
 

 

 

 

 

 

 ■授業計画の例 

       １次 「シーがる・た」の活動（pp.1-3） 45 分 

       ２次 「背景を描こう（p.1）」 ／ 「日記にチャレンジ（p.3）」 ／ 「シーガルの作り方（p.4）」 など 45 分 

※各学校種ごとに授業案がありますのでご覧下さい。 

 

 ■基本的な流れ 

 シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと 

①  

「シーがる・

た」遊びへ

誘う 

 

 

5 分 

 

 

気づいたことを言ってみて 

 

この作品とシーがる・た遊び

をしよう。「ベンチにすわっ

て・・・」 この後にどんな言

葉が入るかな？ 

 

少しずつ違う読み札ができ

るね 

  

 「シーがる・た」遊びのルールを全員が理

解できるようにします。 

・全体の印象から出発。連想や想像も大

切にする。 

・どんな着眼点も読み札になる。 

・ベンチも作品であることを知らせる。 

※背景を描くのも楽しい （p.3 参照）

   ↓ 

② 
多様な見

方を受け

入れる 

 

 

 

20 分 

 

 

どの絵札でつくったか当て

てみて 

 

「サングラス 頭にのせて

待っている」 

 

どうしてそう思ったかな 

 

ぴったりの組み合わせをほ

かにも探してみて 

  

 視点によって様々な意見があることを、

みんなで受け入れる場を作ります。 

・よく観察する。 

・自分なりの視点を大切にする。 

・読み手の視点に理解共感する。 

   ↓ 

③ 
自分も表

現する 

 

 

20 分  

 

読み札をつくってみよう 

 

グループで当てっこしよう 

 

お互いの見方を交流できる

ね 

 

 

 実際に表現してみることが、互いの見方

に耳を傾ける態度にもつながります。 

・何を言語化しようとしたのかを大切にす

る。 

・ペアやグループの学習を取り入れること

で交流を深めたい。 

※日記や、p.1 の描画にも展開できる。

   ↓ 

④ 

作家に親し

む 

 

 

ほかにもこんな作品をつく

っている 

 

インターネットで交流できる

 

 

 

 作家の人柄やテーマに親しみを持つこと

で、自分たちの連想や解釈が、ふくらんで

いきます。 

・技法やテーマを考える場でも、自分で見

出した作品の価値と、つなげたい。 

・作品との「関わり方」は、これからの鑑賞

経験にも活かすことができる。 

鑑賞シート指導の手引き 

シーガル「ベンチに座る 
サングラスの女」 

―シーガルの人間像― 

 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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なぜ、鑑賞遊びなの 
濱口由美 

 

 

 

 

 

★旅する 27 人の鑑賞者に 

 美術作品と夢中になっておしゃべりを始める子どもた

ちの視線。対話型鑑賞活動に取り組みはじめた頃、絵本の

読み聞かせのときに見せてくれる眼差しと似ていること

に気づきました。いたずらや失敗をとことんやってのけて

くれる絵本の主人公に自分を重ね、自らを解放していると

きの子どもたちの眼差しです。また、作品との出会いから

生まれる対話は、造形遊びと肩を並べるほど創造的な活動

であり、子どもたちの成長にとってかけがえのない自己発

見の場をもたらすものと感じました。そして、それは実践

を重ねるほどに確かなものとなり、この活動への思いと期

待は今も膨らみ続けます。 

 しかし、そんなすがすがしい大海原にも、にわかに宿る

曇を見つけることがあります。作品との出会いから湧き出

てくるものがあるのにそれを言葉にできない子や、作品を

囲んでの対話に入っていくことができず思いを断念して

しまう子に気づくときです。教師と 27 人の子どもたちが

一緒に活動していく対話型鑑賞活動だけでは、どうしても

積極的な子どもたちの見方や感じ方に統合されやすく、

個々がつくりあげていく作品世界が尊重されにくいこと

もあるのです。 

 絵本の前にすわる 27 人の学級児から注がれるまっすぐ

な眼差し。それは、子どもたちがそれぞれの作品世界を旅

している証なのでしょう。ページをめくる度に絵と言葉で

道案内されるこの世界は、誰でもがエルマーになれるのか

もしれません。ちゃんと目的地に到着できるという自信が、

回り道へと足を延ばしたり迷路に侵入したりしようとす

る冒険心も与えてくれます。 

 美術作品と子どもたちが出会う場所。そこも、27 の作

品世界への入り口であるはずです。しかし、そこにあるの

は、自らが道しるべを見つけて行かねばならない未知の世

界です。その中を、自分らしく旅していくのは容易なこと

ではないでしょう。けれども、その扉を開け、力強く自分

の足で踏み出すことができたならば、かけがえのない自己

実現の場を一人一人が手にすることができるはずです。で

は、27 人の子どもたちが、自分の足跡を確かめながら、

しっかりと作品世界を歩んでいくためには、どのような支

援が必要なのでしょうか。 

 一つは、作品とじっくり向き合うことのできる関わり方

を子どもたちが手に入れることがきるようにすることだ

と考えました。行く先の見えない作品世界を一人で歩いて

いくには、不安も抱くことでしょう。せっかく扉を開けて

も、そこから先の一歩が踏み出せずに、困惑してしまう子

どもがいても不思議ではありません。そんなとき、道しる

べを探し当てることのできる関わり方を身に付けていた

らどうでしょう。それが、一人一人のコンパスとなり、眼

差しを注ぐ方向を示してくれることでしょう。 

 二つめは、一人一人の考えを伝え合うことができる小集

団学習の場を大切にしていこうと考えました。小さなグル

ープでの交流は、個々の活躍の場が必然的に保障されます。

コンパスを手にした子どもたちは、きっと互いの変容を引

き出すような交換・交感の場を構築していくことができる

でしょう。互いの道しるべを伝え合うことで、一人では描

くことのできない旅の地図を手に入れてほしいと考えた

のです。 

 「作品世界を自分らしく旅する 27 人の鑑賞者に会いた

いな」その夢を実現するために生まれた鑑賞プログラム。

それが、私たちが提案する「鑑賞遊び」なのです。 

 

