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新潟市における中学校所蔵美術作品のデータベースの作成
― 学校所蔵美術作品共有による美術の授業の可能性 ―
志

藤

浩

仁

Abstract
I explore the possibility of Art classes in JHS using available materials. Let Niigata city
be an example. The possession of Art works in JHS is investigated through a questionnaire for
all JHSs in Niigata, I create a database. The Art works which can be lent out to other schools
are full, and they may have a effective class for students.
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はじめに
内閣府発行平成 22 年版『子ども・若者白書』 1) では、我が国の児童・生徒の文化活動奨励に
関わる施策として「地域や学校教育の場において、子どもたちが文化活動に参加したり、優れ
た芸術文化や歴史的な文化の所産に触れたりすることにより、豊かな心や感性をはぐくむよう、
学校、地域社会や文化施設等の相互連絡を密にし、学校の内外における文化活動や鑑賞の機会
を確保することは重要である」 2) と記された。前年度まで発行されていた『青少年白書』（『子
ども・若者白書』の前身）では、同記述が学童期の施策としてのみ示されたが『子ども・若者
白書』では中学生を含む青年期の施策にも位置づけられることとなった。これは、児童期だけ
でなく中学生を含む青年期における芸術文化活動も重視する政策の表れといえる。
一方、平成 20 年告示中学校学習指導要領（以下、新指導要領）第 2 章第 6 節美術「各学年の
目標及び内容」では「身近な地域や日本及び諸外国の美術の文化遺産などを鑑賞し、そのよさ
などを感じ取り、美術文化に対する関心を高めること」 3) と記されている。また「指導計画の
作成と内容の取扱い」では鑑賞の指導で配慮すべき事項として、各学年とも適切かつ充分な授
業時数を確保することが明記された。つまり、新指導要領では鑑賞の授業を充実させるととも
に、身近な地域にある美術作品を活用した題材開発と実践が求められていることが分かる。
中学校美術科における鑑賞の授業で実物の美術作品を扱うことは稀であり、教科書、資料集
等に印刷されたレプリカ作品、画像データ等を用いることが圧倒的に多い。それは、大多数の
学校が美術作品を所蔵しないか、所蔵していても所蔵美術作品数が僅かだからである。
実物の美術作品を活用した授業として、美術館を活用することが可能である。だが、現実に
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は 2010 年度新潟市内中学校の美術館活用状況についてアンケート 4)を通して調べたところ、
「美
術科の授業で美術館を活用した」と回答した学校は 33 校中１校のみであった。つまり、新潟市
内には公立美術館が 3 館（県立 1 館、市立 2 館）設置されているが、中学校美術科の教育活動
ではほとんど活用されていない実態が浮き彫りとなった。
全国的に見ると、児童・生徒が学校から美術館に出かけ、美術作品等を鑑賞する事業が世田
谷美術館（東京都世田谷区）や金沢 21 世紀美術館（石川県金沢市）などで行政（教育委員会）
の後押しのもと、美術館主導で実施されている事例や、富山県立近代美術館（富山県富山市）
における美術館所蔵美術作品を学校に持ち出す事業が行われている事例もある。しかし、学校
と美術館の連携事業が全国的に充分普及している状況とはいえず、美術館を活用した教育活動
を経験できるのは一部の児童・生徒に限られているのが現状である。
美術館所蔵美術作品は著名なアーティストが制作した美術作品であることが多く、作品管理
が行き届き、中学校美術科教育の教材として大きな可能性をもつ。それらは、館長が許可すれ
ば借用可能である。しかし、美術館所蔵美術作品の多くは高価であり、採光、照度、温度、湿
度、ほこり、事故発生時の対策等がなされた施設での展示、美術作品を施設から出し入れする
際の防塵、防虫等の処置を施すことが求められる。学校がそのような設備を準備したり処置を
施したりするのは容易なことではない。したがって、学校が美術館から美術作品を借りること
は現実的にはほぼ不可能である。
以上のことから、中学校が美術館所蔵美術作品を活用した鑑賞の授業の実施は容易に実現で
きない状況にあることが分かる。
そこで、本研究では美術館所蔵美術作品以外の美術作品活用の可能性を探ることとする。具
体的には同一地方公共団体が設置する中学校が所蔵する美術作品のデータベースを作成し、必
要に応じお互いの中学校が所蔵する美術作品を貸借できるシステムを構築することである。美
術館所蔵美術作品に加え、中学校所蔵美術作品を活用できるようにすることで実物の美術作品
を教材として使用できる可能性が大幅に広がるものと考えた。加えて、実物の美術作品を通し
ての地域の学校間連携は、新指導要領総則に明記された「中学校間の連携」 5) の中学校美術科
における具現策の一例となり得る。
研究仮説「地域の中学校所蔵美術作品のデータベースを作成し、中学校間で美術作品を貸借
できるシステムを構築する。すると各中学校は、地域内の中学校所蔵美術作品を活用すること
で、実物の美術作品を使った多様な鑑賞の授業が可能となる」を準備し、新潟市の中学校所蔵
美術作品を題材として、中学校間の連携による美術の授業の可能性を検討することとした。
そこで、本稿では研究の第 1 段階として新潟市を題材に地域の中学校所蔵美術作品を調査し、
調査結果が中学校の鑑賞の授業で活用できるデータベースとなり得るか検討する。
本稿における「地域」とは 1 つの地方公共団体とする。同一地方公共団体内の中学校所蔵美
術作品は当該学校の財産であるとともに、当該学校を設置する地方公共団体の財産でもあるこ
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とが多い。したがって、美術作品の貸借が容易となりやすく、実物の美術作品の積極的活用が
期待できるとともに、毎年の継続的実践が可能となりやすくなることが予想される。また、そ
れぞれの地方公共団体毎に教員の研究団体が組織されるケースが多く、学校間連携がとりやす
い。
研究の具体的な進め方は、第 1 章で実物の美術作品活用の意義と学校所蔵美術作品が持つ可
能性について、先行研究や筆者の中学校勤務経験をもとに述べる。第 2 章で学校における学校
所蔵美術作品の活用の実際について、単独の学校で実施している事例、美術館及び博物館にお
ける学校所蔵美術作品の活用事例の成果と課題点に触れる。第 3、4 章では、新潟市を事例とし
た中学校所蔵美術作品の調査結果のまとめと考察を行い、学校所蔵美術作品の美術科教育にお
ける活用法を例示する。最後に本研究の振り返りとして残された課題点を記すこととする。

