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鑑賞シートの内容と構成

近代美術館が収集・展示している20世紀美術の中で、ピカソやク

レーなどヨーロッパの巨匠たちの作品は大きな見どころの一つで

す。中でもメッツァンジェは、キュビスムを代表する作家として、

ほぼ年間を通じ展示されています。自転車乗りやスタジアムの様

子を大胆に描いたこの絵は、いろいろな見方が楽しめる内容豊富

な作品です。

　シートの狙いは次の通りです。奇抜な作画に惑わされず主題を

把握すること。全体の印象と、実物観察を大切にすること。時代背

景などの影響を反映したのが美術作品だという視野にもチャレン

ジすること。

1ページ： 情景をイメージする

自転車の疾走という絵の内容を確認しつつ、連想を広げ、印

象を鮮明に抱くことが目標です。

　(1)大きな図版は部分図であり、複雑な線がいっそう強調

され、絵解きを少し難しくしています。じっくり見ることが

狙いです。

　(2)質問は、動きや速さの表現に関心が向くよう、やや誘

導的です。それと同時に、あれこれと連想することも勧めて

います。

　(3)砂粒や筆づかいなど、実物の持つ迫力に興味を持つこ

とも、部分を拡大した狙いの一つです。

　誰しも、奇抜さや描き方の解釈を急ぎたくなります。だか

らこそ、描かれている事柄の確認をあえて優先したい。しか

し同時に、「角張った」、「激しそう」、「不思議、あり得ない

…」という何気ない第一印象も重視します。実物鑑賞の場で

どうしても必要な処理能力だからです。

2ページ： よく観察する

引き続き、情景と描き方の両面で観察点を増やします。5つ

に正解するというより、見て話すポイントがどんどん増え

ればと思います。

　(1)選手の後ろ　スタジアムなどの背景に目を向ける／顔

や腕が透明なことにも気づく。

　(2)タイヤ　斜線や断線を動きの表現と理解／工夫してい

る描き手の存在に気づく。

　(3)紙や砂　実物の表面に目を向ける／描き手の工夫／砂

埃や地面や看板といった連想→意外な本物感。

　(4)腕脚の重なり　動作や移動のズレといった表現を、交

差する構図の中から少しでも読み取る。

　(5)自転車の形　ダイヤモンドフレームやハンドル、ペダ

ルの有無など、少しでも読み取る。

3ページ： 動きを描く興味

映像が珍しかった時代、動く人を描くことが驚きだった時

代、に話題を転じます。奇抜な作画への理解が少しでも開け

たらと思います。また、外部から情報を得ることで新たな気

づきがあるかも知れない、という経験をさせたい。

　作品批評もそこそこに、映画や自転車の歴史学習へ脱線、

という展開も実は期待しています。

　ピカソとレジェの図版は、厳密にはキュビスムの作例で

はありませんが、キュビスム期の成果が活かされた作品で

す。

4ページ： 考えたことをまとめる

作家の意図に敬意をはらいつつ（＝実際の画面をよく見

て）、自分で題名を言い当てます。

　(1)略歴は、若者が挑戦したというストーリーになってい

ます。作品を身近に感じてもらえたらと思います。

　(2)スケッチは書込が少ないですが、かえって色々なこと

に気づくヒントでいっぱいです。ストライプは体操服／宙

空ではなく地面／コラージュは看板文字／顔はロボットで

はなく簡略化／脚の交差は工夫の結果／など。

　（3)題名をつける時は、最初の印象も思い出したり、2ペー

ジめの話題を思い出したりして、総合的に意見をまとめま

す。言語化することで、再び作品にふさわしいかを点検する

循環が楽しめればと思います。何より美術館の展示品に自

分が定義を与える行為に、達成感や当事者意識を抱いても

らえたら100点。くせになってほしいです。

鑑賞シート指導の手引き

メッツァンジェ
「自転車乗り」

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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「絵画ってこんなもの、を変えた絵画の冒険－キュビスム」

