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とても好きな色だから。

いろいろな色が重なっているから。

さわやかでやさしい感じ。

うれしくもあり悲しくもあり、悔しくもある感じがする。

･････････････

････････

･･････

【実際の子どものメモ】

【実際の子どものメモ】

　同じ「色」を見ても、見る時々によって、わたしたちは何らかの感じを

抱いたり、何かを思い出したりすることは、さまざまにあります。そして

その色のイメージや感情の世界は、他の人と似ていたり、ちがっていた

り・・・。このシートは、友だち同士で、あるいは家族と、そんな「色」のイメー

ジのおもしろさを共有することができるシートです。実際に子どもたちは

活動の流れがわかると、自分たちでどんどん「色」についての対話を楽し

んで進めていく様子がみられました。鑑賞シートのマスコットキャラク

ター「近美ちゃん」、そして新キャラクター「カメレオン先輩」のナビゲー

ションから、絵の中の「色」を探求する活動が始まります。

　「近美ちゃん」と「カメレオン先輩」のやりとりの続きに、子どもたちは「色」についての質問に対して考えたこ

とをメモしていきます。子どもたちは自分の考えを書き入れることで、色の感情やイメージに気付いていきます。

①気になる色はどのあたりですか？（線でかこむ）

那賀町立鷲敷中学校

小浜　かおり

探そう！絵の中の「色いろいろ」（Ｐ．1）

子どもの活動の様子（期待する子供像）

一色に限定しなくてもよいです。このあたりというお

おまかな範囲で、色の変化やニュアンスを選ばせてく

ださい。

直感的に感じたことを自由にメモします。②どうしてその色のあたりが気になったのですか？

少し深く考えて、メモすることで色と感情やイメージ

とのつながりに気付いていきます。

③その色を見ると、どんな感じがしますか？

　指導者が「カメレオン先輩」になって、子どもに②③をインタビューすると、

そのやりとりを聴く他の子どもたちも、色探しやイメージ探しを楽しみ、そ

の後の活動を主体的に進めていくことができるようになります。

　赤い帽子があれば、答える子どもにかぶってもらうと、とても楽しく活動

できます。

ちょっと一言…。
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「夕日色」「しあわせみどり」「アドレナリン色」

「平和色」「いなずまブラック」

【実際の子どもが考えた色の名前】

　ペアであるいはグループ（４人までが望ましい）で、１から 10 の絵の中に見つけた色を当てっこします。

　テレビで、ある心理学者が対象者の選んだカードを、質問をしながら当てていくバラエティー番組がありました。

相手の表情や返ってくる言葉から、カードの位置を推測していきます。この「色いろいろ探求バトル」は、そのゲー

ムと形がよく似ています。カメレオン先輩役が近美ちゃん役の選んだ「色」についてどんどん質問し、そのキーワー

ドから、選ばれた絵画作品と色を探っていくゲームです。質問が思い浮かばない子どもは、シートに掲載の質問で

進められるようにします。また、「カメレオン先輩の探求アドバイス」を参考にして、質問を変えて追求することも

できます。

　子どもたちは、その色が当たっても当たらなくても、自分の思いや考えに他者が寄り添い追求してくれる楽しさ

を味わうことができます。最後に、近美ちゃん役に選んだ「色」について、その理由（根拠・・・どうしてそう思ったのか）

を、カメレオン先輩役にぜひ伝えさせてください。すると、子どもたちは、お互い「なるほど、そういう見方があるんだ」

と、感じ方を共有できます。「やっぱり！あたった！」と喜んだり、「ええっ！ちがうの？じゃあこっちは？」「そこ？

ぜんぜんちがう！」「わたしは、こう思ったんよ。」など、元気な声が聞こえてくると思います。

　最初のペアは役を交代して活動を行い、終わったらペアの 1 人を席に残して、違うペアや席の前後のグループで

組ませて活動を続けます。　

ふたりで「色いろいろ探求バトル」（Ｐ．２、３）

　ラウンド表は、シートにも表示があるように、「たのしく活動できたら◯」です。当たった

らＯＫではなく、当たらなくても深く追求できたら◯（すばらしい）という自己評価をさせて

ください。色を多様に感じたり、他者の思いに触れることが目標です。子どもは、活動の進

め方がわかったら、自分たちでどんどん活動を進めていくことができるはずです。

ちょっと一言…。

　応用として、コレクションした色を、自由な発想でつけた色の名前と

共に一覧にすると楽しい掲示物（作品）ができます。それを鑑賞する子

どもたちにとっても、新しい色のイメージが、さらに広がります。

ちょっと一言…。
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　自分や友だちが見つけた色合いを色鉛筆でぬったり、その色の名前を、自由に付けたりします。今日発見した色を

