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鑑賞シートの内容と構成

このシートでは、日下八光「阿南の海」を取り上げました。日下は、

全国的な舞台で活躍し、模写の分野でも業績を残した徳島県出身

の日本画家です。「阿南の海」は、彼の初期の作品で、ふる里の風景

が美しい色彩で描かれた、親しみやすい内容の作品といえるで

しょう。

　シートの構成は、作品をよく観察することで、全体から細部へ、

そして、それらを踏まえながら作家の表現意図の解釈へ、鑑賞を

深めていけるようにつくられています。

1ページ： 全体的なイメージをつかみ、作品をよく見る

まず、画面から受ける印象を大切にし、その印象が、どこか

ら来ているのか少しずつ考えるように促します。

　4つの設問を設けていますが、この段階では、答えを出す

ことを目的としません。画面をよく見ることを大切にした

いと思います。知識から入るのではなく、最小限の情報のも

とでも、画面を読み込むことが大事だと考えられるからで

す。4つの問いは、そのときに手がかりとなるはずです。

　生徒の意見を聞き、見方を交流しながら、違った角度から

作品に注目させるのもいいかもしれません。

2ページ： 作品の細部に注目させる

1ページで子どもたちが出し合った意見を踏まえつつ、細部

に注目していきます。観察によって気付いたことについて、

知識を動員しながら、その意味を解釈できるよう促してい

きます。総合的学習の時間であれば、分からないことは調べ

させてもいいかもしれません。1ページ目の問いの答えは、

ここではっきりさせておきます。　

  画面下のピンク色の花は、桃か梅、あるいは桜の花、黄色

い実は、はっさくや文旦のような柑橘系の果物ですので、季

節は、冬が終わり春に移り変わる時期と考えられます。描か

れた時代は、キャプションの制作年から昭和初期のものと

分かりますが、左上の帆掛け船や林のなかの塩釜にも注目

するようにします。中庭には、干物を干す婦人の姿も見られ

ます。

　また、「映像の絵解き」だけに終わらず、筆遣いや絵の具

の層を観察することで、実際の作品を味わいたいと思いま

す。色彩は、薄い日本画の絵の具を、何層にも塗り重ねてつ

くっています。写真では細部が分からない面もありますの

で、美術館での鑑賞と組み合わせる場合は、「美術館でよく

見てみよう」と促すのもいいかもしれません。

3ページ： スケッチと比べてみる

スケッチ「阿南北の脇海岸」の図版と1ページ目の「阿南の

海」を比べ、異なってる点を挙げさせます。「阿南の海」は、

ピンク色の花を強調し、オレンジ色の実を新たに付け加え

ている他、より高い視点から見下ろすようにして描いてい

ます。全体的な色彩も鮮やかです。そんなところから、ス

ケッチ「阿南北の脇海岸」は、現実の姿に近く、「阿南の海」

には、作家の表現意図が強く現れているといえそうです。

　ここでは、どちらの作品が好きかを考えながら、「阿南の

海」に込められた作家の想いや表現意図を解釈していきま

す。答えを出すのが目的ではありませんので、画面の観察と

子どもたち一人一人の経験や感覚と結びついた解釈がでて

くれば成功です。

4ページ： 画家のプロフィールを知り、もう一度考える

日下八光のプロフィールについて説明します。「阿南の海」

が、久しぶりに東京から徳島に帰った若い日下によって描

かれた点も説明します。3ページで行った解釈と、画家や作

品について得た知識をふまえながら、もう一度作品を味わ

うようにします。ここで、ふる里をキーワードにしてもいい

かもしれません。

鑑賞シート指導の手引き

日下八光「阿南の海」
鑑賞シートは、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するための教材です。

　徳島県立近代美術館の所蔵品を取り上げていますので、実物の作品鑑賞と結びつける

ことも可能です。実際に作品と出会い、その魅力を直に味わう機会はかけがえのない経

験となります。シートを用いた授業と、美術館での観覧を組み合わせることで、子どもた

ちの鑑賞体験がより豊かなものとなるように願っています。

　学校の授業で活用していただけるよう、授業案の一例を含めて、内容のポイントをま

とめましたので、参考にしていただけたらと思います。
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　日下のなかでは、数の少ない故郷を題材にした作品です。もととなったスケッチ

