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実践報告の掲載は、見やすさを優先し順不同です。

第５回鑑賞シート活用授業研究会　レポート

　今回の授業研究会は、鑑賞シートを活用した実践開

発とそのネットワーク確立のために集まった塾生（ほ

とんどが小学校教員）による鑑賞シート№７「吹田文

明の色と光」を活用した授業実践の報告会でした。毎

回、「朝の会」から始まるこの研究会は、和やかな雰囲

気で語り会える場となるようささやかな仕掛けがい

くつか施されています。「しーがeるた・アートスクー

ル」という愛称で呼ぶことや時間割表に従って進行し

ていくこともその一つです。しかし、美術科教育学会

西地区研究会との同日開催となった今回は、背筋の伸

びる朝の会となりました。学会のために県内外からお

いでくださった教員や研究者の方がオブザーバーと

して参加してくださっていたからです。さすがの先生

方（塾生）もその多さに驚きと緊張を走らせましたが、

いつもよりずっと個が輝いた「しーがeるた・アート

スクール」の一日となりました。

　１時間目は、川島小学校脇本正久教諭の５年生児童

による「音のかくれんぼ」の実践報告です。「もういい

かい」と投げかける教師と「まあだだよ」「もういいよ」

と返す子らとのキャッチボールが実況放送のように

報告されました。その中で、子どもたちの評価活動を

鑑賞遊びの活動に組み込むことで、相互鑑賞の場がよ

り意欲的な活動となることや批評的な見方も高まる

ことを提言されました。また、脇本先生ならではのラ

イブ感あふれるプレゼンは、メンバーと参加者の問題

意識を共有させる話し合いの糸口を十分に引き出し

てくれました。

　２時間目は、それぞれの学校で実践された「音のか

くれんぼ」の輪番制フリートークです。鑑賞遊び「音

のかくれんぼ」を軸にしながらも、対象学年や学校の

取り組みに合わせた個性的・創造的なシート活用実

践が報告されました。国語科の学習と合科的に展開し

た実践や美術館のWeb番組（「アートクイズ吹田文明

さんの世界に挑戦」　制作 竹内利夫）を活用した実践

は、「言語活動の充実」や「放送・視聴覚教育」といった

それぞれの学校における研究テーマを据えた授業展

開が魅力的なものでした。また、参観日という特別な

日を活用することで保護者を巻き込んだ鑑賞活動、校

長先生所有の吹田作品を活用した実物鑑賞など、様々

な人との関わりや協力を得ることでより豊かな活動

を展開させていった実践報告もありました。

　このような実践報告から、「鑑賞遊び」が個を尊重し

他者との豊かな交流の場を生み出すことのできる活

動であることを確認するとともに、活動する子らの見

方や考えに寄り添う教師の思いがその基盤を創り出

すことなどを強く認識させられました。

　午後から開催された西地区研究会でも、本研究会に

対する貴重な意見や感想を頂くことができました。鳴

門教育大学山田芳明先生からは「学会での題材紹介で

終わらないよさが、午前の授業研究会にでていた。教

師の技術力や授業像の交流こそが授業研究の真髄で

ある。」と本研究会のさらなるコミュニティづくりに

エールをおくってくださいました。また、文部科学省

教科調査官の奥村高明先生からは「一つの題材が個々

の教師力によって一人歩きしていくおもしろさを感

じ、私自身もたくさんのアイデアをもらうことができ

た。開発教材をこのような授業研究までつなげている

徳島の取り組みをぜひ全国に紹介させてほしい」とい

うありがたい言葉をいただきました。このような、意

見や感想から、鑑賞シートをフレキシブルに活用して

いく現場の教師力のなかに、これからの展望と機動力

が存在することを実感させられるともに、本研究会の

意義を新ためて感じ取ることができました。

　メンバーの先生方にとっては、初めて迎えた参観日

のようなシーがeるたアートスクールだったことで

しょう。本当にお疲れ様でした。　（濱口由美 記）
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 シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと 

①  

ルールを 

習得する 

 

 

5 分  

 

気づいたことを言ってみよう

 

「ぴかあん」 絵のどこから

見つかったのかな 

 

どうしてそう思ったの？ 

  

 音とその正体を、絵のどこから見つけ

たのか確かめ合います。 

・ルールを全員が共有できるようにしま

す。 

   ↓ 

② 
自分で 

絵を選んで 

 

 

20 分 

  

８点から好きな絵を選んで、

音のかくれんぼをしよう 

 

 

 

絵を見ながら、見つけてき

た音を聞き合ってみよう  

 一人一人の見方を理解、共感するよ

うにします。 

・音と正体、どちらが先でもよい。 

・同じ絵から複数見つけてもよい。 

・音や様子を表す言葉は、自分で新しく見

つけることもできる。 

・絵を見ながら友達の音遊びを聞くことで

見方が深まる楽しさを実感させたい。 

 

