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鑑賞シートの内容と構成

このシートでは、日本の水彩画の歴史のなかで大きな業績

を残した三宅克己の水彩画をとりあげました。三宅は、国内

だけでなくヨーロッパやアメリカ、中国など海外にもたびた

び出かけ数多くの風景画を描いています。

　水彩絵具を用いていることや、写生による風景を描いた

ところから、親しみやすい鑑賞の授業が工夫しやすい画家

といえるでしょう。

　鑑賞シートは、児童生徒が自分自身の風景との関わりを

呼び起こしながら、画家の描いた複数の風景画のなかを旅

するような鑑賞ができるように構成しています。また、水彩

画の描き方に注目したり、画家について学んだりできる要素

も含めています。

　このシートを学習することで、実際に三宅のどの作品を鑑

賞する場合でも、参考となるような配慮をしています。

1ページ：じっくり見る。自分の体験と結びつける。

最初のページには、緻密に描き込んだ作品を大きくかかげ
ました。図版をじっくり見るところから始めつつも、まず、子ど
もの風景体験を思い起こさせるように、「行ったことある？　こ
んなとこ･･･」という問いかけをしています。反応はいろいろで
しょうが、子どもたちの話を聞くなかで、画面の観察と個 の々
風景体験が結びつくように促していけたらと思います。また、
画材についての観察では、水彩で細密な表現ができること
を知った驚きを、次の観察への意欲に結びつけたいと考え
ています。

2～3ページ： 観察し、想像し、楽しむ

■よく観察して想像する

１ページの「画家が旅で出会った風景です」という紹介を受
けて、２ページ、３ページの風景画を見ていきます。「どんな
ところに行ってきたのだろう？」という、画家の気持ちと重ねて
見る問いかけのもとで、描かれた場所や時代、季節や時
刻の違う８点の風景画を１点１点よく観察できるようにします。
このとき、２点の作品を比べて意見を出し合うのも一つの方
法でしょう。

■「絵の中に入って旅をしてみよう」

細部に注目すると、小さく人物が描かれた作品があります。
何をしているのか、どんな人たちなのか想像していくと、風
景画を深く読み込んでいくきっかけとなります。描かれた水
の表情の違いをヒントに、画家がその作品で何を描きたかっ
たのかを想像することもできるでしょう。細部に注目できるよう、
人や動物、水の表現の部分図を掲載しました。
　細かな観察を行うなかで、絵の中の人物や、風景の前
に立つ画家の気持ちになって想像をふくらませる鑑賞のあり
方を伝えてもいいように思います。水の音や風の音、空気
の感触などをよりリアルに想像できるようになるかもしれません
し、お話をつくる授業の展開も可能となっていくでしょう。
　２ページの最後に書いた「風景にも、ほら『主人公』があっ
たでしょ」の「主人公」は、画家が最も描きたかったところを
指す言葉としました。絵のなかを旅してきた子どもたちは、きっ
と「主人公」について、いろいろと語ってくれるはずです。

■描き方を観察する

「どのようにして描いている？」という問いのもとに、５つの部分
図をのせています。水彩画の描き方を観察するヒントとなる
言葉も記しましたので、答えをさがしながら注意深く見ること
もできるでしょう。この５カ所だけでなく、掲載した図版の他
の部分について観察を広げていくこともできるはずです。（指
導の手引き3・4 ページにも描き方の説明をのせていますの
で、ご覧下さい）

4ページ：       
画家について知り、もう一度作品を見直してみる。

このページでは、参考図版も使いながら、画家のプロフィー
ルを学べるようにします。たとえば、多くのスタンプの押され
たパスポートからは、多くの国を旅したことが分かりますし、ス
ケッチからは、制作過程における彩色前のようすも知ることが
できます。いろいろと工夫して活用していただけたらと思って
います。

鑑賞シート指導の手引き

三宅克己の風景画
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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●「どのようにして描いている？」

