
 

 

 

 

 

 

 ■このシートが提案する学習 

鑑賞遊び「よーいアクション！」のねらい

  「美術作品に自分が登場する」活動を通して、 

  自分の見方を大切に鑑賞する。 

 

 子どもの姿 

  ○自分なりにイメージを持って作品を鑑賞する 

  ○友だちと見方や感じ方の違いを認め合う 

  ○言葉や文章で表現するのが苦手な子でも楽しんでとりくむ 

 

   

 ■基本的な流れ ４５分 

 シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと 

① 
ルールに 

なれる 

 

10 分 

 

 

 

気づいたことを言ってみて

 

例えばどんなお母さんかな

 

みんなもやってみよう 

 

どんな人・どうして 
 

全員がルールを共有できるように。

・まず気づいたことを発表し、楽しい雰

囲気で始める。 

・教師が感じたお母さんを演じてみせ、

イメージを具体的に説明する。 

・「よーいアクション」のかけ声。どん

な人かなどを問うことで、アクション

することや当てることに慣れさせる。

   ↓ 

② 
 

 

作品選び 

練習 

発表し合う 

 

30 分 

  

 

 

 

 

 

遊び方１～５を読んでみよう

 

役を演じる練習をしよう 

 

みんなの前で発表しよう 

 
どうしてかたずねてみよう

 

練習の場を確保。感じ方の違いを認
め合えるように。 

・拡大コピーを掲示するなどして練習場

所を確保する。 

・セリフなしの演技や、友だちとの合作

も可。作品の視線や特徴などヒントを

与える。 

・演技の優劣はめあてではなく、どんな、

どうしてを問い合うことで共同的に

学べるようにする。 

   ↓ 

③ 
ふりかえり 

 

 

5 分 

 

 

 

 

全身で感じて考える方法

で協力して学習したね 
 

活動をふりかえる。 

・体を使って作品に登場する活動から気

づいたこと。 

・感じ方の違いを認め合う。 

 
 
 

 

 

（発展） 美術館の大きな空間で作品とアクションしてみよう 

 

鑑賞シート指導の手引き 

「よーいアクション！」 

 