   ↓ 

③ 
友達の 

見方に 

寄りそう 

 

 

20 分 

 

 

 

見つけた音を、友達と交換

してみよう 

 

音なぞなぞをしよう。友達は

当ててくれるかな？ お互

いに新しい答えが見つかる

かもね 

 

見方を交流できるね  

 自分と異なる見方を想像し合えるよ

う、うながします。 

・相手の立場に立ってみる。 

・自分でも表現することが、耳を傾ける態度

につながる。 

 

   ↓ 

④ 

版画に親

しむ 

 

 

こんな材料でつくっている 

 

色を重ねて刷っている 

 

自分らしい方法を工夫して

いる 

 

 

 作家の人柄やテーマに親しみを持つ

ことで、自分たちの連想や解釈が、ふく

らんでいきます。 

・技法やテーマを考える場でも、自分で見

出した作品の価値と、つなげたい。 

・作品との「かかわり方」は、これからの鑑

賞経験にも活かすことができる。 

 
「鑑賞シート指導の手引き」より 

 

基本的な流れ  鑑賞シート「吹田文明の色と光」 
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しーがｅる た アート スクール

第５回鑑賞シート活用授業研究会

2008.11.15(土)

実践報告 実施日 2008年 10月 14日（火）5校時

鑑賞シート No.7「吹田文明の色と光」を 10月 17日（金）2校時，5校時

活用した授業実践 学校名 吉野川市立川島小学校

学年 5学年 47名（1組 23名，2組 24名）

指導者 川島小学校 教諭 脇本 正久

１ はじめに

鑑賞シート活用研究会には，昨年度第 2回目から参加させていただいている。和やかな雰囲気の中に

も，熱心で真剣に研究が深められている。この会では，実際の現場での取り組みや，実践に生かせる専

門的な話なども聞かせていただくことができるので，毎回，参加するのを楽しみにしている。

今年，夏の研究会（第 4回 2008.7.6）では，鑑賞シート No.7「吹田文明の色と光」を活用した授業に

ついて，徳島市立富田小学校 濱口由美先生 から指導の流れを教えていただいたり，活用の仕方につい

て話し合ったりすることができた。

吹田文明さんの作品には，自分自身も興味があったので，子どもたちとともに，吹田作品を楽しんで

みようと思い，この鑑賞シートを使った授業を組み立ててみた。

２ 実践の内容

(1) 授業の実際

（この授業記録は，10 月 17 日（金）2 校時に 5 年 1 組で授業をした様子ををビデオに撮影し，

それをもとに作成しました。）

時 学習活動 実際の様子

間 ・指導者の発言や働きかけ ・児童の発言や反応，様子など

0 「学習を始めましょう。」 「学習を始めます。姿勢。礼」

版木を見せながら

「これはいったい何ですか。」 「板，木の板」

「みんな，これを使って何か作ったことはあり 「パズル」

ませんか。」 「切っていろいろなものを作った。」

「切る以外に何かしたことは。」 「あ，彫る」

「そう，彫りましたね。」 「彫刻刀で」

「彫刻刀で彫って作ったものを何というんだっ 「版画です。」

たかな。」

「そうですね。版画といいますね。」

版画作品（昨年度担任していた 6 学年の版画作

品）を見せながら，

「こんな作品ですね。みなさんも，4 年生の時

に作ったね。」

「きょうは，先生がひとつ版画を用意してきま

した。」
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吹田作品「星を抱く(C)」鑑賞シート p1 の拡大

写真を見せる。

「こんな作品です。」 「すごー。」

作品を黒板に掲示する。

「この版画を見て，思ったことは。」

「何でもいいですよ。」 「地球ではないような」

何か答えなければと，真剣に作品を見ている。

すぐには，意見が出てこない。

「みんなよく見てくれていますね。」

「少し時間をとりましょう。」1分ぐらい

「科学的な」

「どのあたりが科学的かな。」

「丸いところが」

「宇宙みたいな感じ」

「どうして宇宙みたいな感じがしたの。」

「星みたいなものがある。全体が暗い。」

緊張もほぐれ，意見が出始める。

「白いところが流星群みたいだ。」

「地球に目がある。」

「版画でどうやって作ったのだろう。」

「なるほど，そういう感じ方もあるね。」

「他にあるかな。」 「下の方が蛍の光みたい。」

「みんないっぱい見つけてくれたね。」

「先生，実はね。この作品の中から音を見つけ

たんだよ。」

「どんな音かというとね。」

5 板書「ぴかあん」をしながら，

「ぴかあんという音を見つけたんです。さあ，

その正体は何だと思う。どこかに隠れている

んです。どこだと思いますか。」 「下の黄色いところ。」

「黄色いところを，どう見たの。」

「自分が見えた形とか。」「言葉にしてみて。」

なかなか言葉にできなくて困っている。

「ちょっと言葉は浮かんでこなかったかな。」

「ほかにありますか。」 「黄色いところ。」
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「黄色い何か・・・。」 浮かんでこない。考えている。

