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 「この絵、何か変だぞ・・・。」
    子どもたちは、このシートを見たとたん、こんな言
葉を発することでしょう。
　これで、授業のつかみはＯＫなのです。子どもたち
は、作品を目にしたとたん、知らぬ間にその絵の世界
に入り込んでいます。指導者は、すかさず「どこが変な
の。」「何が変なの。」「どうしてそう思ったの。」と切り
返せばよいのです。すると、子どもたちからは、次々と
答えが返ってくるでしょう。
　さあ、不思議の世界への扉を開けましょう。

ミッション1「不思議メモの作成」 「不思議レベル」

色から・・・・・
赤い色
「太陽のようだ。」「夕日のようだ。」「火山みたいだな。」
黄色い点
「人の目のように見える。」「穴が開いているぞ。」・・・

　シュールさんの招待の言葉から活動が始まり
ます。「不思議だな。」「変だな。」「ちょっとおかし
いな。」と思ったことを、メモするよううながし
ます。子どもたちは、思いついたままを書いてい
けばよいのです。
　子どもたちの思考は、次のように広がってい
くでしょう。

ちょっと　　一言・・・。
　「不思議レベルはどれくらい？」という問いに
対して、不思議に思いたくないという心理が働
く子どもがいます。その点については、その子ど
もの実態に合わせて指導する必要が生じます。
子どもの実態に応じた臨機応変な指導が必要に
なることがあります。

　作品を見た子どもの直感を大事にしたいです
ね。子どもによって、感じ方はそれぞれです。０
～100のレベルで自分の不思議度を記入するの
で、指導者は、子どもの感じ方をひと目で計るこ
とができます。不思議レベルを、高く記入してい
ても、鑑賞する能力が高いと、一概にいうことは
できません。一枚の絵で鑑賞する能力を計るこ
とは、難しさがあります。絵を見た子の感覚や思
いを、指導者が汲み取ることが重要です。
 　不思議レベルが低いからといって、絵に興
味・関心が低いかというと、そうではありませ
ん。自分の感じたままを記入し、「別に不思議に
思わない。」と感じているので、興味・関心がない
わけではありません。ここで、「なぜ、不思議レベ
ル」が低いのかを、聞き取ってみましょう。「なる
ほど。」「そういう考えもあるのだ。」と、子どもた
ちの思いを指導者が感じ取ることができればよ
いのです。子どもたちと共に感じ取る姿勢で、こ
の鑑賞シートを活用してみましょう。　
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ちょっと　　一言・・・。
　メモを書いた子の感性を大切にしたいです
ね。どう書かなければならないというきまりは
ありません。思いつくままを、どんどんかかせる
ことで、イメージを広げさせたいと思います。
　書くことが思い浮かばない子には、「メモのヒ
ント」を参考にさせましょう。指導者の声かけ
も、イメージをふくらませる手助けとなります。
　

全体のイメージから･････
「闇のようだ。」「真っ赤な世界。」
「人が燃えている。」

形から･････
「人の顔みたいだな。」 「目や鼻や口が見える。」
「鳥がいるぞ。」「ペンギンのようだ。」
「外国の文字のようだ。」・・・

子どもの活動のようす（期待する子ども像）
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    この鑑賞シートを使うことで、子どもたちの「感
性を働かせる」活動が期待できます。「不思議」とい
うキーワードをもとに、子どもたちが素直に感じた
ことをイメージします。その感じたイメージを手が
かりに「不思議の世界の報告ファイル」を作成した
り、「不思議ランキング」を決定したりする活動が進
んでいきます。
　「色が不思議」「形が不思議」「絵の内容が不思議」
等、感じ方はそれぞれ違っているでしょう。その違
いを、認め合うことが大切です。「こんなことに気付
いたよ。」「・・・に見えてくるよ。」「やっぱりここが変
だな。」といった子どもたちのつぶやきをもとにし

て、クラス全体で話し合いましょう。そうすること
で、子どもたちそれぞれが感じたイメージを広げて
いく活動が期待できます。友達の意見を聞いたり、
自分の思いを述べたりすることでどんどんイメー
ジが広がっていく。そんなコミュニケーション活動
が展開されることで、子どもたち一人一人の感性が
高まっていきます。
　子どもたちは、知らず知らずのうちに絵と対話し
ています。絵に対してメッセージを発したり、絵か
らメッセージを感じ取ったりしているのです。その
感覚を楽しむ「わくわく感」が、感性を豊かにしてい
くことでしょう。
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こんな力がつきます

ミッション2「報告ファイルの作成」
　①～⑩の作品の中から自分の気になった作品
を選び、報告ファイルを作成する活動を行いま
す。
　不思議な作品の中から、自分が特に気になる
作品を選ぶことは、そう難しいことではありま
せん。なぜなら、「ミッション１」の活動を経験し
ていることで、次に自分のする活動が、イメージ
されているのです。
　子どもたちは、作品をじっくり見ながら、活動
を進めていきます。しかし、インスピレーション
も大切な要素です。「不思議」という感覚を直感
的に感じ、その思いを、報告ファイル記入してい
きます。
　自分の書いた報告ファイルをもとに、ペアや
グループで交流したり、全体に発表したりしま
す。自分が不思議に思った作品が、友達はそうで
もなかったり、その逆だったりすることもあり
ます。このように、作品について語り合う活動を
通して、驚きや発見を広げていくことができま
す。

ちょっと　　一言・・・。
 調査ファイルの作成に行き詰まっている子ど
もには、調査アイテムを紹介しましょう。
　作品を見る視点を分かりやすく示しているの
で、ファイル作成の手助けとなります。作品に
よって、使うアイテムはそれぞれ違いますので、
子どものつまづきに応じて使い分けをしてみま
しょう。

最終ミッション
　　「気になるランキングの作成」

　自分の思い通りにランキングを付けるという
活動は、とても楽しいものとなります。
　「ミッション２」で選んだ作品を１位にする子
もあれば、そうでない子もあります。
　○○○○ランキングとランキング名を付ける
活動が、子どもたちの思考を最も深めさせます。
  ランキングが完成したら、発表しましょう。自
分の付けたランキングを発表する活動は、周り
のみんながどんな反応をするのか、とても気に
なります。そのドキドキ感も楽しみながら活動
していくことができます。
　友達の付けたランキングを見ると、必ず自分
と比較するでしょう。共感するところや感じ方
の違いを楽しみながら、不思議な作品を鑑賞し
ていくことができます。

応用ミッション
　　「不思議な絵を描いてみよう」

鑑賞から制作へ。そして、鑑賞へ。
ミッションを進めていくと、自分たちも不思議
な絵を描いてみたいと思い始めるでしょう。
　子どもたちの意識が高まっている時に、ぜひ
絵を描いてみましょう。「フロッタージュ」や
「お絵かきリレー」という簡単な手法を使って
楽しみたいですね。そして、描き上がった作品
をみんなで見て、いろいろ話し合ったり、展示
したりするといいですね。　　
　



「不思議」という
                価値をつくりだす姿 山田芳明
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成29年春、世間ではデビュー以来連戦
連勝を続ける若き棋士に注目が集まっ

ています。トッププロと言われる百戦錬磨のベ
テラン棋士に臆することなく積極的に攻めて
勝利するその姿は死角がないと評されること
もあるそうです。興味深いことに、中学生とは
思えない貫禄すら感じさせる彼の苦手な教科
が美術なのだそうです。どんなに凄い人でも何
かしら苦手なものはあるのだと人間らしさを
感じるエピソードです。