1．実物の美術作品活用の意義と学校所蔵美術作品の可能性
本章では、実物の美術作品を活用することの意義に触れる。
金山和彦は小・中学校、図工・美術の鑑賞の授業で使用する美術作品について「本来、レプ
リカなものではなく、実作品とその作品を所蔵する空間、作品との出会いのために自らがオリ
ジナル作品へと赴くという一連の行為を『真の鑑賞』と呼ぶのではないか」 6) とし、学校教育
において縮小印刷された美術作品やレプリカなどを通して通念的に理解している鑑賞教育に疑
問を唱えた。
美術館で鑑賞する実物の美術作品と教科書・資料集等に印刷された美術作品では生徒（鑑賞
者）に伝わる印象や情報に差が生じる。油彩画であれば、絵具の凹凸の様子や作者の筆跡など
作品のマチエールは印刷では伝わりにくい。彫刻など立体作品であればその違いは歴然である。
印刷された美術作品は実物の美術作品と比較すると取得可能な情報量が極端に減少する。
また、美術作品を生徒の鑑賞意欲を喚起する教材として考えたとき、実物の美術作品と印刷
されたものやレプリカの美術作品とでは明らかな差が生じることが容易に推測できる。
金山の言説通り、美術館に赴き、生徒に実物の美術作品を鑑賞させることができれば理想的
である。しかし、
「はじめに」で述べたような物理的限界があるため、全ての中学校での実施は
困難であるのが実情である。地域の学校が所蔵する実物の美術作品を活用できるシステムを創
設することを選択肢に加えることで、学校内においても美術館で授業実施するのと類似した学
習効果をもたらすことが期待できるものと考えた。
次に、学校所蔵美術作品が持つ可能性に触れたい。
美術作品数の多少、種類等さまざまな違いがあるが、中学校に限らず小学校、高等学校、大
学など多くの学校が美術作品を所蔵する。校長室や会議室など人目に触れない場所に展示され
るにとどまる美術作品もあるが、大多数の美術作品は玄関、廊下、階段など児童・生徒・学生
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の目に触れ易い場所に日常的に展示されていることが多い。日常的に美術作品を鑑賞できるこ
とで美術作品の技法、形や色彩などのディテール、実物の美術作品が持つ迫力に間近で接する
ことが可能となる。
学校所蔵美術作品は備品として購入されたものや卒業記念品（○○年度卒業生一同、卒業生
有志一同、個人など）として寄贈されたもの、アーティスト（学区内在住者、卒業生など）か
ら寄贈されたもの、過去に勤務した美術科教員が寄贈したものなどが存在する。学校で美術作
品が所蔵されていることのデメリットは、作品管理（湿度、採光、ほこりなどに対する対策）
がおろそかになりやすい、つまり美術作品にとって管理上好ましくない状態になりやすい点に
ある。だが、学校所蔵美術作品は貸借が容易であるという大きなメリットをもつ。近隣の学校
どうしであれば、日常的に行われている教材の貸借と同等の簡易な手続きで美術作品貸借が可
能である。同じ美術作品でも、学校と美術館では扱いが異なる。ここに、学校所蔵美術作品が
教材として持つ大きな可能性を見いだすことができる。

