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1ページ： 線と色の会話を楽しもう

「目に見えるものを再現するのではなく、見えるようにす

る」。そう語ったクレーの作品を、主体的に読み取ろうとす

る鑑賞の方法を習得するために、まず簡単な表現活動から

取り組ませたいと思います。

　同じ「おはよう」の言葉であっても、その背景にある場面

や心情によって、色々な「おはよう」が生まれてくることに

気付かせます。そして自分の伝えたい「おはよう」・「ごめん

なさい」・「ありがとう」を考え、活動シート[別添]などを使っ

て、思いのままに線と色で表していきます[作品例1]。さら

に、「野菊」の「美術館へ行こうよ」という誘いに対する返事

を表すなど[作品例2]の線と色の会話を楽しみながら、抽象的

な作品を読み込んでいく力を身につけさせたいと思います。

2ページ： 絵の中のお話を聞いてみよう

まずは、絵の中に登場してくる人物をイメージさせます。

「子供とおかあさん」「弟と姉」「子供と先生」など、具体的な

人物が浮かび上がったら、周囲の色や線にも着目させて、二

人の会話や情景を読み取らせ、簡単なお話づくりをしてい

きます。

　作品を主体的に読み取っていくことができるように、今

回のシートでは視点を与える問いかけを少なくしてありま

す。１ページの表現活動を生かし、作品との「線と色の会

話」を楽しみながらお話づくりをさせたいと思います。しか

し、「線と色の会話」が思うように進まないときには、「二人

はどこにいるのかな」「何をしているのかな」「季節はいつ」

などの見る視点を与え、絵との対話を深めていくとよいで

しょう。

　また、ボツボツ穴がつけられたマチエールにも気付かせ、

クレーの作品に対する強いこだわりや表現方法の奥深さを、

美術館での鑑賞と組み合わせて味わわせたいと思います。

3ページ： クレー作品と遊ぼう

このページでは、「線と色との会話」を楽しみながら、ク

レー作品と一人一人が自由に遊べる場として活用してもら

いたいと思います。

　線だけになってしまった「子供と伯母」の作品に、今度は

自分が新たな色や線をつけて、「絵にお話をさせる」という

表現活動にチャレンジしてみるのも楽しいでしょう。そう

して、誕生したお互いの作品を鑑賞し合うことで、また新た

なお話が生まれてくるかもしれません。

　５点の天使には、線から読み取れる表情やしぐさなどか

ら、名前をつけて作品に親しみを持たせてはどうでしょう。

それぞれが考えた名前はどの天使につけられたものである

か、なぜその名前をつけたのかなどの楽しい会話がはずむ

ことでしょう。

　このような活動を通して、作品鑑賞から豊かなコミュニ

ケーションが生まれてくることを期待しています。

4ページ： クレーの横顔／秘密のカルテ

4ページ目は、音楽を愛したクレーの横顔にも短くふれ、国

内で鑑賞できる優れた作品を紹介します。写実主義とは異

なる方法で森羅万象の詩をうたった、クレーのような画家

のあり方に関心を深めてほしいです。

　また作品の技法について、やや長いコラムを用意しまし

た。学年に応じて話題づくりをしてもらえたらと思います。

作家の作ることへのこだわりを感じ取ることもできるで

しょうし、実際の作品と出会う時、驚くほど激しい画面の凹

凸に少しでも興味を抱いてくれたらと思います。

鑑賞シート指導の手引き

クレー
「子供と伯母」

―クレーの線と色 ―

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。

1

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

レーなど巨匠たちの作品は大きな見どころの一つです。幼な子の

心模様をそっと見守るような、優しい情感に満ちたクレーのこの

大作は、当館を代表する名品です。一見、抽象的で難しくも思える

クレーの線と色に近づいてみることで、子どもたちは絵との対話

の楽しさを経験してくれることでしょう。

　シートの構成は、表現と鑑賞を一体化させて、主体的に作品を

読み取っていこうとする鑑賞の能力を高めることをねらいとして

つくられています。シートに組み込まれたいくつかの表現活動と

連鎖させながら活動することにより、創造的な鑑賞活動が生まれ

てくることを期待しています。
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音楽家の両親と芸術への目覚め