集めて、それぞれの色に名前をつけてみることで、色がもたらす感情やイメージを確かめることができます。

「色いろいろ」コレクションカード　（Ｐ．３）3

夕日 しあわせみどり アドレナリン いなずまブラック
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　本日の活動を自己評価します。ふりかえることで、様々な観点から色がもたらす感情やイメージを追求したこと

が自覚できます。

「色いろいろ探求バトル」ふりかえり　（Ｐ．４）

　「あいての答えから気になる色を探すことはできましたか？」の質問では、ラウンド表の「◯」と同

じく、「色を当てた・当てられなかった」の評価にならないように、しっかり探すことができたら「はい」

に◯をつけるようにします。

　プロローグとして近美ちゃんとカメレオン先輩のやりとりや、「作品の色の話」を読みます。

「色」が、見る人それぞれの思い出や現在の生活とつながっていることや、絵の作者が表現したい内容

に応じて、こだわりの「色」をつくっていることに気づけたら、これからの表現や鑑賞活動の楽しみ

方を広げることにつながっていくと思います。

　シートを離れても、いろんな機会に「色いろいろ探求バトル」ができるといいですね。

ちょっと一言…。
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楽しくバトルすることが

できましたか？

あいての答えから「気になる色」

を探すことはできましたか？

質問に答えることはできま

したか？

「気になる色」は選べまし

たか？

はい　　　　いいえはい　　　　いいえ

はい　　　　いいえはい　　　　いいえ
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楽しそうな感じが気になる