2．学校所蔵美術作品活用の実際
本章では、学校が計画的に美術作品を収集し、余裕教室を活用し、学校美術館（博物館法や
条例に基づかない美術館）を設置している事例と、廃校となった学校が所蔵していた美術作品
を社会教育施設で活用している事例に触れることとする。

(1) 学校における事例
新潟市立白新中学校（新潟県新潟市）は「白新美術館」の名称で 20 年以上前から当校所蔵美
術作品を展示してきた。本事業のねらいは、授業で美術作品を活用することと、生徒が学校所
蔵美術作品に日常的に接する機会を設けることにある。しかし、2010 年度は新潟市美術館（新
潟県新潟市）との連携事業（出前授業）が行われた際（2 月 8 日）に 1 日開館したのみであっ
た。担当美術科教員の話によると、美術作品管理上の問題があるからとのことである。
美術作品に対する故意又は過失の損壊を防止するためには、美術作品管理体制の確立が不可
欠である。しかし、生徒数減少に伴うクラス数削減、指導要領改訂による中学校美術科の授業
時数削減により当校の美術科担当教員数が学校美術館設置当初は 2 人であったものが 1 人にな
ったこと。さらに美術以外の授業も担当することによる負担の増大により、美術科単独での学
校美術館の維持管理が困難となってきた。
学校美術館を維持管理していくためには、学校の全職員の理解と協力、そして保護者・地域
住民ボランティアなどさまざまな人材の活用が不可欠である。それは新指導要領総則第 4 に記
された「学校がその目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協
力を得るなど家庭や地域との連携を深めること」 7) に通じる点でもある。
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(2) 社会教育施設における事例
本節では、地域の学校所蔵美術作品を活用した社会教育施設での活用事例からみえてくる成
果と課題に触れることとする。
はじめに新潟市美術館における事例である。新潟市美術館は 1985 年新潟市によって設立され
た美術館である。新潟市美術館ホームページによると設立目的は「美術に関する市民の知識と
教養を高め、美術活動を推し進めることによって、郷土の美術文化の向上発展に寄与すること
を目的とする」 8) とある。また、現在我が国の多くの美術館が取り組んでいるように、一般市
民を対象とした事業のみならず、学校との連携事業にも力を入れている。
1993 年、新潟市美術館において企画展「まなびやのコレクション展」 9)が開催された。本企
画展は一般来館者を対象とした企画展であり、学校との連携事業としての位置付けではなかっ
た。しかし、学校所蔵美術作品が持つ可能性を考える上で興味深い事例である。
本企画展では新潟県内の小・中・高等学校、大学が所蔵する美術作品を調査し、それらの中
から絵画、彫刻、版画など 93 点の美術作品が展示された。展示された美術作品のほとんどが、
新潟県にゆかりのあるアーティストの美術作品であり、油彩、日本画、水彩、版画、彫刻、書、
工芸とさまざまなジャンルに及んでいる。本企画展実施に向けての調査結果 10) から、新潟県内
の多くの学校が美術作品を所蔵していることが明らかとなった。残念ながら、本企画展は単年
度で終了したため、その後の学校所蔵美術作品の実態は不明である。また、新潟県内を対象と
した調査結果をもとにした企画展であったため、新潟市内中学校所蔵美術作品についての詳細
な調査結果も不明である。
次に、京都市立学校歴史博物館（京都府京都市）の事例 11)に触れることとする。京都市立学
校歴史博物館は、1998 年京都市によって設立された博物館である。設立目的は、京都市立学校
歴史博物館条例第 1 条によると「学校並びに学校教育に係る制度及び教育内容の歴史に関する
資料の保存及び活用を図り、京都の先人たちが自主的に学校を設立した歴史的な意義を将来の
市民に継承するとともに、市民の学習の振興に資するための施設」とされる。京都市内中心部
小規模校の統合・廃校にともない散逸のおそれのある美術作品や明治期の教科書や理科の実験
器具などの教材・教具の保存、展示、調査及び研究、市民に対する研修を主な事業としている。
京都市立学校歴史博物館は設立目的通り、学校の統合・廃校にともない散逸のおそれのあっ
た数多くの貴重な美術作品、学校並びに学校教育に係る資料収集と保存に成果を挙げてきた。
学校に所蔵されていた作品の中には学校所蔵美術作品とは思えない極めて著名な美術・工芸作
家の美術作品が多数存在し、それらの美術的価値は注目に値する。だが、それ以上に注目した
いのは美術作品がいかにして学校に所蔵されることとなったかその所以である。
元竹間校（京都市中京区）が所蔵していた六曲一双屏風には、明治期の卒業生である梅戸在
貞、学校近隣に在住していた上村松園、山元春挙、都路華香、加藤英舟、白井清泉、内海吉堂、
伴一邦らの絵画が貼られている。それ以外にも、美術・工芸作家が母校に寄贈したものや、近
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隣の学校に寄贈した北大路魯山人の陶器、上村松園、竹内栖鳳の絹本着彩などもある。
京都市内学校所蔵の名品とされる美術作品は著名な作家の美術作品を学校や保護者が多額の
費用を費やして購入したのではなく、学校出身者や学校周辺に在住していた美術・工芸作家ら
によって寄贈されたものが多数ある。つまり、地域住民、保護者、卒業生と学校のつながりの
中で美術作品が所蔵されていった点に大きな特徴がある。これは、地域と学校の連携が求めら
れる現在の学校教育における学校所蔵美術作品収集のあり方を考える上で重要なポイントを示
しているといえよう。
京都市立学校歴史博物館では児童・生徒が当館を訪問し、さまざまな美術作品を活用した学
校行事や授業が実施可能である。だが、京都市内の学校へ美術品を貸出し、児童・生徒の目に
触れる場所に展示し、授業で活用する事業は実施されていない。美術品が館外へ出ることで受
ける物理的ダメージを避けるためと推察される。美術作品保存の観点では理想的な状況に置か
れたといえよう。
しかし、京都市立学校歴史博物館の美術作品の活用方法は再考すべきである。美術・工芸作
家たちが美術作品を学校へ寄贈した際、博物館や美術館のような厳重な管理体制下での展示・
保管を望んでいたか疑問が残るからである。寄贈した美術・工芸作家たちが存命でないため推
測となるが、上村松園が我が子（上村松篁）の通う学校に、梅戸在貞が自分の母校に、北大路
魯山人らが在住する近隣の学校に自作の美術作品を寄贈したのは、可能な限り多くの子どもた
ちに日常の学校生活の中で（身近な環境で）実物の美術作品に触れさせたかったからではない
だろうか。寄贈した美術・工芸作家の意志を汲むとすれば、京都市立学校歴史博物館は美術作
品を館内展示だけにとどまらせず、館外への美術作品持ち出しに伴う物理的ダメージを最小限
におさえる努力をしつつ、京都市内の学校への美術作品貸出しも行い、文化祭などの学校行事
や、図工・美術の授業等で活用できる方法も検討すべきと考える。

