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絵画教育ーその意味と方法について
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１.はじめに
１.はじめに
幼稚園から高校までの各教育機関にて、美術・図
幼稚園から高校までの各教育機関にて、美術・図
画工作の授業に絵画を取り上げることは他の題材よ
画工作の授業に絵画を取り上げることは他の題材よ
りも多い。例えば、彫刻やデザインといった領域を
りも多い。例えば、彫刻やデザインといった領域を
題材に扱うよりも絵画を年間スケジュールの中で複
題材に扱うよりも絵画を年間スケジュールの中で複
数扱われており、絵画が美術教育において中心的に
数扱われており、絵画が美術教育において中心的に
位置づけられている。例えば新潟市内の中学校の教
位置づけられている。例えば新潟市内の中学校の教
科等指導資料 <中学校編＞〜新教育課程編成・実施
科等指導資料 <中学校編＞〜新教育課程編成・実施
のために〜美術編を見ると、それぞれの題材の中に
のために〜美術編を見ると、それぞれの題材の中に
絵画表現を導入しいる事からもそれが確認出来る。
絵画表現を導入しいる事からもそれが確認出来る。
注(1)また絵を描く直接的な課題でなくとも、彫刻や
注(1)また絵を描く直接的な課題でなくとも、彫刻や

絵画表現を用いた実例
絵画表現を用いた実例
絵画表現を用いた実例
図(2) 各教科等指導資料＜中学校編＞
図(2) 各教科等指導資料＜中学校編＞

〜新教育課程編成・実施のために〜
〜新教育課程編成・実施のために〜
美術科 彫刻編
美術科 彫刻編

図(1)
図(1)

各教科等指導資料＜中学校編＞
各教科等指導資料＜中学校編＞
〜新教育課程編成・実施のために〜
〜新教育課程編成・実施のために〜
美術科 彫刻編
美術科 彫刻編

図(3)
図(3)

各教科等指導資料＜中学校編＞
各教科等指導資料＜中学校編＞
〜新教育課程編成・実施のために〜
〜新教育課程編成・実施のために〜
美術科 デザイン編
美術科 デザイン編

２.新雪物語とは
２.新雪物語とは
2006年に、新潟市西区
2006年に、新潟市西区
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ࠉ

⤮⏬ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㊶

ᅗ 

ྛᩍ⛉➼ᣦᑟ㈨ᩱ㸺୰Ꮫᰯ⦅㸼
ࠥ᪂ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇࡢࡓࡵࠥ
ࠉࠉࠉ⨾⾡⛉ࠉࢹࢨࣥ⦅

ࢹࢨࣥࡢㄢ㢟࠾࠸࡚ཎࢆᵓࡍࡿࡓࡵ⾜࠺
ୗ᭩ࡁࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊぢࡿࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡞ࡿࢡ
ࣟࢵ࣮࢟➼ࡀ⨾⾡ᅗᕤࡢᖺ㛫࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾࠸࡚
ࡋࡗࡾ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⤮⏬ࢆ⨾
⾡ᩍ⫱ࡢ᰿ᮏ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡀศࡿࠋࡇࢀࡽࡣ
ᖹ㠃ୖ❧ࡕ⌧ࢀࡿᙧែⰍᙬࡀకࡗࡓ⾲⌧ᙧែ
ࡋ୍࡚⯡ⓗゎ㔘ࡉࢀࠊᏛᰯ⨾⾡ᩍ⫱௨እࡶ࠼
ࡤࠊබẸ㤋άືࡢ୰⤮⏬ᩍᐊࡀ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᕷẸ⏕ά࠾࠸࡚ࡶ⤮⏬ࢆ࣓ࣥ
ࡋࡓᒎぴࡀከᩘ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ᪥ᖖ࠾࠸
࡚⤮⏬ࡀ⏕άࡢ୍㒊࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀఛ࠼ࡿࠋࡲ
ࡓࡑࢀྠ⾤୰┠ࢆ⛣ࡋ࡚ࡳࡿࠊᒇእᗈ࿌
≀ࡸ᭩⡠ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࠾࠸࡚ࡶࡑ
ࡢ㊧ࢆぢࡘࡅࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋ㥐๓ࡢᕧ࡞ᗈ࿌
┳ᯈࡣࢹࢨࣥࡢ㡿ᇦᒓࡍࡿࡣゝ࠼ࠊᖹ㠃ୖ
⌧ࢀࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࡍࢀࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿ⤮⏬ㄆ㆑ࡉ
ࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ぢཷࡅࡽࢀࡿ
ሗ➼ࢆぢΏࡍࠊ┿ࡸࣛࢫࢺ➼ࢆ⏝࠸࡚⏬㠃
ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆከᩘ☜ㄆฟ᮶ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᖹ㠃ୖ⌧ࢀࡿ⾲⌧ࠊ࠸ࢃࡺࡿ⤮⏬
ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇࡢ୍➃⪃࠼ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺ᩍ
⫱⌧ሙࡸ᪥ᖖ⏕ά࠾࠸࡚ࠊ⤮⏬ࡀᡃࠎࡢ┠ࡍࡿ
ᶵࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ᫂ⓑ࡛ࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࡣ
ࡲࡍࡲࡍቑࡍࡿゝ࠼ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ⌧௦࠾
ࡅࡿ⾲⌧ࡢࡾᖜࡀࡁࡃ࡞ࡿࡘࢀ࡚⤮⏬ࡑࡢࡶ
ࡶࡢ⨨ࡀぢ࠼࡙ࡽࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢᐇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡇࡢၥ㢟ࢆ⌧௦♫ࡢ࠾ࡅࡿ⤮⏬ࡢព↷ࡽࡋ
ྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡋ࡚ࠊ⤮⏬ᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶࢆᣦࡋ♧
ࡋࡓ࠸ࠋ
㸰⤮⏬ࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡑࡢᙺ
ࠉ⤮⏬ࡀ࠸ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࠋ
࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡓᡃࠎࡢ┠ゐࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢࠋ
ࡑࢀࡣᖺ๓༡ࣇࣛࣥࢫࢻࣝࢻ࣮ࢽࣗᆅ᪉ࣔࣥࢸ
ࢽࣕࢵࢡࡽ༡㸰NP㞳ࢀࡓࣛࢫࢥ࣮ࡢୣ⨨