○細かな形にこだわらず、

影となる部分と花の明る

い部分をタッチを重ねて

描くことで、軽やかに咲く

桜の雰囲気を表していま

す。

○「切り通し」をよく見る

と、鉛筆の線が残ってい

るのに気づきます。鉛筆

でだいたいの形を描いた

後に、色をつけたことや、

絵具をあまり濃くせず、紙の白さを活かして

いることが分かります。

○紙の白さを活かした表

現です。水彩絵具の透明

感を活かした技法といえ

るでしょう。絵具の濃さが

徐々に変わっていくように

調整することで、空の光を印象的に表現し

ています。
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１ページ　

■「冬の小川」　1915（大正 4）年

　第 9回文展（ぶんてん）で最高賞の二等賞を受賞した
のがこの作品です。川の水がゆっくり流れる静かな冬景色
です。人の姿はなく、画家は一人自然と向かい合うようにして、
描いたのでしょう。静けさのなかに、どこか春の気配を宿しているようにも思えます。

２～３ページ

■「風景」　1893（明治26）年

　桜の花が描かれています。階段を上ってくる人たちは花
見客なのでしょうか。子どもをおぶった着物の女性やぼうし
をかぶった男の人など、昔の服装を一人一人見ていくのも
興味深いものがあります。三宅19 歳の作品です。この年の
２月に父親が亡くなっていますので、自立しようと必死になっていた時期の作品と
いえるでしょう。

■「切り通し」　1894（明治27）年

　切り通しとは、山や丘などを切り開いた通路のことです。青空
の下、坂道を歩いてきた家族の後ろ姿を捉えています。石垣や
道の影の表現を見ると、青など色彩が淡く使われており、透明
水彩の色彩の美しさを活かそうとする試みが表れています。

■「倫敦市タワアブリッヂ」　1910( 明治 43）年

　題名にある「倫敦」とは、「ロンドン」と読みます。雲の間から
光がもれ、テムズ川の川面を印象的な色彩に変えています。ボー
トに描かれた小さな人物が、建物や自然の大きさや広さを強調し
ています。

■「ベルギー風景」　1910( 明治 43）年

　「倫敦市タワアブリッヂ」の川は、水の流れを表しているのに
対して、「ベルギー風景」の水面は、静かで止まっているように
感じられます。この作品では、水面に映った姿を含め、どっしりし
た建物に焦点をしぼって描いているようです。

●作品の解説

透明水彩（とうめいすいさい）
　三宅が使った水彩絵具は、「透明水彩絵

具」です。ポスターカラーのように、上から

塗ると下の色が隠れてしまう絵具ではなく、

色が重なって透明感のある微妙な色彩をつ

くることができます。三宅は、絵具の特徴を

活かした繊細な表現を行いました。
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○パステルと水彩絵具を

併用していています。ざら

ざらしたパステルと、水

彩絵具の色彩がいっしょ

になって、紅葉して色づい

た木々の雰囲気をうまく表しています。地面

の光が当たっているところや、影のところも、

パステルと水彩を使い分けているのが分か

るでしょうか。

■「伊太利ヴェロナの古橋」　1920年（大正 9）頃

　題名にある「伊太利」とは「イタリー」と読みます。手前にアー
チ状の石橋を大きく描き、アーチの間からヴェロナの街並み
を望む構図で、遠近感を強調した表現となっています。明
るいさわやかな色彩の表現も魅力的です。パステル調のや
わらかい色彩を使ったこの作品は、大正期の充実した作風
を示しています。

■「オークの林」　1927（昭和2）年

　アメリカのカリフォルニアを旅行したときの作品です。木漏
れ日が、緑の地面に美しく映るようすを捉えています。水彩
絵具とパステルを併用した技法も、楽しく観察できる作品
でしょう。「オーク（Oak）」とは、日本で楢（なら）や樫（かし）
と呼ばれているブナ科の広葉樹の総称です。

