２００８．１１．１５
鑑賞シート活用授業

「吹田文明の色と光」

授業実践レポート
大松小学校 教諭

１

実施月日

２００８年９月４日（木）２・３校時

２

学習の流れ

音のかくれんぼ 1st stage 発見しよう
音のかくれんぼ 2nd stage 好きな絵と
音のかくれんぼ 3rd stage 友達と
吹田文明について
☆ 鑑賞シートの流れに沿って進めた。

３

授業の実際
（1）導入 「音のかくれんぼ」をしよう！
「さあ，この絵の中に入っていくよ！ Let’s go！」
「絵の中には，たくさんの音がかくれているんだって。」
「しゃららん」
「どこから聞こえてくる音でしょう？」
「この音の正体は，ほしのカーテン」だそうです。
「わかる？」
「どれだろう？」
「納得？」「えーー？」
「また聞こえてきました。だったた だったた」
「どこから聞こえてきますか？」
「野球場で人が走っているそうです。」
「ここかな？」「ここかも・・・」
「ぴかあん」
「この音は？」
「流れ星が流れたようです。
」
「ここかな？」「きっとここだよ。
」
（2）音のかくれんぼ 1st stage
「さあ，他にもいっぱい音がかくれているよ。」
「どんな音が聞こえてきますか？」 （ワークシートに書かせる。）
●
○

パチパチッ
流れ星が他の星にぶっかった。

● フワフワ ピカピカ
○ 夜明け前のシャボン玉
●
○

もあもあもあ
むらさきの玉

●
○

ゴーゴーゴー
風が吹く

●
○

ゴゴゴゴゴゴゴゴゴ
大きな星が近づいてくる

●
○

ドッスンドッスン
生物が歩いている

●
○

キラリーン ピカリン
夜空の星が光った
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鶴田 愛子

●
○

バチバチ
オレンジ色の音

●
○

シャンシャンシャン
いろいろな星が音を出しています。

●
○

シュルルルーーー
かげがひいていく

（3）音のかくれんぼ 2nd stage
「次は，好きな絵と音のかくれんぼをします。」
「自分の気に入った絵から，いろいろな音をさがしてみよう。
」
●
○

ガタガタゴンゴン
何かを作っているよ。①

●
○

ガシャガシャガシャ
ロボットの腹の中 ①

●
○

スルルーゴボン スルルーゴボン
さかなをとりかこむ音 ②

●
○

ドドドドドドドドド バッシャーン
町が水びたしになる。②

●
○

しくしく
ぼくは，ひとりぼっち。②

●
○

ズンズンズンズン ガシャン
機械がせまってくる音 ②

●
○

ガサガサ ゴォーン バーン
ロボット大集合 ②

●
○

ピカーン キラキラ
花火を打ち上げて，光が落ちる。③

●
○

シュワーー
口の中のアメ玉がふきだした。③

●
○

キラキラ
湖にきれいな夕日がうつってる。④

●
○

コロコロ ポトッ カッ
玉が転がり，光があふれた音。④

●
○

コロコロリン
リンゴが積み木の上できれいな花火を見ているよ。⑤

●
○

パァー
きれいなお花が朝日に輝いて咲いたよ。⑥

●
○

パタパタ シュー
鳥たちが光ったものととんでいく ⑦

●
○

ドドドドドドバコーン
いん石がふってくる音 ⑦
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●
○

ゴーッ
その音で，鳥たちがにげていった。⑦

●
○

ヒラヒラヒラ
この板からあっちの板までひとっ飛び。⑧

（4）音のかくれんぼ 3rd stage
「さあ，今度は，友達が見つけた音をさがしに行こう！」
（略）
（5）吹田文明について
４

（略）

おわりに

夏休み明けの残暑厳しい時期にバタバタと実施してしまい，少し残念なことをしたなと反
省している。今，この時期に，じっくりと落ち着いて指導したら，もう少し違っていたかな
と思う。
今回の鑑賞シートは、＜絵の中にかくれている音をさがす活動＞を通して，児童により深
い鑑賞をさせるものである。鑑賞のアプローチは幾通りもあると思う。以前，＜絵から聞こ
えてくる音（音楽）を楽器で表現する活動＞をしたり，＜絵をよく見てストーリーを自分た
ち（グループ）で考えてお話を作り簡単な劇をする活動＞をしたり，＜作者になりきって，
自分なりの色や形で模写のような活動＞をしたりする中で鑑賞するといった取り組みをした
ことがある。ただ「絵をよく見てみましょう。」では，なかなか見えてこない。様々な鑑賞の
アプローチを教師が工夫して準備することにより，児童はその活動を達成させようとする過
程で，無理なく自然に絵をよく見ることができるのである。大人はどうしても固定化された
観念でものをとらえがちであるが，子どもたちは，次々とおもしろいほどたくさんのものを
絵から見つけ出してくる。それは，子どもたちの生活経験からくるものであったり，その子
どものもっている感性からくるものであったりして，児童理解につながることも多い。
2nd stage では，子どもたちは，自分の気に入った絵を見て，つたない表現ながら，生き
生きと活動を楽しんでいた。②の作品を見て，機械の音やロボットを意識した子ども，
「さか
なをとりかこむ」「町が水びたし」と不安を感じた子ども，また，「ぼくは，ひとりぼっち」
と寂しさを感じた子どももいる。同じ絵から様々な感じ方をしていることに驚かされた。記
録には止めることができなかったが，子どもたち自身も，お互いの感じ方の違いに気づき，
その違いを心地よく受け止めていたように思う。
今回は単独で投げ入れた授業であったが，後期 1 月に予定している多色刷りの木版画の制
作へとつなげていきたいと思っている。
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実 践 報 告
吹田文明の色と光
－第５回鑑賞シート活用授業研究会