春、新しい学習指導要領が告示されま
した。新しい学習指導要領では、目標の

表記が大きく変更されました。小学校では「表現
及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方考え方
を働かせ、生活や社会の中の形や色などと豊か
に関わる資質・能力を次のとおり育成すること
を目指す。」として、資質・能力の三つの柱であ
る、(1)何を理解しているか、何ができるか（生き
て働く「知識・技能」の習得）、(2)理解しているこ
と・できることをどう使うか（未知の状況にも対
応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成）、
(3)どのように社会・世界と関わり、よりよい人生
を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする
「学びに向かう力・人間性等」の涵養）に関する目
標が示されています。また、中学校では「表現及
び鑑賞の幅広い活動を通して、造形的な見方・考
え方を働かせ、生活や社会の中の美術や美術文
化と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成
することを目指す。」として、小学校と同様に資

質・能力の三本柱に関する目標が示されていま
す。このように、今回の改定では資質・能力で整理
されたことが注目されています。
しかし今回はちょっと視点を変えて、図画工作
科、美術科の目標に出てくる「造形的な見方考え
方」に注目してみたいと思います。告示された学
習指導要領には明記されていないものの、それに
先だって出された中央教育審議会の答申には、
「図画工作科、美術科、芸術科(美術、工芸)における
『見方・考え方』」が次のように示されています。小
学校図画工作科は「感性や想像力を働かせ、対象
や事象を、形や色などの造形的な視点で捉え、自
分のイメージを持ちながら意味や価値をつくり
だすこと」、中学校美術科が「感性や想像力を働か
せ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、自分とし
ての意味や価値をつくりだすこと。」、そして高等
学校芸術科(美術)が「感性や美的感覚、想像力を働
かせ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、新しい
意味や価値をつくりだすこと。」高等学校芸術科
(工芸)「感性や美的感覚、想像力を働かせ、対象や
事象を、造形的な視点で捉え、新しい意味や価値
をつくりだすこと。」です。ここに示された内容
と、今回の目標に沿って見ると、この教科が「自分
のイメージを持ちながら」「自分としての」「新し
い」というニュアンスの違いはあるものの、小学
生から高校生までが皆、「意味や価値をつくりだ
すこと」の中で、資質・能力を高めることができる
のだとされていることがわかります。資質・能力
の三本柱よりも、むしろ、そこにこそこの教科の
本質が見えるのではないでしょうか。

て、今回の鑑賞シートでは「シュール」
という謎の人物から、不思議の世界を

調査する三つのミッションが与えられます。
シュールは言います「あなたが『不思議』と感じ
たことや、『なぜ』と思ったことを私に話して下
さい」。つまり、ミッションは、「私」自身が作品に
対して感じた「不思議」を見つけ出しそれを詳ら
かにしていくことです。それは正に「自分」なり
の「価値をつくりだす」活動に他なりません。
きっと、ワークシートに取り組む児童や生徒の
中に造形的な見方考え方を働かせている姿、つ
まり自分なりの価値や、新しい価値をつくりだ
している姿を見ることができることでしょう。

ころで、冒頭で取り上げた若手棋士、美
術が苦手な理由は「美術には最善手が

ない」からだそうです。「最善手」とは将棋で「そ
の局面における最もよい手、すなわち勝つ為の
最善の手のこと」です。勝負ではなく、自分を磨
き新しい価値をつくりだす美術には、確かに最
善手はありません。あの若さで自身の苦手な理
由について教科の本質を突く答えを見出すとこ
ろに常人を越えたものを感じます。平

同
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さ と

どんな世界なのですか？

あなたが不思議と感じた
ことやなぜと思ったことを私に話して
ください。

「意味や価値をつくりだすこと」の中で、

資質・能力を

高めることができる

「自分」なりの

「価値をつくりだす」活動

「自分」なりの

「価値をつくりだす」活動

シュールさん

不思議の世界　報告ファイル１ 
No.　　 の絵  　　不思議レベル　　　Lv



基本的な流れ　６０分
※このシートは６０分で設定していますが、実態に合わせてご活用ください。

シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと
① 「不思議メモを作成しよう」
      (p.1)

不思議レベルを示そう。

絵の不思議をメモに書いて　　
みよう。探偵になってどこが不思議か

調査しよう

気になる絵を選んで不思議の
世界の秘密を報告しよう

気になる絵を選んで不思議の
世界の秘密を報告しよう

・「ひとりで挑戦・・・フロッタージュ」
・「友だちと一緒に挑戦・・・お絵かき
　リレー」

作品の不思議な世界を味わおう
・ミッション1の絵の不思議を話し合い
ましょう。友だちとの見え方や感じ方
の違いから不思議がたくさん見つかる
かもしれません。
・不思議だと感じたことをメモに書き
ましょう。「不思議メモのヒント」を参
考にしましょう。

② 「不思議の世界を報告
     しよう」
     (p.2 ～ p.3)

さらに詳しく不思議な世界を
調査しよう
・見え方の不思議や時間の不思議、組
み合わせの不思議、重さの不思議な
ど、P２左下のアイテムを使って絵を
見ると、不思議な世界が調査しやすく
なります。
・「変だなあ」「おかしいぞ」「おもしろ
いなあ」「なぜ」「どうして」と不思議に
思ったところを報告書にまとめてみ
ましょう。

③ 「不思議ランキングを決定
     しよう」
     (p.2 ～ p.3)
   

不思議だと感じるところを話し
合おう
・１０枚の作品から不思議ランキング
を一位から三位まで決めます。どうし
てその３枚を選んだのか、一番気に
なったことや不思議だと感じたとこ
ろを理由のところに書きましょう。
・友だちとランキングを紹介しあう
と、不思議だと感じるところの違いや
おもしろさに気づくことができるで
しょう。

④【応用ミッション　      
    不思議な絵を描いてみよう】
    (p.4)

不思議な絵を描いてみよう
・フロッタージュなどの技法を使ってみると、身の回りのある物で不
思議な作品ができるおもしろさに気づくことができるかもしれませ
んね。
・友達と一緒にお絵かきリレーをすると、自分が思いもしないような
不思議な作品になり、不思議な世界が楽しくなるでしょう。
・完成した作品の不思議さを話し合ってみると、さらに作品の不思議
さやおもしろさに気づくことができるようになるかもしれません。

シートの基本的な流れ

絵をじっくり見て、不思議
だと感じるところを話し合
おう。

気になる絵を1枚選んで、不
思議を調査しよう。

不思議レベルを記入して、
絵の不思議なところをまと
めて報告しよう。

不思議ランキングを決めよ
う。

不思議ランキングを紹介し
よう。

5 p.4 執筆　齋藤 友紀子 



①

④

③

②

ここで おる

ここで おる

ここで おる

ここまで かく

ここまで かく

ここまで かく

活動シート
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不思議の世界  ～小学校2年生の子どもたちの実践～
八万南小学校　　山本　敏子　　

　今回は、子どもたちが「不思議の世界」の作品を調査する探偵となって、ミッションを成し遂げていき
ながら、その世界の中に入り込んでいくという実践です。
不思議の世界を案内するシュールさんからの言葉。
　「今からあなたを不思議な世界へ招待します。あなたが暮らしている世界とは
ちょっと違う世界ですよ。」
　子どもたちから「どんな世界？」との反応。
　あなたたちが探偵となって、それを調査していくことがミッションだと知らせ、まずミッション１の不
思議メモを作成することから展開していきました。

ミッション１の活動
鑑賞シートp.1の絵、提示した絵から不思議に感じたところを、気づいた子から発表してもらいます。
「エイリアンのいる宇宙の世界。」
「黄色が窓みたいで赤い家のような感じ。」
「ガラスができているときの真っ赤な感じ。」　　　子どもたちからの発言です。