黄色い・・と 板書しながら，(白チョーク)

「そうやなー。いい言葉が出てきたね。」 「黄色い蛍。」

「黄色いほたる」と板書する。（黄チョーク）

「他にも見つけた音があります。」

「がちがち」と板書する。(白チョーク) 「がちがち？。」

「がちがちの正体は何だと思いますか。」 「黒い木のような部分。」

「どの辺りかな。ちょっと前に出てきて教えて。」 黒いとがった部分を指す。

「言葉にしてみて。」 「木」

「他にはどう。」 「黄色い蛍の周りが壊れた機械みたい。」

「いいね。その言葉いただきます。」

「こわれた機械」と板書する。(黄チョーク)

10 「もう一つ，見つけたよ。不思議な音。みんな

聞いたことのない音かもしれません。それは，

しゃららん。」

しゃららんと板書する。(白チョーク)

「どうですか。」 もう，どのように答えればよいか理解してき

ているので，手が挙がる。

「流星群」

「それでいいですか。」 うなずく子あり。

「流星群」と板書する。(黄チョーク)

「よく見つけたね。」

板書を指しながら

「これちょっと見てごらん。詩のようになって

いないかな。読んでみるよ。」 「ほんまじゃ。」

板書を読む。

「ぴかあん 黄色い蛍

がちがち こわれた機械

しゃららん 流星群」

「知らない間に詩ができてるね。みんなも読ん 全員で読む。

でみよう。」 「ぴかあん 黄色い蛍

がちがち こわれた機械

しゃららん 流星群」

12 「かくれていた音をみんなが見つけてくれまし

たね。今日の学習は・・・。」

「音のかくれんぼ」と板書しながら，

「きょうは，音のかくれんぼの学習をします。

この学習のルールを説明します。」

ルールを板書しながら

「絵の中から聞こえてきた音を，まず見つけま

す。白いチョークでかいたところだね。そし

て，聞こえてきた音の正体を書きます。それ
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は，黄色のチョークで書いたところです。こ