第９巻

第２号

ࡍࡿὝ❍ෆᥥࢀࡓቨ⏬ࠊࢫ࣌ࣥ㒊࢝ࣥࢱ
ࣈࣜᆅ᪉ࢧࣥࢳ࣮ࣕࢼ㑹እ࠶ࡿࣝࢱ࣑ࣛὝ❍
ᥥࢀࡓቨ⏬ࡀࡑࢀࡢཎⅬ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡑ
ࢀࡒࢀࡢὝ❍ෆᥥࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣື≀࡛ࠊࡋ
ࡶࡑࢀࡒࢀࡢୖ㒊ࡢⷧᬯ࠸ࡇࢁᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓື≀ࡣ⊁⊟ࡢᑐ㇟ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡴࡋࢁ᪥ᖖ⌧ࢀࡓ୍ࡘࡢࠕࡶࡢࠖࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡓ
ゝ࠼ࡿࠋࡶࡕࢁࢇὝ❍ෆ㒊ࡢගࡀᒆ࡞࠸ᬯ࠸ሙ
ᡤ࡛ᥥࢀࡓࡽ♳ࡾࡸ࿚࠸ゝࡗࡓ࿚⾡ᛶࢆࡑ
ࡇぢฟࡍࡶྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࡑࡇࡣ
ࡑࢀࡼࡾࡶ⤮⏬ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿグ㘓ᛶࡸ㐟ࡧゝࡗࡓ
ࡇࢆᛕ㢌࠾࠸࡚ᥥࢀࡓᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᥥࢀࡓ࿘㎶ࡣ࿚⾡ᛶࢆ⮯ࢃࡏࡿ㊧ࡀ࡞ࡃࠊࡴ
ࡋࢁቨ⏬ࡑࡢࡶࡢࡀࡋࡗࡾ⮬❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
ࡇࡽࡇࢀࡽࡢὝ❍ෆᥥࢀࡓቨ⏬ࡣ᪥ᖖ࠾
ࡅࡿᐇ⏝ᛶࠊ࠸ࢃࡺࡿ⏕άࡢࡓࡵᚲせࡉࢀࡿᙧ
ᘧࡽゎᨺࡉࢀࠊ㐟ࡧゝ࠺ࣇ࣮ࣞࢬࡽ⏕ࡲࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡀጇᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
㸦ὀ ࡇࢀࡽࡢぢゎࡣᡃࠎ⤮⏬ࡀὴ⏕ࡋࡓ᭱ྂࡢ
ࡶࡢㄆ㆑ࡍࡿࡀ࡛ࡁࡿࡶࠊ⤮⏬ࡀே㛫ࡢ
⏕άࡢ୍㒊࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋ
ࠉࡲࡓ୰ୡ࣮ࣚࣟࢵࣃ┠ࢆ⛣ࡍ࢟ࣜࢫࢺᩍ㛵
㐃ࢆࡶࡗࡓ⤮⏬ࡀ⌧ࢀࡿࠋ࠼ࡤ࣑ࢣࣛࣥࢪ࢙ࣟࡀ
ࢩࢫࢸ࣮ࢼ♩ᣏᇽᥥ࠸ࡓࠕ᭱ᚋࡢᑂุࠖࡀࡇࢀ
࠶ࡓࡿࠋⲮཝ࡞సရࡀไసࡉࢀࡓࡁ࡞┠ⓗࡣࠊ
ಙᚐࡢᛮᩍ⫱ࡑࡢ⌮ゎࡀ᰿ᗏ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡇࡣసရࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿኊࡉࡶࠊぢࡿࡶ
ࡢࢆᅽಽࡍࡿຊᙉࡉࡀᐟࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛࡞
ࡢࡣసရࡀస⪅ࡢᙇࡸ⌮ゎゝࡗࡓ㏻ᖖࡢ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ⨾⾡ࡢ᰿ᗏὶࢀࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋゝ
࠸࠼ࡿ࡞ࡽ᪥ᖖࡢ⎔ቃࡣ㐪࠺ୡ⏺ീࢆᥥࡃ࡛ࠊ
ேࡀ⚄㏆࡙ࡃࡇࢆࡁ࡞┠ⓗࡋ࡚⤮⏬ࡀᢅࢃ
ࢀࡓᛮࢃࢀࡿࠋ
ࠉࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊゝㄒࡸᩥ᫂ࡀㄌ⏕ࡍࡿ௨๓ࡽே
㛫ࡢᬽࡽࡋ᰿࠸࡚࠸ࡿ⤮⏬ࡀࠊᵝࠎ࡞⾲⌧ᙧែ
ࡀ⁄ࢀࡿ⌧௦♫࠾࠸࡚ࠊࡑࡢពࢆ༶ᗙゝ⾲
ࡍࡇࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᛮ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ㥑ࡋࡓ⾲⌧ᙧែࡸࠊ࣓ࢹ