★子どもたちに鑑賞パスポートを 

 子どもたち一人一人が自信を持って、自分や友達の鑑賞

世界をたずね歩いていくことのできる学びの場を生み出

すために必要なもの。コンパスとなる関わり方や地図を描

く交流の場を、子どもたちの自立した社会が築かれていく

伝統的な遊びの中に求めていきました。かんけりやおにご

っこの伝統的な遊びの中では、口数の少ない子や幼い妹た

ちも、安心して遊びの輪に入り、自分らしさを発揮しなが

ら活動することができます。それは、遊びのスタイルを容

易に模倣できるシンプルさと個々の考えや創意を認める

自由さを合わせ持つルールがそこにあるからだと考えま

す。 

 ならば、模倣と創造が可能なルールを鑑賞活動の場に提

示すればどうでしょう。みんなが同じルールをもつことで、

自分の考えをしっかりと持つことができ、互いの思いを共

感的に受け止めながら、新しい意味を生成していくことの

できる鑑賞の場が生まれてくるはずです。 

 「シーがる・た遊び」は、そんな願いのもとに考案され

た鑑賞遊びのルールの一つです。 

  「ベンチに座ってバスを待つ」 

  「ベンチに座ってひと休み」。 

 初に取り組むモデル学習で、作品から見つけたもの、

感じたことを自分の読み札として言語化する関わり方を

手に入れた子どもたちは、その後、一気に飛翔していきま

す。１枚の読み札を抱いて、作品との静かなおしゃべりの

時間に集中します。編まれた読み札からは、学びひたる交

流の場が生まれてきます。 

 「シーがる・た遊び」の読み札が、自由に行き交うこと

のできるパスポートとなって、互いの作品世界の探検や、

美術館での一人旅を楽しむ 27 人の子どもたちの活動を応

援していくのです。 
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★コンパスを片手に足跡を 

 「シーがる･た遊び」から生まれた読み札には、一見突

拍子もない見方と思われたものも、実は本当によく見て作

られたものであることに気づかされることが度々ありま

す。 

老人は誰かをずっと待っている 

 「ベンチにすわるサングラスの女」から、生まれたこの

読み札も、その中の１枚でした。授業の終わりころ、「ま

だ、発表していない人がいたら読んでみて。」の声かけに

励まされて披露してくれた小学校３年生の渾身の読み札

です。ほとんどの子どもが、この彫刻作品に若い女性像と

いうイメージを持っていたのか、読み終えると「えー」「不

思議すぎー」という驚きの声が飛び交いました。しかし、

正解の絵札とその理由を知ると誰しもが納得させられた

のです。無造作な石膏跡から頸骨の浮き出されてくる細い

首が、確かに年輪を感じさせるものであると。 

 この児童は、自分で見つけたものを全身の感覚で受け止

めたことでしょう。作品から見つけたことを自分の一番納

得できる言葉に置き換えて紡ぎだされたのがこの読み札

なのです。誰かから教えられた見方でも借りてきた言葉で

もありません。自分の目に映ったものを自らの言葉で伝え

ようとした創造的な鑑賞活動の証なのです。そしてそれは、

自分の足で作品世界を歩いたものしか残すことのできな

い足跡なのです。 

 このような足跡は、別の鑑賞遊びの中でも同じように刻

まれてきました。クレーの天使にげーむのーくんと付けら

れたこの名前は、「天使なぞ

なぞをしよう」という鑑賞

遊びで生まれた小学１年生

の児童作品です。天使の親

指が、体の前に寄せられた

両手から確かに伸びていま

す。この小さな指の表情を、この子は見逃さなかったので

す。そして伏し目がちに見えてしまう視線の先がそこにあ

ることも。そのとき、彼はこの天使からこんなつぶやきを

聞き出しています。もーいらいらするー。おかあさん、げ

ーむしすぎたからこんどはべんきょうするー。 

 「鑑賞遊び」というコンパスを片手に、それぞれの作品

世界を歩いてきた子どもたちは、こんなふうに自分の足跡

を刻んでいきます。そして心と心を重ね合わせていくこの

ような鑑賞活動は、こんなクレーの言葉も思い出させてく

れるのです。 

 「芸術は目に見えるものを再現することではなく、見え

るようにするものである」 

 

 

★地図を広げあって 

 シートを開ける（pp.2-3）と、子どもたちの様々な交流

の場が始まります。 

考えて考えて、石になったんだ 

 「これは、何番を絵札にしてつくった読み札か考えてね」

教室に静かな緊張感が走る瞬間です。たった１枚の読み札

が投げかけられただけで、子どもたちの視線がぐっと本気

で作品にせまっていきます。見知らぬ友だちが残した作品

旅行の道筋を、丁寧にたどっていきます。他者の主観的な

見方に寄り添って作品へ近づくこのプロセスは、自分に見

えている作品世界を疑う行為であるのかもしれません。し

かし、どの子どもたちも探し求めているものにたどり着こ

うと一生懸命です。同じルールで活動していることが、作

品をよく知ろうとする共感的な眼差しへと高めているの

かもしれません。 

ながいもの 頭にのせて おもたいな 

 子どもたちの声が一段と大きくなってくるのが、このグ

ループでの「シーがる･た」です。自分がつくった読み札

を誇らしく読む子ども。そしてその声にしっかりと耳を傾

ける友だち。「９番かな。え、違うの・・・」小集団学習

では、限られた時間のなかでも個々が活躍できる場を生み

出すことができます。互いに同じルールを共有しているた

めに、「読み札を聞く」「作品を見る」「互いの考えを伝え

合う」「読み手の考えを理解する」といった手順を踏んだ

相互作用の活動を子どもたち同士で促がしていくことが

できるのです。 

 作品との関わり方を提案する「鑑賞遊び」は、このよう

に共有する仲間たちと同じリズムを鼓動させながら、地図

を広げていくような鑑賞活動が生まれます。鑑賞遊びのル

ールが友の見方を受け入れようとする土壌やそれを豊か

に耕していくルーチンも育み、主体的な鑑賞活動を支えて

くれているのです。 

 

★美術館での旅立ち 

 鑑賞遊びの目的と方法を手にした子どもたちが、新しい

作品との出会いを求めて訪れた美術館。お気に入りの作品

と向かい合うその眼差しは、声をかけるのもためらってし

まうほど真摯で、しかも自信に満ちています。 

 自らが求めた作品世界の中で学びひたる子らと出会え

る美術館での旅立ちこそが、この「鑑賞遊び」の真骨頂な

のかもしれません。創造を友とする 27 人の鑑賞者が、き

っとそこで待っていることでしょう。 
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●作家プロフィール 

 

  

1.誕生から少年期まで―貧しい境遇の中での美術との出会い 

 ジョージ・シーガル（George Segal、1924―2000 年）は、ポーランドからの移民である両親のも

と、1924 年にニューヨークで生まれた。両親がアメリカに移り住んだのは第一次世界大戦直後の頃

であり、ニューヨークのブロンクスと呼ばれる地区で肉屋を開業した。父母はともに生きるために

懸命に働いた。  

 ユダヤ人であったシーガルの父には、ヨーロッパに留まった五人か六人かの兄弟がいたが、すべ

てナチスによって殺されてしまった。シーガルが長じてユダヤ人迫害の問題に関心を強く抱いた理

由の一つである。（註 1） 

 ブロンクスに住んでいた少年の頃の思い出として、後年、彼は一人の美術教師からの影響を語っ

ている。シーガルは色鉛筆と画用紙をプレゼントしてくれたその教師の「5セント硬貨一枚あれば、

メット（メトロポリタン美術館の略称）に行ける。そこには、かつて王様のために創られたアート

を見ることができるんだよ」という言葉に促されて、足を運ぶようになる。そこは、自分の置かれ

た苦しい環境や生活のために働かなくてはならないという見通しからシーガルを開放する場であっ

た。 

 

2.美術の基礎を修得するための苦闘―養鶏の仕事とアートの狭間で 

 グラマースクール（8年制の初等中学校のうちの後期 4年間）で科学の成績が優れていたことから、

科学系の優秀校であるスタイヴェセント高校に進学するが、科学系ではなく芸術系のコースを選択

したために、両親を当惑させた。16 歳（1940 年）のことである。同年に、両親と兄はニュージャー

ジー州サウス・ブランズウィックに移り住み、念願の養鶏場を営み始める。 

 芸術系への進路を固めたシーガルは、翌年、クーパー・ユニオン校の美術課程に入学するが、徴

兵された兄の替わりに養鶏場を手伝う必要が生じて、同校を中退し、サウス・ブランズウィックの

実家に引っ越した。ここで働きながら、ラトガース大学夜間部で歴史や哲学、そして心理学などの

授業を聴講する。この時期、ヘレン・スタインバーグと結婚している。なお、妻ヘレンはシーガル

の作品制作のアシスタントも務めている。 

 養鶏場で働いていても美術制作にたいするシーガルの熱望は強まるばかりであった。このため、

23 歳（1947 年）で、ニューヨークに戻り、伝統を誇るプラット・インスティチュートの美術デザイ

ン学部に入学する。しかし、ここに馴染めず、翌年、ニューヨーク大学の美術教育課程に入学した。

この大学では、抽象表現主義の画家バジオテスや後にミニマリストの立体造形作家として活躍する

トニー・スミスに就いて美術の制作と理論を学んだ。この時期、マーク・ロスコやバーネット・ニ

ューマンらが設立し、抽象表現主義に基づく創作を追究していた「ザ・クラブ」という組織が開い

た講習会を受けている。入学した年の翌年の 1949 年には美術教育学士号を取得してニューヨーク大

学を卒業するが、教師の職に就けなかったため、故郷に戻り独立した鶏舎での仕事を始めた。制作

したいという気持ちは強かったが、日々の労働に追われる鬱屈とした日々が続いた。サウス・ブラ

ンズウィックへの移転の翌年には長男ジェフリーが、四年後には長女レナが生まれ、一家の生活を

支えるための労働が 優先された時期だといえよう。 

 

3.カプローとの出会いと作家デビュー―画家シーガルの誕生 

 のちに、ハプニング芸術の理論家・実践家として名を馳せるアラン・カプローとの出会いは、シ

ーガルを再び芸術の軌道へと連れ戻し、さらに作家デビューへの道を開いた。ラトガース大学の教

師だったカプローとシーガルが出会った 1953 年、カプローは 26 歳、シーガルは 29 歳であり、新た

な芸術を切り開こうという野心を抱いていた二人は意気投合した。ニューヨークに画廊を設立して

いたカプローは、その画廊での個展をシーガルに勧め、1956 年にはこれが実現した。この初個展後

も、第四回まで毎年この画廊で個展を開催している。この時期のシーガルの絵は、おおまかな輪郭

線を残した人物が大胆な色彩で荒々しくも投げやりなストロークで描かれている。全体として、そ

の描法は表現主義的である。 

 初個展の翌年である 1957 年には、著名な美術史家のメイヤー・シャピロが企画した「ニューヨー

ク派:第二世代」展で、ジャスパー・ジョーンズやラウシェンバーグ、そしてフランケンサーラーら

と共に出品を果たした。 

 

4.彫刻家シーガルの誕生と発展―意表を突く独創的な技法 

 1958 年には、かげりが出始めていた養鶏業を廃業し、鶏舎をアトリエに改造して本格的な創作の

態勢を整えた。絵画空間にリアリティーを持たせたいという想いが発展して、1958 年から彫刻の模

索が始まる。 初期のそれは、針金を組み合わせて人型の骨組みを作り、石膏に浸した布を巻き付 

  