にぎやかな音

わくわくする

　今回の鑑賞シートは色に特化して学習を進めるために

作成されました。

　平成2 8年度、29年度で、小・中・高それぞれの校種

で新学習指導要領が告示になりました。図画工作科・美

術科では、高等学校にも〔共通事項〕が導入されました。

　〔共通事項〕は、図画工作科・美術科において、表現

及び鑑賞の活動の中で、共通して指導していく事項と

して示されています。例えば、小学校第３学年及び第４

学年では次のような記述になっています。

　共通事項 (1) アが形や色などの作品を構成する部分に

関すること、(1) イが形や色を基にした全体のイメージ

に関することとなっています。「形・色・イメージ」が、〔共

通事項〕として、図画工作科・美術科で学習していく根

底の部分であるという意味です。これは発達段階に応じ

て設定されていますので、学年・校種により違いはあり

ますが、概ね内容に変わりはありません。

　言ってしまえば、形と色で表現し理解しようとする力

を育て、形と色から全体をイメージする力を育てる。こ

れが図画工作科・美術科で目指す児童生徒に身に付ける

べき根本的な資質・能力です。形と色は、互いに関連し

あってもの（作品）となり、全体としてのイメージを発し、

それを理解することができるように育てましょうという

ことが〔共通事項〕として言っていることなのですが、

もの（作品）をつくる（描く）ときは、形と色のどちら

による思考が先なのでしょうか？

　個人的な話になりますが、彫刻制作を続けている筆者

としては、（立体的な）形が先にあってその後から色が

付いてくるという個人的な感じ（イメージ）があります。

授業で絵画の指導をする場合も、指導者としては、アイ

デアスケッチや下がきを先にする関係で、形が先にある

イメージで授業を進めていたような気がします。

　しかし、指導主事という立場となって、様々な実践を

客観的に見ることができるようになり、また、このシー

トの作成に関わるようになって、色のことを考えるとい

ろいろなことが見えてきました。

    色を先に思考する人の作品がある。形と色両方一緒に

考えている人の作品がある。そのあたりの違いに気付く

ことができたのがこのシートの作成に関わっての私の収

穫です。

　中学校では、デザインの学習で色の三属性（色相、明度、

彩度）の学習をします。そこから発色方法（加法混色、

減法混色）、色の種類（有彩色と無彩色、色の寒暖と中

性色、純色・清色・濁色）、配色、トーンなどを学習します。

　しかし、色は物心ついたときから目に入ってきていま

す。理論的に考えていくことも大切ですが、感覚的に捉

えていくことから色は感情や記憶と重なっていくと考え

られます。

　今回のシートは、作品の部分に着目しての活動になり

ます。その部分の気になる色を子供たちの言葉でやりと

りすることにより、感情や記憶が具体的によみがえって

くるでしょう。図画工作科・美術科において新しい意味

や価値を創造していくということは、形や色やイメージ

に言葉を重ねていくことから始まると思います。

　

「色いろいろ探究バトル」シートに寄せて
徳島県立総合教育センター 
教職員研修課　三木　健司

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して、次の 

   事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 自分の感覚や行為を通して、形や色などの感じが 

 分かること。

イ 形や色などの感じを基に、自分のイメージをもつ 

 こと。



５

シートの基本的な流れ

■基本的な流れ：45分　　※このシートは45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

探そう！絵の中の 「色いろいろ」

色についてイメージしたことを
語り合う流れをつかみます。

絵をゆっくり見ます。
①絵の中で気になる色を見つけ、線で 
 大まかに囲みましょう。
 そして、その色を色鉛筆でぬってみ 
 ましょう。（カメレオン先輩の形）

ペアをつくり（２～３人），近美ちゃん
役１人とカメレオン先輩役（複数でも
可）を決めます。

カメレオン先輩役、近美ちゃん役の決
めた色について質問していきます。

質問が終わったら、カメレオン先輩が
近美ちゃん役の決めた色を当てます。

近美ちゃん役は、自分が決めていた絵
と、その絵の中の色を教えます。

役を交代して、バトルを続けます。
楽しく活動できたら、ラウンド表に○
をつけていきます。
他のペアやグループでも行ってみま
しょう。

絵の中で気になる色をみつけよう。

・１色の色の限定ではなく大まかな色合 
 いでかまいません。

・指導者がカメレオン先輩となり、子ど 
 もたちに②、③をインタビューして、 
 その答えから「あなたの気になった 
 色は、このあたりですか？」と、内 
 容から絵の中の色を探し当てていき 
 ます。

・当たっても当たらなくても、キーワー 
  ドによって色を探る（探られる）おも 
　しろさを感じることができます。

絵の中に見つけた色をあてっこしよう。

・近美ちゃん役は、先のページで練習 
 したように、絵の中に気になる色や 
 好きな色合いを心の中に決めておき 
 ます。

・カメレオン先輩役は、シナリオのセ 
 リフ①～⑤に沿って、質問していき 
 ますが、③～⑤は質問内容を変えて 
 もかまいません。

・カメレオン先輩役が近美ちゃん役の 
 言葉に対して、うなずきながら聞く 
 と、近美ちゃん役は、自信を持って 
 答えやすくなります。

・近美ちゃん役が、決めていた色を教 
 えるとき、図版の色を指さして「ど 
 うしてそう感じたか」を言うと、色
 彩についての話が深まりやすくな  
　ります。

・気になる色を決めたり、他者の決め 
 た色を探求したりする活動の中で、 
 色や色あいに対するさまざまな見方 
 や感じ方に気付くことができます。

②どうしてその色のあたりが気になっ 
 たのですか？考えてみましょう。

③その色を見ると、どんな感じがします 
 か？イメージしてみましょう。

Ｐ．１

10 分

ふたりで
「色いろいろ探求バトル」

絵の中の色を当てっこしなが
ら、色のイメージについて語り
合います。

Ｐ．2,3

20分

１．

2．

近美ちゃん役が、 １ ～ 10の作品を見て、
気になる作品の中の気になる色を決め
ておきます。（１分程度）
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それじゃあ、近美ちゃんが