　パウル・クレーは、1879年12月にスイスの首都ベルン近郊の町、ミュンヘンブフゼー

に生まれた。父のハンス（1849-1940）は、ベルンの州立音楽学校の教師だった。母のイー

ダ（1855-1921）はオペラ歌手だった。1880年に一家はベルンに移り住んだ。音楽家の両

親の影響下、クレーは7歳からバイオリンを学び始め、11歳のクレーはベルン市立管弦

楽団の定期公演に参加するほどの腕前になっていた。芸術に対する少年クレーの興味は

音楽だけにとどまらなかった。10歳の頃から、オペラ鑑賞やドイツ文学に親しみ、ギム

ナジウムでは詩作に励んでいた。　

　描画に関してもクレーは早熟であった。残されている15歳から16歳頃のクレーの素描

は、熟達した素描家の作品と見まがうばかりである。絵はがきにある風景を模写した作

品からは、原画をはるかに越えた表現力を読み取ることができる。

研鑽の時期、そして初めての個展

　1898年にベルン市立のギムナジウムを卒業し、画家への道を志してドイツのミュンヘ

ンに出る。クレーは、はじめ人体素描の基礎を学ぶ画塾に通う。この時期、銅版画の技法

も学んでいる。1900年にはミュンヘン美術学校に入学し、象徴派の画家シュトゥック

（1863-1928）の教室に入ったが、クレーにとって得るものは少なく、翌年7月にはベルン

に戻っている。

　1901年10月から友人とともに6ヶ月にわたる長期のイタリア旅行を行い、ジェノバ、

ローマ、ナポリ、ボンペイ、フィレンツェの各地で、建築や絵画、それにミケランジェロ

などの彫刻を数多く鑑賞した。スイスで生まれ育ったクレーは、この旅で初めて海を見

て感動している。また、1903年から1905年まで銅版画の制作に没頭している。

　1906年にクレーはピアニストのリリー・シュトゥンプフ（1876-1946）と結婚し、ミュ

ンヘンで生活を共にする。翌年には息子のフェリックス（1907-1990）が生まれる。これ

以後、しばらくの間、リリーのピアノレッスンの収入によって一家の生活が営まれ、彼

は育児と家事を担いつつ画業に励むことになる。特筆すべきは、フェリックスが描く児

童画に対するクレーの関心の深さである。アカデミズムを突破する表現方法が児童画の

なかに隠されていることをクレーは発見したのだった。

　1910年、31歳のときに、ベルン美術館などで初めての個展が開催され、クレーはプロ

フェッショナルな画家としてデビューを果たした。翌年には、カンディンスキー（1866-

1944）と知り合っている。クレーと同様にカンディンスキーも音楽と美術に通底する精

神的なものを重視する画家であり、彼がシェーンベルクの音楽に傾倒したことはよく知

られている。文筆活動を積極的に行い、自らの表現の目的やプロセスを言葉によって解

明しようと試みた点でも二人の資質は似ていた。彼らの結びつきは節度あるものだった

が、相互に啓発しあう理想的な関係がながく続いた。

　1912年にはパリ旅行を兼ねて、以前から関心があった画家ドローネー（1885-1941）を

訪ねている。色面による構成によって、ダイナミックで立体的な動きが画面にもたらさ

れることをクレーはドローネーから学んだのではなかろうか。翌年に、ドローネーの

エッセイ「光について」を翻訳し雑誌に投稿したことからも、この画家へのクレーの心酔

がうかがわれる。

チュニジア旅行とバウハウス

　1914年には、画家マッケ（1887-1914）らとともにチュニジアを旅行し、その風景の美

しさ、土地土地の色彩の魅力に心打たれ、その後、色彩の追究に没頭する。西欧の伝統的

な表現方法である遠近法からの離脱と、チュニジア産の絨毯や刺繍にも似た装飾的なも

のへの傾倒ぶりもこのころから顕著になる。

●パウル・クレー　プロフィール
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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.4）