■「ハンプステッド・ヒース（ロンドン）」　1930（昭和5）年

　ハンプステッド・ヒースは、当時ロンドンの郊外だった地域。
なだらかに広がる丘や、大きな木の生い茂る葉の重なりが
美しく描かれています。細かく点描のようにして描いた葉っ
ぱの表現が印象的です。

■「渓流（箱根底倉）」　1941（昭和16）年

　三宅は1926（大正 15）年、アトリエを東京から神奈川
県真鶴町に移しました。それ以降、アトリエに近い箱根や
伊豆、相模湾の風景を数多く描くようになります。これもその
なかの一点です。筆のタッチを少し強く使って、早く流れる
水のようすを描いています。
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○葉の部分は、小さい点

を重ねるようにして描いて

います。でも、点をよく見

ると、水ににじんでいるよ

うに見えます。くっきりした

点として表していないところが、やわらかく

生い茂った木の雰囲気をつくっています。
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■絵が好きだった少年時代

　三宅克己は、1876（明治 7）年、現在の徳島市助任町（すけとうちょう）に生まれました。
父親は、徳島藩の江戸留守居役でしたが、明治維新で徳島にもどっていました。1880 年、
旧藩主蜂須賀家の養育係となったことから、６歳の三宅をつれて家族で上京します。
　三宅は、小学校に入学する頃から、絵を描くのが好きだったといいます。東京の家の近く
には、洋画家・高橋由一（たかはし ゆいち）の画塾もあって、「毎週一回生徒の制作画を
陳列して居たが、絵の好きな私は、それを父に連れられて見に行くのが、何よりも嬉しかった」
と述べています。蜂須賀家のお屋敷にも油彩画が飾ってあり、それらの作品を見て絵に対
する関心を高めていったようです。

■本格的な絵の勉強

　1888（明治 21）年、東京の明治学院に入学。1890 年、16 歳のときには、曾山幸彦（そ
やま ゆきひこ 1859-92 年）という洋画家の画塾に入り、本格的な絵の勉強に入っていきます。
ただし、室内でお手本となる絵を模写したり、石膏像を描いたりする勉強よりも、外に出かけ
風景を写生する方が好きだったようです。17 歳のとき、イギリス人画家、ジョン・ヴァーリー（バー
レイ）が日本で描いた水彩画を見て、強い衝撃を受け、「自分の進むべき世界の入り口が目
の前に開かれたように思った」と書き記しています。ヴァーリーの作品を見た翌朝、さっそく写
生にでかけ、その描き方を試しています。
　さらに翌年、18 歳の年に、同じくイギリスの画家、アルフレッド・パーソンズの水彩画も見
ることができ、三宅の水彩画への情熱は一層高まっていきました。

■アメリカ、イギリスでの勉強

　19 歳のとき父親を亡くしますが、絵を描いて自活する道をさがしながら、アメリカやイギリス
で勉強する夢を形にしていきます。当時、京都や奈良、日光など、日本の風景を描いた作品が、
来日していた欧米人に売れたことから蓄えをつくり、1897（明治 30）年彼は、23 歳のときに
渡米します。イェール大学附属美術学校で学び、翌年イギリスに渡りました。ロンドン滞在
中は、大英博物館やテイト・ギャラリーなどで作品を見るのはもちろん、アルフレッド・イースト、
アルフレッド・パーソンズからも指導を受けています。自転車を買って毎日写生にでかけ、初
夏のロンドン郊外の風景を「この世の光景とは思えぬほど美しい」というほど感激しています。