➼ࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧ࡀ⨾⾡㤋➼࡛✚ᴟⓗᢅࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ࡾࠊࡑࡢࡓࡵᖹ㠃ୖࡢ⾲⌧㡿ᇦࡀᯝ࡚ࡋ
࡞ࡃᗈࡀࡾࡑࢀࡀᨾ⤮⏬ࡢᏑᅾࡀᕼⷧ࡞ࡗࡓ
ࡶឤࡌࡽࢀࡿࡋࠊ⤮⏬ࡢ⤊↉ࢆணᮇࡍࡿࡉ࠼࠶ࡾ
࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࢆࡶ⤮⏬ࢆ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
⤮⏬⮬యࡢ⾶㏥ࢆணᮇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
ࠉ࠼ࡤࣥࢫࢱ࣮ࣞࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࢀᫎീ࡛࠶ࢀࠊど
ぬⓗ࡞ࡶࡢࡢ᰿※ࡣ⤮⏬ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡣ⚾ࡢಙ
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ࠉ
ᛕ㏆࠸ࡇࢁࡔࠋࡲࡓࡇࢀࡣࡸࡸᴟ➃࡞ࡇࢆゝ
࠼ࡤࠊぢࡿࡁᑐ㇟࡞࠸ࡋࣔࢳ࣮ࣇ┤㠃ࡋࡓⅬ
࡛ࠊࡍ࡛ࡑࡇࠕ⤮⏬ࠖࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛࠶ࡿ㸦ὀ㸧ࡇࡇ࡛ᮏỤࡀ⤮⏬㛵ࡋ࡚ࡢᤊ࠼᪉
ࡣⓗࢆᚓࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ⤮⏬ࡀ༢ࢱࣈ࣮ࣟࡋ
࡚ㄞࡳྲྀࡿ࡞ࡽࠊ๓㏆௦ⓗ࡞ᵝ┦ࡉ࠼ឤࡌࡿࡀࠊከ
ᵝ࡞⾲⌧ᙧែࡀ⁄ࢀࡿ⌧௦࠾࠸࡚ࠊ⤮⏬ࡣࡴࡋࢁ
ࡑࡢᯟ⤌ࡳࡀ᭦ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡉ࠼ឤࡌࡿࠋ
ࡑࢀࡣ⾲⌧ᙧែࡀᵝࠎ࡞㡿ᇦᗈࡀࡾࠊࡑࡢሙ㠃
࠾࠸࡚⤮⏬ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࡶㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ⤮⏬ࡀࣇ࣮࣒ࣞࡢ୰࡛⏕ࡲࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼
ࡿ࡞ࡽࠊࡑࡢࣇ࣮࣒ࣞࢆᵝࠎ࡞⾲⌧ࡸ≧ἣࡢ୰ᙜ
࡚ࡣࡵࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤮ࡀูࡢ⾲⏕ࡲࢀኚࢃࡿࠋ
࠼ࡤࠊ࣓࢝ࣛࢆᵓ࠼࡚ᑐ㇟≀ࢆᙳࡍࡿ㝿ࠊᙳ
⪅ࡣࣇࣥࢲ࣮ࢆな࠸࡚㢼ᬒࢆษࡾྲྀࡿసᴗࢆ⾜
࠺ࠋࡇࡢࡇࡣ༢ᙳࡍࡿ࠸࠺⾜Ⅽࡔࡅ␃ࡲ
ࡽࡎࠊࣇࣥࢲ࣮ࡑࡢࡶࡢࢆ⤮⏬࠾ࡅࡿ㢠⦕
ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡑࡇ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡁ⌧ࢀࡿ୍ᯛࡢ
⤮⏬ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿẼ࡙ࡃࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⠊ᅖࢆእ
ྥࡅࡿ࡞ࡽࡤࠊ㸱ḟඖ✵㛫⌧ࢀࡿࡶࡢࢆどぬయ
㦂ࡋࡓᚋࡑࢀࡒࢀࡢ㢼ᬒࢆษࡾྲྀࡗ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛⦅㞟ࡉࢀ⏕ࡲࢀࡓᫎീࡀ࠸ࢃࡺࡿ⤮⏬࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㇟ࡣᮏỤࡀࠕ⤮⏬ࡀどぬⓗ࡞ࡶࡢ
ࡢ᰿※ࠖࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ⤖ࡧࡘࡃࠋ
㸱ᖹ㠃ୖ⌧ࢀࡿ⤮⏬ࡢྍ⬟ᛶ
ࠉ㸦㸧ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࢆᇶࡋࡓ⤮⏬
ࠉ⤮⏬ࡣ㸱ḟඖࡢㅖ┦ࢆḟඖࡢᖹ㠃⨨ࡁ࠼