のようにして，音のかくれんぼをします。」

掲示した作品を指しながら

「この絵はね，吹田文明さんの作品です。これ

から吹田さんの作品がいっぱい載っているシ

ートを配ります。」

鑑賞シートを配りながら， いったい何が配られるのかと期待の表情

「いま見ている作品が 1ページ目に載っていま

すよ。」

配り終えてから

「それでは，開いてみてください。すると，8
つの絵が出てきます。まず，この作品が出て

きます。」

①の作品の拡大写真を掲示する。 掲示される写真と鑑賞シートを見比べてい

以下②～⑧の作品の拡大写真を掲示する。 る。

15 「前の作品を見てくださいね。この中から自分

の気に入った絵を見つけて音のかくれんぼを

します。やり方は，分かりますか。」

ワークシートを配りながら，

「今から，ワークシートを配ります。3，4 枚と

ってください。」

「シートに書く方法は分かりますか。小さな窓

があります。そこには，自分の選んだ作品の

番号を書きます。」

「最初の欄に音を書きます。そして，次の欄に

聞こえてきた音の正体を書きます。3 つの欄

がありますが，1つでも 2つでもいいです。

3 つ浮かべば 3 つでもいいです。ひとつの作 ワークシート

品について 1 枚にしてください。1 枚のワー

クシートに①も②も③も書いてしまうとこん

がらがってしまいます。ちがう番号をすると このあたりで，早く音のかくれんぼをしたく

きには，ちがうワークシートに書いてくださ てうずうずしている様子が見られる。

い。」

18 きちんとワークシートの書き方を説明する。

「それともう一つ，いい音見つけたぞ，自信が

あるぞ。この音みんなに聞いてもらいたいな。

と言うときは，赤のシールを貼りましょう。」

黒板に赤いシールを貼りながら説明する。

「友達にいっぱい聞いてもらいたい。自信満々

という場合は 2つ 3つと貼っていいです。で

もまあ，3 つまでにしておきましょう。あん

まり貼りすぎてもね。」

「自信がないなあ。というときは青のシールを

貼りましょう。」

黒板に青いシールを貼りながら説明する。

20 個別に用意した，青と赤のシールを配る。

「シールをもらった子から始めていきましょう。」 各自で，「音のかくれんぼ」を始める。

（約 10分間）
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机間巡視をしながら

「これ気に入ったぞ。いい音見つけたぞ。と言 ほとんどの子が，どんどん書き始めた。

う場合には，赤いシールを貼ろう。」

「そうですね。先に音の正体を書いてもいいの 「先に答えを書いてもいいのですか。」

ですよ。正体を見つけてから音が出てきても

いいね。」

「ひとつの作品について，一枚のワークシート

にしようね。」

「赤いシールが，どんどん貼られていてうれし

いな。」

「3つの音が浮かばなくてもいいよ。」

「思ったままでいいですよ。」

「いいこと言おうと思ったら，なかなか書けな

いよなあ。」

「１つできたら，２つ。」

「調子乗ってきたな。どんどんできてるね。」

29 「そろそろ，発表してもらいたいと思います。」

「鉛筆を置きましょう。」

「書きたい気持ちは分かるんですが，ちょっと どんどん書いている。

鉛筆を置いてね。これからは，聞く時間にし

ますよ。」

「自信ありというのができているようなので，

発表してください。」 手が挙がる。

30 「前に来て発表してもらいます。」

「発表してもらうんだけど，答えの番号をいっ

てはだめですよ。みんな当ててくださいね。」 1人目

「ふわふわ，ちょうが羽ばたく。」

「さあどうですか。」

「8番の作品」

「どうして，8 番と思いますか。理由を言って 「理由は，真ん中に変な物体が，ふわって感じ

ください。」 で何か浮いているような。」

「どうですか。」 「正解です。」

「正解だそうです。」拍手

「もう一度この作品を持って，気持ちを込めて 「ふわふわ ちょうが羽ばたく」と読む。

読んでみましょう。」 拍手

「それでは，続いて発表してくれる子は。」

「自信満々２の印がついています。」 2人目，前に出てきて発表する。

「ぶくぶく 青い泡

がたがた 機械が動く

ピチャピチャ 赤い金魚」

手が挙がる

「2 の作品です。水色の泡みたいのが出て，赤

い何かがでているから。」
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「どうですか。」 「いいです。」

「正解だそうです。」 拍手 拍手する。

「それでは，読んでください。」 作品を持って読む。

拍手

「もうあと一人ぐらい。」 3人目

「ごぉー 床の下の」

「床の下の うーん 5番，いや 7番。」

「床の下のと言うところで 7番を選んだそうで

すが，どうですか。」 「違います。」

「5番だと思います。」

「どうしてかな。」 「下が赤いところ。」

「どうですか。」 「違います。」 沸く

「1 番の作品。下にいろいろな岩みたいなもの

など，行きものみたいなものなどがあるから

です。」

「理由は？」と聞かなくても，きちんと述べ

ている。

「どうですか。」 「違います。」

発表者は，当たらないことを 結構楽しんで

「難しいなあ。」 いる感じ。

「6番と思います。水色の何か床みたいの。」

「どうですか。」 「違う。」

えー

「3番 下からぶわっと。」

「床から見えるような感じかな。」

「どうですか。」 「違います。」

「4番と思います。何となく。」

「なんとなく？」「どうですか。」 「違います。」

「もう全部いったかな？。それでは，答えを言 「8番です。」

ってください。」

「8 番だそうです。説明をしてください。どう

してそんな音になったかな。」 「木のようなものを床と見て。そして，開けて。」
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「これ，開けたような感じに見えたんだ。」

「みなさんをなかなか楽しませてくれましたね。

さあ，読んでくださいね。」 読む。 拍手

板書をいろいろ指しながら

「ごぉー，という音がこっちに見えた子もいれ

ば，これに見えた子もいたね。」

35 「やっぱりみんな見方が違うんですね。それは

違っていいんですよ。自信を持ってください。

今発表してくれた人，すごい発見をしていま

したね。」

「全体で言うのは言いにくかった人もいたと思

います。でも，グループだったら言いやすい人

もいるよね。」

「今度はグループでやってみよう。」 グループにする。

「今の続きをやっていきます。せっかくグルー

プにしたので先生から提案があります。」

「友達の発表を聞いて，それいいなあ，気に入

ったなあ。私にもぼくにもその音，ちょっと

分けてほしいなあ。よく見ているなあ。その

音すてきやなあ。と思ったら，黄色いシール

をその子にあげてください。」

黄色いシールを板書しながら説明

「いいですか。何か質問は？」 「ありません。」

黄色のシールをグループに配る。

「始めてください。」 「はい。」

「まず，今，書けているのから。やろう。」 グループで音のかくれんぼをする。

「思いついたら，どん書いていいよ。」

37 やや焦り(時間が・・・)

どんどんしている。

机間巡視をしながら

「あ，分かった ○番。」

「番号を見せないように」 「何番。」

「自信あるのを言ってみよう。」 「もっと言うよ。」

あるグループで

「今のどうですか。」 「よかった。」

なかなかいい表情

「先生方にも聞いてもらって，よかったらシー

ルもらってください。」 「先生聞いてください。」
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「自信なくっても，いいって言ってくれるかも。」

