
　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。

鑑賞シート指導の手引き

ピカソ「ドラ・マールの肖像」
―ピカソの肖像画―

1ページ

作品をよく見てみよう

　3つの簡単な問いかけからはじまりま

す。最初の2つは、観察をうながすため

の設問です。うっすらひかれた頬紅に気

づけば、作家がていねいに気持ちをこめ

て女性の横顔を描いたのが分かります

し、一見不思議な形に見えていたもの

が、よく見るとスカーフやドレスに見えて

きます。明るい赤の口紅、さらさらの髪な

どに気づけば、ちょっとおしゃれをしてい

る女性のイメージも浮かび上がってきま

す。一つ一つの形が判ってくると、子ども

たちの関心や楽しみも増してくるはずで

す。最後の「どんな気持ちでいるのか

な？」という問いに対する答えは、この

時点での自由な感想でいいのです。こ

のページでは、いろいろと見つけた形を

土台としながら、子どもたち一人一人が

自分なりの想像を楽しむことを大切にし

たいと思っています。

2-3ページ

作品を見比べて、ドラ・マールや
ピカソの気持ちを想像してみよう

■不思議なところがヒントになるよ

　2ページで、モデルとなったドラ・マー

ルの話を簡単にします。そして、写真と「ド

ラ・マールの肖像」を比べ、似ている点

とともに、横顔なのに前を向いた目も描

くピカソの描き方に注目します。1ページ

でも、不思議な顔の描き方について意

見がでてくるかと思いますが、この2ペー

ジ目で少し時間をとって考えてみたいと

思います。シートの両端に、横顔と前を

見た顔の部分図をそれぞれのせていま

すので説明のときに使ってください。シー

トを丸めて両端をつなげると元の肖像に

なりますので、楽しく活用できるかも知れ

ません。

　ここでは、いろいろなところから見たよ

うすを一つにまとめるピカソの描き方

が、モデルの人柄や気持ちを想像する

ための材料となることに気づかせたいと

思います。

■「えっ、みんな、同じモデルさんなの？」

　次に、2～ 3ページ上部にある写真

を含む4点の作品を比べながら好きな

作品を見つけ、その理由を考えることで、

子どもたちと作品との感情的な接点をつ

くっていきます。その過程で、たとえば「泣

く女」と当館蔵の「ドラ・マールの肖像」

の髪の毛や耳の形がよく似ていること

や、4点の顔の輪郭が似通っていること

に気づいて、すべて同じモデルを描いた

作品であることが自然と分かるようにな

れば大成功です。そして、モデルのドラ・

マールやそれを描いたピカソが、それ

ぞれどのような気持ちだったのかを想像

してみます。自分が好きな作品の、好き

になった理由と照らし合わせてみるのも

いいかも知れません。この部分が、肖像

画をテーマとしたシートのクライマック

スと言える部分です。

■「ゲルニカ」コーナー

　2～ 3ページ下の「ゲルニカ」と関わ

るコーナーは、「ドラ・マールの肖像」が

ピカソ生涯の傑作「ゲルニカ」と同じ年

に描かれ、ドラ・マールが「ゲルニカ」

の制作と深い関わりがあったことを説明

できるようにしたものです。ドラ・マール

をモデルとしたスケッチが、実際の作品

でどのように変化したのかを見ていくの

も、「ゲルニカ」のようにテーマをもった

作品と肖像画との違いを理解するうえで

意味があるかも知れません。

4ページ

ピカソの生涯を知り、もう一度作
品を見直してみよう

　「ピカソという名前は知っているけど、

どんな人なのかはあまり知らない」、とい

うのが多くの子どもたちのピカソ理解で

はないでしょうか。1～ 3ページまでは、

最小限の知識で絵を読み込む学習をし

てきましたが、時間があれば、このペー

ジでピカソの生涯について学びたいと

思います。図版は、各時代から肖像を描

いた作品を選びました。ピカソは、実験

的な試みを常に続けた人で、そのなか

に「ドラ・マールの肖像」があることを

理解させるなど、2～ 3ページと連関さ

せながらさまざまな形で活用していただ

けたらと思っています。

鑑賞シートの内容と構成

　20世紀を代表する作家、ピカソの「ドラ・

マールの肖像」は、当館のコレクションのな

かでもっとも親しまれている作品の一つです。

この作品を見るために、遠足や校外学習など

で来館する学校も少なくありませんし、最近

では教科書にも取り上げられ、全国の子ども

たちに知られるようになっています。

　では、この作品のどこに注目したらいいの

でしょうか。内容豊かな作品ですが、このシー

トでは、やさしい眼差しで恋人を描いた、肖

像画としての側面に注目したいと思っていま

す。作品をよく見るところからはじめ、いくつ

かの作品と比べながら、モデルや作家の思い

を少しずつ読みとっていくことができる構成

となっています。もちろん、ここに記したのは、

あくまで一例ですので、実際の授業では、先生

方と子どもたちの間でそれぞれ個性的に展開

していただけたらと考えています。

[ 1 ]

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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　パブロ・ピカソは、1881年10月25日にスペイン南部アンダルシア地方の港町マラガに

