
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第３回	 アート知っとくミーティング	 
	 

―図工・美術・書道の教育の魅力を探る―	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

日	 	 時：	 201３年	 ８月２６日(月)	 13：30～17：00	 

	 

場	 	 所：	 大阪教育大学天王寺キャンパス	 西館 1７講義室	 

	 （大阪市天王寺区南河堀町 4-88）	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

特定非営利活動法人	 アート知っとく会	 
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―	 プログラム	 ―	 

総合司会：福光	 敬子（書家）	 
	 	 

〇挨拶・参加者紹介	 

○第１部	 アイルランド国際教育実習報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （資料 1・資料２参照）	 

報告者：松尾	 勇哉（大阪教育大学大学院）	 

	 

○第 2部	 公開講座実施報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （資料３参照）	 

夏の公開講座で実施した図画工作の授業「もっと自由に版表現」「テープを使って○△□」

の内容紹介をします。これらの題材について書道題材も交えながら話し合います。	 	 	 	 

司会進行：福光	 敬子（書家）	 	 

報告者：三澤	 正彦（大阪城南女子短期大学）	 	 	 	 

	 

○第３部	 みんなで遊ぼう	 紙をひろげて	 

紙とはさみを使って実際に体を動かします。ルールを限定して図像を描く実践、作品の相互

鑑賞などを行います。	 

提案者：渡邉	 美香（大阪教育大学）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (敬称略)	 

	 
○まとめ・今後の予定	 

	 

	 

	 
	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 アート知っとくミーティング報告（第 3 回）	 
	 

	 

今回の司会は全て福光によって行われました。以下ミーティングの内容を簡単に報告します。	 

	 

第1 部	 アイルランド国際教育実習報告	 	 	 松尾	 勇哉（大阪教育大学大学院）	 

 ここでは、大阪教育大学大学院２回生の松尾さんが、２０１３年２月２日～３月２３日の約２ヶ月間参加したアイルラン

ドの小学校での国際教育実習実践報告について発表があった。 

 

１．アイルランド国際教育実習に参加するきっかけ 

 アイルランド国際教育実習に参加したのは、自分が教師になるにあたって、日本の教育だけでなく海外の教育を

知っておきたいと感じていたことが挙げられる。また、海外の教育現場を見ることで、文化の違いや共通点などを感

じる経験をしておきたいと思っていたことも理由の一つである。この国際教育実習のプログラムは、インターナショナ

ル・インターンシップ・プログラム（iip）が企画している。Iip は、海外の学校だけでなく、企業、制作会社などにイン

ターンを派遣している。国際教育実習までの流れとしては、履歴書を作成し、教育実習生を受け入れてもよい学校

を iip の担当の方に探してもらう。そして私の教育実習受け入れを許可してくれたのがアイルランドの Rathger Junior 

School という幼稚園・小学校だった。この学校は日本からの教育実習生を過去三回受け入れており、先生方含め、

児童も日本についてよく知っていた。さらに、iip の方針として、日本の文化を海外で紹介することが目的の一つとし

て挙げられていたため、日本の文化についても深く考えるきっかけになった。 
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２．アイルランドの教育の制度 

 アイルランドの初等教育は 8年であり、幼稚園 2年、小学校が 6年である。義務教育は 6歳から 15 歳である。アイ

ルランドの伝統的な言語であるゲール語の義務教育化は廃止されているが、大学受験に必要なため、ほとんどの学

校で行われている。美術は小学校の義務教育科目に含まれており、全学年で行われる。平面作品、版画、粘土など

様々な分野にわたって 6 年間で経験することが義務付けられている。美術の時間は学年によるが、だいたい一週間

に 1 回か 2 回、2 時間続きで行われている。 

 

３．実習校の教育環境 

 実習校はアイルランドの首都ダブリンにある私立の小学校 Rathger Junior School であった。各学年 20 人程度で、

担任が各学年に 1 人、他に専門科目を教える教師が何人かいた。専門科目は、音楽、アイルランドの文化を学ぶ授

業などがあった。非常勤講師でギターやピアノ、リコーダーを教えている教師もいたが、希望する児童だけがその授

業を受講していた。美術専門の教師はおらず、担任の教師が教えていた。絵の具や色鉛筆などは全て学校の持ち

物であり、児童個人で所有させていなかった。そのため、美術の授業では色を混ぜたものを教師が提供している場

面が多くみられた。あまり色を混ぜるという経験をしていないようだった。道具はみんなで共有して使っていた。各クラ

スには電子黒板、プロジェクター、PC が備わっている。音楽室はないが（音楽は体育館（Gym）で行う）、Art room は

あった。 

 毎朝 8 時 40 分から、朝礼（Assembly）があった。体育館（Gym）に幼稚園児以外の全学年（約１２０名）が集まる。朝

礼では、音楽の専門教師のピアノの伴奏で全員が歌を歌い、お祈り（聖書の一部を校長または教頭が読む）をし、

授業の発表などを行っていた。その後先生から子どもたちに「ニュースがある人はいませんか？（”Does anyone have 

a news today?”）」という質問があり、その日にあった出来事を子どもたちが発表し、全学年で、子どもたちのニュース

を共有していた。また、誕生日の人がいれば Happy Birthday をみんなで歌った。 

 