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࠊ࠼ࡤࡑࢀࡣ࣮ࣔࣜࢫ࣭ࢻࢽ
ࡀ㏙ࡓࠕ⤮⏬ࡣ㌷㤿ࡸ〄፬ࡸࡑࡢఱࡽࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ௨๓ࠊᮏ㉁ⓗࡣ࠶ࡿ✀ࡢ⛛ᗎࡼࡗ࡚
㞟ࡵࡽࢀࡓⰍそࢃࢀࡓ୍ࡘࡢᖹ㠃࡛࠶ࡿࠖ㸦ὀ㸧
࠸࠺ゝⴥ㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ࠼ࡤࢢ࣮ࣜࣥࣂ࣮
ࢢࡀࣇ࢛࣮࣐ࣜࢬ࣒ࢆᡴࡕฟࡋࠊ⤮⏬ࡢཎ⌮ࢆぢฟ
ࡋ࡚ࡑࡢពࢆᏛ⾡ⓗ࡞⌮ㄽࡋ࡚⨨࡙ࡅࡓࢃࡅ
ࡔࡀࠊ㏆⌧௦ࡢ⤮⏬ࡢㅖ┦ࢆぢΏࡋ࡚ࡶࡢ௦
ࡅࡿ⤮⏬ࡢၥ㢟ࡣ」║ⓗᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼
ࡿࠋࡑࢀࡣไᗘୖ⤮⏬ࡀ⣧⢋ᇵ㣴ࡉࢀࡓࡶࡢࡋ࡚
⨨࡙ࡅࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ⨾⾡ࡢ㡿ᇦ௨እ
ࡢᨻࡸ⤒῭࠶ࡿ࠸ࡣ⛉Ꮫゝࡗࡓࡶࡢᐦ᥋⧅
ࡀࡾ࡞ࡀࡽࡑࡢពࢆ㛤♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࡑࢀ
ࡶࠊ♫ࡀᏳᐃ࡞ࡾࠊேࡢᑛཝࡀ⬣ࡉࢀࡿ
ࡑࢀࡢᢠࡢド➼ࢆ⾲⌧ࡢᣦ㔪ࡋ࡚࣓ࢵࢭ࣮
ࢪࡉࢀࡓࡶゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ⾜Ⅽసရ
ࡣ༢ⱁ⾡సရࡀ␗㆟⏦ࡋ❧࡚ࡢ㐨ලࡋ࡚ᶵ⬟ࡍ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ⱁ⾡⾲⌧ࡋ࡚⨾Ꮫⓗ࡞ࡶ
ࡢࢆ⧳ࡗࡓୖ࡛ᡂ❧ࡍࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
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࠼ࡤ࣎ࢫࡀᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ࣮ࢺࡣࠕࡔࢀࡶࡀⱁ
⾡ᐙࠖࠋࠕࡍ࡚ࡢே㛫ࡣⱁ⾡ᐙ࡛࠶ࡿࠋࠖࡇࡢゝⴥ
ࡣࠊㄡࡶࡀ⏬ᐙࠊㄡࡶࡀᘓ⠏ᐙࠊㄡࡶࡀࢲࣥࢧ࣮࡛
࠶ࡿ࠸ࡗࡓព࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄡࡶࡀ♫࠸࠺ⱁ⾡
సရࢆసࡿⱁ⾡ᐙ࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ
ࠕ♫ࠖࡀࠕⱁ⾡సရࠖࡋ࡚ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕⱁ⾡సရࡋ࡚ࡢࠊ࣮ࣘࢺࣆࡋ࡚ࡢ♫ࠖࡀ
┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣಶࠎࡢⱁ⾡సရࢆ㉸࠼ࡿⱁ
⾡࡛࠶ࡾࠊࠕᣑᙇࡉࢀࡓⱁ⾡ᴫᛕࠖࠊࡘࡲࡾⱁ⾡ࢆ
ே㛫ྠኈࡢࡶࡢᐃ⩏ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊே㛫ࡢព
⩏࠶ࡿࠊάືࡣ࣮ࢺࡢ୍✀ࡳ࡞ࡍࡇࡀฟ
᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ ὀ Ⳣཎࡀ࣎ࢫࡢᛮ⪃ᛶࢆㄽ
ࡌ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ⤮⏬⨨ࡅࡿㄽ⌮ᛶࢆᇉ㛫ぢࡿࡀ
ฟ᮶ࡿࠋ
ࠉ⌧௦♫ࢆಠ▔ࡋࡓ㝿࠶ࡽࢃࢀࡿᵝࠎ࡞᮲⌮ࠊ
࠼ࡤ⤒῭ࢆ࠶ࡲࡾࡶඃඛࡍࡿࡇࡼࡗ࡚⏕ࡌ
ࡿ᱁ᕪࡢၥ㢟ࠊࡲࡓ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㛫㐪ࡗࡓⓎᒎࡀྲྀࡾ
㏉ࡋࡢࡘ࡞࠸ែࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࡑࢀࡀⅭᆅᇦ
ఫࡵ࡞ࡃ࡞ࡿែࢆᣍ࠸ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡽࢆ
ྲྀࡾษࡿᶒຊࡀ࠺ࡲࡃㄏࡗ࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ゝ࠺
㏞ಙᑐࡋ࡚ᡃࠎࡣࡋࡗࡾࡋࡓ⟅࠼ࢆฟࡍࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࠉ࣎ࢫ⮬㌟ࡶࢻ࣮ࣟࣥࢢࢆྵࡵ࡚ᖹ㠃ୖᵝࠎ
࡞⾲⌧ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊసရࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡢࡣே
㛫ᛶࡢᶒࠊ࠸ࢃࡺࡿே㛫ࡢᖾ⚟ࡢ㏣ồ௨እ࡞ࡶ
ࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
㸦㸧ឤᛶࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓ⤮⏬
ࠉࡴࢁࢇ⤮⏬ࡀ⤮⏬ࡋ࡚⮬❧ࡍࡿ㝿ࡣᖹ㠃⌧
ࢀࡿⰍࡸᙧែゝࡗࡓࡇࡀࡑࡢᇶࡋ࡚⨨࡙ࡅ
ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢព㆑࡛ࡢࡳὶ⏝ࡉࢀࡿࡇࡣ࠶ࡲࡾ
ពࢆ࡞ࡉ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࡑࡢୖ࡛⤮⏬ࡢពࢆ
⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࠊእࡢୡ⏺ෆࡢୡ⏺ࡢ㛵ಀᛶ࠾
࠸࡚⌮ᛶࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚㊥㞳
ࢆࡿࡇࡀ㔜せ⪃࠼ࡿࠋࡣゝ࠼ࠊ⤮⏬ࡀఱ
ࡼࡾࡶ᮰⦡ࡉࢀࡎ⮬⏤࡞⾲⌧࡛࠶ࡿࡶࠊㄡࡶ
ࡀẼ㍍ㄏ࠼ࡿᙧែ࡛࠶ࡿࡇࡣ࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛
࠶ࡿࠋ࠼ࡤ⣬㖄➹ࠊࡇࡢ⣲ᮦࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛⮬ศ
ࡢ⣲ᮔ࡞ᛮ࠸ࡸᯫ✵ࡢ࣓࣮ࢪࢆ⾲ฟࡍࡿࡀྍ⬟
࡞ࡾࠊࡑࡢ⡆⣲ࡋࡓ⾲⌧ᙧᘧࡇࡑࡀ⤮⏬ࡢࢻ
ࣂࣥࢸ࣮ࢪ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡇࡇ࡛⏕ࡲࢀࡿ࣓࣮ࢪࡣࢇ࡞ពࢆᣢࡘࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࢺ࣮࣮࢟ࣙ࣡ࣥࢲ࣮࢛࢘
࣮ࣝධ㑅ࡋࡓⓙᕝዉ⥴Ꮚࡢసရࡽㄞࡳゎ࠸
࡚ࡳࡓ࠸ࠋⓙᕝࡀᥥࡃ⤮⏬సရ࡛ࡣᢳ㇟ⓗุู࡛ฟ
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現代社会における絵画の問題を、絵画教育を実践
して現代社会における絵画の問題を、絵画教育を実
践しているそれぞれの教育現場においてこの問題を
考察してみたい。まず現行の中学校学習指導要領中
学校１年（平成20年7月改訂）を見てみる。ここで
は、絵画は「主題」表現の一様式として位置づけら
⤮⏬ࡣࠕ㢟ࠖ⾲⌧ࡢ୍ᵝᘧࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚
れていることが分かる。
࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
第１目標、表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、美
術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情を
育てるとともに、感性を豊かにし、美術の基礎的な
能力を伸ばし、美術文化についての理解を深め、豊
かな情操を養う。
図(5) 皆川奈緒子 インコ観音セキセイ夫人 2013
A.（1）感じ取ったことや考えたことなどを基に、
(アクリル ワトソン紙 木製パネル)
絵や彫刻などに表現する活動を通して、発想や構想
に関する次の事項を指導する。
来ないものがいくつか現れる。それは日常のありふ