実施日
学校名
学年
指導者

６年

１．授業の流れ
１

平成 20 年９月～ 11 月
徳島市千松小学校
人数
太田 裕子

５時間扱い
３５人

２．実際の様子・児童の反応など

山之口 貘「船」を学習する。
「視写をして、挿絵をつけよう」

１

ほとんどの児童が地球を乗せた船が宇宙に浮
かんでいる絵を描いた。発想や表現の豊かさに
感心しつつ詩のイメージを広げることができた。

今度は、絵に詩を添えてもらうよ。
この絵にぴったりの詩を作ってみてね。
２

｢星を抱くＣ｣を鑑賞する。
２・掲示物に興味津々。全員真剣に見入る。
・掲示物（A ３カラーコピー）
宇宙の絵やなぁ。あれは何だろう？
「この絵から詩を作ってみよう」
ドラゴンボール？金貨を見つけました。
「何が見える？」
たくさんの星？何かが光っている。
「どんな音が聞こえてくる？」
「船」の詩にあうかも！？想像上の絵だ。
「想像した音とその正体を書くだけで ・友達の意見も参考にいろいろな音が見つかる。
詩になるよ」
♪ ｷﾗｷﾗｷﾗ しゃらんしゃらん ﾋｭﾙｰ ﾌﾟｶﾌﾟｶ ｻﾞｰｻﾞｰ
＊例を挙げるなどして児童の創作を助ける
ﾄﾞｷﾞｬｰﾝ ﾋﾟｭｰﾝ ｼｬﾗｼｬﾗ ﾋﾞｭｰﾝ ﾋﾟｶﾋﾟｶ
ぽつぽつ ﾎﾟﾜﾝﾎﾟﾜﾝ ｶｷｰﾝ ｻﾗｻﾗ ｽﾞﾙｽﾞﾙ ｼｭｰ etc
３ 自分の見つけた音とその正体を紹介 ３ 自分の見つけた音と正体を短冊に書き、掲示
する。
物の周りに貼っていく。３５人分の長い詩作り
「みんなの見つけた音をつなげて詩に
を楽しむ。
しよう。」
しゃらん しゃらん 宇宙の目覚まし時計
カキーン 星を打ってしまった
＜国語 １時間＞
ビューン 流星群が絵になった
１

｢星を抱くＣ｣をもっと見てみよう。
・鑑賞シートを配る。
・題を予想する。
・製作方法を予想する。
鑑賞シートｐ１

１・何を描いているのかを隣の友達と話しながら
作品を見る。
＜班で予想した題＞
宇宙の旅、宇宙船、未来の地球、宝島 etc
・製作方法は全員が外れる。木版画で作られた
ことを知って大変驚く。
音のかくれんぼをして楽しもう
・「 音のかくれんぼ」という言葉に興味をもっ
て反応する。
２ 好きな絵と「音のかくれんぼ」をする。 ２ 色彩の美しさや発想のおもしろさに「これは
・掲示物（Ａ３カラーコピー）
何だろう？」「どんな音が聞こえてきそう？」
｢他にもすてきな作品がたくさんある
と真剣に、楽しんで取り組めていた。
よ｣
｢かくれた音を見つけよう｣
ギロギロギロ みんなが中心を見ているよ
鑑賞シートｐ２
すごいことがあるのかな
３

友達と「音のかくれんぼ」をする。
鑑賞シートｐ３

３

友達との発想の違いを楽しみながら正体を見
つけたり、答えを聞いたりすることができ、大
変盛り上がった。

＜図工 １時間＞
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１

吹田さんのひみつを探ろう

１

徳島の自然が美しい色彩感覚をつくったって
言ってるよ。もとは小学校の先生だったん
だね。自分でプレス機械を作るなんてすごい。

２

番組で見たことを確認するように、興味をも
って読んでいた。

番組を視聴し、
アートクイズに挑戦する。
２

鑑賞シートの裏を読む

３アートクイズをして、新たな発見、感想 ３ 作家のことを知ることで、作品の見方や理解
作品の見方の変化などをまとめる。
も深まった。
＜図工 １時間＞
１ お気に入りの１枚を決め、その絵に合 １
う音づくりをする。
・足や手でどこかをたたいて追いかけっこを
しているようすを表そう
・グループで
・パソコンで花火の音をつけてみよう
・絵から想像できる詩をもとに
・水を流して音をつけよう
・身の回りの物で
・ツリーチャイムで流れ星の音をつけよう
・楽器を使って
・弟のおもちゃのピストル撃とうかな
・ＰＣを使って
＜音楽 １時間＞
１

作った音と共にサイド絵を鑑賞し、意 １ 言葉で音を表すのと違い、実際に楽器等で表
見を出し合う。
した音をバックに絵を鑑賞するとより臨場感が
あって良かった。同じく音のかくれんぼをして
みたが、それぞれの感じ方の違いを知ることが
できた。
＜図工 １時間＞

３．
「吹田文明の色と光」の鑑賞遊びを取り入れてみて
・初めて出会う抽象画ということで，「何を表しているのか」「どのように作ったのか」など
大変興味を持って鑑賞していた。初めての授業後には，何人もの児童が掲示物に集まり，見
入っていた。
・高学年の子どもの実態に合うか懸念されたが，子ども達は鑑賞の新たな楽しみ方を知り，十
分に楽しんでいた。
・初めは戸惑っていた子ども達も，友達の意見から発想を広げ，進んで「音のかくれんぼ」に
取り組めた。
・友達とした「音のかくれんぼ」は友達のいろいろな発想などに触れ、自分との感覚の違いな
どを楽しむことができ，盛り上がった。
・言葉にすることが苦手な子どもにとっても着眼点がいい児童が讃えられるため児童の意欲に
つながった。
・高学年になると作者のことや製作方法についても知りたがるので，アートクイズ番組や裏表
紙の内容がとても参考になり，よかった。
・アートクイズ番組は動画（作者の声）もあって作者に親しみをもつことができた。児童の疑
問に十分答える作りで，大変興味をもって取り組めた。
・教師自身もその後の鑑賞活動の指導に大変参考になった。子ども理解にもつながった。
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４．児童の作品
<音のかくれんぼ>
「星を抱くＣ」
しゃらん しゃらん 宇宙の目覚まし時計
カキーン 星を打ってしまった
ビューン 流星群が絵になった
ヒュルーヒュルー 星が飛んでいる
ざあー 水から風船
しゃらららん 流れ星の笑う声
ぷかぷかぷか 近くにせまる黒い影
ザーザー 宙からふってくる流星達
ドッギャーン 戦争中
ピューン 星が流れている
シャラシャラシャラ 星がきれいに流れてる
ピカピカピカ 星が光ってる
しゃぁん 黄色とオレンジの光
ドカーン 星が落ちてきた
キラキラキラ 星たちが集まった
キラキラキラ 星の宝がたくさんだ
しゃらしゃら 宝石だ
ぽつぽつぽつ 雨が降ってきた
すーすー 星が落ちていく
ぷかぷかきらきら
ボールが星につつまれている
ポワンポワンポワン 大きな玉がゆれる音
ズルズル ドラゴンボールとズルズルボール
きらんきらんきらん
たくさんの星たちがかがやいている
シュッシュッピカッ あんなところに流れ星
キラキラキラ ライトで夜空がきれいだな
①「機械 No.65」
ガッタンガッタン 機械の会議・機械の音楽
機械が笑う・機械が歩く
新たに機械は動き出す
機械を組み立てる
汽車が通る
機械が音楽作ってる
ガシャガシャガシャ
ロボットたちのカーニバル
ビヨーンビヨーン ばねが伸びたり縮んだり
ガガガキガキ ロボット工場大さわぎ
ガタンガタン いろんな気持ちがさわいてい
るピコピコピコ ゲームに夢中
ガチャガチャガチャ
いろんな機械たちのおしゃべりだ
ガラガラガラ 町工で機械がうねりをあげる
ガタガタ 小さな町機械工場
ガシャンガシャン ろんな機械が踊ってる
カチカチカチ パズルをしてる
グイーン 騒ぎ出す機械たち