3．中学校所蔵美術作品の調査と結果
1993 年の新潟市美術館による調査では、回答率の低い学校の多い地方公共団体があり、また、
調査期間に 2 ヶ月を要している。そこで、調査方法の見直しが必要と判断した。具体的には、
調査を新潟市中学校教育研究会美術部会 12) （以下、中教研美術部会）の事業の中に位置づけ、
中教研美術部会内部の教員（筆者）が調査を行い、調査活動を各学校に還元することを約束し
アンケートを依頼する。すると、各学校の協力が得易く、より詳細な調査結果が期待できるも
のと考えた。また、調査は市内各中学校の美術科主任宛に電子メールにより実施する。現在、
新潟市立学校間の連絡は電子メールで行われるようになっており、短期間で容易に調査可能と
なるものと考えたからである。
2011 年 4 月 1 日現在、新潟市は市立中学校を 58 校（中等教育学校前期課程は中学校として
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計上、分校は本校に含む）設置している。これらを対象とし、学校所蔵美術作品を調査した。
2011 年 5 月 16 日に勤務校から全ての新潟市立中学校宛に 5 月 31 日〆切で電子メールによる
アンケート配信を行い、44 校から回答を得た。したがって、アンケートの回収率は、約 75％で
あった。
アンケートの質問項目は以下の通りである。
・美術作品数
学校所蔵美術作品数
・美術作品の種類
絵画、彫刻、工芸、デザイン、その他について記入。また、絵画は油彩、水彩、版画につい
ても記入。
・美術作品名
美術作品のタイトルが分かるものについて記入。分からないものは、美術作品に何が表現さ
れているか、特徴を記入する。
・作者名
備品台帳に記載されているもの。記載がないものについては、美術作品のサイン等から分か
る範囲で記入。
・サイズ
美術作品の大きさが分かるように記入。
・貸出し可否
貸出し可能な状態にあるかどうか。校長の許可を取る必要の有無、貸出しを願い出る際の留
意点等を記入。
アンケート結果の詳細は表 2 の通りとなる。回答した中学校のうち 40 校が所蔵美術作品あり
と回答し、美術作品総数は 183 点にのぼった。貸出し可能（「相談による」も含む）と回答した
学校数は 26 校であり、貸出し可能な美術作品総数は 97 点である。
貸出し可能な美術作品をジャンル別に分類すると絵画（油彩）61 点、絵画（水彩）4 点、絵
画（水墨）6 点、絵画（日本画）6 点、絵画（パステル）2 点、版画（エッチング）1 点、版画
（木版画）8 点、版画（シルクスクリーン）1 点、写真 1 点、書 5 点、彫刻 2 点である。
これらの中には、ラピトの油彩画のように複製画の可能性のある美術作品や、羽黒山（力士）
の扁額作品、ロシア・ハバロフスクの子ども達の美術作品のようにアーティスト制作の実物の
美術作品に含むものとしては疑わしいものも含まれる。だが、本稿では、それらも含めた実態
を明らかにするために、全てをデータとして計上することとした。
表 2 を見ると、所蔵美術作品の作者は西村満、代谷実、新田公彰、早津剛など新潟県にゆか
りある作家や過去、当該校に勤務していた教員が寄贈した美術作品が多数所蔵されていること
が分かる。さらに北村西望、千野茂、入江泰吉のように全国的に知名度高いアーティストの美
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術作品を所蔵する中学校もある。
今回の調査では、授業で活用することの意義について各中学校校長に充分伝えていなかった
ため、美術作品の「貸出し不可」と回答した中学校も少なくなかった。

