、サーティワンアイスクリームの広告を基に、

自分が作ったアイスを宣伝するポスターやチラシの制作と関連させても面白い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②お菓子の家具を作ろう 

グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」に出てくるお菓子の家を基に、お菓子の家の中に

ありそうな家具や家電（お菓子でできている）を作る。スイーツデコの基本を学んだうえ

で、自分が作る家具や家電のイメージをワークシートに描き、制作を行う。家具や家電は

家や学校にあるため、参考にしやすく、ソースやク

リームなどでデコレーションしても良い。また、お

菓子の形は多様であるため組み合わせやすく、長さ

や比率をアレンジすることも可能であるため、家具

作りに適している。  

完成した家具をグループやクラス全体で並べて、

お菓子の家の中を再現してみても面白い。同じモチ

ーフであっても、組み合わせるお菓子によって雰囲

気が異なるため鑑賞の時間も楽しむことができる。  

図 30 ポスターの作品例  図 31 ポスターの作品例  図 32 季節限定アイスの作品例  

図 33 「お菓子の家具」の作品例  
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（4）中学校美術１年生対象 

①お店のショーケースを再現しよう！  

 様々な飲食店のショーケースを資料として生徒に見せ、テーマを決めオリジナルのスイ

ーツを制作する。テーマを 1 つに絞る（ケーキ屋、ドーナッツ屋など）ことで○○専門店

となり、同じモチーフであっても、個性豊かな作品になることが期待される。また、作品

が完成したら、商品名や商品紹介などを書いたプライスカードを作り、作品と共に並べて

お店のショーケースを再現する。作ったスイーツを入れる箱や袋のデザインに繋げても良

い。店側は少しでも多く、商品が売れるようにショーケース内でも工夫を凝らしている。

（ホールケーキを高い台の上に乗せるなど）本題材を通して、日常の生活の中にあふれて

いるデザインに興味・関心を持つきっかけになることを期待している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②写真立てを作ろう  

スイーツを基にしたオリジナルの物語を制作し、写真立てを使って物語のワンシーンを

表現する。最初に、物語に登場するキャラクタ―や風景などの絵を画用紙に描き、写真立

ての写真部分に入れる。その後、自分が考えた物語のワンシーンをより表現するために、

フレームやフィルム部分に制作したスイー

ツと好きな材料（ボタン、リボン、モール

など）などを飾り付ける。平面（絵）と立

体（スイーツデコやそのほかの素材）をう

まく融合させることで、オリジナルの世界

観を表現することができる  

また、完成した作品を鑑賞したり、並べ

て掲示したりすることで、友人の作品の良

さを見つけ、表現方法の多様性について学

ぶきっかけになることが期待される。  

 

 

図 34 ケーキ屋の作品例  図 35 ドーナッツ屋の作品例  

 

 

図 36 写真立ての作品例  
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（5）中学校美術２・３生対象 

①和菓子を作ろう！ 

 授業の初めに、本物の和菓子（上生菓子）の鑑賞や、和菓子の写真分類などを行い、和

菓子の特徴について考える。その後、ワークシートを基に、自分が作る和菓子のイメージ

を膨らませ、制作を行う。和菓子は造形的な美しさだけではなく、作り手の意図や、日本

特有の四季と深く関係している。技術面の向上に加え、和菓子に関する知識を身につけ、

生活を豊かにすることが期待される。また、和菓子は、日本の歴史や文化と深く関係して

いるため、教材として扱うことで深い学びにつながる。  

 和菓子は繊細な形や模様、色の変化が重要である。道具（粘土ベラ、爪楊枝、綿棒など）

や素材（タミヤスイーツデコレーション）に慣れ、様々な表現方法を身につけることがで

きる。また、四季折々、様々なモチーフの作品が完成するため、鑑賞の時間も盛り上がる

ことが予想される。和菓子を入れるパックや紙皿を用意し、季節ごと並べてみたり、同じ

モチーフであっても表現方法が多様であることを比較したりしても面白い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②お菓子のパッケージデザインをしよう  