の書きこみから、現在の阿南市、北の脇海岸を描いたことが分かっています。

　この作品が描かれた1927年といえば、日下が20代なかば、東京美術学校卒業後、

将来の方向性を探っていた時期にあたります。1925年・26年頃まで東京で制作し、

1928年には、大谷探検隊がもたらした西域壁画の模写をおこなうために朝鮮半島に

渡り、帰国した後も東京での活動が続くことを考えれば、1927年頃は、故郷で比較

的長く過ごすことのできた貴重な時期だったように思われます。

　季節は、春。家の裏手に、桃や梅、あるいは桜のようなピンク色の花が咲き、八朔

らしい黄色い実のなる木も見えます。一方で、枯れたような茶色の草も見えますの

で、まだ寒さの残る時期のようです。冬が終わり、春に移り変わろうとする微妙な

季節感を表そうとしたものなのでしょう。それら身近に感じた自然の姿を、家々や

海岸をのぞむ遠景ともに丁寧な筆遣いで表しています。干物を干す人や帆をつけた

小船も描きこまれ、のどかな生活感も感じさせています。

　ひょっとすると日下は、ゆったりとした時の流れを感じさせる明るい風景に、桃

源郷、理想郷とまではいわないまでも、故郷をいくらか理想化する気持ちを込めて

いたのかもしれません。そんなことを思わせるほど、のどかに、そして洗練させて

描いています。おだやかに画面に向かう作家の姿を想像させてしまうものがあるの

です。俯瞰的に風景を表している点も興味深く感じられます。北之脇海岸の周辺に

海岸を見下ろすことのできる場所はないのですが、あえて高い視点から捉えたの

は、まるで天上から、花々も家も人々の生活もまるごと表そうとしたようにも思え

ます。もし、日下が、理想郷として捉える気持ちをこの風景に込めているのなら、初

春の花々だけでなく、夏の海、冬の枯葉など、他の季節もいっしょに描き込んだと

考えることができるかもしれません。しかし、それは想像をふくらませ過ぎでしょ

うか。

　さて、技法の面も見ておきましょう。ここで見られる透明感ある色彩や洗練化さ

れた感覚は、東京美術学校在学時代から試みていた、絹の地に淡く絵の具を塗り重

ねていく技法によっています。その後の大作は、和紙に厚めの絵の具で描いていく

ため、技法の面でも彼の初期の特徴を示しています。写生をもとにする表現は以後

も変わりありませんが、群青や緑青とよばれる絵の具を多く用いる古い大和絵に学

んだ表現など、後にはあまり見られない要素があるのも興味深い点です。この作品

で日下は、それまで学んだことを踏まえながらも、新しい要素を取り入れ、比較的

自由に描こうとしていたのではないかと思われます。

　どのような作品も、作家にとって一回性のものであり繰り返すことはできません

が、「阿南の海」も、徳島の風景を繊細な筆づかいで描いた若い時期の意欲作という

点で、すべて初期の日下を物語っているといえるのかもしれません。

●作品プロフィール
日下八光　「阿南の海」　1927年（昭和2年）　絹本着色　165.0×175.0㎝

鑑賞シートにでてくる用語の解説

絹本着色（けんぽんちゃくしょく）　pp.1,4

絹地に日本画の絵の具で描いたことを示すもの

で、「絹本彩色（けんぽんさいしき）」ともいいます。

紙に描いた場合は、「紙本着色（しほんちゃくしょ

く）」となります。ちなみに、日本画は、自然の鉱物

や植物、貝がらなどからとった絵の具と、動物の

皮や骨からつくる膠（にかわ　古くから使われて

いる接着剤）をつかって描きます。ただし現在は、

人工的につくられた絵の具が多くなっています。

阿南（あなん）/北の脇海岸（きたのわきかいがん）
pp.1,3-4

阿南とは、もともと徳島県の南部をさすことば。

1958（昭和33）年には、東を紀伊水道、南は太平洋

に面する阿南市が成立。日下の生まれた那賀郡羽

ノ浦町は、阿南市の北どなりにあたります。北の

脇海岸には、現在も広い松原と2kmにおよぶ砂浜が

あり、海水浴場として親しまれています。

東京美術学校（とうきょうびじゅつがっこう）
p.4

1887（明治20）年に設置され、1889年に開校した美

術学校。東京芸術大学（美術学部）の前身です。絵

画科（日本画）、彫刻科（木彫）、美術工芸科金工部

（彫金）、漆工科の4科ではじまりました。1890年か

ら98年まで、校長は岡倉天心。日本画家の横山大

観は第一回卒業生でした。日下は、母校で長く教

え、退官後に東京芸術大学名誉教授となっていま

す。

模写（もしゃ）　p.4

原作にならって写すこと。技術の習得や複本をつ

くるために行います。古い絵画の模写には、絵の

具の変色や剥落を忠実に写す「現状模写」と、制作

された当時の色彩や形を復元して描く「復元模写」

があります。

装飾古墳（そうしょくこふん）　p.4

横穴式石室の壁や石棺などに彩色画や浮き彫りが

ほどこされた古墳。円や三角形のような文様が用

いられたもの、人物や舟、鳥や馬が単純な形で表

されたものなどがあります。主に九州、関東・東北

地方に分布。
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　日下八光は本名を日下喜一郎といい、明治32年（1899年）徳島県那賀郡羽ノ浦町