４．実習校の先生方の授業 

 特に印象深かった授業を紹介する。 

（１） 羊の絵を描く授業（5 年） 

 ①マスキングテープで枠をとった画用紙にクレパスで白い丸を三つ描く。②水色と緑色（教師が用意）の水彩絵の

具をその上から塗る③乾かす④白い丸に黒いクレパスで顔を描く、といった決められた手順で絵を描く指導がなされ

ていた。実習に参加して最初に見た授業であったため、教師のねらいに疑問を持ちつつも印象に残った。 

（２）音楽を聴きながら絵を描く授業（4 年） 

 音楽を聴き、それに合わせ自由にパスで線や色を塗る授業。音楽は

POPS、クラシック、フラメンコ、アフリカ民族音楽など。パスは 1人５色配られ

る。（どれを使っても良い）紙は B5 の印刷用紙で、一曲一枚。体を揺らしな

がら音楽に身をゆだねる児童が多く見られた。周りを気にせずに夢中に

なって色を塗り、描くということを体全体で楽しんでいるように感じた。 

教師の指導として、画面全体に大きく手を動かしたりする児童を褒めていた。

音楽を聴きながら絵を描くことで、思いもつかなかったような動きをすること

がある。その動きをしている時は、音楽に身を任せていて、感情を表現する

というよりも、その瞬間の判断や気分が表現されていると思った。音に身を

任せ、体を動かしながら色や形を感じることがこの授業の目標だったのだと

考える。 
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 この授業の展開として、パスだけではなく、ほかの道具を使って制作したり、紙の大きさを変えたりすることも考えら

れる。一曲終わる前に手を止めてしまい、何もしていない児童も見られたので、もっと音楽と体と色や形を感じられる

工夫ができたらと思う。 

（３）美術館へ行く授業（4年） 

 Dublin Hugh Lane Galleryに行き、子どもたちは２０世紀の画家フランシス・ベーコン（Francis Bacon）の絵の鑑賞、

ベーコンが実際使っていたアトリエを移築したBacon Studioの見学を行った。学芸員が子どもの質問に答える対話型

のギャラリートークが行われた。ベーコンの作品に対して子どもたちは、「カオスだ」「怖い」など（“Chaos!” “Scary!” 

“Messy!”）と言っていた。Bacon Studioは絵の具が飛び散り、紙があちらこちらに散漫しているような部屋であったが、

その部屋を見て子どもたちは「彼はなぜこんなぐちゃぐちゃな部屋にすんでいるの？」「絵が売れてお金持ちのはず

なのに、何でこんな貧しそうなくらしをしているの？」など（“Why did he live in such a messy room?”,“Was he poor?”, 

“Didn’t he want to be rich?”）と質問しており、興味を持って見ていた。 

 その後、学芸員によるワークショップ（コラージュ作品の制作）をおこなった。こ

れは、ベーコンの制作方法で実際に作品を作ってみるという実践で、①画用紙

にでこぼこを作る（ナプキンやくしゃくしゃに丸めた紙など、②雑誌などから切り

取ってコラージュ、③クレパスや色鉛筆などで線を引いたり色を塗ったりする、と

いう活動であった。 

 

５．実習校での授業実践 

	 私が見た実習校の授業では、児童は自分で色を混ぜたり、筆を使ったりする経験をしていないと思われた。また、

教師の声かけが上手く絵を描くことを重要視しているように思えた。絵を描く授業のときに、絵の描き方を教えて、そ

の描き方通りに描かなければ描き直しをさせるなどの指導が見られた。私は美術の授業において、児童が描いた絵

を上手い、下手で判断するのではなく、絵を描く行為自体や児童から生まれた発想構想を大切にしたいと考える。 

そのため、児童の作った作品について何か評価を与えるような授業ではなく、

児童の中で新たな発想や構想が生まれるような授業がしたいと考えた。実際

に行った授業の詳細は別紙(pp.5-6)の通りである。 

 墨という素材は独特のにおいや広がり方を見せる。この授業では材料や道

具を十分に用意できなかったが、児童は墨がかすれたり、水によって広がった

り、ゆらいだりする経験をすることができたと思う。しかしこの授業の目標が、墨

という素材に触れることにあるのか、墨を使って何かを作ることにあるのかが

はっきりしていなかったので、目標を絞って考えていきたい。 

 

６．実習を終えて 

 この国際教育実習で、アイルランド人と日本人の子どもの違いをあまり感じなかった。私が一緒に時間を過ごした子

どもはアイルランドのほんの一部の子ども達だったが、日本の小学生と同じように遊び、話をして、勉強していた。も

ちろん一人一人を見れば全く違う性格だったが、それが日本人だから、とか、アイルランド人だから、ということはあま

りないのではないか、と感じた。この子どもはアイルランド人だな、と感じる場面は毎朝のお祈りの時や、アイルランド

独特の習慣などを見た時ぐらいだった。教育の現場では文化的行事や習慣などは伝えていくべきであると思うが、児

童が日本人だから、とかアイルランド人だから、ということではなく、児童個人個人を見つめることが大切だと感じた。 

  