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（クレー班）

山木朝彦（鳴門教育大学教授）

濱口由美（徳島市富田小学校教諭）

堀内理香（高知県立佐川高等学校教諭）

結城栄子（徳島県立総合教育センター指導主事）

徳島県立近代美術館/竹内利夫（主任学芸員）

/門倉摩耶（文化推進員）

［鑑賞シートの編集：竹内利夫　指導の手引きの

執筆：濱口由美、山木朝彦、竹内利夫、結城栄子、

堀内理香］

協力

基礎調査の段階で、作品の修復記録について

森直義氏から助言と協力をいただきました。

記して謝意を表します。

　同年、第一次世界大戦が勃発し、1916年に招集され1919年の終戦まで軍務に服した。

クレーは、この軍隊生活の合間にも、精力的に制作活動を継続している。

　1920年には、グロピウス（1883-1969）から、すでにワイマールの地に設立されていた

バウハウスへの招聘*があり、クレーはこれを受けて、造形論、形態論、造本、ガラス絵

などを学生に指導した。バウハウスのデッサウへの移転後も、彼は勤め続け、1925年に

は、前年度の講義ノートをまとめて、『教育スケッチブック』を出版している。ほぼ同時

期にカンディンスキーがバウハウスの同僚におり、旧知の仲である二人は親交を深め

た。1930年、31年にかけて、ニューヨークやベルリンで大々的に作品が展示され、クレー

の名声は確固たるものとなった。

迫害と闘病生活

　このようなクレーの評価が揺るぎないものとなった頃、皮肉にも、ドイツには不穏な

政治状況が生まれていた。すなわち、ナチズムの台頭である。1933年には、ナチスによ

る政治的な圧力によって、クレーは勤めていたデュッセルドルフ国立芸術アカデミーの

教授職*を解雇された。妻の強い勧めで馴染みのベルンに戻り、スイス国籍取得のため

の申請をした。同年には、ヒトラーとゲッベルスが企画した前衛美術を弾圧する展示に

クレーの作品が出品され晒し者にされた。しかし、過激な迫害を受けながらも、クレー

の製作意欲は旺盛だった。

　悪いことは重なるもので、1935年の秋に、クレーは進行性皮膚硬化症という難病に罹

る。体調不良のため、この年、制作は振るわなかったが、一時、回復した1936年から亡く

なる1940年の6月の終わりまでの間には、二千点を超える作品を残している。クレーの

生涯を俯瞰すると、戦争や迫害、そして羅病といった苦境に追い込まれたときにも、筆

を休ませることなく制作に励む不屈の精神を見出すことができる。

鑑賞シートに出てくる作品

橋の傍らの三軒の家：切り子ガラスのように構成される空間はキュビスムゆずりの

ものだが、ドローネに共感したクレーの姿勢が良くわかる。

女の館：児童画を思わせる記号のような形は、世界を簡潔な言葉づかいに純化し、

つまり抽象化する。「子供っぽさ」はクレー芸術にとって、中心的な課題であった。

島：バウハウスを離れデュッセルドルフで心機一転、点描に没頭していた頃。ほと

んど記号化した線と点そして色彩が層をなす画面は、まさにポリフォニー（多声音

楽）を連想させる。

天使の作品：クレーは最晩年に、まるで子供の落書きを思わせるような鉛筆画の天

使を描きました。時に愛らしく純粋無垢で、時に苦渋を背負った様子の天使たちは、

密やかにクレーの人間観、そして死を前にした自画像としての心情を暗示している

ようにも見えます。

*クレーがバウハウスに在職した期間は、

1920-1931年。

*当アカデミーは教育機関であり、

クレーは1931年10月から授業を開始した。
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作品例1

■線と色でお話をさせてみよう

　小学校3年生の実践。1ページの線画を画用紙に拡大コピーして配布し、

好きな形に思い思いの言葉や気持ちを表す。

　まずは、こだわらずに線と色で遊ぶことから活動を始め、自然に絵から

言葉が思い浮かんだり、いくつも描きすすむ内に気持ちを絵にする工夫を

見出したり、また友だち同士で見せ合うことから新しい塗り方や効果を取

り入れる姿が見られた。自分の作った形に描こうとする者も現れた。

　1時間の活動で各自10枚ほどの絵を楽しく仕上げた。最後に自信作を選ば

せ、切り抜いて台紙に貼り、言葉を書きそえて教室に展示した。

（図版は70％縮小）

[ 4 ]
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作品例2

■線と色でお返事してね

　同じく小学校3年生の実践。八切り画用紙を

細長く切った短冊に描く。作品例1の活動で、

線と色でお話する楽しさをつかんだ子どもたち

は、迷うことなくお返事の表現に取り掛かっ

た。もちろんどの絵にも、言葉のメッセージが

込められている。（図版は30％縮小）

雨がふっていても美じゅつ館に行きたいな

クレーさんのえがあるからぜったいいくよ いくよ

いきたいけど雨がふっているからなやんでいる。
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　もし、この絵に題名がなかったら、あなたならどんな情景を思い浮かべたでしょう。