ア 対象を見つめ感じ取った形や色彩の特徴や美し
れたわいもないものが画面上で縦横無尽に展開する
わけだが、その集積物が絵画の力強さを現している。
さ、想像したことなどを基に主題を生み出す事。
また表現を実践する際に皆川自身現代社会に溢れて
イ 主題などを基に、全体と部分との関係などを考え
いる諸問題に対してどのような距離感を持っている
て創造的な構成を工夫し、心豊かな表現を練るこ
かを問うと、それらに対して関心の持ち方があくま
と。(ここにおける主題とは学習者が、発想や構
で感覚的に捉えていると言う。むろん様々な事象を
想の能力と、創造的な技術を駆使しながら、表現
対岸の火事と捉えているのではなく、行く末をしっ
を施すことに繋がる。）
かりと認識して解を出すことにブレはない。しかし
ながら表現を通してそれらを考えるなら観念と真逆
文部科学省が出した中学校指導要領は美術の時間が
の反応、いわば一貫して感覚的に反応することが何
中学校現場において、子ども達の情操を豊かにする
よりも優先されていると皆川の姿勢から伺う事がで
こと、また感性を育むことに繋がる。しかしこれら
きる。
指導要領に網羅されていることが各学校において丁
絵画を考える際にその根本から問い直す事、そし
寧に実践されているかと言えば疑問符が付いてしま
て組み替える事を真摯なまでに追求する姿勢は絵画
う。以前は美術の授業が2時間続きで行われ、その
の日常への回帰として捉えられるが、それらは現実
中で生徒は美術を学びながら様々な表現を実践して
をそのまま受け入れると言う肯定的な判断によるも
いたが、授業時間の短縮と言う事態に直面すること
のではない。むしろ絵画を成立させる感性的なるも
のが不可欠であると考えられるし、この感覚的なも
࡛ࡇࢀࡽࡢయ㦂➼ࡀஈࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ
でこれらの体験等が乏しくなってきた。むろんこの
のが情緒的に振る舞うことが絵画としての魅力とな
事象が引き金となり、学校教育の現場において創造
るのは自明と言るだろう。しかしながらこの情緒的
的な時間がスポイルされたことは確かだろう。また
なものは危うさと隣り合わせと言えないか。情緒的
それとともに、生活スタイルの中に様々な道具とし
に振る舞う事、また感性に委ねる事で真新しいもの
ても表現が進入してきたこともその一因に考えられ
との出会いが待っている事は間違いないが、感覚的
る。例えばスマートフォンやコンピューターを駆使
なものは時に不安定であるし、また忘却し得ない出
し様々な領域と交信しながらの遊びが普段の生活に
来事として認識されることもあり得るだろう。であ
進入し、誰もがその場（仮想空間）において快楽を
るなら本能や感情に左右されず冷静に判断する態度、
享受できること等が上げられる。これらは自分の意
あるいは秩序的な方法で絵画を認識する姿勢を兼ね
志をもって対峙すれば直ぐに結果出るとともに、拒
備えることが絵画の新たな座標軸となるだろう。
ഛ࠼ࡿࡇࡀ⤮⏬ࡢ᪂ࡓ࡞ᗙᶆ㍈࡞ࡿゝ࠼ࡿࠋ
否反応を示せばフェイドアウトも可能となる。言わ
ば表現のスイッチをONとOFFに瞬時に切り替えるこ
４.美術教育における絵画の問題とこれから
とで表現形式を一変出来る様をこれらは持ち合わせ
ているのである。この反応は高度経済成長がもたら
（1）学校教育における絵画の諸問題
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ࠉ
ࡋࡓどぬࠊᫎീࡢ࠾ࡧࡓࡔࡋ࠸ỏ℃ࡼࡗ࡚Ꮚࡶ
ࡢ⤮ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ࣓ࣜࢵࢺࡀ┦ᑐⓗపୗࡋࡓ⪃
࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ⤮⏬ࡑࡢࡶࡢࡣฟ᮶
ୖࡀࡿࡲ୍࡛ᐃࡢ㛫ࢆせࡍࡿࠋࢹࢫࢣࢵ
ࢳࢆ㉳ࡇࡋ࡚ᵓᅗࢆỴࡲࡓ⤮ࡢලࢆΰࡐ࡚ዲࡳࡢⰍ
ࢆసࡗࡓࡾࡢసᴗࡣ࡚ࡶᡭ㛫ࡢࡿࡶࡢ࡛ࠊ༶