 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。 



「よーいアクション！」の提案

　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、取り組みやすいルー

ルを用いた[鑑賞遊び]がこのシートの基

本的な考え方です。

　作品の場面に登場する活動を通して、

ただ観察するだけでなく、実感をとも

なって人物の事情などをくみとる鑑賞プ

ロセスが生まれます。

　心や体を使うことで、感想を話したり

書いたりするだけの学習とは違った、理

解や発想の仕方に気づくことを期待して

います。このことは、友だち同士で感じ方

の違いを認め合うことにもつながります。

　シートを通して学習者は作品との関わ

り方を学び、主体的な鑑賞活動の楽しさ

を体感します。特定の作品を読み解いて

いくような鑑賞学習とあわせ、このよう

に鑑賞の意欲と技能を涵養する学習がど

の年齢の子どもたちにも必要であること

は言うまでもありません。形や色などを

もとに自分のイメージを持つことから始

まり、友だちと話し合うなどしてそれを

深めていくという、小・中学校学習指導要

領の「共通事項」、さらに高等学校美術科

まで通ずる学習のありかたをこのシート

は共有しています。

　アートの鑑賞を通して、これからの社

会にぜひとも必要な力、違う立場に身を

おいてみる想像力を養うことができたな

らすばらしいことだと思います。

シートの内容と構成

　１ページでルールを共有し、２～３

ページで作品を選び活動するシンプルな

構成です。４ページにはふりかえりの記

入欄をもうけています。

　１ページでは教師が演じてみせたり失

敗してみせたりすることがとても大切で

す。こうした手法には先生方の得手不得

手もあると思いますが、それは子どもた

ちとて同じこと。演技の優劣がめあてで

はないことを示してあげてください。

　４ページ「なりきりにもチャレンジ」は

授業のようすに応じて参照します。この

題材探しは楽し！
このシートはこうして生まれた

　鑑賞シート活用授業研究会 (2010 年 1

月）の「展示室題材発掘探検」という活

動から生まれた。簡単に言うと、美術館

展示室で、「鑑賞教育に使える題材を生み

だそう…。」という課題で、先生方がグルー

プになって活動したことがきっかけであ

る。

　7 月の研究会でのこと――展示室でそ

の題材を考えている時、展示作品から何

か非常に強い視線を感じ

た。上村淳之の作品『姉妹』

(1987) であった。二人の

女性のうち、本を胸に抱い

て立っている女性の視線を

まず感じた。そこで、その

視線の先に移動してみた。すると、作品

と自分が、一つの空間内にすっぽり収ま

り心地よい感じがしたのである。また、

ひざまづいている女性の視線の先にも注

目してみた。なんだか非常に穏やかな気

持ちになった。自分も、二人の女性のい

る淡い光の中に入り込んだような感覚に

包まれたのである。その時、「このような

感覚を、鑑賞の題材にして、子どもたち

にも味わってもらえないだろうか。」とい

う気持ちになったのである。

　作品に対して感じたことを表現するに

は、言葉で伝えたり、文章に書いたりす

ることが多い。しかし、言葉や文章で表

現することが苦手な子どもにとって、そ

の活動は苦痛なものとなってしまう恐れ

がある。「何かいい方法は・・・。」

　その時、「心の呼びかけを、声に出して

はどうか。」「思いを体で表現することは

できないだろうか。」と思いつき、同じグ

ループの島田由江先生、清水真紀先生、

学芸員の森芳功さんに相談した。相談の

結果、「なかなかいいアイデアだね。」と

意見がまとまった。

　同じグループのメンバーと、演じるた

めの作品を探すのはとても楽しかった。

作品を探しながらセリフを考えたり、演

技を考えたりする過程が、非常に面白い

のである。作品から少し離れて向かい合

い演技をしたり、作品になりきってセリ

フをいったりする活動が、

次々と生まれていった。

　この思いついた題材を

「よーいアクション」と名付

けてみた。ネーミングもすっ

きりした感じがしていて、

他のグループの先生方の前での提案発表

がとても楽しみになっていた。いよいよ

発表。まずは、島田先生、清水先生二人

のペアでの演技だ。セリフも入れて息が

ぴったりである。「さすが。」の一言である。

ただ、刻々と自分の出番が近づくにつれ

て、緊張の度合いが増してきたことは間

違いなかった。

　いよいよ出番だ。

「よーい、アクション」のかけ声がかかると、

自然に体が動いたのである。そして、自

分の演じた役を、見ていた学芸員の竹内

さんに当ててもらったのだ。その瞬間の

喜びや、竹内さんのちょっと得意そうな

笑顔、まわりにいた先生方の楽しそうな

ようすが、今でも鮮明に思い出される。

　その後、この題材がシートになること

になった。(脇本正久）

シートでは作品に新たな役

として登場することを遊び

のルールとしていますが、そ

れは活発な観察や解釈を期

待するためです。とはいえ実

際の授業の場面では、なりき

りやつぶやきもごく自然に生まれてくる

でしょう。いずれにしても、アクションが

どんな読み取りと解釈から生まれたの

か、それを理解し合うことが授業の核心

ですから、なりきりの表現

もそれとして受け止めま

す。

　「発展」として美術館での

活動も掲載しました。展示

室では、作品の筆づかいや

色み、質感、大きさや奥行きなど、実物な

らではのたたずまいを感じることができ

ます。アクションの活動もいっそう楽し

さを増すことでしょう。

開発者からのメッセージ
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このシートのよさ
脇本正久 （吉野川市立知恵島小学校）

