鑑賞シート指導の手引き

「吹田文明の色と光」
―現代の木版画―

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。

■授業計画の例
１次 「音のかくれんぼ」の活動（pp.1-3） 45 分
２次 「版画のつくり方（p.4）」 など 45 分
※各学校種ごとに実践報告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

①

気づいたことを言ってみよう

ルールを
習得する

「ぴかあん」 絵のどこから
見つかったのかな

ポイント、大切にしたいこと
音とその正体を、絵のどこから見つけ
たのか確かめ合います。
・ル ール を全員 が共有で きるように しま
す。

どうしてそう思ったの？
5分

↓

②

８点から好きな絵を選んで、
音のかくれんぼをしよう

自分で
絵を選んで

一人一人の見方を理解、共感するよ
うにします。
・音と正体、どちらが先でもよい。
・同じ絵から複数見つけてもよい。
・音や様子を表す言葉は、自分で新しく見

絵を見ながら、見つけてき
た音を聞き合ってみよう

20 分

つけることもできる。
・絵を見ながら友達の音遊びを聞くことで
見方が深まる楽しさを実感させたい。

↓

③

見つけた音を、友達と交換
してみよう

友達の
見方に
寄りそう

音なぞなぞをしよう。友達は
当ててくれるかな？ お互
いに新しい答えが見つかる
かもね

20 分

自分と異なる見方を想像し合えるよ
う、うながします。
・相手の立場に立ってみる。
・自分でも表現することが、耳を傾ける態度
につながる。

見方を交流できるね

↓

④
版画に親
しむ

こんな材料でつくっている
色を重ねて刷っている
自分らしい方法を工夫して
いる

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「かかわり方」は、これからの鑑
賞経験にも活かすことができる。

●作品の解説

機械 No.65 1957（昭和 32）年
はじめ、幾何学的な形の構成から出発した作家は、この年から機械文明や工
業化社会といったテーマに取り組みます。密集する機械のリズミカルな線と、
暗黒の空間が対比しています。広い工場やロボットの内部など、見る人のイメ
ージで色々な音が聞こえてきそうです。

機械と群集の中より逃れる 1958（昭和 33）年
もともと、小学生のために研究した紙版の技法と、現代社会を表現したい思
いを結びつけたのが、「眼球体」のシリーズでした。青い目の群れは人や集団
のたとえですが、また空や湖に見えるかも知れません。硬い物体のぶつかる音、
水の音、街の音など、たくさんの物語が生まれるでしょう。

群生 1964（昭和 39）年

紙版
切った紙を貼り重ねるだけで
も、紙の段差から色の濃淡、
陰影を版画にすることができ
る。「眼球体」シリーズでは、
紙版による淡い色彩と、木版
の黒の対比によって心理的
な空間を生み出すことに成
功した。

光る点が集中、分散する様子に、作家は「群生」という人のイメージを重ねていま
す。花火や泡の音を見つける子がいれば、ひしめく群集の声を聞く子もいます。どち

ラワン・メゾチント法

らも間違いではないことが、この作品を見るとよく分かります。飛びかう光の尾には、

ベニヤ板の板目を金ブラシ
で目立てて、ハーフトーンを
作る。二枚の板を向きを変え
て組み合わせると、複雑な明
暗が表現できる。この方法で
プレス機を使って刷るために
油性インクを使うことになっ
た。

細かい線の陰影がついていますが、これはラワンベニヤの板目を活かしたものです。
この技法が 1968 年サンパウロ・ビエンナーレ展の受賞につながりました。

雨のあと 1970（昭和 45）年
小学校教師から大学へ転職した 1970 年、作家は新たな展開を求めて自然を思わせ
る光景を描きます。抽象画家吹田文明のもう一つの重要なテーマです。雨や空、山や
洞窟の音が見つかるでしょうし、有機的な形から人の心もようを感じた子もいます。

星を抱く(C) 1975（昭和 50）年
木版画の壮大なテーマを求め、作家は宇宙を思わせる表現にたどり着きました。惑

吹田式木版プレス機
ラワン材の固い板目を刷り取
るために、作家本人がプレス
機を開発した。木をつぶさな
い程度にプレス圧を按配し
やすい。

星のような浮遊体は紙版を活かした新しい表現です。画面の下半分はよく見ると抱き
合う二人のように見えますが、ほとんど抽象化されて、月や星のイメージと混じり合
っています。

２ツのリンゴ 1980（昭和 55）年
ギシギシ、ゴロゴロと積木のきしむ音が聞こえてきそうな作品です。板切れの実
物を並べて版にしており、本物の木箱が動いて見えるような効果を上げています。
寄り添うリンゴに、夜空を見上げる二人の姿を思う人も多い作品です。

明日は雨 1988（昭和 63）年
虹や雨、星などのイメージが、ふわふわと浮遊しています。あてにならない
天気のうつろいを眺めるユーモアを感じます。雨だけでなく虹や雲の音、何か
が浮ぶ様子の音など、誰も知らない音を見つけることができそうです。

銀河を渡る B 1998（平成 10）年
戦後 50 年の節目に、作家は学徒動員の体験を絵にしようと挑みました。戦
地に散った友たちのことを、長らく描けなかったといいます。焼けつくような
色彩は痛々しくもあり、しかし美しく生命感を感じることもできます。ゴーと
言う音やキラキラと明るい色も、恐ろしい物語、エネルギッシュな物語、遠い
宇宙に彼岸を見るような物語など、様々に読み取ることができるでしょう。
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実物版
彫刻刀で彫るだけでなく、版
に紙やひもを貼り付けると、
複雑な凹凸ができあがり、手
で描いた線とは違った面白さ
が生まれる。「２ツのリンゴ」で
は、板切れの表情がうまく活
かされている。

何処へ 2006（平成 18）年
東京と徳島で開催された展覧会に向けて制作された作品です。作家の航路を
前にしばし迷いすくむ姿が感じられるようですが、子どもたちはここから、さ
まざまな沈黙の音を見つけだしています。パタパタと飛ぶ蝶の音も、見出すイ
メージによって様々に意味を変えるはずです。

・

・

・

・

・

●シートの内容と構成
作品について
これまでにないスケールとテーマで日本の現代木版画を刷新した吹田文明の作品を取り上げま
す。明快な多色刷りの効果を活かし、ダイナミックな色彩と透明感が魅力の吹田版画は、子どもた
ちにとって親しみやすい鑑賞題材と言えます。その主題や造形は抽象的なものですが、大人が想像
する以上に子どもたちの反応は豊かです。
紙版やベニヤ板といった身近な素材を用いていることから、版画制作や版遊びなどの活動につな
げた授業でも効果を期待できるでしょう。