 

 

メトロポリタン美術館 

モダンアート約 1 万点、これと

は別にレンブラントやフェルメ

ールなどの西欧の絵画作品

約 2 千 5 百点、エジプト美術

に関連する作品約 3 万 6 千

点、アジアの美術約 6 万点が

収蔵されている。世界有数の

鎧のコレクションを収蔵・展示

していることでも有名。年間

入場者数 5 百万人を超え、

各種の教育機能を有する巨

大な美術館である。 

 

抽象表現主義 

abstract expressionism の訳

語。第二次世界大戦中に亡

命したヨーロッパの画家たち

は、シュルレアリスムや抽象

絵画の理論と表現手法をアメ

リカの画家たちに伝えた。ま

た、1932 年からアメリカに住

んでいるドイツ生まれの画家

ハンス・ホフマンはヴラマンク

や一時期のマティスにみられ

る荒々しい筆触が特徴である

フォーヴィズムをアメリカに伝

えた。これらの影響のもとに、

オール・オーヴァーと呼ばれ

る画面全体を絵の具で埋め

尽くす方法やキャンバスを行

為（アクション）の場として意

識し描く方法などユニークな

表現方法に基づくアメリカ発

の新たなスタイルが登場し

た。代表的な作家にゴーキ

ー、デ・クーニング、ポロック、

ロスコらがいる。 

 

プラット・インスティチュート 

1887 年に開学した大学で、

プラットと略されて呼ばれるこ

とも多い。いくつかの学部が

あるが、とくに美術デザイン

学部が有名である。写真家

のロバート・メープルソープ、

画家のピーター・マックスや

エルスワース・ケリーなどがプ

ラットの出身者である。 

 

ニューヨーク大学 

1831 年に開校した、ニューヨ

ーク市にある私立大学。約 4

万人の学生が学ぶ総合大

学。芸術関係では、小説家

のサリンジャー、指揮者のバ

ーンスタイン、映画監督のオ

リバー・ストーンやマーティ

ン・スコセッシなど優れた芸

術家を輩出している。 
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けるという構造的には単純なものだった。部分的に針金の骨組みが剥き出しになったこの時期の彫

刻作品は、批評家たちから良い評価を得られなかった。 

 養鶏業が思わしくなくなってきた時期からシーガルは、ラトガース大学や地域の高校やコミュニ

ティーセンターで、美術関係の授業を受け持っていた。廃業してからは、1961 年にラトガース大学

の修士課程に学び始め（註 2）、同時に、中学校で美術を教えている。同年、地域の成人向け美術教

室の講師として教えていたときに、シーガル独自の技法を生み出す新技術との出会いがあった。 

 大手医薬品メーカーのジョンソン・アンド・ジョンソンに勤めていた化学者の妻がシーガルの授

業に参加しており、彼女が開発されたばかりの患部固定用の医療用包帯の現物を彼に見せたのであ

る。シーガルについて本格的な批評を試みたタックマンは、「これを契機に、ジョージ・シーガルは、

彫刻家になったのである」(註 3)とまで言っている。 

 彼はすぐにこの材料で自分自身を型抜きする実験に取りかかった。妻のヘレンがこの石膏が含ま

れる厚さ３ミリの包帯を温水に浸してから、シーガルの体に巻いた。固まりかけてから、何とか体

から剥がして、再度、組み直して、人型の立体を作り上げるという厄介な工程を経て、この新技法

による 初の作品「テーブルについた男」が完成した。 

 翌年には、個展で、人体から型取りした彫刻を初公開した後、ポップアート誕生の記念碑的なグ

ループ展となった「新しいリアリスト」展の出品作家に選ばれ、「バスの運転手」と「食卓」を出品

し、一躍、注目を浴びる。この展覧会は、アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンシュタイン、ト

ム・ウェッセルマン、クレス・オルデンバーグら、ポップアーティストとして綺羅星の如く登場し

た作家群で構成されていた。 

  

5.現代の人間像を探究するアーティストの目―表現方法の変化と変わらぬ作家の本質 

 「新しいリアリスト」展を皮切りに、シーガルは破竹の勢いで精力的に作品発表を行い、いずれ

も高い評価を得ることになった。1963 年には、サンパウロ・ビエンナーレの「10 人のアメリカ人彫

刻家」の一人として選出されている。また、パリ、デュッセルドルフで個展を開催し、海外進出を

果たしている。1965 年の個展では、図録にデュシャンが序文を寄せている。この年、石膏への原色

の着彩を試みた群像作品「仮装パーティー」を制作している。1968 年にはシカゴ現代美術館にて美

術館主催の個展を開催し、1970 年にはラトガース大学から名誉博士号を付与されている。 

 約 10 年間、人間を型取りした包帯の外側、つまりギブスの外皮を見せる技法を探究したシーガル

は、この型取りをした内側の面を活かすために、人体から外した石膏の人型を雌型として利用する

方法を 1971 年に開発し、リアルな細部表現を追究し始める。こうした方法で、訴求力を持つ裸婦の

レリーフも可能となった。また、1976 年からは、野外への設置依頼に応えるために、同様の方法で

作品のブロンズ化に成功している。 

 取り上げるテーマも幅を広げ、鑑賞シートの「ベンチに座るサングラスの女」や「コーヒーを注

ぐウェイトレス」、そして「煉瓦の駅」など、市井の人々の慎ましい日常を切り取った作品だけでは

なく、信仰の絶対性を示唆する旧約聖書の劇的な場面を表した「イサクの犠牲」（1973）やナチスに

よるホロコーストをリアルに再現した「大量虐殺」（1982 年）など、宗教や歴史に関連するテーマの

作品も制作している。 

 このように、シーガルは宗教的・社会的なテーマに対しても果敢に挑戦しているが、彼が多くの

人々から愛される理由は、やはり、日々の暮らしの一場面をその背景となる道具や壁ごと切り取っ

た作品群に求められるだろう。現代の都市生活者の誰も味わう孤独と倦怠が、見事なまでに作品と

して結実しているからである。もちろん、それに抗うかのように寄り添う者どうしが交わし合う信

頼や愛情のシグナルが描かれた作品が多いことも、シーガルが多くの人々を魅了する理由である。 

 
註 1 シーガルの父親の兄弟の人数の表記が曖昧であるが、この表記はジョージ・アンド・ヘレン・シーガル財団の

サイトに掲げられているシーガル自身の記憶に基づいている。 

註 2 上記サイトに掲載されている年譜によった。ただし、註 3の文献では、翌年の 1962 年 9月の入学としている。

なお、1963 年に同大大学院にて修士号を取得している。 

註 3 フィリス・タックマン著、酒井忠康・水沢 勉共訳、『ジョージ・シーガル』、美術出版社、1990 年 

なお、この「作家プロフィール」における作品名は、同文献に基づいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 ハプニング 

何らかの行為を行なうことで、

新たなものの見方の発見を

促す芸術的活動であり、アラ

ン・カプローが初めて継続的

に追究した。その実践は、あ

りふれた日常の生活のなか

で、アーティストだけでなく観

客も加わって何らかの行為を

行い、その意味を探究するも

のである。いわゆる参加型の

表現活動を実現することで、

ハプニングは、アーティストに

占有されていた創作を日常

的な表現に拡大するととも

に、芸術にはジャンルがある

という考えにも異議申し立て

をした。 

 

ラトガース大学 

ニュージャージー州立の大

学。州内のカムデン、ニュー

アーク、ニューブランズウィッ

クの四箇所に、数多くの学部

と大学院を持ち、あわせて約

5 万人の学生が学び、9 千人

の職員が勤める巨大な大学

である。アメリカ独立前に建

てられたクイーンズカレッジ

から続く長い歴史を有する名

門大学といってよい。かつ

て、ポップアーティストのリキ

テンスタインも教えていた。ま

た、アメリカでは著名な現代

の彫刻家、アリス・エイコック

（1946―）もこの大学の出身

者である。 

 

ポップアート 

1960 年代に、イギリス、アメリ

カ、日本など工業化や都市

化が進んだ国々を中心に世

界的な広がりをみせた美術

動向。イギリスに端を発し、ア

メリカにおいて大々的に開花

した。代表的な者として、ウォ

ーホル、リキテンスタイン、ウ

ェッセルマン、ローゼンクイス

ト、オルデンバーグが挙げら

れる。彼らは大量生産・大量

消費社会の時代を象徴する

広告や機械製品などを油彩

やエアブラシ、そしてシルク

スクリーンなどの方法で描い

ている。また、リキテンスタイ

ンやウォーホルによって、既

に発表された漫画や報道写

真などの画像を表現の中に

組み込む試みが行なわれて

いる。そこには、氾濫するイメ

ージへのアーティストの憧れ

と風刺の精神が表れている。
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●作品プロフィール 

                                 ジョージ・シーガル「ベンチに座るサングラスの女」 1983 年 

                                 ブロンズ・その他 130×152×81cm 

  