「わかった。わかった」

「できた。」

どんどん，楽しんでいる。

43 チャイムがなる

(開始時刻が 2分遅れたので実際の活動時間と， 聞こえないのか，やめる気配なし。

チャイムの合図がずれている。)

「どうでしょうか。せっかくやっているのです

けど。いいですか。まだやりたい。」 「はい。」

「3時間目も（次の時間）やりましょう。」

「やりたい。」

45 「ストップしてください。鉛筆を置いて。」

「まだまだやりたい，といってくれて先生とて

もうれしいです。よかったです。でも，時間

がきてしまったのでそろそろ終わりたいと思

いますが。」

「最後のページちょっと見てください。4 ペー

ジを見てください。こんなにみんなを楽しま

せくれた人は，吹田文明さんと言います。こ

の方は，徳島県出身なんですよ。」

「今度の遠足で徳島県立近代美術館にいきます 「えー。」

が，そこに，この作品があるんです。これは，

写真だけど，本物をじっくり見ることができ 「ほー。」

るので，みなさん楽しみにしていてください。

「あと，いろんな，版画のことなどは時間がな

かったので，5年生一緒に，5時間目に詳しい

話をしたいと思います。」

47 「学習を終わりましょう。」 「学習を終わります。姿勢。礼」

参考

10月 14日（火）5校時に 5年 2組で授業をした時の，導入でできた音

1ページ「星を抱く(C)」
ぴかあん 流れ星

がちがち 工事のおとがする

しゃららん 地下で魔女がつえをふっている
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（２）音のかくれんぼワークシートから

① 子どもたちがどの作品を選んだか。

作 品 名 5年 1組 5年 2組 合 計

①「機械 No.６５」 ９ ６ １５

②「機械と群集の中より逃れる」 １２ １１ ２３

③「群生」 １１ ９ ２０

④「雨のあと」 １２ １０ ２２

⑤「２ツのリンゴ」 １５ ９ ２４

⑥「明日は雨」 １３ ９ ２２

⑦「銀河を渡るＢ」 １５ １５ ３０

⑧「何処へ」 １３ １１ ２４

合 計 １００ ８０ １８０

・ ⑧が３０と一番多い。①が１５と一番少ないが，あまり，偏りなく書いているようだ。

・ 特に，音を見つけにくいという感じはなかった。また，①～⑧を一つずつ書こうとした子もいた。

② 子どもたちの見つけた音 (抜粋)

（実際の表記のとおりにしています。）

自己評価 自信あり 自己評価 自信なし グループの友達の評価

①「機械 No.６５」

キョロキョロ 動く目 がちんがちん おんぼろきかいがうごきす

ガチャガチャ 動くきかい びよよよよーん だいじな部分がとんでった

グーガチャ 白黒ロボット ぴーぴー きのうていし

ギーコ・ギーコ いろいろな機械 ◎ ロボット，機械，暗闇をイメージした音を

シューシュー 空気が入った 見つけた子がほとんどだった。

シュー。ドッカーン 実験失ぱい

②「機械と群集の中より逃れる」

ぶくぶくぶく 上をみると空があわ ザー 池全体に雨がふっている

ぶくぶく 地面からあわがふきでる ざわざわ 草の音

ぼかっぼかっ 水そうの下おゆがわいている
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ギラン 海底王国から地上を見上げた ◎ 泡，池，雨，赤い魚をイメージした音を見つ

太陽が光っている けた子が多かった。

ガタガタ 数々の建物 ◎ 視点が上からだけでなく，水中から上を見た

イメージを持った子もいた。

③「群生」

パチャッパチャッ 雨がはじける ドッカーン 雪だるまが出てきた

ゴーパチャッ 暗やみに雨はじく ドーン すごくきれいだ

（シールなし）

ポチャンポチャン ガラスの上に ◎ 花火，光をイメージした音を見つけた

水がいっぱいこぼれる 子が多かった。

ポタッポタッ 赤い血たくさん流れ落ちる ◎ 赤い血，銃声というイメージの子もい

キキー つめで赤いえんをかく る。

④「雨のあと」

パタパタ ちょうが飛んで来た ポチャンポチャン 葉からすいてきが水たまりへ

サラサラ 秋の風 キーン 日が差す

ザワザワ もうすぐ夕ぐれだ ファーン 虹一つ

ピカー 森に光がうつった ◎ 葉，水，虹，しずく，木，光，海，森など

ポタポタ 葉から水がたれている いろいろなイメージの音を見つけている。

キラーン 水に発しゃして虹がうつった

⑤「２ツのリンゴ」

ピューンシューン 流れ星 ジュージュー もえている

カタッ りんごがかすかに キラーンピカーン きれいな花火

動いた ガヤガヤザワザワ みんなも集まってきた

ガタガタ 木の建物が風の力でゆれている ◎ 流れ星，りんご，花火，木，建物などを

ぴかり とっても小さな流れ星が流れている イメージした音を見つけている。

ポツポツ まっかな雪がふりつづいている。
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⑥「明日は雨」