シートについて
このシートでは、そのような吹田版画の特徴を最大限に活用し、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。
「音のかくれんぼ」の活動を通
して、能動的に観察し、自分なりの解釈を表現したり、友だちと感じ方を交流したりする共同的な
学びの場が生まれていきます。
シートの最終ページでは、オリジナルな技法を求めた作家の姿勢や、材料について紹介していま
す。作家の近影、子どもたちに向けたメッセージも収録しました。徳島出身の作家に親しみを抱い
てくれたらと思います。
鑑賞の醍醐味にせまる鑑賞遊び「音のかくれんぼ」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 20 年 3 月 31 日（鑑賞シート No.7 「吹田文明の色と光」）
平成 21 年 2 月 5 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）
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）
亀井幸子（徳島県立東工業高等学校教諭・鳴門教育大学院生）
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） 福原輝実(文化推進員）
［編集］ 濱口由美・竹内利夫

［デザイン］ 竹内利夫

●指導の手引き作成
鑑賞教育推進プロジェクト
［執筆］
作品の解説 竹内利夫 ··············································· 2
作家プロフィール 竹内利夫 ····································· 4
実践報告（小学校低学年） 山本敏子 ···················· 5
実践報告（小学校高学年） 濱口由美 ···················· 8
実践報告（中学校） 小浜かおり ·······························10
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●吹田文明

プロフィール

■徳島での学生時代

吹田文明は、1926（大正 15）年、徳島県阿南市富岡町の旧家に生まれました。四人兄姉の末っ子
でした。15 歳のとき徳島師範学校に進み、20 歳まで徳島市で暮らします。卒業の前年、徳島連隊に
入隊。師範寮で徳島市大空襲を経験します。物資の乏しい中、絵を描く学生生活でした。1947（昭
和 22）年、卒業と同時に、徳島県海部郡日和佐小学校に勤務。海辺の町でのんびりした教師生活だ
ったと回想しています。1949（昭和 24）年、東京美術学校（現・東京芸術大学）美術学部に長期研
究生として派遣され、これが転機となり東京へ居を移します。
■図工教師として

1950（昭和 25）年、東京都の図工専科教員に着任。品川区御殿山小学校では若い教員同士で版画
の研究会を始め、全国的なコンクールで学校賞を受けたり、版画の教育書や映画の制作にたずさわ
ったりして、版画教育の研究で活躍します。一方、子どもたちのために研究した紙版などを自分の
制作にも取り入れるなどして、昼夜たがえず版画にのめりこんでいきます。1956（昭和 31）年から
読売アンデパンダン展などに油彩画や版画を出品し、翌年にはモダンアート協会展で奨励賞、日本
版画協会展で恩地賞を受け、頭角をあらわしていきました。
■オリジナリティを求めて

1958（昭和 33）年、第 1 回グレンヘン国際色彩版画トリエンナーレで受賞を果たしました。そこ
で生まれたのが「眼球体」のシリーズです。教材研究を通して見出した紙版の表情を活かし、群生
する目玉を描いたこの時期のテーマは、工業化社会・高度経済成長の時代へ突き進もうとする時代
の人間の姿でした。大衆の寓話を思わせるメッセージ性に関心を集中したことで、吹田版画は初期
の模索的な造形から飛躍をとげました。
しかしほどなく、小学校の運動会などの行事で使われたラワンベニヤ板を版木とすることで、新
たな表現を作家は開拓します。ベニヤ板の目の粗さを逆手にとって、木目を重ねた効果を活かし、
ちょうど銅版画のメゾチントにも似た技法が考案されました。また、子どもたちが扱いやすい油性
インクの開発と、みんなで大きな合作を刷るための木版プレス機の開発に取り組みます。それらの
版画材料は、ラワン・メゾチント法の確立にとっても欠かせないものでした。油性インクの濃厚な
色彩と、水性インクの透明感との対比が、吹田版画の空間を作っています。
■現代版画のリーダーとして

1967（昭和 42）年のサンパウロ・ビエンナーレで版画部門最優秀賞を受賞したことは、作家の人
生に大きな衝撃を与えました。教育現場への思いを抱えながら、吹田文明は現代版画のリーダー的
存在として制作活動にはげむ道を選びます。この時期の作品の特徴は、光点の集中と分散です。従
来の木版画の考えでは発想できないようなドリルの活用が、メゾチント風の闇と色彩の表現に風穴
をあけました。版材を貫通した穴は、星となり花火の閃光となり、抽象的ながら人をひきつけて止
まない明快な作風が完成しました。作家は「総ての物質は点と円の集積によって作られていると考
えている」と語っています。※1 人間社会をみつめてきた思想と方法論が、この光点の表現におい
て実を結んだと言えるでしょう。
1969 年（昭 44）、作家は多摩美術大学に教授として着任します。駒井哲郎らと育てた大学版画学
会を主導し、多摩美術大学に日本初の版画科を創設するなど、ここでも改めて版画教育の活性化と、
自己の絵画世界の深化に力を注ぎます。精力的に作風を展開した 1970 年代以降の作品は、ダイナミ
ックな宇宙を思わせます。1995（平成 7）年、戦後 50 年を期して手掛けられた「鎮魂」のシリーズ
は、華やかな色彩空間がどこか内省的な深みへと見る者を導いていくかのようです。
■作家のテーマ

作家は一貫して、抽象的な造形に詩情を探りながら、自らを一番表現できるテーマとして宇宙に
たどりつきました。
「絵は透明な空間によって作り出される永遠でなくてはならない。それは宇宙の
果てしない空間であり、星の透明な輝きである。」※2 リズミカルに、まるで生命体のように星々
が浮遊する空間は、重厚な色彩と透明な光の巧みなコントラストから生まれています。その秘密は、
油性と水性のインクを駆使したり、紙や木片による版を自在に取り入れたりする、独特のテクニッ
クにあります。それは若い時代から、作家が一つ一つ試行錯誤を重ねた成果に他なりません。
※1『版画藝術』21 号（1978 年春）より
※2「朝日新聞日曜版」1979 年 6 月 17 日より
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鑑賞シート No.7 『吹田文明の色と光』を活用した
実践事例 （小学校第２学年）
平成２０年１０月２３日（木）５校時
加茂名南小学校２年３組 ３２名
指導者 山本敏子