 ポツンと一人ベンチに腰掛ける女性。ただ何となく前を向いて、首をかしげたようにも見えます。

細い肩を落としてそっと膝にのせた両手。所在無いとはこういう姿を言うのでしょうか。サンダル

履きにサングラス、薄着の様子からして気候の穏やかな場面を想像することもできるでしょう。そ

してもう一つ、見過さずに注目してもらいたいのは、この人体像が本物のベンチに座っているとい

う点です。 

 作者シーガルは、このように日常的な物品と人体像を組み合わせた作風で知られます。椅子など

の家具だけでなく壁や床、果ては街角の信号機やバスターミナルのゲートまで。その環境の中で、

登場人物たちはいつものように仕事をしたり思い思いの時間を過ごしたりしています。その主題も、

何気ない室内の一コマから店や工場の場面、あるいは神話や戦争など大きなテーマに基づくものま

で様々です。 

 このベンチの女性のそばへ寄ってみると、奇妙な外見が目につきます。胸元のボタンやスカート

のプリーツなどリアルなところもあれば、まるで生クリームでも塗りたくったように荒く仕上げた

部分もあります。「なぜちゃんと作らないの？」と素直な感想文を書いた子がいましたが、その観察

眼は実は正確なものです。シーガルは、モデルとなる人に服を着せたまま、石膏を浸した布を何枚

も貼り付け、人の「型抜き」をします。腕や脚などに分割して型どったパーツをつなげて、人体は

再構成されます。そうしてできあがった型の内部に石膏を流し込むことで、 終的な人体像が完成

します。 

 これは想像するほど容易なことではありません。「首に頭部をどのような角度で取りつけるかが、

その人の精神生活にとっては決定的な意味をもっています」とシーガルは説明しています。※1 湿

った石膏は衣服の下に隠れた筋肉や骨組みを明らかにし、手のしわや服装の細部を採取するにとど

まらず、その人の物腰まで写し取ってしまいます。実際シーガルは、いわば演劇的な作品の空間に、

人物像が占める心理的な距離を計画しながら、モデルにポーズを要求すると語っています。「心の状

態にほんのささやかな変化が生じても、それは、外に現れます」。※2 シーガルが形や表面の奥に

あるものを見つめているのだと分かる言葉です。 

 事実、この作品においても、目の表情や髪型などあいまいな点が多々あるにも関わらず、あるい

はそのおかげで、「その人」の飾らない何気なさが意外な臨場感をもって伝わってきます。リアルさ

とあいまいさをない交ぜにするシーガルのさじ加減が、かえって人物への様々な関心を呼び覚ます

のでしょう。それが日常の物品と混在することで一層、現実味と共に私たち自身の記憶をも映し出

す、懐の深さを生んでいると言えるかも知れません。さらにこの作品は、実際に座ることのできる

ベンチとして開かれた空間を用意しています。他のシーガルの群像作品とまた違った、一対一で向

き合う親密さも持ち味です。人体像は屋外向けにブロンズで鋳造され、白い着色処理が施されてい

ます。 

 ところでシーガルがこのような型取りの表現を始めたのは、1960 年代の初め、既成の価値観を覆

すような美術の動きが活発化した時代でした。広告や日常の事物をクローズアップするポップ・ア

ートが一世を風靡した、当時のアメリカ社会の空気とシーガルの表現は底辺で通じ合っています。

日常への愛着、それ以上に毎日を暮らす人々の存在そのものに対する畏敬の念を、シーガルはたび

たび口にしています。解放的で騒がしい活気に満ちた 1960 年代とは異なり、複雑な世相を生きる今

日の私たちにとって、むしろシーガルの真摯な眼差しは格別のメッセージを伝えているようにも思

えます。だから、この作品を見て「今日の夕ご飯何にしようかな」とカルタを詠んだ中学生の視点

を、きっとシーガルも私たちも認めていくことができると思うのです。 

 

※1 フィリス・タックマン著、酒井忠康・水沢勉共訳『ジョージ・シーガル』美術出版社、1990 年 p.114 

※2 前掲書 p.109 
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●シートの内容と構成   

作品について 

 戦後アメリカ美術を代表する作家の一人、シーガルは人体から直接型を取る方法によって、現代

人の姿を斬新に表現します。どこにでもある日常の一瞬を切り取ったかのようなシーガルの表現は、

私たちの様々な解釈や想像を鏡のように映しながら、身近な社会生活へとまなざしを向けさせます。

当館のコレクションにおいて重要な役割を果たすこの作品は、屋外展示場に置かれ、たくさんの子

どもたちに親しまれてきました。 

 

シートについて 

 このシートでは、そのようなシーガルの特徴を 大限に活用し、一人一人が自分の見方を大切に

できるようになるための［鑑賞遊び］のプログラムを核にすえます。取り組みやすいカルタのルー

ルにのることで、能動的に観察し、自分なりの解釈を表現したり友だちと交流したりする活動が導

かれていきます。 

 シートの 終ページでは、技法・テーマについての情報や、美術館ブログで交流を広げる展開に

も触れています。鑑賞の醍醐味にせまる鑑賞遊び「シーがる・た」が、校種・学年に応じたプログ

ラムで楽しく活用されることを期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 

徳島県立近代美術館 

 

発行年 

平成 19 年 3 月 31 日（鑑賞シート No.6 「シーガルの人間像」） 

平成 20 年 1 月 31 日（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） 

宮越千佳（鳴門教育大学附属中学校教諭） 

三原宏和（徳島県立徳島東工業高等学校教諭） 

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/福原輝実(文化推進員） 

厚芝ひろみ（鳴門教育大学院生） 

 

［編集］ 濱口由美・竹内利夫 

［デザイン］ 如月舎 

 

指導の手引き作成 

鑑賞教育推進プロジェクト 上記のほか 

小浜かおり（美波町立日和佐中学校教諭・鳴門教育大学院生） 
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鑑賞シート No.6 『シーガルの人間像』を活用した 

実践事例 （小学校第３学年） 

 