＜感想・意見＞第 1 部の松尾さんの発表では、発表の途中で多くの意見交換がなされた。 

［アイルランドの小学校の子どもたちの作品写真を見て］ 
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・教師の指導のねらいは分からないが、現象だけを見た印象としては、学年に相当する課題の難易度が日本と違う。

（幼い印象）しかし、同じことをやってもねらいの持たせ方で内容は変わるので、授業のねらいが何か気になった。 

・出来上がりを重視した制作、つまり決められた方法に従って作る授業においては、２０人くらいの出来上がった作品

を資料として収集できれば、考察しやすかった。 

［音楽を聴きながら絵を描く授業について］ 

・音楽のイメージに合わせて手を動かすという指導内容であったが、この場合、課題の出し方でいろいろな展開があ

ると思う。例えば音楽をじっくり聴いてからその曲想を捉えて描く場合もあるし、曲を聴きながらという場合は点とか直

線とか曲線になりがちなので、楽曲やリズムの違いによって線が変わってくることを意識させることなどがある。 

・自分が課題を出すなら、音楽の捉え方は生活経験からくるものなので、子どもの筆が止まらないように、どうしたら

が書き出すかということを考えて曲を選ぶ。昔、最初から好きの色のパスを持って、鳴り出しから曲と一緒に手を動か

してみようということをやったことがある。また、下向いて曲を聴き鳴り終わったとき、何か思い浮かんだら描き出すとい

うようなこともした。これらの実践では、色と音楽との結びつき，感じ方が子どもによってさまざまであることが分かった。

色や線の選択が無作為というか衝動的であり、イメージに合うように色や線を選択しているようには思えなかった。 

・海外では、美術の技術を学ぶ以外に内面に持っているものを発散させるような、セラピーに近い授業を展開してい

る場合もある。作品が鑑賞に堪えるかどうかは別にして、制作にはよく考えて作る場合と、自分自身を発露させる場

合と２種類あるのではないか。 

・以前のミーティングで、小学校の図工教育はアーティストを作るのではなく、日頃の絵を見ることによって子どもの

状態を知ることもあるという話があった。上手く書くことだけが目的ではなく、状態を知る目的もあることを思い出した。 

・書道において子どもの場合、それまでの字の大きさがすごく小さくなった子がいた。半年くらいその状態が続いた

後、両親の関係が上手くいかなかったことが分かった。それから立ち直り字が大きくなるまで、大変時間がかかった。

普段はニコニコして何にもなかったかのような顔をしているのに、字がどんどん小さくなっておかしいと思った。そうい

う子は何人もいる。字が小さくなる子は要注意だと思った。 

［コラージュ制作について］ 

・書道はのりと切り離せない。紙をつなぐために、裏打ちのためにものりが必要。一般的には、フエキ糊や洗濯糊を

使うが、以前オーストラリアで表具を試みたときに適した糊がなかったことから、海外使われている工作用糊に興味を

持った。日本ののりはすばらしい。障子と襖の文化であることを再認識した。 

・コラージュは糊で貼るという意味であるが、色や図，字や写真などを集めて再構成しモンタージュする、あるいは違

う世界にしてしまうなど多様な表現がある。その際、雑誌の切り抜きなど現在消費されるイメージを使用するというの

が、ベーコンを始め現代作家の中で多く用いられてきた手法でもある。今では小学校の教材で、貼り絵で表現する

のではなく、一枚の写真を貼ってそこから発想していく、一枚の写真の部分から絵を描いていくという活動もある。 

［墨の授業について］ 

・1 年生の活動ではなく、高学年にしても違う展開が見られたのでは。なぜ先生方は 1 年生対象と考えたのか。 

・自由に書かせると描画の体験が勝るので、墨遊びの体験をさせた後、どんな発見があり体験が加わったか見て行くこと

が大事になる。 

 

資料 Japanese Ink Painting                 Rathgar Junior School (Ireland)  Form 1    2012/2/25, 3/4 

 

 20 人ほどのクラスだったが、課題などが終わった児童から他の部屋で活動するというような方法で授業を行った。5 人か

ら 8 人程度を相手に授業を行った。 

 担任の先生に日本の墨を使って絵を描く授業をしたい、と提案した。 

インターネットで入手した「墨アート」（特定非営利活動法人 墨アートプロジェクト

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/sumi-art/npo/whats/index.html）の実践画像を見せると、興味を持ってもらえた。 

和紙が無かったため、普通の印刷用紙を使用した。墨で描いた後に水をのせてもあまりにじまなかったため、水で描いた
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後、墨で描く方法を中心に活動した。 

  

＜教師の準備物＞ 書道用筆（太筆 12 本、細筆 11 本）（日本の 100 円ショップで購入）、墨汁（日本の 100 円ショップで

購入）、薄い紙、パレット、水、水を入れるカップ、新聞紙 

＜児童の準備物＞ スモッグ 

 