第２学年 図画工作科学習指導案
１ 題材名 耳をすませて たんけんしよう〈鑑賞〉
２ 題材設定の理由
子どもたちは一人ひとり興味・関心，経験，家庭環境等が異なる。
学級には友だちとうまくコミュニケーションを取れず，配慮の必要な
児童もいる。様々な学習経験を積み重ねることで，豊かな感性を身に
付け，資質・能力を伸ばしていくことができると考える。本学級の子
どもたちは表現することを好んで行う。子どもたちは描いたりつくっ
たりしながら，自分の発見した形や色の面白さを楽しんでいる。今ま
でにも自分の作品について語ったり，お話をつくったりして楽しく活
動してきた。自分の造形感覚を働かせて，作品と向き合い，楽しく表
現と鑑賞を一体化させながら造形活動に取り組む活動を重ねてきた。
新学習指導要領では，「言語活動の充実」が重要なポイントの一

つに挙げられている。また，本校では，子どもたちの実態から「言葉を
大切にし，自分の思いや考えを豊かに表現する力を育成する」というテ
ーマで研修を重ねている。図画工作科においても言語活動を取り入れて
活動することは知的活動だけでなく，コミュニケーション，感性や情緒
の基盤であり，造形的な創造活動の資質・能力を伸ばしていけると期待
される。形や色による造形「言語」と言葉による「言語」を組み合わせ
て活動することにより，表現と鑑賞の広がりを体験させたいと考えた。
国語科のみならず図画工作科においても言語活動を取り入れて実践に
取り組んできた。
本時までの活動として，県立近代美術館との連携における「シーガル
の人間像」の鑑賞シートを使って，作品から読み札をつくった「シーが
る・た」，作品の背景の表現とその描画をもとに文章で表現した「シー
がる・日記」等の，イメージを広げる言語活動を取り入れながら実践し
た。また版画の活動では，製作とお話づくりを通して，図画工作科と国
語科の合科的な活動を行い，表現や鑑賞に取り組んだ。支援を必要とす
る子もいるが，子どもたちは意欲的である。
今回は「吹田文明の色と光」の鑑賞シートを用い，絵の中を探検する
ことにより，耳を，心を澄ませて音を探させたい。見つけた音を紹介し
合って友だちの思いや感じ方に触れることにより，自分と友だちの感じ
方の違いや友だちのよさを感じ，自らの見方や感じ方を広げさせたい。
吹田さんの作品や「ことば」に触れながら授業を通して活動を積み重ね
ることにより，友だちと関わることの大切さや生活を豊かにしていける
ことも伝えたい。

３ 学習計画（全２時間）
学 習 活 動（子 ど も の 意 識 の 流れ）
子どもの反応

教師の働き

指導上の留意点

学習活動における
具体の評価の規準

第一次 音を探したり，紹介したりすることから作品の表現を楽しむ。（本時 １時間）
絵の中を探検しよう。じっくり見て，感じたことを話してみよう
キラキラ光って
とてもきれい。

流れ星だ。広い宇
宙に来たみたい。

シャボン玉がふわ
ふわうかんでる。

ねこのような動
物を見つけたよ。

耳をすましてみよう。どんな音が聞こえてくるかな。音を見つけて紹介しよ
う（鑑賞シート p.1）
パーンパン。花
火が上がる音。

水晶玉が
落ちた音

シャボン玉がと
んでさけた音

宇宙の宝箱が開いて，その
中のいんせきが光った。

好きな絵を選んで音を見つけよう。「音のかくれんぼ」を友だちとしてみよ
う（鑑賞シート pp.2-3）
キラリラリン。に
じが見えた。

ガチャガチャ。ロ
ボットを直す音。

ぴちょん，パチャン。鳥
が水をつつくよ。

○作品をじっくりと見て感じたこと
を自由に話し合わせる。
○形や色に着目させ，自分なりに感
じ，見つけた音や様子を言葉で表現
させる。
○「音のかくれんぼ」のルールを紹介
し，作品とどのように関わるかを知
らせる。

関心に聞こえてくる音
を探し出し，表現を楽し
もうとしている。

○グループの活動で，自分の感じ取っ
た音や正体を紹介し，伝え合うこと
で，互いに感じ方を深める。

鑑形や色に着目して表
現の面白さに気付き，音
で表している。

○感じた音からできた言葉をみんな
で音読することにより楽しく鑑賞
させる。

第二次 作者の版画のつくり方を知り，作者や作品により深く親しむ。（１時間）
みんなも版画をつくったね。
吹田さんの作品と比べてみてどんなことを感
じたかな。知りたいことはある？
材料がちがう。どこを工
夫してつくったのかな。

どうやってあんな動くよ
うな作品ができたのかな。

どんな場所で，何を考え
ながらつくったのかな。

「吹田さんのことば」（鑑賞シートp.4）があるよ。読んでみて感じたこと，思っ
たことを話してみよう。そしてもう一度作品をじっくりと見てみよう（pp.1-3）

○自分たちの製作を思い出させなが
ら，吹田さんの材料やつくり方につ
いて知りたいことなどを発言させ
る。

関吹田さんの作品の材
料や制作の仕方に関心
を持って話し合おうと
している。

○吹田さんの言葉に込められた吹田
さんの思いを感じ取らせ，好きな作
品について話し合わせる。

鑑好きな作品を見て話
し合うことから，表現の
面白さを楽しんでいる。

○本物の作品のすばらしさに触れな
がら，楽しく活動できるよう配慮す
る。マナーも考えさせる。

鑑作品に親しみ，形や
色，音，表現の面白さを
感じ取っている。

発展 美術館において，吹田文明さんの作品の前で「音のかくれんぼ」をして友だちと楽し
む。（０．５時間）
本物の作品の前で，好きな作品を選んで音を見つけよう。グループで楽
しく「音のかくれんぼ」をしよう
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４ 題材の目標
絵の中から聞こえてくる音を紹介したり，音読したりすることを通して，
吹田さんの作品に親しみ，作品の表現を楽しむことができる。