１．単元名  「シーがる・た」で遊ぼう 

２．単元について 

①美術鑑賞と学級の子どもたち 

 守住貫魚・守住勇魚・伊原宇三郎・広島晃甫・・・・学級児たち

が、これまでに親しんできた画家たちである。彼らのほとんどが、

富田地区との深い関わりを持ち、自分たちの活動を地域へと広げて

くれる富田のヒーローとして学級児から敬愛されるまでになって

いる。このような背景には、図工科だけでなく様々な教育活動の場

で、美術作品との出会いを生み出してきた次のような学習環境があ

った。 

 国語科の作文単元「くわしく見て書こう」では、三宅克己の風景

画３点を作文題材とした。「事実をくわしく伝えよう」と学習目標

が設定されたこの活動では、描かれた風景の様子を言葉で具体的に

描写していった。書き上げられた作品紹介文からは、描かれた対象

物だけでなく、色合いやタッチなどの表現方法にも関心を寄せなが

ら作品観察が進められていたことが伺える。この「作品紹介文を書

く」という言語化活動は、作品との出会い体験を鑑賞経験へ導き、

子どもたちに作品と積極的に関わろうとする力を身に付けさせた。

また、このような教科学習と深く関連させながら取り組んでいる総

合的学習単元「富田の町でシーがる・た」では、徳島城博物館や徳

島県立近代美術館に出かけ、冒頭に列挙した富田地区ゆかり作家の

作品鑑賞や作家調べを行ってきた。現在は、美術作品を媒介とした

交流活動を目的とした展覧会開催を見据え、作家や作品紹介のパネ

ル制作に取り組んでいる。 

 継続的に郷土の作家やその作品と関わるこのような活動に取り

組んできた一方で、作品との対話そのものを楽しむといった一番の

醍醐味がなおざりにされてきた活動設定であったことは否めない。

３年生になってからの鑑賞活動は、そのほとんどが取材活動や調べ

学習としての役割も担っていたからである。そこで、本単元では、

自己解放の場を生み出したり作品を通してのコニュミケーション

の楽しさを味わったりすることのできる鑑賞活動を求めて、鑑賞遊

びを取り入れた単元活動を設定することにした。 

②鑑賞あそび「シーがる・た」の活動を通して 

 「シーがる・た」は、美術館と学校の共同研究で開発されている

鑑賞シート№６『シーガルの人間像』で提案されている鑑賞遊びの

ネーミングである。シーガルの作品鑑賞をカルタの読み札にすると

いう言語化活動と様々な美術作品との出会いから自己理解・他者理

解の交流の場が生まれることを願い、「see（見る・出会う・考え

る・理解する・認める）とカルタ（表現・交流）」の意味も託して

「シーがる・た」と名付けた。 

 「教室でシーがる・た」の学習では、この『鑑賞シート№６シー

ガルの人間像』（以下「鑑賞シート」と記す）を活用して、「シー

がる・た」遊びに取り組み、美術作品と主体的に関わっていくこと

の方法とその楽しさを学ばせたい。 

 まずは、作品から発見したことやその印象などを作品からのメッ

セージとして受け止め、読み札として、それを言葉に置き換えてい

く「シーがる・た」の活動ルールを理解させたい。その後、鑑賞シ

ートを使って様々な形態での「シーがる・た」を展開していく。 

 鑑賞シートの読み札と絵札※をつなげていく活動は、作品の見え

方は一人一人異なることや、作品の背景や方向によっても変わるこ

とを感じとらせるであろう。また、読み札づくりや当てっこの活動

では、他者に寄り添うことで、自分の見方や感じ方が変容していく

ことに気づくであろう。 

 「美術館でシーがる・た」の学習では、活動場所を美術館へ移し

て、「シーがる・た」遊びを拡充させていきたい。まず、絵札がシ

ーガル作品写真から美術館展示作品に変わることを理解させるた

めのモデル学習を行う。その後は、前時に身に付けたであろう鑑賞

の力を生かせることのできる自立鑑賞としての場と時間を設定し

たい。見知らぬ美術作品を前にしても、対話の仕方を身に付けてき

た子どもたちは、その出会いを楽しみ自分らしく関わっていくこと

であろう。 

 さらに、この活動を基にした造形活動や地域学習へと活動をつな

げていくことで、「シーがる・た」で身に付けた鑑賞の力が、実生

活や実社会の場で生きて働く力となることを期待したい。 

※鑑賞シートには、絵札となる『サングラスをかけたベンチに座る女』の

11枚の作品写真と、作品から見つけたことや感じたことを言葉に置き換え

た７枚の読み札が掲載されている。 

 

３．単元の目標 

①「シーがる・た」の活動を通して、美術作品との対話の仕方を

身に付け、友達とも作品の見方を交流させながら鑑賞遊びを楽

しむことができる。 

②作品から見つけたことや感じたことなどを読み札や日記などに

再構成することで、自分なりの見方を深めていくことができる

ようにする。 

③シーガル作品のつくり方の秘密に関心を持ち、型取りすること

の面白さを感じながら表したいものをつくることができる。 

 

４．単元の評価規準   
関心・意欲・

態度 

美術作品との対話を楽しみながら、「シーがる・た」遊び

や型取り作品の製作に意欲的に取り組んでいる。 

 

発想・構想 シーガルの作品や表現方法から気づいたり感じたりしたこ

とをもとに、自分の表したいものを思いつく。 

創造的な技能 「固める」というリキッド粘土の特性を生かしながら、布

や紙などの柔らかい素材を表したい形になるように試行錯

誤している。 

 

鑑賞 友だちと一緒に「シーがる・た」遊びをしながら、美術作

品との対話の仕方を身に付け、自分の見方や感じ方を深め

ている。 

 

５．学習計画 
｛全８時間 （図６時間・社１時間・総１時間）｝＋｛課外授業（２時間）｝ 

 

第１次 教室で「シーがる・た」 1時間（図1）〈研究授業Ｉ〉 

第２次 美術館で「シーがる・た」 2時間（総1・図1）〈研究授業Ⅱ〉 

第３次 富田の町で、「シーがる・日記」を書く。 １時間（社１） 

第４次 シーがる・で秘密基地 ４時間（図４） 

 

発展学習 親子で「シーがる・た」 ２時間（夏休み課外授業） 
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６．「教室でシーがる・た」の学習 

（１）目標 

○ 鑑賞遊び「シーがる・た」の活動を通して、作品と自分らしく

関わることができる。 

○ 読み札をつくったり絵札の当てっこをしたりしながら、作品に

対する自分の見方や感じ方を深めることができる。 

 

（２）展開 

学習活動 指導上の留意事項 具体的な評価規

準 

評価方

法 

１ 鑑賞シー

トp.1を見なが

ら、本時のめあ

てを確認する。 

 

２ 提示され

た読み札とぴ

ったりと思う

絵札（作品写

真）を選ぶ。 

 

３ 鑑賞シー

トpp.2-3の読

み札と絵札の

組み合わせを

考え、ペアで

「シーがる・

た」遊びをす

る。 

 

４ 見つけた

ことや感じた

ことを、読み札

に書いて、友達

と「シーがる・

た」遊びをす

る。 

 

 

５ 美術館で

「シーがる・た

遊び」をするこ

とを知らせる。 

○発見や印象などが、その

作品の読み札になること

を理解させる。 

 

 

読み札が同じであっても、

選ぶ絵札が違うおもしろ

さを感じとらせる。 

 

 

 

○一人で考えた後、ペア学

習活動を取り入れ、互いの

見方を共感的に受け止め

ながら自分の考え方を深

めていくことができるよ

うにする。 

 

 

 

○読み札をつくったり、当

てっこをしたりしながら

作品との関わりを深めさ

せていく。 

○グループ活動も取り入

れることで、互いの見方に

共感できるようにする。

 

 

○教室での「シーがる・た」

遊びの頑張りを賞賛し、美

術館での活動に期待を抱

かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ鑑賞（１） 

エ（鑑賞の能力）

読み札と絵札を

つなげたり、友

達と考えを伝え

合ったりしなが

ら、作品に対す

る見方や感じ方

を深めている。 

 

Ｂ鑑賞（１） 

ア（造形への関

心・意欲・態度）

自分の発見や感

じ方を読み札に

したり、友達と

絵札の当てっこ

をしたりしなが

ら、関心をもっ

て作品を見てい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観察 

発言 

自己評

価カー

ド 

 

 

 

 

鑑賞シ

ート（読

み札） 

対話 

自己評

価カー

ド 

 

 

（３）評価及び指導の例 

エ（鑑賞の能力） 

「十分満足できる」

と判断される状況

（Ａ） 

 

自分の見方とは違う読み札にも関心を持ち、その読

み札にぴったりの絵札を探し、この組み合わせにし

た理由を友達に伝えている。 

「おおむね満足でき

る」状況（Ｂ）を実

現するための具体的

な指導 

分かりやすい視点で作成されている読み札や手が

かりになるような言葉を知らせ、絵札となる作品を

探すことができるように励ます。 

 

ア（造形への関心・意欲・態度） 

「十分満足できる」

と判断される状況

（Ａ） 

 

互いの見え方や考え方を共感的に受け止めていく

ことで、作品を見る楽しさが何倍にもなることを実

感しながら、当てっこ遊びを楽しんでいる。 

「おおむね満足でき

る」状況（Ｂ）を実

現するための具体的

な指導 

シートの読み札や友達の感想からの言葉を活用し

ても、自分なりの読み札が生まれることを知らせ

る。 

 

 

（４）活動の実際 

ア 友達と一緒に、シーが

る・た！ 

 「シーがる・た」は、子

どもたちが日常の場で経

験している「カルタ遊び」

のルールが基盤となって

いるため、作品との関わり

方を容易に理解し活動に

取り組むことができた。また、その容易さから、様々な学習形態を

工夫することが可能である。本時の活動でも、「シーがる・た」の

活動を一人・ペア・学級というように学習形態に変化を付けながら

取り組んだ。特に、学習活動３の場面では、読み札と絵札の組み合

わせ方を他者に伝え合うことで、作品に対する感じ方や見方が深ま

るのではないかと考え、全ての子どもに「伝え合う場・認め合う場」

が生まれるペア学習を取り入れた。 

 「・・・すまし顔にぴったりの絵札はどれ？」同じ読み札から選

んだ絵札が二人とも同じだと納得の笑みがこぼれるが、自分と異な

る絵札が選ばれていると「え、違うの～」と驚きの声が飛び交う。

そして、ちょっとしたシーがる・た論議が生まれたり、友達の見方

の面白さに共感したりする姿が見られた。 

 「シーがる・た」「ペア学習」といった学習方法は、ブレイクタ

イムのような気楽さをさそうこともあって、自分なりの考えを素直

に伝え合うことができやすい。どの子どもにも保障されるこのよう

な活躍の場は、必然的主体的な鑑賞活動を促し、一人一人の見方や

感じ方を深めていく。短時間であっても全員に活動の場が生まれ、

他者の考えに触れることで自分を問い直していく濃密な時間であ

ったと思われる。 

 