生まれた。父のホセ・ルイス・ブラスコ(1838-1913)は、マラガのサン・テルモ美術工芸学

校の美術教師を勤め、市立美術館の館長を兼務していた。母のマリア・ピカソ・ロペス

(1855-1939)は、黒髪の小柄な人で自由で陽気な性格だった。ピカソは、11人兄弟の長男

であった。

　8歳頃から父の指導の元で油絵を描き始める。1891年、父が大西洋岸の北部の港町ラ・

コルーニャの美術学校教師となり、一家はそこへ移り住んだ(10歳)。翌年、ピカソは父

の勤める美術学校に入学し、素描の教室で学ぶ。1895年、父がラ・ロンハ美術学校の教官

となり、一家はバルセロナに移り住むこととなる。ピカソも、美術学校の入学試験を受

け、優秀な成績で古典美術と静物画を学ぶ上級クラスへの入学を許可される(13歳)。

1897年、マドリッドのサン・フェルナンド王立アカデミーに入学する(16歳)が間もなく

退学、プラド美術館に通うようになる。

　1900年、初めてパリを訪れ、モンマルトルのアトリエに住む(19歳)。その後フランス

とスペインを転々とし、翌年友人の自殺を契機に、ほとんど青一色で悲しみに沈む人達

を描いた青の時代の作品を発表する。1904年、モンマルトルの集合アトリエ「バトー・ラ

ヴォワール(洗濯船)」に移り住み、間もなくフェルナンド・オリヴィエと知り合い共同生

活を始める(22歳)。翌年、ばら色の時代の代表作となる「道化師の一家」を制作する。

1907年、トロカデロの民俗学博物館でアフリカ彫刻を初めて見て、大きな刺激を受ける。

この年、「アヴィニョンの娘たち」を制作する(25歳)。1909年、対象物を徹底的に解体し、

小さな面に分割させて再構成していく分析的キュビスムの時代が始まる(27歳)。その

後、コラージュの技法や解体された面が大きく単純な形となって重なり合って画面を構

成していく総合的キュビスムの時代へと展開して行く。

　1911年、フェルナンドと別れ、エヴァ・グエル(本名、マルセル・アンベール)との付き

合いが始まる(30歳)。1914年、古典的で写実的な表現へ回帰した傾向の作品が制作され

始める(32歳)。1917年、ロシア・バレー団の踊り子であったオルガ・コクローヴァと出会

い(35歳)、翌年結婚、3年後に息子ポールが生まれる。この頃から、新古典主義の時代が

始まる。以後、家族や恋人達をモデルに多くの肖像画が描かれて行く。

　1920年前後から、ダダやシュルレアリスムの作家らと交友し、1925年、シュルレアリ

スムの時代が始まる(43歳)。この時代のピカソは、エネルギーと官能に満ちた作品を制

作し、表現主義的で自己告白的な後期のピカソが既に垣間見られる。また、自らの分身

ともいえる半神半獣の怪物ミノタウルスが頻繁に画面に登場し、ピカソ自らの苦しみや

悲しみ、欲望を赤裸々に表現している。ゲルニカは、この様なピカソが戦争という残虐

な行為に対してその怒りと悲しみを最大限に表現した作品である。1927年、当時17歳の

マリー＝テレーズ・ワルテルと出会い(45歳)、1935年に娘マヤ(本名、マリア・デ・ラ・コ

ンセブシオン)が生まれる(53歳)。1936年、ドラ・マール(本名、アンリエット・テオドラ・

マルコヴィッチ)と出会い親しく付き合う(54歳)。

　1937年4月26日、ドイツ軍がスペイン北部の町ゲルニカを爆撃。4月28日新聞紙上で町

の破壊の様子を伝える写真が掲載され、ピカソは5月1日から「ゲルニカ」の制作を始め

る。ピカソの強い希望で「ゲルニカ」が完成するまでの制作過程が、ドラ・マールの撮影

により8枚の写真に撮られている(55歳)。

　1943年、画家を目指していたフランソワーズ・ジローと出会い(61歳)、1947年に息子

クロードが(65歳)、1949年に娘パロマが生まれる(67歳)。1953年、ジャクリーヌ・ロッ

クと出会う(71歳)。この年、画家とモデルをテーマとした一連の素描を始める。1955年、

正妻のオルガが死去(73歳)。1961年、ジャクリーヌと結婚し、フランス南部の町カンヌ

の丘のムージャンに建てられた別荘に移り住む(79歳)。1968年、347点の官能的な版画

