
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 10 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： 2015 年 12 月 23 日(水) 13：30～17：00 
 
場  所： 大阪教育大学天王寺キャンパス 西館 2階 10 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 
	 



	 	 

― プログラム ― 
  

    ○ 第１部 「鑑賞教育の基本的構造と目的」 
-「美術教育・美術史」と「製作（表現）・鑑賞」-  13：30～15：15 
発表後、絵図版を用いた鑑賞活動を行います。 
            提案者：長町 充家（大阪教育大学名誉教授） 
             
○ 第 2部 「対話型鑑賞の実践」 15：15～16：25 
絵画のスライドを用いて対話型鑑賞の活動を行います。 
            提案者：渡邉 美香（大阪教育大学） 
         
○ みんなで話し合おう 16：30～17：00 
鑑賞教育の発表に関する内容や、日頃、図工・美術、書道教育に対して抱いている疑問や思い 
を参加者同士自由に語り合います。 
                                  (敬称略) 

 
 
	 

アート知っとくミーティング報告（第10回）	 

 
 第 10 回のミーティング司会は三澤によって行われました。今回は、美術の鑑賞教育についての提案が２つありました。資料と共に、以

下ミーティング内容を報告します。 

 

第 1部 美術教育の基本的構造・目的 -「美術教育・美術史」と「製作（表現）・鑑賞」－   

長町充家（大阪教育大学名誉教授） 

はじめに 

	 一人の学級担任の先生がすべての教科の指導にあたる小学校の経験の少ない先生にとって、図工の指導は困難なことであろう。

また、図工の指導に経験と自信をもっているベテランでも「鑑賞教育は苦手だ」と感じる先生は多いと思われる。 

	 小学校の図工の指導経験の少ない先生にとってむずかしい・困難だと思われるのは、自分が小学生時代に経験したり、大学で

学んだ図工の材料用具や技術が限られたものであったので指導できないものが多数あることや、図工の教科書・指導書はただ題

材が列挙されているだけのように思えるので、「図工は何のためのものか」という全体像も進むべき方向・内容もわからないか

らであろう。 

	 また、図工の指導に経験と自信をもっていても「鑑賞教育は苦手だ」と感じる先生が多いのは、たとえ先生が製作において子

どもが感じる喜びや、直面する困難点とそれを克服する手段・方法や克服したときの子どもの喜びなどは理解できるとしても、

「鑑賞」は「製作」（指導要領では「表現」と表記されているが、図工科では主に「製作」を扱うのでここでは「製作」と表記

する）とはまったく異質であり「製作」時の指導の知識や経験が役に立たないからであろう。 

	 そこで、ここではまず「美術教育」の原点をふりかえり、それにもとづく図工・美術科の特性を考えてみることによって、そ

の本質・目的を提案してみたい。つぎに、それをもとに一般・大人の「鑑賞」を吟味することで図工・美術科の「鑑賞」の意味

を明らかにし、それをもとに「鑑賞教育」の本質と基本的な指導目的・方法を提案してみたい。 

 

１ 「美術教育」の誕生 

	 現在私たちがおこなっている教育の制度、内容は第二次世界大戦後日本の占領政策にかかわったアメリカ合衆国の影響を強く

うけており、美術教育もその例外ではない。当時のアメリカの美術教育はオーストリアのフランツ・チゼック（Franz 

Cizek 1865-1946）の考え方をもとにおこなわれており、それは世界的に現在まで続いている。チゼックは欧米では「美術教

育の父」と呼ばれているが、その理由は「子どもの表現は大人の表現とは異なる独自の形態・内容をもっている」ということを



出発点に、「大人の美術」から「子どもの美術」を分離・独立させて考え、1897年には『児童美術教室』を開いてそれを実践し

たことである。 

	 それまで子どもが絵を描くことは、「落書き」に代表されるように、子ども時代だけに見られる生理的現象・遊びであるとと

らえられており、「美術を学ぶ」ということではなかった。「美術を学ぶ」ということは、美術の専門学校や美術家の工房に弟子

入りして美術の専門家になるための技術や知識を基礎から順に身につけることであった。そこで、学校教育における美術も「美

術の専門家を養成するための初期の段階」と考えられており、指導の内容も「専門家を養成するための基礎」であった。しかし

それを「子ども独自の表現」として、「大人の美術」から「子どもの美術」を分離・独立させて考えることによって、子どもが

「絵を描く」ことを「美術の専門家養成の初期段階」ではなく、「子どもの表現」として見ることが可能になった。そして、そ

こから現在私たちが当然のこととして考えている「人間教育」、すなわち学問が専門性をもつ以前の未分化の状態や、どの学問

分野も独立した学問として扱えない総合性をもった、人間として必要な教育を意味する「人間教育」のための「美術教育」とい

う概念が生まれた。すなわち当時の絵画の専門教育は、形を正確に写すための「デッサン」、距離感をあらわすための「遠近法」、

色の原理や効果の知識としての「色彩学」、正確な人物描写のための「解剖学」等々、絵を描くためのさまざまな知識や技術を

系統づけて指導していた。しかし「子どもの表現」そのものに目をむけるとき「子どもは何が描きたいのか・どのように描くの

か」「それは年齢とともにどのように変化していくのか」など、美術の専門教育とはまったく別の視点でとらえることが可能に

なった。 

	 そこで、子どもの時代だけに見られる生理的現象・遊びとしてとらえられていた「落書き」も、「単なる生理的現象」ではな

く「子どもの表現」として位置づけることが可能になり、さらに「（生理的現象であるがゆえに）人が人としておこなう根源的

表現活動」としての意味をもつようになり、また「単なる遊び」も「人が人としておこなう根源的活動」という新たな意味をも

つようになった。そこで、それまでの専門教育の基礎・入り口としておこなわれていた幼稚園、小・中・高等学校における美術

の教育も、「人間教育」のための「美術教育」という概念のもとで、「『美術教育』は『人間教育』のためにどのような意味をも

つのか」「どのような『美術教育』が『人間教育』のために必要なのか」などの研究とともに、「教育の中枢的な役割をになう学

校教育においては、どのようなカリキュラムが望ましいのか、どのような指導が望ましいのか」などの研究が相互補完的にすす

められ現在にいたっている。また、現在私たちがおこなっている「この学年の子どもには、このような題材・指導が適切ではな

いか」「鑑賞教育はどのように指導すれば良いのか」という研究も、以上のような「美術教育研究」の流れのなかでもっとも具

体的・実際的なものとして位置づけることができる。 

（日本でも「子ども独自の表現のすばらしさ」を標榜した、山本鼎（1882-1946）が提唱した『自由画運動』があった。しか

し、それはさまざまな理由により「美術教育」の概念の確立や、それにもとづくカリキュラム、制度の定着にまではいたらず一

時的な流行に終わってしまった） 

 

２ 図工・美術科の特性 

２‐１ 他教科との比較 

	 学校教育制度上の最終段階である大学は、「理学部」「経済学部」「文学部」というように専門分野にわけられているが、幼稚

園から高等学校（の大半）は「専門教育」の機関ではなく「一般教育」の機関として位置づけられている。「専門教育」に対応

する「一般教育」という言葉は「専門教育の基礎となる教育」という意味なので、図工・美術科も制度上は「美術の専門教育の

基礎となる教育」を担っていることになる。学校教育制度はすべての教科を対象にしており、他教科の指導内容のほとんどは小

学校から専門教育の基礎を段階的に指導しているので、図工・美術科も「専門教育の基礎となる教科」と位置づけられて当然で

あろうし、「美術教育」も子どもが将来美術の専門家になることを否定してはおらず、美術の専門家になるための基礎も指導し

ている。しかし、「教育」という言葉は「人間教育」という意味もふくんでおり、私たちは「美術教育」を「専門教育の基礎と

しての教育」以上に「人間教育としての教育」という点を重視し、「専門教育の基礎となる教育」も「人間教育」の一部である

という理解のうえで教育にたずさわっている。このことを消極的にいえば「もし『美術教育』が一般教育という要素を拒否する

のであれば、学校教育のなかの教科として存在する意味がなくなる」という社会的・教育制度上の意味もあるが、私たちは積極

的に「学校教育において図工・美術科こそが『人間教育』をもっとも重視している教科である」と考えている。 

	 ここで、そのような図工・美術科の特性を明らかにするために他教科と比較して考えてみると、他教科ではたとえば「算数」

に代表されるように、子どもに理解させ、記憶させるべき内容や操作の方法はあらかじめ設定されおり、先生はそれを子どもに

いかに早く、確実に理解させ、記憶させるかという目的のために授業をおこなっている。そこで、算数の応用問題で正解をもと

めるための方法がいくつかあり、それぞれの方法を子どもに考えさせるという場合においても、それは最終的にはより早く、よ

り確実な方法を子どもに理解させ、納得させたうえで正解を見つけさせるための手段であり、先生は子どもが考えたすべての方

法を指導の過程では認めることはあっても、最終的にはもっとも早く、確実に正解がもとめられる方法を「正しい方法」として



指導している。すなわち、算数のカリキュラムは学問としての「数学」の基礎から高度な段階へと順をおってすすむ「専門教育

の基礎となる教育」という特性を強くもった教科であるといえる。 

	 他方、図工・美術科は「専門教育の基礎」ではなく、その時々の子どもの自己表現に主眼をおいた「人間教育」のための教科

であり、そこで、その前提は「どのような表現であれ、その時々に子どもが自分で納得できれば、すべては認められる」という

ことである。すなわち他教科では、「その時代において正しいと認められた、それぞれの専門分野の系統的な基礎知識を理解さ

せ、記憶させること」が先生の仕事・役割であるが、図工・美術科では「製作のなかで、その時々に自分が納得できるまで自分

自身の表現を追求させること」が先生の仕事・役割となり、それはまた「他教科は子どもとは別に存在する外界に向かわせる教

科であるが、図工・美術科は子ども自身の内面に向かわせる教科である」ともいえる。 

２‐２ 指導要領 

	 北海道の子どもが沖縄県の学校に転校しても、沖縄県の先生が北海道の学校に転勤しても困ることがないのは、指導要領が日

本全国の学校のカリキュラムを統一しており、教科書は指導要領を遵守して作成されているからであり、それによって日本の教

育水準が保たれているということは私たちのすでに知るところである。そこで、図工・美術科の授業のために新しい題材を開発

し、実践しようとするときにも、先生はその題材がはたして指導要領に適合しているかどうかということが気になる。しかし、

図工・美術科の指導要領を何度読みかえしても、他教科の指導要領に記載されているような、たとえば算数の「台形の面積をも

とめられるようにする」というような具体的な指導内容は示されていない。そこで、先生が「図工の指導要領に算数のような具

体的な指導内容は示されていないのは文部科学省の怠慢であり、そのために私たちは指導に困っている」と思うことは当然であ

ろう。 

	 しかし、図工・美術科の指導要領に具体的な指導内容が示されていないということを私たちは、文部科学省は日本の学校教育

全体を一括して統制するために、すべての教科を同じ基盤の上で考えなければならないので、それぞれの教科はそれぞれ独自の

特性をもっていることは承知のうえで、書式、体裁を統一している、と考えるべきであろう。そこで、このことを逆に考えれば、

私たちは教科の特性を指導要領の内容によって知ることができる。すなわち、基礎から高度な段階へと順をおってすすむ「専門

教育の基礎となる教育」という目的・特性を強くもっている教科の場合には、基礎的な内容から専門的な内容へと段階的にすす

むという系統性がより明確・強固なので、指導要領の内容もより具体的になっているし、また逆に、「人間教育」という広汎・

抽象的な目的・特性をもっているために系統性が脆弱な図工・美術科の場合には、指導要領の内容も具体性を欠くものになって

いる、と理解すべきであろう。 

	 そこで先生は、指導要領に箇々の指導内容・目的が具体的に示されている他教科の指導は、そのとおりに確実におこなわなけ

ればならないが、抽象的にしか示されていない図工・美術科の指導は先生自身の判断・裁量によっておこなわなければならない、

ということになる。別の言い方をすると、指導内容が固定的・具体的に示されている他教科の指導には「指導技術」が必須のも

のとなるが、広汎・抽象的にしか示されていない図工・美術科の指導には先生の「（人間教育のためという）教育観・理念」が

必須のものとなる。 

２‐３ 図工・美術科の指導 

	 このような図工・美術科の指導で先生がもっとも重視しなければならないことは、「その時々に子ども自身が納得できるまで」

ということの意味を充分に理解することである。すなわち、他教科では学習の到達目標が、学習の当事者である子ども自身の考

えや興味とは関係なく、あらかじめ指導要領に明確・絶対的に示されているが、図工・美術科では学習の到達目標は「自分が納

得できるまで」という子ども自身の判断によって決められるということである。さらに、「自分が納得できるまで」という基準

のもとになっている「子ども自身の考えや好み」は、成長期にある子どもの場合には「その時々」に変化しつづけており、先生

はそれらも認めたうえで指導しなければならない、という意味を内包していることである。 

	 すなわち、特に小学校の先生は、他教科においては「より早く、より確実に学習内容の意味を理解させ、記憶させる」ために

「指導技術」を駆使しなければならないが、図工・美術科の指導においては「子どもが自分で納得できるまで製作に取り組ませ

る」という、「子どもの内面に近づく」ために「先生自身の心を解放・柔軟にするための不断の努力をしなければならない」と

いう、異なる二つの指導態度を使い分けなければならない。すなわち先生は、他教科の指導においては「この子どもはどの部分

が理解できないのか、なぜ理解できないのか、理解させるためにどのような指導手順・内容が必要なのか」という観察力・分析

的な思考力が必要であるが、図工・美術科の指導においては「この子どもは何をどのように感じ、考えてこのような表現をして

いるのか」という総合的な理解力・洞察力が必要とされ、「先生はその両者を併せ持たなければならない」という指導観をもっ

ていなければならない。 

	 そこで、他教科の「より早く、より確実に学習内容の意味を理解させ、記憶させる」ための「分析的な思考力・観察力」のみ

が小学校の先生の必須能力であると考えている先生にとって、図工科の「子どもが自分で納得できるまで、自分自身の作品を追

求させる」ための「総合的な理解力・洞察力」は理解しにくいであろうし、たとえ理解できたとしても同じ教室で同じ子どもに



対して、図工の時間にだけ指導態度を変えることは困難なことであろう。また、子どもにとっても同じ先生が算数の時間と図工

の時間とで態度を変えるということは、先生がよほどしっかりした考え方・態度を持っていなければ理解しにくいであろう。 

	 このことは小学校の図工の専科の先生にも、教科担任制をとっている中・高等学校の美術の先生にもいえる。すなわち、図工・

美術科の授業では「自分自身の判断で、自分が納得できたと思えるまで製作してみよう」といっている同じ先生が、学級担任と

しては「君は計算が苦手なようだが、計算はとにかく何度でも繰り返して練習しなければならない」「漢字は何も考えずとにか

くおぼえなければならない」ということは、子どもにとっては矛盾していると感じられるであろうし、また図工・美術科の先生

であっても学校全体の行事としての定期テストや学力テストの集計をしている時には、学級担任として他教科の先生の態度をと

らなくてはならないので、ややもすると「より早く、より確実に」という他教科の態度に流されやすく、意識の切り替えは困難

であろう。 

 

