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【クリックして次のスライドへ】
※準備物
ワークシート5枚程度
コピー用紙（イラスト用、5枚程度）
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誰でもデザイナーになれる授業

今日は誰でもデザイナーになれる授業を行います。
【クリックして次のスライドへ】
※この授業ではリンゴを題材に、課題を発見し、それを解決する方法を考えると
いう一連の流れを体験することができる授業です。デザインとは「目的」に向け
て「考える」ことであり、図案や意匠のみを示す言葉ではありません。つまりデ
ザイナーとは相手の持つ課題を解決するための方法を提案する人のことを指しま
す。そのためには思考の柔軟性が大切になるのですが、この授業の中のヒントを
通じて思考がより柔軟になる体験ができます。
このスライドでは、才能が必要そうな「デザイナー」に「誰でもなれる」という
文から、こどもの気持ちに疑問を持たせることから始まります。「誰でもなれる
はずないのでは？」という疑問を持たせることができれば良いと思います。
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誰でもデザイナーになれる授業

柔軟 考える

誰でもデザイナーになれる授業は、言い換えると、誰でも「柔軟に」「考える」
授業です。
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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柔軟度
LV１

完成度
U

ノーアイデア

今日行うプログラムはノーアイデアからステップアップしていって、アイデアを
出せるようにするものです。
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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柔軟度
LV１

完成度
U

ノーアイデア

ヒント①
柔軟度
LV１

途中のヒント①によって柔軟度のレベルを上げます。
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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柔軟度
LV１

完成度
U

ノーアイデア

ヒント①
柔軟度
LV１

ヒント②
柔軟度
LV２

ヒント②でさらに柔軟度をあげ、
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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柔軟度
LV１

完成度
U

ノーアイデア

ヒント①
柔軟度
LV１

ヒント②
柔軟度
LV２

アイデア
柔軟度
MAX

最終的には柔軟度を最大にして、
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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柔軟度
LV１

完成度
U

ノーアイデア

ヒント①
柔軟度
LV１

ヒント②
柔軟度
LV２

アイデア
柔軟度
MAX

完成度
UP

アイデアを完成させて思考力を引き出す手助けをします。
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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柔軟？

アイデアに必要な「柔軟」ってどのようなものかというと
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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＋ ＝２

身近な例で言えばこういうことです。
本来１＋１の答えは２ですが、
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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１＋１＝田と答えれるようになるものですね。
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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視点を変える

これは視点を変えられるようになるということです。それこそが必要な柔軟性だ
と言えます。
【クリックして次のスライドへ】
※生徒への授業の際はこのスライドを削除
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今日は、

今日は、
【クリックして次のスライドへ】
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みなさんに

みなさんに
【クリックして次のスライドへ】
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デザイナーに
なってもらいます。

デザイナーになってもらいます
【クリックして次のスライドへ】
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質問

では、質問です。
【クリックして次のスライドへ】
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デザイナーってなに？

デザイナーってなんでしょう？
(そのまま数名を「デザイナーって何だと思う？」と当てて、その答えに相槌を
打ってください)
【クリックして次のスライドへ】
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デザイン＝見た目

デザイン＝見た目
そう思いがちですよね。
でも、
【クリックして次のスライドへ】
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デザイン＝見た目
ではありません。

デザイン＝見た目ではありません。
【クリックして次のスライドへ】
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デザイン＝図案・意匠

「デザイン」を検索してみると「デザイン＝図案・意匠」と出てきます
【クリックして次のスライドへ】
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デザイン＝図案・意匠

「目的」を「考える」ことこそが重要です。

ですが、図の案や意匠（見た目）は

デザインを考える上では最終表現です。

その最終表現にたどり着く前に

ですが、図の案や意匠（見た目）は
デザインを考える上では最終表現です。
その最終表現にたどり着く前に
「目的」を「考える」ことこそが重要です。
【クリックして次のスライドへ】
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デザイン＝考える

すなわち、デザイン＝考えるということなんです。この「考える」ことがとても
大切です。
【クリックして次のスライドへ】
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今日は、