５ 題材の評価規準
造形への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

作品をよく見て，絵の中に入って心に聞こ
えてくる音を探しだし，作者の表現を楽しも
うとしている。

作品に親しみ，感じたことを話したり，友
だちの話を聞いたりして，形や色，音，表現
の面白さを感じ取っている。

６ 本時の学習
(1)目標
○ 絵の中に入って心に聞こえてくる音を友だちに紹介したり，音読したり
することを通して，吹田さんの作品に親しみ，表現を楽しむことができる。
○ 感じたことを話したり，友だちの話を聞いたりして，作品から形や色，
表現の面白さを感じ取ることができる。
(2)展開
学習活動
１ 作品（p.1)を見て，形や色から感じたこ
とや思ったことを話し合う。

指導上の留意点
○ 作品をじっくりと見て感じたことを自
由に話し合わせる。

２ 「音のかくれんぼ」ルールを知って，自
分でも音を見つけて紹介し合う。

○ 昨年の２年生が探した音を紹介し，作品
とどのように関わるかを知らせる。

３ 好きな作品を選び，思いをふくらませ， ○ 形や色に着目させ，自分なりに感じ，見
つけた音や様子を言葉で表現させる。
音を見つけ出す。

学習活動における具体的な評価規準

〔造形への関心・意欲・態度〕心に聞こえ
てくる音を探しだし，作品の表現を楽しも
うとしている。
〔鑑賞の能力〕
作品の形や色に着目して表現の面白さに
気付き，音で表そうとしている。

評価方法

発言

鑑賞ワークシート

４ 自分の見つけた音を紹介したり，友だち ○ グループの活動で，自分の感じ取った音
や正体を紹介し，伝え合うことで，互いに
の見つけた音の正体を当てたりしながら，
感じ方を深める。
友だちの感じ方を知る。
５ 見つけた音から生まれた言葉をみんな
で音読して，吹田さんの作品のよさを感
じ，本時のまとめをする。

○ 感じた音からできた言葉をみんなで音
読することにより楽しく鑑賞し，美術館で
の活動への意欲づけをする。

(3)評価及び指導（手だて）
〈造形への関心・意欲・態度〉
「十分満足できる」と
心に聞こえてくる音を探し出して，意欲的に表現の面白さを
判断される状況（Ａ）
楽しもうとしている。
「おおむね満足できる」状況 作品をじっくりと見させて，表現の面白さを見つけ出させ，
（Ｂ）を実現するための具体 自分なりに作品に関心を持てるようにする。
的な指導

〈鑑賞の能力〉
「十分満足できる」と
判断される状況（Ａ）

友だちの感じ方を知ったり，自分たちの版画の活動と比べな
がら吹田さんの作品の形や色に着目したりして表現の面白さを
感じ取り，自分の見方や感じ方を深めている。
「おおむね満足できる」状況 絵を何かに見立てさせ聞こえてくる音や，作品の表現の面白
（Ｂ）を実現するための具体 さを感じて聞こえてくる音を探し出したり，言葉で表現したり
的な指導
できるように，作品の形や色の表現に着目する視点を与える。

７ 授業後の考察
・この実践は，私のクラスだけでなく，同学年の他のクラスでも実
践させてもらった。クラスの子どもたちの実態が少しずつ違う
が，共通していたのは，鑑賞シートの P1 にある吹田さんの「星
を抱いて」の作品のコピー（A3 サイズ）を黒板に提示したとたん，
「うわっ」「きれい」という声があがり，本当に感動している表
情が見られたことだ。自分たちが版画（紙版をインクで刷った後，
水彩で着色）の作品を表現した後の鑑賞だったからなおさらかも
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しれない。
・普段から詩や言葉遊びを音読している。そんなことからも作品を
見て，音を言葉で表現することにつながったと思う。図画工作科
と国語科との関連を図り，興味をもって学習できるのではないか
と考える。（版画表現の時にはお話づくりから表現を工夫した授
業実践をし，言語活動を取り入れ，国語科との関連を図った。）
・鑑賞の授業のとき，子どもたちがそれぞれに作品に入り込んでい

て，自分が感じたものを素直に言葉で表現できていた。作品から
受けて生み出された言葉は，その子の育ってきた環境や体験が背
景にある。作品と向き合い，言葉で表現する中でイメージをふく
らませて，作品の形や色とコミュニケーションを図れていること
をとても感じた。
・自分の見つけた音を探し合う
グループ活動が楽しかった
という感想が多くあった。少
人数のグループなので，自分
の活躍する場を各自もつこ
とができたからだろう。その
活動で自信をもったのか，み
んなで見つけた音を共有す
るとき，日頃発表の少ない子が進んで手を挙げて前に出て，見つ
けた音の発表をすることができた。音を見つけ紹介したり，音読
したりする言語活動を通して，吹田さんの作品に親しみ，表現を
十分楽しむことができたと実感した。さらに美術館での鑑賞への
意欲も感じられた。

今までの活動が生かされ，後で常設展や企画展を見ても作品にと
ても親しみ楽しんでいた。他の国の美術館にも行ってみたいという
気持ちを持つ子までもいて，子どもたちにとって心に残る活動だっ
たと感じている。
美術館での活動の様子（吹田さんの作品を前に）

※ 美術館での鑑賞から（発展）
１１月７日，いよいよ美術館での鑑賞。美術館の吹田さんの作品
コーナーへ入ったとたん，「うわー，本物の吹田さんの作品！」と
子どもたちの輝いた顔。子どもたちは，自主的にそれぞれに気に入
った作品の前に行き，活動を始めていた。色彩の美しさや透明感，
濃淡の表現，鳥や花等の形からのイメージなどから音を見つける楽
しさいっぱい（感想から）で，どの子も作品の中に入り込んで版画
の表現を楽しんでいた。吹田さんの本物の版画作品の前で，自信に
満ちて意欲的に活動し，作品に親しみを持ち美しさに感動したり聞
こえてきた音を楽しんだりしている子どもたちの姿があった。
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鑑賞シート No.7 『吹田文明の色と光』を活用した
実践事例 （小学校第５学年）

