
 

 

 

 

 

 

 ■授業計画の例 

       １次 「対（つい）」を手がかりにして、屏風のお話を想像してみよう（pp.1-3） 45 分 

       ２次 「自分の屏風をつくってみよう（p.4）」 

※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 

「対（つい）」

を 

見つける 

 

10 分 
 

 

身近な「対」を見つけよう

 

絵から、いろいろな「対」

を見つけよう  

・まず、身近にある「対」の例をあげて

みます。「組」、「ペア」、「つながり」と

いう言い方で考えてもいいでしょう。 

・よく見ると、絵の中にいろいろな「対」

があり、意味もつながっていることに

気づいていけるようにします。 

   ↓ 

② 
どっちの 

絵から 

 

10 分 

  

 

 

 

 

どっちの絵から聞こえて

きたお話だろう 

 

｢対｣をさがしながら、左隻

か右隻か、〇をつけよう  

・「Ｙさんが見つけたお話」は、子ども

と同じ立場でつくられた作文です。左

隻、右隻、どちらにも当てはまるように

なっていますので、自由に解釈できるよ

う、はげましましょう。 

・「お客さまとそれをむかえる人たち」、

というこの絵がもつ関係が分かってく

ると、考えやすくなります。 

   ↓ 

③ 
お話を 

書いて 

みよう 

 

20 分 

   

 

 

 

 

どちらかの絵をえらび、お

話を書いてみよう。②でみ

つけた「対」がヒントにな

るね。 

 

友だちのお話はどっちの

絵から聞こえてきたのか、

話し合ってみよう  

・人物の動作、表情、服装、持ち物、人

物と人物の間の空間をよく見るように

します。 

・「お話」を、セリフとして捉えてもい

いでしょう。 

・自分と異なる見方を楽しむことができ

るよう、クイズなどの形で交流するのも

いいかもしれません。 

   ↓ 

④ 

屏風に 

親しむ 

 

5 分 
 

 

橋本関雪や「五柳先生」に

ついて知る 

 

屏風について学ぶ  

・解説は、「答え合わせ」のためのもの

ではありません。 

・ここまでの学習で、子どもたちが自

身の力でお話を読み取ったことを評価

し、「別の作品でもためしてみよう」と

はげまします。 

 

（発展） 発展１ 折り曲げて見てみよう  ／  発展２ 自分の屏風をつくってみよう 

 

 

鑑賞シート指導の手引き 

「屏風のなかのお話」 

―日本の美術― 

 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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●橋本関雪と「五柳先生」について 

 
橋本関雪「五柳先生」 

大正初期 

絹本着色 屏風（六曲一双） 各159.5×351.0㎝ 

 

 

 