授業の展開（約 30 分） 

 児童の活動 教師の指導 注意事項など 

導入 ・日本の筆、墨に初めて出

会い、興味を持つ。 

・筆を使って紙に好きに絵を

描く。 

・筆独特の描き方を感じなが

ら描く。 

・水で薄まった墨と、濃いま

まの墨との違いに気づく。 

・汚れていない水を使って

みる。 

・『これは日本の伝統的な筆と、墨です。今日はこ

れを使います。These are a Japanese traditional 

brush and ink. Today we will use these.』 

『この筆、どんな感じがしますか？How do you feel 

about this brush?』 

・『最初、先生はこの道具について何も説明しませ

ん。使ってみてください。At first, I will not say 

anything about these tools. Please try using this.』 

・『墨をつけた筆は、ここにある水で洗ってくださ

い。これは綺麗な水です。この水にはこの筆を

使ってください。Please wash here the brush dirty 

with ink. And this is clean water. Please use only 

this brush for this water. 』 

・『筆を使った新しい描き方を見つけてみよう。Try  

finding a new way to draw with Japanese brush.』 

『きれいな水も使えるよ You can use this clean 

water.』 

 

 

 

 

 

 

・できるだけ筆をどうやって

使うかの説明は避ける。 

 

 

 

 

 

 

 

・いろんな方法を試すよう

促す。 

展開 ・友達が見つけた筆の使い

方を見て自分もやってみる。 

 

 

 

・墨のにじみに興味を持つ。 

・水だけで描き、その上に墨

をつけた筆で描くとにじみ、

混ざることに気づく。 

・水を使った方法を使って、

いろんな表現を試す。 

・『これはどうやってやったの？How did you do 

this?』 

『面白いね。みんなも試してみよう。How 

interesting. Everybody, let’s try this way.』 

・『手をとめてください。みんながやっていなかった

新しい描き方を紹介します。Please stop drawing. I 

will introduce(show) the new way that nobody did 

do.』 

・『水で描いた後、墨をつけた筆で描くと、こんな

ふうになります。If you draw with ink after  

drawing with clean water, you can see this.』 

『やってみよう。Let’s try it.』  

・児童が見つけた描き方を

みんなで共有する。 

 

 

 

・児童に墨がにじんでいく

瞬間をしっかりと見せる。 

まとめ ・友達が描いた作品を見て

感想を言う。 

『友達の墨アートも見てみよう。Please look at 

friend’s ink art.』 

 

授業の反省・結果 

＜導入＞ 

・ 児童が筆を使っていろいろな方法を試すと思っていたが、何かの絵（例えばの

顔、花、山など）を描く児童が多かった。 

・ もう少し大きな紙であれば、いろいろな方法を試せたのかもしれないと思った。 

・ 墨の濃淡を水を混ぜることで気づいている児童が見られた。 

・ 筆を使用したことがない児童達だったので、興味を持ち集中して行っている児

童が多かった。 

・ 「先生、これでいい？」と聞いてくる児童がいたことに少し驚いた。この授業以

外でも、教師の評価を気にしながら作る傾向があると感じた。 
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＜展開＞ 

・ 児童が見つけた筆による「かすれ」や濃淡などを全体で共有したが、それを実践しようとする児童は少なかった。 

・ きれいな水をつけた筆で描いてから墨をつけた筆で描くと、それまで興味のなさそうだった児童も興味を持ち、さっそく

挑戦していた。 

・ 墨を紙にのせた水の中で漂わせる、その動きに児童は感動し”This painting is moving!”といった驚きの声が聞こえた。 

・ 花や十字架、人などの具体的な対象を描こうとする児童も見られた。水の量と墨の量を調節したり、太筆と細筆を使い

分けたりと、児童自らが考えていろいろなことを試していた。 

・ 墨が水とまざって動く動きが美しかったが、乾燥すると全く違う雰囲気のものになってしまった。 

・ 和紙を使用しなかったため染み込みにくかったが、染み込みにくく水をはじくことが墨が動く感じを体験できるきっかけ

となった。 

＜まとめ＞ 

・ 他の児童作品を見て、にじみや自分がしなかった表現に興味を持つ児童が多かった。さわろうとする児童もいた。 

・ 片付ける時に、乾いていないので水が流れて絵が変わってしまうということが起こってしまった。 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部	 公開講座実施報告	 	 三澤正彦（大阪城南女子短期大学）	 《	 》は活動を示す。	 

 ここでは「平成２５年度大阪教育大学公開講座」の一環として、８月９日に教員対象におこなわれた「ベテラン教師

に学ぶ 図画工作の時間をより楽しくするコツ（５）」（http://llc.osaka-kyoiku.ac.jp/course/detail/id/15）で三澤正彦

先生が担当した『テープを使って、◯・△・□』と、大阪市の小学校教員の大関ひとみ先生が担当した『もっと自由に 

版表現』の二つの演習の概要の報告があった。 

 この公開講座の今年度の参加者は３０名でその多くは小学校教員であったが、中学校や特別支援学級や画塾の

教員も参加していた。４人で一つのグループになってもらい、配布した材料はたとえば色付きのビニルテープのよう

にさまざまな色がある場合には、グループによって色の組み合わせを変えた。ここではその概略を紹介するために

多少簡略化して皆さんに活動してもらった。 

  