4．調査結果の考察
(1) 調査方法の検討
調査対象、調査時期が異なるため 1993 年新潟市美術館による調査と今回の調査の単純な比較
はできない。しかし、調査結果の数値に大きな違いがみられるため、調査方法の検討を試みる
こととする。
1993 年新潟市美術館による調査結果 13)のアンケート回収率は約 71%である。131 校中 55 校が
所蔵美術作品ありの回答をした。したがって、美術作品所蔵率は約 42%である。今回のアンケ
ート結果の回収率は約 77%であった。44 校中 40 校の中学校が所蔵美術作品ありの回答をした。
したがって、美術作品所蔵率は約 90%となる。
1993 年の新潟市美術館による調査と筆者の調査とで、学校所蔵美術作品の所蔵率に大きな違
いがみられる。この要因の 1 つとして調査対象の違いが影響したものと推察する。新潟市美術
館は新潟県全域を調査対象としたのに対し、筆者は新潟市を対象とした。新潟県には山間・漁
村部に存在する小規模で教員確保困難な中学校が少なからず含まれる。そのため教職員定数の
関係で中学校美術普通免許状を所持しない（いわゆる免外や臨時免許による）教員が美術科を
担当することがある。また、教職員の入れ替わりが多いのに加え、長年にわたって同一校に勤
務する教員が少なく、美術作品収集への意識が働きづらくなるものと推察される。したがって、
所蔵美術作品が無いか僅かな点数となり、それが数値に影響を与えたものと考える。一方、新
潟市内は交通が至便であり、商業施設も多数存在し比較的住みやすい地方公共団体である。し
たがって、教員が同一中学校に長年勤務するケースが多く、長期的スパンで学校所蔵美術作品
収集を進めようとする意識が働きやすくなる。また、長年勤務した学校に愛着がわき、美術作
品を寄贈したりする美術科教員もいたものと推察する。また、G1 中学校所蔵美術作品の全てが
地元の美術作家から寄贈された美術作品であったように、新潟市は校区内在住アーティストが
比較的多いため、美術作品寄贈の機会が増す。
今回の調査は短期間でのアンケートであったにも関わらず、新潟市美術館による調査時より
も回収率が伸びた。その要因として、同一地方公共団体内の中学校教育研究団体内の教員によ
る調査であったことが影響を与えたものと推察する。つまり、学校所蔵美術作品の情報を公に
することは、備品管理上好ましくない。学校によっては外部（他の地方公共団体の美術館等）
による調査に対する回答を控える学校が出ることが予想される。調査結果の信憑性を高め、短
期間に簡素な形で調査するためには、学校関係者による調査が有効である可能性がある。
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(2) 学校所蔵美術作品共同利用による鑑賞の授業実現可能性の検討
表２をみると、貸借可能な美術作品点数は 97 点である。さまざまなジャンルの美術作品が活
用可能であり、それらの美術作品が教材として秘める可能性は極めて大きいものと考える。
鑑賞の授業を行う上で福田降真は 5 つの観点「技術、技法の観点」「主題や発想の観点」「造
形要素の観点」「用途や機能の観点」「美術史的観点」 14) があるとした。福田が述べるどの観点
も縮小印刷された美術作品やレプリカ作品よりも実物の美術作品を活用して授業を行うことが
より効果的であることが見込まれる。
本節では、福田が述べた 5 つの観点にもとづき、調査結果が鑑賞の授業で活用できるデータ
ベースとなり得るか検討するものとする。
①「技術、技法の観点」での検討
「技術、技法の観点」は実物と印刷されたものとで大きな違いが生じる。
新指導要領第 6 節美術第 2 各学年の目標及び内容〔共通自項〕(1)アにおいて、材料がもたら
す感情を理解することが求められている。技術、技法は使用する材料（画材）に大きく影響を
受ける。同じモチーフでも油彩で表現するのと、水彩で表現するのとでは材料（画材）が異な
り当然ながら技術、技法も違ってくる。したがって「技術、技法の観点」において材料（画材）
に着目することも重要な観点に含むべきものと考える。
調査結果をもとに作成したデータベースから貸出し可能な美術作品を活用した「技術、技法
の観点」による鑑賞の授業の実現可能性について検討を試みることとする。具体的には、類似
したモチーフで、さまざまな作者が多様な材料（画材）、技術、技法で表現した美術作品から受
ける感情の違いを読み解く授業が考えられる。
表 2 の中から山を含む風景をモチーフとして描かれた美術作品を探すと、B6 中学校が所蔵す
る石田朝美の版画『雪山』、E3 中学校が所蔵する石井博の日本画『浅間