　作品を見て感じたことを言葉や文章で

表現することが苦手な子どもたちにとっ

ても、鑑賞シートNo.10「よーいアクショ

ン」を使うことによって、楽しみながら学

習指導要領の目標や内容を達成すること

ができます。遊び方が、シンプルで簡単な

ため、校種にかかわらず、誰もが楽しみな

がら面白く行うことができます。 

　「よーいアクション」は、作品の場面に

自分が登場して演じる鑑賞遊びです。鑑

賞者が作品と向かい合い、描かれている

人物の仕草や表情などから、その視線の

先に「誰がいるのか。」「何があるのか。」を

考えます。その活動の過程で、子どもたち

の作品鑑賞が始まっていくのです。

　登場する人物を思い浮かべながら、ア

クション場面の設定(動きやセリフ）を考

え、みんなの前で、自分の感じ取ったこと

を演じ表現していきます。演技の発表の

後には、友達の演じた役について「当てっ

こ」をします。この活動が、また楽しいの

です。子どもたちが、友達

のアクションから感じた

ままを、思い思いに発言

し、話し合うことで、作品

鑑賞が深まっていくので

す。発表の最後には、演じ

た子どもが、作品から思い

浮かべた対象や状況を説

明するので、自分の感じた

思いをしっかりみんなに

伝えることができます。

　身近な話題や様子など自分の経験とも

重ね合わせて表現をするので、見ている

他の鑑賞者も親近感をもって演じている

姿を見ることができます。そのためコ

ミュニケーションをとりやすい雰囲気が

できあがり、演技者との感じ方の違いを

自然に認め合いながら、作品のイメージ

を共有し合えるのです。

　また、同じ作品について、友達と一緒に

演じるという活動の広がりも期待できま

す。自分一人で演技をすることに恥ずか

しさを覚え躊躇してしまう子でも、友達

と一緒にならできるということがありま

す。一緒に演技の練習をする過程で、話し

合う時間が生まれます。作品に対する自

分の思いを話したり、アクションを考え

たりしながら、作品から感じとったイ

メージを深めることができます。

　発展として、徳島県立近代美術館へ行

けば、ほかにもすばらしい作品と出会う

ことができます。シートで体験した遊び

を本物の作品の前で行うことで、より深

く作品の世界に入り込むことができ、空

間を感じる不思議で面白い感覚を味わう

こともできます。  

実践してみました！
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演技をする者と見ている者とが一体となって作品に

入り込む臨場感を味わいながら鑑賞活動が広がります
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鑑賞シート 10「よーい アクション!」の実践事例
吉野川市知恵島小学校

６年生 22 名
指導者 脇本 正久

実践記録より （４５分）

時 学習活動 実際の様子
間 教師の主な発問や指導のポイント 児童の発言や反応，様子など

○「一枚の絵を見てもらいます。どんな，絵だ ○「怖い絵」「お城」「ゴッホの絵」「バナナの
と思いますか。」 絵」「海の絵」「ひまわり」「似顔絵」等

○「実は，この絵です。」 ○「おー。」「面白い。」
point
奈良美智作品「UNTITLED(BROKEN ・ 歓声があがる

TREASURE）」p1 の拡大写真を見せ，興
味を持たせる。

○「何か気がついたことはありますか。」 ○「怒っている」「目つきが悪い」
point 「耳が大きい」「おでこが広い」
特徴のある絵から気づいたことを，発 「足が短い」「体のバランスが悪い」

表することで，楽しく鑑賞活動を始めて 「ほっぺがふくらんでいる」
いこうとする雰囲気作りをする。 「周りの色がきれい」等

・ 顔や体の特徴をよく見て述べている。

5 ○「次は，この女の子に語りかけてみよう。」
point
「たとえば，お母さんが登場したとした
ら・・・」という例で遊び方を知らせる。
「それ，どうするの！どこでひろってき
たの！！」とセリフを言いながら，アク
ションをして見せる。(教師が感じたお母
さんのイメージで演じる。）

○「どんなお母さんだと思いますか。」 ○「少し怒っている お母さん」
「ちょっと困っている お母さん」等

○「正解は，ちょっとあきれ顔のお母さんです。
怒ってはいないけど，また変なものを見つけ
てきたことに，少しあきれているお母さんを
演じました。」

point
教師の演じた様子やセリフについて，

絵から感じたことを具体的に説明する。

○「それでは，みんなもやってみましょう。」 ・ アクションやセリフをシートに記入し，演
point 技を考える。
アクションやセリフを考えて，シート

に記入させ，実際に演じさせる。

(１人目）
○「『よーいアクション』のかけ声をかけて始 ○「よーいアクション」 かけ声
めましょう。」 ○「あんた，どこいっとたんで，しかも 裸足

で。その花どこで拾ってきたの。」
・ 演技をする。

○「さあ，どんな人になったと思いますか。」 ○「女の子のおばあちゃん」「お母さん」

○「どんなお母さんかな。」 ○「しかっているお母さん」
○「正解です。」

○「どうして，しかっているのかな。」 ○「裸足で立っているからです。」

(２人目)
○「もう一人，やってみましょう。」 ○「よーいアクション」 かけ声

○「あなた，迷子なの。もう遅いから，一緒
に帰りましょ。」
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・ 演技をする。