１．『テープを使って、◯・△・□』 

導入  

 導入は子どもの意欲を喚起するために、特に図工の時 

間ではとても大切なものである。そこで私は本時の題材名「テープを使って◯・△・□」という字も、その一例として

テープを使って書いてみた。（図２－１）これによって子どもたちは本時のテーマだけではなく活動内容まで推測でき

ると思う。 

 

テープの種類  

 テープには色々な種類がある。まず、粘着性のあるものとないもの。また、ビニルや紙というようにテープの素材、さ

らには透明・不透明、不透明な場合にはテープの色というように分類できるが、まず、粘着性のあるビニル製の色付

図２-1 テープを使った題材名 



 7 

きのテープを使用した例を紹介する。不透明テープにはさまざまな色がある。公開講座では５色のテープを配布した

が、ここでは３色のテープを使いたいのでこれから配布するテープのなかから好きな３色を選ぶように。 

 

「ビニルテープで△△△」 

《ビニルテープ、透明で無地のクリアファイル、ハサミを各自に配布する》 

 配布したビニルテープ中から３色選んでそれをハサミで切って、ファイルに１分間好きなように、好きなだけ貼る。 

《参加者は１分間制作する》 

 この時、今おこなってもらったように一人で貼ることもできるし、何人かでファイルを交換しながら貼ることもできる。ま

た、ビニルテープは剥がすこともできるので、もし失敗したと思ったら剥がして貼りなおすこともできる。 

《ビニル製のウチワに貼ったテープの、貼り方のパターンを幾つか見せながら》（図 2-2） 

 貼り方としては、このように一カ所にまとめて貼った人

もいるし、このように全体的にバラバラに貼った人もい

るし、また、このようにテープを一部分重ねて貼った人

もいる。このようにテープの並べ方を各自で考えさせな

がら貼らせる活動は、小学校の低学年ではよくおこな

われる題材である。 

 低学年の子どもにとって、今おこなってもらったようにテー

プを１枚ずつ切って貼るというのは大変な作業である。そこで

私はこのような方法を考えた。（図 2-3） 

《牛乳パックを平面に展開し、その裏面にテープを並べて

貼り、カッターナイフでまとめて切る》 

 これは牛乳パックだけではなくカッターマットやガムテープ

のノリのついていない面などでも可能である。このような方法 

を考えた理由は、「カッターナイフでテープを切る」という作業よりも、この題材の主題である「模様を貼る」ということに

時間とエネルギーを多く使いたいということが主な理由であり、また、ハサミでテープを切るとテープのノリがついてハ

サミが切れにくくなるという理由もあるからである。 

 一般的に低学年の子どもは、抽象的な形よりも花や動物や人など具象的な形の「絵」にしていくことが多いようだ。 

《「全体的に貼る」「ある部分から貼って行く」などウチワに貼ったテープの模様の説明》 

 この題材は、小学校では日曜参観日のように限られた時間内で作品を完成させたい時にも有用であり、特別支援

学級の子どもの制作などにも適していると思う。また、低学年の子どもには多少無理があるが、中学生や大人の場合

にはクリアファイルの表と裏の両面にテープを貼ることも可能。両面にテープを貼ると、透かしてみた時に色の重なり

なども楽しんでもらえると思う。   

  

「紙テープで◯◯◯」（アリさんの道）  

 公開講座では、まず以上のような内容を「ビニルテープ△△△」と名付けておこなったが、次に紙テープを使って

「アリさんの道」をつくってもらった。「アリさんの道」とは、まず机上に紙テープで「角砂糖」をつくり、そこを出発点とし

て紙テープの道を机、床、壁など教室中に張り巡らそうという活動である。 

《次のような説明をしながら、実際に作り方を示範》 

 「角砂糖」の作り方は、まずテープを結ぶ。そうすると五角形ができるので、できた五角形を内に折り込み、残った

テープを各辺に重ねてこのように重ねて折りこんでゆき、最後はテープの端をできた五角形のなかに埋め込む。 

《以上の説明のあと、参加者は各自指示通りに「角砂糖」を作ろうとしたが、できない人もいた》 

図２-2 貼り方のパターン（ウチワ） 

図２-3 ビニルテープ用教具 
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 これは大人でも難しいと感じる人がいる。公開講座でもおよそ半数の人がそう感じたようだ。 

《できない人に対して個別指導》 

 つぎに、各頂点をつまむように内に押し込むと立体の「角砂糖」になる。 

《つぎのような説明をしながら、いくつかの顔のパターンを紹介》 

 ここではこれを「角砂糖」としたが、これに目鼻口の点を書き込むと、ニコニコマークの立体の顔のようになる。このよ

うな立体の顔ができれば、幾つかの顔を並べて置く表現にもなるし、吊るして飾りにすることもできる。また、この五角

形はテープだけではなく新聞紙等を使ってつくることもできる。 

 つぎに「道」は、「角砂糖」を出発点として、紙テープの裏の所々に丸め

たセロテープを貼って固定しながら机の上から机の側面、床、壁などに自

由に延ばしていくこと。ただし、アリさんは空を飛ぶことができないので、机

の上から直接床にテープを延ばすというようなことはせず、できるだけ面

の上を這わせていくように。 

《各自、角砂糖を出発点としてテープを延ばす》（図 2-4） 

 紙テープを使ったこのような活動は「アリさんの道」以外にも、たとえば

「クモの巣」という題材名でも可能であり、それ以外にもさまざまな可能性

があると思うので、それぞれで考えてみてほしい。 

 