決めた色についてしつもんするよ。

シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと

「色いろいろ」
コレクションカード

見つけた色と、自由につけた色
の名前を記録します。

今日見つけた色をぬります。
その色に、自由に名前をつけてみましょ
う。

今日の活動をふりかえり、四つの項目
で自己評価を行います。

近美ちゃんとカメレオン先輩の対話や
「作品の色の話」を読みます。

見つけた色を集めて記録しよう。

・自分や友だちが見つけた色を記録し 
 ます。

・今日発見した色を集め、色の名前を 
 つけてみることで、色がもたらす感 
 情やイメージを確かめることができ 
 ます。

今日の活動をふりかえろう。

・活動の自己評価について、「あいての 
 答えから気になる色を探すことはで 
 きましたか？」の質問では，「色を当 
 てた・当てられなかった」の評価に 
 ならないように、しっかり色を追求 
 できたら「はい」に◯が入るように 
 します。

Ｐ．3

10 分

ふりかえり

「色」について、考えたことを確
認します。

Ｐ．4

5 分

3．

4．

わたしの気になる色は　　番の

このあたり。

その色がどの絵のどのあたりかは、

まだないしょ
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①見つけた色（線で囲んだところ） ②どうして気になったのか。 ③どんな感じがするか

〈子どもたちの選んだ色いろいろ〉

色いろいろ探求バトル！
（小学校６年生　実践例）　　

徳島市福島小学校

山本敏子

　子どもたちは、今まで 3 原色で色づくりをしたり、

読書感想画を描くとき混色で様々な緑色をつくったり、

アートカードを使って色や形などから似ているところを

探したりして、色に対する経験を重ねてきました。

　今回は作品の中から気になる色を見つけ出し、その色

と関係を深めながら鑑賞できるシートです。このシート

の中の「近美ちゃん」と「カメレオン先輩」の対話に導

かれながら、絵の中の「色」を探求していきました。

鑑賞した作品を通して、対話を重ねながら、様々な色を

音やにおいを感じたり、思い出と重なって色を感じ取っ

たりすることができました。　

実践記録

②冬から春に変わっている感

　じがした。

③季節の変わり目を感じる。

②ピンクが好きだから

③きれいな感じ

②その色が多いから

③ほんわか優しい感じ

②きれいだから

③色がいろいろまざって       

 いる感じ

②同じ系統の色だから

③落ち着く色

②こいピンクの横のピン

　クがピンク？赤？と　

　思ったから 

③落ち着きがない感じ

１　探そう！絵の中の色いろいろ

②なんとなく

③なんとなく

　まず、鑑賞シート P１　クレーの作品を見て、気になる色を見つけました。　　　　　

～子どもたちのシートから～　
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〈子どもたちの選んだ色いろいろ〉