イ 読み札をつくってみよう 

 「シーがる・た」をしながら作品との対話を深めた後、自分たち

も読み札づくりに取り組んだ。同一作品であっても、向きが変わっ

たりクローズアップされたりすると、その印象が変化してくる。枚

数などの制限をつけることなく、自由に思いつくままを次々と読み

札にさせていった。 

  

 

児童作品① 

  

 

児童作品② 

 

 

児童作品③ 

 

 

 できあがった読み札を見てみると、作品から受け取ったメッセー

ジからつくったもの、自己を投影させたもの、背景も重ね合わせた

印象からつくったもの、シートの読み札の言葉を取り入れてつくっ

たものなどがあり、一人一人の鑑賞体験が短い言葉の世界にそのま

ま表現されているように感じた。
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 学習活動の最後には、グループに分か

れそれぞれのつくった読み札のあって

こ遊びをし、まとめとした。このような

鑑賞遊びを通して、思いを寄せる言葉や

描くイメージが、一人一人違うことを、

子どもたちは実感していくのだと思わ

れる。 

 

ウ 読み札が書けないよ 

 読み札のつくり方は、十分理解できて

いると感じていたので、どの子も無理な

く取り組めるだろうと期待していた。と

ころが、活動のために用意された時間が

残りわずかになってきても、数名の子ど

もが１枚の読み札もつくれていないこ

とに気付く。そこで、鑑賞シートの読み

札や板書された友達の感想などから共

感できる言葉を使ってもよいことなど

を伝えるが、そのほとんどが最後までつ

くることはできなかった。 

 しかし、このことは、書くことのでき

なかった子どもたちにとって、苦しみな

がらも熟成をまつ醸成の時だったかも

しれないと、後の活動で再考させられる

ことになった。 

 読み札という作品的なものを評価方

法と一つとして捉えると、どうしても

「できた」「できなかった」という結果

的な判断で子どもたちを見取ってしま

いがちになる。読み札ができなかったそ

の時間は、作品との対峙時間であったか

もしれない、思いを適切に伝えようと言

葉を探していた試行錯誤の時間だった

かもしれない。 

 「休み時間に一つでもいいからつくっ

ておきなさい。」・・・つくる活動から、

つくらされる活動に変えた自分の無責

任な一言を思い出しながら、個々の鑑賞

活動の足跡は読み札だけに残されてい

るものではないこと、評価は子どもたち

を伸ばすためにあることを忘れてはな

らないと活動を振り返った。 

 評価のフィードバックや長い活動の

中での変容を見取る評価方法などを、新

たな課題として受け止めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．美術館でシーがる・た 

（１）目標 

○カルタにしてみたい作品を自分で選び、見つけたことや感じとったことを読み札に書くこと

ができる。 

○友達と一緒に楽しく「シーがる・た」をしながら、関心を持って美術館展示作品を見ること

ができる。 

 

（２）展開 

学習活動 指導上の留意事項 Ｔ１ Ｔ２ 具体的な評

価規準 

評価方

法 

１ 前時につく

った読み札を思

い出しながら、実

物作品（ベンチに

座るサングラス

の女 シーガル

作）との対面を楽

しむ。 

 

２ 美術館の先

生がつくった読

み札を聞き、どの

作品のものかを

考える。 

 

 

３ 自分が選ん

だ作品と対話を

しながら、読み札

をつくる。   

 

 

 

 

 

 

 

４ 美術館での

「シーがる・た」

を、みんなで一緒

に楽しむ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○前時の活動を振り返

らせながら、シート鑑賞

とは違った実物鑑賞の

魅力を体感させる。 

 

 

 

 

 

○本時のモデル学習と

なるように、展示作品の

読み札を考えておく。 

○美術館での「シーが

る・た」のルールを理解

させる。 

 

○活動場が広くなりす

ぎないように配慮する。

○つくった読み札は、作

品横に貼っていくこと

で、互いの見方を交感さ

せる。 

 

 

 

 

 

○何枚かの読み札を読

み上げ、絵札となる展示

作品を探しながら、互い

の見方を共有させる。 

○偶発的に選択された

読み札を選ぶことで、子

どもたちの期待をうら

ぎらないようにする。 

○子どもたちがつくっ

た読み札は、これからも

美術館で活用していく

ことを知らせる。 

読み札をもと

に彫刻作品と

の対話をすす

める。 

 

 

 

 

 

読み札１を読

み上げる。 

「どうして、

わかったの」

 

 

 

活動場所を伝

える。 

 

読み札がつく

りにくい子ど

もに、支援す

る。 

 

作品保全、来

館者に配慮。

 

集合をかけ、

みんなで一緒

に「シーが

る・た」をす

ることを伝え

る。 

 

一緒に「シー

がる・た」を

した感想を伝

え本時のまと

めとする。 

作品がよく見

えるように、

配置等に配慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

読み札２を読

み上げる。 

 

 

 

読み札がつく

りにくい子ど

もに、支援す

る。 

活動場所が移

動したら読み

札を集める 

 

 

 

 

最初の読み札

を選び、読む 

 

「シーがる・

た」が充実し

た交換・交感

の場となるよ

うに活動者の

一員となって

意見や感想を

伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ鑑賞（１）

ア（造形へ

の関心・意

欲・態度）

前時の活動

をいかし、

自信を持っ

て「シー・

がる・た」

に取り組ん

でいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観察 

読み札 

自己評

価カー

ド 

発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価及び指導の例 

ア（造形への関心・意欲・態度） 

 

「十分満足できる」と判断され

る状況（Ａ） 

 

作品からのメッセージを読み取とろうとしたり、自分の思いや考え方

を重ねたりしながら、大切に選び出した言葉で読み札をつくってい

る。 

「おおむね満足できる」状況

（Ｂ）を実現するための具体的

な指導 

選んだ作品との対話をうまく読み札に表せないときには、友だちの読

み札から共感できる言葉をさがしたり、教師との対話から見つけ出し

たりできるようにする。 
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（４）指導の実際 

ア 学びひたるとき 

 美術館の「シーがる・た」

会場（常設展）では、シャガ

ール・ピカソ・山下菊二・大

久保英治らの作品たちが威

風堂々と待ちかまえていた。

いずれも手ほどきや解説が

なければ作品理解は難しい

と思われがちなものばかり

だが、誰一人としてためらうものはいなかった。それは、「シーが

る・た」という作品との関わり方を手にした子どもたちにとって、

ここが新しい遊び相手を見つけ出す出会いの場であり、自己を解放

できる遊び場となることを確信していたからだと思われる。 

 これら美術作品は、「シーがる・た」を通して、絵本やアニメか

らのメッセージと趣の異なるものを投げかけてきたであろう。子ど

もたちは、それらを素直に受け止めじっくりと対話を重ねながら、

読み札として新たな意味や価値を作品に与えていったのである。自

分の見て取ったものを届けてくれる言葉を探し出すために、生活経

験や知識を駆使したであろう。あるいは、言葉と言葉を紡ぎながら、

自分なりの考えを懸命に表現したであろう。混沌から言葉を生み出

す読み札づくりの活動は、子どもたちにとって、まさに学びひたる

ときであり、自己実現の場であったと思われる。 

 また、互いの見方を交感で

きるように考えた（つくった

読み札を作品の横に貼って

いく）活動方法も、子どもた

ちの自立的活動を促したと

思われる。美術館でつくられ

た子どもたちの読み札を見

てみると、友達と同じ言葉をつかったものが少なからず見られた。

何を話題にしようかと迷った子どもは、先に貼られていた読み札に

目を通し、作品と友達の会話に自分も入っていくことで、作品との

対話のきっかけをつかむことができたのであろう。作品横に貼られ

た読み札が、一人一人の必要に応じて、その手引きとなり主体的活

動を支えたと思われる。 

イ 「ぼくの読み札を読んで！」 

 自分たちのつくった読み札で当てっこする活動は、互いの相互評

価や自己評価も期待できる心躍る場面である。今回のようにみんな

が自分らしく活動できたときには、その成果や頑張りを認めてもら

いたいと思うのは当然であろう。 

 しかし、限られた活動時間の中では、「ぼくの読み札を読んで！」

と願う子どもたちの期待に、十分応えることができなかった。次へ

の意欲や満足感を抱かせる場にできなかったことが課題として残

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．親子でシーがる・た 

 これまでの活動

で習得した鑑賞の

力を、子どもたちの

実生活の中で活用

させてみたいと夏

休みに「親子でシー

がる・た」大会を開

催した。 

 『おたまじゃくしグループ（３年生児童）』ＶＳ『かえるグルー

プ（保護者・兄弟姉妹）』という対抗戦スタイルの「シーがる・た」

は、これまでの活動の反省を生かして考案したものである。読み札

をつくる活動と絵札（展示作品）を探す二つの活動が、どの人にも

保障され、それぞれの活動の場で自分の力を発揮することができて

いた。また、自己評価や相互評価も鑑賞活動の一環として取り入れ

ることで、子どもたち自身の主体的な評価活動が生まれるのではな

いかと考え、掲示する読み札を自分自身で選んだり、家族の読み札

に賞を贈ったりする活動を設定した。 

 「とっておきの読み札をつくろう」と

展示室で作品と対話する子どもらの姿

は、今まで以上に自信に満ちていた。学

び得た力が実生活の場で発揮できたこ

とや、一緒に活動しその喜びを共有し認

めてくれる人がいたことで、子どもたち

の鑑賞体験が更に豊かなものになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鑑賞シートNo.6『シーガルの人間像』を活用した実践事例 