いま一度、先入観のない感想をたぐってみて下さい。クレーの線と色を、ひとつひとつ

自分の目と手で確かめてみる体験を、この鑑賞シートは核にすえます。それは子ども向

けにあつらえた絵の見方などでは決してなく、大人の私たちにこそ必要な鑑賞のスキル

だと信じます。

　クレー晩年に描かれたこの大作は、優しい色あいが醸し出す柔らかな印象とともに、

途切れがちに踊る線の刹那さ、うつむき加減の子どもが伝える寂しげなムード、そうし

た含みのある情感に満ちた作品です。

　背の高い着飾った風の婦人は、穏やかな表情です。視線をそらし気味の小さな子は、

マントをはおっているのでしょうか、帽子を被っているようにも見えます。簡潔な線と

形に、なんとなく登場人物の様子をイメージできるのではないでしょうか。けれども、

説明のつきにくいところもあります。上の方に描かれたPのような形、渦巻き、ところど

ころ二人を横切る水平線、それによく見ると二人の顔や頭は輪郭が頼りなく開いて、空

中に霧散していくかのようです。かと思えば、右上の方にはボツボツ穴のあいた、建物

か、それとも壁。これが街の場面だと思った人もいるでしょうし、木々に囲まれた公園

の散歩を思い浮かべる人もいるでしょう。

　抽象的に見えて、様々なイメージを喚起してやまない線の魅力は、クレーの生涯を通

じたテーマといってよいものです。自然の描写に試行錯誤を重ね、人間の業をあぶり出

すような人物素描を探求した後、クレーは色彩と抽象化の世界へと進みます。カンディ

ンスキー、マルクらが推し進めた表現主義から抽象絵画*に至る動向に共感し、また一

方では、あくまで現実の再構成を眼目としたキュビスムの絵画空間から重要なヒントを

受け取りながら*、クレーは自己の芸術を慎重に確かめていきます。

　「芸術は見えるものを再現するのではなく」という有名なフレーズがあります。もはや

写実的に描くことが全てではなくなった20世紀初頭の美術思潮を呼吸しつつ、しかしク

レーはむしろ線と線から、森羅万象の詩をうたう道を選びました。「見えるようにする」

と彼は続けます。児童画や古代美術に、簡潔さを手に入れるためのエッセンスを見出し、

また古典音楽の技法になぞらえて色と形の構成を楽しみ、あくことなき素材への探求心

は1点1点の物語にふさわしい技法を生み出していきました。

　彼の作品はどれも詩的なタイトルがつけられていて、またどの絵柄も、ことばとゆっ

くり響き合うような不思議な余韻を保っています。そのためでしょうか、多くの人がク

レーの絵を、クレーの存在を詩にしています。谷川俊太郎の『クレーの絵本』や、さまざ

まな人の言葉を集めた『クレーの贈りもの』など、素敵な本が手に入ります。

　さて、クレーの絵画の探求は最晩年にいたって、象形文字を思わせるような、いっそ

う簡潔な線の表現へと向かいます。完熟期を迎えた50代のクレーを待っていたのは、独

裁者による作品の没収、亡命、そして不治の病による制作の中断といった辛い運命でし

た。しかし最後のこの時期、クレーはおびただしい集中的な創作へと自らを鼓舞します。

「子供と伯母」は、そのような激動の晩年にふと思い描かれた安らかな平穏の世界であ

り、またそこに、どことなく寂しげな影が感じられたとしても、ゆえのないこととは言

えません。

　線と色が飛びかう様子に、木々のざわめきや楽器の練習を連想した子がいます。どこ