近代美術館発行の鑑賞シート７「吹田文明の色と光」を使用して、
美しい吹田作品の鑑賞活動を豊かなものにしたい。

３ 本時の学習（５０分）
平成２０年７月１１日（金）１校時
学習者 富田小学校５年２組 ２７名
指導者 濱口由美

第５学年 図画工作科学習指導案

(1)目標
鑑賞遊び「音のかくれんぼ」の活動を通して、吹田作品の造形的
な特徴や表現の意図を感じとることができる。
(2)展開
学習活動

１ 題材 音のかくれんぼをしよう
２ 題材について
(1) 新学習指導要領からみる子ども像と鑑賞遊び「音のかくれんぼ」
図工科の教科目標の中に「感性を働かせながら」という言葉が、
新たに盛り込められた。指導要領解説によると、「児童は視覚や触
覚などの様々な感覚を働かせながら、自らの能動的な行為を通し
て、形や色、イメージなどを捉えている。これを手がかりに児童は
発想したり、技能を活用したりしながら、自他や社会と交流し、主
体的に表現したり、よさや美しさを感じとったりしている」と述べ
ている。また、高学年鑑賞では、「感じたことや思ったことを話し
たり、友人と話し合ったりするなどして、表し方の変化、表現の意
図や特徴などをとらえること」が、指導事項の一つとして記された。
これらのことを受け止めながら、鑑賞者としての子ども像を描いて
みる。まずは、心と体で作品と向き合い、自分の考えや思いを抱く
ことのできる能動的な鑑賞者が浮かんでくるだろう。二つめは、友
達と意見を交換しながら、自らの考えを深めたり問い直したりして
いく子どもの学びの姿を描くことができるのではないだろうか。し
かし、思考の枠組みができはじめ他者との違いを意識し始めてくる
高学年の子どもたちにとって、個々の鑑賞体験を互いに伝え合い意
見を述べ合うことは、そう簡単なことではない。
そこで、自分らしく作品とかかわりながらも、互いの見方や考え
を共有していく場が生まれやすい、鑑賞遊び「音のかくれんぼ」の
活動を取り入れることにした。鑑賞遊びは、「絵の中にかくれてい
る音をみつけよう」「その音の正体は・・・だったよ。」というよ
うに、感性の活かし方をルール化した作品とのかかわり方を身に付
けさせることから活動が始まる。かかわり方を習得した子どもたち
は、おそらく自信を持って作品と対峙することができるであろう。
また、個々の見方や感じ方を言葉の絵筆のように音として変換して
いく活動であるため、自分らしい感じ方を素直に表現できるのでは
ないかと思われる。このような、鑑賞遊び「音のかくれんぼ」の活
動を通して、他者との違いを受け止めながら、自分の見方を深めて
いこうとする高学年らしい鑑賞者としての学びの姿が生まれてく
ることを期待したい。
(2) 吹田作品の教材化について
「ひかりは感じていたが音には気付かなかった・・・」富田小学
校の１年生と自らの作品で「音のかくれんぼ」を楽しんだ作家本人
の言葉である。「花火の男」と称されたこともある吹田さんの作品
からは、引きよせられるような光、厳しい拒絶の光、たった一つの
願いごとのような光など、鑑賞者の思いを重ねていくことで無数に
広がっていく様々な光を見つけることができるであろう。ここでの
音探しは、そのような光の姿も言葉に置き換えてくれるツールとな
ることを理解させて活用させていきたい。
また、吹田文明が本県出身の版画家であることや木版や紙版とい
う子どもたちにも馴染み深い方法で作品を制作してきたことも紹
介し、吹田作品への興味や関心も高めたい。本題材では、徳島県立
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指導上の留意事項

具体的な
評価規準

評価方法

１吹田作品と「色や ○色や形をもとにした発見
やイメージを自由に発言
形のかくれんぼ遊
できるようする。
び」を楽しむ
２「音のかくれんぼ」 ○１年生の子どもたちが見
つけた音の隠れ場所をさ
のルールを理解す
がし、その正体を見つけ
る。
るという活動を通して、
作品とのかかわり方を理
解できるようにする。
３自分が選んだ吹田 ○鑑賞シートpp.2-3を使っ
て，気にいった吹田作品
作品と「音のかく
れんぼ」をしなが
と「音のかくれんぼ遊び」 エ（鑑賞の能
力）
ら鑑賞する。
ができるようにする。
○２種類のかくれんぼカー 吹田作品の
ドを用意し、子どもの興 造形的な特
味や関心に応えられるよ 徴からのイ
メージによ
う配慮する。
り生まれた
４友だちの見つけた ○友だちの考えに寄り添い 音を手がか
りにして、自
音で「かくれんぼ」 ながら作品を見ること
で、自分の見え方も更新 分の見方や
遊びをしながら、
される楽しさを感じとら 感じ方を深
互いの見方を交換
めている。
せる。
する。
○グループ活動を取り入れ
ることで伝え合い深め合
う場が個々に生まれるよ
うにする。

観察
発言
かくれん
ぼカード

５吹田さんのアトリ ○音のかくれんぼの場所を
吹田さんのアトリエ（鑑
エから聞こえてく
賞シートＰ４）に移し、
る音を話し合いな
一緒に制作しているよう
がら制作方法を知
な気持ちで作品が生まれ
る。
てきた背景を理解する。

(3)評価及び指導（手だて）

エ

「十分満足できる」と 友だちの見つけた音などからも、
吹田作品の造
判断される状況 （Ａ） 形的な特徴や意図を考えながら、
自分の見方や感
じ方を深めている。
「おおむね満足でき
色や形からのイメージを一緒に体で表現した
る」状況（Ｂ）を実現 り音に例えたりしながら自信を持って作品とか
するための指導
かわっていくことできるようにする。

４ 授業の実際と考察
①「音」選びが、鍵を握る
「１年生がこの絵と遊んでいたら、『しゃららん』という音が聞
こえてきんだって・・・」
作品をさらに深く見ていくために、子どもたちにとらえ直しのき
っかけを与えるための「音」である。今回は、ぴかあん・しゃらら
ん・がちがちの音を選んだ。この三つの音は、これまでの実践活動
の中で、主に低学年児童によって見つけ出されたものである。
このような限定された抽象的な視点が与えられると、作品に注が