月光』、H6 中学校が

所蔵する樋口峰夫の油彩『春眺角田山』、同じく H6 中学校が所蔵する片野四郎の油彩『角田冬』
が活用可能な美術作品として浮かびあがる。
また、浜辺や漁港など海浜をモチーフとした美術作品であれば、A1 中学校所蔵、西村満の油
彩『北の浜』、B3 中学校所蔵、代谷実の油彩『漁船』、B6 中学校所蔵、西村満の油彩『晩秋の
浜』、富田徹の油彩『浜小屋』、C1 中学校所蔵、西村満の油彩『北の海』、D2 中学校所蔵、代谷
実の油彩『北の漁港』、E4 中学校所蔵、本間武男のシルクスクリーン『青い海

紫雲』、G1 中

学校所蔵、鈴木州月の水墨『浜へ行く道』、G4 中学校所蔵、太田稔の油彩『笹川流れにて』、
H6 中学校所蔵、今成俊雄の油彩『漁港』の活用が可能となる。
その他にも花や静物などをモチーフとした場合でも油彩、日本画、版画、シルクスクリーン
など、さまざまな画材、技術、技法に着目し美術作品を比較検討する鑑賞の授業が可能である。
②「主題や発想の観点」での検討
「主題や発想の観点」での題材例として、このデータベースに画像データを加えることで、

- 75 -

新潟市における中学校所蔵美術作品のデータベースの作成（志藤）

生徒たちに市内の中学校所蔵美術作品を活用した作品展を企画させる鑑賞の授業が考えられる。
より具体的な授業展開を述べると、貸借可能な美術作品を教師が提示し、それらの美術作品
の中から生徒が企画展テーマの主題を考案し、企画展で使用する美術作品を検討する。予想さ
れる生徒の反応は、表 2 に示した多くの風景画の中から「風景に美を見いだした画家たち」を
主題とした企画展や、さらに主題をより細分化した「風景に美を見いだした画家たち・冬の新
潟」や「風景に美を見いだした画家たち・日常生活」が考えられる。主題をもとに、一つ一つ
の美術作品を検討し、個人又はグループで企画展として扱う美術作品を検討することが可能で
ある。
企画を考えるだけでなく、生徒らが考えた案の中から、採用可能なものを生徒自ら比較検討
し、文化祭や余裕教室を活用した企画展を実施したり美術館の市民ギャラリー等を活用したり
して企画展を実現し、題材を発展的に展開できれば生徒の達成感もさらに高まる。また、新潟
市美術館の企画・常設展とリンクさせる形で、中学校所蔵美術作品を活用した企画展を開催す
ることができれば、生徒らが社会に働きかける題材となり、生徒は美術の授業と社会の連環を
実感でき、活動のより一層の深まりが期待できる。それは、美術館にとっても来館者増が期待
でき、学校と美術館双方にとってメリットのある連携事業となりえる。
③「造形要素の観点」での検討
基本的な造形要素として『造形教育辞典』 15)では、色彩・テクスチュア・形態の 3 点があげ
られている。しかし、造形要素の扱いについては多様な捉え方があり、この 3 つ以外にもコン
ポジションを加える場合もある。テクスチャーは視覚的に認知しようとすれば主として形のデ
ィテールを捉えることとなる。またコンポジションは幾何学的な図の組み合わせだったり、構
図だったりする。これらは、大きなくくりとしては形態に含むことが可能である。新指導要領
第 2 章第 6 節美術の共通事項では「形や色彩の特徴などを基に、対象のイメージをとらえるこ
と」と記されている。そこで、本稿における「造形要素」とは「形」と「色彩」の 2 つの文言
で表記することとする。
表 2 の貸借可能な美術作品の全てが「形」や「色彩」の造形要素の観点で学習することが可
能である。当然のことながら、教科書や資料集などの図版を用いた学習より実物の美術作品を
目の前にして行う学習の方が、美術作品のディテールが分かり、活用の可能性が広がる。
図 1 の美術作品を使った鑑賞の授業展開例として、まず導入段階で美術作品に表現されてい
る「形」や「色彩」など細かな情報を認知させるねらいで、生徒に美術作品の模写をさせる。
その後、美術作品に使用されている色に着目させ、それぞれの色彩や油絵の具の盛り上がりな
どのディテールがもたらす感情について考える。さらに、印刷した本作品の漁船をはさみで切
り取り、さまざまな構図を試し、それぞれの構図がもたらす感覚的な違いを考える授業も可能
である。
④「用途や機能の観点」での検討