ドクン ハートの音 ドキ 心にとどく花のうた

プアーン さくらのにおい キラピカ 心と花の通い合い

ふわんふわん しゃぼん玉 ◎ ハート，心，花びら，シャボン玉，虹，

ぱっちんぱっちん われちゃった 玉などをイメージした音を見つけた子が

ひゅードン しゃぼん玉が花火に変身 多かった。

◎ においや心情の音を見つけた子もいた。

⑦「銀河を渡るＢ」

バコーン いんせきがふってきた ブアー 火花がどんどん飛んでいく

ザワザワ みんながみている ヒラヒラヒラ チョウたちがにげていく

ドカーン ついにおちてキター ドロドロ よう岩もながれてきた

シューン 流れ星 ◎ チョウ，銀河，炎，流れ星，夜，

パタパタパタ ちょうがとんでいる いん石，火，鳥などをイメージした

ドーン 流れ星とちょうがぶつかった 音を見つけている。

⑧「何処へ」

サァーピチャッ 暗やみの中をボートが キャーキャー だれかが助けをよんでいる

旅している ひらひら ちょうが助けに来てくれた

ガチッ しょうがい物発見 ルンルン ちょうが来てくれ

キィィィガチャ 絵の世界が終わった 楽しくなった

ひらひら ちょうちょが道をさまよっている ◎ ちょう，暗い，戸，迷った

ポツリ どうしよう道がわからなくなっちゃったと 泣く，困るというイメージの

思って泣いてしまったちょうちょ 音を見つけている。

シーン とっても真っ黒な所だからだれもいない

③「音のかくれんぼ」の学習をした感想 (抜粋)

・ いろいろな音を見つけるのが楽しくてたくさん見つけました。

・ どんな音にしようかとまよっていましたが，みんなで話し合った時にたくさんでたので，すごいと

思いました。むずかしいのもあって，よく考えているんだなと思いました。

・ 自分がもらえないと思っていたものにシールをもらえたので，とてもうれしい気持ちになりました。

・ 吹田さんの作品からいろんな音の想像がいっぱいできた。だから，自信作がいっぱいできてうれし

かった。でも，黄色のシールを貼ってくれなかったことが残念でした。
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・ みんなが，ぼくの気付いていなかったことを見つけていたので，すごいと思った。