３ 一般的な・大人の「鑑賞」 

３‐１ 「鑑賞」とは何か 

	 「鑑賞教育とは何か」を考えるために、まず一般的な・大人の「鑑賞」について考えてみたい。「鑑賞」の意味は辞書には「芸

術作品を理解し、味わうこと」（「広辞苑」岩波書店）と述べられている。また、その意味がさらに詳細に解説されている事典に

は「美的対象を享受する心的態度をいう。享受とも同義にもちいられ、創作に対応する概念。鑑賞の態度は受動的、静観的であ

り、無関心性（現実的、利害関係のないこと）を特色とするが、その心理的過程には創作の契機もふくまれる。また、観照と混

同されるが、厳密にいえば観照よりも価値判断的で主として芸術の場合に用いられる。鑑賞の語義には、また鑑定、批判という

判断作用もあり、この意味では芸術批評の根底をなすものとして重要である。芸術批評上、とくに鑑賞を重視するものを鑑賞批

評といい、作者の創作体験を謙虚に追体験し、作品を公正に批判しようとするものをさす。－後略－」（「哲学事典」平凡社）と述

べられている。そこで、指導要領に具体的な指導目標・内容が示されていない「鑑賞とは何か」について自分で考えようとする

ときに、私たちはまず辞書の「芸術作品を理解し、味わうこと」という文言から考え始めるのであろう。 

３‐２ 「鑑賞」の対象と手段 

	 ここで、私たち大人の日常生活における「鑑賞」の対象を考えてみると、美術を対象とした「美術鑑賞」以外にも、

「音楽鑑賞」「文学鑑賞」「映画鑑賞」「舞踊・演劇鑑賞」などがあり、より広範な芸術の分類としても「造形芸術」「音

響芸術」「言語芸術」「表情芸術（舞踊、演劇等）」などがあり、私たちはそれらすべての芸術を「鑑賞」の対象として

いる。また、「造形芸術」だけをとりあげても、そこには「絵画」「彫刻」「工芸」「デザイン」「書」「建築」などさま

ざまな分類があり、そのなかの「工芸」だけをとりあげてもそこには「金工芸」「木工芸」「漆工芸」「陶工芸」「染織

工芸」など素材の違いによってさまざまな分類があり、それらはさらに素材の種類、国・地域、時代、様式などの違

いによってさらに細かく分類されており、その総数は数えきれないほどの多数にのぼる。 

	 「鑑賞」の意味と対象は以上のようなものであるが、つぎに「鑑賞」のために私たちが使う感覚を考えてみると、「造

形芸術」は視覚、「音響芸術」は聴覚、「言語芸術」「表情芸術」は視覚と聴覚に大別できる。しかし、そうすると味覚、

嗅覚、触覚という五感の他の三つはどうなっているのだろう。たとえば、私たちが毎日必ず食べている「料理」を考

えると、私たちは料理を味わうときに、味は味覚、香りは嗅覚、盛りつけは視覚、歯ごたえは触覚という四つの感覚

を使っているが、「料理」は「芸術」とはされていないし「鑑賞」の対象ともされていない。あるいは香をたいて香り

を楽しむ「香道」も「鑑賞」の対象とはされていない。すなわち「鑑賞」とは辞書にあるとおりに「芸術」として認

められたもののみを対象としている。 

 

４ 美術史における「鑑賞」 

	 「美術の鑑賞」を専門的にあつかっている学問分野は、１６世紀に誕生したといわれる美術を歴史的に研究する「美術史」で

ある。美術史の専門家である美術史家の仕事は、まず美術作品を鑑賞することから始まり、そこからその作品の特徴、その作品

を製作した美術家、その美術家が製作した作品の歴史、その美術家の個人的な歴史、その美術家をとりまいていたさまざまな環

境などの諸事実を検証し、それらを歴史家の視点から脈絡・生命をもつ歴史的統一体としてまとめることである。 

	 美術史家の研究対象は絵画、彫刻、工芸、デザイン、書、建築などすべての美術作品におよぶが、ここでは「美術教育」の「鑑

賞」について考えようとしているので、対象をもっとも一般的な「絵画」に限定して「絵画の鑑賞」について具体的に考えてみ

たい。ある絵画の歴史を研究しようとする美術史家にとって「その絵画を鑑賞する」ことは大前提であり、「鑑賞」をもとに、

その作品の「構成要素（線・色・形・構図等）」「作者が表そうとした意味・寓意」「使われた材料用具・技法」など、その画面

を構成しているすべての要素を検証している。また、「その絵画」を製作したのは「ある画家」なので、画面以外にも「その画

家」の研究もおこなわれる。さらに美術史は美術の歴史なので「画面」や「画家」などその絵画以外にも、その絵画や画家が生



まれた時の思想的、時間的、社会的な環境、すなわち「当時 の画壇の傾向」「その絵画・画家が後の画壇にあたえた影響」「そ

の画家の生育歴、生活、教育歴、製作歴、交友歴」などの「その絵画」をとりまく諸要素のすべてを統一体としてとらえようと

している。 

	 そこで、美術史家は「科学者としての客観的考察力・実証力」と「芸術家・思想家としての感性・洞察力」の二つを併せ持た

なければならない。すなわち、美術史家は最終的に「ある絵画」を歴史的統一体の一部として結論づけようとしているので、も

しそのための前提である個々の歴史的諸要素の検証に少しでも誤りがあれば、その結論は信用できないものとなるので「科学者

としての客観的考察力・実証力」は美術史家にとって不可欠であり、また「考察力・実証力」をもとに、それらを歴史的統一体

として結論づけるための「芸術家・思想家としての感性と洞察力」が必須のものとなる。 

	 そのような美術史家のなかで私たちにもっとも身近な人として「美術館」	 （博物館〈museum〉のなかで美術〈art〉作品

のみを収集・保存・陳列している施設は、本来「美術博物館〈art museum〉」と呼ばれるべきであるが、私たちはそれを省略

して「美術館」と呼んでいるのでここでもそう呼ぶ）	 の学芸員があげられる。日本の美術館の学芸員の大半は、ある時代、あ

る国、ある画家などの美術史の専門家であり、日本の美術館の数はきわめて少ないので、美術史家のなかでも限られた人のみが

学芸員になっている。学芸員は美術史家として「客観的考察力・実証性」を身につけるためのさまざまな専門教育を受けてきて

いるので、美術館でガイドとしてある絵の解説・説明をおこなう際にも、その絵の構成要素の特徴、画家の歴史、絵が描かれた

当時の社会的状況など、その絵画とそれをとりまくさまざまな客観的諸事実のなかで、一般人に理解しやすく、また言葉で説明

しやすい事実の基本的な事柄を説明することが多い。 

 