何人か発表してもらうことにより、友達の感じ方を参考に子どもたちはどんどんイメージを広げていっ
たようです。
　そこで、不思議メモを書いていくこと、不思議レベルを記入することのミッションに取り組みました。
子どもたちは鑑賞シートをじっくりとみて、作品の中から不思議を見つけ出し、メモを書いている様子で
した。子どもたちがワークシートに書いたメモの一部から抜粋してみました。
〇形から　くちばしを合わせている鳥、鳥のダンスの世界。
　　　　　二つの目の不思議。　パズル見つけた。　焼けたもちみたい。

〇色から　近くで見たら太陽みたい。
　　　　　木でできている世界。　後ろがなぜ混ざっているのだろう。
　　　　　せんそうの時の色みたい。

〇イメージから　うしろの背景がぐっとあつまっている。
　　　　　　　    せんそうしているみたい。

〇自分の体験から　おまつりでかざっているふうせんみたい。

　不思議レベルについては、個
人差があり、たくさん不思議を
見つけているのに、不思議レベ
ルが低かったり、あまりメモを
書いていなくても不思議レベル
が高かったり、その感じ方は
様々でした。

実践記録

マックス･エルンスト〈鳩のように〉

 

 



　しかし、このあとグループで、またクラス全体で共有の場をもつと、子どもたちの作品への不思議さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はどんどん変わっていきます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友達の不思議を聞いて、　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「さいしょは⑧番だったけど、友達のはっぴょうを聞いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちがうのになった。わたしが一ばんすきな絵は⑦番にな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りました。全部の絵がふしぎと思いました。そんなにふし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎなのかな、と思っていたけどふしぎだなと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さがすのがおもしろかったです。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品をみんなで見ていったときに、最初自分が選ん
だ作品は違っていたけれど、友達の発表を聞きながら、新たな不思議を見つけ出した子がたくさん
いました。友達の発表を聞いているうちに、その作品の不思議がいっぱい見つかっていったようです。
それも一人ではなく多くの子たちがそうだったのです。作品について友達に紹介し合ったり語り合っ
たりすることで、それぞれの作品に対するイメージが広がっていったようで、共有する場の大切さを感
じました。なかなか大人が思いつかないような不思議を見つけた子もいました。

　ミッション2の活動へ　～気になる作品を選んで報告ファイルを作成～
　シートp.2には、9つの作品があります。さっと見て感覚的に最初の印象で、不思議がありそうで気に
なる作品を子どもたちは選んだようでした。選んだ作品をじっくり見て「不思議の世界」の報告ファイ
ルを書き、レベルも表してもらいました。
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いよいよ最終ミッション　気になるランキング
  ランキングは【ミッション2】とつなげた子もいれば、【ミッション2】
と切り離して考えた子もいました。
子どもたちが決定した気になるランキング名より
・こわいランキング　　　　　　・なにか？へんだランキング
・組み合わせランキング　　　　・ワクワク  ドキドキランキング
・時間ランキング　　　　　　     ・おどろきランキング
・へんなものランキング　　　　
・見え方ふしぎランキング　などなど



　どうしてもどんなランキングで選んだらよいかわから
ない子には、「ふしぎランキング」でいいですよということ
で選ばせました。

子どもの感想を紹介します。
〇　「わたしが1番ふしぎと思ったのが⑧番の絵です。りゅうは目がいっぱいあるし、鳥と何かがまざり
あったり、うすーくだんだんになっていたりするところとか、かいじゅうみたいになっています。ほかに
海とかが、つなみやかみなりができたような色になっているし、この絵には鳩がいっぱいでてきている
しこの絵にのっているのはかなしそうな顔です。こんなところになんで顔があるかと思ったのが、白い
ロバみたいなところにすきとおるはずが、すきとおらずに顔があったからです。8番の絵のレベルは100
になりました。（自分が作品をじっくり見て、不思議レベルが変化した子ども）

〇　「はじめ⑨番の絵はレベル99だったけど、100になりました。しかも友達の発表を聞いて⑨番から⑧
番にかわりました。不思議ランキングは1位は⑦番、2位は④番、3位は③番です。でも⑨番も1位くらい不
思議です。（友達の発表を聞いて感じ方が変化したり深まったりした子ども　ランキング名は「見え方不
思議ランキング」）

　また、不思議シートを使って学習した授業のまとめの時に、子どもから発表してくれた感想も紹介し
ます。
        Ｒ君　　ぼくたちの世界と「不思議の世界」はあるものが違うと思います。ぼくたちの世界は生きて 
        　　　　いるものがあってきれいなものがあるけれど、「不思議の世界」は、いろいろなドアがあっ
　　　　　　て、やっていることも違います。
　与えられたミッションを調査しながら、彼は、きっとイメージが　　　　　　　　　　　　　　　　
どんどん広がり作品から様々なことを感じ取ったのだろうと思い　　　　　　　　　　　　　　　　
ます。その発言を聞いて奥深いものを感じ考えさせられた次第です。

   　 Ａさん　いろいろな不思議な世界を体験できてよかったです。

    子どもたちそれぞれがＡさんのように不思議な世界のイメージを　　
ふくらませて体験し、自分の世界を広げていったと感じています。

美術館で「不思議の世界」を調査
　教室での授業から発展して美術館での鑑賞活動を行いました。（3
クラス105名を2つのグループに分ける）
　与えられたミッションを調査する探偵となって、本物の作品を前に「不思議の世界」の調査です。授業
からつなげて鑑賞することで、時間は短かったけれど子どもたちは夢中になって、不思議をたくさん見
つけ出しました。
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　学校での学習と美術館での学習をつなぐことにあたって、学校の教員の役割は大きいと考えます。
　本校は校区に美術館があるため、徒歩で美術館を訪れることができ、本物の作品を鑑賞することができ
ます。
　しかし、ただ出かけるのではなく、やはりこの鑑賞シートを使って学校で鑑賞学習を実施しておくこと
で、より成果が現れると考えています。また、いくら校区に美術館があると行っても、美術館での鑑賞の時
間は限られています。今回は図工科の学習時間を利用して徒歩も含めて２時間で学校まで帰ってきまし
た。実質の鑑賞時間は40分（「不思議の世界」の調査と他の作品を鑑賞するグループに分けてローテー
ションしたため、探偵となってシートと関連した作品の鑑賞は約20分）です。
　短い時間であっても意義ある鑑賞活動をするために、美術館に出かける時に教師の方で考えておくポ
イントを記載してみました。
　・どのような鑑賞をめあてとするか。
　・学校での鑑賞学習とどのようにつなげるか。
　・児童数が多くて（数クラスある）、一度には目的としての作品の鑑賞ができない場合、ローテーショ
ンをどのように組むか。
　　例　表現活動を組み合わせる。
　　　　他の作品の鑑賞を組み合わせる。
　そのときには美術館スタッフの方の人数確保も必要になってきます。目的とした作品鑑賞をする場合、
美術館スタッフの方と図画工作科の授業を担当している教員とTTを組み、行う方法もあります。教員が
T1となり、学習を進めながら必要な場で美術館スタッフの方にお話をしていただく方法、スタッフの方
がT1となり展開の方向付けや必要なアドバイスを行っていく方法等、様々な方法が考えられます。
　これまでの経験から美術館の鑑賞活動をより有意義なものとするためには、どのようなめあてをもっ
て鑑賞学習をしたいかを、簡単であっても担当のスタッフの方に伝えておくのが大切です。授業での学
習で行ったこと、そのときの子どもたちの状況やどうつなげていくかなど、互いに共有しておくと鑑賞
学習がスムーズにいくと思います。
美術館を訪れての子どもたちの感想を紹介します。
　H君　思ったことを3つ書きます。はじめに思ったことは、山本とし子先生とした絵と同じ絵もあっ
てうれしかったです。二つめに思ったことは、8まいもつながっている絵があってとてもびっくりしま
した。三つめに思ったことは、どうしてびじゅつかんに行ってもっとしないのかなーと思いました。
　N君　不思議の世界にほんとうに行ったような絵がたくさんあって、ほんとうにおもしろかった。びっ
くりしたところは、1まい目から8まい目まで絵がつながるのがびっくりした。すごいなと思ったところ
は、いろいろな色をつかっているところです。いろいろな作ひんがおもしろいな、すごいなと思います。
　I君　いろいろな絵がいっぱいあって、とてもふしぎでおもしろそうなかんじがしてきました。学校で、
した紙（※鑑賞シート）にのっていたものが、本とうにびじゅつかんにかざってあったので、本とうにあっ
たんだなと思いました。ほくもいろいろな絵をかいてみたいです。こんどもびじゅつかんに行ってみた
いです。