○「どんな人になったと思いますか。」 ○「通りすがりの人」「隣の家の人」
「近所のおばあちゃん」

○「正解です。」

○「それは，どうしてかな。」 ○「困っているような気がしたからです。」

（３人目）
○「あと一人，どうですか。」 ○「よーいアクション」 かけ声

○「あれ，くるみちゃん。何でこんな所にいる
の？お父さんとお母さんはどうしたの？」

・ 演技をする。

○「女の子の友達のお母さん」「いとこ」
「女の子の友達のお父さん」

○「正解です。」

○「『くるみちゃん』という名前をつけたのは， ○「顔の輪郭や表情から『くるみちゃん』とい
どうしてかな。」 う名前が浮かびました。」
point
２，３名の子どもに演じさせ，アクシ

ョンすることや，演じた役を当てること
に慣れさせる。

10 ○「p3 の『よーいアクション』の遊び方を一 ・遊び方を一緒に読む。
緒に読みましょう。」

point
活動の仕方を，具体的に示し理解させ

る。

・ アクション(セリフや動き)をシートに書き
○それでは，「よーいアクション」遊びをしま 込む。
しょう。(遊び方１～５，練習まで）

point ・ それぞれ，作品の前で，演技の練習をする。
①～⑥の作品の拡大写真を，壁などに

貼り，練習する場所を確保する。
練習時間もしっかり確保する。

point
演じることに，自身のない子には，「セ ○「相手のセリフを考えてもいいのですか。」

リフはなくてもよい。」「一人でなくても， 「２つ目をやってもいいのですか。」等の
友達とペアになって考えてもよい。」など 遊び方について質問がある。
自身を持たせるよう支援する。

活動が停滞してしまっている子には，
作品の「視線」や特徴など，ヒントを
与え発想の援助をする。

・

20 ○「みんなの前で，発表しましょう。」 ・ 練習もしっかりできて，早く発表したそう
(遊び方６，７） な表情の子が多い。

point
順番に，発表させる。全員が発表でき

るよう配慮する。

（以下抜粋）

○「それでは，③の作品でやってくれるのは。」 ③の作品（2 人でアクション)
A「じいちゃん，小遣いちょうだい。」
B「あかんでよ。だいたい勉強もしてないのに，
成績も悪いし，絶対あげれんわ。」

A「なんで。」
B「勉強してない子にはあげれんわ。わかった
で。今から勉強しなさい。」

・ しっかりなりきって演じている。

○「それは，どんな人ですか。なりきりの役も ○「総理大臣とその孫」「おじいさんとその孫」
してくれましたね。」



- 6 -

○「どんなところから，そのセリフが浮かんだ ○「手と顔を見ると，説教しているみたいな気
のかな。」 がしたからです。」

○「④の作品ではどうでしょう。」 ④の作品(2 人でアクション）
C「だれか，助けてくれ。」助けを求めている。
D「大丈夫か，今助けてやるぞ。よいしょ。
あー抜けない。だめだ。」 手を引っぱり助け
ようとするが，あきらめて帰る。

○「小道具も使ってやってくれましたね。誰に ○「同じアジトにいる相棒」
なったのかな。」

○「どうして，相棒なのかな。」 ○「牢屋から手を出している人が，助けてくれ
と言っているように見えたから」

○「他に，④の作品でする子はいますか。」 ④の作品(3 人でアクション)
E「おまえはまだ，助けを呼んでいるのか。」
F「もう助けを呼んでも無駄だ。あきらめろ。」
G「自分の犯した罪を反省するんだな。」