・ 吹田さんの版画から音が聞こえるなんてうそと思ったけど，本当に音が聞こえてきたので，すごく

楽しかったです。

・ 音を作るのはむずかしかったけど，友達が発表して当てるのが楽しかったです。

・ 自分が作った音もおもしろいけど，友達が作った音もおもしろかったです。

・ 版画の世界の中から音を見つけ出すのは難しいと思いますが，自分が見つけ出した物語，自分だけ

の物語がみんなを楽しませてくれました。

・ 吹田さんの作品を見てなんだか不思議な気持ちになりました。

・ 吹田さんは，すごく未知なる世界をゆかいな感じで彫っているので，とても興味深かったです。

・ 吹田さんは，丸い絵をよくかいていて，丸い絵が好きなのかと思いました。

・ 不思議な作品でどうやって作っているのかわからないぐらいに，いろいろな形があって楽しかった

です。

・ 次の時間に，吹田さんが作った版画を見たとき，びっくりしました。それは，お話のような版画だ

ったからです。

（３）考察 鑑賞シート No.7「吹田文明の色と光」を使ってみて

・ 導入の工夫が大切で，遊びのルールをきちんと理解させたほうがよい。両組とも２，３名の子が，

理解できていなかった。みんながルールを分かった上での，鑑賞遊びのほうが楽しさが増すと思う。

・ 一人での「音のかくれんぼ」遊びの時間が，約 10分の活動だったが，まずまずという感じだった。

ただし時間の欲しい子もいるので，15分程度確保できればよりよいだろう。

・ グループでの活動時間が約 8 分しかとれなかった。子どもたちから，もっともっとやりたいという

意見がでた。この活動こそ時間を十分確保してやらなければならない。（意識が持続しそうだったので，

授業後，時間をとってグループでの活動の続きをした。）

・ 自信の具合を赤と青のシールで表したのはよかったと思う。そのため，ほとんどの子が，「音のかく

れんぼ」遊びを楽しみ，意欲的な活動ができていた。

・ お互いの見方や感じ方を交換する方法として，黄色のシール（いいよシール）を考えてみた。子ど

もたちは黄色いシールを貼ってもらえて，「自信がついた。」「うれしかった。」という感想を書いてい

た。黄色いシールを貼ったり貼られたりという活動を通して，友達と関わり，互いの見方や考え方を

共感しあうことができたと思う。また，友達の音をもらって，音のかくれんぼを楽しんだ子がいた。「ま

ねた」という考えでなく一緒に楽しむ活動ができたようだ。

・ 感想にもあるが，自信があってもあまり認められないケースや逆に自信はなかったが認められるケ

ースがあった。これは，予想されたことであるが，「どうして友達はシールを貼ってくれなかったのか。」

「なぜ，シールを貼ってくれたのか。」といったところまで，子どもたちが考えを深めていけるように

なれば，すばらしい活動になると思う。

・ どの作品もあまり偏りなく子どもたちが音を見つけることができていた。また，どの子もすぐに「音

のかくれんぼ」遊びができて，時間を忘れて楽しめることができた。これは，この鑑賞シートの完成

度の高さを物語っていると思う。

（４）吹田作品との出会い

ちょうどこの時期に，徳島県立近代美術館で徳島のコレクション 2008-IV の「現代版画」のコーナー

で吹田文明さんの作品が展示されているということだったので，遠足の機会を利用して，授業後，吹田

作品に出会う活動を取り入れてみた。実際に吹田作品に出会った子どもたちは，驚きの連続で吹田作品

の世界に引き込まれていた。また，学芸員の竹内利夫さんから，吹田作品についていろいろな話を聞く

ことができたことで，教室での学習をより深めることができた。

また，ほとんどの子どもたちが初めて美術館だったが，他の作品とも「カルタの読み札作り」の活動

を通して出会うことができた。計画していた 1時間があっという間に過ぎ，大変充実した時間を過ごす

ことができた。
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① 美術館で吹田文明さんの作品と出会った感想 （抜粋）

・ 実際に見るとリアルでせまってくる感じがしました。

・ ずっとみていると浮き上がってくるようだ。

・ 実際に見たとき鑑賞シートの絵とちがう何かに気がつきました。それは，浮き出て見えるような

感じです。

・ 本物を見ると迫力がありびっくりしました。

・ 色がとてもきれいで，本当に動いているようでした。

・ 色が意外と濃かった。

・ 作品がとてもどっしりしていて楽しいです。

・ 吹田さんの版画は，ゆったりしたものやにぎやかなもの，はでなものがあってすごいと思いました。

・ 悲しい絵や楽しい絵があって，版画でいろいろな世界をつくりだしていました。

・ 吹田さんの作品には，一つ一つ意味があるんだなと思いました。

・ 不思議な作品だなと思いました。

・ 吹田さんの作品を見ていると，本当にいろいろな音が聞こえてきました。

・ 版画を近くで見ているとまたちがう音が見えてきました。

・ 「うわー，とても大きくてきれいだな。」と思いました。鑑賞シートにのっていない版画でも，音

を探してみたいと思いました。

３ おわりに

子どもたちと一緒に，楽しみたいという思いから始めたのだが，知らず知らずのうちに吹田作品の魅

力に，はまってきたような気がしている。これも，この鑑賞シートを使って実践したご褒美だと思う。

例年であれば 3学期の 1月ごろ，版画の学習を行っている。しかし，子どもたちの意識が高まってい

るこの時期をとらえ，版画の学習を計画した。一版多色刷りを行う予定にしている。吹田作品とは，技

法が異なるところもあるが，子どもたちは版画の学習をとても楽しみにしている。「吹田さんの作品に

負けないものを作るぞ。」と張り切っている子もいる。どのような作品ができるのか楽しみである。そ

して，作品が仕上がったら，自分たちの作品で「音のかくれんぼ」を楽しみたいと思っている。



「鑑賞教育推進プロジェクト」チーム 学校の先生，大学の研究者，学芸員がチームになって*1
「鑑賞シート」を制作することを中心に活動している。現在７種類のシートを作成し，各学校に配布

。 ，している 「鑑賞シート」は，学校と美術館で鑑賞教育が広まるための橋渡しとしての役割を果たし
徐々に活用例も増えてきている。
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第５学年 図画工作科学習指導案

平成 ( )年 月 日(金) 校時20 2008 10 17 2
学習者 川島小学校 年 組 児童 名5 1 23
指導者 川島小学校 教諭 脇本 正久

音のかくれんぼをしよう１ 題 材

２ 題材について

( )新学習指導要領からみる鑑賞教育1
新学習指導要領図画工作科の改善の基本方針のうち，鑑賞に関して「よさや美しさを鑑賞する喜

びを味わうようにするとともに，感じ取る力や思考する力を一層豊かに育てるために，自分の思い
を語り合ったり，自分の価値意識をもって批評し合ったりするなど，鑑賞の指導を重視する 「美。」
術文化の継承と創造への関心を高めるために，作品などのよさや美しさを主体的に味わう活動や，
我が国の美術や文化に関する指導を一層充実する 」と示された。現行の鑑賞教育をさらに進めて。
いく方向がより明確に示されたといってよいだろう。