までも高く積み木を積み上げよう、と物語を書いた子もいます。絶妙な線の引力によっ

て垂直の空間を構成する、クレーの造形に寄りそった素晴らしい感想だと思います。子

どもたちと一緒に、絵から生まれることばや情景に耳を傾けてみましょう。絵が動き出

すような感覚を覚えるかも知れません。もし、あなたが抽象画は分からないと感じてい

るなら、きっと素適な出会いがこの絵の中に待っていると思います。

●作品プロフィール
クレー「子供と伯母」*　1937年

油彩　石膏、ジュート　72.0×53.0cm

註*

「子供と伯母」の題名

原題は”kind und tante”。当館では「伯母」と訳し

ましたが、ドイツ語のtanteは日本語の「おばさん」

同様、子どもが女性を親しんで呼ぶ言葉。

表現主義から抽象絵画へ

印象派が科学的・客観的に光と色をとらえたのに

対して、20世紀初頭のドイツ表現主義は感情や精

神性を表すものとして色を対象から独立させま

す。自然の再現から絵画を解放したこの革命の後、

完全な非対象絵画（＝抽象画）の誕生まではほんの

一歩でした。カンディンスキーはその歩みを自ら

体現したといえます。

キュビスム

遠近法の伝統をくつがえし、対象を多面的に分解、

統合するキュビスムは、形態と構成の絵画革命と

いえます。ここでもまた、絵画にとっての再現性

はあいまいなものとなり、自律した形と構成によ

る表現へ道を開くことで、抽象画の発生にも豊か

なヒントを与えます。

キュビスムから出発しながら、色彩と音楽的なリ

ズムを重視したドローネはフランスにおける抽象

画の先駆者となります。クレーが共感したキュビ

スムとは、ドローネのそれでした。

参考

谷川俊太郎　『クレーの絵本』　講談社、1995年

『クレーの贈りもの』　平凡社、2001年

『造形思考』　ユルグ・シュピラー編、土方定一ほか

訳、新潮社、1973年、p.122
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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 クレーの線と色で遊ぼう 

２．目標 

 ・ 思いを伝える伝達方法としての線や色を意識しながら、

会話遊びの表現方法を楽しむことができる。 

 ・クレー作品を鑑賞し、お話づくりや名前付けをしなが

ら自分の見方や感じ方を深めることができるようにす

る。 

３．指導計画  ３～４時間 

第１次・・線と色の会話遊びをする。（１時間） 

第２次・・「子供と伯母」の作品を鑑賞し、絵の中から聞

こえてくるお話を読み取る。（１時間） 

第３次・・クレー作品を使って友達と楽しく遊ぶ。 

     （１～２時間） 

４．展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中学校授業案 

１．題材名 心に映る色と線 

２．目標  

   感性や想像力を働かせて、絵のよさや美しさを感じ

とり、自分の見方や感じ方を深め伝えることができる。 

３．指導計画  ３時間 

第１次・・鑑賞シートの視点に従って絵を読み解いてい

く。（１時間） 

第２次・・作品の表現材料や方法、作家の人となりや制

作秘話について知る。（１時間） 

第３次・・美術館で「子供と伯母」作品の鑑賞をする。 

     （１時間） 

４．展開 

 