ᗙ⾲⌧ࡋ࡚ࡢ⤖ᯝࡀ⌧ࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ
ᛮ⪃ࢆ㔜ࡡࡌࡗࡃࡾసရྥࡁྜ࠸ᥥࡃゝ࠺⾜
Ⅽࡇࡑࡀ⤮⏬ࡢ᭷ຠᛶゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࡇࢀຍ࠼࡚
Ꮫᰯ⌧ሙ࠾ࡅࡿᩍᖌࡢ❧ࡕ⨨ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃
࠼ࡿࠋ࠼ࡤᤵᴗࢆ⾜࠺㝿ࠊᏊࡶ㐩ᑐࡋ࡚᪤Ꮡ
ࡢ⤮⏬ᩍ⫱ࢆ♧ࡍࡇ୍࡛ᐃࡢ࣮ࣝࣝࡀ⏕ࡲࢀࠊࡑ
ࢀࡀᇶ࡞ࡾᩍᖌࡀࡶࡵࡿ⤮⏬ࡢ⌮ീࡀ୍ேṌ
ࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀணࡉࢀࡿࠋࡴࢁࢇ⤮⏬ࡣఱ
ࡶ⦡ࡽࢀࡎ᪤ᡂࡢᴫᛕࡽࡢゎᨺࡀཎ๎࡛࠶ࡿࡇ
ࡣㄡࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡔࡀࠊᩍᖌࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ጼ
ໃࡀᙧᘧࡍࡿࡇࡇࡑ༴࠺࠸⾜Ⅽ࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࢆ⨾⾡సᐙࡢ⸨ᾈᚿࡣ⮬㌟ࡢࡇ
ࡶࡢయ㦂ࡽ௨ୗࡢࡼ࠺㏙࡚࠸ࡿࠋඛ᪥ጔࡀ
⯆῝࠸ヰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡘ࠸᭱㏆ࡲ࡛ࠊࡓࡔⰍࡸ
ᙧࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓ㸳ṓࡢᜥᏊࡀᗂ⛶ᅬ࡛ᥥ࠸ࡓ⤮ࡀ
✺↛ඣ❺⏬ࡢᶍ⠊ᅇ⟅ࡢࡼ࠺࡞⤮ኚࢃࡗࡓࡢࡔࡑ
࠺ࡔࠋᛮ㆟ᛮ࠸ࡢᏊࡶ㐩ࡢ⤮ࢆぢ࡚ࡳࡿࠊ
ྠࡌࡼ࠺࡞ᵓᅗࡢ⩚ࢆᗈࡆࡓຊᙉ࠸㭜ࡢ⤮ࡀ୪ࢇ࡛
࠸ࡓ࠸࠺ࠋඛ⏕ࡣᝏពࡀ࡞࠸ࡣࡎࡔࡀࠊࡑࡢඛ
⏕⤮ࢆᥥࡃࡇࡼࡗ࡚Ꮚࡶ㐩ࡣ⩚ࢆᗈࡆ࡚ṇ
㠃ࡽぢࡓ㭜࠸࠺グྕࢆຊᙉ࠸ࢱࢵࢳ࡛ᥥࡃࢆ
ぬ࠼ࠊࡑ࠺ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠕࡵࡽࢀࡿࠖࡇࢆ
ぬ࠼ࡓࡢࡔࠋᏊࡶࡢ࿘㎶ࡣࠕࢆۑۑࡾࡲࡋࡻ
࠺㸟ࠖゝ࠺⤖ᯝࢆ๓ᥦࡋࡓࠊ࠸ࡶ㐀ᛶ
ஈࡋࡃ㝞⭉࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⁄ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ὀ㸧ࡇ
ࡢ㇟ࡽぢ࠼ࡿࡢࡣᩍᖌࡢ⤮⏬ࡢᛮ࠸ධࢀࡀᣍ
࠸ࡓࡇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡇࡇࡣࠕࡔࢀࠖࡢ㛵
ಀᛶࡽᏊࡶ㐩ࡢ⤮ࢆኚ࠼࡚ࠊࡲࡓ౯್ほࢆࡶኚ
࠼ࡓ⤖ᯝࡶゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡣ⪅ࡢ㛵ಀ
ᛶࡽ⏕ࡌࡓ⤖ᯝࡶゝ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ᰿ᮏ
ࡣ⤮⏬⏕ᡂ㛵ࡋ࡚ࡢ☜ᐇࡉࡀᾋୖࡋ࡚ࡃࡿࠋ
㸦㸧Ꮫᰯᩍ⫱࠾࠸࡚⤮⏬ࡀྥ࠺ඛ
⤮⏬ࡀᡂ❧ࡍࡿୖ࡛ㄽ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ᛶឤᛶࡀᚲ㡲࡛
࠶ࡿ⌧௦࠾ࡅࡿ⤮⏬⾲⌧ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓࡀࠊ≉
⨾⾡ᩍ⫱ࡢၥ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇࡀ⤮⏬ࡢព⧅
ࡀࡿ⪃࠼ࡿࠋ࠼ࡤឤᛶࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ⨾⾡ᩍ⫱
ࢆಠࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᖺ௨㝆ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠕឤ
ᛶ⩏⨾⾡ᩍ⫱ࡢ௦ࠖ㸦ὀ㸧ឤᛶࢆࡑࡢ୰ᚰ

