
SNSが充実した現代では、今まで見たことがない景色やモノも簡単に知ることができる。
さまざまなモノとの触れ合いでデザインへの美意識が徐々に変化していると考える。

デザインの中でも色彩はさまざまな効果を人間に与え、空間として日常を豊かにさせる力がある。
そんな色彩を生活に取り入れて欲しいと思い、教材という表現方法で発信する。

この教材は思わずやってみたい！と手に取り、
色彩デザインの魅力を他の人に広めたい！と伝染することを願い、

コンセプトとして制作した。

-内容-
パンフレット 　: 色彩の基本知識を学ぶ
配色検討キット : 部屋のコーディネートを考える
模型作成キット : 初心者でも一定の見栄えがする模型が作れる



オリジナル教材の内容
●パンフレット　：　　色彩の基本から空間における配色までを学ぶ

●配色検討キット　：　模型におこす部屋の空間配色を１から考える

●模型作成キット　：　初心者でも一定の見栄えする自分だけの部屋の模型を簡易に作る

空間デザインにおける色彩への注目　 空間における色彩デザイン教育の現状

SNS・インターネットの
情報拡散規模の広がり
スピードの加速

一般の人々の美的センスの洗練
2017年「インスタ映え」が

流行語大賞

ハイセンスで個性的かつ
新しいデザインの
空間への興味

＃背景と現状

私たちの生活に必ず関わってくる
空間を豊かにする材料として色彩
の知識を基礎から学べる。

＃最終案
高校の特別授業で使用することを想定したオリジナル教材

POINT

●自分で学べる ●自分で考える ●自分で作る
空間における配色について
色彩の基本知識から学べる

自分の部屋における空間配色を
学んだ知識をもとに１から考える

自分で考えた配色で模型を作成
自分の目で見て、手で触れる
ぞぶんだけの模型が簡易に作れる

内容
・はじめに　なぜこの教材を作るのか
・色彩の効果について理解する
・色彩の分類について理解する
・PCCSについて理解する
・空間における配色について理解する
・空間における配色を考える１、２

・模型制作の進め方
１配色検討
２模型配色検討
３模型の土台作成
４ベッドの作成
５家具の作成
６植栽の作成
７天井の作成

・模型作成例（6作品例）

内容
・配色検討ホワイトボード
・配色検討色彩カード
・模型適用色彩サンプルカード

内容（模型2700×3600×2400　縮尺1/20）
・床×１　天井×１　壁×２
・窓のテンプレート　３パターン
・ベッドの作成キット
・家具の作成キット
・植栽作成キット
・フリースチレンボード、ペーパー
・模型作成工具