■橋本関雪「五柳先生」 

 華やかな金地の画面に、中国の古い

服装をした人たちが表されています。

対となった屏風の左側には、琴をもつ

従者を従えたどこか気品ただよう人物

が、もう一 方の屏風には、うやうやし

くお辞儀をする、ひとくせありそうな

表情の人がいます。その後ろでは、二

人の男が大きな甕（かめ）を運びこん

でいます。このなかで主人公といえる

のは、左側の屏風の中央に描かれ、他

の人たちの視線を集めている人物でし

ょう。それが、作品のタイトルとなっ

ている五柳先生（ごりゅうせ んせい）

なのです。 

 五柳先生は、貧しくても栄利を求め

ず、何ものにも縛られることなく日々

の生活をおくる人として、六朝時代の

詩人、陶淵明（とうえんめい 365‐427

年）の「五柳先生伝」に記されていま

す。理想像としてつくりだされた人物

だったのですが、後世の人々は、長く

五柳先生と淵明を重ね合わせるように

解釈してきました。橋本関雪（はしも

と かんせつ 1883‐1945 年）が描い

た作品〈五柳先生〉も、その解釈に従

っています。 

 二人を重ねようとする見方は確かに

魅力的です。官僚をやめ地方の村で静

かに暮らす淵明のもとに宮廷から使者

がきて、官職に戻るよう求められるも

のの断ります。清らかな暮らしを選ん

だからに他ならないのですが、敵対者

を次々におとしいれる皇帝の政治的な

たくらみを見抜いたからだという説も

あります。史実はともかく、関雪の表

したのは、そのクライマックスという

べき場面なのです。右の屏風には、使

者としてやってきた地方長官が、酒好

きの淵明のために運ばせた大きな酒の

甕とともに描かれています。このお話

は、『宋書』（そうじょ）に伝えられた

淵明伝にあり、「五柳先生伝」にはでて

きません。しかし、二人の姿は似てい

るのです。関雪は、 淵明が自分の理想

とする生き方を「五柳先生伝」に映し

たとする解釈にもとづいて、象徴的な

五本の柳の木とともに先生を描いてい

ます。 

 橋本関雪（幼名は成常、後に関一）

は、現在の神戸市に生まれました。父

親は漢学者で、漢文学にとどまらず、

西洋の書物を中国語に翻訳して出版す

るなど、 幅広く活躍をした研究者だっ

たといわれます。漢詩が子守歌がわり

だったほど、関雪は、幼いときから中

国の古典に親しみ、それが自身にとっ

て切っても切れないものになっていっ

たと思われます。六曲一双の屏風に展

開する、人々の心理まで表した表現は、

生い立ちによる土壌なしには生まれな

かったといえるでしょう。 

 関雪の絵画修行は、地元で四条派と

いう写生を大切にする表現を学ぶとこ

ろからはじまり、次いで京都の大家、

竹内栖鳳（たけうち せいほう）に師

事します。しかし、自分が本来もって

いるものと栖鳳の行き方との間に隔た

りを感じていたようです。学んだ表現

では、中国的な素養がうまく生かせな

かったのです。模索を重ねた努力が成

果を見せはじめるのは、大正に入る頃

からで、とりわけ 1913（大正２）年以

降しばしば中国に渡り、漢詩や歴史の

舞台となった風景に触れたことも転機

となっています。「五柳先生」は、その

ように自己の方向を見出そうとしてい

た時期に描かれた作品なのです。 

 画面をくわしく見ていくと、金地を

生かした装飾性、水墨の筆を用いた表

現、写生をおろそかにせず捉えた人物

表現など、さまざまな要素を取り入れ

ていることがわかります。同じ時期の

横山大観など日本美術院の作家たちに

通じる方向ですが、関雪の画業のなか

で大事だったのは、中国絵画を含む多

様な要素を取り入れることで、表現が

自らの素養とかみあうようになった点

でしょう。 

 さて、関雪は、文展（文部省美術展

覧会）で受賞を重ね、帝室技芸員や帝

国美術院会員の地位を得ていくものの、

師の栖鳳と不和となるなど、画壇のう

えでは孤独だったといわれています。

彼の内部では、孤高に生きようとした

五柳先生、陶淵明の姿は、画業のなか

での意味を越えて長くこだましていた

のかも知れません。 

 

 

■1 ページ図版解説 

広島晃甫「春秋」 

1925 年 

絹本着色 各 168.0×163.0 ㎝ 

 

広島晃甫「烏鷺図」 

1934 年 

絹本着色 各 176.0×422.0 ㎝ 

 

 この 2 点は、大正から戦後にかけて

活 躍 し た 日 本 画 家 、 広 島 晃 甫

（1889-1951 年）の作品です。 

広島は徳島県徳島市生まれ。本名は

新太郎。東京美術学校（現・東京藝術

大学）に学んだ後、帝展（帝国美術院

美術展覧会）の第 1 回展、第 2 回展で

特選を連続受賞し、脚光を浴びました。 

 「春秋」は、王朝時代の衣装の男女

を、春と秋の花々とともに描いたもの

で、日本の古典への関心を示す大正期

の作例です。 

 「烏鷺図」は、昭和初期の人気作家

のグループ展、第 3 回青々会展に出品

されました。天候の移ろいや時の流れ、

命の営みとその摂理を表したとみるこ

ともできるでしょう。 
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●シートの内容と構成 

 

 

 

 

 このシートでは、屏風を取り上げま

した。しかし、いまの子どもたちにと

って、屏風は馴染みのない存在になっ

ています。暮らしのなかで見る機会は

ほとんどなく、屏風という言葉自体、

はじめて聞く子もいることでしょう。

そこに描かれた絵の鑑賞となると、さ

らに縁遠く感じられるかもしれません。 

そのような状況がありますので、ここ

では、屏風に描かれた絵を鑑賞する親

しみやすい切り口を用意しました。一

双の屏風の「対」に注目し、描かれた

絵のお話を想像するのです。 

 