に生まれ、徳島県立富岡中学校を大正7年（1918年）に卒業後、東京美術学校日本画

科に進学し、大正13年（1924年）に卒業した。

　昭和3年（1928年）から同4年まで、東京美術学校の嘱託として、旧朝鮮総督府博

物館に所蔵されていた敦煌やトルファンなど西域の壁画の模写に携わった。昭和5

年から12年まで、帝室博物館にて古画の模写を続ける。昭和12年から東京府立豊島

師範学校講師、同14年からは東京府立第二高等女学校や東京第一師範学校女子部で

講師を勤めながら、帝展、新文展、日本画院展、晨光会、東台邦画会などに積極的に

作品を出品する。

　昭和19年（1944年）に、東京美術学校助教授となり、翌年、教授となる。この頃、文

部省の初等中等教育局の委員も務める。

　戦後、昭和28年（1953年）から30年まで、文化庁の委嘱により、宇治平等院の解体

修理時の装飾画模写と復元の仕事を行う。昭和30年からは文化庁から委嘱され、装

飾古墳壁画の模写と復元を始める。この仕事が日下のライフワークとなった。

　この仕事について、日下自身は後年の新聞取材のなかで、画家として脂が乗って

いた時期であっただけにそうとう悩んだと告白している。壁画の模写の仕事には、

何ヶ月もの集中的な作業が求められ、大学での講義の時間を除いては、模写に全精

力を注がなくてはならないからである。こうして、創作と模写の二者択一を迫られ

た日下は、模写の仕事を選択する。その成果は、九州の装飾古墳壁画の模写にかか

わる研究をまとめた『装飾古墳』（朝日新聞社・昭和42年）や福島や茨城の装飾古墳

についての研究をまとめた『東国の装飾古墳』（雄山閣・平成10年）などの著書に結

実している。また、彼が残した装飾古墳壁画の模写図は、国立歴史民族博物館と文

化庁にあわせて100枚以上が残され、保存されている。

　画業についていえば、若い頃から将来を嘱望され、戦後の日本画を牽引する力量

に恵まれながら、栄光の道を自ら絶ったという印象を拭い得ないが、そのことで残

された作品の魅力や質が減じるわけではない。

　創作における日下の優れた資質は、描かれた場所に固有の空気がどの絵からも感

じられるところによく表れている。対象をデフォルメし大胆に再構成する現代の日

本画と一線を画し、日下は繊細な筆遣いによる写実の姿勢を見失うことがなかっ

た。そのことによって、木々の梢が触れ合う音までも描き表す叙情性を日下の作品

は獲得している。ワークシートでとりあげたいくつかの作品からもそうした特徴を

見て取ることができよう。

　平成8年（1996年）3月23日に肺疾患のため東京都にて逝去。晩年の自宅所在地は

東京都練馬区である。

●日下八光プロフィール

発行者

徳島県立近代美術館

発行年

平成16年3月（鑑賞シートno.1）

平成16年7月（指導の手引き）、17年3月一部加筆

作成

鑑賞教育推進プロジェクト

山木朝彦（鳴門教育大学教授）

蒔田寿（鳴門教育大学付属小学校教諭・故人）

濱口由美（徳島市富田小学校教諭）

坂本和生（徳島市八万中学校教諭）

徳島県立近代美術館/仲田耕三（専門学芸員）/

森芳功（専門学芸員）/竹内利夫（主任学芸員）/

富澤京子（前文化推進員）/門倉摩耶（文化推進員）

堀内理香/有田洋子（鳴門教育大学大学院）

［鑑賞シートの編集：森芳功　指導の手引きの

執筆：森芳功、山木朝彦、濱口由美、堀内理香］

協力

日下榮

結城栄子（徳島県教育研修センター指導主事）



（第２次・１～２時間） 