243

ᅗ  ࣮ࢶ༓௦⏣࠾ࡅࡿࠉ⸨ᾈᚿసရ

⨨࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋᖺ௦ࡢ௦⫼ᬒ
ࢆㄞࡳྲྀࡿ࡞ࡽࠊ㔞⏕⏘ࠊ㔞ᾘ㈝ࢆ㑌㐍ࡋ࡚࠸
ࡿ୰ࠊࣂࣈࣝᬒẼࢆ⤒࡚᪥ᮏ♫ࡀࡁࡃኚࡋ࡚
࠸ࡓ௦࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢෆᐇࡣ㧗ᏛṔࢆồࡵࡿࡀ
ᨾࡢཷ㦂ᡓதࡸࠊ㔞ᾘ㈝ࢆಁࡉࢀ㉎㈙ḧ㑌㐍ࡍ
ࡿጼࡀከᩘぢࡽࢀࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᏛᰯ⌧ሙ
║ࢆ⛣ࡍࠊᰯෆᭀຊࡸᏛ⣭ᔂቯࡢᩥᏐࢆ࣓ࢹ
➼࡛┠ࡍࡿࡇࡀᗘࠎ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ
ୗࠊឤᛶ࠸࠺ࡇࡀࡋࡁࡾゝࢃࢀࡣࡌࡵࡓࡢࡶ
ࡇࡢ㡭࡛࠶ࡿࠋ≉Ꮫᰯ⌧ሙ࠾ࡅࡿୖグࡢၥ㢟
ࢆ㚷ࡳࡿࠊ㐠Ⴀୖࡢ⟶⌮యไࡀ୍ẁཝࡋࡃ࡞ࡗ
࡚⾜ࡃࡇ࡞ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗࠊࠕឤᛶࠖ
࠸࠺ゝⴥࡀࡁ࡞ពࢆᣢࡕࡣࡌࡵ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋᖺධࡾᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠾࠸࡚ࠕ⨾⾡ࡢ
㐀άືࡢ႐ࡧࢆࢃ࠸⨾⾡ࢆឡዲࡍࡿᚰࢆ⫱࡚
ࡿࡶ㸪ឤᛶࢆ㇏ࡋ⨾⾡ࡢᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࢆ
ఙࡤࡋ㸪⨾⾡ᩥࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ㇏࡞
᧯ࢆ㣴࠺ࠖゝ࠺ᩥゝࡀ➹㢌㏙ࡽࢀࠊࠕឤᛶࠖ
ࡀ⨾⾡ᩍ⫱ࡢᣦ㔪ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡶࡕࢁࢇࠕឤᛶࠖ
ࡑࡢࡶࡢࡀᏛᰯ⌧ሙ࠾࠸୍࡚ேṌࡁࡍࡿࡁࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊࡇࢀࢆாཷࡍࡿᏊࡶ㐩ᩍᖌࡀ୪㉮
⪅ࡋ࡚ࡢᙺࢆ₇ࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚
ࡇࢀࡇࡑࡀ⤮ࢆᥥࡃᏊࡶ㐩ࡢ㐨ࡋࡿ࡞ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ࠉឤᛶࡣពᅗⓗ⫱࡚࡞ࡅࢀࡤࠊ⫱ࡓ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵࡣᏊࡶࡢⓎぢඹឤ࡛ࡁࡿᩍᖌࡑࡢࡶࡢࡢឤ
ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࡋࠊࠕឤࡌࡿࡇࡼࡗ࡚▱ࡿࡇ
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つまり知が深くなる。それから何か知ることによっ
て感じる世界が広がっていく、深くなって行く。感
性と知性というのは、交互に作用し合っている。」
という「感知合一」が21世紀の人間形成の重要なポ
イントとなる（注7）。ここで笠原が感性の重要性と
ともに、知性も表現を実践する際に重要であると論
じている。（現代の画家が習得すべき倫理性、思考
性にあたると考える。） また絵画の成立において
感性を筆頭に考察するならば、それとともに論理的
な思考性も考察する必要があるだろう。そのことを
表現行為と並立して実践することが絵画の思考を深
めることに繋がると言えないか。またこの思考性を
美術教育に当てはまると考えるならば、鑑賞と言う
項目に当てはるだろう。例えば文部科学省学習指導
要領 中学2.3年において、鑑賞を以下のように述べ
ている。造形的なよさや美しさ，作者の心情や意図
と創造的な表現の工夫，目的や機能との調和のとれ
た洗練された美しさなどを感じ取り見方を深め，作
品などに対する自分の価値意識をもって批評し合う
などして，美意識を高め幅広く味わうこと。このこ
とから美術教育における今までの鑑賞は芸術作品、
特に絵画を単に作品の善し悪しを個人レベルにおけ
る好みの問題で終始していたが、それだけでは作品
を理解したとは言い難い現状が横たわっていると言
える。現代社会において絵画が成立する過程がより
複雑し、またその目指す座標が多面的になっている
中、作品を鑑賞することは単一的な見方だけではそ
の理解を得るのは困難と考える。例えば絵画を鑑賞
する場が日常空間あるいはネット上の仮想空間にま
でその範囲は広がっていること等を鑑みるならば、
鑑賞も一方的な見立てだけでは作品に近づくことは
難しくなっていると言えるだろう。これらの現状を
打破するには、例えば鑑賞を実践する際に作品の良
さを他者と意見交換を行いながらの鑑賞、いわゆる
対話型の鑑賞等を積極的に取り入れる事がより深い
作品理解に繋がるのではないだろうか。
５.まとめ
絵画が成立する上で感性と論理的な思考性を強固
に連動することがその深化に繋がることは現代にお
ける絵画の有り様から十分に読み取れるだろう。ま
たこの意味を成立させる上で美術教育の果たす役割
は大きい。それは単に表現の出発点に立つ子ども達

第９巻

第２号

に対して、鑑賞教育を基とした情操教育を施すと言
うものではない。表現、特に絵画をその一般化し、
その意味が多領域に渡っている中、表現者そして鑑
賞者それぞれがフラットな状態で絵画を発信し読み
取ることが次の時代の絵画を紡ぎ出すことに繋がる
と考える。
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