れる子どもたちの眼差しは一変する。それは、第一印象を述べてい
たときの好奇心が、探求的なものへと変容してきたことを意味して
いるのではないだろうか。他者の見方に寄り添いながら作品を見て
取るこの活動は、ルールの習得だけでなく、自分の見方や感じ方が
変わっていくことを実感させてく
れる場でもある。それ故に、出会わ
す作品や投げかける音は、児童の発
達段階や実態に応じて慎重に選ぶ
ことが大切であり、多学年でこの鑑
賞シートを活用していくための今
後の課題にもなるであろう。
この授業で投げかけた三つ音のうち、５年生児童がもっとも敏感
に反応したのは、しゃららんの音であった。「しゃぼん玉の中でピ
ンクの砂が踊っている音みたい。」「氷のような長い棒が、風に揺
らされて音を出している。」など、質感やリズム、動きなどの造形
的な特徴をよく捉えながらしゃららんの音の正体を読み取ろうと
していた。
美術作品を対象とした鑑賞体験が何度かあるこのような学級で
は、動きの変化を伝えているような二つの音が組み合わさったもの
や、鑑賞シートに載っている「だったた だったた」のような造語
的な音も投げかけてみたいと感じた。作品の見方や捉え方が深まる
だけでなく、自分のイメージとひびき合うオノマトペ表現の習得に
も繋がったかもしれない。
一つの「音」が、作品とのおしゃべりを夢中にさせ、そこで見た
作品世界をスケッチしていく言葉の絵筆も獲得させるのである。
「音のかくれんぼ」実践を行うときには、大切に「音」選びをしな
くてはならないと感じた。
②子どもと一緒に楽しむサポートタイム
自分が気に入った作品と自由に「音のかくれんぼ」遊びをする時
間を約１５分間とった。ほとんどの子どもが、自分のペースで「音
のかくれんぼ」遊びを楽しんでいるなか、シートの開閉を何度も繰
り返している児童に気がついた。そこで、「一緒に音のかくれんぼ
をやらしてもらってもいいかなあ。」と声をかけ、「ゴロゴロごっ
とん・・・どの絵と遊んでいて見つけた音でしょう？」と、かくれ
んぼクイズを出してみた。なぜならば、つまずきのある子どもたち
は、作品との遊び方（「音のかくれんぼ」のルール）が、十分に理
解できていないことが多いからである。
その子は、鑑賞シートの作品をよく見比べながら、「この絵か
な？」と不安げに人差し指をおいた。それで、
「ようわかったなあ！
どうしてわかったの」と尋ねると、「この丸いのがビー玉で、窮屈
そうなすき間を・・・・」と誇らしげな笑顔で作品説明をしてくれ
たのである。教師も活動者になって「音のかくれんぼ」をして遊
ぶ・・・そんな簡単な支援でこんな笑顔のごほうびを返してくれる
のは、やっぱり「鑑賞遊び」ならではのことだろう (^_^)v。

先生が、どの作品と音のかく
れんぼしたか、
あててね。
「ゴ
ロゴロごっとん、汗かきなが
ら通るぼくのビー玉」

③栄養いっぱいおなかいっぱいの相互鑑賞
お気に入りの作品と子どもたちが遊んだ様子は、
「かくれんぼ詩」
の中にしっかりと記録されていく。「見つけたこと」「感じたこと」
「考えたこと」「大切に思うこと」「自分への励まし」・・・。短
い「かくれんぼ詩」の中に、一人一人の思いが素直に描かれている
のである。しかも、動きや空間など、それぞれの作品の造形的な特

吹田文明『銀河を渡るＢ』

徴を的確に捉えたものが多い。また、三つの音のつながりを意識し
ながら、作品テーマを読み取ろうとしているものも見られた。これ
は、三連形式のかくれんぼカードを用いたことで引き出された見方
かもしれない。
さて、これらの「かくれんぼ詩」を
活用すると、作品をもっと堪能するこ
とのできる相互鑑賞の場がうまれる。
今回は、相互鑑賞のおいしさを５年生
の子どもたちにたっぷり味わってもら
おうとコースディナーを設定した。
前菜は、「あてっこ遊び」。友達の「かくれんぼ詩」を聞きなが
ら、どの作品の詩であるかをみんなで探し出していく活動である。
この活動はどの学年でも一番盛り上がるが、単なる「正解さがし」
にならないように配慮する必要がある。そこで、かくれんぼ詩と作
品をつなげた根拠をしっかりと語らせることで、色や形といった食
材（？）の捉え方や感じ方も伝え合うようにした。
メインディッシュは、「朗読鑑賞」。吹田作品『銀河をわたるＢ』
を盛（持）って、
「バリバリドッカーン、行く手をさえぎった光・・・」
と、一人の児童が、自分のつくった「かくれんぼ詩」を読み上げた。
すると、自然に拍手がわき起こった。「なるほど」といった共感的
なつぶやきも聞こえてくる。おそらく、あてっこ活動のときには、
味わうことのできなかった鑑賞のおいしさが堪能できたのであろ
う。また、同じ作品から生まれた別の「かくれんぼ詩」もおかわり
させることで、「１枚の絵で二度おいしい」と感じる相互鑑賞の醍
醐味もご馳走することができたと思っている。
デザートには、「４人グループのあてっこ遊び」を選んだ。この
活動では、一人一人が自分の見方や考え方をメイン席に座って伝え
合うことができる。すると、相関的に自分も友達の味付け（見方）
に耳を傾けながら作品を味わおうとする気持ちも高まる。つまり、
他者の見方や感じ方に寄り添いながら受け止めようとするテーブ
ルでのデザートタイムなのである。それぞれの「音のかくれんぼ」
をじっくり味わいながら賑やかに楽しんだ。
このようなグループでの意見交換は、一人鑑賞への抵抗を軽減し
たりルールを理解したりするための支援活動としても有効である
と思われる。小集団活動をうまく取り入れた新たな授業展開を工夫
することで、さらに極上の「音のかくれんぼディナー」が、期待で
きそうである。
独立した鑑賞の時間は、高学年の子どもたちにとっても、１年間
に１～２回しか実施されない貴重なものである。いつもの教室が、
どの子にも大切な栄養
（これを感性のマッサー
ジというのかなあ・・）
をおなかいっぱいにご馳
走できるレストランにな
ればいいなあと思いなが
ら、本実践をまとめた。

[9]

鑑賞シート No.7 『吹田文明の色と光』を活用した

美術への関心・意欲・態度

実践事例 （中学校）
平成２０年６月２０日（金）鳴門中学校３年生
平成２０年１０月１４日（火）日和佐中学校１年生
美波町立日和佐中学校
鳴門教育大学大学院 小浜かおり