②「機械と群集の中より逃れる」
ギロギロギロ みんなが中心を見ているよ
すごいことがあるのかな
チャポン 金魚が池でとびはねた
プクプクプク あわは水面に顔を出す
プクプクプクー シャボン玉の世界
ブクブクブク 町に浮かぶなぞの泡
スーイスーイ 金魚が泳いでいるよ
ゴクパチゴクパチ ささやき声で目が覚める
シャリーン 丸い玉がまわる音
ガタガタゴトゴト おもちゃの行進
じろじろじろ 沢山の目が物を目で追う
ポチャン 金魚の旅が始まった
じゃりじゃりじゃり ビー玉が集まってる
ぷかぷかぷか 何かが泳いでる
どかーん 花火が空中をまう
ギラン 魚が目の海ににらまれる
③「群生」
ドンドンドン 豆がいっぱいはじけてる
ドーン シャラララ 青い花火が空いっぱい
ダダダダダダダダダダダダダダ
拳銃でうった後
パーン 青い玉がちらばった
パチパチパチ 花火の音
パーンパーン 花火がきれいに光ってる
ジャラジャラジャラ 花火のような小さな玉
ヒュードカン 暗い空が明るくなった
パチパチパチ ビー玉がはじけてる
パーン 夜空で花火がかがやいて
④「雨のあと」
ポツポツポツ 葉から雨のしずくが落ちている
ポツポツポツ
雨が屋根から水たまりに落ちている
キラキラピカーン
波の色が夕日の色に変わったよ
⑤「２ツのリンゴ」
ガッタンガッタンガッタン
重なり合ってここまできた
バコン 落とさぬように慎重に
バコン りんごをのせた車が急停車
バコン りんごとりんごがぶつかった
ヒュルルルルーピカッ ドン
一組の恋人が花火を見てる
ピューン りんごが流れ星を見ているよ
シュッシュッシュー
いっせいに流れ星が流れたよ
シューバーン 花火の音がきこえてくる
シャラシャラバタバタ 星とりんごの徒競走
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ころころシャラン りんごの上で流れ星
くすくすうふふ・・・
りんごとりんごがしゃべってる
カチャカチャカチャ
積み木がどんどん積まれてる
⑥「明日は雨」
バコン 模様と模様がいっしょになった
バコン 三つの星がくだけちる
ぷくぷくぷく ピンクとブルーのシャボン玉
ドォーン 花火が打ち上げられている
しくしくワッハッハ 心の中の気持ち
ヒューン バンバンバン
ハートの花火、花形花火が
きれいに上がったよ
⑦「銀河を渡る B」
シャッキーン
かっこいいだろ ファイヤーソード
バーン 噴火した
ビュンビュンビューン
銀河がきれいに流れてる
ドッカーン 宇宙の花火が打ちあがる
プシュー 流れ星に火がついて
バンバンバン 火の玉が広がっていく

キラキラひらひら 流星群から何かが落ちた
パタパタシャーシャー
ちょうちょとオレンジ流星群
ババーン １０倍かめはめはでちょうの危機
ボー 火の音
ゴォー 目の前あかりがよぎってく
⑧「何処へ」
バコン 木に十字架のしるしを
バコン かべがせまってきた
バコン 何かがはれつした
バコン 扉が閉まる
バコン 赤い何かが暗闇のかべにぶつかった
バコン 心臓の最後の音
ヒラヒラヒラ ちょうちょが道に迷っている
ドカーン ピキ 黄色のかべが閉まった音
トボトボトボ どっちの方向行けばいい？
バチバチーン 花火の音
ポチャン 花びらが川を流れていく

《児童の感想》「音のかくれんぼ」をした日の日記より
・吹田さんの絵はすごく不思議な絵です。でも見ているといろいろな音を感じておもしろかっ
たです。
・今日やった吹田さんの作品は不思議な感じでした。音を見つけたりするのはとっても楽しい
です。またやりたいです。
・吹田さんの絵は不思議な世界で星や流れ星がよく出てくるなぁと思いました。絵から聞こえ
てくる音で私が想像した音はなぜかかわいらしい音ばかりです。
・ぼくは友達と「音のかくれんぼ」をしたのがおもしろかったです。○○さんのみつけた音は
どれにも当てはまらないような気がして、正体を見つけるのが難しかったです。でも、正解
を聞いて「なるほど」と思いました。○○さんらしい正解でした。
・僕は吹田さんの絵を見てあの絵が版画だったことにびっくりしました。版画であんなことが
描けるなんてすごいなと思います。
・鑑賞会で吹田さんの作品を見て，吹田さんは丸い物をよく作品に描いているなと思いました。
吹田さんの作品は少し発表するのが難しかったです。今回の鑑賞会も楽しかったです。
・私は吹田さんの作品を見て吹田さんは愉快な人だと思いました。吹田さんは思い浮かべたこ
とをそのまま絵にしているので，いろいろな音やいろいろな情景が頭に浮かびます。私の想
像をはるかに超えているのですごいと思いました。
・吹田さんの作品は何となく音や想像が豊かにできる作品だと思います。それに吹田さんとい
う人も多分想像が豊かな人だと思います。図工の鑑賞（吹田さんの作品）で詩を作るのはと
てもおもしろいです。
・私が吹田さんの絵を見て最初に思いついた第一印象は絵がとても生き生きしていて，生命力
があるということです。吹田さんの絵（版画）の色やデザインはどれも鮮明でとても魅力的
でした。私が思うに，あのひとつひとつの絵には吹田さんの思いや努力が込められていると
思います。耳を澄ませば本当にその絵から音が聞こえてきそうでした。だから私はもっと吹
田さんの版画について知りたいと思いました。
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実践日 平成２０年９月２４日（水）

実践報告
しーがeる

学校名

たアートスクール

学年

第4回鑑賞シート活用授業研究会

加茂名南小学校
５年

指導者

山中

人数

２９名

真紀

授業の流れ

実際の様子
１ 鑑賞シートP１の作品を見て気づいた ・赤いところがロケットに見える。
・ところてんのようにも見える。 等々
ことを発表する。
教師の予想以上に様々な角度から作品を見
た意見が出た。
２

鑑賞シートの例をもとにして，自分た ・作品の中から聞こえる音を聞き取ろうと鑑
ちも作品の中から聞こえる音や音の正体 賞シートを上下左右様々な方向から見てい
を見つける。