　時間がなかなかとりにくいかもしれませんが、鑑賞活
動を表現活動へ活かしていくことで子どもたちの表現が
豊かになると思います。また、表現活動をすることによっ
て、子どもたちの作品への鑑賞活動はさらに広がり奥深
い鑑賞ができると確信しています。



不思議の世界を調査しよう！（小学校6年生）
若井　ゆかり　　

実践記録

～名探偵の調査ファイルより～
この鑑賞シートの作品は10点それぞれの絵に不思議がいっ
ぱい！子どもたちの見つけた不思議を皆で出し合い、楽しむ
ために美術館からお借りした図版や電子黒板も用いて鑑賞
を行ってみました。また、子どもたちの「気になる絵」を最初
の印象から、活動の過程で変化する様子を追うために、ネー
ムプレートを用いて選ぶ試みもしています。教室の中で始
まった不思議の調査の始まりです・・・・。

不思議の世界の入り口
　本鑑賞シートの最初のページ、画面いっぱいに写し出されたエルンストの作品を前に子どもたちは
「何？」がいっぱいの様子・・・「さあ、今日は、この何？って感じたことや分からないことを皆さんに探偵
になって調査してもらいます！」ここで鑑賞シートのキャラクター、「シュール」を紹介し、早速ミッショ
ンを読み上げました。まず、【ミッション1】は不思議メモの作成です。最初、「何？」「これって鳥かな・・・。」
それぞれつぶやきから始まりました。「さあ、探偵となったみ なさん、この絵の不思議をよーくみて調査

したことをメモに書きましょう。」そう問いかけ
ながら、書き方については、【メモのヒント】を読
み上げると子どもたちの活動も進むようでした。
「なぜ、鳥みたいなものがいるのだろう。」「赤い
もちみたいなものが不思議だな。」それぞれに自
分が感じた不思議をメモしていきました。その
後、「今感じている不思議のレベルを表してみよ

う」とレベルをぬると・・・10から100まで様々です。同じレベルで手をあげて、それぞれに不思議レベル
を読み上げてもらいました。

自分の気になる世界へ・・・
　【ミッション2】では、いよいよ気になる絵を選んでいきます。まずは、シート
の中の作品をじっくり見て、見ながらそれぞれに不思議レベルを記入していき
ます。先のミッション1の活動の流れで、楽しくレベルを書き込んだ後、次に自
分が気になった絵を選びます。ここで、選んだ絵がなんであったかを黒板に
はった図版の下にネームプレートをおいて確かめてみました。そこから、報告

ファイルの作成です。「自分の気に入った絵の中に入って見つけ
たことや思ったこと、感じたことを書いてみよう。」と始めまし
た。ここでは、一人ずつの感じ方を大切にしたかったので、「探偵
は調査中！話しかけないで秘密でやるように！」と話しておきま
す。机間巡視しながら、進まない子には「この絵の世界に入った
ら・・・。」と対話しつつ、イメージを広げることができるようにし
てみました。　
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不思議の世界の秘密を報告しよう！
　いよいよ、調査した絵の報告です。それぞれの絵について【報告ファイル】を電子黒板の画面に映し出
しながら、実際に前に出て発表してもらいました。うちのクラスでの一番人気はマグリットでした。「木
のなかに閉じ込められた人がじっとあの椅子をながめている。椅子にすわりたいのかな。」「魔法で人が
いろんなものにかえられた。みんな動けない。人が木に、鳥が山に、親子がイスになった世界。」山下菊二
では「すべて生き物なのに、静かな世界。眼だけが動いているようだ。他にも「トランプみたいだけど、数
とマークがあってないから歩きたいけど歩けないんだ。」・・・等、同じ絵を選んでいても、見方や感じ方が
違っていたり、選んでいる子が少ない絵でも、報告を聞いて新たな発見や驚きがあったり、その度、子ど
もたちからは「そっかあ。」「そうそう。」「ほんとだ！」といった声があがります。子どもたちの見方や感じ
方が深まっていった場面でした。

このトランプ、6なのにハートが
4しかない、全部ちょっとずつ
おかしいんだ。

黄色い世界から、この
めくれているところに入る
と違う世界へつながってる
ような感じ。

いろんな扉があって、
いろんな世界から出
てきたものがいっぱ
いある・・

12
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気になるランキング決定！
　【最終ミッション】は気になるランキングです。ミッション2を終えたことで、自分の選んだ世界以外の
不思議な世界も堪能した子どもたちに、ここで、気になる絵をもう一度選んでもらいます。ただし、気に
なるだけでなく、タイトル付きです。ランキングはグループで全員発表した後、何人か全体で発表しても
らいました。「ワープランキング」「ここで遊びたいランキング」「とぎれてる世界ランキング」「わくにと
らわれないランキング」・・・このタイトルからもうかがえるように、ほとんどの子どもたちが最初に気に
入った絵とランキングの一位が変化しました。シートのミッションをもとに鑑賞を進めていく中、で
あった驚きや発見、皆で共有した見方や感じ方の面白さが鑑賞を深めていったように感じます。

　この実践では、シートを基に、高学年の子供たちと図版や電子黒板に映し出した画像を用いたり、黒板
にネームプレートを置いて自分や友達の選んだ絵の違いを意識したりする鑑賞を試みたことで、より細
部に一人一人の目を向けることができました。鑑賞シートのキャラクターである「シュール」に導かれな
がら、探偵になって調査をするという活動を通して、「不思議な絵」で終わるのではなく、「なぜ？何？」の
「不思議な世界の謎」をそれぞれの見方や感じ方で解き明かしていく楽しい鑑賞の時間となりました。　

～探偵たちの不思議メモより～
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美術科学習指導案 
 鷲敷中学校 第２学年２２名 
 指導者 小浜 かおり 

１ 題材名  「不思議の世界 調査ファイルを作成せよ」  

 

２ 授業にあたって 

  作品鑑賞は，「目に見える美しいもの」の表現を味わうだけではなく，「何か胸騒ぎがする

不思議なもの」にも心引かれる楽しみがあります。そこには作者さえ，最初意識しなかった

感覚が表れているおもしろさもあります。「不思議の世界 調査ファイル」シートは，生徒が

探偵となり，「アナザーワールド」（もう一つの世界）を調査してくるという設定で，絵の中

に「不思議」を発見し，味わうことができるワークシートです。 

シートを使用した授業では，絵画世界の意味を解明することではなく，わけがわからない

ものをわからないまま享受し楽しむことができるように意識して進めました。「あなたが足を

踏み入れたもう一つの世界は，私たちが日常的に普通と感じている世界とどう違うのか」，「ど

んな『秘密』が隠されているのか」，それに付け加えて「何故そう思うのか」など，授業者の

発問の仕方によって，ミッション２の報告ファイルの内容はずいぶん変わってくると思いま

す。本授業では，生徒一人ひとりが考えやすいように発問を選ばせます。また，最終ミッシ

ョン「気になる世界ランキング」をする前に，ペアで「報告ファイル」を紹介したり不思議

レベルをお互い評価しあったりして，感じたことを共有させます。友人の発見した「アナザ

ーワールド」も参考にしてランキングを決定することで，より鑑賞の観点を広げることがで

きると期待しました。 

 