今後，鑑賞の指導をしていく上で，子どもたちが作品と向き合いそのよさや美しさを感じ取った
り，自分の考えや思いを友達と意見交換しながら深めたり，問い直したりする活動を進めていくこ

とが重要となってくる。また，児童や学級の実態に合わせて美術館などとの連携を柔軟に進めてい
くことも必要となってくるであろう。

( )児童の実態と鑑賞遊び2
本学級の子どもたちの現状を見てみると，作品に対してのかかわり方が分からず，活動が停滞し

てしまったり，感じたことや考えたことを話すことを躊躇したりと，鑑賞に対して苦手意識を持っ
ている子どもも少なくない。

そこで，この状況を改善していくために本時は，鑑賞シートを活用した鑑賞遊び「音のかくれん
ぼ」の活動で学習を組み立てることにした。鑑賞遊びは，作品とのかかわり方をルール化して子ど
もたちに作品とのかかわり方を身につけさせることから活動が始まる。作品に対してのかかわり方
が分かった子どもたちは，自己との対話や他者との意見交換などを自信を持って行うことができる

と思われる。そして，この学習を通して，子どもたちが，作品のよさや美しさを感じ取ったり，表
現の特徴や表し方の変化などをとらえたりすることができるようになるとともに，他者との見方の
違いを受け止めながら自分の見方を深めていけるようになることを期待したい。

( )鑑賞シート3
， 「 」 ，鑑賞シートは 徳島県立近代美術館の 鑑賞教育推進プロジェクト チーム が制作したもので

*1

子どもたちが作品鑑賞のきっかけをつかみ，そこからさらに鑑賞を深めていけるよう手助けをする
ための教材である。

本時の学習には鑑賞シート 「現代の木版画 吹田文明の色と光」を使用し，学習を進める。No.7
吹田文明の作品は，美しい光や色彩が大変印象的であり，明と暗の対比，空間の配置など作品の特

徴がとらえやすく自然と作品に向かい合えると考えられる。子どもたちには，作品の中にある光の
姿や色や形などから自分なりの音探しができるようになってほしい。また，吹田文明は本県出身の
版画家であることや制作方法なども紹介し，子どもたちの興味や関心を高めたい。

鑑賞シートは，徳島県立近代美術館の所蔵作品を取り上げているので，実物の作品鑑賞と結びつ
けることができる。現在，徳島県立近代美術館では， 月 日(土)から所蔵作品展として吹田文10 4
明の作品が展示されている。この機会を利用し， 月 日(火)の遠足で美術館へ行き，作品を鑑10 21
賞したり学芸員の方から話を聞いたりする計画をたてた。本学習の後，実際に作品と出会いその魅
力を味わう機会は，かけがえのない体験となると思われる。
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３ 本時の学習

( )目 標1
鑑賞遊び「音のかくれんぼ」の活動を通して，吹田作品の造形的な特徴や表現の意図を感じ取る

ことができる。

( )展 開2

学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 事 項 具体的な評価規準 評価方法

１ 吹田作品と出会い， ○ 作品から発見したイメージを自
学習のめあてをつかむ 由に発言できるようにする。

○ 「音のかくれんぼ」のルールを
理解できるようにする。

p1鑑賞シート

２ 自分が選んだ吹田作 ○ 気に入った吹田作品と「音のか
品と 音のかくれんぼ くれんぼ遊び」ができるようにす「 」
をしながら鑑賞する。 る。 鑑賞( )B 1

エ 鑑賞の能力 観察
○ 子どもの興味や関心が持てるよ 発言

うな声かけをする。 吹田作品の色や形 かくれんぼ
などからイメージ カード

鑑賞シート した音を手がかりp2,3
にして，見方や感
じ方を深めること

３ 友達の見つけた音で ○ 友達の感じ方に寄り添いながら ができている。
「音のかくれんぼ」を 作品を見ることで，自分の見方も

。しながら，お互いの見 深められる楽しさを感じ取らせる

。方や感じ方を交換する
○ 自分たちの考えを話し合い，深

めるためにグループ活動を取り入
れる。

p2,3鑑賞シート

４ 吹田さんの制作方法 ○ 作家や版画の技法などを知るこ
を知る。 とで，さらに作品に親しみを持つ

ことができるようにする。

p4鑑賞シート

( )評価及び指導(手だて)3

「十分満足できる」と判断される 吹田作品の造形的な特徴や意図を考えながら，自分の見
状況（Ａ） 方や感じ方を深めている。

エ

おおむね満足できる 状況 Ｂ 色や形のイメージを音に例えたり，体で表現したりしな「 」 （ ）

がら，自信を持って作品とかかわりがもてるようにする。
状況を実現するための指導