た。
・音だけでなく匂いを感じたり，一枚の作品

を見て物語を考えたりした児童もいた。
グループ内でそれぞれが考えた音の正 ・普段口数の少ない児童もたくさんの意見を
体を当てあう。
出し，かなり盛り上がった。

３

・人と違った観点から音を見つけたことを喜
んでいる様子がみられた。
４

グループいち押しの音を発表し，クラ ・２時間では足りないほど沢山の音が見つか
ス全体で音の正体を当てあう。
り，授業終了後も「こんな音を見つけた。」
「まだ発表したかった。」という声がたくさ
ん聞かれた。

○児童の感想
・吹田さんの作品には音が入っているようでした。吹田さんの絵は細かい所まで作ってい
ました。絵で問題をつくるのはとても楽しかったです。
・絵にはいろいろな音がかくされていることがわかった。やっぱり絵はすごい！
・みんなの考え方がおもしろかった。またしてみたい。
・こんな感じの勉強をしたのは初めてだったから少し難しく感じた。やっていくたびに楽
しくなってきてすごくおもしろかった。今度もやってみたいと思った。
・普段考えないようなことができて想像力が豊かになるような勉強ができて楽しかった。
音を感じられるような版画を作れる吹田さんがすごいと思った。
・いろいろな音があって楽しかった。
・耳をすませたらたくさんの音が聞こえてきたんだなあと感じた。
・絵を見て本当に音が聞こえてきて、楽しい気持ちになった。
・この版画を作った人は絵にたくさんのものを隠したんだろうな。
・むずかしい問題はなかなか解けませんでした。
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・Ａさんの「ニョキ」という音はすごい発想だと思った。
・楽しかった。版画はすごくきれいだと思った。みんなが出す問題は難しかった。
・いろいろな音や正体がわかってとても不思議で楽しかった。
・絵の数がすくなくてもたくさんの考え方ができることがわかった。私が思っていなかっ
たような考え方がいっぱいでてきてびっくりした。絵はたくさんの見方があるんだと思っ
た。
・意外とたくさん音や問題をつくれた。ほかにもいっぱいつくりたかった。
・一枚の絵の中に音がいっぱい隠れているんだと思った。
・わたしは絵はただ見るだけだと思っていたけれど、この勉強をして絵の楽しみ方を発見
できてうれしかった。
・自分で絵を見て音を探すのはおもしろかった。絵を見て感想を感じながら音を探すとも
っと楽しくなる。
・最初は難しいかなとおもったけど、やってみると楽しかった。思ったより簡単だった。
なにより楽しかった。
・６ぱんの問題が難しかった。こんな不思議な版画があるなんてすごいと思った。④⑤⑦
⑧の絵がすきです。
・音を感じるっておもしろいですね。特に友達の言った音の答えを教えてもらってなるほ
どと思うのがいい。脳の活性化になりそうですね。
・音をさがすのは楽しいなと思いました。もっと探したかった。今度は絵を描いてみたい。・
みんな珍解答をしていておもしろかった。
・音のかくれんぼはおもしろいっていうか、個性が発揮されていいと思う。
・同じ一枚の絵なのにみんなそれぞれ音を聞き比べて違う音を思い浮かべているのがおも
しろかったです。音が自然に出てきました。
・音のかくれんぼはすごいと思った。
・みんなそれぞれおもしろいことを言っていた。おもしろかった。
・音のかくれんぼは楽しかった。
○音のかくれんぼを実践してみて
教師の予想以上に，においや味など様々な意見が出てきて２時間では足りないくらいだ
った。どの子も目を輝かせて見つけた音をもとに意見交換をしていた。普段口数が少ない
児童もグループ内では活発に発言していた。これを児童の作品などに応用し，さらにお互
いの作品のよさを認め合える場にできればと思った。
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実践報告
吹田文明の色と光

実施日 平成２０年１０月２２日

－第５回鑑賞シート活用授業研究会－

１

授業の流れ

５･６校時

学校名 徳島市北井上小学校
学 年 ４学年
人数 ３３名
指導者 細井 聡子

２

実際の様子

１「音のかくれんぼ」のルールが分かり， ・一人の児童が見つけた正体を板書すると ，「僕
聞こえた音の正体を見つける活動をする。 の正体，あたっとったん？」と聞いてきた。こ
〔鑑賞シート p.1〕
れが正解というのでなく，１つの音からいろい
ろ違った正体を見つけ出すことができると確認
できた。
２

鑑賞シート P2-3 の８つの作品で，「音 ・１つの絵からたくさん音を見つけてもいいし，
のかくれんぼ」をする。
次々と違う絵にいってもいいと指示をした。
１つの絵から３つの音を見つけたのは一人だけ
だった。他の児童は，次から次へと違う絵でか
くれんぼを楽しんでいた。とても意欲的に取り
組めた。

３

友達の見つけた音を聞いて，その正体 ・「シャアアア」･･･何番の絵か，なかなか当たら
を探す「かくれんぼ」遊びをする。
ない 。「３番」という意外な答えに「何で？」
という驚きの声。それは，赤い線から聞こえて
きた音で，その正体は「誰かがすごい速さで走
ってる」だった。説明を聞いてみんな納得した。
・自分と同じ感じ方だと「僕も！」と同感したり，
正体を聞いても分からないときは ，「どれ？」
と絵を真剣に見直したりしながら，みんなでこ
のかくれんぼを楽しんだ。

４

実際に吹田版画に出会い，
「音のかくれ ・「本物の版画よ。」と出すと大きな歓声があがっ
んぼ」をする。
た。今度は１つの絵からたくさんの音をみつけ
ようと助言した。
・作品に近づき，じっくりと見つめて音を見つけ
ていた。複雑な音を見つける児童が多くなった。

５

吹田さんや作品のつくり方について知 ・これからする木版画にとても興味を示していた。
る。
〔鑑賞シート p.4〕 鑑賞から表現へとつながったようだ。

パリン ガッチャーン
窓ガラスがわれた
シャシャッ シャシャッ
手裏剣が飛んできた
ピカー ピカッ ピカー
お日様も見えてきた

クルクルル
かんらん車が回ってる
うっすらら
かげがうつっている
ホワワン ピカッ
光が終点を喜んでいる

パキン シュー パキン
散ったかけら
ヒューボ ヒューボ
太陽みたいな赤い玉
キラーン キラーン
青と黒のダイアモンド

(1)
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(2)

ピラピラ ピラ ピラピラ
花びらがまっている
パラパラパラ ピラピラピラ
花が散っている
サラ サラ サラ
花がおちていく

○児童の作品 ･･･ 本物の吹田版画で『音のかくれんぼ』

(4)