３ 題材の目標 

 ・絵画世界の「不思議」に関心を持ち，物の意外な組み合わせや，強調あるいは単純化され

た形・色彩によるイメージを感じ取り，そのよさやおもしろさを味わうことができる。  

・形の意外な組み合わせによる共同制作「お絵かきリレー」を行うことで，テーマ表現とは

違った制作の方法を知り，表現のおもしろさを感じることができる。  

 

４ 題材の評価規準 

ア．美術への  
関心・意欲・態度  

イ．発想や構想の能力  ウ．創造的な技能  エ．鑑賞の能力  

①絵画世界の「不思議」
に関心を持ち，その
イメージを主体的に
感じ取ろうとしてい
る。 （第１次）  

②形の意外な組み合わ
せ に よ る 作 品 制 作
を，楽しんで行って
いる。（第２次）  

②友人が描いた絵の一
部から，心豊かに発想
し，絵をつないでいこ
うとしている。（ 第 ２ 次 ）  

②友人が描いた
絵の一部から，
その表現の特
徴を活かして
制作できる。 
（第２次）  

①物の意外な組み合
わせや，強調あるい
は 単 純 化 さ れ た
形・色彩によるイメ
ージを感じ取り，そ
の よ さ や お も し ろ
さ を 発 見 す る こ と
ができる。（第１次）  

 

５ 指導計画 

「不思議の世界 調査ファイルを作成せよ」･･･全２時間 

 第１次 鑑賞「不思議の世界 調査ファイルを作成せよ」･･･１時間（本時１／１）  

 第２次 表現・鑑賞「不思議の世界を制作しよう（お絵かきリレー）」･･･1 時間  

 

６ 〔共通事項〕を位置づけた指導のポイント  

  絵画世界に感じた「不思議」なイメージが、どのような方法によってもたらされているの

かを発見させるために、①見え方・大きさの不思議（望遠鏡・虫眼鏡），②時間の不思議（時

計），③組み合わせの不思議〔切り取りの不思議・位置の不思議〕（はさみ），④重さの不思

議（天秤）のアイテムを絵表示し、意外な組み合わせや強調・単純化された形，質感につい

て気づかせる。 
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７ 本時 

 (1) 目標  

   絵画世界の「不思議」に関心を持ち，物の意外な組み合わせや，強調あるいは単純化さ

れた形・色彩によるイメージを感じ取り，そのよさやおもしろさを発見することができる。  

 (2) 展開  

時

間  

学習活動  学習のねらい  評価  

規準  

 

５  

分  

 

 

 

10 

分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

分  

 

 

 

 

 

 

 

５  

分  

 

10 

分  

 

 

 

 

 

（鑑 賞 シ ー ト P.1）  

導入 “シュールさん”による

依頼で，「不思議の世界」を調

査し，報告するという課題を

確認する。  

 

１．図版①：ﾏｯｸｽ･ｴﾙﾝｽﾄ「鳩の

ように」を鑑賞する。  

・「不思議レベル」を記す。  

・不思議なこと，「なぜ」と感じ

たことを考え，メモする。  

・発表する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（鑑 賞 シ ー ト P.２，３）  

２．気になる世界を選び，鑑賞

する。  

・気になる絵を選ぶ。 

・不思議レベルを記入する。 

・発見した不思議の世界の秘密

を報告ファイルに書く。 

 

 

 

３．友達とペアになって「不思

議の世界」を報告し合う。  

 

４．気になるランキングを決定

する。  

・ランキングに名前をつける  

 

 

 

 

 

○学習目標を確認する。 

○提示用の作品コピー，あるいはモニター

で拡大した作品を鑑賞し，クラス全体で，

作品を見る視点を共有する。 

 

ミッション１ 

○個々の初感の不思議度合いを確認する。 

○調査の仕方を練習する。 

不思議メモ作成ヒントの提示。 

・ なぜ・・・なのか  

・ ・・・が不思議  

・ ・・・が・・・世界 

○P.２の調査ｱｲﾃﾑを表示して，生徒の発表内

容から不思議を発見した方法はどれに当

たるかを指導者が整理し次のﾐｯｼｮﾝ２に

つなげる。 

①見え方・大きさの不思議 

（望遠鏡・虫眼鏡） 

②時間の不思議 （時計） 

③組み合わせの不思議（はさみ）  

  切り取りの不思議 

  位置の不思議 

④重さの不思議（天秤） 

 

ミッション２ 

次の 2 つの発問の内 1 つ以上考えて報告フ

ァイルを作成できる。 

Ａ．「私たちが日常普通と感じている世界と

どう違うのか。」 

Ｂ．「どんな『秘密』が隠されているのか」，

それに付け加えて「何故そう思うのか。」 

①②を考えるヒントとなる調査アイテム

を確認させる。 

○仲間の作品を見る観点や，感じたことを

共有できる。 

 

最終ミッション 

○友人の報告も参考にしながらランキング

を決定することで，より鑑賞の観点を広

げて，「不思議の世界」を発見し味わうこ

とができる。 

○ランキングに名前を付けることで，自分

が注目した観点を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア①  

観察  

鑑 賞 シ ー ト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ①  

観察  

鑑 賞 シ ー ト  
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 (3) 評価及び指導の例  

 評価規準 ア①  評価規準 エ①  

「十分満足できる」  

と判断される状況  

（Ａ）  

・絵画世界の「不思議」に
関心を持ち，そのイメー
ジを主体的に感じ取ろ
うとしている。  

 

・物の意外な組み合わせや，強調あるい

は単純化された形・色彩によるイメー

ジを感じ取り，不思議なよさやおもし

ろさを発見できる。  

「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  

・不思議メモ作成のヒント 

を提示し，イメージを言

葉で確認させるようにす

る。 

・ヒントとなる調査アイテムのイラスト

を黒板に表示し，デペイズマンやデフ

ォルメによる，不思議のイメージに気

付かせる。 

 

 

実践事例の考察 

 探偵ミッションとして絵画世界（アナザーワールド）を調査してくる設定は，まるでゲーム 

のようであり，生徒たちにとって取り組みやすい課題でした。ミッション１では，生徒が発表 

した内容から，２ページ目にある「調査アイテム」の拡大イラストを使用して生徒が不思議を  

発見した方法を示し，次のミッション２につなげていきました。ミッション２では，個々に発 

問内容を選択させると，さらに深く追求できる生徒が増えました。最終ミッションの前に，報 

告ファイルをペアで交換する活動では，ペアを変えて違う友人とも積極的に意見を交換しあっ 

たり，選んだ作品を明かさずにクイズにして楽しんだりする姿がみられました。 

授業の終わりに「シュールレアリスム」について少し説明をした後，作家の絵画作成の手法 

の 1 つである「組み合わせの不思議」を体感させるために，第２次の授業「お絵かきリレー（P.