■その後の活躍

　帰国後、洋画家の団体、白馬会の展覧会にアメリカやヨーロッパで描いた作品を出品し、
会員にむかえられます。また、30 歳代で、『水彩画手引き』（1905 年）、『水彩画指南』（1907
年）などの本を執筆し、水彩画を多くの人に普及するうえで大きな役割をはたしました。彼は、
20 世紀初頭の水彩画ブームの中心にいた画家の一人となったのです。
　1907（明治 40）年、文展（ぶんてん 文部省美術展覧会）が開設されると第一回展
から出品し、第二回展、第三回展で受賞。1915（大正 4）年の第九回文展では最高賞
の二等賞を受賞し、以後、審査されることなく出品できる無鑑査（むかんさ）となっています。
　三宅は、水彩で油彩画に負けないくらい優れた作品を描けるように努力した人で、水彩
画のブームが去り美術の流れが代わった後も、その姿勢を変ることはありませんでした。日本
各地の風景を描いたのはもちろん、当時の画家としては異例とも言える６回に渡るヨーロッパ
旅行を行った他、アメリカや中国でも風景画を描きました。1951（昭和 26）年、日本芸術
院から恩賜賞（おんししょう）を受賞。最後まで制作を続け、1954 年、神奈川県真鶴町（ま
なづるまち）の自宅で、80 歳の生涯を終えました。

●三宅克己 プロフィール

水彩画の時代背景
　今日の水彩絵具は、18 世紀後半から19

世紀頃、産業革命期のイギリスで完成した

もので、比較的新しい画材といえます。日本

でも幕末から水彩画を学ぶ画家が現れます

が、ブームとなって多くの人が用いるように

なったのは20世紀前半（明治末）以降でし

た。三宅克己も、水彩画の入門書を出版す

るなど、その普及につとめました。けれども、

西洋絵画のなかで、水彩画は、油彩画より

も低く見られる面がありました。三宅が生涯

をかけて努力したのは、油彩画に負けない

水彩画を描くことだったともいえるのです。

イギリス人の画家の来日
　1891（明治24）年、ジョン・ヴァーリー（バー

レイ）は、来日中に描いた風景画を東京で公

開しました。（イギリスの水彩画家協会の発

起人として著名なのは、同姓同名の祖父）。

その翌年に来日したのは、アルフレッド・パー

ソンズ（1847-1920年）です。パーソンズは、

後にロイヤル・アカデミーの会員として活躍

しました。

テイト・ギャラリー
　テイト・ギャラリーは、イギリスの国立美

術館。イギリス美術のための美術館として

1897 年に開館。その後、近現代を対象と

する美術館として活動しています。

文展（ぶんてん）
　文部省美術展覧会の略。1907（明治

40）年に第一回展。1919（大正 8）年には

帝国美術院美術展覧会（帝展 ていてん）と

なり、1937（昭和12）年、再び文展に改組

されました。後者の文展を新文展（しんぶ

んてん）ともいいます。現在の日展は、文展

が前身となっています。



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 くじらぐもにのって、えのたびをしよう   （参考 低学年） 

   ※「くじらぐも」 中川李枝子作〈光村図書一年（下）ともだち〉 

２．単元について 

  ① 場面設定について 

 旅の経験が少ない小学生にとっても、心はずむ作品との出会いから、楽しい活動の場が生まれるように、

「くじらぐも」の背景設定をした。探検的な絵の旅が生まれるであろう。 

  ② 活動目標としての旅レター 

 小学生の鑑賞体験は、「作品との関わり方を知っている（鑑賞遊び）」、「伝え合う人がいる」などの条件

が充実することにより、意欲的主体的な活動が展開する。絵の中へ自身が入っているような楽しい鑑賞体

験と、伝えたい、教えてあげたいという各人の活動目標が自然に生まれてくることを期待したい。 

３．目標 

  ○絵の中を旅している気持ちで、興味を抱きながら見ることができる。 

  ○絵の旅をしながら、気付いたことや感じたことを手紙に書いて伝えることができる。 

４．指導計画 （１時間） 

  くじらぐもに乗って、三宅克己の絵の旅をしてこよう。 

５．展開 

学習活動 指導上の留意点 

１．美術館の先生から届けられた手紙を読み、本

時の活動目標を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

２．くじらぐもに乗って出発する。 

 

 

３．３ヶ所の目的地（三宅克己の作品）にだんだ

んと近づきながら到着し、絵の中で楽しく遊ぶ。

 

 

 

４．旅先から美術館の先生へ、手紙を書く。  

 

 

 

 