〈子どもたちの選んだ色いろいろ〉

②あざやかできれいだったから

③夏っぽくて海って感じ

②きれいだから

③落ち着く

②きれいなみどりだから

③すがすがしい

②一番身近に感じるから

③やさしい感じ

②色がうすかったから

③あまりめだってない感

　じがします。

②さわやかな色できれいだったから

③さわやか、海のような感じ。きれ   

 いだと思う。

②好きな色だったから

③やさしい気持ちになる

②きれいなみどりだなと思った。

③さわやかな気分になる。

②きれいだったから

③明るい感じ

②黄色はいっぱいあるけど、一   

 つだけうすめの色だったから

③ほんわかしてくる感じ

 いやされる感じがする

②黄色と何かの色がまざった感じ

③ふわっとした感じ

　黄色とオレンジが混ざった感じ

②きれいだから

③落ち着く感じ

②夕焼けみたいだから

③あたたかい感じがする

②きれいから

③あでやかでさわやかな感じ

②めっちゃ明るいから

③明るい中の明るいで明るいの 

 代表みたいだから

②黄色が好きだから

③落ち着く

②明るくてこさがちょう 

 どよくすてきだから

③自然の色



９　　　　　　

〈子どもたちの選んだ色いろいろ〉

②赤と黄、ところどこ 

 ろにあるから

③ふつうに感じる

②きれいだから

③花みたいな感じ

②色合いがとてもきれい

③色が明るく、きれいな 

 のでにぎやかでみん 

 なが笑っていそうな 

 気がする。

②好きな色とまざって

　きれいだったから

③おちつく、カラフルで

　元気が出る

②きれいだったから

③きれいだなーと思う



10

　まず始めに、色はいろんな色があるとわかり

ました。それに人によって感じ方がちがうとい

うことがわかりました。「さわやか」や「すず

しい」などがあるとわかりました。

　似た色で描く（オレンジ、ピンク、黄色）な

どでかくと、「あたたかい」など感じることが

できると思いました。それにいろんな色を見る

ことで、たくさんのことを知ることができまし

た。絵が同じでも、ぬる場所がちがうと全然ち

がう絵になるのではないかと思いました。

　最初にしたこと（色いろいろの活動）は、み

んなとるところがちがうから逆におもしろかっ

たです。また、絵や色に関することを知ってみ

たいと思いました。

　「探そう！絵の中の『色いろいろ』」の活動において、

緑を選んでいた子たちが一番多かったです。まわり

にある自然の色だからなのでしょうか、きれいな緑、

さわやかさやすがすがしさ、海の感じ、身近に感じ

るなどが書かれていました。

　ピンクを選んだ子たちは結構たくさんいます。そ

の子どもたちは、絵の下方のピンクの部分を選んで

いた子が多かったです。しっかりしたピンク、その

周りの色も含めてのピンク、やさしいピンク、その

隣との色の変化を感じてのピンク…など。彩度に関

するような感じ方も書かれています。また、スポー

ツの好きな活発な男の子がピンクを選んでいました。

その子のシートにはしっかりした色のピンクのとこ

ろに印がつけられていて、「ピンクが好きだから」と

言う理由が書かれていました。

　黄色や橙を選んだ子たちのシートには、きれいだ

から、明るいからという感じ方が書かれていました。

また、暖かさを感じたり、夕焼けみたいだからとか、

明るさの中でみんなが笑っていそうな気がするなど

自分の思い出とつながったりするような感じ方も見

子どもたちの感想から
【「探そう！絵の中の『色いろいろ』」の活動をして】

られました。

　子どもたちは色の印象だけでなく、薄い色に着目し

たり、似た色が隣りにあるとか、近くにある色の配色

などまわりとの色の関係を感じたりして選んでいる様

子も見られました。
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　P1 クレーの作品で　探そう！絵の中の「色いろいろ」を探して楽しんだ後、二人またはグループで「色いろいろ

探求バトル」をしました。その前に、自分が気になる色を見つけて、「探求バトルメモカード」に書き入れました。（自

分がどの作品で、どのようなことを感じたか忘れてしまわないため）

　五感を活かして作品をみるように、「色いろいろ探求アドバイス」のことも伝えました。

「色いろいろ探求バトル」　～絵の中で見つけた色をあてっこしよう～　　

　ある程度かけたら、ペアやグループでバトルを行いました。

二人に前に出てきてもらって、例を示してもらうと…。

Tさん  どうしてそのあたりが気になったのですか？
H さん  カラフルだからです。
Tさん   どんな感じがしますか？
H さん  ミステリアスな感じ
Tさん  どんな音がしますか？
H さん   湖の水の音
Tさん  どんなにおいがしますか？
H さん  やきいものにおい
Tさん  ⑥番ですか？
H さん  違います。

H さん  ⑧番です。このあたりです。
みんな　えー？なんで？

Aさん　どうして気になったのですか？
U さん　明るくて絵の具みたいだから
B さん　どんな感じ ?
U さん　明るくてわくわくする。
C さん　においは？
U さん　あまいにおい。ぶどうのグミのにおい。
Aさん　さわると？
U さん ぷにぷに
B さん 味は？
U さん　グミみたい。
C さん ２番。ぶどうのグミと言っていたから。
Aさん ４番。このあたりがグミみたい。
B さん  Aさんといっしょです。
U さん　４番です。このあたり。

⑧の作品の線がき

　このとき、自分と友達の違いにびっく

りしたようです。

　いろいろな見方や感じ方があって良いこ

とを伝えました。

　各グループで、交代しながら対話を楽し

んでいる様子が見られました。

　UさんのグループではUさんが近美

ちゃん役、他の児童がカメレオン役で

活動していました。

～Uさんのグループの活動（4人グループ）～

～ペアでの活動～

こ

H さんが「このあたり」

と言ったところ

④の作品の線がき

Ｕさんが気になっ

たところ

P 2-P3
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　いろいろな色をまぜてみると、ブルーベリー色