の連作を制作する(86歳)。1973年ムージャンの別荘で死亡。遺体は、ポール・セザンヌゆ

かりの地であるフランス南部の町エクス=アン=プロヴァンスに近いサント=ヴィクト

ワール山の麓に建つ古城ヴォーヴナルグの庭に埋葬される。91歳であった

●パブロ・ピカソ プロフィール

【ピカソの年齢の記し方について】

「鑑賞シート」では、その年に向かえた誕生日の年

齢を西暦に続けて書いています。「指導の手引き」

では、出来事のあった時点の年齢をその都度記す

ようにしました。



[   ]3

●ピカソの言葉について

「私はこの子たちの年で、ラファエロのように素描

ができた。でも、子どものように描けるまでに、一

生かかったのです。」

　子どもが描いたデッサン（素描）の展覧会を見

て、ピカソが友人（ハーバート・リード）に語った

言葉です。ラファエロといえば、写実的な表現で

は天才的な腕前を見せたイタリア・ルネサンスの

画家。子ども時代のピカソが、円熟期のラファエ

ロのように描けたかどうかは別ですが、彼が若く

してずば抜けた力を持っていたのは、「自画像」（＊

9）を見ても分かります。

　しかし、ピカソの言う「子どものように」描くと

はどういう意味なのでしょうか？　へたくそに描

くことや、わざと「変に」描くことではないはずで

す。古典的な表現から抜け出たピカソの作品は、

どの時期も高い完成度を見せているからです。「子

どものように」とは、さまざまに解釈できる言葉で

すが、ピカソの生涯を見ていくと、何ものにもと

らわれず自由な精神で表すことを言いたかったよ

うに思えてきます。自身がつくりあげたものさえ

疑い、常に新しい表現をめざした生涯だったから

です。ピカソが、一生かかって追求したものと、子

どもの素直な心によって生み出された世界がつな

がっている。人間の創造性の奥深さを感じさせる

言葉ではないでしょうか。

４ページ図版解説

■マン・レイ「パブロ・ピカソの肖像」（1932年） *8

　マン・レイ（1890-1976）は、シュルレアリスムの芸術家。写真家としても活躍しました。「ドラ・マール」（*2）

を撮影したリー・ミラー（1907-77）は、マン・レイに学んだ写真家でした。

■「自画像」（1896年　個人蔵） *9

　ピカソは1895年、13歳のときにバルセロナの美術学校（通称「ラ・ロンハ」）の上級クラスに進学。受験資格

は20歳以上でしたが、ずば抜けた力を持っていたため特別に認められたのです。これはその翌年の作品。高

い技術を身につけていたことが分かります。

■「年老いたギター弾き」（1903年　シカゴ美術館蔵） *10

　「青の時代」の作品。青い色を主に使い、人生と貧困に疲れた人たち、盲目の人や老人たちを多く描いた時

期でした。頭を垂れたギター弾きを描いたこの作品も、人生を深く見つめたこの時期の特徴をよく示してい

ます。

■「ダニエル＝ヘンリー・カーンワイラーの肖像」（1910年　シカゴ美術館蔵） *11

　青の時代の後、過渡的な「ばら色の時代」を経て、1909年頃からはキュビスム（立体主義）の時代がはじま

ります。この作品では、いくつかの角度から見た人物が、線と平面に分解され、再び統合されています。

■「海辺の母と子」（1921年　シカゴ美術館蔵） *12

　ふっくらとしてたくましい女性を描いた「新古典主義の時代」の作品。人物は画面いっぱいに描かれること

が多く、古代彫刻のような様式性があります。造形的な関心の強い時期でした。

■「赤い枕で眠る女」（1932年　徳島県立近代美術館蔵） *13

■「夢」（1932年　個人蔵） *14

　シュルレアリスム（超現実主義）の影響を強く受けた時期のものです。「幻想の時代」と呼ばれることもあ

ります。とくに1930年代の前半は、この作品のように、流れるような線によるデフォルメ（形の変形）が特徴

的で、眠る人をしばしば描いています。モデルは、いずれもマリー＝テレーズ。

■「パイプをふかす近衛兵と花」（1968年　個人蔵） *15

　第二次世界大戦後は、同じ時期に大きく異なった表現を見せるなど、今まで以上に囚われのない自由な表