５．友達がどんな絵の旅をしてきたのかを、ポス

トの中から数枚の手紙を取り出し読む。 

 

１．手紙の中には、三宅克己の絵の旅への招待状とチ

ケットを入れておく。  

 

 

 

 

 

 

 

２．第１学年国語科教材「くじらぐも」のお話を活用

した場面設定をすることで、絵の旅への期待感を抱

かせる。 

３．空から眺めたり、遠近感を感じたりしながら作品

と出会わせることで、様々な視点から作品を楽しく

見ることができるようにする。 

・絵をよく見たり、絵の中に入り込んだりすることが

できるような言葉がけを用意しておく。 

４．好きな場所（三宅作品）を選んで、旅している様

子を書くことができるようにする。 

・用意しておいた雲の郵便ポストを出し、旅レター

を届ける意欲を高める。 

・教師も旅レターを書き、読む。 

５．どの絵の旅レターなのか、どんな旅を楽しんでき

たのか、共感的に聞くことができるようにする。 

 

 

６．美術館の先生からのお返事レターを読む。 

 

 

６．お返事レターの中には、旅レターを読んだ感想と

美術館見学への招待状を入れておく。 

・美術館見学への興味を抱かせ、他教科と合科的な

活動へとつなげていく。 
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事後活動 

☆☆☆小学校１ねん２くみのみんなへ 

 くじらぐもにのった空のたびは、たのしかったですか？ぶんかの森

のほうまで、きていたのでびっくりしました。 

 「おうい」と、大きなこえで 下からよんでみたけど きこえました

か？ 

 もういちど、くじらぐもにのって、たびにでかけてみたくないです

か？こんどのたびは、三宅(みやけ)克己(こっき)と いうえかきさん

が、えのぐでかいた やさしいかぜが ふいてきそうな えのたびで

す。 

 チケット いれておきますね。みんなで、たのしんできてください。

       ☆月☆日  びじゅつかんのせんせいより 



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 いっしょに旅をしよう  （参考 中学年） 

２. 目標 

 ・ 描かれた様々な場所に自分を置き，絵の中で旅をして作 

 品を楽しむことができる。 

 ・ 作者の表現の工夫に気づき，自分の見方や感じ方を広げ， 

 じっくりと味わう。 

３. 指導計画   ３時間 

第１次・・風景をじっくり見つめ，季節や天気も想像し，

絵の中で旅をして，楽しむ。（１時間） 

第２次・・いろいろな描き方を見つけたり，試したりして，

自分の見方・感じ方を広げる。そのために簡単な

描画体験をする。（２時間） 

発 展・・「三宅克己」の作品を鑑賞し，作者とともに旅

をする気持ちで味わう。 

    身近な風景や行ったことのある風景を描く。 

４. 展開 
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第１次 １時間 【参考】

夏に，外国でめがねのような

大きな橋から町を見たよ 

林の中にも行って

気持ちよかった 

石垣のある坂道

を歩いて来たよ 

川の流れの音が

聞こえて，さわや

かだったよ 

発 展 

川かな。池のよう

な感じもするよ 

あまり行った

ことがないよ 

広くて，静か

な感じ 

いったことある？こんなとこ。どんなとこだろう？

                  （鑑賞シート p.1）

作者はどんなところにいってきたのかな？いっし

ょに旅にいこう         （鑑賞シート pp.2-3）

徳島県立近代美術館で三宅克己さんの作品を鑑賞

し，いろんなところへ旅をしよう 

わたしたちも，身近な風景や自分が行ったことのあ

る風景を描いてみよう 

こんどは絵を見て，いろいろな描き方を見つけ 

てみよう          （鑑賞シート pp.2-3）

色が重なっている。筆で

おいている感じ 

この雲の白はぬ

っているのかな 

絵の具の他にもクレパスも

使っているのかな 

ゆったりした流れの川に，家

が映ってきれかったなあ 

広い丘で，大きな

木が見えたよ 

みんなが旅で出会った川の水をくわしく見てみよ

う。水はどんなようすかな？ 

塔のような橋を船に乗

って見たよ 

子どもをおぶったお母さん

に会ったよ。桜の花がきれい

に咲いていたなあ 

流れが速く，橋の下を

どんどん流れていく 

赤い屋根の家が川の中で

も赤く映って見えている

岩の間を水が流れて

いてさわやかな感じ 

雲の間から光が出て，水が

キラキラ輝いているよ 

鉛筆の線も見