図 1
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この観点は、主として日常生活の中で用いられる工
芸品やプロダクトデザインの作品を鑑賞する際に用い
る観点であり、機能性を兼ね備えたデザインの美しさ
を見いだす鑑賞活動である。
表 2 を見ると、C7 中学校が工芸（染色）を所蔵して
いる。ただし、貸出しが不可となっているため、活用
することができない。
表 2 の中に、工芸品やプロダクトデザインの作品が
ほとんどないのには、各中学校の美術科教員が工芸品
やプロダクトデザインを美術作品として申告しなかっ
たからと推察する。多くの学校には、入学式、卒業式
で使用する大型の花器が存在するが、備品登録されて
いないものが多いため、美術科教員によってそれらが美術作品として認識されていない可能性
がある。今後、各校が所蔵する花器や特色のあるプロダクトデザインの製品について詳細に調
査することでデータベースの充実をはかることが可能となるものと推測する。すると、それら
の作品が用途を考慮し機能性を損なうことなく、いかにしてデザインの美しさを生み出したか
などについて分析的に鑑賞する授業が可能となる。
⑤「美術史的観点」での検討
「美術史的観点」による授業展開として、西村満、代谷実、新田公彰など新潟市にゆかりの
ある作家の美術作品や北村西望、入江泰吉のような著名な作家の美術作品を活用した授業展開
が考えられる。それぞれのアーティストの生い立ちや彼らが作品制作を通して何を表現しよう
としてきたのかについて、美術館学芸員が調査・研究したことを知識習得する学習活動、図書
やインターネットの活用やアーティスト本人へのインタビューを行うなど探求的な学習活動も
可能である。
教科書には日本国内、又は世界的に著名なアーティストによって制作された美術作品が多数
掲載されているが、地元在住のアーティスト作品はほとんど扱われていない。地元新潟在住の
アーティストが制作した作品を美術史的観点で学習するうえで、各中学校所蔵美術作品の活用
が大いに期待できる。
⑥まとめ
①から⑤までの検討を通して、中学校所蔵美術作品を活用することで、実物の美術作品を活
用した鑑賞の授業が容易に実現できる可能性が充分にあることが分かった。本システムを構築
する初期段階（各中学校の所蔵作品調査、集約作業）では多くの労力がかかる。だが、一度シ
ステムを構築すれば、数年おきに各学校の所蔵美術作品の加除を確認するだけで永続的に使用
可能である。
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(3) 新潟市以外での可能性
2005 年新潟市は周辺 13 市町村を編入合併し、人口、面積ともに大幅に規模拡大した。それ
にともない、新潟市中教研美術部会所属学校数、所属美術科教員数も増加し、新指導要領総則
で求められる中学校間連携による事業展開の可能性が広がったといえる。これは、地方公共団
体規模拡大のメリットの一つである。
新潟市に限らず、全国的に 2000 年代前半期の市町村大規模合併、いわゆる「平成の大合併」
があった。全国の多くの地方公共団体で本稿において述べたのと同様のシステム構築の可能性
が広がったといえる。
本稿では新潟市を題材として研究を進めてきた。新潟市が設置する中学校数は 58 校（中等教
育学校前期課程含む、分校は本校に含む）である。新潟市と同規模以上の地方公共団体が設置
する中学校では所蔵美術作品を学校間で貸借することにより実物の美術作品を教材化できる可
能性が充分にある。しかし、学校数が少ない地方公共団体では同一地方公共団体内の中学校だ
けでは確保できないおそれがある。そのような場合、同様のシステムを構築した隣接する地方
公共団体とシステムを統合することで実現の可能性が増す。

(4)本システムの可能性
年々、国・地方教育行政予算の厳しさが増す中、教育予算も同様に厳しさが増す。各学校の
予算、各教科の予算も年々減少傾向にある。今後は予算をかけず、教員の多忙感も大きく増す
ことなく、より充実した中学校美術科教育の授業のあり方を模索することがさらに求められる
ものと予想される。本システムをさらに充実させることは、この問題解決策の一つとなり得る。