５ 「鑑賞教育」の本質・目的 

５‐１ 「ワークシート」 

	 以上、「鑑賞教育」の目的を明らかにするために、私たちがたずさわっている「美術教育」の誕生の歴史と、図工・美術科の

特性とその指導、美術史における「鑑賞」の概略をみてきた。それらをもとにつぎに「鑑賞教育」の本質について考えてみたい。 

	 以上のように、「鑑賞」は美術史においては１６世紀以降考え続けられてきたものであり、「鑑賞の方法・内容」も美術史にお

いてはすでに確立されているので、美術史家にとって「鑑賞」は当然「美術史における『鑑賞』」であり、一般的にもそう考え

られている。そこで、美術教育にたずさわっている私たちも、どこかで「図工・美術科における鑑賞は美術史の鑑賞とは違う何

かがあるのではないか」という一抹の疑問を感じていたとしても、指導要領には「美術教育の『鑑賞』とは何か、何のためのも

のか」ということが示されていないので、辞書の「美術作品を理解し、味わう」という言葉と「美術史の鑑賞」をもとに、手探

りの状態でさまざまな実践を試みている。 

	 そのような試みの一つに「ワークシート」を使った実践がある。私たちが目にする「ワークシート」はアメリカの美術館で作

られたものを底本としていることが多いので、ここではアメリカの美術館での鑑賞教育、すなわち「美術館教育〈museum 

education〉」をみてみたい。日本の美術館の学芸員の大半は美術史家であるが、アメリカでは美術館の仕事として「保存・修

復」「収集・研究」とならんで「教育・普及」が三本柱の一つとしてあげられており、「教育・普及」担当の学芸員の多くは美術

教育の専門家である。アメリカでは美術、音楽、体育の３教科は幼稚園から高等学校まですべて専科の先生が担当しており、教

員養成大学・学部の美術教育学科の案内書の「卒業後の勤務先の例」には「幼稚園から高等学校までの美術の先生」以外にも「美

術館の教育担当」と記されている。 

	 アメリカは「アメリカ合衆国」という国名が示すように、州を基礎としその連合によって成り立っている国であり、州の基礎

は郡なので、郡の歴史としての美術・工芸作品を保存しそれを公開している美術館は、特に東部諸州に多く存在している。そし

て、子ども達はそれぞれの郡の教育委員会が作成したカリキュラムの一環として、小学生を中心にスクールバスを使って半日間

ほど美術館を訪れることが多いが、美術館での指導は学校での授業とは連携しておらず、美術館独自の指導にゆだねられている。

そこで、そのような子ども達を美術館独自に指導することが教育担当の学芸員の大切な仕事の一つであり、ワークシートは本来

そのように一過的に、短時間美術館を訪れる子ども達に美術館独自の鑑賞教育を完結させる目的で作られたものである。すなわ

ち、ワークシートは学校とは別の機関である美術館での「教育手段・方法」であり、またワークシートの質問・回答内容は美術

館での鑑賞教育の「最終的な成果」でもある。 

	 他方、日本ではカリキュラムの一環として美術館を訪れる制度は確立していないし、美術館での指導を授業とは別のものとし

てとらえるという意識も希薄である。なぜなら日本の先生は、それは日本の学校教育の良さを特徴づけるものであるが、たとえ

ば子どもが病気で入院すると先生は退院するまで心配であったり、所属している少年野球のチームで活躍した子どもがいると先

生は嬉しく・誇らしく感じたりするように、「自分の（学級の）子ども」という意識が強いからである。そこで、自分の学級の

子どもについては誰よりも理解していると信じ、またそのための努力を日々重ねながら指導にあたっている先生にとって、子ど



もを知らない学芸員の指導は「そこはこう言えば・すれば、この子どもにとってはもっと理解しやすいのに」などのストレスを

感じさせるものであろう。 

	 すなわち、日本の先生は美術館での鑑賞を、たとえば社会科の「・・見学」のように授業で指導したことを実際に見学・体験

させるための機会としてとらえている。そこで、ワークシートの回答も先生にとっては「個々の子どもを理解し、つぎの授業の

題材・指導のための参考・資料」なのであろう。たとえば、子どもの回答を見た先生はワークシートに書かれた文章そのもので

はなく、その文章をとおしてその子どもが何を感じ、何がいいたかったのかということを納得できるまで読み取ろうとし、理解

しにくいところがあれば子どもに質問するのであろう。また、ベテランの先生はワークシートに書かれた１行の文章を見て「こ

の子は本当は・・・ということをいいたかったのだろう」という数行、数十行の解説・説明ができるであろう。すなわち、日本

の先生にとって美術館 での鑑賞は、事前指導・事後指導をふくむ図工・美術科の授業の一部としての「鑑賞教育」であり、美

術館だけで完結するものではないと感じられるのであろう。そこで先生は、たとえば事前指導で作品の特徴や鑑賞の視点などを

説明することによって、鑑賞の授業のねらいを子どもに示したうえでワークシートを使用した美術館での鑑賞をさせ、事後指導

として個々のワークシートの回答を検討させることによって、先生が意図した鑑賞の意味、作品の理解、鑑賞のおもしろさなど

の理解を深めようとするのであろう。あるいは、説明をしないでまずワークシートに回答させて、事後指導として複数の回答を

比較させることによって鑑賞の態度・内容を深め、「自分の見方、感じ方を自覚させる」、というようにワークシートを使用する

のであろう。 

	 このように、同じワークシートであっても日本とアメリカではその使い方は大きく違っているが、その理由は教育制度、カリ

キュラム、先生の意識、歴史・習慣などの違いによるもので「どちらが良いのか」という問題ではない。しかし、ワークシート

を「鑑賞の手段・方法」として使おうとしている日本においては、もし先生が「鑑賞は何のためのものか」という「鑑賞の本質・

目的」をはっきり認識できていなければ、「鑑賞教育はワークシートを使いさえすればできる」「ワークシートを使うことが鑑賞

教育のもっとも優れた方法である」というような「方法論崇拝」におちいる危険性がある。ワークシートのみならず美術教育の

すべての手段・方法は「それは何のためのものか」という本質・目的を明らかにすることによって始めてその有効性について考

えることができ、さまざまな技術・技法、手段・方法を使った実践もその本質・目的を明らかにすることによって、初めて先生

は互いに意見を交換することができ、より良い授業のための手段・方法として利用することができるようになる。現在の日本の

美術教育では「何のために」という本質・目的をはっきりさせないまま方法論のみを問題視する傾向が強いが、「本質・目的」

の検討も同時におこなわなければ、どのような試みも「方法論重視」におちいる危険性がある。 

５‐２ 「鑑賞」の根源 

	 私たちは「鑑賞教育」を「美術教育」の一部として考えているので、ここで「鑑賞教育」について考えようとするときにもチ

ゼックの考え方を踏襲してみたい。先に紹介したように、チゼックが提唱した「専門教育の基礎ではない美術教育」という概念

の基本は、子どもの美術製作を大人の美術製作から分離・独立させ「子どもの美術製作のみを注視する」ことであった。そこで

「鑑賞」も「大人の知識や概念」を一時保留し、子どもの立場からのみの『鑑賞』」という視点から考えてみたい。すなわち大

人の理解では、鑑賞の対象は美的価値が人間によって創造・表現された「芸術作品」に限定されていたが、子どもにとっては自

分の見ているものが芸術作品か否か、美的価値があるか否かはわからないであろう。そこでまず「芸術作品」という限定を取り

はらって「鑑賞」を考えてみたい。 

	 「鑑賞」の行為をさかのぼって考えていくと、最後には「見る」という行為に行き着く。そこで、「『見る』ことはすべて『鑑

賞』なのか」と自問してみると、そうではなさそうだと感じるであろう。ただ「漠然と見る」のではなく「見ようという意識を

もって見る」ことが必要だと感じるであろう。そこでさらに、たとえば「時刻を知るために、時計を意識的に『見る』ことは『鑑

賞』なのか」と自問してみると、そうではなさそうだと感じるであろう。すなわち私たちは「鑑賞」ということを、何かの目的

のための手段として「見る」のではなく、「『見る』こと自体を目的として『見る』ことによって、何かを感じること」だと考え

ているのであろう。そこで、「鑑賞」の根源を「見る」という身体活動と、「（見て）何かを感じる」という精神活動の二つの意

味が合わさったものだと考えると、日常生活において子どもが、たとえば夕日や花などの自然物を見て「美しい」と感じたり、

人の髪型、化粧、服装などを見て「美しい・美しくない、似合っている・似合っていない」と感じたりするなど、身の回りのも

のや現象などを見て何かを感じることも、私たちが考えている「鑑賞」になるであろう。 

	 しかし、そうするとそこにはさまざまな問題が出てくる。まず「鑑賞」という言葉の意味は、辞書には「芸術（美術）作品を

理解し、味わうこと」と書かれているので、それを「見ることによって、何かを感じること」というように勝手な変更や意味づ

けはできない。そこで、辞書の「芸術（美術）作品を理解し、味わうこと」という文章を再度吟味してみると、「作品を『理解

し』」の「理解」の意味は「客観的に諸事実を知る」という意味なので「理解し、味わう」ということは、まず「客観的に諸事

実を知り」それをもとに「考え、感じる」ということになるか、あるいは「理解」することと「味わう」ことを平行しておこな

うことになる。いずれにしても、「鑑賞」とは先に述べた美術史での「鑑賞」を意味している言葉であり、その対象は芸術（美



術）作品に限定されており、子どもの身の回りの自然物や人工物はふくまれていないことになる。そこで、チゼックの考え方に

もとづいて、「鑑賞」を「見ることによって、何かを感じる」と考えようとすることはそれ自体誤りであることになる。 

	 しかし、子どもにとって身の回りの事物・現象こそが日常生活において「見る」対象であり、「芸術作品」はきわめて特殊な

ものである。また私たちも、子どもが夕日や花などの自然物を見て、無関心ではなく「美しい」と思えるようになってくれるこ

とを図工・美術科の指導の根底、あるいは「人間教育」として望んでおり、そのような子どもに育ってくれることを期待して教

育にたずさわっている。そこで、もし私たちが「鑑賞」という言葉をそのような意味でとらえたいのであれば、私たちは新しい

言葉を作らなければならない。しかし、ここではそれを単に『鑑賞』と表記したい。 

	 そこで、私たちが「鑑賞教育」がむずかしいと感じていた理由の一つは、私たちが考え・感じていた『鑑賞』が美術史の「鑑

賞」とは異なっていたからであっただろうと考えられる。すなわち、美術史家の「鑑賞」は美術史家が大学で美術史を専攻した

以降に美術史に必須のものとして学び、慣れ親しんできた「鑑賞」であるが、私たちが『鑑賞』と呼びたいのはその根源である

「見ることによって、何かを感じる」ことであったからなのだろう。ここで、美術史家の大学入学までの状態を考えてみると、

その人が高校生の時に大学で美術史を専攻したいと決心した理由は、その人がそれまでのどこかで美術史に興味をもち始め、そ

の興味が志望大学を決定するまでに徐々に「美術史を生涯の仕事にしたい」という決心にまで高まっていったからであろう。こ

こでさらに、「美術史を生涯の仕事にしたいと決心する以前の状態」を考えてみると、美術史家は幼少のころから見たものに対

して人一倍多感でさまざまな事物に興味をもっていたであろうし、テレビ、家族・友人の話、図工・美術科の授業などその興味

を助長してくれたさまざまな原因があったのであろう。そのようななかで、さらにさまざまなものを見て感じるという経験を積

み重ねるうちに、その後いつか、どこかで、何かの美術作品や作品の解説文に出会い「おもしろそうだ・すばらしい」と感じた

ことが美術史を専攻しようと思った根本的な理由であろう。ところが、大学入学後美術史の勉強を積み重ねていくうちにそのこ

とを忘れてしまい、「鑑賞」＝「美術史の鑑賞」ということのみが定着したのであろう。 

	 以上のように「美術教育」は、美術史家が美術史の専門家になりたいと決心するまでの、幼稚園から高等学校までの子どもを

対象にした教育であり、また、私たちは『鑑賞』を美術史の「鑑賞」の「理解して、味わう」よりはるかに広範な、あるいは美

術史が学問として成立する以前から、人が日常生活のなかで意識もしないほど当然のこととしておこなってきた「人間の根源的

な活動としての『鑑賞』」を対象にしている。また美術史家がそのことを「忘れてしまう」ことを私たちは、知識の記憶ではな

い「人間教育」として当然のことであると考えている。 

 

６ 人間教育としての『鑑賞』の根源 

	 そこで、つぎに「『人間教育』としての美術教育とは何か」について考えてみたい。 

	 すでに述べたように、私たちは自分の指導している子どもが美術の専門家になってくれればとても嬉しいであろうが、すべて

の子どもに美術の専門家になってほしいとも、なるとも考えていない。そこで、そうすると私たちは何のために授業をおこなっ

ているかを考えてみると、それは「将来、子どもがサラリーマンになろうと科学者になろうと、美術だけがもつ表現の楽しさ・

喜び、緊張感、成就感などを体験させたい」からであろう。そして、もしそうであれば、それは「美術表現・製作は子どもにと

って必須の人間の根源的活動である」という考えに根ざしていることになる。たとえば、「子どもが絵を描く」のは「描きたい

から描く」のであるが、その理由は、何もない真っ白な紙に自分の意思と行動で描くことによって、それまで何もなかったとこ

ろに線や色が出現し、さらにその線や色によってある形や像が生れ出るので、（子どもはその時の自分の気持ちをまだ言語化で

きないであろうが）「これは私が創り出したものだ・私にはこのような創造ができるのだ」というような気持ち、感動によるも

のだと考えるのであれば、それは「絵を描くことは人間の根源的活動である」と考えていることになるからである。そして、「描

きたいと思う」ことは「外界」すなわち身の回りにある事物に向けられた気持ちではなく、「内面」すなわち自分自身の心に向

けられた気持ちである。 

	 そこで、『鑑賞』もその視点でとらえると、「見ることによって、何かを感じる」という『鑑賞』の出発点は、やがて（子ども

は自分の気持ちをまだ言語化できないであろうが）「私はこれを見て、このように感じている」という自分の気持ち・内面の探

求に向かうように方向づけられている。さらに、「『私は』このように感じている」ことはやがて「他の人はどのように感じてい

るのだろう」という、自分を他者と比較することに向い、自分と他者を比較することによって、自分の気持ちをよりはっきりと

知ることができるようになることに方向づけられているといえる。また、ここで「私の気持ちがたとえ他の人とまったく違って

いたとしても、あるいは、学級のなかで私一人が皆と違う気持ちをもっているとしても、私の気持ちは私の気持ちである」とい

う自信さえもてていれば、「私はこのように感じているが、あの人はあのように感じているのだ」と自分の気持ちをより深く知

ることができる。そしてこのようなことが「人間教育の根源としての「鑑賞」」なのであろう。 

 