 

活動者：  徳島市富田小学校3年2組 

指導者：  濱口由美（徳島市富田小学校教諭） 

活動期間： 平成19年7月-8月 

（執筆：濱口由美） 
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●小学校授業案  ※図工と国語の合科的な計画 

１ 単元名 みんなでいっしょに「シーがる・た」（低学年） 

２ 目標 

・ 「シーがる・た」の活動を通して自分の思ったことを

話したり友だちの話を聞いたりして作品を楽しく見る

ことができる。 

・ 作品から感じたことを元に読み札をつくり、友だちと

楽しく「シーがる・た」の活動をすることができる。 

・ 作品と対話しながら周りを描き、友だちの感じ方を知

り、ともに楽しむことができる。 

３ 指導計画   ４時間（図工２時間・国語２時間） 

第１次・・シート p.1 の作品をじっくり見て、作品の女の

人に話しかけたり、女の人になったつもりで話し合っ

たりする。 

  シート pp.2-3 で読み札を当て合いながら作品を楽し

く関心をもって見る。（図工１時間） 

  作品から感じたことを読み札にして「シーがる・た」

をする。（国語１時間） 

第２次・・作品とお話しながら女の人のいる周りを描き、

女の人になったつもりで日記を書き、作品をもっと身

近に感じる。（図工１時間） 

  描いた絵や「シーがる・日記」を発表し合う。（国語１時

間） 

発 展・・シート p.4 で他のシーガルの作品を見て話し合

う。近代美術館で他の（彫刻の）作品を楽しく見る。 

 

４ 展開 

 

 ベンチにすわっている女の人がいるよ？なにをしているの

かな？                 （鑑賞シート p.1）

↓ 

友だちをまっ

ている。 

 ひなたぼっこ

している。 

 バスを待って

いるんだよ。

↓          ↓           ↓ 

 p.1 の右下にある読み札にことばを書いてみよう 

                   （鑑賞シート p.1）

↓ 

ベ ンチにすわって 

友だちを待つ 

 ベ ンチにすわって 

バスを待っている 

↓              ↓ 

 ほかの学校の友だちのつくった読み札で絵札をさがしてみ

よう                （鑑賞シート pp.2-3）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第１次・ １／２時間） 

 
 

 絵札（作品）を選んで、自分の読み札をつくってみよう 

 作品から見つけたことや感じたことを書き込むと、読み札が

できるね               （鑑賞シート p.3）

↓ 

 自分のつくった読み札を使って、グループで「シーがる・た」

をしよう 

 

※絵札は、シート（鑑賞シート pp.2-3）をそのまま使用する。

※読み札は、シートに書き込ませて使ってよい 

 かるた風に画用紙で読み札を作るのも楽しい 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第１次・ ２／２時間） 

 

 
 
 
 
 

 p.1 を見てみよう。この女の人はどんなところにいるのだろ

うね。作品とお話しながらまわりを描いてみよう（鑑賞シート

p.1） 

※フェルトペン、マジックペン、色鉛筆、パス等 

 持っている描画材で 

↓ 

 女の人になったつもりで、お話を思いうかべ、「シーがる・

日記も書いてみよう」          （鑑賞シート p.3）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２次・ １／２時間） 

 
 

 「シーがる・日記」やみんなが描いた絵を発表し合って楽し

く見よう（鑑賞シート pp.1-3） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２次・ ２／２時間） 

 
 

 この作者のシーガルさんはいろいろな作品をつくっている

よ。見てみよう             （鑑賞シート p.4）

↓ 

 徳島県立近代美術館にこの女の人がいるよ。この女の人に会

いに行こう 

↓ 

 この女の人のお友だちもいます。みんなで読み札をつくって

遊んでみよう 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（発展） 
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●小学校授業案  

１ 単元名「シーがる・た」で遊ぼう（中高学年） 

２ 目標 

・ 「シーがる・た」の活動を通して、美術作品との対話

の仕方を身に付け、友だちとも作品の見方を交流させ

ながら鑑賞遊びを楽しむことができる。 

・ 作品から見つけたことや感じたことなどを読み札にす

ることで、自分なりの見方を深めていくことができる。 

３ 指導計画   ５時間 

第１次・・教室でシーがる・た（図工１時間）  

第２次・・美術館でシーがる・た（総合１時間・図工１時間） 

第３次・・「シーがる・た」メモリアル（総合２時間） 

 

４．展開 

 

 仲良しになってもらいたい友だち（作品）を紹介するよ 

                    （鑑賞シート p.1）

↓ 

誰かを待って

いるのかな 

 白いなあ  なんか考えこ

んでいるよ 

↓          ↓           ↓ 

 ベンチにすわって の後に友だち（作品）からの印象や見つ

けたことを書き込むと、ほら読み札ができたよ 

↓ 

 いろいろな「シーがる・た」遊びをして、この作品と仲良し

になろう              （鑑賞シート pp.2-3）

↓ 

友だちの読み

札で、絵札を当

てっこしよう 

 自分で読み札

をつくってみ

よう 

 グループにな

って当てっこ

しよう 

↓          ↓           ↓ 

 もっとたくさんの友だち（作品）と「シーがる・た」遊びを

したいな 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第１次・ １時間） 

 
↓                   ↓ 

徳島県立近代美術館

に行ってみよう 

 美術作品の写真を集めて

学級美術館をつくろう 

↓                  ↓ 

 みんなで対抗戦「シーがる・た」遊びをしよう 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２次・ ２時間） 

 
↓                   ↓ 

 仲良しになった友だち（作品）とのメモリアルを残そう 

↓                   ↓ 

「シーがる・た」ブロ

グに投稿しよう（鑑賞

シート p.4） 

 「シーがる・た」作品集

をつくろう 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第３次・ ２時間） 
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●中学校授業案  2・3 学年 

１ 単元名 「ある日 あの時 あの場所で・・・」 

      －シーガルの人間像を鑑賞しよう－ 

２ 目標 

・ シーガル作品の鑑賞を通して、立体作品との関わり方

を広げ、味わう。 

・ シーガルの表現に迫る活動を通して、表現された人間

像の意味を考え、また仲間の考えを知ることができる。 

 

３ 指導計画 

4 時間（鑑賞活動のみ 第 2 次まで 1 年生次でも可） 

6 時間（表現活動が伴う場合 第 3 次まで 2・3 年生次が

望ましい） 

 

第１次・・学校教室にて、鑑賞シートを参考に「シーがる・

た」を行い、作品に迫る。作品の背景を想像し鑑賞シ

ートにスケッチすることでイメージをふくらませる。

（次回美術館鑑賞への導入、意欲付け） （2 時間） 

第２次・・美術館にて、作品鑑賞を行う。鑑賞シートを参

考に、オリジナル「シーがる・た」（絵札、読み札共に）

をつくり、かるた大会で発表することで、全体で仲間

の考えを共有する。 

   実際に疑問に思ったことを学芸員に質問し、不思議

だと思ったことやわかったことを基に作成してもよい。 

   シーガル作品の制作技法に触れ、その意味について

考える。 （2時間） 

第３次・・学校にて、粘土(白)で自分の"分身"（20cm 程度

のミニチュア）を作り、自分たちの日常の環境に配置

しカメラで撮影する、作品づくりを行う。自分の日常

の空間について思いを巡らせ、また自分の"分身"を配

置することで、客観的に新しい目で日常空間を見てみ

る。 （3 時間） 

 

４ 展開 

第１次・・（学校美術室 ［生徒準備物］鑑賞シート、描画材料 ［教

師準備物］実物投影機 OHC 等シートが提示できるもの ※生

徒は 4～5人のグループ活動を行う。） 

 

 鑑賞シートを参考に、「シーがる・た」（pp.2-3）を行い作品

に迫る。 

↓ 

 絵札（写真）や、読み札を参考に、作品の女性が「どんな日

に、どんな時に、どんな場所で」存在しているのかを想像し、

背景を考えて鑑賞シート（p.1）にかく。 

 この女性の「ある日」の日記（p.3）を書いて自分の考えを

まとめる。 

↓ 

 背景をかいた作品をグループ内で発表後、グループ代表の作

品をクラス全体で鑑賞し、仲間の考えを共有する。 

↓ 

 次回美術館で、オリジナル「シーがる・た」を作成すること

を知る。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第１次・２時間） 

↓ 
 
 