 

 

              ↓ 

 

 

 

 

    －－－－－－－－－－↓－－－－－－（第1次・1時間） 

 

 

 

  Ａ  ↓ （実態に合わせてＡ・Ｂ選択） ↓  Ｂ 

 

 

 

 

    －－－－－－－－－－↓－－－－－－（第2次・1時間） 

 

 

 

 

    －－－－－－－－－－↓－－－－－－（第3次・1時間） 

 発展（1 時間） 
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「クレーの天使」たちに

名前をプレゼントしよう

お母さんと子供が、な

ぞなぞ遊びをしてい

たよ 

夕方になったのでお姉

さんと手をつないで家

に帰ったよ 

絵の中にだれかいるよ。どんなお話をしているのか

聞いてみよう（鑑賞シート p.2） 

 ） 

静かになった絵にお

話をさせよう 

徳島県立近代美術館に行って、「子供と伯母」の作品

の前で、自分たちがつくったお話を友達に聞かせて

あげよう。お話がかわると絵も動き出す、すごい魔

法をかけることができるよ 

応援してもらった

ときのありがとう

を表してみたよ 

野菊にお返事を

かこう 

（第 1 次・1 時間） 

（第 3 次・1～2 時間）

（第 2 次・1 時間）

クレーのように線と色の魔法でお話してみよう 

（鑑賞シート p.1） 

 

プレゼントをもら

ったときのありが

とうの気持ちだよ

鑑賞シート p.1 「セネシオ」の話に耳を傾けよう。色の話を

聞いて、色選びをしよう。配色カードを使ってもよい。（好み

の色のモールで形をつくり、返事をシートに貼り付けよう） 

鑑賞シート p.2 「子供と伯母」の大きいヒトと小さいヒトの

会話を想像して、ワークシートに物語を書きグループで発表

しよう。他のグループの発表を聞いていろいろな見方・感じ

方を知ろう。（作家の作品に込めた思いや意図を考えよう） 

鑑賞シート p.4 表現材料や方法、制作秘話や作家の自分なり

の表現方法を探求した生き方について知ろう。（クレーの天使

や他の作品についてもよく見てみよう） 

グループでキャンバスにモデ

リングペーストを塗ったり、釘

で穴を開けたりして、素材の追

体験をしよう 

クレーについて、イン

ターネット検索で調べ

よう 

美術館で「子供と伯母」に描かれている主な形を鉛筆でスケ

ッチしてみよう。実物との印象の違いや絵肌の様子を確認す

る。自宅課題：あなたの大切な人に本物を見た感想を伝える

手紙を書こう。（指導者が美術科通信等で紹介する） 

コンピュータの描画ソフトを使って、日常生活の印象に残っ

たシーンを抽象的表現で描いてみよう。スケッチや写真をも

とにしてもよい。ソフトのスプレーやテクスチャーを使って、

輪郭にこだわらない彩色技法を試してみよう 

クレーさんが線と色の魔法をかけた作品とお話ができ

るかもしれないよ 

 