授業の初めに、様々なお菓子のパッケージを鑑賞し、パッケージの魅力（色、文字、オ

リジナルキャラーなど）について学び、好きなお菓子を一つ選ぶ。お菓子のパッケージに

は、お菓子の実物が描かれていることが多く、スイーツデコで実物部分を、色画用紙など

でパッケージ部分を制作し、写真にとってパッケージの鑑賞を行う。  

市販のお菓子の形はシンプルなものが多く、型が無くても作りやすい。例えば、丸や球

（せんべい、クッキー、ポテトチップス、チョコパイなど）、四角（ビスコ、板チョコ、ア

ルフォート）棒状（ポッキー、トッポ、プリッツなど）などがある。一部例外で複雑な形

も見られるが、種類も豊富にあるため自分の能力に合わせて選びやすいというところがポ

イントである。  

 スイーツデコのもつ、「本物そっくりなスイーツ」という特徴を活かした教材になってお

り、作品の完成が写真であるという点が新しい。オリジナルのキャラクターを考えたり、

文字のフォントや配色を変えたりすることができ、今までにない新しいパッケージを考え

図 37 和菓子の作品例  図 38 和菓子の作品例  
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ることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

③おやつの時間を再現しよう  

 クリアケース（ペンケースやスマホケースなど）にスイーツ

デコの作品を 1 つ配置し背景を油性ペンで描くことで、様々な

「おやつの場面」を再現する。クリアケースにすることで、下

書きができ、上から油性ペンなぞることができる。失敗しにく

く、背景のどの部分に色を使うのかを検討しやすくなる。「おや

つの場面」とすることで、場所（家、カフェ、外など）を変え

たり、時（食べる寸前、調理の時など）を変えたりすることが

でき、表現の幅が広がる。また、本題材も、使用するスイーツ

デコは 1 つで良いため、材料費を削減することができる。  

 

「おやつの時間を再現しよう」作品例  

例 1：食卓でのおやつ（ランチョンマットの上にケーキがのった皿とフォーク）  

例 2：ピクニックでのおやつ（芝生にレジャーシートを引き、紙皿にのったドーナッツ）  

例 3：食べる直前（パンケーキにいちごジャムをのせるシーン）  

 

（6）スイーツデコレーションを活用したカリキュラム 

 （1）から（2）に述べてきた内容を踏まえ、本カリキュラムは、以下の５観点に沿って

検討した。  

 

【カリキュラムの特徴（作成の観点）】  

 ①アイデア・発想の観点：「季節限定のアイスクリームを作ろう」「お菓子の家具を作ろ

う」「おやつの時間を再現しよう」  

②用具の扱いや技能の観点：「お菓子を作ろう」  

③生活の中での身近な体験の観点：「お店屋さんごっこをしよう」「クリスマスのオーナ

メントを作ろう」  

図 39 お菓子の作品例  図 40 パッケージの作品例  図 41 パッケージの作品例  

図 42 スマホケースの作品例  
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④社会とつながる題材の観点：「お店のショーケースを再現しよう」「和菓子を作ろう」  

⑤デザイン的な観点：「パフェを作ろう」「写真立てを作ろう」「お菓子のパッケージをデ

ザインしよう」  

 

 

表 2 スイーツデコレーションを活用したカリキュラム  

学年  テーマ  ねらい  内  容  

図工  

１・２  

お菓子を作ろう  

 

 

 

 

 

 

 

 

「カラー粘土の達人」のチョコ

レートとクッキーを基に、お菓

子の型を使用し、スイーツデコ

（粘土分野）の基本を学ぶ。ま

た、複数のパーツを組み合わせ

たり、トッピングをしたりする

ことで、自分だけのお菓子を作

る。  

タミヤスイーツデコレー

ションの型を使用し、クッ

キーやチョコ、マドレーヌ

を作る。また、発展として、

作ったお菓子のパーツを

組み合わせて新しいスイ

ーツを考える。  

お店屋さんごっこを

しよう  

 

 

 

同じモチーフであっても、色や

形、トッピングを変えるだけで

雰囲気が異なることを学ぶ。ま

た、既存のスイーツにとらわれ

ることなく、オリジナルのスイ

ーツを考える力を養う。  

自分の店（スイーツ）を決

め、商品考案して紙トレイ

に並べる。その後、友人の

店を見に行き、鑑賞を行

う。  

図工  

３・４  

パフェを作ろう  

 

 

 

 

 

 