える 

葉の影の感じがよ

く出ている 

橋は色も形もきれい。どう

やってかいたのかな 

第２次 ２／２時間 

三宅克己さんは，小さい頃から絵をかくのがとても

好きだったらしいよ      （鑑賞シート p.4）

スケッチもていねい

に描いているなあ 

絵の描き方の本も出

している 

三宅さんの水の描き方をためしてみたいね。水のリ

ボンを並べて遊んでみよう（色の重なりや筆づかい

を試してみる） 

三宅さんはいろいろ表現も工夫をしていることが

わかったね。さあ，もう一度，みんなで旅をしてい

こう 

※状況により，「発展」の内容は順序を変えて実施してもよい。 

 遊んでみよう 水のリボンで！ 

自分が行って見てみたい川の様子を思い浮かべ，川

の水のリボンを並べたように表して楽しもう 

今回は，水の分量に気をつけて，色を混ぜないで試

してみよう 

色が重なるところは少し待って，ぬったところが乾

いてから次の色を重ねてみよう 

第２次 １／２時間 



[   ]

作品例

図1

図2

図4

図3（原版は八つ切り画用紙）

■遊んでみよう　水のリボンで！

　小学校 4 年生の作品例です。「活動シート」は、本ページ

裏面を画用紙に拡大コピーして使うことができます。

　三宅克己は、水彩絵具の透明感を活かそうとしましたので、

その描き方を体験してみましょう。濃い絵具を使うのではなく、

紙の白さが活きるように薄く塗ってみます。チューブから出す

絵具は少しだけにして、水を多めに使うのがポイントです。

　水の量をすこしずつ変えていくと、濃さが変化していくグラ

デーションをつくることができます（図１）。滲みの効果を活かし

たリボンの模様（図2）や、川の流れのような形（図3）を描い

てもいいでしょう。

　パレットのなかで混色せず、乾いた色の上に別の色を薄く

塗ると、美しい色ができることも試してみてください。

　図４は、発展「身近な風景や自分が行ったことのある風景

を描いてみよう」の作品例。図３を描いた児童の作品です。



活動シート「水のリボンで遊んでみよう」



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。                                          

 

●中学校授業案 

１. 題材名 「水彩画を味わう・風景画を楽しむ 」 

２. 目標  風景描写の表現方法や水彩画の技法を理解し，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   ３時間 

  第１次 三宅克己の作品を味わい，好きな作品を模写することによって水彩画の技法や作者の表現を理解する。 

                                                                       （３時間） 

   第２次  鑑賞シートの図版を通して作品や作者の理解を深める。                   （１時間） 

 〈発展として〉 

   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 

 

              

鑑賞シートを用いて三宅克己の風景

画を鑑賞する 

      〈第1次〉 

                   ↓ 

自分が訪れてみたい風景の作品を選んで，その作品の樹木や水面・空

の描き方を，水彩絵具を用いて模写してみる 

（注）この場合の模写は作品理解の一助であって三宅克己の作品を忠実に写し

取ることをねらいとするものではない 

                       ↓ 

三宅克己の風景画を模写してみて分かったことや感じた

ことを美術鑑賞カードに整理する 

                           ↓ 

  

  

樹木や水面・空の描き方について作者の技法を知り，自分

の表現に生かそうとする態度を養う 

        

        

                          ↓                                

 

              

鑑賞シートを用いて作品や作家の理

解を深める 

      〈第2次〉 

                    ↓                                

   作品の良さなどの感想を自分の言葉で表現する         

                                                             

     