中学校美術科指導案
１ 題材名 音のかくれんぼ
「鑑賞シート７現代の木版画 吹田文明の色と光」を使って

２ 題材について
一人ひとりに見方や感じ方がある。美術での表現や鑑賞活動の中
で，他者と意見を交換し，相対的に自分を見つめ直すことで，他を
知り，認め合い，思いの共有化を図っていく試みは，美術科の大き
な教育目標の一つである。鑑賞シート「音のかくれんぼ」は，生徒
が，視覚媒体である平面作品の中に，「かくれんぼ」している音を，
共に見つけていくという，なんとも不思議な楽しさに導かれる活動
である。
美術作品の見方が，既成の固定化された価値観を押しつけられる
ような鑑賞学習には，中学生は，もはやリアリティーを感じない。
鑑賞活動は，自分自身が作品を見出す行為から出発する。そういっ
た意味で，オノマトペ（onomatopee）表現による鑑賞活動は，たい
へん個性的で，新しい鑑賞の創造性を秘めた方法といえる。発達段
階から考えても，視覚と，聴覚の融合，ひいては五感に広がり，新
しい見方でありながらだれもが理解しやすく，自分を外へ表現する
ことをためらう中学生にとっても感覚の共有化に有効な場となる。
ここでは，自分の見方が自分のモノとなり，他の見方や感じ方が，
また自分の発見となるのである。
3 月の新学習指導要領の改訂で，中学校「美術科」では，“他者
との交流から，自分の見方や感じ方を広げる”ことが期待される内
容が明記された。そこで鑑賞の授業は，いろいろな価値観に触れる
という機会をつくるだけでなく，実践的に生徒が自分たちの見方を
創造していく活動の場づくりもたいへん重要になると考える。
この授業では，「音のかくれんぼ」シートの流れから，発展的に，
複数の生徒による，詩の制作を取り入れた。「音のかくれんぼ」の
鑑賞遊びから生まれた，「音」とその「正体」。それを言葉で書き
表すと美しい詩のようになる。シートから１つ作品を選ぶ。同じ作
品を選んだ生徒同士でグループをつくる。グループの一人ひとりが
生み出した「音」とその「正体」をかいたカードを，ディスカッシ
ョンしながら並べ替え，詩の共同制作をしようとする試みである。
それぞれが発見した「音」とその「正体」を一つの部分として，そ
れから物語を（時間の流れを）考えながら構成していく。必ず，全
員の言葉を入れることを条件にし，排除ではなく全てを生かしてい
く活動を目標とした。生徒には，そこにまた，新しい見方や感じ方
のおもしろさがあることに気づかせたい。

３ 目標
・鑑賞遊び「音のかくれんぼ」の活動を通して，吹田作品の造形的
な特徴や表現の意図を，感じることができる。
・自分や友人が発見した「音」とその「正体」の表現を基に，それ
ぞれを組み合わせ，詩を制作することで，作品の見方，楽しみ方
を深めていく。
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４ 題材の評価規準
鑑賞の能力

・吹田作品の造形的特徴からイメージ ・作品の色や形，それらの画面の中の
した「音」を，オノマトペで表すこ 大きさや位置からイメージした
とにより，友人どうしで作品を共有 「音」を，オノマトペで表すことで，
できる作品の見方に関心が持てる。 自分の見方や感じ方を確認できる。
・詩の共同制作をすることで，新たな
作品の見方や感じ方を広げ，楽しむ
ことができる。

５ 展開（２時間）
第一次（「音のかくれんぼ」鑑賞遊び）
学習活動

指導上の留意点

具体的な
評価規準

評価方法

関 色や
形，その大き
さや位置な
どからイメ
ージする
「音」をオノ
マトペで表
現すること
を楽しんで
いる。

観察
発言

①吹田作品との出会 ○モニターで，最初の作品
（鑑賞シート）を全員で
い。
・・これは何だろう？ 鑑賞し，生徒との会話か
ら，作品について疑問や
気になることを引き出
す。
○作品が版画であること，
作者は徳島県阿南市出身
であることを紹介する。
○色や形についても自由に
発言できる雰囲気をつく
る。
○「音クイズ」で「かくれ
んぼ遊び」のウォーミン
グアップをする。
○シートを配る。
②鑑賞シート「音の ○「正体」の形や色、その
大きさや位置に注目さ
かくれんぼ」で
せ，そこからイメージを
「音」を見つけよ
持たせる。
う！
（p.1 で自分自身の発見を
・・その正体は？
促す。）
（自分で「音」とそ
の「正体」を発見
し，それを基に「音
のかくれんぼ」を
楽しむ。）

③自分の好きな作品 ○鑑賞シートpp.2-3の中で 鑑 造形的
気になる作品から，「か な特徴から
で，「音のかくれ
くれんぼ」で発見した
んぼ」をしながら
イメージし
「音」とその「正体」を た「音」を手
鑑賞する。
シートに書かせる。
がかりに自
（シートに書いたも
のの中から一つ選 ○カード（＊ワークシート 分の見方や
２）を配り、選んで書い 感じ方を深
んでカード（に書
たものを提出させる。
めている。
く）
④友だちの見つけた ○提出されたカードを黒板
音で「かくれんぼ」 に提示し、「音」を読み
上げていく。
をし，互いの見方
○正解不正解にかかわら
を交換する。
ず、その「正体」を作品
のどこで感じたかを、て
いねいに対話を重ねて、
その思いを引き出すよう
にする。

鑑賞シー
ト

観察
鑑 「音の
かくれんぼ」 発言
遊びで，友だ
ち同士での
見方や感じ
方を共有で
きる。

６ 評価及び指導の例

第二次（吹田作品を基にした詩の共同制作）

美術への関心・意欲・態度
学習活動

指導上の留意点

具体的な
評価規準

評価方法

関 選んだ
作品につい
て，友だちが
発見した
「音」やその
「正体」に積
極的にかか
わりを持と
うとしてい
る。

観察
発言

①班で，「音のかく ○前回のふり返りとして，
自分の見つけた「音」や
れんぼ」遊びをす
その「正体」と，作品の
る。
造形要素との関わりに注
（４～5 人の斑）
目させる。
②気になる（気に入 （＊ワークシート３を配
る）
った）作品を一つ
決める。その作品 ○グループでディスカッシ
ョンしながら，作品のイ
を選んだ生徒同士
メージに一番あうと感じ
がグループを作
る順番で音の詩の共同制
る。その作品につ
作をさせる。
いて，一人ひとり
の発見した「音と （前回かいたカードの作品
番号のグループでもよ
その正体」のカー
い）
ドを並べ，その順
番を入れ替えて，
詩を完成させる。
（ワークシート３）