スイーツデコの基本を活かし、

自分が考えたパフェを再現す

るために、どうしたら良いのか

を考えさせる。また、パフェは

360度どこから見ても美しい必

要があるため、広い視野で作品

を作ることができる。  

「〇年〇組パフェ専門店」

と称し、オリジナルのパフ

ェを作る。完成したパフェ

を並べてお店のショーケ

ースを再現する。  

 

 

クリスマスのオーナ

メントを作ろう  

 

 

イベントと関連させることで、

楽しみながら制作ができる。ま

た、合作にすることで、クラス

全員で 1 つのものを作ったと

きの達成感を得ることができ

る。家に作品を持ち帰った際

に、飾ることができるため、作

品の意図や頑張ったところを

家族に話すきっかけになる。

スイーツデコに紐をつけ、

クリスマスツリーに飾れ

る用のオーナメントを作

る。または、アイスの裏に

磁石をつけ、絵のクリスマ

スツリーの上に並べる。

（黒板で掲示する）いずれ

も完成作品を鑑賞し、友人

との作品の違いや、良さを
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（自分の作品紹介）  見つける。  

図工  

５・６  

季節限定のアイスク

リームを作ろう  

 

 

 

 

 

 

季節やイベントに合わせて、色

や形、具材を選び、その季節や

イベント特有の魅力を作品に

反映させることができるよう

になる。また、ポスターなどで

宣伝することで、自分の作品の

魅力を友人に紹介できるよう

になる。  

サーティワンアイスクリ

ームの、期間限定商品を基

に、季節やイベントに合わ

せたアイスを考える。ま

た、作ったアイスを宣伝す

るポスターやチラシを作

成する。  

 

お菓子の家具を作ろ

う  

 

 

 

 

 

身近にあるものの形に注目さ

せ、スイーツデコで形を再現す

る構成力を養う。また、お菓子

の形や色に注目することがで

きる。ソースやクリームなどを

デコレーションすることによ

り、個性をだすことができる。

鑑賞を通して友人の作品の良

さや自分には無い視点や表現

方法を学ぶ。  

グリム童話「ヘンゼルとグ

レーテル」に出てくるお菓

子の家の家具や家電をス

イーツデコで作る。複数の

お菓子を組み合わせたり、

お菓子の形を利用した家

具を作ったりする。完成し

た作品をグループやクラ

スで配置し、オリジナルの

お菓子の家を鑑賞する。  

美術  

１  

お店のショーケース

を再現しよう  

 

 

 

 

 

 

 

テーマを 1 つに絞り、○○専門

店とすることで、土台は同じで

あっても、色やトッピングによ

って作品の雰囲気が変わるこ

とを理解する。また、プライス

カードや紙箱、紙袋等のパッケ

ージデザインに繋げ、暮らしの

中のデザインについても理解

を深めていく。  

お店のショーケースの写

真を鑑賞し、好きなスイー

ツ店を一つ選び、作品を作

る。また、作品に合わせて

商品名や商品紹介などを

書いたプライスカードを

作り、作品と共に並べてお

店のショーケースを再現

する。  

写真立てを作ろう  

 

 

 

 

 

物語のワンシーンを表現する

ために、素材を貼る部分や構成

について考えることができる

ようになる。また、平面と立体

を融合させて作品を作ること

で、表現の幅を広げる。写真立

スイーツを基にしたオリ

ジナルの物語を制作し、写

真立てのフレームやフィ

ルムに飾りつけをし、物語

のワンシーンを表現する。

また、作品の鑑賞や掲示を
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てをうまく活用し、限られた範

囲内でデザインする能力を身

につける。  

し、友人の作品の良さを見

つける。  

美術  

２・３  

和菓子を作ろう  

 

 

 

 

 

 

 

和菓子は日本特有の文化であ

るため、学び、制作することで

生活を豊かにすることができ

る。また、和菓子特有の形や模

様、色などを表現するために道

具や素材を駆使し、様々な表現

方法を学ぶことができる。  

和菓子の鑑賞を行い、和菓

子の特徴を捉えたうえで、

作品に対するイメージを

膨らませる。ワークシート

（季節、モチーフ、和菓子

に込める思い）を基に制作

を行う。また、完成した作

品を並べ鑑賞を行う。  

お菓子のパッケージ

デザインをしよう  

 