　前へ前へ！つんのめるように走る自転車乗り。隣にも別のタイヤが並び、重なっ

てきます。ここはレース場でしょうか。後ろにはスタジアムのひさしに人影、フラ

ンス国旗も見えます。「応援の声が聞こえそう」と評した生徒がいました。カラフル

で迫力のある絵です。

　何といっても特徴的なのは、右に左に斜めに上に、複雑に交差する太線の大混雑。

自転車のフレームも、上下する太股も、かろうじて形を読みとれるかどうか、とい

う具合です。顔や腕は透明なのか、そんな点も気になります。いずれにせよこの絵

からは、調和よりも混雑、活気といった印象を受けます。そう。この絵は、動きと速

さを描いた珍しい作品といえそうです。

　メッツァンジェはこの頃20代後半。姿勢を変えていく人の姿、ダンスをして動く

様子を夢中になって描きました。まるでコマ撮り撮影を1枚の絵に凝縮したかのよ

うな、やや風変わり、いやかなり大胆で奇抜な描き方です。

　それはキュビスムと呼ばれた新進の美術の流行でした。創始者はピカソとブラッ

ク。キューブとは立方体の意味ですが、彼らは立体や奥行きを見せかける絵画の常

識から訣別し、新たなリアリズムを開拓しようとしました。ガラスに乱反射した世

界にも見えるその絵には、色々な方向からみた事物の姿がミックスされています。

キュビスムの画家にとって画布は、さまざまな映像を編集し合成していくパソコン

のデスクトップのようなものでした。そして観る人へも、その知的なパズルへの参

加を迫るのです。

　100年近く前の出来事とはいえ、今でもキュビスムの作品は私たちを驚かせます。

顔はロボットのようだし、脚は筒や円錐のよう。人体すらまるでモノみたいに描か

れ、前後関係も透き通ってあいまいです。かと思えば広告か菓子箱のような厚紙や

砂が貼りつけられ、意外な現実味を生んでいます。画家たちのこの冒険は、実は美

術の意味を揺るがすほどの重大な一歩でした。「写す」という画家の役割（正確にい

うと写したように見せる技術）を大きく踏み出してしまったのです。そして、画面

にものを貼るということは、描かれた図像の世界と、日用品や材料との垣根をあい

まいなものとします。舞台を演じる役者のポケットでケータイが鳴ったら、興ざめ

しますよね。「作品」の約束事がここで一つ解体してしまったのです。こうした美術

が登場した背景には、カメラや映画の登場、また交通手段の進化により移動や時間

の考え方が変貌したこと、などを指摘できます。メッツァンジェの絵はもはや、昔

ながらの名画というより、映像時代・高速移動時代を生きる私たちの世界にむしろ

属しているともいえるでしょう。もっと生き生きした現実感を描きたい、そう彼は

思ったのではないでしょうか。

　1911年といえば、科学や工業への信奉が恐怖に変貌した第一次世界大戦を間近に

控えた時代でした。しばし歴史の隔たりにも目を向け、青年画家たちの揺れ動く感

性を想像してみるのも、有効なアプローチではないかと思います。

●作品プロフィール
メッツァンジェ「自転車乗り」　1911-12年

油彩、砂、コラージュ　キャンバス　55.0×46.0cm

鑑賞シートに出てくる用語解説

キュビスム　pp.3-4

長らく西洋絵画を支配した遠近法の常識を放棄

し、事物の様々な姿を画面上で構成する方法によ

り、キュビスムは新しいリアリズムを生み出そう

とした。また感覚や感情よりも、知性や論理に重

きを置く傾向が指摘される。厳密にいえば、キュ

ビスムは「動き」の表現ではないが、結果的に物体

の運動や時間を暗示させる作例は多々ある。メッ

ツァンジェの作風が「映画的」と評されたこともあ

る。ここでは、より寛容に時代背景などと合わせ

て画家たちの動機を考えてみようとした。

未来派（参考事項）

運動と変化そのものがテーマであり、スポーツ

カーの爆音、スピードを描いた。キュビスムと同

じ時代の出来事であり、内容も血縁関係にある。

自転車　pp.1-4

1911年には既に、前後同輪・後輪駆動の今日型が普

及し、レースも一般化していた、という歴史軸と

からめて、描かれたフランスの風景に連想を膨ら

ませてみても良いのでは。
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●メッツァッンジェ　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.2）