○「3 人は誰でしょうね。」 ○「警察官」

○「どうして，そう考えたのですか。絵のどの ○「牢屋の鉄格子の中に，捕まった人がいるよ
部分ですか。」 うにみえるからです。」

point
演じた役について，うまく説明ができ

ない子もいるので，感じた視線のことを ・ 学級全体で，11 のアクションを演じた。
尋ねたり，絵の部分に注目させたりする
など，教師の適切な支援も必要である。

40 ○「作品になりきって演じてくれた子もいまし ・ シート p4 にふりかえりの印を付けたり，感
たね。今日の学習を振り返ってみましょう。 想を書いたりする。
感想も書いてください。」

point
p4 のシートにふりかえりの印を付けた

り，感想を書かせたりしながら，学習の
まとめをする。（作品タイトルや作者につ
いても知らせる。）

可能であれば，美術館へ出かけ，実際
の作品を見たり，演じたりする活動を取
り入れたい。

45

児童のアクション例

選んだ作品 ① 選んだ作品 ③ 選んだ作品 ③ 選んだ作品 ⑥

アクション アクション アクション アクション

「おまえを売って，大 「本日は，お招きくだ 「知事一言お願いしま 「私も，人形持ってき
金を手に入れてやる。」 さいましてありがとう す。」 たんだ。一緒に遊ぼ

ございます。 う。」

それはどんな人 それはどんな人 それはどんな人 それはどんな人

密売人 会社の社長 新聞記者 友達

授業後の感想

・なりきるのが，楽しかった。
・もう少し，体を使ってやってみたい。
・体全体で表すのは難しかった。
・セリフがあまり浮かばなかったけど，楽しくできた。
・一人はすごく不安だったけど，意外に楽しかった。
・緊張したけど，二人でしたら少し楽になった。
・ちょっとはずかしかったけど，やってみるとすっきりした
・みんなの演技はうまかったので，見るのが楽しかった。
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小学校指導案例（第３学年） 

 
 

１ 題材名 よーい アクション〈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。この時期の子どもたちはそれぞれの個性が

表れるとともに周りとの関わりも活発になる。そして気付いたこと，感じたことを生かして活動することができ

るようになる。表現及び鑑賞の活動においても想像したことを実現することに夢中になったりすることがある。

このような時期に様々な学習経験を積み重ねることで，豊かな感性を育み，造形的な能力を伸ばしていくことが

できると考える。 

  小学校学習指導要領解説図画工作編の記述の中に「鑑賞が，自分の感覚や行為などに基づいた能動的な活動で

あることに配慮する必要がある。」とある。「みる」という視覚だけでなく，五感を働かせ鑑賞することが大切で

ある。今回は「よーい アクション」の鑑賞シートを用い作品中の人物の表情や様子，特に視線に注目して自分

なりのイメージを持ったり，絵の中の人物に向かってアクション（セリフや動き）したりすることによって，全

身を使って作品のよさや面白さを感じ取らせたい。また，友だちのアクションを見たり話し合ったりして友だち

の思いや感じ方に触れることで，自分と友だちとの感じ方の違いや互いの感じ方のよさを発見し，子どもたちの

見方や感じ方を広げさせたい。 
周りの友だちの「よーい アクション」というかけ声を受け，演じる本人も意欲や自信をもって人物になりき

って演じることができる。友だちの演じているのを見ることから感じ考える活動を積み重ね，友だちとのコミュ

ニケーションの大切さや様々な友だちの感じ方や考え方に出会い，心を豊かにしていけることも伝えたい。数人

の作家の様々な作品，友だちの思いなど様々な要素が関係し合って鑑賞が深まることや，この学習がきっかけと

なり美術館で本物の作品に向き合い鑑賞することへ意欲をもつことにも期待したい。 

 
３ 題材の目標  

  作品の人物の表情や様子から感じたことを話し合ったり，作品に向かってアクションをしたりすることを通し

て，身近にある美術作品に親しむとともに表現のよさや面白さを感じ取ることができる。 

 
４ 題材の評価規準 

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力 

作品の人物の表情や様子をよく見て，アクション（体

の動きやセリフ）することを通して主体的に作品の表

現を楽しもうとしている。 

 

自分や友だちのアクションをもとに作品中の人物

の表情や様子に着目して，表現のよさや面白さを感じ

取っている。 

 
５ 本時の学習 

(1) 目 標  

○ 作品の人物の表情や様子から感じたことを話し合ったり，作品に向かってアクションをしたりすることを

通して作品に親しみを感じ，表現を楽しむことができる。 

 
○ 互いのアクションを見ることを通して、感じ方の違いやよさに気付くとともに作品のよさや面白さを感じ

取ることができる。 

 