４）」に少し入っていきます。次時には４人の生徒がローテーションで４分おきに線のついた画

用紙を送り，本格的に制作を行いました。前の友人が描いた絵は５㎜程度の一部の幅しかみえ

ません。少ししか見えない形の特徴から発想したイメージを描写していきます。４人目の生徒

が描き終わった後，画用紙を広げた瞬間の中学生たちの大きなどよめき。描いている途中も，

その後の鑑賞会も全員が興味をもって参加でき，とても楽しそうでした。意外な造形感覚を共

有した時間を感じました。 

 

生徒の鑑賞シートより  

ミッション２で選ばれた作品とミッション３の一位の作品を表にまとめてみました。（ ２ ２ 人 中 ） 

作品番号→ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ミ ッ シ ョ ン  ２  １（ 人 ）  １ ４ ５ ３ １ ３ ３ １ 

ミ ッ シ ョ ン  ３ （ 一 位 ）  １ １ ３ ２ ２ ４ ４ ３ ２ 

２ と ３ が 同 じ （ 変 更 な し ）  １ ０ ３ １ ２ １ ３ １ １ 

 

わかること ○選ばれる作品に偏りがなかった。 

○ペア学習後、一番気になる作品が変更した生徒は 22 人中９人で、友人の

プレゼンテーションが影響したと考えられる。 

 

10 

分  

（鑑 賞 シ ー ト P.4）  

５．本日の学習をふりかえり，

感想を発表する。 

次回の活動内容を知る。  

 

○学習をふりかえり，学びを確認する。 

○４～５人のｸﾞﾙｰﾌﾟで，「不思議な世界を描

いてみよう（お絵かきリレー）」を実践す

る。  

○次回，リレーの続きを行うことを確認す

る。 



A  「きつつきがいる」 　レベル30

B  「鳥が２羽いるように見えた」
　  「人の顔に見えた」 　 レベル80
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●探偵になって不思議な世界を調査しよう！
    本生徒たちは、事前の授業で各々がテーマを設定し、コラージュの技法を用いてオリジナルの世界を表
現しました。自分の好きな物をテーマにしたり、宇宙のストーリーを考えたり、独特な世界観を持って作
品を作ることができました。
　オリジナル世界の表現を終え、友達の作品も鑑賞してそれぞれの世界を見た生徒たちに、「他にもたく
さんの人が描いた不思議な世界があります。今日は他にどんな世界が広がっているのか、みんなで調査
していきましょう！」と始め、鑑賞シートの構成に沿って、探偵として鑑賞しました。最初は「探偵になっ
て」という言葉に驚いていましたが、「前もって言ってくれていたら虫眼鏡を持ってきたのに…」という
声もあり、探偵になって鑑賞することに興味を持ってくれたようでした。

実践記録

見る力・聞く力・話す力（高等部１～３年）
ひのみね支援学校　井上奈美
　　

ミッション１
    それぞれに鑑賞シートを配ると、真っ赤な絵が載って

いる表紙を見てすぐ「何これ？」と不思議に感じ、つぶや

いていました。右下の不思議メモのヒントを参考にしな

がらも、しばらく不思議メモに何を書いてよいか悩む姿

が見られ、「何でもいいよ。自分が不思議だなと思ったそ

のままのことでいいからね。」と言うと少しずつ不思議

だなと思ったところが挙がっていきます。どの生徒も中

央に描かれた線に関心を持ち、「きつつきがいる」「鳥が

２羽いるように見えた」等のメモが一番に出ていまし

た。

　その後もじっくりミッション１の作品を見ていると、

１人の生徒が鑑賞シートをくるくる回し、見方を変え始

めました。それを見た他の生徒も一緒に自分の鑑賞シー

トを回して更に作品を見つめ直します。回しても作品の

見え方が変わらなかった生徒もいたようですが、他の子

が行っているおもしろい見方をすぐに自分も試し、集団

での鑑賞ならではの楽しみ方を感じているようでした。

　それぞれの不思議メモを紹介し、見方を広げた後、他

の学校の感想も紹介しました。戦争の絵に見えたという

意見や木に書いていることに気付いた子がいたことを

話すと、戦争の絵というのはあまり想像がつかなかった

のか同意等意見は出ませんでしたが、この作品は木に描

かれていると話をすると驚き、うっすら残っている木目

に気付いて指さす様子も見られました。

C  「鳥の絵」「風船に見える」  レベル50



ミッション２
     「続いてミッション２に行くよ。」と一斉にページを開けると、すぐに様々な作品に驚き、目を通してい
ました。全員で１つ１つ作品を見ることはせず、探偵のアイテムを紹介した後は各々で気になる絵を選
び、報告ファイルを作っていってもらいました。生徒たちは鑑賞シートに顔を近づけ、夢中で作品を見て
いきます。
　ミッション２の報告ファイルとして生徒たちが選んだ作品はバラバラ。それぞれどんなことが気に
なったのかがよく表れていました。「人が２つに分かれている」「夜に歩いているみたい」といった感想か
ら、切り取られている不思議や見え方の不思議、　時間の不思議等の紹介した探偵アイテムを活用して
鑑賞できていることがわかります。ミッション１を踏まえて、柔軟に様々な視点を持って作品を見るこ
とができ　　　　　

最終ミッション
 　「最後は、今まで見てきた10個の世界からオリジナルのランキングを作ってみましょう！」どんなラン
キングにするかは自由でよいことを伝えると、「不思議の絵」「おもしろい世界」「こわい」とそれぞれ決
め、作品選びにすぐに取りかかっていきました。
　みんなの前でランキング発表をする前に約束を伝えておきました。「約束は１つ。『自分と違う意見も
まずは受け止めましょう』作者、作品名等の情報はありますが、今回鑑賞するにあたって感想の正解不正
解はないです。もし自分と違った意見が出たとしても、大勢の中で１人だけの見方だったとしても間違
いではありません。最初からそれは違うと否定せずに、そんな意見や見方もあるんだと受け止め、今後自
分の見方や考え方を広げていく糧にしてください。」生徒たちは真剣に頷きながら聞いていました。
　ランキング発表では、ドラムロールのような効果音も使いながら順に発表していきました。シートに
書いている選んだ理由に更に付け加えたり、理由を文章にして書くことが難しかった生徒はどこが不思
議に見えたか作品を指さしたりして各々工夫して話し合いました。その中には、友達の意見を聞いて「ど
こに鳥がいるの？」等どのように見たのか興味を持ち話し合っている姿も見られました。この鑑賞シー
トを使った鑑賞をする際に、見る力・聞く力・話す力を意識して実践を行いました。最初は見ることに戸
惑いや不安な様子も見られた生徒たちでしたが、友達の意見や見方を聞くことによって見方を広げ、少
しずつ自分なりの見方や様々な見方を持つことができるようになっているように感じました。また、友
達の意見を聞いた上で、自分の意見や見方も工夫して話すことができていました。今回のように鑑賞の
経験を通して見る力・聞く力・話す力を養い、今後の制作や表現の場、その他の多くの場面で活用してほ
しいと思います。
　

A　⑥番の絵　　　　　　　　　  
「人が２つに分かれて見えるのが
すごく不思議」
レベル50

B　②番の絵　
「動物（馬・猫・鳥）のように見える。
馬がお風呂に入っている。」
レベル60

C　⑦番の絵　
「魔法使いみたいな体。夜に魔法
使いが歩いているみたい。」
レベル60
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A　不思議の絵ランキング　１位⑥　２位⑨　３位①
　  「１位の絵は人が分かれて見えるのが不思議だから
　　２位の絵は部屋からペットボトルが飛び出ているから
　　３位の絵はきつつきが見えたから」