もっとクレーさんの作品と遊びたいな

（鑑賞シート p.3） 



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  クレーの絵画表現 

２．目標  ・ 線や色の持つ豊かなイメージを、主体的に感

じ取ることで感性を高め、作品を読み取る力

を養う。 

      ・ クレーの生涯と多様な作品から、芸術を愛し、

表現方法を工夫し追求した制作姿勢への理解

を深める。 

３．指導計画  ３時間 

 第１次・・・鑑賞シートに沿って、線や色で表現すること

から作品鑑賞のヒントを得る。友人とお互い

の作品を鑑賞し楽しむ。 

 第２次・・・クレーの生涯を学び、他のクレー作品を鑑賞

することで作家の制作姿勢を考える。クレー

の作品について書かれた文章を読み、鑑賞を

深める。 

 第３次・・・徳島県立近代美術館で「子供と伯母」を鑑賞

する。美術館の仕事を理解する。クレー「子

供と伯母」を鑑賞した感想を書く。 

４．授業の流れ 

【導入】 
鑑賞シート p.1  1,2 に線と色で答えてみよう 

隣の友人と交換、なんて答えたかわかるかな？ 

【展開】         ↓ 
線（かたち）と色で自分の気持ちを表現すると？ 

今したいことは？ 

今の気分は？ 

             ↓          （20 分） 
鑑賞シート p.2  クレーの世界をのぞいてみよう 

作品に入り込み鑑賞する 

             ↓ 
二人の気持ちは？どんな場面かな？ 

色やかたちを手がかりに 

↓ 
色彩の対比（補色や暖色・寒色）や 

色彩による多様な表現とその効果を鑑賞する 

↓ 
鑑賞シート p.3  色を塗り、二人を会話させてみよう 

こんな天使いたらいいな、と思う天使を線描で描き、 

友人と見せ合って名前を当てっこしよう 

友人と交換して感想を述べ合おう 

時間があればみんなの前で発表する 

                        （30 分） 
    －－－－－－－－－－－↓－－－－－－－（第 1次・50分） 

鑑賞シート p.4  クレーの多様な作品を鑑賞する 

             ↓ 
なぜ多様な技法や素材を使ったのか？ 

             ↓ 
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自分が表現したいことに一番合った 

技法と素材を工夫している 

常に新たな挑戦をしていく作家の制作姿勢を考える 

             ↓ 
クレーの生涯を学ぶ 

（音楽、病気、バウハウス等） 

             ↓          （30 分） 
クレーの『喜劇的で幻想的なオペラ「航海者」の 

戦いの場面』について書かれた文章を読み、 

再び線と色に注目してクレー作品を味わう 

                        （20 分） 
    －－－－－－－－－－－↓－－－－－－－（第 2次・50分） 

美術館で「子供と伯母」を鑑賞しよう 

マチエールは？素材や技法は？ 

             ↓          （20 分） 
美術館の仕事を学ぶ  できれば学芸員に話を聞く 

（収集、研究、保存、修復、学習支援等） 

作品保護への理解 

【まとめ】        ↓          （20 分） 
「子供と伯母」を鑑賞した感想を書く 

                        （10 分） 
    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－（第 3次・50 分） 

 
 
【参考】 
 

 
 喜劇的で幻想的なオペラ「航海者」の戦いの場面 
      水彩・油彩転写素描 厚紙の上に紙 34.5×50cm 
      バーゼル美術館蔵 
 
 暗黒の海で兜をかぶった男が、長くて赤い槍を持ち巨大な怪

魚と戦っている｡夜の閃光はドラマを色彩豊かに浮かび上げ、あ

たかも古典劇がゆったりと荘重に行われているようにみえる。 

 海の明暗は深い振幅を感じさせる｡画面の上方は赤味を帯び

た色が黒へと、下方は青味を帯びた色が黒へと直線で分割され

た小さな色面によって変化して行く。 

 それが海の果てない広さを表現している。 

 この小さな画面の中でクレーは色の明度差によるハーモ

ニー、暖色と寒色の対比、そして描線においては直線と曲線の

バランスを全知性を傾けて挑戦している。 

 この絵は色と線の奏でる交響詩を聴く様な趣を持つ。 

 クレーの作品には常に美しい童心が宿っていながら、その根

底には絵画の原点への深い思案と実験が秘められている。 

福井爽人（1937～）『紫の雨』（三月書房）より 

日本画家 元東京芸術大学 

 



 かつ どう　　　　　　　　　　せん　　　いろ　　　　　はな

活動シート「線と色でお話しさせてみよう」