「目的」をもって「考える」コトの大事さを

少しひも解いてみましょう。

ということで、今日は、「目的」をもって「考える」コトの大事さを少しひも解

いてみましょう。

【クリックして次のスライドへ】
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ところで今日の講師は

ところで、今日の講師は、
【クリックして次のスライドへ】
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リンゴです。
【クリックして次のスライドへ】

25



リンゴが

デザインとは何かを

教えてくれます。

このリンゴが
デザインとは何かを教えてくれます。
【クリックして次のスライドへ】
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ではさっそく問題

では、さっそく問題です。
【クリックして次のスライドへ】
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「リンゴ」を

説明してください。

「リンゴ」ってなにか説明してください
(何人かを指名し、答えてもらい全て相槌を打ってください。「そうだね」「そ
のとおり」と。)
【クリックして次のスライドへ】
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答えてもらったとおり

いろいろな説明がありましたね。

答えてもらったとおり
いろいろな説明がありましたね。
【クリックして次のスライドへ】

29



では、

こんな説明はどうでしょうか。

では、
こんな説明はどうでしょうか。
【クリックして次のスライドへ】
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は

リンゴは
【クリックして次のスライドへ】
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は赤い

赤い
【クリックして次のスライドへ】
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は果物

リンゴは果物
【クリックして次のスライドへ】
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皮が赤く、白い果肉、中心に種が集まっている果物

リンゴは、皮が赤く、白い果肉、中心に種が集まっている果物
【クリックして次のスライドへ】
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サクッ！

甘い！

リンゴは サクッと！した歯ごたえ、甘い！味。
【クリックして次のスライドへ】
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みんなで 分けられる

リンゴはみんなで分けられる、２つにも分けれられるし、頑張れば20人でも
【クリックして次のスライドへ】
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アップルパイ

さらに、アップルパイになったり
【クリックして次のスライドへ】
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ニュートンが万有引力を発見するきっかけとなったり、
【クリックして次のスライドへ】
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毒りんごとして物語に登場したり
【クリックして次のスライドへ】
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コンピュータ会社のロゴになったり
【クリックして次のスライドへ】
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つまりリンゴは、

周りが赤い皮に覆われ、白い果肉で、中心に種があり、

食べるとサクッと音がしてとても甘いです。

種の周りは固いので普通は取り除き切って食べますが、丸ごと食べることもありますし、

アップルパイなどスイーツとして多く使われるほど大人気で、果物界のスーパーアイドルと言えます。

紀元前では人類創世の立役者になり、万有引力の発見に多大な貢献をし、

ある時は毒りんごとなって物語に出演しています。

近代ではコンピュータ会社のロゴにも登場していて21世紀の主役とも言えます。

つまりリンゴは、
周りが赤い皮に覆われ、白い果肉で、中心に種があり、
食べるとサクッと音がしてとても甘いです。
種の周りは固いので普通は取り除き切って食べますが、丸ごと食べることもあり
ますし、
アップルパイなどスイーツとして多く使われるほど大人気で、果物界のスーパー
アイドルと言えます。
紀元前では人類創世の立役者になり、万有引力の発見に多大な貢献をし、
ある時は毒りんごとなって物語に出演しています。
近代ではコンピュータ会社のロゴにも登場していて21世紀の主役とも言えます。
(読み終わったら、「リンゴってどう？」と質問してください。「すごい」と答
えてくれるとベストです)
【クリックして次のスライドへ】
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リンゴといっても見方によって

説明の仕方も様々です。

何を発見し、どう説明するかが大切です。

リンゴといっても見方によって
説明の仕方も様々です。
何を発見し、どう説明するかが大切です。
【クリックして次のスライドへ】
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ではここで問題②

では、ここで問題②です。
【クリックして次のスライドへ】
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大事な人にプレゼントするなら

どんなリンゴをデザインしますか?