ツルツルツルリン
水たまりができている
ピカピカピカリ
太陽が赤く赤く光ってる
ぐるりぐるり ぐるぐるぐるり
太陽が元気よくまわってる

ギララララン
ボ タ ボ タ ポ チャ
晴 れ と 雨 の おか し な 日
ボタッ ブシュー
雨のしずくが
太 陽 に す われ て く

フワーン ピカーン
オ ー ロ ラ の た ま が 光っ て る
ドドドドドドド・・・
海の中に大きな穴
ヒュー スゥー
どんどん すいこまれる

ザーンザッザーン
海の水がおどっている
シュン フワフワ
水の中からしゃぼん玉？
ヒラッ スッ
しゃぼん玉の中にちょうが入った

クルルンピッ
ちょうちょが せのびをしている
スーザザッ
玉 の 子 ど も た ち が ぶ つか り 合っ て いる
ポワーン スッ
玉たちが家の入口を見つけたよ

(3)

３「音のかくれんぼ」の鑑賞遊びを取り入れてみて
・見る人によって，それぞれ聞こえる音や感じることが違う。だから自分が感じることを見つ
けたらいいと確認して始めた。子どもたちは，絵は同じなのに音がいろいろと違うことに驚
いたし，おもしろいと感じることができた。また，自分の見つけた音や正体に自信をもつこ
ともできた。
・導入は鑑賞シート１ページのコピーを黒板に貼って行った。座席の位置などで，絵が見えに
くい児童もいたようで，鑑賞シートを配ると絵が詳しく分かったと喜んでいた。鑑賞シート
を活用することで，一人一人が自分のペースでじっくり作品と向かい合うことができた。
・本校は，公共機関を利用して近美へ行くのに不便な場所にある。鑑賞シートの学習後，児童
に本物の吹田版画を鑑賞させたいと考えていたところ，校長や職員が何枚か持たれていたの
で，それをお借りすることにした。本物の作品に出会い，その迫力を感じとることができた
し，それらの作品の色はもちろん，線や形の繊細な部分までじっくりと見ることができた。
・「どうしたら音が聞こえてくる？」と尋ねると，「絵をよく見る。」「目立つ形を見る。」「動き
出しそうなものを見つける。」
「色から思い浮かぶ。
」という答えが返ってきた。こちらが「よ
く見なさい。」と声をかけなくても，『音のかくれんぼ』を通して，自然に楽しく絵をよく見
ることができると分かった。
・音の強弱は文字の大きさに変化をつける，平仮名と片仮名を音の感じによって使い分けるな
ど，表記でも工夫が見られた。それほど自分の見つけた音を大事に思っているのだと思う。

４

児童の感想

・普通に見るだけじゃつまらなかった木版画を見るのが，すっごく楽しくなった。
・｢目で見るだけじゃなくて，音が聞こえてくる。｣と先生が言ったとき，びっくりした。よく
見ると，いろいろな音が聞こえてくるようだった。
・早く木版画がしたくなった。
・人はそれぞれ感覚が違うんだなと思った。自分ではこう思っているけど，友達は全然違うこ
とを思っているんだと分かった。
・絵を見て音を探すのは，とてもおもしろく楽しかった。絵はいっしょなのに，みんなが思う
音が違うのがすごいなと思った。
作品： (1)「pearl」

(2)「華」

(3)「秋」 (4)「太陽と水」
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実施日 平成２０年９月

実施報告

学校名

２６日 時間（ ５ 校 時

）

川内南小学校

吹田 文明の色と光
-第５回鑑賞シート活用授業研究会-

学年

３年

指導者

人数

３９人

川田 真紀

本時のねらい
・ 吹田さんの作品のよさやおもしろさなどを自分なりに味わうことができる。
・ 友達の味わい方を知り、自分の味わい方と比べることで、それぞれのよさに気付くことができる。
・ 吹田さんの作品や他の美術作品に関心をもち、鑑賞活動を楽しもうとする基盤を培う。

１.児童の活動
１ 表紙の絵を見て、作品を味わい、友達の味わ
い方を感じ、シートの鑑賞のルールを理解す
る。
（15 分）
○ どこに、何が見つかったか発表する。(正体)
○ どんな音がどこから聞こえたか発表する。
○ 正体と音を板書したものを、一人ずつ読む活
動を数回繰り返す。
２ ページをめくり、8 点の中から自分の好きな
作品を選び音のかくれんぼをする。
（10 分）
○ 2 ページめのシートの記入欄に書ききれな
くなった場合は、同じ形式の用紙に書く。

２.大切にしたこと・実際の様子
１ 子どもの実態から、自分の思いをストレートに表現
しやすいように、何が見えるか（正体）から質問して
いった。一人一人の鑑賞を尊重するようにした。
○ 「私は、これが見つかった」「僕は、これだな」
○ 「いっぱい聞こえる」「なかなか聞こえないなあ」
○ 「一人一人違っているけど、どれもおもしろいなあ」
「一つの絵でも色々な見え方があるんだな」
２ 正体・音どちらから先に見つけてもよい。同じ絵か
ら、たくさんの正体を見つけてもよいし、一枚一枚違
う作品から見つけてもよい。その子の関心を大切にし
た。
○ 一名だけが同じ一つの作品について記入していた。
○ 「見つからない。あっ、逆さまにしたら見つかった」
３ 班の中で、音のかくれんぼを発表し、当て合 ３ 自分の思いと同じだったり、違ったりするおもしろ
いをする。（10 分）
さを体感する。
○ 学級全員が意気揚々として取り組む。
４ 斑の代表者を話し合いで決め、保護者にも参 ４ 自分の思いが堂々と発表できるように、友達の思い
加を呼びかけ、学級全体でかくれんぼ見つけゲ
を楽しむように、一人一人の感じ方の全てがすばらし
ームを楽しむ。
（10 分）
いことを時折教師が話した。
○ 「番号は同じだけど、見つけたものが違うな」

準備物： 鑑賞シート ・ 9 点の鑑賞シートの拡大作品 ・ 真っ白い袋 ・ かくれんぼ見つけ記入用紙（同じ形式）
３．次時の児童の活動内容（45 分）実施日 10 月 24 日（４校時）
１ 最後のページを開け、作品の作られ方・作者の紹介をする。
２ 版画作りの簡単な方法を見る。（紙を切ったり、発泡スチロールをひっかいたり穴を開けたりして、簡
単な版画の工程を教師が実演する）
３ 最後のページの作品を含む、鑑賞シート全体の作品の中で好きな絵を選び、模写する。
４.「吹田文明」の鑑賞遊びを取り入れてみて
★ 気をつけた点
１ 美術館に行きたい時に行くことができるように（保護者の理解と協力をえるために）
保護者の方にも鑑賞の楽しさを味わっていただき、子どもと話題が共有できるように、第 1 次の授業
を保護者参観日に設定した。
２ 導入の工夫
①音のかくれんぼということなので、一番最初に真っ白い袋だけ見せ「今日は鑑賞と言っているけれ
ど、何があるのかな」と興味をもたせ、その後、表紙の拡大作品を取り出し見せた。②そして、「何が
隠れてた？何見つけた？」と正体から質問していった。③正体と音の言語表現が読む人によって違うこ
とで、見え方感じ方に幅がでる時間を確保した。④子どものどの発問も尊重した。
３ 自分がみること味わうこと、人の鑑賞の意見をじっくりと聞き合う時間は、十分確保したい。
言葉を書く欄は、表紙・2 ページとした。3 ページめの内容は、斑や学級全体でゲームとして時間を
確保した。（友達の思いがはっきり分かり、自分との相違点が驚きでもあり楽しみでもあった。）
★ 実態・感想など
板書用の大きな作品とシートでは、見え方が違うと言う子どもがいた。シートは手に持てるので色々
な角度に回し、眺めることができた。板書の大きい作品は、光って見えにくい子どもがいた。配慮がい
ったと反省。（カーテンで調節）
絵から音が見つかるなんてすごいと感じている子どもが多くいた。10 名程度、親子で話し合ったり、
美術館に行ってみたいと感じたりしたことを感想に書いていた。
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鑑賞シート「吹田文明の色と光」を
実践して