平成16年7月（指導の手引き）

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：竹内利夫　指導の手引きの

執筆：竹内利夫、濱口由美、坂本和生、堀内理香］

協力

結城栄子（徳島県教育研修センター指導主事）

　ジャン・メッツァンジェは1883年、フランス西海岸の貿易港ナントに生まれた。

数学、音楽、美術に興味を持ち、17歳まで地元の美術学校で学んだ。1903年アンデ

パンダン展の出品作に買い手がつき、パリへ移り20歳で画家としてデビューする。

1904年の秋期展（サロン・ドトンヌ）に参加、06年には展示委員となる。1907年マッ

クス・ジャコブを通じて、アポリネール、ピカソといったキュビスム誕生の立役者

たちに会う。この頃までは、新印象主義風の点描画やフォヴィスム風の絵を制作し

ていた。

　ドローネ、レジェ、グレーズ、ル・フォーコニエらと1910年のアンデパンダン展

に出品、また『絵画に関するノート』を出版し、この中でキュビスムの特徴をいち早

く論じた。翌11年のアンデパンダン展、秋期展と続いたキュビスム作家たちの活動

はマスコミをにぎわせ、彼は「キュビスムのプリンス」として知られるようになる。

1912年のグレーズとの共著『キュビスムについて』は、最初のまとまったキュビス

ム論である。

　公募展などを舞台にキュビスムの影響を世に広めた彼らは、ピカソやブラックら

と区別してサロン・キュビストと呼ばれるが、メッツァンジェは間違いなくその中

心人物であり、理論家肌の役回りを演じた。あくまでリアリズムの追求であった

キュビスムから派生して抽象化をすすめたセクシオン・ドール、オルフィスムと

いった一派にも名を連ねた彼だが、自身の作風は常に写実性とのバランスを保って

いた。古典的な秩序や合理性を重んじた点も彼の絵画の特質といってよいだろう。

この作品で砂を混ぜたり異なるタッチを織り交ぜたりしているように、マチエール

（絵肌）づくりにも職人的な器用さを発揮した画家だった。ダンスやカフェの光景な

ど都市の風俗、科学技術、スポーツといった題材を晩年まで好んだ。1922年以降は

キュビスムを離れ、道化師やゲームに人生の比喩をこめた作品を描いた。1956年没。

基礎調査の段階で、自転車博物館サイクルセン

ター中村博司氏から多くの助言と協力をいた

だきました。記して謝意を表します。内容につ

いて一切の責任が作成者にあることは言うま

でもありません。



（第２次・１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 

 

●中学校授業案 

１．単元名 自転車乗りになって  

２．目標   「自転車乗り」のワークシートを用いて主体

的に鑑賞し、展覧会への招待状を書くことがで

きる。 

３．指導計画  ２～３時間 

第１次・・ 絵の中に飛び込んだ感想を話し合っ 

たり、作者や描かれた時代を調べたり 

しながらメッツァンジェ作「自転車乗 

り」を鑑賞する。（図工科１～２時間） 

 第２次・・ 自転車乗りになって、招待状を書こ 

う。（国語科１時間） 

４．展開 
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１．単元名  『人体の動きや形を表現しよう』 

２．目 標 ･ 写実ではない多様な表現方法を理解し，作品

を味わうことができる。 

      ･ 作品鑑賞で学んだ表現方法を参考にして，自

分の作品制作に活かし豊かに表現できる。 

３．指導計画 ８～９時間 

 第１次・・ 鑑賞シートを用いて，人体の形態や動きの表

現の工夫を発見させる。写実以外の多様な表

現方法を時代背景や美術史的内容をふまえ

ながら理解させる。（１時間） 

 第２次・・ メッツァンジェ作「自転車乗り」の鑑賞。（徳

島県立近代美術館での校外授業） 

 図版では味わえない実物作品の，絵具の発色

や重なり，絵肌を味わわせる。あわせて同時

代の作品群も鑑賞させる。 

 （１時間＋移動１時間） 

 第３次・・ 写実以外の形態描写の方法論についての理

解を深めさせ，自分の表現活動に取り入れる。

そして新しい美術表現に挑戦した作家達の

心情に触れさせ，美術表現の多様性について

考えさせる。（５～６時間） 

４．展 開 

 〈第１次〉                                                                                      

 自転車レースのＶＴＲを見せる  

                ↓                                                                

  鑑賞シートでメッツァンジェ作『自転車乗り』を鑑賞する  

                ↓                                                                               

 作者が人体の形や動きをどの  発展：『キュビズム風  

 ように工夫しているか考える →  に友達の顔を描こう』  

             ↓                            ↑                                                  

  ２０世紀初頭に起こった新しい美術運動や表現方法を知る  

 〈第２次〉                 ↓                                                                   

校外学習：「自転車乗り」等の作品鑑賞（徳島県立近代美術館）  

                            ↓                              

絵具の発色や絵肌など実物でしか確認できないものを観察する  

 〈第３次〉                 ↓                                                                   

人体の形態や動きの表現方法についていろいろ調べてみる  

                            ↓                                     

新しい美術運動や表現方法を追求した作家達の思いに触れる  

             ↓                           ↓                                                     

制作A：『幾何学形を用いた  制作B：『ボールを持った  

   動きのある抽象画制作』          両腕を描こう』  

  幾何学的な形を画面構成し    写実でない自由な表現を  

動きのある形態を表現する  心がけて人体の形態を表現  

  する  

 