大事な人にプレゼントするなら
どんなリンゴをデザインしますか?
【クリックして次のスライドへ】
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ルール

ルールを説明します。
【クリックして次のスライドへ】
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①大事な人を誰にするか。

②その人の特徴は何か。

③どんなリンゴをプレゼントすれば喜ぶか。

①大事な人を誰にするか。

②その人の特徴は何か。

③どんなリンゴをプレゼントすれば喜ぶか。
【クリックして次のスライドへ】
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①大事な人を誰にするか。

②その人の特徴は何か。

③どんなリンゴをプレゼントすれば喜ぶか。

何が好き？ 苦手は？
どんな性格？

趣味は？

②はもう少し詳しくお話すると「何が好き？」「苦手なものは？」「どんな性
格？」「趣味は？」といったことです
【クリックして次のスライドへ】
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では考えてみましょう

では、頭の中で誰にどのようなリンゴをプレゼントするか考えてみましょう。
【クリックして次のスライドへ】
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できましたか？

みなさんできましたか？
【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

では、今度は手元にあるシートに記入してみましょう。その前に、
【クリックして次のスライドへ】
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ヒント①

難しいと思った方もいるかもしれないので、
このようなヒントを紹介しますので、考えながら聞いてください。
【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

幼稚園児の妹

好きな言葉はおかわりなので

２つ

幼稚園児の妹は、
好きな言葉はおかわりなので
2つリンゴをプレゼントしたい
【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

おばあちゃん

やわらかい

固い食べ物が苦手なので

おばあちゃんは
固い食べ物が苦手なので
柔らかいリンゴをプレゼントしたい
【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

中２の長男

柔道部なので

10ｋｇある

食べるたびにダンベルの上げ下げと同じ効果で筋肉がつく

中2の⾧男は
柔道部なので
10kgあるリンゴをプレゼントしたい。
これは、柔道部だから大きいリンゴをプレゼントしたいわけではなく、
10kgリンゴを上げ下げしながら食べることでトレーニングにもなるリンゴとい
うことですね。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアを出していくことに価値があります。直前
の２枚のスライドよりも柔軟度が上がっていることが確認できます。
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

妻

高価なものが好き

ダイヤの指輪になった

赤いダイヤで葉はエメラルド、
リングは木に見立てたブラウンゴールド

妻は
高価なものが好きな人だから
ダイヤの指輪になったリンゴをプレゼントしたい。
赤いダイヤで葉はエメラルド、
リングは木に見立てたブラウンゴールド。
こちらのリンゴにも「どういうリンゴなのか」の詳しい説明を入れています。
このように、まわりに伝えるときに説明が必要そうであれば、説明を記入してく
ださい。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアを出していくことに価値があります。
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

両親

家を欲しがっているので

大きい家になっている

両親は
家を欲しがっているので、
大きい家になっているリンゴをプレゼントしたい。
【クリックして次のスライドへ】
※時間次第で省いても良いと思います。
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアを出していくことに価値があります。
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

親友

釣り好き

黒鯛だけど中身が

親友は
釣りが好きな人だから
黒鯛だけど中身がリンゴをプレゼントしたい。
【クリックして次のスライドへ】
※時間次第で省いても良いと思います。
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアを出していくことに価値があります。
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架空のリンゴでもOKです。
大きい、小さい、食べられなくても問題ありません

プレゼントしたリンゴで相手が喜ぶかを
考えることが重要です。

「シンデレラ」に登場する魔女が
かぼちゃを馬車に変えたように

みなさんは、リンゴに魔法をかけてください。

ねらい

リンゴは実際にありそうなリンゴでも架空のリンゴでもなんでもいいです。
ですが、必ず守るルールとして、「プレゼントする相手が喜ぶか」を考えてもら
いたいです。
では、考えて記入してください。
1つではなく、いくつアイデアを出しても大丈夫です。
【クリックして次のスライドへ】
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できあがりましたか？

(様子を見て)
みなさんできあがりましたか？
【クリックして次のスライドへ】
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いくつかリンゴのアイデアが
出たと思いますが、

その中から一番いいものを選んでください。

いくつかリンゴのアイデアが
出たと思いますが、
その中から一番いいものを選んでください。
【クリックして次のスライドへ】
※一番面白いと思うアイデアでも良いですし、一番分かりやすいアイデアでも良
いです。要するに主観で決めてもらって構いません。
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となりの人とペアに
なってください。

となりの人とペアになってください。
【クリックして次のスライドへ】
※グループワークでも構いません。
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お互いの案のどちらかを
選んでください。