B　おもしろい世界ランキング　１位②　２位⑦　３位⑩
　  「２位は、」　（口頭で）１位の絵は、上に首の長い鳥、下に２匹の猫のシルエットがある。右側を
　  下 にしてシート を回して見ると、白いところが馬の姿で水に入っているように見える。
　  ３位の絵は、赤のくちばしがある白い鳥が２羽頭が見えたり、馬の頭があったりしていておも
　  しろい。

C　こわいランキング　１位⑦　２位④　３位⑤
　　行ってみたい。⑤番の絵は、車で走ってみたい。



鑑賞シート「不思議の世界」に掲載されている作品を保育所の子供たちと一緒に見ました。ここでは、子

供たちが作品の前でみせた様子やつぶやきを紹介します。

実施場所　徳島市立北井上保育所

日時　平成28年12月21日　10時から11時30分

活動１　4歳児クラス（13人）、5歳児クラス（7人）の子供たち

　　　　鑑賞活動（約45分）＋こすりだし遊び（約30分）

　「今日は、ちょっと不思議な絵を持ってきました。怖い感じのものもあるかもしれませんが、いいなあ
と思う作品を見つけてね。気になるところや、見つけたこととかも、いっぱい教えてね」

　「いいよー」「どんな絵かなあ」そんな会話をしながら作品（作品を印刷した掛け図）が貼ってある教室

に入るなり、子供たちはそれぞれ気になる作品の前に集まっていきました。

　一枚の作品をじっくり見ている子、次から次へ作品を見ていく子と見方もそれぞれです。友だち同士

で話をしたり、「こっちに来て、気になるもん見つけたけん」と先生を引っ張っていったり、教室は賑やか

です。子供たちの言葉に耳を傾け「うわー、ほんと」「そうなんだー」と肯きながら聞いていくと、子供たち

は安心して、いっぱい話をしてくれます。今回は、先生方の協力により子供たちの様子やつぶやきを書き

留めてもらいました。後半は、一人ずつどの作品が気になったか発表しました。緊張して上手くいえなく

ても大丈夫。指さしして教えてくれました。4・5歳児に人気だったのは山下菊二と谷川晃一の作品でし

た。しかし、4・5歳児の子供たちは、他の作品にも注目し、マグリットの作品から、大きな椅子の上に小さ

な椅子が描かれていることに面白さや不思議さを感じ取っていたり、明るい空なのに建物の中はいくつ

かの部屋に灯火が描かれていることに非日常の不思議を発見したりしていました。

就学前の子供たちとの鑑賞活動
徳島県立近代美術館　亀井幸子　　

実践記録

　鑑賞活動の終わりにエルンストの作品

に注目。どんな風にして作品を描いたかを

説明すると、「わかった」「知ってる」「やり

たい」と声が上がり、教室に戻って紙と鉛

筆や色えんぴつを手にして教室の壁や床、

網戸に紙をあててシャカシャカしました。

友だちと「こんなんができた。」と見せあっ

たり、「それは、どこをシャカシャカした

ん？」

「くつばこのところよ」と自分が見つけた

ところを教えあったりして、こすりだし遊

びを楽しみました。
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活動２　3歳児クラス（13人）、2歳児クラス（8人）の子供たちと

　　　　鑑賞活動（約30分）

　「今日はみんなと一緒に絵を見てお話しした
いと思います。好きなところとか何か見つけた
ものをいっぱい教えてね。」と、作品（掛け図）が
貼ってる教室に行きました。「こわーい」といい
ながら吸い寄せられるように作品の前に座っ
て見入っている子。大好きな動物の姿を見つけ
て「ぞうさん、ぞうさん」とうれしそうに指さし
をしている子。「何か気になる絵とか好きな絵
はあるかなあ？」と尋ねるとパッと腕を伸ばし
作品を指さす子と、その反応も様々でした。自
分の気持ちを上手く言葉で表現できなくても

迷い無くすっと指さす様子から、何かを感じているということがわかります。
　2、3歳児の子供たちに人気だったのは、山下菊二の作品と泉茂の作品でした。山下菊二の作品で
は、部分をみて「これ、かわいい」、「むっちゃきれい　これ」、「ここに目があるよ」、「ぞうさん　おる
よ」、「鳥男」など話は尽きません。また、作品全体の雰囲気を感じ取って「この絵、こわい」、「暗いけ
ん、こわいよ」と言う子もいました。全体的に、目に注目した子どもが多く、それは、他の作品にも共
通していました。
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つぶやきをまとめたシート

同じ形やけど色がちがう

おんがく  がでるんちゃう

はしご  みたいなんがあるすべりだいもある 

たれよう　とけよう

ふしぎ  なとびら

へびの血、どく

すべりだい  ににとる

め  がまわる

へび  のドア

生き物  が 1 つ、２つ･･･

つぶされる

スイッチ

め

何かのとびら
つかまったら、  おとしあな  におちる
あいたら、  ろば  がでてくる

トビラ  をあけたら
ようがんがでる

窓  が好き

何これ

これすき

おかし  の家みたい

不思議  なトビラがある

手ぶくろ  に見えた

ふしぎ  なとびらとかある

谷川晃一　スイランの夏　1988年 

･･･2、3歳の子どもたちのつぶやき

･･･4、5歳の子どもたちのつぶやき
22 



こわい すごいめだまがいっぱい

おかあさんなのにめが 3つあって死んどる
かわいそう　手もなくなっとう

しんだ  ぞう

かおに  みえた

ここがこわい
ここがこわかった

むっちゃきれいこれ

ぞうさん  おるよ

とり、ぞう

おばけ  みたい

このえ  こわい

ここに目がある

くらいけん  こわいよ

これがいい

とりおとこ

これかわいい

緑色のなんかこわい

お母さんで死んだ

めだまあるよ

耳のかわり

目が 3個あってこわかった

こわかった

ふしぎ  なだちょう

髪が   すいこまれよる

これ（A）でこれ（B）
を食べた

顔に  みえた

山下菊二　死んだ人がわたしを産んでくれた（昭和40年7月27日母死す）　1966年 

･･･2、3歳の子どもたちのつぶやき

･･･4、5歳の子どもたちのつぶやき

めっちゃかわいい
ぞう  みたいなやつがいい

ぞうさん

目が 3本ある

目  が 3 個あってこわかった

（Ａ）
（Ｂ）
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へびさんのおっさんが
石をくわえとる



ハートが好き ここが好き

とりみたいやのに、くつはいとるよなあ…

全部好き
サイコロのところも、手のところも　
頭のところも好き

ロボット   なんかなあ

これこわいよ。ささるよ 何で糸が出よんよ

全体がおかしい

これおかしい。ちょっときて

サイコロマンがおるぞー！

これ、けいとかな？

泉茂　逃げたスペード　1955年 

･･･2、3歳の子どもたちのつぶやき

･･･4、5歳の子どもたちのつぶやき
24
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シュルレアリスムのこと
　このシートでは、驚きや謎、遊び心のある作品を集めました。その不思議な表現は、私たちの心や
現実感を揺り動かそうとするかのようです。作家たちは、どのような思いで不思議の世界へ足を踏
み入れていったのでしょう。
　1ページ目をはじめ掲載作品の半数をしめている、エルンストやマグリッドなどはシュルレアリ
スムの有名な作家です。シュルレアリスムは、20世紀初頭のフランスで起こった芸術運動で、現実
と夢、意識と無意識などの問題に視野を広げ、精神の自由と豊かさを求めました。両世界大戦間の
社会の混乱を背景に、人間性を追求したこの運動は、文学や美術など広い分野で世界的な展開を見
せました。そして、作家ごとに手法や作風は様々です。このシートに登場する山下菊二や谷川晃一
などの作品も、シュルレアリスムに通じるものを創作の基調に置いています。画風や技法の問題に
とどまらないスケールの大きさで、今日の文化に大きな影響力を持ち続けているのです。
　日本では「シュール」という略語が、現実離れ、幻想的といった意味合いでよく使われます。しか
し元々の「シュルレエル（超現実）」という語は、現実をすごく突きつめて捉えるという意味合いで
使われました。目の前の現実の世界と、確かな手ごたえを持って向き合いたいという願いが根底に
あります。
　シュルレアリスムの作品を含め、このシートに取り上げた「不思議」のイメージに触れることを
通して、世界や生命の奥深さに向き合えるような、子どもたちの心の柔らかさ、生き生きとした想
像力を励ますことができたらと思います。