７「見て、感じる」から「その時々の、自分の好みを知る」まで 



７‐１ 「見て、感じる」 

	 そこで、ここでは「鑑賞教育」を以上のような基本的構造として考えた時の出発点である「見て、感じる」ことを、『鑑賞』

の具体的な指導目的の出発点として設定したい。 

	 すでに述べたように「見る」ことは、人が生まれて以来だれもがずっとおこなってきた行為であるが、「見て、感じる」場合

の「見る」ことは特殊な意味をもっている。すなわち、大人も子どもも日常生活において「見て」「何かを感じる」のは、見た

ものに以前から興味をもっていたり、今まで見たことがないめずらしいものなど、それまでの「見る」経験のなかで「見ること

に意識を向ける価値がある」ものを無意識的に選択・判断して見ていたのであろう。しかし「見ること」と「感じること」が対

になっているここでの「見て、感じる」ことは、それまでの経験を保留して「（とりあえず）意識してそれを見てみる」「そこか

ら何かを感じるかどうかを確かめるために見てみる」という意味である。そこで、子どもが無意識的に選択・判断して見ていた

ものを「意識して見させる」ことが、『鑑賞』の出発点としての先生の仕事・役割となる。 

	 その一例として、見る対象を教室の花瓶のなかの菊の花とすると、たとえば先生は「あー、この菊の花はとてもきれいだね」

と自分の感想を述べることによって子どもの意識をそこに向けさせることもあるだろうし、「この菊の花は白いけれどほかにど

んな色があるか知っていますか」と質問したり、「菊は千年以上前に中国から日本にきました・・・」と解説することもあるだ

ろう。私たちは一般に、それらの方法を組み合わせることで子どもの意識を菊の花に向けている。このように述べると「そのよ

うなことは日常的な子どもとの会話であり、授業としての鑑賞教育ではない。それでなくても授業時数の少ない図工・美術科の

授業のなかで、さらに時間の限られている『鑑賞』の授業でそのような悠長なことはできない」という意見がでるかもしれない。

それはそのとおりであるが、ここで述べたいことは『鑑賞』はある特別・専門的なことではなく子ども・先生の日常生活に根ざ

したものであり、その指導のために先生はその意識をもつことが必要であるということである。そして「日常生活に根ざしてい

る」ということは、先生には『鑑賞』のための特別・高度な知識は必ずしも必要ではなく、必要なことは先生の子どもに対する

人としての暖かい眼差しと、図工・美術科の持つ人間教育の意味を理解することである。そこで「意識して対象を見させる『方

法』」も『鑑賞』のための手段ではなく、本来、先生の人間性に由来するものであるといえる。 

	 しかし、それが「教育のための手段・方法としておこなわれたのか」「先生の人間性に由来するものなのか」という区別・線

引きは、特に『鑑賞』においてはむずかしく、この問題は『鑑賞』においてはつねにつきまとう。たとえば「菊の花」の場合、

「『先生の感想を述べる』『質問する』『解説する』などから子ども達のなかで意見交換や話し合いが始まり、最後に子ども達の

希望で壁新聞を作ることになった」と指導案に書かれていた場合、それは明らかに先生の意図であろう。しかし、先生の「あー、

この菊の花はとてもきれいだね」という言葉は指導のための「演技・技術」ではなく「先生の人間性」に由来するものであろう。

そこで、『鑑賞』の指導は「教育のための手段・指導技術」と「先生の人間性」の双方が、織物の縦糸と横糸のように綾をなし

ておこなわれており、その組み合わせは個々の先生にゆだねられていると考えるべきであろう。 

	 またここで、『鑑賞』の出発点としての目的を「見て、感じる」とした場合、「子どもが何を感じたか」を先生が知るために、

言葉や文章で発表させるであろうが、そこには『鑑賞』の本質にかかわる危険な問題がひそんでいる。なぜならそこには、他教

科の考え方である「言葉であらわされたことのみが、子どもの感じたことである」「豊かな「鑑賞」経験ができれば、それは言

葉であらわすことができる」という考え方がひそんでいるからである。たとえば、小学生の語彙力は中学生とくらべると少ない

ので「小学生は中学生にくらべて「鑑賞」能力が低い」と考えがちになるからである。すなわち、先生にとって言語化は「言葉

以外に子どもが感じたことを知る手だてがない」ことや、「語彙力や文章力は不十分でも、あえて言語化させることで自分の気

持ちをあらわすための語彙力・文章力を高められる」という言語指導上のメリットがあり、また「すべての認識は言語で成り立

っている」ともいわれているように、気持ちの表現として言語は不可欠なものだからであろう。しかし、同時に「言葉であらわ

すことに意識が向けられると、その分だけ『自分の気持ち』に対する子どもの意識が希薄になる」、「「鑑賞」とは、自分の気持

ちを言葉であらわすことであると子どもに思わせる危険性がある」というデメリットがある。さらに「大人でも、自分が好きな

事物・現象がなぜ、どの程度好きなのかを言葉であらわすことはむずかしい。それが好きであればあるほどよりむずかしい」と

いうことも私たちのすでに知るところである。『鑑賞』の言語化の問題については今後さまざまな研究が必要であろうが、『鑑賞』

教育でもっとも重要なことは「言語化ではなく、子どもの感じた気もちである」という先生の意識であろう。 

７‐２ 「その時々の、自分の好みを知る」 

	 以上のように、ここでは「見て、感じる」を『鑑賞』の根底・出発点として位置づけたが、つぎに発展的な目的を「その時々

の、自分の好みを知る」とし、それについて考えてみたい。 

	 まず、ここでの「その時々の」とは、「子どもの『好み』は時間の経過とともに変化する」「子どもの心身は成長とともに変化

する」という意味であり、先生は『鑑賞』においても子どもの見方、考え方、気持ちが時間とともに変化していくことを前提と

し、当然のことと考えなければならないということである。すなわち、ある事物・現象についての見方・考え方がそれまでと違

うものになったり、ときには正反対になったりする子どもの「変化」は、一般的には年齢が低いほど頻繁におこる。そして、す



でに確立している事柄を段階的に教えようとしている他教科においては、そのような変化はおこってはならないことであるが、

私たちはその「変化」こそが、個々の子どもが、個々の方法・内容で、個々の人間性の形成へと向かっている証であると考えて

いる。すなわち、美術史家にとって名画とは芸術的価値がすでに認められたものであり、名画の「鑑賞」は「その絵画は芸術的

価値をもっている」というところから出発し、それがどこに、どのような芸術的価値をもっているのかということを感じ・見つ

けだすことが研究である。すなわち、美術史家は子どもではなく「絵画」を見ているのであり、それが美術史の専門性である。

しかし、美術教育の『鑑賞』はそのような既存の価値を教えることを一時保留して、子どもにそれがどのように感じられるかと

いうところから始まる。そして、「どのように感じられるか」は、見るたびに「感じられる」ことが強くなったり弱くなったり、

新しく「感じられる」ことがふえたり、それまで「感じられた」ことに何も感じなくなったりするというようにさまざまに「変

化」する。そして、そのような「変化」が起こらなくなったときに「その時」の『鑑賞』は終わるが、つぎの機会に同じ絵を見

た時にもまた同じような「変化」がおこる。すなわち『鑑賞』とは、極端にいえば永遠に続くそのような「自分の気持ちの変化」

を意味しているので、そのような経験・体験を子どもにさせることが美術教育の『鑑賞』であろう。そして、それを出発点とし

て「他の人々が感じたことは、自分と同じなのか異なっているのか」「他の人々の変化は、自分と同じなのか異なっているのか」、

あるいは「同じであってもどこかに相違点はないのか」「異なっていてもどこかに共通点はないのか」ということに気づかせる

ために、説明したり、質問をしたり、子ども同士で話し合わせたりすることが先生の指導として必要になる。そして、それは最

終的に「ああ、私は、今、このような好みをもっていたのだ」ということ気づかせることができれば、それで『鑑賞』の基本は

完結したといえるであろう。繰り返し述べると、『鑑賞』教育は絵画・ものを対象にしているのではなく、子どもの心を対象に

しているので、先生は子どもが感じたり思ったりしていないことを言葉や文章で強制的に表現させてはならない。すなわち、先

生は絵画ではなく「子ども」を見ているのであり、それが人間教育としての図工・美術教育の一般性である。 

	 美術史家が美術教育の『鑑賞』を「なぜ、より効率的に鑑賞の高みに向かって指導しないのか」「なぜ、低次元にとどまり続

けて指導しているのか」と感じる理由もここにある。すなわち、美術史家は「名画」という「芸術的価値」が認められた作品を

出発点に研究を進めているが、私たちは「子どもの落書き」という美術史家にとってはまったく価値のないものを、人間教育と

してその年齢において充分に経験させておかなければならない「表現活動」として認めるところを出発点としているからである。 

	 さらに、「自分の好みを知る」ことは美術教育における「製作」と『鑑賞』の違いも意味している。すなわち、「製作」は「能

動的・行動的」すなわち「自分が納得できるまで作品を追求する」という「自分がもっている（漠然とした）イメージに向かっ

て身体を使って描き・作りすすんでいくこと」であるが、他方、『鑑賞』は「受動的・静観的」すなわち、「感覚・感性・思考力・

判断力という身体的活動をともなわず感じ・決断していくこと」であるからである。 

	 また、「自分の好みを知る」ことは「他者の好みを知る」ことによって初めてできることであり、他者の存在を必要とするか

否かという点においても「製作」と『鑑賞』は異なっている。そこで、「製作」の際に私たちはある子どもの作品を他の子ども

の作品と比較することはないが、『鑑賞』においてはそれぞれの子どもが興味・関心をもったことを、直接・間接的に比較しな

がら授業を進めている。一般的に「比較」は物事の長所・短所を見つけたり、価値の優劣をつけたりするためのものであるが、

ここでの「比較」はそれぞれの特徴を明らかにするためのものであり、「自分を知るために他者を知る」ことである。このよう

な「比較」をおこなうためには、一般的に３−５歳の幼児の特徴とされる、自分と他人の立場が区別できず自分の立場からのみ

他人を考える「自己中心性」から脱却できていなければならないという、「製作」においては強調されないことが必要になって

くる。現代は「自己中心性」からの脱却が高齢化しているようであるし、また「自己中心性」という定義にはあてはまらないと

してもそれに近い大人も見られるので、人間教育としての『鑑賞』の指導のむずかしさはその点にもあるのだろう。しかし「自

分を知るために他者を知る」「他者を知って初めて自分を知ることができる」ということと平行して、「自分が納得して製作した

作品の良さを他者に理解してもらうためには、自分も他者が納得して製作した作品の良さを理解できなければならない」「どの

ようなものであってもすべての作品は認められなければならない」という「美術教育」の根源的姿勢は『鑑賞』においてもいえ

る。あるいは、『鑑賞』における「比較」は「自分とは違う人や友達の見方・感じ方を理解する」ことを出発点としており、「自

分とは違う見方・感じ方を理解できた分だけ、自分の見方・感じ方が理解できる」という人間教育として重要な要素を基盤とし

ているともいえ、このようなことが『鑑賞』の指導の基礎であろう。 

	 ここでの指導上の問題は、多くの子どもはとつぜんある絵を見せられて「好きか嫌いか」と聞かれても「わからない」と思う

ことであろう。そこで、その問題点の解決法・指導法としては、たとえば複数の絵を見せると子どもは比較することができ、わ

かりやすくなるので「あらかじめさまざまな絵を準備しておく」ことが考えられる。あるいは「好きか嫌いか」という決断を求

める質問ではなく「何となく好き・嫌い」「興味をおぼえる・おぼえない」「何となく気になる」などと質問の限定をゆるやかに

したり、そのような質問をおりまぜて使うことも考えられる。あるいは、「好き嫌い」がはっきりしている子どもにその理由を

述べさせて、それをモデルとして他の子どもにも着眼点、思考方法、発表方法などを知らせるという、私たちがどの教科の指導

でも使っている指導法も考えられる。また、ただ絵を見せるのではなく、先生がその絵の特徴や作者などの説明をしたり、質問



を積み重ねたり、簡単な質問から徐々に複雑な質問へ移ったり、子どもが気づかないような視点を先生が例として述べたり、あ

るいは以上のような事柄を併用することなども私たちがどの教科でも使っている指導法である。これらさまざまな指導法はどれ

が優れているかということではなく、先生がさまざまな経験や試行錯誤の結果、その時々の子どもにとってもっとも有効である

と思うものを使うべきであり、それが先生の仕事である。繰り返し述べると、ここで先生が留意しなければならないことは、子

どもが「わかりません」と答えたときも、子どもの状態によってはそのまま認めなければならないこともあるので、子どもの「好

き嫌い」をはっきりさせ、その理由を言語で述べさせることを『鑑賞』の目的にするような指導はしてはならないということで

ある。子どもの気持ちの整理がまだついていない状態で「好きか嫌いかのどちらかを選びなさい」「その理由を述べなさい」と

子どもに決断・言語化を迫ることは精神的な強制であり、それは「製作」において「子どもが納得できるまで」ではなく「先生

が納得できるまで」製作をつづけさせることと同じことである。 

	 このような指導はむずかしそうに思えるかもしれないが、逆にいえば、先生が個々の子どもの心の状態を理解・把握できてさ

えいれば、どのような指導であれ美術教育としての『鑑賞』指導はできるということである。すなわち、私たちが図工・美術科

として名画を『鑑賞』させたいと思っていたとしても、もしその時の子どもの状態から高度で難解な名画を『鑑賞』させること

はできないと先生が判断した場合には、名画以外の他のものを『鑑賞』の対象にすることもできるということである。たとえば、

小学校の中学年前後から子どもは服装・髪型などのファッションに興味をもつようになるので、「ファッション」を対象として

「この服装・髪型を見てどう思いますか」「どの服装・髪型が好きですか、その理由も考えてみてください」などと問いかけれ

ば、名画に対しては「わかりません」と答えていた子どもでも答えやすいであろうし、興味をもって考えたり、他の子どもの意

見も注意深く聞けたりするであろう。そして、その発展として名画の『鑑賞』をさせることもできるし、また「ファッション」

だけで終わったとしてもそれも『鑑賞』と呼べるのであろう。なぜなら子どもが将来どのような仕事についたとしても、ファッ

ションは常に生活のなかに存在しているからである。 

７－３ 「見て、感じる」から「その時々の自分の好みを知る」まで 

	 以上のように、ここでは「見て、感じる」という生理的・心理的にもっとも原初的なものから、「その時々の自分の好みを知

る」という精神的・内省的にもっとも原初的なものを『鑑賞』の「目的」とした。ここで一般的な「目標」ではなく「目的」と

いう言葉を使った理由は、『鑑賞』の指導においては「目標」という「目的を達成するために、とりあえずもうけた目当て」で

はなく「子どもたちに達成させなければばらない必須の事柄・先生の仕事」という意味を強調したかったからである。また、生

理的・心理的、精神的にもっとも原初的な二つの「目的」をあげた理由は、子どもは一人一人「興味・関心の程度」「感じ方の

程度」「言語的な能力」などが異なるが、私たちはそれらすべてを「その時々の子どもの状態としてあるがままに認め、それを

もとに指導を考えなければならない」からである。そこで、子どものその時々の状態によって、「見て、感じる」ことだけでも

『鑑賞』の目的は達せられたというべきであるし、「その時々の自分の好みを知る」ことでも『鑑賞』の目的は達せられたとい

えるからである。さらに、美術作品を『鑑賞』の対象とすることも、身の回りの事物を『鑑賞』の対象とすることも、あるいは

双方をとりあげてどのような配列で指導すべきであるかを考えることも、すべて先生にゆだねられたことであるからである。こ

のように考えれば『鑑賞』の実践は誰にでも可能であるし、「美術教育」の理念にも適応している。 

 

 

おわりに 

	 「鑑賞教育」はここ２０年ほど日本の美術教育界でも考えられ、さまざまな実践もおこなわれてきたが、その努力のわりに成

果は得られてこなかったように思える。その大きな理由は、１６世紀以降連綿と続いてきた美術史で使われてきた「鑑賞」すな

わち「芸術（美術）作品を理解し、味わう」という用語が、専門用語ではなく一般社会にも定着し、指導要領にもつかわれるよ

うになったことであると考えられる。他方、それが意識されていようといまいと、チゼックの考え方をもとにした美術教育観で

製作をもとにした実践をおこなってきた先生にとって、美術史の「鑑賞」は「何となく違和感を感じる」ものであったと考えら

れるので、ここでは従来の「美術教育」の考え方を強調した『鑑賞』について述べてきた。 

	 しかし、私は必ずしも従来の「美術教育」の考え方に固執するものではない。なぜなら、さまざまな価値観は時代とともに変

化するものであるので、「美術教育」でも「表現（製作）」は従来の考え方のままにして、「鑑賞」は美術史の「鑑賞」を取りい

れることも可能であるし、あるいは、アメリカで1980年代の始めごろから「DBAE 《Discipline Based Art Education》」

という名称でさまざまな理論と実践が展開された、図工・美術科を構成する要素をさまざまな学問分野に分解してそれぞれの基

礎を学ばせる教科と位置づけるという、日本の他教科のような教科にすることも可能だからである。 

	 私の恩師、故バイテル先生はかつて雑談のなかで「私の印象では、（アメリカの）美術教育はおよそ３０年を周期に全体的な

視点から個別的な視点へ、理念的な研究から実際的な研究へと繰り返し変化しているように思える」と述べたが、日本にも「一

代３０年」という言葉があり、「３０年周期説」はその点においても興味深い。 



	 最後に、本小論のテーマとはまったく別の視点から「鑑賞教育」についての私見を述べると、鑑賞能力は数多くの作品を見る

ことによって芽生え、育まれるので、もし幼少中高等学校のすべての図書室に子どもの年齢にあった画集・作品集を設置できれ

ば、それだけでも「鑑賞教育」になるであろう。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 了 

 