 まず、1ページでウォーミングアップ

をします。「白い鳥と黒い鳥」のように、

簡単に「対」が見つかる作品を選びま

した。でもさらによく見ていくと、「朝

（あるいは昼）と夕方」のように、い

くつかの「対」が見つかります。二つ

の絵を比較していくことで、右の絵と

左の絵の「つながり」に気持ちが向か

えば、次の活動に入りやすくなります。 

 もちろん、シートの学習に入る前に、

「対」とはどのようなものなのか、学

年に応じた内容で、ふりかえったり確

認したりする時間が必要です。そのと

き、「ペア」、「組」、「つながり」といっ

た言葉を使って説明してもいいと思い

ます。 

 2 ページでは、橋本関雪「五柳先生」

を見ます。「Ｙさんが見つけたお話」を

読み、その「話し声」が、右隻から聞

こえてくるのか、左隻から聞こえてく

るのかを考えてみましょう。そのとき、

「どちらがお客さまなのかな？」と声

をかけると、「Ｙさん」のお話の意味が

よく伝わるかもしれません。 

 むかえる側とお客さまは、それぞれ

どちらなのか、意見を交換してみまし

ょう。そして、右隻と左隻がどんな人

たちなのか、関係を想像してみます。

そのような活動から、描かれた物語が

生き生きと感じられるようになってく

るはずです。 

 3 ページは、シートの本番というべき

部分です。ここまでの学習をもとにし

て、一人一人が想像した自分だけのお

話をつくってみます。「Ｙさんが見つけ

たお話」で行ったように、登場人物の

セリフを考え、どちらの屏風から聞こ

えてきたのか当てっこしてもいいかも

しれません。 

 

 

発行者 

徳島県立近代美術館 

 

発行年 

平成 22 年 3 月 31 日（鑑賞シート No.9 「屏風のなかのお話」） 

平成 23 年 2 月 10 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)／濱口由美(福井大学、前鳴門市板東小学校)／山本敏子(徳島市

加茂名南小学校)／結城栄子(吉野川市立鴨島第一中学校)／小浜かおり(鳴門教育大学附属

中学校、前鳴門教育大学大学院生)／亀井幸子(徳島県立板野支援学校、前鳴門教育大学大

学院生) 

徳島県立近代美術館 仲田耕三／森芳功／竹内利夫(専門学芸員)／福原輝美(文化推進員)

 

［編集］濱口由美・森芳功・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 

上記以外に、若井ゆかり(鳴門市林崎小学校・鳴門教育大学大学院生) 

 

［執筆］ 

作家・作品解説 森芳功............2 

授業記録 

 （小学校３年生） 濱口由美 ........4 

 （中学校１年生） 結城栄子 ........7 

屏風づくりを楽しもう！ 

 4 ページでは、橋本関雪と「五柳先

生」のことや屏風について簡単な解説

を加えました。ただ、2～3ページの「解

答」として掲載しているわけではあり

ません。このシートでは、何よりも「対」

を手がかりにして、一人一人の子ども

が、自分の力で作品を読みとっていけ

る力を養いたいと思います。 

生徒作品（徳島県立板野支援学校高等部） 

お気に入りを描いた扇を張り込んでつくりました。卒業生（左）と  

在校生（右）が共同でつくったこの屏風を、自分たちの卒業式の日

に高等部ホールに飾り、記念写真の背景に使って楽しみました。 
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学習記録ダイジェスト版 
学習目標 
○一双の屏風作品を見て、対の表現に関心をもちながら見ようとしている。 
○「対」や「つながり」を表す色や形などから、お話を想像することができる。 
活動１ 担任作の写真作品を使って、「つながり」の中にある「対」を探しながら、作品