実施日
学校名
学年
指導者

１ 授業の流れ 指導者の発言や働きかけ
１「この前，版画の作品をつくりましたね。今
日は吹田文明さんという人の版画の作品を
見ましょう。
」
「耳をしっかりすませて絵の中に探検に行き
ましょう。
」
（鑑賞シート p.1）

２「去年の２年生のお友だちが探した音を紹介
します。読んでみよう。どこから音がした
と思いますか？」
「その音と正体はなんだと思いますか？」
・ルールを確認

平成２０年１０月２３日（木）５校時
徳島市加茂名南小学校
２学年
人数 ３２名
山本 敏子
２ 実際の様子 子どもたちの発言や反応など

「うちゅうかな。」
「こうそくどうろかな。
」
「道があるように見える。
」
「夜に橋があるところ。
」
「ヒュー，ふわっ。」 感じをこめて３人読む。
（シャボン玉がまわりながら落ちる）
「ぴかんぴかぴかぴーん」
（いんせきがひかる）

・シートに書き込んだ音について，３人発表しても
らった。 （ ）の中は子どもの考えた 音の正体
「ポンポンポーン。」
○音をなかなか見つけにくい子たちへの具体的な （むらさきのボールがまわってる。
）絵でおさえる。
指導（手だて）
「ジャブジャブ」
（空にうかぶ大きな魚）
・ 作品をじっくり見て，表現の面白さを見つ 「ヒューヒュー」
（ながれ星が流れた）
け出し，自分なりに作品に関心を持てるよう
にする。
○シート(p.1)に書かれた 見つけた音 から
・ 絵を何かに見立て，聞こえてくる音や，作
（ ）の中は，子どもの考えた 音の正体
品の面白さを感じて聞こえてくる音を探し出 ・パキンパキン（こおりの針が落ちていく）
したり，言葉で表現したりできるよう，作品 ・シンシン（ながれぼしのよる）
の形や色の表現に着目する視点を与える。
・ふわりふわり（うちゅうにあるうつくしい空気の
かたまり）
・パリパリ（こおりのやり）
・プチプチプチ（シャボン玉がじめんにおちてわれ
る音）
・きらきらきらら（ねこのおなか）
・きらんきらん（星がひかった）
・かりかり（まんと みたい）
・ぴかぴっかあん（ほうせきいっぱい）
・ぴょーん（子犬の赤ちゃん，空にジャンプ）
・ピカピカはじける，オレンジ色の光がはじけるパ
チパチという音（ちきゅうのうらのせかい）
３「次のページを見て，好きな作品を選び，音
（シートをめくって）
「えーっ，こんなにある！？」
をみつけてみよう。」
（鑑賞シート p.2-3）
「一つの絵から音をたくさん見つけられる人
は別な紙を用意してあるよ。」
「みんなも見つけて書いてみましょう。」
（鑑賞シート p.1）
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・好きな絵を撰び、音が見つけられるよう支 ・子どもたちは音を表す言葉を，意欲をもって書い
ていた。
援する。音が書けたらその正体も書いてお
くようにする。先に何があるか見つけてか
・ほとんどの子はシートにどん
ら音を書いてもよいことも伝えた。
どん書き始めた。
・書きにくい子にはシートの例を参考にさせ
たり好きな絵はどれかを聞いたりして支援
した。

４「グループで，友達の見つけた音の正体を当 ・グループの活動で，自分の感じ取った音や正体を
紹介し伝え合った。
てたり，自分の見つけた音を紹介したりしよ
ある班から聞こえてきた音
う。
」
プチプチプチ
（いつもの生活班でのグループ活動）
パチパチパチ
○シート(p.2-3)に書かれた 見つけた音 から
（ ）は音の正体，番号は鑑賞シートの作品番号
・ガチャガチャ（ロボットがいっぱいうごいた。）①
・ガシャガシャドンバシューン（きかいがうごく。）①
・カサカサカサ（虫があつまってきた。）②
・ころころころ（ビー玉たくさんはいってる）②
・パカパカ（みずうみにめだかの赤ちゃん生まれた
よ）②
・プクプク（いろんなしゃぼん玉）②
・パチパチパチ（きれいな花火 丸，しかく）③
・ポツポツ（川に雨がふってきた。
）③
・バンバンバーン（ひかる花火）③
・パチパチ（きれいな花がさいた。
）③
・ヒューウサラサラ（海が夕やけで色がかわって，
なみがあるみたい。）④
・ピチャピチャ（海のにおい）④
・ピューチカチカチカ（ながれ星がながれてきて星
がながれ星にあつまってきた。）⑤
・ことことしゅうきらきら（つみきをかさねた上
にりんごがのってきらきらのながれぼしがひゅ
うって来てる）⑤
・キラキラキラ（カーペットが光ってる）⑥
・きらきらきらんひらひらひら（きれいな花とハー
ト）⑥
・ざああ（花火の音）⑦
しゅうぱちぱち（いっぱいの花火がすごいスピード）⑦
・ズゴーンヒュルルルル（うちゅうからの SOS）⑦
・サクサク（まんなかのいちじくが伸びている）⑧
・ガタガタシー（ゲートが開く）⑧
（同じ作品を選んでも感じ方に個性が出ていて，
多様な表現をしている。
）
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「友達の見つけた音をさがしにいきます。」