質疑応答 

A   ：このレジュメにはすべて「製作」と表記されています。私の勤務する高校には工業科もあるので、私は工業製品を作ると

きは「製作」という漢字を使い、書道や美術の作品を作るときには「制作」という字を使っているのですが、ここではな

ぜ「製作」としたのでしょうか。 

長町：私は過去４０年間、子どもがものを作ったり表したりすることをずっと「制作」という漢字であらわしてきましたが、今

回初めて「製作」という字をつかいました。たしかに、辞書には「製作」は「ものを作る」という意味で、「制作」は「美

術品などを作る」意味だと書かれています。しかし、今日の発表のテー マの一つは、「鑑賞」は辞書には「芸術（美術）

作品を理解し、味わう」とされていますが、私は鑑賞教育における対象は芸術（美術）作品に限定せずに子どもの身の回

りのものや事すべてにするべきだ、ということでした。そこで、美術品などに限定されて「制作」という字を使うと自己

矛盾になるような気がしたので「製作」という字をつかいました。ちなみに「美術教育」の視点から考えますと、１本の

「ネジ」であっても高校生が作ったものであれば、私はそれは「制作」という漢字であらわされるべきだと考えています。 

B   ：私は、子どもの作るものはすべて「芸術作品」と認めてもよいのではないかと思います。 

C   ：（長町は「自分の好きなものは言葉では正確にはあらわせない」ということの具体例として、「子どもに対して示す例とし

てはもちろん不適切なので、学校では子どもの状態に合わせた例が必要だが、皆さんは全員大人なので私が個人的に大好

きなお酒を例にすると・・・」という話をしていた）さきほど、「自分の好きなものは言葉では正確にはあらわせない」

とおっしゃいましたが、「私は、お酒が好き」という言葉で自分の感情の表現はできているのではないでしょうか。 

長町：「好き、嫌い」という大まかなことは言葉であらわせますが、その内容、程度、質的なことは言葉ではあらわせないと思

います。 

C   ：「好きか、嫌いか」ということを言葉で表せることはその感情を理解しているということで、自分の感情の表現の出発点

として、まず「好きか、嫌いか」ということを表現できることが大切ではないかとおもいます。 

長町：それはそのとおりですが、子どもでもある作品を見た時には「好きか、嫌いか」ということ以上に「何となく気になる」

「何となく嫌い」「何となく好き」というような、言葉ではあらわせないもっと複雑な気持ちをもつのではないかと思い

ます。ここでは「感じる・そのような気持ちをもつ」という意味を強調したいと思ったのでそのような説明をしました。 

B   ：私も「言語表現」がどの程度できれば「良し」とするのかということには常々疑問を感じています。「程度や質的なこと

をあらわす」ということについてはこれからもっと考えなければならないと思います。 

D   ：子ども達を美術館に連れて行ったときに、作品を見たとたんにすぐにその感想を言葉であらわす子どももいますが、その

ような子どもの言葉のなかには「空しさ」を感じさせるものもあることは、今までの実践のなかでも感じていました。そ

こで、私は感じたことをすぐに言葉で表現させるのではなく「今日見て思ったことは、頭のどこかに置いておこうね」と

いう言葉掛けをすることによって「言葉を熟成・発酵させる」ことが大切だと思っています。そのような時間をとると、

たとえそれが一ヶ月後であっても「その時の気持ち・状況」を的確にあわらす「言葉」が必ずでてくると思っています。

逆に、先生や学芸員さんの見ている前で子ども同士の話し合いが活発におこなわれるときでも、その内容が「何となくウ

ソっぽい」と感じられるときもあります。話ができる子どもは、いつ、どこででも、いくらでも話すことができると思い

ます。でも、たとえば日ごろもの静かな子どもでも、作文を書かせるととても情熱的な文章を書くことがあるように「自

分のなかでフッと心が揺らぐような経験」をしたときに「あのときの気持ちは何だったのだろう」と自分のなかで言葉を

熟成・発酵させる時間を子どもにもたせることは、子どもと共に過ごすことができ、気持ちの変化も知ることのできる学

級担任にとってはとても大切だと思います。でも他方、絵を前にして他の子どもが発した言葉も、その言葉が宝物のよう

にその子どものなかに入っていくので、互いの言葉でのやりとりもとても大切だと思います。 

長町：私も D 先生のご意見に大賛成ですが、一点だけ賛成しかねるところがあります。つまり、私はその時間を「『言葉』を熟

成・発酵させる」ための時間ではなく、「『気持ち・心』を熟成・発酵させる」時間だと思います。「鑑賞」で「言語表現」

を過大評価しすぎると、「気持ち・心」がおろそかになることが多いからです。 

D   ：つぎに、「図工科・鑑賞教育」が他教科にも及ぼす教育的な意義の実例についてお話しますと、社会科で「戦争」につい

て話し合わせたときに、子ども達は時間の終わりのチャイムがなってもだれも席を立たず話し合いに没頭しており、結局

休み時間の間中話し続けていました。なぜそのようなことができたのかを考えますと、それは図工で「自分を表現する」、



鑑賞で「自分が感じたことを他の子どもに伝える」という経験が蓄積されたからだと思います。ですから、知識を記憶す

ることが主な学習内容になっている他教科にも図工・鑑賞の授業は役に立っているのだと思います。 

B   ：「鑑賞」においては「感じること・感じたことが大切である」ということは皆さん理解されていると思いますが、子ども

が何を感じたかを私たちが知るためにも、多面的な評価をするためにも、皆さんは「子どもが何を感じたか」をどのよう

な手だてで知ろうとしていますか。 

A   ：私の学校には「言葉にできなければ、それは感じたことではない」とおっしゃる国語の先生がいらっしゃいます。「感じ

た」だけではだれもそのことを知ることができないので、私はその考え方にも一理あると思います。ただ、言葉以外にも

「感じたこと」を別の作品にあらわすことによって「自分が何を感じたか」ということを知らせることもできると思いま

す。 

E   ：私は、言葉で表現できる子どもは言葉で表現すれば良いし、別の作品で表現できる子どもはそうすれば良いし、いずれに

しても「鑑賞」は見るだけで終わってしまってはいけないと思いました。 

F   ：私は授業でボシュの『快楽の園』という作品を生徒に見せたのですが、その時に私は「この絵のなかには色々な鳥や動物

が隠されているので、それも見つけてみましょう」といいました。そして、つぎの時間に細密画を描かせたのですが、描

きおわった後である生徒が「私は、細密画のなかに小さな動物を描きこみました」と話してくれました。それを聞いて私

は「鑑賞の効果がこんな形であらわれているのだなあ」と思いました。もし、鑑賞した直後に作文を書かせたとしても、

おそらく書けなかったと思います。私たちはそのすべてを知ることはできませんが、鑑賞の成果はいつか、どこかであら

われてくるのだなあと思います。 

G   ：私も長町先生のように個人的な話から始めますと、私が美容院にいったときに「今日はどのアロマを焚きましょうか」と

聞かれます。私はその時々の気分によって「あー、この香りは今日は少し強すぎるなあ」「あー、今日はこの香りが心地

よく感じられるなあ」などと思います。その気持ちを絵画の鑑賞にあてはめてみると、たとえ理由はわからなくても、言

葉で説明できなくても「あー、この絵は心地よいなあ」と感じることが鑑賞のスタートだと思います。だから、美術史的

な説明は特に必要ではないと思います。また、皆さんのお話を聞いていて「この絵を見た印象・感想を書きなさい」とい

うのは鑑賞ではないと思いました。また、他の人々の意見を聞くことによって自分の見方が熟成されたり、広がったり、

高まったり、深まったりすることが鑑賞教育だということを感じました。その結果、子どもが自分の感じたことを言葉で

述べたり、他の作品にあらわすことができればそれはそれでも良いのですが、それはすぐに出来なくても良いと思いまし

た。私は「評価」という言葉を常々口にするのですが、評価はその時々の子どもの状態を教師が一つの面からだけ見て

A.B.Cとつけただけのものなので、教師は「私はこのときこれだけのものしか見ることができなかった」「ここまでしか

子どもを高めることができなかった」と認めて評価しなければならない部分もありますが、私は「私のおこなった鑑賞の

授業が後々の子どものどこかに生かせられたらありがたいなあ」と思っています。ところで、私の勤務する大阪市の小学

校図工部では、昨年と今年の２年間「アートカード」という名画をカードにしたものを授業に使った研究授業や研修会を

おこなっていますが、「アートカード」は子どもを美術館に連れて行かなくても鑑賞教育ができるのできわめてお手頃で

すので、この取り組みが今後大阪市で広まってくれると良いなあと思っています。 

三澤：時間がきましたのでこれで終わります。 

模擬授業の紹介 

	 先ほどお話した、私の考えるチゼックの「人間教育としての美術教育」にもとづく『鑑賞』とは、 

①「（子どもが）見て、感じること」がもっとも基本的な目的であり、「その時々の、自分の好みを知る」が発展的な目的である。

それをもとに、子どもと先生に余力があればどのような発展的な題材を取りあつかうことも可能である。 

②『鑑賞』の対象は、子どもが五感をつかって感じる身の回りのすべての事物・現象である。それをもとに、つぎに教科の役割

として美術作品へと向かう。 

という二つの事柄でした。 

	 そして、先生が「（子どもが）何を見て・どう感じたのか」を知る方法として、言葉や文章で表現させる「言語化」はきわめ

て有効な手段ではあるが「言葉や文章であらわされたもののみが、子どもが感じたことである」と考えることは本末転倒であり、

方法論崇拝でもある。日本の、特に日々子どもとともに生活している小学校の学級担任の先生は、完全な文章ではないたった一

言のつぶやき、表情の些細な変化などからでも個々の子どもが感じ、考えていることを読み取れるであろうし、また学級全体の

雰囲気から学級全体の状態を読み取ることができるであろうし、あるいは、そうすることが先生の仕事であろう、ということを

強調しました。また、子どもに「その時々の、自分の好みを知らせる」ために子どものその時々の状態を判断し、それにあわせ

て指導の内容、方法、手順を決めることも先生の仕事であろうと述べました。 



	 このように、『鑑賞』の目的が明示されており、先生がそれに納得さえできれば、その目的に向かってどのような内容、方法、

手順をとるかは先生の仕事、義務、楽しみ、喜びであると考えられますので、皆さんが指導している子ども達のことをまったく

知らない私がそれについて述べることはできません。しかし、それではあまりにも不親切かもしれないという老婆心から、具体

的な授業例を「単なる参考として」簡単な模擬授業形式で紹介させていただきたいと思っておりました。しかし、幸か不幸か久

しぶりにお話をさせていただいたのでついつい長くなり時間がなくなってきましたので「簡単な模擬授業」をさらに省略して、

資料を口頭でご紹介したいと思います。 

１．資料の配布 

①皆様には A4の用紙３枚にさまざまな形式・様式の油絵１７点をコピーしたものをお配りしましたが、配布する絵画の点数は

子どもの状態や学年によって調節してください。たとえばある程度鑑賞経験のある小学校の中・高学年であれば５−１０点程

度、中・高校生では１０−１５点程度、鑑賞経験が少なければもう少し数を減らせば良いかと思いますが、皆様は大人ですの

で１７点を御配りしました。また、絵の種類も子どもが興味をもちそうないろいろなものを用意してください。 

②絵のコピーを配布するときには「配られた絵は見ずにそのまま裏向けに置いてください」と告げてください。 

２．絵の見方のルール 

（全員に絵が配布されれば）「今、裏向けに置いてある絵をこれから見てもらいますが、その前に絵を見るときのルールを説明

します」 

①「１枚ずつ表をむけて絵を見てもらいます。残りの絵はそのまま裏向けにしておいてください」 

②「１枚の用紙にはそれぞれ絵が数点コピーされていますが、それぞれの絵をしっかり見て『大好き』と思った絵には◎を書き、
その中に「１」という数字を書いてください。『好き』と思った絵には◯を書きそのなかに「１」という数字を書いてください。
『大嫌い』と思った絵には××を書き、その横に「１」と書き、『嫌い』と思った絵には×を書きその横に「１」と書いてくださ

い。「好きか嫌いかはわからないけれど、何だかものすごく気になる」絵には??を書きその横に「１」と書いてください。「少

し気になる」絵には?と書いてその横に「１」と書いてください。「何も感じない」絵には何も書かなくてもよろしい。 

③１枚目の紙の絵を全部見終わった人はその紙を裏向けにして、２枚目の紙の絵を１枚目の紙の絵と同じように「大好き」「好

き」「大嫌い」「嫌い」「とても気になる」「少し気になる」の記号と、数字の１を書いてください。ここで注意が一つあります。

１枚目の絵を見終わって裏向けに置いて２枚目の絵を見始めたとき、もし「１枚目の絵をもう一度見たい」と思ったとしても

それはしてはいけませんので、時間はどれだけかかってもいいので、自分で「よし、これで良い」と思えるまでしっかり見て

ください。そして、２枚目の絵を見終われば３枚目の絵を見てください。全部の絵を見終われば手を挙げてください。 

（挙手した子どもがいれば、そこに行って「次は２回目です。１回目と同じように絵を見てください。数字は「２」としてくだ

さい」と指示する。もっとも遅い子どもが３回見終わるまでは、早い子どもには何度も見させる） 

３．同じ絵に同じ印象・感想をもった子ども 

①「それでは３枚の絵を全部表向けにしてください」「今皆さんには同じ絵を３回ずつ見てもらったのですが、何度見ても同じ

絵に同じ記号をつけた人はいますか。まず、『大好き』が同じだった人は挙手してください」（挙手した子どもにその絵の番号

を言わせて）「なぜその絵が好きだったのか、皆に発表できるかな?もしできるようだったら皆に教えてあげてください」（こ

こでの指導上の留意点として重要なことは、もし言葉で理由を発表できなくてもそれはそれで、たとえば「好きなことがはっ

きりしていても、いつもその理由が言葉で言えるとはかぎりません。たとえば先生は食べ物では◯◯がとても好きだけれど、そ
れがなぜ好きなのかは『美味しいから』としか言えません」「理由が言えなくても自分の好きなものが自分でわかっているだけ

で幸せです」などと言って認める。また、ここで先生が必要だと思えば「説明はできないが大好きなもの」の例を子どもに発

表させる） 

（言えた子どもには、たとえば「今◯◯君が説明してくれたので、先生にも◯◯君の気持ちがとてもよくわかりました。絵は言葉
で説明できなくても『感じられる』だけで充分です。でも、説明できれば他の人にも自分の気持ちがわかってもらえますね」

など、「発表できる方が良いということ」を子どもに断定的に押しつけないことに留意して認める） 

②「好き」「大嫌い」「嫌い」「大変気になる」「何となく気になる」についても（子どもの興味を持続させながら）同様に発表さ

せる。（ここでも「はっきり判断できなくても良い」「「鑑賞」では言葉で発表できることより『何かを感じられた』ことの方が

大切である」ことを子どもに伝えられるように留意する） 

４．見るたびに印象・感想が違った子ども 

①「人が生きていくこと・成長することは、変化していくことである」「人はだれでも、ある『一定期間』は同じ人・ものが好

き・嫌いであると思うが、それもその後必ず変化する。逆に、好き嫌いがいつも変わる人も、ある時にはそれが『一定期間』

変わらないこともある」「人・対象によってその『期間』はさまざまであるが、どちらが良いとは言えない」ことを、先生自身

の経験談、子ども達の発表などによって徹底させる。 



５．プロジェクターでスクリーンに拡大した映像を見せる 

①もっとも「好き、嫌い、気になる」絵を一人一点だけ選ばせ（選べない子どもには決して選ぶことを強制しない）、その絵を

番号順に、その子どもが納得するまでスクリーン上に拡大して見せる。 

６．もっとも印象的な絵が決まった子どもに、その理由を発表させる。 

①「今日のところ」、好き、嫌い、気になる絵が「決まって」、その理由を皆に「伝えられる人」、言葉で完全に伝えることがで

きなくても「伝えてみようと思う人」に発表させる。 

７．自分と同じ・異なる絵を選んだ子どもの説明を聞いた感想を述べさせる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

終了 

	 	 	 	 	 	  

 

第 2部 「対話型鑑賞の実践」                        渡邉美香（大阪教育大学） 

 

1．模擬授業 

	 今回は、大学の授業「美術教科教育法」で扱っている対話型鑑賞法を紹介

したい。この授業は、中学校美術科教師を目指す学生に対し、鑑賞授業につ

いて考える機会となるよう意図したものである。授業実践資料は、大学のリ

ポジトリ（http://ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/27893/1/kyokyr_12_113.pdf）より入

手可能である。	 せっかくなので、まずは、対話型鑑賞の方法で皆さんと作

品を見てみたい。（スライド上映	 図１参照	 以下会話の書き起こし） 

渡邉：一分間ほどどこの絵をよく見て下さい。これからたくさんお話しする

ことになりますので、今は静かに一人で見て下さい。見えない方は前

に来て見てもらってもかまいません。 

渡邉：もう少し見たい方はいらっしゃいますか？この絵の中でどんなことが

起こっているか、気づいたことがある人は挙手して発表して下さい。 

A   ：学校の様子みたいですね。下に学校と描いてあるから。 

渡邉：この文字から学校の様子であると。 

A   ：そう思って見ると、左側には黒板で外国語を教えている人がいるし、

一番奥では何かを教えている。 

渡邉：ここ（指差し）と奥と２つのところで何かを教えているのではないか

と、これが外国語であるのでないかと。どこから外国語であると思い

ましたか？ 

A   ：下にカタカナが書いてあるのですが、多分それは発音をカタカナであ

らわしたものではないでしょうか？ 

渡邉：日本語のカタカナで書かれているということは、日本語以外の言葉の解説をしているところではないかと思ったというこ

とですね。はい次どうぞ。 

B   ：同じなんです。 

渡邉：同じでもよいので、どういうことですか？ 

B   ：学校で・・・。 

渡邉：この文字が学校？ 

B   ：いや、文字ではなくて、まず目に入ったのは、黒板にローマ字が書かれているところです。何かを教えている、聞いてい

る生徒がいるなーと。 

渡邉：これ（指差し）が聞いている生徒。 

B   ：奥にも同じようにパネルがあって、それを教える人と聞いている人がいるなーというので、気がついて右下を見ると、学

校ってかいてあるなと。 

渡邉：B さんも学校と思った、A さんはこちらの学校という文字から見ていかれたけれども、むしろ真ん中の受講者と先生の関

係、上の生徒と先生の関係から学校ではないかと思ったということですね。これらが生徒であると思ったということで、

どこから生徒であると思いましたか？ 

B   ：やはり同じ方向を見て、黒板であったり、先生であったり、机と椅子に座るという形態がどちらもとられているので。 

図１	 河鍋暁斎	 暁斎楽画第三号「化々学校」  

 