を見る方法を知る  (5 分) 
教師の主な発問 児童の反応 
○こっち（先生がハリーポッターを読ん

でいる写真）とそっち（啓介君が国語の

教科書を読んでいる写真）は二人で一組

の写真作品になりました。何かの「つな

がり」あるから、一組になったんだよ。

どんな「つながり」があるかな？  
○二人とも本を読んでいますが、「う～

ん。これは、難しいなあ。本読みの宿題

なんか、なければいいのに。」とつぶやい

ているのはどっちでしょう。 
○なるほど、「つながり」のある一組の作

品でも、違うところがあるから、どっち

のつぶやきなのかが分かるんだね。 
○本読みつながりで一組になった２つの

作品ですが、１つ１つを比べて見ると笑

い顔と困った顔、大人と子どものように、

それぞれ違った性質ももっています。そ

れを「対」といいます。 
○他にどんな「対」があるかなあ。 

 
写真に写す写真に映す 
 
・本を読んでいる。 
 
・そっちの啓介君。 
・困った顔しているから。先生は笑っている。

・宿題するのは、子どもだから。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「厚い本」と「教科書の薄い本」。 

考察１ 
鑑賞活動の楽しいところは、自分で発見したり意味づけしたりするところであろう。その

一番「おいしいところ」を、一人一人が味わえるように、鑑賞シートの活動に入る前のイ

ントロ活動として取り組んだ。5 分程度のイントロ活動であったが、２つで一組の作品を

読み取るための「つながり」と「対」で見るという方法がほぼ理解できたと思われた。 
活動２ 鑑賞シート p１の作品を、プロジェクターで映し出して、「つながり」と「対」

を見つける。（２０分） 
教師の主な発問 児童の反応 

○この屏風作品（春秋）は、２つとも何

をしていますか。「つながり」を見つけて

ください。 
○つまり「花とのんびりつながり」だね。

・庭で花の香りを楽しんでいるみたい。 
・外で座ってうっとり。いねむり 
 
 

題材名 「こっちとそっちのお話」 
指導者  鳴門市板東小学校教諭 濱口由美 
学習者  鳴門市板東小学校 3 年 1 組 37 名 

つながり  本を読んでいる人 

対
つい

     笑い顔と困った顔 
      大人と子ども 
(板書一部) 

鑑賞シート９  

日本の美術「屏風の中のお話」 
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○今度は、「対」をさがそう。 
 
○次の屏風作品(烏鷺図)は、どんなつなが

りがありますか。 
○それでは、「対」は？ 
 
 
 

・女と男 ・草の花と木の花 ・はでとじみ

・地べたと敷物 ・・・・ 
・鳥の群れ 
・仲間と飛ぶ鳥 
・白い鳥と黒い鳥 
・いってきますとただいま 
・雨と夕焼け 
・右の方へと下の方へなど 

考察２ 
つながりを押さえ、「こっち」と「そっち」を見比べながら対を見つけていくことで、関

連づけたり相対化したりしながら見ることができていた。特に烏鷺図は、「対」を意識し

て見ることで、探求的な活動がどんどん深まっていった。背景や鳥の動きから「対」とな

る表現を自分なりの言葉に置き換えることができていた。 

活動３ 鑑賞シート pp2-3 の作品の対を考えながら、お話をつくる。（20 分） 

教師の主な発問 児童の反応 

○この２つの作品は、どんな「つながり」

がありそうかな。 
○さっきの作品と違って、２つは同じ場

にいるみたいですね。向かい合って何か

話しあっているようです。こんな話し声

が聞こえてきました。（１の Y さんのお話

を読んでから）どっちの隻から聞こえて

きたでしょう。 
○つまり、どんな「対」があるのかな。

 

 
○自分で考えて、シートに○と理由の

「対」を探して書いてみよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・昔の人。 ・にらみ合っている人たち 
・とりひき 
 
 
 
 
・右隻。「ようこそ」ってお辞儀をしながら言

ってる。 
・お客さんとここに住んでいる人かな 
・右隻 
 みやげものを開けようとしているから 
 あげた人といただいた人 
・「し！」っていうのは、すぐ近くいる人だけ。

二人と三人 
 
 
・（「対」の言葉に置き換えるのが難しいよう

で、文章で理由を説明している子どももい

る。） 
子どもたちが見つけた「対」（鑑賞シートより）

との様と山の人 旅のおじさんといなかのえ

らい人 何もたくらんでいない人と何かをた

くさんでいる人 など 
 
 
 
 

左隻 と 右隻   ( 板 書 一 部 )

（   ） （ ○ ） 

対
つい

 
お客さんとここにすんでいる人 
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○では、聞こえてきたお話を読んでもら

います。 
 
 
 
○反対の方にいる人を見ながら、おしゃ

べりしているんだね。どっちから聞こえ

てきたお話でしょう？ 
 

 
 