選び方は自由です。
話し合いでも じゃんけんでも。

お互いの案のどちらかを
選んでください。
選び方は自由です。
話し合いでもじゃんけんでも。
【クリックして次のスライドへ】
※これまで、ワークシートの作成をとおして拡散した思考が、いくつかのアイデ
アから一つを選ぶことにより収束していきます。
また、ここではお互いのアイデアを共有することに大きな意味があります。他人
のアイデアからこれまで気づかなかった切り口を得ることができます。
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選べましたか？

選べましたか。
【クリックして次のスライドへ】
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そのリンゴを
イラストにしてみてください。

では、今度は選んだ案をイラストにしてもらいます。
お互いのイメージの違いを知ることにより、アイデアが強化されます。
また、自分とは違う考えが存在することを知る機会になります。
【クリックして次のスライドへ】
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ヒント②

（少し描いてもらってからヒントを出す方がいいですが、時間の関係もあるので
描く前に見せてもいいと思います。）
それでは、ヒント②です。
【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

説明

おばあちゃん

固い食べ物が苦手なので

やわらかい

この「やわらかい」リンゴを絵にしてみました。
イラストにするときの参考にしてください。
【クリックして次のスライドへ】
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例えばこんな感じだと柔らかさを感じます。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアをイラストすることにも価値があります。

67



さらにやわらかいと。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアをイラストすることにも価値があります。
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テーブルから垂れるのはどうでしょう。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアをイラストすることにも価値があります。
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握ると潰れるのもやわらかさを感じます。ゴムボールみたいです。やわらかい＝
ゴムボールと言い換えてイラストにするのもいいですね。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアをイラストすることにも価値があります。
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伸びるリンゴというのもお餅のようでやわらかそうです。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアをイラストすることにも価値があります。
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葉っぱが擦り器なら、リンゴは普通の硬さでも良さそうです。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアをイラストすることにも価値があります。
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すくって食べれるならやわらかいですね。プリンのようですから。
【クリックして次のスライドへ】
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そのままストローを刺して果汁を吸えたらやわらかいを超えて誰でも食べられそ
うです。
このようにやわらかいといってもいろいろな捉え方があります。では、描いてみ
てください。
【クリックして次のスライドへ】
※実際にはありえないリンゴですが、柔軟度を上げるとは思考の枠を拡げること
です。ここでは、あり得ないアイデアをイラストすることにも価値があります。
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

おばあちゃん

固い食べ物が苦手なので

やわらかい

出来上がったらシートの横に並べてください。例えばこのように。
【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

おばあちゃん

固い食べ物が苦手なので

やわらかい

こちらのような見せ方もあります。並べてみるとどうですか、そのリンゴでおば
あちゃんは喜びそうですか？喜びそうですよね。
【クリックして次のスライドへ】
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今日体験したことは

ところで、今日体験したことは、
【クリックして次のスライドへ】
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商品開発

商品開発をしてもらっていたんです。
ある特定の人が喜ぶものを考えると新しい商品ができます。
ある特定の人と同じような人は世の中にはたくさんいるのでその人たちも喜ぶは
ずです。
【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

ばあちゃん

固い食べ物が苦手なので

やわらかい

【クリックして次のスライドへ】
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さんは

な人だから

リンゴをプレゼントしたい

ばあちゃん

固い食べ物が苦手なので

やわらかい

目的を考える デザイン

シートが目的、イラストがデザインになります。
最初に「デザインは考えること」と言いましたが、目的をしっかり考えると必然
的にイラストが出来上がる、それがデザインに当たるわけです。
【クリックして次のスライドへ】
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やわらかいリンゴ

そして、もう一つ大切なことを伝えたいと思います。
「やわらかいリンゴ」を考えるときにご覧のようにいくつも考えることができま
す。
それぞれアプローチの違いや見せ方が異なります。
【クリックして次のスライドへ】
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違いがある

やわらかいリンゴ

違いがあるということです。
その見せ方の違いがグループ（パートナー）の人数分だけあったかと思います。
（その違いを知ることで、）考え方の違い、思いもつかない考えを知ることで、
そのアイデアが強化されることが多いのです。
それを知ってもらうことも大事なことだと思います。
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