渡邉：机があって椅子があるというのは、勉強しているところではないかと思ったということですね。他に何かありますか？ 

C   ：勉強していない妖怪みたいのが、けんかしている。 

渡邉：どこらへんから？ 

C   ：左下のところで。 

渡邉：ここらへん（指差し）、今妖怪といいましたが、どこから妖怪だと思いましたか？ 

C   ：「学校」の上の「化」という字や、骸骨とか、首の長いのとか。妖怪の学校で勉強せずにけんかをしていると思いました。 

渡邉：ここの人たちは勉強しないでけんかをしている。どこらへんからけんかをしているという感じをもちましたか？ 

C   ：ひっくり返っている子がいたり、叫んでいたり。 

渡邉：今までは勉強しているという意見がありましたが、勉強をしていない妖怪もいるということですね。他に。ではDさん。 

D   ：みんなおどろおどろしい普通の人間じゃない妖怪みたいなお顔をしているので、これを描いた方は、皮肉っぽく何かのこ

とを馬鹿にする、皮肉っぽく事象をとらえている。袴をきている人とか、着物の人とか西洋の服の人とかいはるので、大

きな時代の変わり目で、何かのことで社会的に不満を抱いている人が、これを描きはったん違うかなという感じがします。 

渡邉：なるほど。作者のことを考えて下さったのですね。本当は、学校とか教室とか授業を受けているのは人間の世界のことだ

けれども、それを妖怪、皆さんから妖怪じゃないかという意見があったんですが、妖怪に扮して描くということには、何

かメッセージがあるのではないかということですね。そのメッセージをどういうところから読み取れるかというと、洋服

が和装の服、洋装とが見られるので、和と洋の変わり目のある時代のことを何かを皮肉って描こうとしたものではないか、

ということを言っていただきました。はい、他に。 

E   ：門のところに、洋装のおじいさんの人がすごく楽しそうにしている。 

渡邉：楽しそうだなと。どこからそう思いましたか？ 

E   ：門の外にいる人を見て、ウワーっとなっているのを見て、喜んでいるような顔に見えました。 

渡邉：楽しそうな顔をしているけれども、何を見て楽しんでいるかというと門より外の出来事をみて、楽しんで笑っているので

はないかと思ったということですね。はい、他に。 

F   ：答えがわかへんのだけれども、洋装の人がいてる学校というか、洋装の人が３人いてるんかなという読み取りで、生徒は

何人いてるんかなと言うのが・・・一生懸命数えているけれど・・・しっかりと読み取れていません。何人いてるのかな

というのが気になります。 

渡邉：数を数えて下さったのですね。何人いるのでしょう。たくさんいるから分かりにくいんですけれども、洋装の人が目立っ

て３人いるということがわかるということですね。さっき和装、洋装という話でしたけれども、洋装というのはどこらへ

んからそう思われましたか？ 

F   ：着物以外の服を洋装ととらえたんですけれど、左上にももう一人いてるんですね、よくみたら。4人目ですね。他にまだ

いてるかな？ 

渡邉：和服、袴とかではないズボンとかジャケットを来ている人がいるということに気づいていただきました。他にいますか？ 

G   ：じゃ、先生は洋装か・・・。 

渡邉：この洋装を着ている人たちが先生であるとGさんは思われたということでしょうか。 

G   ：いや、思ったというより、だんだんそこに着目するようになってきたんです。 

渡邉：洋装の人が先生なんじゃないかと。 

G   ：先生は少なくとも洋装やなと。でも、右上のおじさんがちょっと気になりますね。袴なのに。これは先生じゃないのに、

でもそれは先生かなー。 

渡邉：このおじさんは、今までは洋装の服が先生という立場の人だと思っていたけれど、このおじさんは、先生ではないかなと。 

G   ：でも化け物でもなさそうだと。 

渡邉：このかたが、どこから先生であると思いましたか？ 

G   ：眼鏡をかけている。こんな触ってそうな気がする。眼鏡かな。 

渡邉：眼鏡をかけているから、ちょっと立場が違う方なのかなと思ったということですね。 

B   ：この人、帽子と靴は洋装です。 

皆：あー、ほんとだ。 

渡邉：よく見ると帽子と靴は洋装で、和装なのは着物の部分だけで、ミックスされているのではないかということに気づいてい

ただきました。他に何かありますか？ 

A   ：明治時代に描かれた風刺画の一種かと思ったんですけど。 

渡邉：明治時代に描かれた風刺画ということですが、どこから明治時代と思われましたか？ 



A   ：洋装和装が混在している。ということ。 

渡邉：先ほどDさんからお話があったところですね。では、風刺画であるというのはどこから？ 

A   ：今までも人を動物や怪物に例えて描いた絵を見たことがありますので、それと同じように、学校そのものにはろくなもの

がいないというような意味も入っていると、生徒も先生も・・・。 

渡邉：ろくなものがいないという？ 

A   ：いや、化け物みたいなという。 

渡邉：なるほど。描いた作者は風刺をしているけれども、学校という制度そのものに風刺を加えて、化け物のようだというとい

う意味を込めて描いたのではないかということですね。他にありますか？ 

F   ：下の先生が英語というか外国語を教えているとしたら、上は日本語ですかね？カルタかなんかで。 

渡邉：この先生（指差し）が、教えている内容について見ていただきましたが、これは英語の先生で、こちらは日本語の先生。

カルタか何かじゃないか。カルタで日本語を覚えているところではないかという意見がでました。他にありますか？今、

先生と生徒、門の内外、学校、洋装と和装、机と椅子、カルタ、習っている内容とかたくさんでましたが、もうありませ

んか？ 

C   ：右上の先生、顔が厳つくて、偉そうにしている感じがします。 

渡邉：この先生の表情を見ると偉そうな感じです。 

C   ：でも子どもの妖怪は、口大きくあけて楽しそうにも見えます。 

皆：（笑い） 

渡邉：先生が厳しい感じで教えていても、生徒の妖怪たちは口を大きく開けてはっきりと応答しているように見られるというこ

とですね。ではこの辺で終わります。こんな感じの対話型鑑賞で、今日は色々意見が出てよかったです。 

 