 
 
 
○左隻。右隻の後ろの人のつぼから、火が出

ているように見える。 
○左隻 
 右隻の人は、旅人で左隻の人は田舎の人。 

考察３ 
「Y さんの話」を基にいくつかの「対」を読み取ってから、お話づくりへと展開させてい

く流れを想定していたが、そのことを十分理解できていないと思われる子どもが半数近く

もいた。特に、「Y さんの話」と作品を結びつけて考えることはできても、その理由を「対」

で説明することが難しい。っっっっの中には、理由を「対」ではなく、文の説明で書いて

いる子どもたちも見られた。 
お話づくりも、「Y さんのお話」をもとにつくられたものが目立った。色や形の造形要素

を認知し、それらを自分なりにイメージすることができないため、「Y さんのお話」が作

品の読み深めを制限するものになっていたのかもしれない。 
課題とまとめ 
○活動１～２までの学習を、活動３の活動へとスムーズに活かせることができなかった。

それは、活動３が鑑賞作品だけでなく学習方法も１～２の応用編の活動となり、子どもた

ちにしてみると一足飛びに難しい内容になったからだと思われる。今後の課題として、『五

柳先生』をもっと主体的に読み取らせていくためには、p４の橋本関雪の作品説明を使う

ことや学級全体での対話型の鑑賞活動で取り入れることを考慮した学習展開を検討すべ

きであろう。 
○中学年を対象に、一人鑑賞の場を重視する活動を求めるなら、子どもたちの経験や認知

発達と響き合う『烏鷺図』で取り組みたい。「対」の視点を活かした主体的創造的な鑑賞

活動も期待できると思われる。 
○休み時間に、『烏鷺図』と『五柳先生』の作品を切り取り自分の屏風をつくった子ども

たちは、見え方の違いだけでなく、置き方によって間隔や方向が変わることも楽しんでい

た。このような、具体的な操作を通しての鑑賞活動は、身体性とも呼応する鑑賞体験とな

ると思われる。 
 

あの人たちは、何かを焼いているようです

ね。何でしょう。木がたくさんあるけど、

葉っぱが落ちていないので、葉っぱを焼い

ているのかもしれませんね。 
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題材名 日本文化の通になろう －「対」ってなあに－ （鑑賞シート９ 屏風の中のお話 活用授業記録） 

  H22 年７月１５日（木）４校時 鴨島第一中学校２年生１組３１名 授業者 結城 栄子） 

 

 

時

間 

教師の発問・働きかけ 生徒の反応 指導上の留意点など

3  前回はピカソ作品をみんなでしっかり鑑賞できました。 

 じっくり観察して見ると，どんどん新しい発見ができて，友達

の意見を聞くのが楽しかったという感想をもらいました。 

 今日は，同じように日本の美術作品をじっくり鑑賞してみよ

うと思います。 

 皆さんは徳島市八万町の文化の森総合公園に行ったこと

がありますか。そこには博物館や美術館があります。美術館

に行ったことがある人は手を挙げてみて。 

そうですか。そこには徳島県の美術の財産があります。西洋

の芸術品だけでなく，日本そして徳島県出身の作家さんの

作品がたくさんあります。 

 今日はその徳島県立近代美術館から送ってもらった日本

画の鑑賞シートを使います。一人に一枚ずつあります。配り

ますね。 

 まだ中を開けないで，表紙を見ていてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あるとかないとかぼそぼそ

いいながら，きょろっきょろ

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シートの配付 

2  きれいでしょ。 

 表紙の説明を読みます。 

 「２つで一組なのに，それぞれ違った性質があるものを対と

いいます。このシートでは対のお話がある絵をみていきましょ

う」 

 難しいかな。 

 対は，「ペア」っていうのにも意味は似ていますね。ペアル

ックていうけど，色違いで同じデザインのものを男女で一緒

に着ていたり，同じ色と形の服をお母さんと子どもがサイズ違

いできていたりしますよね。 

 同じところばかりもペア，違うところがあってもペアっていい

ます。それが，日本流で言うと対かな。ピンと来ない人も絵を

まずみていきましょう。 

 まず，この２つの絵には何が描かれていますか。発表してく

ださい。 

 うれしそうな表情。中も開

けて見ようとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 ぼんやり聞いている者，う

なずく者あり。 

書画カメラを用いて

スクリーンに映し出

し，指し示しながら視

線を共有する。 

15  

 お雛さんに似ていますね。お内裏様とおひな様もペア。対

ですね。 

 