＃プロセス

教材本体 パンフレット

配色検討キット

床、壁、天井

窓のテンプレート

ベッド作成キット 家具作成キット

フリースチレン

パンフの付属

植栽作成キット

色彩と触れる機会が増え
色に対する認知や
イメージが変わる

家庭科・美術の中で色彩を扱う
芸術表現の一貫としての認識であり、色彩の基本知識や心理的効果の
講義は行われていない

高等学校までの義務教育

配色パターンを紹介する教材が多く色彩の基本知識も一緒に学べるも
のはなく、実際に配色することを体験できるものはない

デジタルで平面図を考えるライセンスもあるが
配置のみで立体的な空間をコーディネートすることができない

市販の色彩教育

色彩を基礎から学びながら
自分の手で試行錯誤し、自分の部屋の模型が作れる教材

視覚的にもデバイスを通すことで
生まれる色彩の差などがなく体験
ができる。

模型を作ることで空間の雰
囲気が色彩によって変化す
ることを実体験できる。

デザイン案①
色彩検討　：
　壁との配色バランスを考えるためのキット

模型キット　：　
色彩を出し入れすることで変えることが
できる模型キット

●部屋としてのサイズ感をよりコンパクトで
作りやすい大きさに検討する。
家具に関しても実物に近く再現できるよう検討。

●接着部分が弱く立体を保つことができないため、
接着部分を検討する。

●差し込む部分がプラ板になっており、色紙に光沢が付き、
違う色彩に見えてしまうため、模型の着彩方法を検討する。

縮尺1/50
10000×10000×2400

縮尺1/20
2700×3600×2400

台紙

プラ板

色紙

台紙

色紙

差し込む！

貼り付ける！

改善

デザイン案②

色彩検討　：　
PCCSを基本とした配色検討キット

模型キット　：　
付属に色彩をつけて組み立てるキット

●色彩の基本知識からいきなり部屋の配色を考えると
ステップを踏めていないため空間に対しての配色の
手順などがあればやりやすい

連携

色彩検討

模型
キット

パンフレット

色彩の
基本知

識

連携

色彩検討

模型
キット

パンフレット

色彩の
基本知

識

空間に
おける

配色の
知識と

手順

連携

改善

＃検証
２回の検証から教材のデザイン案を改善、修正して
最終案へと繋げました。

オリジナル教材の中身について
紹介している動画



＃オリジナル教材の流れ
●色彩についての基本知識を学ぶ

●空間に対する配色について学ぶ

●配色検討

●模型配色検討

●模型の土台作成

パンフレットに配色をする上で必要となる色彩についての基本知識を３ステップに分けて学ぶ

・色彩の効果について理解する
・色彩の分類について理解する
・PCCSについて理解する

続けてパンフレットに空間に対する配色を３ステップに分けて学ぶ

・空間における配色について理解する
・空間における配色を考える１
・空間における配色を考える２

空間を構成するベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーについて説明

その３つを決めるに当たっても配色のコツ

パンフレットの次のページに記載されている「模型制作の進め方」と
同時進行で作りたい模型空間の３つのカラーを検討する

ボード

クリップ

トーン別
色彩カード 配色のメモ

用意するもの

参考例

配色検討によって
模型に落としたい配
色を決める

NTラシャ

選定した色彩カードの色彩と
一番近い色紙をNTラシャの色
彩から探す
※実際に空間に落とし込むカーテンや壁紙、家
具もメーカーが出している商品の色彩から選ぶ
ことが多いため、その擬似体験をイメージ

竹尾ウェブストア・ストアから
選んだNTラシャの色紙を必要
な枚数購入
https://takeopaper.com/

配色検討
①ボードとトーン色彩カードを用意する
②トーン別色彩カードをボードに乗せ、クリップで留め、配色のバランスをみる
③様々なパターンで検討を進め、好みの配色を見つけ出す

模型配色検討
①配色検討によって落とし込みたい配色を決定する
②選定した色彩カードと1番近い色紙をNTラシャの色彩から探す
③竹尾ウェブストアで選んだNTラシャの紙を必要な枚数購入
※実際に空間を構成するインテリア（カーテンや壁紙）もメーカーが出している商品の中にある限られた色彩から
選ぶ場合がほとんどであり、色紙を選ぶ工程はその擬似体験をイメージした。

土台組み立てイメージ

窓の作り方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窓枠の作り方　　　　　　　　　　　　

模型の壁や床に使う色彩の紙

壁1
縦12cm×横13.5cm

壁2
縦12cm×横18cm

床
縦17.7cm×横13.5cm

①購入した色紙を用意する
②作成した土台を使い、壁１・壁２・床に
　どう配色するかを検討する
③色紙を使う場所に応じて記載通りにカットする
④カットした色紙をそれぞれのスチレンボードに貼り付ける

用意するもの

窓の型

床

切り取る

色紙を貼った
壁1と壁2
のスチレンボード

用意するもの
窓枠に使いたい

色紙

窓を切り取った
壁のスチレン
ボード

あああああ

窓枠に使う色紙を
幅3mmの帯に切る

窓部分

切り取る

切り取った窓部分に合わせて
切っておいた窓枠の帯を貼り付ける

●ベッドの作成

●家具の作成

●植栽の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●天井の作成

ベッドヘッド 枕

マットレス（角が丸いもの）

マットレス（角があるもの）

土台組み立てイメージ

色紙でいろが付けられるもの
・ベッドヘッド
・枕
・マットレス（角があるもの）

ベッドヘッド 枕

マットレス（角があるもの）

①ベッドの組み立てイメージを参考にし、色が付けられるものの配色を検討する
②選定した色彩の色紙を各パーツに合わせて記載通りにカットする
※布団のカット基準サイズは8cm×9.5cm
③カットした色紙を各パーツに貼り付ける

土台組み立てイメージ

テーブル①
テーブル②

椅子

4cm×5cm 2cm×1.2cm

10.2cm×5.2cm

4mm

1cm

5mm

色紙でいろが付けられるもの
・テーブル①の天板
・テーブル②の天板
・椅子の坐板

5cm×3.5cm

2cm×1.5cm

5cm×4cm

1.5cm×4cm

4mm

4mm

テーブル①

テーブル②

椅子

①テーブル、椅子の組み立てイメージを参考にし、いろが付けられるものの配色を検討する
②選定した色彩の色紙を各パーツに合わせて記載通りにカットする
③カットした色紙を各パーツに貼り付ける

用意するもの
かすみ草

スチレンペー
パー
5mm

バラバラにする 植木鉢に使いたい大きさ
に

カットする

鉢植えに使う色紙を
幅５mmの帯に切る

切り取る

鉢植え用に切ったスチレンペーパーの
縁部分に合わせて帯を貼り付ける

かすみ草を刺す位置に
爪楊枝で穴をあけ、
ボンドを入れる

かすみ草を入れる

①かすみ草と植木鉢に使うスチレンペーパーを用意する
②かすみ草の束から使う分をばらす
③植木鉢に使いたい大きさにスチレンペーパーをカットする
④植木鉢に使いたい色彩を検討し、決定する
　決定した色紙を5mmの帯にカットする
⑤スチレンペーパーの側面に帯を貼る
⑥かすみ草を刺す部分に爪楊枝で穴をあけ、ボンドを入れる
⑦かすみ草を刺す

土台組み立てイメージ

天井
縦14cm×横18cm

＃完成模型例

POINT
・天井は中の空間を見る角度によって
　外したり付けたりできるようにする
　ため、両面テープで留めず、マスキ
　ングテープで留める

パンフレットには模型作成例を配色ポイントを色相環やトーン図から
解説し、ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーのバラン
ス、使用家具と一緒に6作品掲載しています。