「粘着テープで□□□」 

 三つ目は粘着テープのなかの「マスキングテープ」を使った活動である。 

 マスキングテープは画用紙に貼ったあとでも、画用紙をいためずに剥がすことができる。そこで、画用紙の上にマ

スキングテープを貼ってさまざまな形や模様を貼り、その上から水彩絵の具で色々な模様を描き、最後にテープを

剥がすとテープの部分が画用紙の白色として浮かび上がってくる、という制作をおこなった。私がそのような授業を

おこなっている時に、剥がしたマスキングテープを指先で丸めて遊んでいる子どもに気がついた。私はそのような活

動もおもしろいと思い、いろいろ考えているうちにマスキングテープは指先で丸めるだけではなく、切ったり、捩ったり、

裂いたりするなどさまざまな活動ができるということに気づいた。そのような活動を題材とした作品がこれらのものであ

る。（図 2-5）今日は皆さんにもこの制作をおこなっていただきたいと思う。 

《マスキングテープと色画用紙を各自に配布》 

 まず、マスキングテープを裂いて蝶々を作ってみる。 

《参加者は色画用紙の上にテープを貼り蝶々を作り始める》 

 この活動は粘着性のあるマスキングテープではなく、普通の紙テープで

もできるが、紙テープの場合にはノリやハサミを使わなくてはならないので、

ノリのつけ方や貼り方、ハサミの切り方などを説明しなくてはならないし、こ

のような材料や用具の操作に困難をおぼえる子どももいる。しかし、マスキ

ングテープを使うとすぐに形にすることができる。 

《蝶々の制作がしばらく進んだときに》 

 次にマスキングテープを捩ってみる。テープを内側に捩ると外側に粘着ノリの面が出てくる。また、テープを裂いて

巻くと細い紐状のものができるのでテープにさまざまな操作を加えてさまざまな形状のテープを使ってみてほしい。

貼っていくうちに、テープが重なるところもできてくるが、重なりが二重、三重になるとそれぞれ独特の効果が生まれ

る。 

《参加者のある作品を取り上げ》 

図２-4 アリさんの道 

図２-5 マスキングテープの蝶 
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 この方のようにテープを画用紙から少し浮かせるということも可能である。「造形遊び」において先生は、いくつかの

基本的な操作の方法の紹介はするが、それは先生が紹介したとおりにしなければならないということではなく、紹介

された操作の方法をもとに、子どもたちに発見させる「指導材」として扱うことが一般的である。しかし、先生はすべて

を「指導材」として扱わなければならないということではなく、たとえば時間がなければ先生の方から「こんなこともでき

るよ」と提示してみるということも可能である。いずれにしても「造形遊び」の操作は「教えるべきこと」ではない。 

《全員の作品がほぼ完成に近づいたのをみて、いくつかの参考作品を示しながら》 

 マスキングテープの作品にはこのように粘着ノリの部分が上にでてくるところがあるので、そのノリを利用して作品の

上に、色付きや透明のセロファンかぶせてみても、また別の効果が生まれる。 

 

「色マスキングテープを使った『模写』」 

《色マスキングテープを使った『模写』の作品を示しながら》（図 2-6） 

 マスキングテープにはさまざまな色に着色されたも

のがあることは皆さんもご存知だと思う。この色付きの

テープを使ってコラージュすると、名画の模写をする

ことも可能である。これは大人の作品であるが、このよ

うな題材は中学校高学年から高校生や大学生にも適

しているのではないかと思う。 

 

 以上、ここでは私が公開講座でおこなった「テープを使って、◯・△・□」の概略をご紹介した。図工・美術の題材

開発の一つの方向性として、本来別の用途のためのものであったさまざまなテープを造形活動の材料として使用し

たように、本来図工・美術の材料としては考えられていなかったものを図工・美術の材料として活用する方法をさぐっ

てみる、ということも楽しいことではないかと思う。 

 