 

 

 

 

 

お菓子のパッケージ鑑賞を通

して、身の回りにあるデザイン

に興味を持つきっかけになる。

また、既存のパッケージに囚わ

れず、新しいパッケージを提案

することができる。写真を活用

した新しい授業を展開し、今後

に繋げていく。  

お菓子のパッケージの魅

力について学んだ後に、ス

イーツデコを活用したお

菓子のパッケージデザイ

ンを行う。台紙にスイーツ

デコを配置し、写真で撮影

して完成とする。互いの作

品（写真）を鑑賞し、表現

の多様性について学ぶ。  

おやつの時間を再現

しよう  

 

 

 

 

 

 

スイーツデコを基に、空間（お

やつの時間）を想像する力を養

う。また、生活のワンシーン（お

やつの時間）を切り取り、イメ

ージを形にすることに慣れさ

せる。日常で使えるものを制作

することで、作品に愛着を持つ

ことができる。  

クリアケース（ペンケース

やスマホケースなど）にス

イーツデコを 1 つ配置し、

その背景を油性ペンで描

くことで、様々な「おやつ

の場面」を再現する。その

際、下書き（紙）を用意し、

写し描きを行う。  
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成果と課題 

 

 授業実践により、スイーツデコは、小学校低学年であっても、基本さえ理解すれば簡単

にアレンジできることが分かった。また、子どもにとって食品（スイーツ）は身近なもの

であり、イメージを膨らませやすく、楽しみながら制作することができる。スイーツデコ

は本物そっくりに作るだけではなく、身の回りにあるもの（お菓子のパッケージや店の商

品、お店のショーケースなど）からヒントを得ることで様々な授業展開が可能であるため、

教材としての魅力を感じた。また、型や着色剤、つくり方の説明（タミヤのサイト、SNS、

書籍など）があるため、図画工作に対して苦手意識を持つ教員も指導がしやすい。発達段

階に合わせた教材を考え、実践することで、子どもは新しい視点を得ることができ、暮ら

しを豊かにすることが期待される。  

また、スイーツデコは制作だけではなく、作り上げたものをお互いに見合う機会をもつ

ことで、鑑賞の時間も盛り上がる。同じ道具を使用しても構成や、配色、デコレーション

の仕方によって雰囲気が大きく変わる。鑑賞を通して、友人の作品の良さや魅力を見つけ、

互いに評価し合うことができるようになるだろう。また、粘土と食品はそれぞれ既存の授

業においても多く扱われている。しかし、粘土でスイーツを作るスイーツデコは、今まで

になく、新しい教材としての可能性を秘めていると言えよう。  

一方で、授業実践や参考作品の制作を通して多くの課題も見られた。最も大きな課題は、

材料を揃える際に、小中学校の図工・美術で使われている教材よりも、ややお金がかかっ

てしまうことである。筆者が提案したカリキュラムは全て、タミヤスイーツデコレーショ

ンを基に授業内容を考えているが、子どもが使用する材料をすべて学校で集めることは金

銭面において厳しい。特に、オリジナルの作品を作る場合は、使用する材料が人によって

異なるため、どこまで子どもの要望に対応できるのか分からない。元から授業の教材用と

して考えられたものでないスイーツデコにおいて、このような課題を解決するためには、

素材を低価格のものに変えたり、自分で作ったりして、臨機応変に対応することが大切に

なる。また、カリキュラムにも示したように、作品の一部をスイーツデコにしたり、合作

にしたりすることで材料や時間が削減することができるだろう。  

また、スイーツデコの教材化には、個別の対応が必要になることや、制作に時間がかか

りすぎること、道具の管理が難しいことなども課題である。子どもの実態や能力に合わせ

て、教材を選択することは大切であり、教員は、他の授業との兼ね合いを見ながら、スイ

ーツデコを取り入れていく必要がある。本物らしさの表現を追求したタミヤのスイーツデ

コは魅力が多く、新しい教材としての可能性を秘めている反面、図工科や美術科の授業で

扱う上で、多くの課題があることが明らかになった。今回明らかになった課題を基に、今

後は、より手軽で、より簡単にスイーツデコを教材として扱う方法について模索していき

たい。  
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