小学校、中学校、高等学校で授業を行う場合を想定し、授業案の一例を掲載します。                                           

 

●小学校授業案 

１．単元名 ふるさとへの思い  

２．目標  ふるさとを描いた画家の心をたずねながら 

      「阿南の海」を鑑賞することができる。 

３．指導計画  ２～３時間 

 第１次・・ 高野辰之作「ふるさと」※の詩を読み味わう。 

      （国語科１時間） 

 第２次・・日下八光作「阿南の海」を鑑賞し 

スケッチ絵や「ふるさと」の詩と比べ 

ながら味わう。（図工科１～２時間） 

４．展開 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

※高野辰之作「ふるさと」は、第６学年音楽科共通教材となってい

る。第５学年国語科教科書教材としても扱われている。（平成 16年

度光村図書） 
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●中学校・高等学校授業案 

１．単元名   私のふるさと、私のまち 

２．目標   ・作品を手がかりに作者の思いを想像し、ふ

るさとへの思いを深め、鑑賞する。 

       ・自分のふるさとへの思いを制作につなげる。 

３．指導計画  ６～７時間 

 第１次・・・ 徳島県立近代美術館にて、鑑賞シートを参

考に日下八光作「阿南の海」を鑑賞し、作

者の思いを読み取る。またスケッチから本

制作にいたる手順や、作者や日本画につい

て学ぶ。（1 時間） 

 第２次・・・ （宿題･夏休みの課題など）自分のまちの好

きな場所をスケッチする。（１～２時間） 

 第３次・・・ スケッチをもとに水彩画を描く。（４時間） 

４．展開 

美術館で日下八光作「阿南の海」を鑑賞しよう 

 

鑑賞シートを参考に作品の印象を発表する 

細部の観察から作品の背景を想像する 

（鑑賞シート pp.1-2） 

 

スケッチ画とどこが違うかな 

（鑑賞シート pp.1,3） 

 

スケッチから本制作にいたる手順を考える 

 

大切なものを拾い上げ、強調することで 

画家の思いが込められることを知る 

 

日下八光について知る（鑑賞シート p.4） 

 

絵にどんな思いが込められているだろう？ 

 

ふるさとへの愛情や進路への迷いを 

自分自身の思いとともに考える 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－（第 1 次・1 時間） 

自分のふるさとはどんなところ？ 

 

自分のまちの好きなところをスケッチする 

 

スケッチをもとに水彩画を描く 

（第 2・3 次・5～6 時間） 

高野辰之の詩「ふるさと」に対する思いを読みとろう

大切なところ、人、時間 

ふるさとを描いた絵を鑑賞しよう 

懐かしい風景 春 静かな気持ち 

スケッチ画や「ふるさと」の詩と比べながら、作

品にこめられた画家の気持ちを考えてみよう 

（鑑賞シート pp.1,3） 

頑張ろうとする源 

日下八光作「阿南の海」を鑑賞する

（鑑賞シート p.1） 

色・大きさ・形 人物の登場 高野さんと似ている 

ふるさとへの思いを感じながらもう一度「阿南

の海」を鑑賞する 

描かれた背景や画家について知る（鑑賞シート p.1） 

徳島県立近代美術館に出かけ、ふる

さとを描いた作品を鑑賞しよう 

（第１次・１時間）