 他に背景には何が見えるかな？この画面はピントが甘くて

よく見えないから手元のシートを見てごらん。 

 花にもいろいろあるよ。右側は？うん桜かな。それも小さな

赤い葉っぱがつているかな山桜かな。左側は？難しいね。こ

れは小さな菊や萩かな。桜と秋の花で対。 

おひなさん。 

 

 

花。 

桜。 

 

コスモス。 

菊。 
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季節はいつかな？そう右が春で，左が秋。これも対です。  

 この男の人や女の人が着ている衣装は何時代のもの。そう

社会科や国語科で学習した竹取物語や源氏物語に出てくる

お姫さんの衣装ですね。この二人はどんな表情をしているか

よく見てごらん。 

  

 いいところに気づいたね。なんて言っていると思う？ 

 

 ありがとう。視線には物語のヒントがありそうですね。 

両方 春。 

春と秋。 

 

ねむたそう。 

ポーとしている。 

姫が男の人に呼ばれて振り

向いた。 

 

きれいね。また，一緒に来

ましょうね。 

  じゃ，次はこのふたつに描かれている鳥の様子をみてみよ

う。 

 

 対についての共通点と相違点のプリントを配ります。 

 さっきの「春秋」の絵の例がそこにあるでしょ。同じところを

共通点，違うところのことを相違点と言います。参考にしてま

ず，空欄を自分で埋めてみなさい。 

スムーズに取りかかるが，書

けないで悩んでいる生徒も

いる。 

プリントの配付，「春

秋」は例として書いて

ある。机間指導で個

別のアドバイスをす

る。 

  発表してください。 

 鳥の名前は難しいね。黒い鳥と白い鳥でペア。対です。 

 右がカラス，左がツルっていう人が多いようですね。他に知

っている人？ 

 鵜を知っているのはすごいね。裏面の左下，ここに作品名

があります。見てごらん。 

 広島晃甫（ひろしまこうほ）さん「烏鷺図」（うろづ）とあります

ね。広島晃甫さんは徳島県出身の人です。烏はカラス，鷺は

サギのことです。 

 

  ２枚の共通点は何ですか。 

  ２枚の相違点は何ですか。 

 鳥の視線の先を見てごらん。見ている方向には何があるん

だろうね。 

 ありがとう。すごい発見ですね。 

 

 

 

 誰かお話をつくってくれるかな。 

 

 

 ありがとう。絵巻物は右から左へ見てくものです。時間の流

れをそこ表していたりしますが，この絵もそうかもしれません。

すごいね。 

 

  

左はツル，右はカラス。 

黒いのは鵜飼いの鵜。 

カモメ，サギ。 

 

 

 

 

 

空を飛んでいる。群れで飛

んでいる。空の他に何も背

景に描いていない。 

鳥の飛ぶ向きが違う。 

右は夕方。 

左は雨の中飛んでいる。虹

が出ている。 

（右を指して）みんなで新し

い町へと旅行中，大雨が降

ってきた。でもすぐに晴れて

うれしいな。 

 

15  じゃあ，いよいよ開けて中を見てみます。 

 人が５人いますね。他に木があります。金色のところは，金

箔といって，薄い金色の色紙のような紙，とはいっても本物の

金ですから高価なものです。これを貼っています。 

 この絵の人はどこの国の人でしょうか。 

 

 

 

 

韓国。 
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 難しいですか？それぞれ，どうしてそう思ったのかその理由

を言ってください。 

 

 

 

 

 

 

  

 なるほどね。先生も挨拶の仕方や服装がヒントと思いまし

た。これは橋本関雪という日本人が描いたのですが，中国の

お話の場面を表しています。お話の内容を考えてみましょ

う。 

 シートに沿って考えましょう。１番のどっちの絵から聞こえて

きたお話だろうを考えて，シートの空欄に書きなさい。 

 

 発表してください。 

台湾。 

中国。 

来ている着物が韓国っぽ

い。 

かぶっている帽子，見たこと

ない。 

ひげをはやしている顔の感

じ，靴が日本と違う。 

挨拶の仕方が中国かな。 

  