２．大関先生の「もっと自由に 版表現」の紹介 

 最初にお話したように、公開講座では大関先生も「もっと自由に 版表現」というテーマでお話をされたので、その

内容を簡単にご紹介したい。 

 皆さんも今までに年賀状などで版画を経験されたことがあると思うが、版画には凸版、凹版、平版、孔版などインク

をどの部分につけるかによって、版式の違いがある。また、版の素材すなわち紙、木、ゴム、芋や人参などのように、

何に彫るのかという違いもある。版画において子どもにとって最も感動的な時は刷る時、すなわち「どのように出来上

がったのかな!」という期待に胸をおどらせて紙をめくる時がもっともワクワクする感動的な瞬間である。なぜなら、たと

えば絵画の場合には、子どもは自分の描いた結果がどのようになったのかということを、自分の活動・手の動きとほぼ

同時に見ることができるが、版画では自分の彫ったところがどのようになっているのかは、刷ってみないとわからない

からである。ところが一般的な版画では、彫るのに何時間もかかったとしても刷るのは一回だけなので、子どもは版

画の最も感動的な「刷り」を一回だけしか経験できない。そこで、この感動的な「刷り」をできるだけ数多く子どもに経

験させたい、という先生の思いから考えだされたのが一枚の完成された紙や木の版で色を変えながら何度も刷る「一

版多色版画」や、大関先生が取り上げた「彫り進み版」と私たちが呼んでいる方法である。 

 「彫り進み版」とは、今回大関先生はベニヤ板を使われたが、一枚の版木を彫り進めながら一回彫るごとに刷りを

加え、それを繰り返しながら版画を作っていくという方法である。そこで、刷る回数が多いことは「一版多色版画」と同

様であるが、「一版多色版画」では版そのものは完成された同じものであるのに対し、「彫り進み版」では版を彫り進

めながらそのつど刷っていくので、作品がおおきく変化していくという特徴がある。そこで、版画はすでに述べたよう

に絵画制作にくらべ見通しがたてにくく、その結果「刷り」の楽しみがよりおおきくなるのだが、「彫り進み版」では「一

図２-6 色マスキングテープを使った模写 
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版多色版画」にくらべさらに見通しがたてにくく、そのぶんだけ「自分の彫ったところはどうなっているのだろう」「つぎ

はどうなるのだろう」という期待もおおきくなり、そこで、「もっと彫っていきたい」という気持ちも強くなっていくと思われ

る。 

 ３、４回ほど彫り進めていくと、最初のものに比べ作品は不思議なほどおも

しろいものに変化するが、この時、最初の「刷り」で作品を一枚しか刷ってい

ないと、つぎの「刷り」はその上に重ねて刷るので、最初の作品がどのようなも

のであったかということがわかりにくくなり、版を重ねるごとの変化がわからな

い。そこで、最初の「刷り」では４枚刷り、１枚はそのまま残して、２度目の「刷り」

では３枚刷るというように、それぞれの「刷り」ごとに１枚作品を残していくと、

最初の版による作品からの変化や、途中でインクの色を変えたとすると色の

変化による作品の違いということもよく理解できると思う。（図 2-7，2-8，2-9） 

 また、抽象的形態の場合には、版をいつも同じ位置で刷るのではなく、版

をずらしたり１８０°回転させたりして刷り重ねると、また別の変化が楽しめる。

一般的な版画では「彫り」の段階で作品の内容がすでに決定されているが、

「彫り進み版」では失敗ということがおこりにくい。また上手・下手ということもな

いので、今後の美術教育における版画の主流になっていくと思われる。 

 公開講座では大関先生と私のとりあげた題材がまったく種類の異なるもの

であったが、アンケートの結果をみると皆さんに楽しんでいただけたように思

う。 

	 

	 

	 

第３部	 みんなで遊ぼう	 紙をひろげて	 	 	 

 第３部では、前回から図工・美術・書道それぞれのジャンルについて実際の体験から知りたい、知ってもらいたいと

いう趣旨の企画で、提案された題材を一緒に実践するという活動を行っている。前回の福光先生による書道ワーク

ショップを受け、美術の側から渡邉による提案で、紙とはさみでのワークショップ「広がる正方形」を行った。本題材は、

ニューヨークの小学校で実際に行われていたものを一部大人向けにアレンジしたものである。造形する中で、（つま

り、はさみで切って生まれた形を組み合わせたり地と図の関わりの中から形を見いだしたりしながら）台紙上に生まれ

る図像について想像したり意味づけたりすることを体験してもらう。これが今回の活動の趣旨である。参加者には、紙

とはさみを使って美術の基本的で簡単な活動を行うものであり、楽しんで活動に取り組んでほしいという願いが伝え

られた。各自に白い正方形の紙 ２枚、はさみ、スティックのり、竹串、色紙（色は臙脂、紺、茶、黒 4 色のうち一枚）を

準備した。 

 まず、正方形の紙1枚を練習用として切った。紙をはさみで

切る際、「まっすぐに」、「曲がって」、「ジグザグに」など様々

な切り方を試し、（図 3-１）1 枚の紙をいくつかのパーツに切り

分けた。本活動のルールを示すため、次に、切ったものを、

パズルのように組み合わせ、もとの正方形に戻した。（図3-2） 

  

ルール①：切って少しだけずらす 

 元に戻した正方形から切ったところを竹串等を使い少しだ

けずらすと、切り離した形と形の間に線が生まれることが分か

図 3-1 図 3-2 

図２-7 刷り 1回目（青） 

図２-８ 刷り２回目（青＋赤） 

図２-9 刷り３回目（青＋赤＋黒） 
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る。（図 3-3）隣り合う紙をずらす加減で線の太さが変わること

を実際に手を動かしながら確認した。 

 

ルール②：切って反転させる、あるいは切り口を視点に回転

させる 

 今一度もとの正方形に戻して、今度は、正方形から切り離さ

れた形を辺を軸に反転させると（図 3-4 左部分）、反転させた

形が元々あったところに面が生じることが分かる。反転させる 

だけでなく、切り口を支点に回転させることでも面が生じることを確認した。（図 3-4 右部分） 

  