 
 

 
 

 



-8- 

(2) 展 開 

時間 学 習 活 動 指導上の留意点 
学習活動における

具体的な評価規準

評価 
方法 

5 分 

 

 
 
10分 

 

 
 

 
15分 

 

 
 

 
 

 
 
10分 

 

 
 
5 分 

１ 黒板に掲示した作品（カラーコ 
ピー)を見て，感じたことや思った

ことを話し合う。 

 
２ 作品の女の子の前にいるお母さ 
んやお母さん以外の人物になった 

想定で，セリフや動きを考えて発

表し合う。 

 
 

 
 
３ 好きな作品を選んでじっくり見 
て，その作品の中の人物に向かい

合っている役になったつもりで，

話しかけたりアクションしたりす

る。 
・グループの中で発表し合う。 

・全体の中で発表し合う。 

 
４ 友達と活動を説明し合う。 
・友だちの説明を聞き，作品のよ

さや面白さを感じとる。 

 
５ 本時の活動を振り返る 

○ 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。 

 
 
○ 女の子の表情や様子をよく見

て，そのお母さんは女の子に対し

てどんなことを言ったのか考えさ

せる。 

○ 女の子に対して，表情や様子か

ら自分なりに感じたことを言葉や

動作等全身で表現させる。 

 
○ グループの活動で，自分が想定

した人物になりきらせたり発表さ

せたりして，伝え合うことで，互

いに感じ方を深める。 

○ 友だちの発表を見て，どの作品

の人物になってアクションしてい

るのかを考えさせる。 

 
○ 人物の表情や様子のどこからそ

の演じ方をしたのかといった点に

注目させる。 

 
○ ワークシートの「よーい、ふり

かえり！」に記入した内容にもと

づいて本時の活動のまとめをす

る。 

 
 

 
 
〔造形への関心・

意欲・態度〕 

表情や様子をよ

く見て，作品の表

現を楽しもうとし

ている。 

 

 

〔鑑賞の能力〕 
作品中の人物の

表情や様子に着目

して表現のよさや

面白さを感じ取っ

ている。 

 
 

 
 
発言 
動作 

 
 

 
 

 
 
発言 
動作 

鑑賞シ

ート 

 
(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」と判断

される状況（Ａ） 

作品に向かい合い，作品の表現から感じたことを積極的に発表したり意欲的にアク

ションをしたりすることを通して作品の表現を楽しもうとしている。 

 「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 

教師がアクションをして見せたり、一緒に作品を見て考えたりすることで，表現を

楽しめるようにする。 

 
〈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，自分のアクションと比べながら作品中の人物の表情や

様子に着目したりして表現のよさや面白さを感じ取り，セリフや体の動きを通して全

身で鑑賞し，見方や感じ方を深めている。 

「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 

 作品中の人物の表情や様子に着目する視点を与え，言葉でセリフを表したり体で動

きを表したりできるように支援し，表現のよさや面白さが感じ取れるようにする。 
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●作品の解説 

この鑑賞シートに掲載した７点の作品について、簡単に説明します。 

「よーいアクション！」は、作品と向かい合った子どもたちの想像をはげます表現的な活動です。子ども

たちのイメージがふくらみ、楽しく「アクション」ができるように、性質の違う作品を選んでみました。

作品解説が必要な活動ではありませんが、「説明はしないとしても、どのような作品なのか分かっていると

授業がしやすい。」という先生方の声があり、参考資料として掲載しました。 

 

１ページ 

〈UNTITLED （BROKEN TREASURE）〉 奈良美智（なら よしとも） 

 奈良美智の作品と言えば、漫画風の頭部の大きな女の子が特徴的です。奈良が描く女

の子たちは、多くの場合一人で、画面内で誰かと交わることはありません。大きな頭部

は肥大した自意識を象徴していると言えるかもしれません。ちょ

っと不気味で、可愛いキャラが人気の理由と考えられがちですが、

むしろ現代人の孤独感を反映した人間像として、大きな共感を得

ているのかもしれません。 

 タイトルの「UNTITLED（BROKEN TREASURE）」とは、「無題（こわ

れた宝物）」。絵のなかの女の子がもつ小さな葉っぱが、こわれて

しまった宝物なのでしょうか。 

 