 発展 美術館での実物鑑賞           〈第3次〉 

                           ↓                                

  

  

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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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。                                          

 

●高校授業案 

１ 単元名 風景への旅 

２ 目標 

・ 描かれた様々な場所に自分を置き，作品自体のよさ

や美しさを味わうことができる。 

・ 多様な表現形式の特質を理解し,効果的な表現方法

の工夫を感じ取ることができる。 

・ 作品のよさや美しさに対し自己の意見を述べるこ

とができる。 

３ 指導計画 ２～３時間 

４ 展開 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

【鑑賞シートを配布】 

 

①風景（画）への旅 

 

 

↓ 

・作品を通した自己との対話を促す 

 

 

↓ 

・意識の中で現実と風景（画）の境界線をなくす 

 

 

 

 

 

 

 

②表現方法の工夫を知る 

 

 

・空気遠近法「倫敦市タワアブリッヂ」 

        「冬の小川」 

→空気の存在を確認し，その効果を考察する。 

・色彩「切り通し」 

     「オークの林」 

→色彩による光と影の表現を学ぶ。 

 明度・彩度「鑑賞シートの白黒コピー」 

    →明度差の描きわけは，どのような意図によるもの

か考える。またその効果を考察する。 

・技法 

 透明水彩について（アクリル絵具，油絵具との違い） 

 p.3「どのようにして描いているの？」 

     葉の描き方，色の重なりや筆使い，白の使い方，

パステル，鉛筆について 

 

③作者について学ぶ 

→徳島市出身，徳島県立近代美術館所蔵作品 

  年表と作品との関係についてなど 

          ↓ 

・ジョン・ヴァーリーの作品を見せる 

 

 

 

 
 
 [ 8 ] 

 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

④生徒自身が目や心で感じ取ったことを再認識する 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 

ジョン・ヴァーリー（バーレイ）〈宮島の街並〉 1890 年 水彩 紙 

「JAPANと英吉利西 日英美術の交流 1850-1930」展 

図録（1992年 世田谷美術館）より 

 

 

 

 

 
発行者 

徳島県立近代美術館 

 

発行年 

平成18年3月（鑑賞シートno.5） 

平成18年11月（指導の手引き） 

 

鑑賞シート作成 

鑑賞教育推進プロジェクト 

山木朝彦（鳴門教育大学教授） 

結城栄子（徳島県立総合教育センター） 

濱口由美（徳島市富田小学校教諭） 

山本敏子（徳島市加茂名南小学校教諭） 

坂本和生（中学校教諭） 

堀内理香（高知県立佐川高等学校教諭） 

有田洋子（茨城大学研究生) 

徳島県立近代美術館/ 

仲田耕三/森芳功（専門学芸員） 

竹内利夫（主任学芸員） 

門倉摩耶(文化推進員） 

 

指導の手引き：下記の者も参加 

宮越千佳（鳴門教育大学附属中学校） 

三原宏和（徳島県立徳島東工業高等学校） 

厚芝ひろみ（鳴門教育大学院生） 

 

［鑑賞シートの編集：森芳功 指導の手引きの執筆： 

森芳功、濱口由美、山本敏子、坂本和生、三原宏和］ 

行ってみたい風景，それはなぜですか？ 

窓の外と同じ（似ている）空はどの絵ですか？ 

５つある川，流れが速いのは？ 

風景にある人や動物は何をしている？ 

高台から見ている風景は？ 

この中に行ってみたい風景はありますか？

いつ三宅はヴァーリーの作品に出会ったか…？ 

皆の年は？ 

旅に出かけませんか？ 

「日本？海外？」「春？冬？」          

「過去？未来？」「教室？中庭？」 

次に，表現の形式，表現方法ついて学びます。

旅はどうでしたか？作者が見た風景への旅。作者

は何を見たのか？ 

これから皆が見る風景は…？ 

風景への旅を通じて感じた作品のよさや美しさを

言葉にし，自分の内面や生き方などとのかかわり

を自分なりにまとめ発表してください。 