おわりに
地方公共団体の規模拡大は、行政区変更や行政機能合理化が伴うため、新潟市内で起きてい
る小規模学校統廃合の問題を抱える可能性がある。それは、学校所蔵美術作品の散逸問題へと
直結する。統廃合された学校の所蔵美術作品を、博物館（美術館）に移管するか、他校へ移管
するか、それとも別な選択肢を模索するかの判断を迫られることが予想される。そのときに慌
てることのないよう、事前に学校所蔵美術作品の移管先の検討をしておく必要がある。
また、新潟市では市内小中学校図書館蔵書データベース作成が行われている。具体的には、
それぞれの学校の蔵書データベースを学校間、学校と社会教育施設（図書館）間で共有し、相
互に蔵書貸借するシステムを構築した。これと同様に、学校所蔵美術作品のデータベースを学
校間のみならず同一地方公共団体設置美術館と共有できれば、美術館は学校所蔵美術作品を美
術館所蔵美術作品に準じて扱うことができ、美術館での企画展等で展示することが可能となる。
すると、学校所蔵美術作品に対する研究が進み研究成果が学校へ還元されることが期待できる。
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すでに、新潟市美術館ホームページ 16)には、表 1 のように所蔵美術作品リストが公開されてい
るため、あとは中学校所蔵美術作品のデータベースと統合するだけである。ただし、そのデー
タベースはどこが管理するのかという課題が残る。
また、京都市学校歴史博物館の事例から分かるように、小学校は中学校と比較し、歴史の長
い学校が多数ある。したがって、中学校に比べより多くの美術作品を所蔵する可能性を秘める。
新潟市でも、中学校だけでなく小学校所蔵美術作品もデータベースに加えることで、さらに多
様な授業展開が可能となることが期待できる。
残された課題は数多く存在するが、まずは本研究で実施した学校所蔵美術作品アンケート未
回答の学校に対し、学校所蔵美術作品の再調査を依頼するとともに「美術作品の貸出し不可」
と回答した学校に対する本システムの意義を理解してもらい、貸出し可能な美術作品数増加を
目指す。また、第 4 章 2 節 4 項で述べた工芸作品の詳細な調査も必要である。その後、本稿第
4 章 2 節で述べた観点をもととし、各中学校所蔵美術作品を活用した鑑賞の授業実践を行い、
そこから導き出される具体的な成果と課題点を明らかにする必要がある。
表 1

新潟市美術館ホームページ

美術作品リスト（一部抜粋）
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表 2. 新潟市内中学校所蔵美術作品一覧
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表 2. 新潟市中学校所蔵美術作品一覧
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＜注＞
1) 平成 22 年（2010 年）4 月に「子ども・若者育成支援推進法」が施行されたことを受け同法に基づき、
『子ども・若者白書』（法定白書）が、新たに作成された。『子ども・若者白書』は、昭和 31 年から作
成されてきた『青少年白書』（非法定白書）の構成を基本的に踏襲している。
2) 内閣府、前掲、p.93.
3) 文部科学省『中学校学習指導要領』 2008、p.81.
4) 2010 年５月アンケート実施（新潟市内中学校美術科主任 43 人に配布 31 人回答）
5) 文部科学省、前掲、p.19.
6) 金山和彦 「鑑賞学習領域の変遷と学習環境・教材の現状について - Analyzed by JavaScript – STAR を用
いたｘ自乗検定の結果について - 」 『新見公立短期大学紀要』第 25 巻 2004、p.42.
7) 文部科学省、前掲、p.81.
8) 新潟市美術館 HP http://www.ncam.jp/outline/outline.htm 2011.7.16 閲覧
9) 新潟市美術館（北上あつ子 佐藤央）
『新潟市美術館企画展図録 まなびやのコレクション展』 島津印
刷株式会社新潟事業部 1993
10) 同上、 pp.50-51.
11) 京都市学校歴史博物館（大杉隆一 ほか）
『我が国の近代教育の魁 京の学校・歴史探訪』 京都新聞
社 1998
12) 新潟市内の中学校美術科教員で構成される研究団体
13) 新潟市美術館（北上あつ子 佐藤央）、前掲、p.50
14) 福本謹一「鑑賞教育再考 - 学校と美術館を取り結ぶもの」
（福本謹一他編『美術フォーラム 21』第 11
号）醍醐書房 2005、p.84
15) 真鍋一男・宮脇理 監修『造形教育辞典』 建帛社 1991、p.237.
16) http://www.ncam.jp/outline/outline.htm 2012 年 2 月 26 日閲覧
主指導教員（雲尾周准教授）、副指導教員（児玉康弘教授・佐藤哲夫教授）
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