２～３ページ 

① 機械仕掛の少年 2 四谷シモン（よつや シモン） 

 体の内部に機械仕掛けを見せる少年の人形です。最初は少女として作ら

れ、動力と接続されて実際に動いたこともあったといいます。その後、少

年に改変され、現在は重厚なガラス付き木製ケースに収められて標本のよ

うに留められています。これは、四谷の人形愛、永遠に同一化できない対

象に投影された自己愛の姿を象徴的に示しているといわれます。 

 

 

② 青いカーテンのある頭部 ホルスト・アンテス 

 アンテスの描く人物は、横顔で頭足人と思えるほど頭でっかち

で、たくましい足をもっています。それは、原始の人のイメージ

なのでしょうか、未来の私たちの姿なのでしょうか。この作品に

は、頭の形をした室内にカーテンがひかれ、人物の他に、水を吐

く蛇や赤い輪も表されています。作家は、その一つ一つについて

解説を加えていません。ですが、人物の強い存在感は、さまざま

な解釈をさそっているように感じられます。 

 

 

③ 宇佐美氏像 安井曾太郎（やすい そうたろう） 

 安井の写実表現は、目にしたものをそのまま再現するのではあり

ません。自由な意志のもとにデフォルメ（形を変形して表現）し、

より生き生きと再構成します。この作品は、安井が描いた人間像の

多くがそうだったように、特定の人物を描いた肖像画です。モデル

は戦前の実業家。巧みな配置と色遣いで、伸びやかな画面となって

います。安井にとっても、会心の一点だったようです。 

 

 

④ 檻 浜田知明（はまだ ちめい） 

 檻のなかにいる男が、鉄格子の外に手をのばしています。その大

きく強調された手からは、檻から出たいという気持ちが伝わってき

ます。銅版画を追求してきた作家が、彫刻をつくりはじめたのが

65 歳のとき。その記念すべき年につくられた作品の一つです。自

身の版画作品「初年兵哀歌（檻）」を立体化したもので、軍隊生活

のつらい思い出とともに、管理社会の檻を破ろうとする気持ちが込

められているといわれています。 

 

 

 

奈良美智（1959 年- 青森県生まれ）は、

現在日本で最も影響力のある画家の一

人です。1987 年に愛知県立芸術大学大

学院を修了。1988 年に初の個展を開催

した後、国内外の個展、グループ展で活

躍しています。1988 - 93 年までドイツの

国立デュッセルドルフ芸術アカデミーに

在籍。2001 年に帰国。徳島県立近代美

術館は、彼の立体作品も所蔵していま

す。 

 

 

 

 

 

 

四谷シモン（1944 年- 東京都生まれ）

は、人形作家で、唐十郎の状況劇場に

出演するほか演劇や文学など分野を横

断して活躍する芸術家です。本名は小林

兼光。1965 年、ドイツの作家ハンス・ベル

メールの人形を知ったことから作り始めた

関節の動く人形や機械仕掛けの人形

は、瀧口修造や澁澤龍彦などの文学者

や詩人、芸術家を魅了してきました。 

 

 

 

 

ホルスト・アンテス（1936 年- ドイツ生ま

れ）は、現代のドイツを代表する画家の一

人。カールスルーエ美術アカデミーに学

びました。第１回パリ青年ビエンナーレで

注目を浴び、ドクメンタ、ヴェネツィア・ビ

エンナーレなどの国際展に参加し、次々

と受賞を重ねました。北アメリカのプエブ

ロ・インディアンがつくった「カチーナ人

形」の世界的コレクターとしても知られて

います。 

 

 

 

 

安井曾太郎(1888-1955 年  京都府生ま

れ)は、日本の風土に立脚した表現を追

求し、平明で堅実な写実表現を確立しま

した。戦前戦後を通じて日本の洋画界に

重きをなし、二科会員、帝国美術院（現

在の日本芸術院の前身）会員、帝室技芸

員、東京美術学校（現在の東京藝術大

学）教授、日本美術家連盟初代会長など

を歴任しました。1952 年に文化勲章受

章。 

 

 

 