フロッタージュなどの技法
　応用ミッションで紹介されている「フロッタージュ」は、エルンストが始めた手法です。物の上に
紙を置いてこすり出した模様の中に、自分では考えつかないようなイメージを発見することがで
きます。
　「お絵かきリレー」も、かつてシュルレアリスムの作家たちが行った遊びを元にしています※。無
関係なものが意外な結びつきを生み出します。
　この他様々な手段を用いて、作家たちは現代人の精神の行き詰まりを解放しようと試みました。

　※「甘美な死骸」。「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」展（2013年  徳島県立近代美術館ほかで開催）を機
に当館でプログラム化し紹介してきました。「シュルレアリスム展における体験的な取り組みと学
校等への拡がり」（友井伸一・亀井幸子共著　『徳島県立近代美術館研究紀要第15号』所収）に詳し
く紹介されていますので参照ください。

ミニ知識
竹内利夫　　
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参考

　 マックス・エルンスト「鳩のように」
1955年 油彩　板　61.0×50.0㎝
徳島県立近代美術館蔵

丸く赤い形のなかには二羽の鳩がいるようです。しかしよく見ている
と、その鳥は、人の目や鼻のようにも感じられてきます。しかもこの絵
は、板の上に描かれていますので、木目の線も気になってくるかもしれ
ません。ここにはイメージが幾重にも重ねられているのです。エルンス
ト（1891-1976年、ドイツ生まれ）は、20世紀のシュルレアリスム（超現実
主義)を代表する作家の一人。

　 ウィフレド･ラム「我々はここにいる」
1974年  油彩　キャンバス　130.2×93.6㎝
徳島県立近代美術館蔵

褐色の画面のなかには、動物や人のようで怪物にも見える得体の知れな
い生き物が描かれています。ラム（1902-82年、キューバ生まれ）は、パリ
でピカソと出会い、シュルレアリスム（超現実主義）の運動に加わった作
家です。第二次世界大戦中にキューバに帰ってからは、アフリカの神話
に登場する精霊たちに刺激され、自身の文化的背景を探すようにして描
き続けました。

1926年　鉛筆フロッタージュのコロタイプ　50.0×32.4㎝　
徳島県立近代美術館蔵

でこぼこのある物の上に紙をのせ、鉛筆などでこすりだすことを「フ
ロッタージュ」といいます。思いがけない表現が生まれる方法です。エル
ンストは、自然の素材をこすることで、木や果物、虫、鳥、獣、怪物など、も
うひとつの自然界に生きるさまざまなものを表そうとしました。ここで
は、葉っぱを羽に見立てることで、不思議な生き物を出現させています。
フロッタージュで原画をつくった版画作品です。

1

2

3 マックス・エルンスト「版画集〈博物誌〉 24
14歳未満の稲妻」

作品解説
森  芳功　　



　 　　ルネ・マグリット「版画集『マグリットの
　　　 孤児たち』より」  Ⅸ、Ⅴ、Ⅰ
　　　　　（ルイ・スキュトネール詩、A.C.マゾ社発行） 　
1968年 リトグラフ　紙　28.3×48.9cm（Ⅸ）　31.5×48.1㎝（Ⅴ）
　　　　　　　　　　　 30.8×45.4cm（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　
姫路市立美術館蔵

シュルレアリスムの方法の一つにコラージュがあります。印刷物や
写真などを貼り合わせることで、思いもつかない偶然に満ちた世界
が生まれます。それを絵画として描くことを、エルンストは「手描き
コラージュ」と呼びました。マグリットの「版画集『マグリット孤児た
ち』より」も「手描きコラージュ」の作品といえるでしょう。ただし、マ
グリットは偶然の産物としてではなく、類推や連想、ちょっとした配
置換えによって不思議な世界をつくり出しています。
画面をよく見ると、さまざまなことに気づくはずです。図版４の作品
では、遠くの山が鳥の形となり、石の椅子のうえには、さらに小さな
椅子が置かれています。では、椅子の大きさはどれくらいなのでしょ
うか。巨大なものなのか、小さいのか、想像してみましょう。
図版５の作品では、昼の空の下に明かりがともる夜の家が描かれて
います。図版６では、林のなかにいる紳士の体が、木の幹と重なると
ころだけしか描かれていません。そのように詳しく見ていくと、もっ
と不思議が見つかるかもしれません。
これらは「手描きコラージュ」の原画をリトグラフ（石版画）で表した
作品です。

　 泉茂「逃げたスペード」
1955年　油彩　キャンバス　100.1×80.4㎝　
徳島県立近代美術館蔵

トランプのカードにチェスの駒、サイコロを組み合わせた不思議な
姿が描かれています。星一つない漆黒の夜、幾重も紐につながれた
カードでできた人は、歩み出そうとしているようにも見えます。それ
にしても、タイトルにある「逃げたスペード」はどこへ行ったのだと
思いますか？幻想的な画面が、見る人の創造力を刺激する作品です。
泉茂（1922－95年）は、20世紀後半に画家、版画家として活躍しまし
た。

5

7
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　 山下菊二「死んだ人がわたしを産んでくれた　
　（昭和40年7月27日母死す）」
1966 年　油彩　合板　88.2×173.5㎝　徳島県立近代美術館蔵

人の姿の他に、鳥や動物、魚らしき生き物もいます。辺りは暗く、目玉の
ような形も多くあり気になります。これは、画家の母親の追善供養とし
て描かれたもので、中央で横向きに座る人が母親、左側の白い動物とと
もに描かれているのは父親といいます。襞の間には兄弟や縁者が描か
れ、画家自身も右側の赤い人物として登場します。山下菊二（1919－86
年）は、徳島県三好市生まれ。現代人の心の奥に潜む前近代的なものを見
つめようとしました。

　 四宮金一「自作前の自画像（6）」　
1987年 　アクリル絵具　キャンバス　202.6×148.7㎝
徳島県立近代美術館蔵

この絵を印刷物で見ると立体作品と見間違うことがあります。キャンバ
スが不定形なのも錯覚を起こす原因なのでしょう。しかし、描かれた人
物と室内の関係はどうなっているのか定かでなく、不思議な気持にさせ
られます。黄色を主調とする明るい画面のなかに、虚構と現実が入り交
じった世界が展開しています。四宮金一（1938年－）は、安井賞展などを
受賞し活躍する現代美術家。

　 谷川晃一「スイランの夏」
1988年　アクリル絵具　キャンバス　130.3×162.1㎝　
徳島県立近代美術館蔵

一見すると抽象画のようですが、よく観察していると、いろいろなも
のが見えてくるはずです。画面下の中央に描かれているのは、人の上
半身のようですし、動物の姿も見出されます。谷川晃一（1938年－）
は、伊豆高原に移り住み、「スイラン」と名付けた森で暮らしながら制
作を続けています。画面にいくつかある窓のような形のなかにいる
のは人なのでしょうか、森の精霊なのでしょうか。自然にも不思議が
隠されているようです。
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