 

 

 

 

 

ありがとう。両方が家来を連れている。対ですね。 

家来が大事に何かを持っているのも対。 

A 君は，瓶の中身が上等なみやげ物かもしれないと想像した

のですね。A 君は何が入っていると思いますか。 

それは，すごいですね。実は質素な暮らしをしているけど，と

ても賢い人で時の皇帝が家来にしたくて，使いをやったらし

いです。お金で動く人ではなかったらしいよ。みんなも中身

を考えてみてください。 

 

 

いろいろ意見がでてきましたね。 

他にはどんな答えを書いていましたか。 

家来同士のひそひそ話にも聞こえますね。じゃあ，左の家来

が持っている物は何かな？ 

ヒントをあげます。中国から伝わって日本ではもっと長い楽器

になっています。音楽の時間にみんなも練習したことがある

と思います。こんな感じです。 

 そう，中国では教養のある男性がお琴を奏でていたそうで

す。「三国志」の映画で私も見ました。 

お話は左からです。それ

は，家来みたいな人が両

方，物を持っているからで

す。左の人は瓶を持ってい

ます。 

金貨。 

 

 

 

水。 

酒。 

米。 

味噌。 

お話は右。家来が相談して

いるように見えるからです。

上等な木でできた物を左の

家来が持っています。 

（わからず，しーんとしてい

る） 

（まだ，わからない。教師の

手の動きを見てわかった様

子の生徒が数名いる） 

 

お琴。 

 

  お話を２の枠に書いてください。時間がないので，短い文，

一文でいいです。 

 

 発表してください。 

 

 

 

皇帝があなたの智恵を貸し
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 他にありますか。 

 ごめん。時間が足りなくなったから，書いたところは先生が

後で見せてもらいます。あなたたち中２は３学期に漢文や漢

詩を学びます。その後は，もっと中国の「五柳先生」のお話に

も興味をもってもらえるかもしれませんね。 

て欲しいといっています。こ

れは皇帝からの土産の酒で

す。最も上等の酒です。 

（しーんとして，あまり言いた

くなさそう。私が，先に簡単

なあらすじを言ってしまった

ので，広がらないのかもし

れない） 

10  今日，みんなで見た３つの対の作品は，屏風という物で

す。裏の写真をみてごらんなさい。大きさはどれも１６０センチ

位の高さ，そう，人の背の高さくらいあるものです。説明が真

ん中あたりにあるから，読んでみるよ。 

（略） 

 間仕切りっていうから，大きな部屋をこれで仕切ったんです

ね。これのお蔭で風も来ないから部屋が暖かいし，プライバ

シーも守れます。 

 さあ，頭を上げて，先生のを見てください。切り取って，こん

な風にヤマ折りと谷折りをして屏風をつくってみなさい。 

 できた人は，平らだった時と比べてどんな風に見え方が変

わったかをワークシートにメモしてください。 

（「こんな小さなかわいい屏風もできたんやね。」と言って見

せる） 

（生徒は一斉に黙々と屏風

を作り始める。楽しそうな様

子 

早くできた生徒が，小さい

屏風をつくって見せてくれ

る。） 

予めつくっておいた

見本を見せる。 

書画カメラでヤマ折

り，谷折りを見せる。 

準備できていない生

徒にはさみを貸す。 

 

 

机間指導をして個別

に作成を手伝う。 

5  感想を発表してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いっぱい話してほしいけどチャイムがなったので，ここまで

にします。 

古くから伝わる屏風絵は，生活を豊かにする美しさがある上

に立体的に見せる楽しさがあったのですね。この小さな屏風

をおうちに持って帰ってお気に入りの場所に飾ってくださ

い。休日に家族に美術館に連れて行ってもらえば，運がよけ

れば，本物を飾っているかもしれませんよ。 

終わります。 

木が引っ込んだり人が飛び

出したりして見える。 

屏風は平面で見るより，立

てて見た方が立体的に見え

る。 

ぐっと生き生きして見える。 

立ててみると本当に動いて

いるように見えて不思議だ。 

いろいろな角度からみると

おもしろかった。少し違う絵

に見えました。 

きれいでうれしい。 

立てて見ると物語がわかり

やすくなる気がした。 

現代の３D だと思います。 

 

 

 

 

 

挨拶。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシートの回収。

 