ルール③：切って遠くに移動したり、重ねたりはしてはいけない 

 このルールにおいては、ルール①、ルール②で示したような線と面が意識された状態であれば、細かい制約を気

にせずある程度は自由に造形してもよいとした。 

 

ルール④：最後にタイトルをつける 

 タイトルをつける活動では、途中で自分がこだわりを持ったこと、見えてきたものや印象などをきっかけに発想し、タ

イトルとしてつけてみる方法があること、 タイトルと完成作品を最後に発表し合い、鑑賞することを伝えた。また、作

品、タイトルの例として NY の小学校４年生の子どもたちの作品例を見せた。タイトル例：「topsy-turvy （上下逆さ

ま） 、「Up-down （上に下に）」、「Bird Flying sideways（横向きに飛んでいる鳥）」、「Hello Mr. Y （ハローY

さん）」 

 練習用の正方形での一連の活動を通して、今回の課題のルール設定を確認した後、これらのルールを守って新し

い紙で自由に制作するよう指示をし、作品づくりに取りかかった。形が決まるまでは、竹串などを使って紙を動かし、

形が決定したらのり付けして作品を完成させることとした。 

 約２０分間活動を行った後、鑑賞会を行った。一人一人順番に作品とタイトルを発表した。 

 

 

完成作品： 

 

 

 

           

             「恋人同士」    「垂れかけのソフトクリーム」   「ぞうさん」           「水鳥」 

 

 

 

 

 

 

 

             「楽器」                 「魚」               「ダンスする人」 

  

図 3-3 図 3-4 
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 鑑賞会では、「同じ正方形からいろんな形が生まれるものだ」、「それぞれの発想が素晴らしい」というような全体的

な感想と、制作の中で一人一人が気づいたこと感じたことについて意見があった。後者においては、「切った面積が

同じ大きさ、画一的になってしまい、線の太いところ細いところを作ることができなかった」「形が見えてきてから細か

いところを作って行くなど、もう少しはさみを入れられればよかった」「面は静止した感じがするが、線が入ることによっ

て動きが出る」「水の大胆な形を表現したかった」「点をつないだものが線だと思っていたが、狭めていったら線にな

るという発想が新鮮だった」「切ったものがコントラバスのヘッドや、トランペットの形に見えたので、夜の町のジャズっ

ぽくした」「最初から具象で考えると難しいが、約束がはっきりと分かるような作品にしたかった」といった声が上がった。

タイトルを付けることに関しては、「何も見えてこなかった場合にこじつけになってしまうのではないか」と言った意見も

あった。また、ルール設定についても形をくりぬいた場合ずらすと重なってしまうことなど課題もあった。一方で「ルー

ル（しばり）があることにより、活動がしやすかった」という意見も多かった。しばりの中での自由さがあることにより、得

意不得意が出ないのではないかという意見もあった。ルール設定があることにより言語での理解が前提になることか

ら、ニューヨークの小学校では言葉の理解度を測る課題としても扱われているという話も出された。 

 本題材は小学校で実践されたものを大人用にアレンジしたものであった。大人用アレンジは、主にこの活動を線や

面、地と図という言葉で説明した点にある。小学校では、特に線や面の説明を使わずに、いくつかの作品例を見せ、

それらが一枚の正方形の紙からできていることを意識させ、正方形をどんどん広げていくようにするといった指導が

あった。子どもの年齢に応じて様々な指導方法や題材の提供の仕方が考えられることについて最後に議論があった。

参加した高校教諭からは、今回のように活動を通して地や図を意識させるような実践は高校生にもできるのではない

かという意見があった。また、小学校２年生くらいでは、正方形を切るときに半分に切ってまたその半分に切って、更

に半分に切るというような説明があると、いろいろな大きさのパーツを作るきっかけになるという意見もあった。また、

今回は、暗めの色紙を台紙にして白い正方形を動かすという方法であったが、カラードフォルムのような裏表色紙の

正方形を使う方法も発展的な題材として考えられるのではないかといった意見や、台紙と正方形の大きさの決定方

法についての質問等もあった。台紙の大きさは、正方形を切って反転させることから、正方形の 2 倍以上の大きさが

あればよいと考えたものであり、参加者からは台紙と１０ｃｍ四方の正方形の大きさのバランスが扱いやすかったとい

う感想もあった。デザインにあふれている世の中で、こういうことを一回でも体験したらデザインをするヒントにもなるの

ではないかという感想もあった。 

  

 

 以上が第 3回アート知っとくミーティングの内容です。今回のミーティングは、第２回に引き続き、実物
や写真を交えた事例紹介、実技・鑑賞と盛りだくさんの内容で、前回同様時間があっという間に過ぎてしま
いました。夏休み期間中最後の平日開催ということで、参加できる先生方が少なく、少人数での開催となり
ました。ですが、発表の合間に意見が交わされるなど少人数ならではアットホームな雰囲気が生まれました。
今後も美術・書道お互いの理解やそれぞれの立場での考えを深めていくようなミーティングを進めて行きた
いと考えております。今後ともよろしくお願いいたします。 
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