2．対話型鑑賞法（VTS）について 

	 今皆さんに私が行ったものが対話型鑑賞のファシリテーションであ

る。大学の授業では、受講生がファシリテーターとなり、鑑賞授業の実

践を行うことを課している。授業の導入として、鑑賞活動はどういうこ

とか、対話型鑑賞法とは何か、右のようなスライドを見せている。今回

の学習指導要領から全教科で言語活動の充実が盛り込まれるようにな

ったことを受け、美術科では鑑賞において言語活動を取り入れること、

鑑賞活動と言語活動との関連が注目されているということを、学生には

話している。「作品などに対する思いや考えを説明し合」ったり「作品

などに対する自分の価値意識を持って批評し合う」ことが、美術科の学

習指導要領では求められているということから、鑑賞は、自分がどう感

じて、どういうふうな思いを持ったかということを言葉で表しましょう

というような活動でもあると話している。 

	 VTSは対話型鑑賞の一つの方法でしかないので、実際指導するときに

はこれにこだわらずに扱ってほしいと学生には言っているが、この機会

に一回やってみて、それをもとにオリジナルの鑑賞方法を考えようとい

うことにしている。VTSとはヴィジュアル・シンキング・ストラテジー

の略で、アートを見て考えることを学ぶというプログラムである。ゲシ

ュタルト心理学派のルドルフ・アルンハイムの「ものを見る行為は、そ

れを解釈する認知的行為そのものに他ならない」という「視覚による思

考」にちなんで名付けられた。そして、鑑賞経験の蓄積によって美的思

考が深まるという研究成果に基づき作られた方法論である。美的思考

（ここでは鑑賞能力としている）には、発達段階が見られるということ

をアメリカの認知心理学者アビゲイル・ハウゼンが研究で明らかにし、

これを博士論文にまとめ、作品鑑賞の思考パターンの 5 段階を特定し

作った。このハウゼンの美的発達段階説とは、ピアジェの発達段階理論

に基づき、いろいろな絵画を見た人のアンケートの分析調査をもとに段

階分けして行ったものである。第1段階は「物語の段階」、第2段階は



「構築の段階」、第３段階は「分類の段階」、第4段階は「解釈の段階」、

第5段階は「再創造の段階」となる。詳細は右図参照。 

	 ハウゼンの美的発達段階は、段階を経て発達するといわれる。どれだ

け作品を見たか、どれだけ色々な鑑賞経験をしてきたかということの積

み重ねが、ステップとなるという解釈である。実際に美術館を訪れる子

どもたちの多くは、発達段階が第 1段階、第 2段階であったことがハ

ウゼンの研究から明らかになった。美術鑑賞の経験が少ない人にどのよ

うな見方で教材を提供したらよいかと考えられたのがMOMA（ニューヨ

ーク近代美術館）で鑑賞教材として開発された VTSである。VTS誕生

の経緯というのは、今言ったようにハウゼンの美的発達段階論をもとに

しているが、MOMAで行っていたスクール・プログラムで美術館スタッ

フが絵について解説するというギャラリートークを行っても、子どもた

ちや教師にあまり理解されないという問題があり、鑑賞初心者の興味に

合わせた用語・概念を定義していこうということからスタートしたと言

われている。学芸員よりも教師が教授する方が伝わりやすいということ

で、教師をトレーニングする方法で教材開発が行われた。アメリア・ア

レナスが日本では有名であるが、彼女はこの教師トレーニングのトレー

ナーであり、その経験をもとに日本で対話型鑑賞を紹介した人である。

当時のアメリカのナショナル・スタンダードなどとも照らし合わせなが

らVTC（ヴィジュアル・シンキング・カリキュラム）を開発している。

それらを実際にいろいろな大学と組んで実証研究し、ヤノウィン・ハウ

ゼンが非営利組織を作り、教材を開発したものがVTSと呼ばれている。 

	 対話型鑑賞プログラムは、自発的な学習者の学びを重視しているとい

うこと、そのためには、鑑賞レベルにあった作品を選ぶこととそれに対

する問いかけを行うこと、加えてグループ・ディスカッションの方法を

取り入れるということに特徴がある。その上で、作品に込められた意味

を発見することが目的となっている。教師は、学習者の観察・思考・応

答を自発的に促進するための介助者（ファシリテーター）であるという

ことが特に重要視されている。基本的に教師は教壇に立つと知識を与え

る側として権力を持つということが前提にあり、ここでは、そうではな

く教師はあくまでも子どもたちの学びを支援する立場でなければなら

ないということが言われる。 

	 大学の美術科教育法授業では、実際に実践を見てみようと言うことで、

私がファシリテーターとなり、クラスの半分が学習者、残りの半分が観

察者となる。作品を２つ見せ、途中学習者と観察者を交代し、ファシリ

テーターがどんなことをしているのか見つけさせている。気づいたこと

を発表してもらい、それを振り返る形で、右スライドの鑑賞プログラム

の内容を学生に紹介している。 

	 この授業では、前半にファシリテーションの練習をし、後半に自分た

ちで作品を選び、その作品で対話型鑑賞を行う。最初から作品選びをさ

せるのは難しいので、はじめはファシリテーションができることを目標

に設定し、問いかけ、指差し、パラフレーズ、コネクト、中立性、クロ

ージングを実践させ、これらができるようになってから作品選びの課題

を与えている。しかし、ここでは、ファシリテーターがすべきことの順

（右スライド）で、順番に紹介したい。まず、作品を選ぶ基準について

みていく。これは当然のことではあるが、まずは学習者に親しみがある

と考えられるものを選ぶこととなる。次に物語性のあるものが基準とな

る。というのは、ハウゼンの研究より、第一段階の鑑賞の初心者は物語



を紡ぐ傾向があると考えられるので、そのような人に対し物語性のある

作品を選べば意見が出しやすいだろうという考えがあるからである。加

えて、多義性や謎があるというが挙げられる。1つの正解を求めるよう

な絵ではなく、いくつかの違う意見が出るだろうという意味での多義性

や謎である。普通は 1 つの作品だけではなく、３作品くらいでシーク

エンスを組み見せて行く。その際、技法やスタイル、時代などの多様性

を混ぜて見せる、さらに徐々に複雑さがます順番で見せるということが

大事だと言われている。授業の後半では、学生には、自分たちで選んで

きた作品について、どういう観点から並べたのか、どういう観点で選ん

できたかということを発表してもらっている。先ほど長町先生が複数の

作品を見てその中で選ぶという模擬授業を紹介下さったが、1つの作品

だけを見せるとその作品が正解だと思ってしまうことがあるので、そう

ではなく、いろんな作品を見ていろいろな作品をみることが楽しいと思

わせることが大事になると思う。 

	 次に問いかけであるが、基本的に私は３つの質問だけをした。1つ目

は「この絵の中で一体何がおこっているんだろうか？」という最初の質

問である。これは、元の英語が“What’s going on in this 

picture?”であり、日本語の訳が難しい。解釈は様々な実践者がいろ

いろな方法で試行錯誤しているが、この絵の中に何が描かれているかと

いうのではなく、物語を紡ぐための、どんなことがおこっているかとい

う聞き方であることに注目したい。2 つ目の質問は、「絵のどこからそ

う思ったの？」である。発言者の発言の根拠を絵の中から見つけ、絵を

さらによく見ていくためのものである。「なぜそう思ったの？」という

と、自分の言ったことが否定的にとらえられたと思う可能性があるので、

このような発問になっている。３つ目の質問は、「他にもっと発見はあ

りますか？」である。一つの話題に集中することを防ぎ多様な意見を出

すため、今まで出てきた意見の他にという意味で用いられる。 

	 プログラムの内容の中に「明快なジェスチャー」の記述があるが、そ

の一つに「指差し」がある。話の対象になっている作品の部分を指し示

し、積極的に見ることを促す。発言者が今絵のどこを話しているのか、

グループのみんなが見て理解するために行う。パラフレーズも同じよう

に、一人の発言を全員に伝えるためにおこなう。パラフレーズは発言を

別の言葉で言い換え、発言者の意図（観点、思考の枠組みなど）をくみ

上げることであるが、初めての学生には難しいので、最初はおうむ返し

でもよいとしている。おうむ返しでも、何も言わないより学習者は自分

の意見に肯定的な印象を持つ。 

	 コネクトは、様々な思考の間に関連性を見出し、ディスカッションの

アウトラインを構築すること、これまででた全ての発言を承認すること

である。同じような発言がでたときに、「私も言ったのに・・・」と思

う人がでてくることもあるので、例えば「○○さんがさっき言ってくれ

たように」とつなぐことで、発言が承認されているように思える。一つ

の回答に到達して行くのではなく、「○○さんはこういっているけれど

反対にこういう意見もあるね」というように対話をくみ上げて行くこと

で、異なる視点を尊重し物事を多面的に見るような視点が生まれてくる

のではないか。 

	 特に大事なのが中立性である。どの意見に対しても同等に価値を見出

し、承認する。発言に対して訂正したり意見を加えたりしてはいけない。

基本的に面白い意見が出たら、「面白いね」と言ったり、あるいは絵を



提示している側が、絵のことを知っているので絵の内容に近いものがで

てしまうと「そうだね」と言ってしまうことがある。そうすると子ども

が主導権を握って意見を言っているところを教師が奪ってしまう可能

性があるので、どの子にも「すごいね」「面白いね」というか、どの子

にも反応しないというような中立性が求められる。 

	 クロージングは、オープンエンドで行う。今日見た絵の要約を行って

しまうと学習者がいろいろと考えた意見に対して、「結局正解があった

んだ」という思考を植え付けてしまう。同じ絵を見ても違う発見がある 

と思えるように、先ほど長町先生が見た気持ちによって絵の印象が違う

というお話があったが、そのときそのときによって絵の見え方が異なっ

てくるので、また次に見たいなと思わせるようなオープンエンドのエン

ディングを行うということである。まとめないということ。 

	 大学の授業では、3~4 人のグループを作り、学生にまずサンプル画

像での対話型鑑賞のファシリテーターを一人ずつ1回は行うようにし、

その際同じグループの仲間に分析シートでファシリテーションを分析

させている。受講者は 20 人ほどなので、20 回やると人の実践を見て

学ぶので、皆だいたいできるようになる。その後、鑑賞する作品を選ば

せて、3~4 枚のシークエンスを作らせ絵の検討会を行っている。こう

いう授業の紹介である。 

 