 
 
 
 

第２次・・（徳島県立近代美術館・講座室 作品「ベンチに座るサ

ングラスの女」 ［生徒準備物］鑑賞シート、筆記用具 ［教

師準備物］デジタルカメラ、コンピュータ→スライドショー

一覧で表示、プロジェクター ※生徒は 4～5人のグループ活

動を行う。） 

 

 「ベンチに座るサングラスの女」を鑑賞する。（自由に、短

時間で） 

↓ 

 学芸員の紹介。 

 学芸員に、作品について疑問に思ったことを質問できること

を知る。 

↓ 

 自分が作品に見つけたことや発見したことをオリジナル「シ

ーがる・た」で表現する。（個人） 

 ①デジタルカメラ（グループで１台）を使って、自分の絵札

になる画像を撮る。 

 ②講座室で、読み札を作成する。（俳句で表現する方法でも

おもしろい） 

 実際に疑問に思ったことを学芸員に質問し、不思議だと思っ

たことやわかったことを基に作成してもよい。 

↓ 

 講座室でかるた大会（プロジェクター使用）を行い、仲間が

想像した様々な場面や、人間の気持ちに触れる。 

 ①作成した読み札と絵札の組み合わせの中から、グループご

とに１ペアの組み合わせを選んで提出する。 

 ②選ばれた絵札（モニター）を見ながら、グループ代表が読

み札を読み、他のグループが絵札を当てる。 

 ③作者は、自分の考えた絵札と読み札を発表する。 

 ④作者と解答者、その他の解答者など、それぞれの意見を述

べ合い、自分の思いを伝え合うことを楽しむ。 

※指導者は、適宜、それぞれの意見の視点に留意し、言葉で整

理していく。 

↓ 

 学校内の事前授業での鑑賞と、本日の美術館鑑賞での作品の

イメージの違いを比較してみる。（背景をかいたシートと今回

の自分が作成したかるたの内容を比較する。） 

 シーガルの制作技法を確認し（鑑賞シート p.4）、作者がなぜ

その方法で制作したのかを考え、発表し、鑑賞活動を深める。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２次・２時間） 

↓ 
 

第３次・・（学校空間、美術室 ［生徒準備物］粘土工作用一袋 500g

程度、粘土版、鑑賞シート、筆記用具 ［教師準備物］デジ

タルカメラ、コンピュータ、プロジェクター） 

 

 粘土（白）で自分の分身を作る。自分達の日常環境のどこに

配置するかを考えながら、ポーズを考える。決めた場所に配置

し、カメラで撮影し、題を付ける。鑑賞シートの「シーがる・

日記」（p.3）を参考に「ある日、あの時、あの場所日記」を書

いて学習のまとめを行う。（日記に抵抗のある生徒は俳句かる

たで表現してもよい。） 

↓ 

 写真作品（日記も含めて）の鑑賞会を行う。普段見慣れてい

る空間を、新しい目で観た時の感想を仲間で報告し合う。 

↓ 

 シーガル作品鑑賞の一連の過程をふりかえり、自分が考えた

作者の表現意図をまとめる。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第３次・３時間） 
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●高等学校授業案 

１ 単元名 風景の中の彫刻 

２ 目標 

・ 「シーがる・た」の活動を通して作品に対する見方や

感じ方を広げるとともに、作品の理解を深める。 

・ シーガルと淀井敏夫の作品を比較しながら見ることに

より、それぞれの作品のよさを発見する。 

・ 彫刻作品とまわりの風景に注目し、彫刻を生かす空間

について考える。 

３ 指導計画 6 時間～4時間                                           

第１次 「シーがる・た」の活動（1時間） 

第２次 シーガルと淀井敏夫の作品比較（1時間） 

  比較鑑賞のねらい：淀井敏夫の作品「渚」は、県立近代美術

館の屋外展示場に、シーガルの作品と共に設置されている。

淀井の制作は石膏直付けによる塑像であり、シーガルは人体

の型抜きと構成に石膏を用いる。それぞれの制作方法やテー

マ、色やテクスチャーなどの特徴を比較して鑑賞することに

より作家が何を表現しようとしたのかを考えさせたい。また、

作品が野外に設置されることにより周囲の環境とどのような

関係性を持ちうるかということについても考えさせたい。 

第３次 校内探索～作品を設置する場所を探そう～（2時間） 

第４次 美術館で作品鑑賞、「シーがる・た」の制作（2時間） 

  ※授業時間数等の関係から第 3 次と第 4 次のどちらかを省略

して実施することも可能。 

４ 展開 

第１次（学校の美術室）１時間 ・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 「シーがる・た」の活動を通して、いろいろな視点から作

品を鑑賞し感じたことを友達と自由に話し合おう。（鑑賞シ

ート pp.1-3） 

↓ 

 自分が作った読み札を友達と交換して絵札当てをしてみ

よう。作品の見方や感じ方について話し合おう。（鑑賞シー

ト p.3） 

↓ 

 シーガルの作品の制作方法を知ろう。（鑑賞シート p.4） 

↓ 

 この作品が作られた過程や、この作品のモデル（実在の人）

について具体的にイメージして p.3 の「シーがる・日記」を

書こう。 

 
 

第２次（情報教育室、美術室、視聴覚室等）1 時間 ・・・・・・ 

 

 シーガルと淀井敏夫のいろいろな作品（教師が事前に準

備）を見てみよう。 

↓ 

 それぞれの作家の表現の特徴や対象のとらえ方の違いに

ついてグループで話し合おう。 

↓ 

 作品が設置されている場所やまわりの様子に注目しよう。

作品の印象はどんなふうに変わるだろう。 

↓ 

 グループで意見をまとめ、発表しよう。 

↓ 

 学校以外の場所でシーガルや淀井敏夫の作品が置いてあ

ればいいなあと思うところを探して資料（写真、雑誌や本の

コピー）を準備しておこう。 

 
 
 

 
 
 

第３次（校内探索） 2 時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 ｢ベンチに座るサングラスの女｣や「渚」を、もし校内に設

置するとしたらどこがよいか、その場所を探しデジタルカメ

ラやカメラ付き携帯電話等を使って撮ろう。（3名程度のグル

ープ活動） 

↓ 

 グループで撮った写真や、各自が持ってきた資料の中から

3 カ所程度を選び作品の写真と組み合わせてみよう。 

↓ 

 グループごとに発表（画像とあわせてその場所を選んだ理

由について）しよう。 

↓ 

 ある空間の中に彫刻作品を置くことでどんなふうに感じ

方が変わるだろう。 

 
 

第４次（県立近代美術館で鑑賞活動） 2 時間 ・・・・・・・・ 

 

 美術館で｢ベンチに座るサングラスの女｣と「渚」の作品を

鑑賞しよう。 

↓ 

 美術館にある他のいろいろな野外彫刻の作品を鑑賞しよ

う。 

↓ 

 鑑賞した彫刻作品の中から好きな作品を 1点選ぼう。その

作品をいろいろな角度から見て一番気に入った方向からス

ケッチしてみよう。 

↓ 

 作品を見て感じたことや思ったことを大切にしながらス

ケッチの背景を表現し 「シーがる・た」の絵札にしよう。

↓ 

 絵札に合うことばを考えて、読み札をつくろう。 

 
 

発展 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 教室や廊下などに自分たちがつくった「シーがる・た」の

絵札と読み札を展示しよう。 

 先生や他の友だち（芸術で美術以外を選択している）とも、

絵札と読み札合わせをして楽しもう。 

 
 

 ｢シーガル・ブログ｣にアクセスしてみよう。 

 ・いろいろな意見や感想を読もう。 

 ・自分の意見を書き込もう。 

 

http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/segalog/ 
 
 

【参考】 

淀井敏夫（よどいとしお） （1911-2005） 

 「渚」（なぎさ） 1987 年 

 ブロンズ 164.0×50.0×120.0cm 

 淀井は 1911 年に兵庫県に生まれた。東京

美術学校・彫刻科を卒業後 5 年間大阪市立

工芸学校の教員として過ごすが制作に専念

するため東京にアトリエを構えた。その後

召集を受けて従軍したが、終戦後東京に戻

り意欲的に制作を重ね1951年に二科会の会

員となる。1959 年から 78 年にかけては東京

芸術大学で後進の育成にも尽力した。淀井の作品は石膏を直付

けした独特の空間造形と心理表出が高い評価をうけ、日本の具

象彫刻を代表する作家とされている。 

 