・友だちの見つけた音から，自分がその音をもとに
作品から感じた正体を伝えるとともに，友だちの
「だれか自分の見つけた音を言ってくれる
感じ方を共有して楽しんだ。
人？」
「ガチャガチャガッチャン。」
「１ですか？」
「せいかい。
」
「正体はなんでしょう？」
「パズルですか？」
「機械ですか？」
「半分あってる。
」
「ロボットですか？」
「工場ですか？」
「パソコンですか？」
（なかなか当たらないので正体を言ってもらっ
た。
）
「機械が回ってるかんじです。」
「一つの作品でも，友達も同じことを思って （同じ作品であっても友達の感じ方がそれぞれ違
いましたか？」
うことがわかったようである。）
「みんなは何番が好きかな？
・好きな子の多かった作品の中で，⑥番の絵から見
「どんな音を見つけたかな？」
つけた音を何人か発表してもらった。
「ふわふわ」
（しゃぼんだま）
「きらきらきらんひらひらひら」
（きれいなハート）
「キラキラ」 （カーペットが光ってる）
「ポーンポーン」（しゃぼん玉がうごいてる）
５「見つけた音から生まれた言葉をみんなで音
読しよう。感じを思いうかべて読んでみよ
う。
」
・楽しく音読し，作品を鑑賞することにより，
美術館での活動の意欲づけとした。
「１１月７日に美術館へ行って，本物の吹田
さんの作品を見ます。本物の絵の中で探検
をして音をさがしてみましょう。
」

・見つけた音からできた言葉を，みんなで感じを込
めて音読し，吹田さんの作品を楽しく鑑賞した。
○授業後の子どもたちの感想から
・色がとってもきれいでした。
・⑦番（鑑賞シートの作品の番号）から「しゅうぱ
ちぱち」とか，⑤番の「ことことことしゅうきら
きら」っていう音が聞こえました。
・音をさがしていろいろ音がでてきたところが楽し
かった。グループで音のあてっこが楽しかった
よ。
・⑥番の絵でピンクのハートがしかくの中からすき
とおっているのがふしぎです。
・どうしてこまかい所もちゃんとできているのか
な。
・うすい色やこい色はどうしてつけるの。
・火の花の色あいがすてきです。
・ぼくは⑦番の作ひんがすきです。いんせきが光っ
ているところがすきです。ぼくとくらべるとふき
田さんのほうがきれいだと思いました。
・早くびじゅつかんに行って，ふき田さんの本もの
の作ひんを見たいです。
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３ 「吹田文明の色と光」の鑑賞の実践を行ってみて
・この実践は，私のクラスだけでなく，同学年の他のクラスでも実践させてもらった。クラスの子ど
もたちの実態が少しずつ違うが，共通していたのは，鑑賞シートの P1 にある吹田さんの「星を抱い
て」の作品のコピー（A3 サイズ）を黒板に提示したとたん，
「うわっ」
「きれい」という声があがり，
本当に感動している表情が見られたことだ。自分たちが版画（紙）の作品を表現した後の鑑賞だっ
たからなおさらかもしれない。
・各学校や学級の子どもたちの実態によって様々な学習の工夫や授業の実践方法があると考えられる。
・普段から詩の音読や言葉遊びをしている。そんなことからも作品を見て，音を言葉で表現すること
につながったと思う。今後国語科では，２学年の子どもたちは，
「音やようすをあらわすことば」の
単元で擬態語や擬声語や学習する。図工科から国語科につなげて興味をもって学習できるのではな
いかと考える。
（版画表現の時にはお話づくりから表現を工夫した授業を実践し，言語活動を取り入
れ，国語科との関連を図った。）
・鑑賞の授業のとき，子どもたちは，それぞれに作品に入り込んでいて，自分が感じたものを素直に
表現できていた。作品から受けて生み出された言葉は，その子の育ってきた環境や体験が背景にあ
る。言葉で表現する中で子どもたちはイメージをふくらませ，作品と語り合っている。子どもたち
にとって音を探すということから作品に対する思いがすごく広がっていったことと考えられる。
・音を見つけた後のグループ活動が楽しかったという感想が多くあった。少人数のグループなので，
自分の活躍する場をそれぞれにもつことができたからだろう。その活動で自信をもったのか，日頃
発表の少ない子がみんなで見つけた音を共有するとき，進んで手を挙げて前に出て，自分の見つけ
た音の発表をすることができた。
・生活科では自分たちの住んでいる町をたんけんしたので，今日は絵の中にたんけんに行きます，と
話したら，
「えーっ，絵の中にどうやって入るん？」と言っていた子もいた。しかし音を探しながら，
いろいろなものを見つけながら，絵の中へ入り込んでいた。十分に作品の形や色とコミュニケーシ
ョンを図ることができていた。音を見つけ紹介したり，音読したりする言語活動を通して，吹田さ
んの作品に親しみ，表現を十分楽しむことができたと実感している。
・吹田さんの作品に出会った時の子どもたちの感想には，次のようなことが記されていた。色彩の美
しさや透明感，色の濃淡，細かい部分の表現，四角やハートの形，どのようにその色をつくるのか
など表現についてのこと，音を見つける楽しさ，友達とした音のあてっこの楽しさんなど活動のこ
と。自分の版画の表現と比較しての感想。そして美術館で早く本物の作品が見たいということなど。
自分たちが表現活動を行ってから鑑賞シートを使って授業をしたので，その点でも深い鑑賞ができ
たと感じている。
・美術館への利用にあたっては，引率教員の人数や交通面からも考える必要がある。徳島市では，路
線バスの利用が可能な学校もあるが，安全を確保して利用できる方法を考えていくことも美術館と
の連携にあたって重要なことである。

徳島県立近代美術館における鑑賞
（吹田さんの作品を鑑賞して）

実施日
学校名
学年

・作品を見て音を探す。
・グループで音を発表してどの作品のどの場所か
らの音なのかを発表する。
・みんなで集まり，探した音を発表したり，その
音の聞こえてきた作品を探したりする。
準備物：音を探して記入するカード（担任が準備）
ボード（美術館で借りた）
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平成２０年１１月７日（金）
徳島市加茂名南小学校
２学年４クラス各クラスごとに（各担任が引率）
吹田文明作品コーナーを鑑賞

※

美術館において，作品から見つけた音と音の正体
〔「作品の題」や〈制作された年代〉も音とともに書いていた。〕

A君
・パラッドドド（花火がなっている）
「うつくしとくしま」
・バッサバッサ（とりの羽の音）
「きた国の王じゃ」
・ボンボンボン（花火がうちあがる）「ボン」
作品名は，子どもが書いていたとおり
・パラララン（花が光っている）
「花さく日 パート２」
にしてあるので，本当の作品名とは違
・ピューピカピカ（雲が光っている）「雲と星」
うところがあるかと思います。
・ゴゴゴ（ほのおがもえあがる）
「おに火」
B さん
・バーン（花火の下にきれいなチョウ）「うつくしとくしま」
・パチパチ（シャボン玉がわれている）「とりとがんきゅうたい」
・ヒューバン（ドミノの上にりんごが二つ）
「二つのリンゴ」
C さん
・ぴらら（なな色のボールがはねている）「雲と星」
・ピュワ（空にはながさいている）
「花咲く日 No.2」
・パーンパーンパーン（花火）
「美し徳島」
・ババーン（大きな花火がうちあがる）「ボン」
・パタパタヒラヒラパッタパタ（ちょうちょ）
「何処へ」（習っていない漢字も書いていた。）
・ガシャガシャドンバシュン（きかいがうごく）「きかい」
D さん
・ギョロギョロ（めだまだらけ）
〈１９５８年〉
・ヒューヒュー（かじがおきてねこのあかちゃんたちがにげる）
〈１９９８年〉
※