急げ、急げ 追い越せ ビュンビュン 

「見て見て」と言いたくなるところをさがそう

（鑑賞シート p.2） 

画家たちも新しい描き方を探していた 

動くものに強いあこがれを持っていた時代 

（第１次・１～２時間）

感じたことや調べたことをもとにして、絵の中の自転車

乗りになって美術館への招待状を書こう 

絵の中に飛び込んだ気持ちを言葉にしてみよう 

（鑑賞シート p.1） 

この絵の作者や描かれた時代について調べ、どうしてこのよ

うな描き方をしたのか考える（鑑賞シート pp.3-4） 

回転がすごいだろ 足の形が不思議でしょう 

顔から後ろの様子がみえるよ

徳島県立近代美術館に行き、「自転車乗り」を鑑賞する。

招待状を送り合って、徳島県立近代美術館の 

「自転車乗り」に会いに行こう 



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。                                           

 

●高等学校授業案 

１．単元名  動きの表現、スピードの時代 

２．目 標 ・作者の工夫した動きの表現を発見し、自ら楽

しんで鑑賞する。 

      ・時代を反映した絵画表現について学び、それ

らをもとに創造的に表現する姿勢を養う。 

３．指導計画 ３～４時間 

 第 1 次・・・鑑賞シートを用いて動きの表現を発見する。

キュビスム等の美術運動に、絵の描かれた時

代背景が反映していることや、作者について

学ぶ。（1 時間） 

 第 2 次・・・徳島県立近代美術館にて、メッツァンジェ作

「自転車乗り」を鑑賞し、動きの表現やマチ

エールを観察する。同時に美術館所蔵のキュ

ビスム作品、関連作品を鑑賞する。（1時間）    

 第 3 次・・・同時代の作家達の作品図版を鑑賞し、当時の

作家達が新しい表現方法に挑戦していった

姿勢を学ぶ。それらを参考に体の一部を動か

して観察し、動きの表現を自分なりに工夫し

てスケッチする。（1～2 時間） 

４．展開 

鑑賞シートを用いてメッツァンジェ作「自転車乗り」を鑑賞しよう 

             ↓ 

作品の印象を言葉にしてみる 

細部の観察からどんな場面か理解する 

（鑑賞シート pp.1-2） 

↓ 

作者は絵にどんな工夫をしているだろう？ 

↓ 

見えないものを描いたり見えるものを描かなかったりした工

夫、またマチエールのリアルさ等を発見する  

↓ 

動きやスピードを強調するための表現を工夫 

↓ 

 人々がスピードに熱中した時代背景や 

キュビスム、作者について学ぶ 

（鑑賞シート pp.3-4） 

   －－－－－－－－－－－↓－－－－－－（第 1次・1時間） 

美術館でメッツァンジェ作「自転車乗り」を鑑賞しよう 

↓ 

 

 

他の作品とともにキュビスムの視点や表現方法を考

え、動きの表現やマチエールを観察する 

   －－－－－－－－－－－－↓－－－－－－（第 2次・1時間） 

同時代の作家達がどのように動きを表現したのか考えてみよう 

↓ 

スピードや動きを表現しようとしたキュビスムや未来派

の作品図版を鑑賞し、時代と美術の密接な関係、新しい技

法に挑戦していく作家達の姿勢を学ぶ 

↓ 

自分で工夫して、スピードや動きを感じるように、体

の部分（手など）をスケッチする 

（第 3 次・1～2 時間） 

 

 

 

 

備考 

・第２次  徳島県立近代美術館所蔵の作品 

【キュビスムの作例】 

アルベール・グレーズ「台所の母子」 

【関連作品】 

パブロ・ピカソ「ドラ・マールの肖像」 

フェルナン・レジェ「美しい自転車乗り」 

藤田嗣冶「トランプ占いの女」   

・第３次  同時代作家の例 

マルセル・デュシャン「階段を下りる裸体 No2」 

ジャコモ・ヴァッラ「鎖につながれた犬のダイナミズム」 

ウンベルト・ボッチョーニ「空間における連続性の単一形態」 
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