浜田知明（1917 年- 熊本県生まれ）は、

東京美術学校を卒業後、従軍生活を送り

ました。復員後、軍隊の非人間性を告発

するテーマを追求し、黒白の銅版画によ

る風刺的な作風を確立します。1956 年第

4 回ルガノ国際版画展などの展覧会で評

価を得て、日本の現代版画を 50 年代の

草創期からリードしました。当館では、彼

の代表的な版画作品と 80 年代の彫刻作

品を収蔵しています。 
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⑤ 書きものをする娘 大沢昌助（おおさわ しょうすけ） 

 机に向かった子どもが、いっしょうけんめい何かを書いています。

紙に向けた目の向きや握りしめた左手が、彼女の熱心なようすを伝え

ています。大沢は長い画業のなかで、写実的な少年像から詩情のある

抽象表現へ、画風を変えていきます。これを描いた 1950 年代は、人

物や風景を簡潔な形で表そうと模索していた時期でした。単純化した

少女の姿や、顔の輪郭が不確かなところは、見る人の想像を映し込む

ふくらみを感じさせています。 

 

 

 

⑥ 休み日 河井清一（かわい せいいち） 

 自宅のテラスで寛ぐのは、河井の妻と子供たちです。河井は画面の

手前にイーゼルを立てているのでしょう。休み日とはキリスト教の安

息日、つまり日曜日のこと。キリスト教信者にとって、日曜日の午前

は教会で祈りを捧げ、午後は静かに家族で過ごすことが理想だといい

ます。キリスト教徒だった河井の、信仰に裏付けられた作品です。第

9回帝展（帝国美術院展）の特選受賞作。 

 

 

＊奈良美智、四谷シモン、安井曾太郎、河井清一の解説は、「徳島県立近代美術館 名

品ベスト 100」展図録（2010 年）の作家・作品解説をもとにしています。 

（執筆 森芳功、竹内利夫、江川佳秀、安達一樹、吉川神津夫） 

 

・   ・   ・   ・   ・ 

発行者 

徳島県立近代美術館 

 

発行日 

平成 23 年 11 月 4 日（鑑賞シート no.10「よーいアクション！」) 

平成 23 年 11 月 18 日（指導の手引き） 

 

●シートの作成 

鑑賞教育推進プロジェクト 

濱口由美（福井大学准教授） 

山田芳明（鳴門教育大学准教授） 

井上史郎（徳島県立総合教育センター指導主事） 

山本敏子（佐那河内村佐那河内小学校教諭） 

脇本正久（吉野川市立知恵島小学校教諭） 

若井ゆかり（鳴門市林崎小学校教諭・鳴門教育大学大学院生） 

小浜かおり（鳴門教育大学附属中学校教諭） 

徳島県立近代美術館 森芳功、竹内利夫（専門学芸員）、亀井幸子（主任） 

 

平成 22 年度まで 

結城栄子（吉野川市立鴨島第一中学校教頭） 

仲田耕三（徳島県立近代美術館専門学芸員(当時)） 

 

［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］ 

開発者からのメッセージ 竹内利夫、脇本正久 ·······································  2 

題材探しは楽し！／実践してみました！／実践事例 脇本正久 ········  2 

小学校指導案例（第 3 学年） 山本敏子 ···················································  7 

作品の解説  森芳功（編） ···········································································  9 

 

 

大沢昌助（1903-97 年 東京都生まれ）

は、戦前戦後に活躍した洋画家。少年時

代、建築家だった父から水彩画の手ほど

きを受けます。東京美術学校では油彩画

を専攻。卒業後、二科展で注目を集め、

会員となった他、戦後は、日本国際美術

展やサンパウロ・ビエンナーレなどに出

品。多摩美術大学教授として、後進の指

導にもあたりました。 

 

 

 

 

 

 

河井清一(1891-79 年 奈良県生まれ)

は、文展（文部省美術展）や帝展、日展、

光風会展などで活躍しました。穏やかな

外光表現を出発点に、生涯にわたって穏

当な写実表現を追求しました。少年時代

に家族で徳島に移り住み、旧制中学時

代にキリスト教信仰と洋画と出会いました

が、このことが河井の生涯を方向づけるこ

とになったといいます。当館では、この作

品以外にも彼の代表的作品を収蔵して

います。 
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