現をしました。古風な服を着た人物を描いたこの作品は、古い絵画に刺激されて表したもの。87歳のときの

作品です。
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発行者

徳島県立近代美術館

発行年

平成17年3月（鑑賞シートno.3）

平成17年11月（指導の手引き）

作成

鑑賞教育推進プロジェクト（ピカソ班）

坂本和生（徳島市八万中学校教諭）

山本敏子（徳島市加茂名南小学校教諭）

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）

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：仲田耕三、森芳功、坂本和生、山本敏子、

有田洋子］

　ドラ・マールは、1907年フランスのトゥール生まれ。父親は、ユダヤ系ユーゴスラビア

人の建築家、母親はフランス人でした。少女時代の数年をアルゼンチンで過ごしたこと

から、彼女は、ピカソの母国語であるスペイン語も身につけています。フランスに戻っ

てからは、パリの美術学校で絵画を学んだ後、写真家としてシュルレアリスム（超現実

主義）の芸術家たちと交流し、国際的な展覧会（「国際シュルレアリスム」展　1936年　

ロンドン）にも出品しました。

　二人が交際をはじめたのが1936年。ちょうどその年に起こったスペイン内戦につい

て、彼女は的確な意見を言ってピカソを感心させています。翌1937年の「ゲルニカ」の制

作では、写真家として制作過程を記録するなど、そばでピカソを支えました。

　しかし、ピカソは同じ時期、マリー＝テレーズ・ワルテルとの交際も続けていて、制作

中の「ゲルニカ」の前で、テレーズとドラ・マールが取っ組み合いのけんかをしたことも

あったそうです。その頃から、ピカソの描くドラ・マールは、泣く女として描かれていき

ます。ピカソは後に、「私にとって、（ドラ・マールは）泣く女であった」と述べたほどで

した。

　そんなピカソ自身、ドラ・マールに涙を見せたことがあります。何故泣いているのと

聞くと、「人生はあまりにもひどい、あまりにもひどい」と言う以外に説明できない、と

答えたそうです。ピカソにとって、故郷のスペインやヨーロッパが戦火にまきこまれた

ことと個人的な問題がない交ぜになり、苦悶した時期だったのです。

　「ゲルニカ」を制作した前後の時期、泣く女は集中的に描かれています。イギリス、

テート・ギャラリー所蔵の「泣く女」（*3）のように油彩画となった作品だけでなく、ドラ・

マールをモデルとして、数多くのデッサン（*5）が描かれ、「ゲルニカ」（*7）にも活かされ

ていきました。「泣く女」や「ゲルニカ」に登場する人物とドラ・マールを表した作品を、

一つ一つ比べていくと、どことなく似かよっているところがあるのに気づくのではない

でしょうか。

　ただ、「ゲルニカ」では、制作過程で涙を流す表現が無くなっていくなど、変化してい

る点にも注目してほしいと思います。深い悲しみや絶望を表すとき、涙はふさわしくな

いとピカソは考えたのでしょうか。無差別爆撃で傷ついていく人々を表した「ゲルニカ」

の人物たちは、個人的な感情の表出とは異なり、人類の苦悩を表すものになっていった

と言うこともできるのです。

　では、徳島県立近代美術館所蔵の「ドラ・マールの肖像」は、そのような作品のなかで、

どんな位置にあるのでしょうか。同じ1937年に描かれた「泣く女」や「ゲルニカ」の肖像

と比べると、大きく印象が異なります。二人の関係が、まだ穏やかな時期だったからな

のか、知的で明るい表情をしているのです。ピカソが、優しい気持ちでモデルに向かい

合っていることも伝わってくるように感じられます。

　もちろん、横顔であるのに右目だけが正面を向いていたり、鼻の穴が二つとも見えた

りするなど、写真による肖像とは違う特徴も持っています。そこに、ピカソが若い頃に

はじめた、いろいろな角度から見たようすを一つにまとめるキュビスム（立体主義）の手