美術館での鑑賞の様子
１１月７日，いよいよ美術館での鑑賞。美術館の吹田さんの作品コーナーへ入った。
「うわー，本物
の吹田さんの作品！」と子どもたちの輝いた顔。見つけた音を書くカードとボードをわたしていった。
ぐるっと一回りしてから音探しを，と思っていた担任をおいて，カードを持った子どもたちは，それ
ぞれに気に入った作品の前に行き，活動を始めていた。鑑賞シートと違って作品の番号が振ってない
のは困るかな・・，と担任の心配をよそに，
「先生，ぼくは，音を見つけた作品の題を書いたよ。」
「作
品を順番に数えた番号を書いたよ。」「番号はついとったよ。（年代）」子どもたちはそれぞれに考えて
いる。番号なんか本当は心配することではなく，自分が音を見つけた作品は覚えていたし，どの子も
作品の中に入り込んで音を見つけたり，色に感動したりしていた。美術館において吹田さんの本物の
版画作品の前で，自信に満ちて意欲的に活動し，作品に親しみを持って，面白さや美しさを楽しんで
いる子どもたちの姿があった。
※ 鑑賞後の子どもたちの感想から
・わたしは，ふき田さんのさくひんの中で「火の花」が一番すきです。なぜかというと，色あいがと
てもすてきだからです。
・ふきたさんのさくひんは，とてもきれくてたくさん音も見つけられました。
・ふき田さんは，このはんがの中でなにがすきですか。わたしは，花とハートがあるはんががすきで
す。わたしは，はじめてほんものを見たときびっくりしました。ふきたさんはくふうをしていまし
た。６０年するって，とてもすごいと思いました。
・ふき田さんのさくひんがすきなのは⑥⑦④ばん（鑑賞シートの番号で示している）が一ばんすきです。あ
かるさと元気がもらえるからです。ぜんぶきれいです。
・ふきたさんの絵は，元気づよくて，つよくできています。ぼくは，はじめてほんものを見て，ゆう
きがでました。そしていろいろな絵をみて，ぼくはちょっとかんどうしました。またぶんかのもり
にいきたいとおもいました。
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・ふき田さんの作品はとてもきれいでした。とくにロボットみたいなのがとても気にいりました。も
くはんがは，したことはないけど，ぼくもふき田さんみたいなきれいなさくひんをつくってみたい
です。さいしょは，もくはんがなんかおもしろくなさそうと思ったけど，いまはとてもやりたい気
もちです。
・ハートの形と花の形がとてもきれいでした。ほかにもいろいろな絵がありました。いろいろあって
音をさがすのに時間がかかりました。いっぱい音をみつけれました。とてもたのしかったです。ま
たいきたいです。
・びじゅつかんでたくさんのふき田さんのさくひんがあったからとてもまよったし，とてもおもしろ
かったです。その中から一つきにいったのがありました。ぴかぴかしたとりの絵をとてもきにいり
ました。そのとりはとてもきれいなにじいろでした。うみの上をとんでいてとてもきれいでした。
ちょっとうすくなったりしてとてもきにいりました。
・わたしは，ふき田さんのさくひんを見て，「すごいなー。」と思いました。わたしもふき田さんのさ
くひんみたいに，いっぱいさくひんをつくりたいと思います。
・ふき田さんの絵のさくひん，とてもきれいでした。（鑑賞シートで）見たことがあるさくひんと見たこ
とがないさくひんもいっぱいありました。とてもすごくてとてもきれいだと思いました。ふきたさ
んのさくひんは，とてもきれいでとてもすごくてとてもいっぱいかいててすごいとおもいます。
・ふき田さんのさくひんを見てとてもよかったです。びじゅつかんにいってとてもよかったです。ま
たふき田さんの絵をみたいです。みんなとてもたのしそうでした。
・わたしは，ふき田さんの作品はとてもじょうずにできていたと思いました。花火の絵もありました。
八つぐらいの色があって「ドーッン」と言う音が聞こえてきました。火がとんできそうな絵で，と
てもきれかったです。ふき田さんは，６０年もつづけていたのですごいと思いました。わたしも好
きなことを何年もつづけていきたいです。
美術館での鑑賞を行ってみて
・子どもたちの様子は本当に自主的に活動ができていた。教室で鑑賞シートを使って授業を行なった
ことが活かされた。美術館での鑑賞を楽しみにしていたことも意欲につながったと思う。
・音をさがすことから出発はしているが，作品に向き合い，形や色をじっくりと見て十分にコミュニ
ケーションを図っていると考えられる。形や色，表し方の面白さ，材料の感じなどに気付いている。
・作品の美しさに感動していた。５学年・６学年の鑑賞の目標に「よさや美しさに気付くこと」とい
うことが記されている。しかし，２年生の子どもたちは吹田さんの作品から自分なりによさや美し
さに気付きそれを感じ取っている。感想からも，自分がその作品のどんなところにひかれ，感動し
たのかきちんと表現できている子もいる。
・また作品を通して自分の作品に対する姿勢をふり返ったり，吹田さんの制作に対する姿勢や熱意を
感じ取って，感動したりしている様子がうかがえる。
・子どもの中には，活動をしている友達を見ての様子を感想に入れている子どもたちがいた。自分だ
けでなく，友達も楽しそうであったことが印象に残ったようである。
・音を探して用紙に書くときに，鑑賞シートにあったように作品の番号がなかったため，音を見つけ
た作品の作品名や年代を書いていた子どもたちがいた。作品名や年代をきちんと見ていたことは，
作品名と作品のつながり，その年代の作風等，これからもっと深い鑑賞につながってくることだと
思うし，自分の作品に名をつけるときの参考にもなると考えられる。
・美術館に行った次の日，ある子は，保護者や妹さんとともに，美術館を再び訪れていたらしい。教
室での鑑賞の学習が広がりを見せて，家族のコミュニケーションの場ともなっていくことも夢では
ないと思う。今までも美術館での鑑賞をふり返ると，学年全体で鑑賞に来ることができなかった場
合，希望者を募り，保護者に引率をお願いしたことがあった。その時に「美術館は初めてです。」と
おっしゃりながら保護者の方も一緒に鑑賞の活動をされ，楽しまれていたことがあった。生涯の鑑
賞学習が，子どもたちから家族へと広がりを見せているのである。
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