○詩のイメージを，作品の
③制作発表
どこで感じたか，意見を
（グループの詩の発
促す。
表をきいて，他の
グループが作品を
あてる。）
④活動のふり返り

○ふり返りシートを配る

鑑 組み合
わせの順番
を決定して
いく過程で，
友だちの見
方考え方に
触れ，作品の
新たなおも
しろさに気
づくことが
できる。

・友だちどうして作品を共有できる作品の見
方に関心を持って，「音のかくれんぼ」遊
びを積極的に楽しんでいる。
「おおむね満足できる」状況 ・「音のかくれんぼ」遊びを通して，友だち
（Ｂ）を実現するための指導。 が発見した「音」やその「正体」について，
自分の感じ方を大切に，作品を探すように
促す。

鑑賞の能力
「十分満足できる」と
判断される状況（Ａ）

・友だちが発見した「音」やその「正体」か
らも発想し，自分の見方や感じ方を深める
ことができる。
・「音」とその「正体」カードの言葉を並び
替えた時の雰囲気の違いに気づき，作品の
表現意図を考えながら，詩の共同制作がで
きている。
「おおむね満足できる」状況 ・形や色，その位置や大きさ等，吹田作品の
（Ｂ）を実現するための指導。 造形的特徴からイメージを持たせ，自分の
見方で作品と関わることができるようにす
る。
・詩の共同制作をする過程で，時間の流れで
構成したり，物語性を持たせて構成したり
するなどの方法を提示し，選んだ作品につ
いて，自分のイメージと友だちが気づいた
イメージを関わらせることができるように
する。

７ 授業後の考察
発言

共同制作
について
の感想文

「音のかくれんぼシ
ート」と「詩」の
展示

関・・・美術への関心・意欲・態度

「十分満足できる」と
判断される状況（Ａ）

鑑・・・鑑賞の能力

この授業で注意したい点は、第二次の「詩の共同制作」である。
ここでいう「詩」の制作とは、決してすばらしい「詩」を創作する
ことが目的ではない。そうでなければ、生徒の意識が言葉の技術に
走り、作品鑑賞を楽しむことから離れてしまう危険性があるからで
ある。発見した「音」とその「正体」が、作品に感じた思いのピン
ポイントだとすると、仲間と自分の発見した思いをつなげる行為に
よって、全体のイメージを共有化できる（協調ではない）という意
味での、「詩」の制作である。このように第二次の活動は、生徒た
ちの作品への新しいアプローチとして「詩の共同制作」を進めてい
くことを意識した。そして、結果として、言葉を並べ替えるだけで
なく、選んだ作品の全体の印象を「詩」の最後に新たに書き加えた
り、「音」同士「正体」同士でまとめたり、「詩」としての構成を
工夫するグループもでてきた（資料１）。それも含めて、一つの作
品を通して生徒たちがお互いに思いを関わらせていくことができ
たといえる。
これらの授業は、日和佐中学校の 1 年生と、鳴門中学校の３年生
で授業を行った。どちらの学年も、鑑賞の授業で初めての経験とな
る「音」を見つける新鮮さと、この教材の持つ「遊び」としての要
素から、最初はとまどう生徒もいつの間にか作品世界へ入り込んで
いく様子がみられた。中学校３年生では「音」としての表現から入
りにくい生徒に、作品に表れている造形から何に見えるかといった
問いかけをした。すると、「正体」を先にみつけて、そこから「音」
を想像することができていった。自分のイメージの世界へ他が入っ
てきたり、逆に他のイメージの世界へ自分が入ったりする体験は、
本来ならそのような感覚の共有化を求めながら、その方法を見いだ
せない生徒たちにとっても、自己表現の突破口となる貴重な体験だ
ったのではないだろうか。

鳴門中学校３年生の授業風景
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見つけた音

音の正体

制作者 氏名

制作者 氏名

資料１

ぷとぷとぷと
ザーッ ザザ
ラジカセが鳴る
ぷとぷと
ザッ
ザッザ

いそげ いそげ
パサササササ
あいつがくる あついあつい 熱を持って
パサササササ
おいつかれる おいつかれた
バシャ
ッ
あつい あつい ものすごいスピードで
あいつは通り過ぎる

⑥

ちょぼちょぼちょぼ
赤い金魚
ちょぼちょぼちょぼ
ゆっくり泳ぐ
ちょろちょろちょろ
泳ぎつづける

バ
ン
花火がひらいた
バーン バーン
また一つ もう一つ
どんどん花火が ひらいていく
バーン
あっ またひとつ

②

ビョーン
ゴムの音
ビョンビョンビョン
バネたちの華麗なダンス
ガタガタガタ
機械が動いている
ガタガタウィーンガタンガタンウィーン
目覚める機械たち

きらきら さらさらさら
ピチャ コロコロ ポァ～ンポン
海 水しぶき
ハワイの砂時計
不思議な世界の
小さな音

ピューン
妖精たちの舞踏会
シャララ キラッ
虹の登場
フワッ
虹のシャボン玉

ふよふよ
ちょう とぶ。
ひらひらひら
ちょう 散歩中。
ひらひらひーらー
ちょう ひとりぼっち・・・

ガタガタ
シュー キラーン
ドーンドーンドーン
ヒューン キラキラ
パチパチパチ
りんごの花火鑑賞

プクプクプク
あわの水泳
ピチャピチャピチャ
水の中の赤いやつ
ウジャウジャウジャ
虫の大発生

キラーン
光のカーテン
シュッ
炎の剛速球
ゴゴゴゴゴゴ
燃える天の川
シャー
黄金色の太陽の光
ヒラヒラヒラ パタパタパタ
蝶たちの旅

祭り

パァンパァンパァン パーン
ひゅるひゅるどーん ドーン
花火でにぎやか夏の夜
花火あがった
花火はまいおちる
うち上がった花火
パラパラパラ バアーン ポチャ
雨がはじける音
池の鏡
ピチャピチャ
しずくの子ども

②

⑦

③

④
⑦
②

ブクブク 赤い魚が息をはく
ゴポゴポ 赤い魚と一緒に水が動く
シャワシャワ黒いかたまりが
青い世界をせまくしていく
ブクブク ゴポゴポ シャワシャワ
世界がせまくなる音
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作品番号
作品番号

①

④

⑥

⑧

⑤

「音のかくれんぼ」ワークシート３ （Ａ４判）
「音のかくれんぼ」ワークシート２ （Ａ４判）

鳴門中学校３年生 6 月20 日 授業終了後の有志作品

日和佐中学校１年生 10 月14 日 グループ詩の共同制作