法があらわれています。でも、このことを難しく考えず、たとえば、二つの目の微妙な表

情の違いを比較し、モデルのもついろいろな性格や感情を想像する手がかりや、作品鑑

賞のヒントとすることが大切であるように思います。

　さて、その後、ピカソは彼女の肖像をどのように表現したのでしょうか。1941年に描

かれた松岡美術館所蔵の「ドラ・マールの肖像」（*4）を見ると、涙はなく、静けさは戻っ

ているのですが、どこか悲しみを秘めた表情をしています。ドラ・マールは、心の健康を

こわしてしまったのです。1945年頃にピカソと別れたのですが、その後も長く神経衰弱

に苦しんだと言われています。孤独な彼女の心のさまが、この作品には表れているのか

も知れません。

●作品プロフィール　－　ドラ・マールとピカソ



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 ドラ・マールに出会って 

２．目標  

 ・肖像画の表現の面白さに気づき、自分の見方や感じ方

を広げることができる。 

 ・作者の思いを考えながら、親しみを感じ、関心をもっ

て見ることができる。 

３．指導計画    ２時間 

第１次・・「ドラ・マールの肖像」の表情や服装をじっく

り見つめたり、写真や他の作品と比べたりし

て作者の思いを考え、親しんで見る。（１時間） 

第２次・・「ドラ・マールの肖像」の作品を鑑賞し、作者

の思いを考えながら味わう。（１時間） 

発 展・・友だちの肖像を描く。 

４．展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

●中学校授業案 

１．題材名 「肖像画を味わう」 

２．目 標  多様な表現方法を理解し、肖像画に込めら 

      れた作者の気持ちを読み取り、作品の良さや 

      自分の感想を言葉で説明できる。 

３．指導計画 

第１次  写実的な作品だけでなく、多様な表現方法で

描かれた肖像画を鑑賞する。 

第２次 「ドラ・マールの肖像」を鑑賞し、その表現方

法やモデルの人物像に触れながら作者の気持

ちを読み取らせる。 

第３次  美術館での実物鑑賞を通じて鑑賞シートの学

習を整理し発展させる。 

４．展 開 

いろんな肖像画を鑑賞する 

       ↓        ↓ 

 

       ↓        ↓ 

どの作品が印象深いか。自分が好きな作品はどれか 

なぜそう思うのか（言葉で説明させる） 

↓ 

鑑賞シートを用いて作品鑑賞 

↓ 

作品のなかの目に見える要素（構図や色彩）や見えない要

素（作者やモデルの感情）を把握させる 

↓ 

多視点やデフォルメなどの表現方法を知る 

↓ 

実際のモデル（写真）や「泣く女」などの

他の作品と比較する 

↓ 

作者とモデルの気持ちを読み取る 

 

美術館での実物鑑賞 

↓ 

学校での授業内容を整理し作品から受け取れる要素

を加味しながらより深く作品を味わう 
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※状況により、「第２次」と「発展」は順序を変えて実施してもよい。

ふしぎなところはない？どちらを向いているの？   

前を向いているのかな 横向きにも見えるよ 

第２次 １時間 

第１次 １時間

発 展 

お化粧をし

ている 

おしゃれな色のスカー

フをしている 

穏やかな 

感じ 

ドラ・マールをよく見つめてみよう 

        （鑑賞シート p.1） 

写真と比べてみよう。似ているところは？ 

      （鑑賞シート pp.2-3） 

描いた時、ピカソやドラ・マールはどんな気持ちだっ

たのだろう 

徳島県立近代美術館の「ドラ・マール」に会いに 

行こう 

わたしたちも、友だちの肖像画を描いてみよう 

いろいろな表情があるよ 

あなたはどの肖像画が好き？ どうして？ 

鼻、唇、髪、耳 スカーフもしているね 

写実的な作品 写実的でない作品 

〈第１次〉 

〈第２次〉 

発展 〈第３次〉 