質疑応答 

A   ：オープンエンディッドであるのは分かるが、その場合指導というものはないのですね。話を活発化するために行っている

ということですか？ 

渡邉：先生としては、作品を見せるにはそれなりの意図があるので、伝えたいことを最後に言いたいと言うのですが、VTSの方

法では最後にまとめてはいけない。次に見たいなと思えばよい。もしこれに興味を持ったら自分で調べて下さいという形

でオープンエンドで終わります。 

A   ：次に見たいなということであれば、日本で普通に先生がとっているような方法でもよいのではないでしょうか？例えば、

先生は、違う意見が出たとき、大多数がAという意見で、少数意見としてB、Cがあったとしたら、B、Cを強調して、A

とバランスをとろうとするのではないかと思います。 

渡邉：こんな意見もあんな意見もでたよね、という形で終わるので、今回いろいろ意見を出してくれてよかったね、次の絵を見

たらもっと意見が出るだろうね、というような持っていきかたであれば、どの子の意見もある程度平等になるのではない

かと。 

A   ：それでは個人のやる気につながりにくいのではないでしょうか。例えば、少数意見に「あーこんな珍しい意見を○○君は

出してくれたんだね」と言う方がものすごく自信になる。教育として、オープンエンディッドの次が何なのか。また次に

見たいと思うのであれば、先生に認められてほめられた方が見たくなるのではないかと思います。 

渡邉：それに関しては、途中のパラフレーズや、対話の間に発表した子どもを肯定していくという作業になると思います。オー

プンエンドに関しては今日の絵はこうでしたというふうにまとめてしまうといけないということです。 

A   ：例えば、さっき、作品を見せてもらって我々が意見をだしたのですが、小学生、中学生、高校生に限らず、いちいち渡邉

先生が「すばらしい意見を出してくれたね。いいことに気づいたね。」と全部言った方が、ずーっとやる気になったので

はないでしょうか。否定する必要も、この子の意見が一番よかったという必要もありませんが、日本の指導では普通こう

いう点、特徴を取り上げてほめた方が・・・。 

渡邉：もっとそういう風に言った方がいいんですよね。分かります。以前、C 先生から B 先生の対話のビデオをお借りして、B

先生の対話の方法を見たときに、子どもたち一人一人に「そーーんなことも気づいたの！」とおっしゃられて、先生は本

当に思われているので問題はないのですが、私には大げさな感じがして、B先生にとっては大げさではないと思うのです

が・・・ 

B   ：どの授業のビデオか分からないのですが、私が鑑賞の授業するときは、一生懸命ずーっとその作品を見ながらいろいろ対

話するわけで、絶対これは子どもが喜ぶと思って作品を出したとき、子どもからふっと思いがけない方向から意見が出た

とき「すごいね！あなた」と本当に思うんです。いつも全ての子にしている訳ではないけれど・・・ 



渡邉：全ての意見に「そんなことも気づいたの！」と言っていましたよ。すばらしいなと思いました。 

B   ：以前、一度美術館での対話型鑑賞の研修会でこの方法で絵を見たとき、何でか分からないが、しんどかったことがありま

した。何がしんどいかと考えたら、先生、子ども、先生、子どもの一問一答になって、雰囲気としては先生のこうしたい

授業に乗っている感じであったからだと思いました。私が子どもと話し合うとき、絶対こども A が言ったときに、「いや

僕は」「僕は、そうやけど」という子がでてくるので・・・。詰まってしまったときに、何か言いたそうな子を見て「○

○ちゃんどう？」と言ってみたり、大きく詰まったときには、「これについてはどう思う？」という差し込みはするけれ

ど、基本、子どもとのクモの巣状態のやりとりを普段の授業においても大切にし、一問一答はだめと考えています。一問

一答の時は、たいてい先生が引っ張る授業なので、そのような授業であると思ったときには、最後の落ちどころが欲しい

気がします。対話を通してでたことが最後どこに集結するかを待っていたら、「みんなよくでたね」ということで終わる

と、「そうなんか・・・」という感じになります。この場合、マンネリ化、つまりやり方が繰り返されると、メリハリが

なくてしんどくなるのでは？たぶんこれもいっぱい言って終わるのかと思うと、聞く側に回っちゃたりというのもありえ

るのではないでしょうか。友達のことに対して、「あ、それ発見！でもぼくは、」となったときに、自分たちでやっている

感があって、子ども主体で見つけていくと授業が湧きます。それから、1回目子どもが言ったときに聞き取れなくても、

先生もう 1回言うし、2回目聞いても間に合うとなると・・・、1回しか言わないと思うと、こどもはそのことについて

全身耳になって聞きます。内容は面白いし、これは一つのすばらしい方法だと思いますが、やり方が一問一答であること、

その流れがマンネリ化して、そのことについて行かなければならないしんどさを感じました。 

C   ：絵画の場合、臨画は重視されませんが、書道の場合は臨書があります。この鑑賞の方法で言うと、書道の鑑賞は一般的に

オープンエンドではないのですか？臨書する手本に対してある程度追求するという鑑賞なのでしょうか。 

D   ：オープンエンドじゃないと思います。正解がそこにあるような気がします。 

A   ：あるお手本の字のどこに特徴が何十とあって、そこからいくつ気がついて、いくつ書けるようになるかという２つの要素

からなるのではないのでしょうか。 

C   ：こういう方法を書道でしたらどうなるんですか。 

D   ：私自身が、オープンエンドが苦手なので、上手くファシリテートできないなとおもうので、想像がつきにくいです。答え

をすぐに求めてしまうタイプなので、今絵を見ても、そのことばかり考えてしまって、人の意見があまり入ってきません

でした。 

A   ：そうですね。人の発表の間も考え続けているということですね。 

C   ：E先生はどうですか？ 

E   ：私はこれはすごく面白いと思うのですが、これを美術の授業で美術の先生がやる必要はないのではないかと思いました。

オープンエンドで終わるとか、ファシリテーターできる人であれば、数学の先生でもだれでもできるのではないかと思い

ます。場を与えるという意味では、美術の授業でやる意義はあるかと思うのですが、美術の先生がやる必要もないのでは

と思います。 

C   ：誰でもできるという意味でね。 

A   ：アメリカだからこういう中立性をものすごく指導していかなければならないというものがあるのでしょうか。 

渡邉：日本の子どもたちだと大体同じような意見になるんです。アメリカはいろいろな人種があるので、そういう子たちが一緒

に議論することの意味が日本とは違うと思います。 

C   ：これは、アートの作品の鑑賞に限定されるのでしょうか。アートをどのような範囲でとらえるかによりますが、子どもの

作品の場合はどうなんでしょうか。 

渡邉：基本的には、ファシリテーションの方法は同じだと思います。ただ、ハウゼンの理論のデータが美術館の作品を見たとき

のアンケート調査であり、これらのデータの蓄積から美的発達段階論を作り上げたので、美術作品を見た経験と言う場合、

美術館にある作品になると思います。 

C   ：では、子どもの作品で整理したらどうですか？ 

A   ：書でも一回してみるとどうか。書の分からないところは先生方に聞いて、こういう点は見るべき点とかを聞いて・・・。 

渡邉：書の専門家でなくてもファシリテーションができると考えるのであれば、書もできなくはないと思います。 

D   ：ただ、いろんな意見が出にくいじゃないんですか？ 

B   ：作品によるかもしれない。 

A   ：複数の作品にして、漢字とかなとか、行書と草書、楷書と草書とか全く違うものを選んでみるとか。 

B   ：同じ時をいろんな流儀で描いているとか。 



C   ：草書で何かがかいてあって、これなんて書いてあるのか、よめることを聞くとみんな思うように言いますが、そのときに

は正解が欲しい、オープンエンドでは困りますやんという気はするけれど・・・。それをもしオープンエンドで終わって

みんな調べましょうかはおかしいでしょうね。 

F   ：高校美術教育の専門の人でしたら、もっていきかたは色々あるかもしれないけれど、小学校の図工の知らない人にとって

は鑑賞方法の一つとしていいと思います。鑑賞はどうしたらいいのというはすごく多いから、今みたいに意見をたくさん

出して行って認めて行くという方法が・・・ 

渡邉：グループ・ディスカッションの方法は、特別なことではなく、普段からあたりまえに先生が行っていることだと思います。

結局は、何の絵を見せるかが大事で、作品選びが本来重視されると考えられます。この絵の選択に関して、VTSでは教材

化され販売されていますが・・・。グループ・ディスカッションの方法は、教室で先生が行っていることと変わりないの

ではないかと思います。ただ、絵は正解がないというところが、ディスカッションのしやすいところで、正解がないので、

どの子が言った意見も可能性があるということになると思います。結局はどの絵を見せるかというのが一番大事になって

くる・・・美術の先生である必要があるかという意見がありましたが、絵が選べるかどうかというところが、一番の問題

になってくるのではないかと思います。大学の授業では、学生が絵を選んでくるんですが、シークエンスにし鑑賞したと

き、テーマによっては本当に意見が出ないことがあります。自分たちが面白いと思っても、全然意見が出ない、みんなか

ら面白くないと言われる、なんで面白くないのか、これらの問題は、どうしてその絵を選ばなければならないのかという

ことを自分たちで考えなければならないということにつながっています。 

C   ：よくわからないが、絵の選択に問題があるっていうものあるけれど、その絵にたいして何を主題にするかが問題なのかと

いう気がするので、アートの作品として認められたもの全てが対象となりうるのではないでしょうか。 

渡邉：学習者にとっての興味関心に一番近いものがうけるんです。 

C   ：我々小学校現場では、特に興味関心を大事にするけれど、中学校では、興味関心よりも必要とか大切という部分があるの

では？ 

渡邉：必要なのは必要かもしれませんが、自分の意見を言ったり、自分の考えや感じたものを言うのに必要なものからというの

は難しいような気がします。たくさんの作品を見せてその中で自分が面白いと思ったものについてであれば意見が出るよ

うに思います。テーマ設定として、この間失敗した学生の例があります。ドガの作品にいいのがあったのでそれを選んで、

ドガの作品だけでシークエンスを組んだところ、すごくつまらないという話になったんです。例えば、ゴッホであれば、

いろんな生き様があって作品が展開していくので、その時代その時代いろいろあるけれど、ドガはパターンが同じで、ま

たかという感じで面白くなかったという話になりました。 

B   ：一つだけだったらよかったのかもしれないですね。 

渡邉：そうなんです。鑑賞者がどういうものに興味を持つかという絵の選択が、指導のねらいになってこないと、やっぱり面白

くないで終わると思います。 

B   ：私は、アメリア・アレナスの本を読んで衝撃を受け、これなんだと思ったのが「この絵の中で一体がおこっているの？」

「どこからそう思ったの？」という問いかけで、この言葉を見つけたとき「これやん」と思ってすごく嬉しかったんです。

学校でスクリーンに絵を映して指導するとき、映した瞬間に子どもが何かふとささやくときは、その言葉からはじめるの

ですが、「しーん」として何もないときに、この質問をそのまま使ったらなんか意見が出てくるんです。これって、すご

いなって。 

渡邉：ピンポイントに質問が思考と一致するということでしょうね。 

B   ：鑑賞作品に自分自身あまり関心がないときで、みんなの発言もないということありますか？私は、美術館で研究会があっ

たとき、コレクション展で子どもたちの鑑賞授業を行うために事前に作品を選んだことがありました。このとき私はこれ

しかない、一点しかないと思ったんです。他の作品は自分の中であまりピンと入ってきませんでした。ところが、小学校

高学年が 7、8人集まって美術館で鑑賞したときに、「ぼくはこれ」「ぼくはこれ」「わたしはこれ」と、全然みんな違い、

私は絶対選ばないのをみんなが選んでいるということに気がつきました。改めて子どもたちの「僕ここが好き」というの

を聞いて見ていくと、関心のなかったものに「ほんまに面白いねこれ」と思うことがあり、みんながそこに乗って面白い

と言うようになっていました。 

渡邉：個人によって絵の好み本当に異なるので・・・ 

B   ：色々なやりかたがある中で好きなのを見つけて、この方法も一つあるけれどこれがオールマイティではない、これをもと

にみんなが考えるという手がかりになるのはいいのではないかと思います。 



渡邉：VTSはあくまでも一方法であり、オリジナルな問いかけをしてもいいですよと学生には言っています。まだ先生になって

いない学生にとっては、ファシリテーションの方法は、出てきた意見を皆に返すなど、授業を実践する上で基本的なこと

を学ぶ場になっていると考えます。 

B   ：パラフレーズを先生が言うのではなく、このパラフレーズを子どもに返してお互いに言い合うというのは、どうでしょう

か。「彼女が言ったのはたぶんこういうことだと思う」「私はこうだと思うよ」といった表現の違い、感じかたの違いを互

いに共有するというのはどうでしょうか。 

C   ：指導の流れをもう一度見せてもらえますか？指導の流れの矢印のある位置は何か意味があるんですか？３→２→１となっ

ているけれど・・・。 

渡邉：作品選びが一番大事なんですけれども・・・これだけできればいいという学生の段階をしめしています。まずは、問いか

け指差しパラフレーズはやりましょう。できる人は次にコネクトと中立性を保てるように、最後にオープンエンドは、は

じめは「時間がきたので終わります」しかできませんが、だんだんやっていくうちにまとめないでやる方法を考えましょ

う、という感じで考えるステップを区切っています。どれも大事な行為です。 

B   ：パラフレーズの先生の言い方で、「たんたらたんたらたらたらた」と子どもが言ったものを「たらた」というくらいの言葉

で言い換えるとか、はどうでしょう。同じ長さを言うと長いものは長くなるので・・・。 

A   ：それは、もともとの方法ではだめだと思います。日本の学校で日本の子どもにする場合は有効かと思いますが、簡略化す

ること自体が中立性を壊す、どこかを強調してしまうことになると思います。言った言葉そのものが動かせない価値をも

ったものという前提でしているのではないでしょうか。 

C   ：「どんなことが起こっているの」という最初の問いかけをピンポイントで投げかけるのと「何でも言いから思ったことを言

ってみて」という全く子どもに投げかける質問もあるじゃないですか。最初の問いかけというのは、やっぱり鑑賞のねら

いと関係があるのでしょうか？ 

渡邉：あくまでもこの鑑賞は、作品に込められた意味の発見なんです。作品に何が描かれているかということだけではなくて、

絵をよく見ていくと最終的には意味にたどり着くということになっていると思います。 

B   ：大学生であれば、絵を見た後に「この絵についてもうちょっと教えて」といいますか？ 

渡邉：最初は、聞いてきます。 

B   ：でも教えないんですか？ 

渡邉：「自分でネットで調べればすぐでてくるよ」と言っています。 

A   ：質問があるのですが、作品に込められた意味の「意味」とはどう意味なんですか。 

渡邉：これは、ヴィジュアル・リテラシーなんです。特に作者の意図を的確に見極めるというようなもので、これが、絵ではな

くて理科の資料でも社会の地図でも意味があればVTSができるんです。 

A   ：リテラシーは読み書きの能力ですね。 

渡邉：ヴィジュアルのリテラシーで、世の中のものを人間が操作して作っていることに対して、意図を的確に読み取るというこ

とからスタートしていると考えられます。 

B   ：美術史家的な発想ですか。 

渡邉：基本的にはそうだと思います。私としては、VTSはあくまでも鑑賞の方法の一つとして紹介しているもので、鑑賞そのも

のは感じ取ることで感情、人間の精神的な部分で感受性とか感じることが大事だと思います。実は、このVTSでは抽象絵

画はいっさい扱わないんです。 

A   ：扱えないんでしょうね。 

渡邉：あくまでも図像学的に解釈するとか、描かれたものの意図を読み取るという、リテラシーによっているという印象があり

ます。 

C   ：込められた意味は一つではないかもしれないけれど、意味を発見することとなったら、オープンではなくて、意味が分か

ってこそTHE ENDかと思ってしまいます。 

渡邉：VTSでは、みんなでディスカッションすると最終的には意図にたどり着くといっています。オープンエンドなのにと思う

のですが・・・。 

B   ：対話型鑑賞のVTRの記録みると、子どもたちは「うん、そうなの」と同意しているけれど、要所要所で何か作品について

の情報を言っているのでしょうか？ 

渡邉：アレナスは、VTSの方法論ではなく独自の対話の方法で知識も入れていたと思います。日本で行われている対話型鑑賞で

知識を入れるというスタイルをとっているものはたくさんあります。VTSから派生しいろいろな方法で実践されています。

ただ、ヤノウィンのVTSはいっさいこちら側から情報を与えないというもので、シンプルなので分かりやすいと思います。 



A   ：作品に込められた意味を発見することにこだわっているのですが、自分なりの意味というように「自分なりの」を入れた

らどうですか？正解はもともとないんだっていう、正解を作ってもいいという。 

渡邉：正解はないのですが、VTSについて話を聞いていると、ディスカッションしていると作者の意図に近づくと言っているの

です。意図に近づく必要はないと思いますし、抽象絵画をいっさい扱わないというところなど、私もよくわからないとこ

ろがたくさんあります。特に、作品選びに問題が出てくることがあります。ヤノウィンによると、抽象絵画は歴史的にキ

ュビスム以降抽象絵画が誕生した経緯を理解していなければ扱えないということになっています。美術史をベースにして、

作品の意味とか人間が作り出したものの価値をリテラシーとして学ぶということを考え作られた教材という印象があり

ます。 

A   ：日本の学校教育の中で、国語の教材に椋鳩十の作品で「椋さんはどんな思いを作ったのか」という設問があるのですが、

椋さんは、「僕の思いは全く関係ないです。先生や子どもたちが思った読み取りをしてくれれば、作品は一人歩きして行

きます」と答えられています。それが子ども主体の学び、「ぼくはこう読み取ったよ」と意見が出ることが大事なのでは

ないでしょうか。 

C   ：自分なりの意味ではなく、自分なりに発見するなんですね。 

A   ：自分が見つけたと思っているということですね。 

B   ：VTSプラス今の日本で子ども主体でこうしていこうよというのと教師がミックスして行く中で日本式VTSを作って行くと

いうのが妥当かと思いますね。 

渡邉：まだまだ検討段階です。これにこだわらずに、あくまでもファシリテーションの練習と絵を選ぶということを学生に行わ

せるきっかけとしてはいいのですが、これが全てではないと考えています。 

A   ：ファシリテーションが完璧にできたら、全然魅力のない先生になるのではないでしょうか。そんな先生に一日教わったら

飽きるのではないかと思います。いっさい中立的で話は続くけれども、私の言ったことはどうなったんと思うのでは？ 

渡邉：お友達同士でパラフレーズはいいかもしれませんね。 

B   ：VTSをやった後、ヴァーション 1，ヴァージョン 2、ヴァージョン３というように、ちょっとずつ形を変えていく。彫刻

でやったり、抽象画でやったり、いろいろ冒険する中で、これいいよねというのがでてくるかもしれません。 

A   ：私が幼稚園につとめているときに思ったんですが、幼稚園の先生はすばらしいなと思うんです。使っている語彙は100あ

るかないかくらいなんです。幼稚園の先生は紙で起こした記録では、「○ちゃん、○どうしたのかな？よくできたね。こ

れしていいのかな？よく考えてみよう」くらいのことだけですが、子どもの思いを全部先生が理解できている。私がどう

してもまねできなかったのが、何十かの語彙で子どもとコミュニケーションをして、お互いに意思疎通を図ることでした。

これはかなりのトレーニングが必要です。今の話を聞いているとだんだん言語主体になっているのではないでしょうか。

語彙が多くて表現豊かな方がいい鑑賞ができている、いい話し合いができているよというような感じがあります。極端な

話、だまってみつめ合うだけじゃだめなのでしょうか。 

B   ：私は、鑑賞はみることであると思っています。最初何も自分にとって意味のない、あるけれどもないものであったものが、

その絵の前で友達とやりとりをしていく中で、まざまざと自分に迫ってくるものになる、目の前のものから何か奥行きの

あるものをみる、脳に深く刻み込まれるようにみるということをさせたいと思っています。 

A   ：思い出したのですが、十何年かまえ美術館で公開授業があったとき、テーマは彫刻であったがそれとは別に自由に見てい

いよというのがあって、一人の男の子が一つの作品の前で 20分ぐらい座っていました。じーっと見ながら。すばらしい

なと思いました。その子が何を思ったのか分からないけれど、その時に言葉はいるのかと思いました。それで十分ではな

いかと、何を思ったのか先生は分かる必要がないのではないかと思いました。 

B   ：だから私はワークシートをやめたんです。子どもが「いや」といいだしました。「先生これ書かなあかんの？」と言ったの

で、書きたくないんだと思ってやめました。「作品の話し合いをすることで十分やん」っていうんです。 

A   ：それをもう一歩進めると、「先生、話し合わなあかんの？」となりますよね。 

B   ：そう、それもあります。６年の子が「先生、事前に言うのはなしにしよう。美術館へ行って、オーストラリアのアボリジ

ニーの作家さんの作品を何にもなしでただ見に行こう」と言い、見にいったところ、子どもは、「何にもなしのほうが面

白かった。初めて見るものばっかりだから、自分で発見できた。」と言っていました。 

A   ：面白かったというところの内容をどうも一般的に先生が知りたがりすぎるのではないでしょうか。面白かったで十分で、

何を感じたか分からなくてもよいような気もします。その辺の兼ね合いです、言語の問題ではないかな。 

B   ：そうです。言語は両刃の刃です。本当に怖いです。 

渡邉：でも、大学生で単に面白かったというだけの感想だと、ちょっと困ります。 

A   ：それは大学生としての語彙力が足りないというのはあきらかですけれど・・・。 



B   ：でもそれは小学校のときから自分の言葉を作っていくという機会が少ないのではないのでしょうか。 

D   ：子どもの頃、図画工作の授業で誰かの作品をみて先生が「この作品面白いね。」といったとき、「面白いって何？」って私

は思ったんです。「面白い」というのはいいことなのか、何が面白いのか、そういう「面白い」という言葉の意味にはど

ういうことが内包されているのか、みたいなところを、もう少し小学生には教えてほしかったなと言う思いがあります。

言葉を噛み砕くじゃないけれども、感性や気持ちを表す言語が欲しいかなという気はします。 

A   ：「面白い」というのは美術の中では特殊用語です。いいという意味、「いい」ということを「面白い」という。誰が言い出

したのか分からないけれど普通に言われてしまっています。例えば、どういわれたら分かりやすいですか？ 

D   ：単に「上手いね」といわれたら、「あ、上手いんだ。こういうのがいいんだ」と思う。「面白い」って言う言葉で、別に「上

手い」とは言っていないから、「いい」という意味ではないのかなと思います。 

A   ：それは普通思います。「けったいな」という意味ももちろんありますので。美術の特殊用語で、「これは面白い」という場

合めちゃくちゃほめている。普通、いいという意味で聞こえないのは当然だと思います。 

C   ：でも「上手いね」と言われる子が隣にいて、自分が言われなかったら、自分は下手かと思うじゃないですか。 

D   ：「上手い」って言われている子のまねをしたら、自分も上手くなれるのかなと、自己の実力を上げていく手法を考えている

子にとっては、今度はこれでやってみようと思えるのではないかと思います。 

A   ：G先生はどういう言葉掛けをしているんですか？「面白いね」は美術の特殊用語ですが、こどもに分かるように伝えてい

るとか・・・。 

G   ：「面白いね」といいます。でもそれは、子どもは理解しています。上手の人は面白いとは指導者は言わない。面白いという

のは、あなたのやりたいことを実現している。だからちょっとくらい大阪城を描いて歪んでいても、「いや面白いやん、

よくここまでよく見てかけたね」みたいな・・・子どもも見ながら「○○ちゃんの大阪城やん、あれはやっぱり」みたい

にその人がそこに投影されている、にじみでている時に使います。そのことを面白いって言うんだよというのは、子ども

は何となく分かるようになります。「いいね」といっても、子どもどんなときに私が「いいね」、「面白い」と言うのか分

かります。「上手」ともいいます。それには違いがあるということは、子どもは機敏に感じます。私の感じた私の鑑賞能

力で言語化していると思います。 

A   ：F先生はどんな風におっしゃっていますか？ 

F   ：私はみんなに同じように「いいね」というようにしています。稚拙であっても表現したから・・・ 

A   ：「おもしろい」を「いいね」に言い換えているんですね。 

F   ：そうそう。具体的に「ここいいね」とか「ようやったね」とそういうふうにはよくいいます。図工においてはなるべく優

劣をつけないように心がけています。普段から点数で評価する科目があるので、図工で成績を上げたい子がたくさんいる

ので、意図して、表現したことを具体的に取り上げるようにしています。 

C   ：優劣じゃなくてよさとか面白さとか上手さとかいろんなことの言葉のニュアンスとか、言語活動の充実じゃないけれども、

色いろんな言葉がつかえるといいなと思って指導者が使ったときに、子どもの受け止め違う場合があるということですね。

上手や、面白いというのは、子どもと先生の関係のなかで、褒め言葉であるということを学んでいくということでしょう。 

B   ：隣の組に同じように言っても同じようにはとらえられないことがあります。一人の先生が図工を含め全教科をもつのは大

変なことですが、図工では生活体験から表現がでてくるので、学級担任で日頃の子どもたちの生活経験を知りながら図工

の授業を行えることは本当に大事なことだと思います。 

三澤：時間が来ましたのでここらへんで終わろうと思います。 

 

	 以上が、第10回アート知っとくミーティングの内容です。鑑賞の模擬授業を交えながら、鑑賞教育の目的や言語活動との関わり、

評価の問題など、活発な意見交換がなされました。今回のミーティングでは、美術分野の鑑賞が中心でしたので、次回は書道の鑑賞を

紹介してもらいたいと考えています。また、現場の先生が実践されている様々なことを今後も是非持ち寄ってご報告下さい。 

	 

	 

次回アート知っとくミーティングのお知らせ	 

 

	 

第 11 回アート知っとくミーティング	 

日時：2016 年 3 月 13 日（日）13：30~16：45	 （16：45~総会を予定しております）	 

場所：大阪教育大学天王寺キャンパス 