ができました。赤むらさき、青、水色、むらさき

をまぜてつくりました。色名を私は、美しい色で

おいしそうできれいなので「美しいブルーベリー

ちゃん」にしました。私の特別な色になってよかっ

たです。

　こい緑色をつくろうと思いましたが、とてもむ

ずかしかったです。緑と黄緑をまぜると緑だけに

なったので、黄色やオレンジなどの明るい色をま

ぜてつくりました。とてもさわやかなので「さわ

やか」と名づけました。

　海へ行ったことを思い出しながら書いていきま

した。書いていくと海の音、におい、味などを感

じることができました。太陽の光が少しオレンジ

で夕日のようだけど、私は昼と考えてふんい気を

つくってみました。自分で、色の名前をつける時、

はじめは「りんご」にしようと思ったけど、よく

考えたら皮をむいたら、黄色っぽいから「いちご色」

にしました。いちごは皮はなく、かじって中をみ

ると赤いからです。ラウンドを続けていくと、ど

こをどう工夫したか分かってくるとすごくおもし

ろく、一見なにも感じなかった絵がおもしろく感

じました。

「色いろいろコレクションカード」

　友達の色を当てることはできなかったけど、そ

ういうやりとりができてよかったです。僕はほん

わかあたたかい色が好きです。色にはいろんな種

類や楽しさがあるんだなあと思いました。「色いろ

いろ探求バトル」はとても楽しかったです。いろ

んな不思議な絵や楽しい絵や静かな絵があって、

どれも個性豊かな感じでした。作品の色の話もあっ

たので、とても色のことを学習しました。色のこ

とはもっと興味をもちました。世界共通の絵や色

はとても豊かだなあと思いました。春の絵や夏の

絵などの絵を見て、作者の気持ちを考えました。

バトルは豊かでとても楽しかったです。第二弾が

できたら、またやってみたいです。

　色いろいろバトルはとても楽しかったです。相

手の思っている色が分かりませんでした。ぜんぜ

ん違ったりおしかったりしました。相手は私の色

は分からなかったです。だから人によって同じ絵

でも見る人が違うと見かたが違うんだなと思いま

した。相手が想像している色を見て私も見て感じ

方をお話ししてみたい。そして選んだ理由や感じ

た理由を話して、私以外のいろんな人の見方や意

見を参考に想像力を高めたい。そしていろんな絵

を見ていろんないろんなことを想像して作品をつ

くった人の思いも想像しながら作品を見たいです。

作品をつくった人の気持ちや作品のよさをもっと

知りたいです。

子どもたちの感想から【探求バトルの活動をして】

子どもたちの感想から【色の名前をつける活動をして】

見つけた色をぬって名前をつけました。P3
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　この前、グループで「色いろいろ探求バトル」

をして、質問に答えたり問題を言ったりして楽し

くできました。どうして？とかどんな感じ？って

聞いたりしたけど、当たったり予想していたのと

ちがったりして、友達と楽しめました。私は 9番

の絵をみたとき、はととヘビがいて雪がふってい

ると思っていたけど、花びらだってびっくりしま

した。絵からさわると？とかどんなにおい？とか

私なりに感じるのはおもしろかったし、楽しかっ

たです。

　色をあてるのはむずかしかったけれど、あてる

ときのヒントをもとに、あてていくことができた。

ヒントには、その絵をあてやすいようなものがあっ

てヒントにも工夫されていた。一つの絵からいろ

んな想像ができてよかったと思う。

　音、感じ、におい、味など本当はしないのに想像

だけでそんなヒントが出せるのがすごいと思った。

　絵には、いろんな気持ちが入っていて、よかっ

たと思う。いろんな色を知ることができた。

　色いろいろ探求バトルで、自分はこう思うと想

像しているのでは全然ちがうから芸術を感じまし

た。そういう芸術は「みんなちがってみんないい」

というように楽しみを感じました。

　世の中には他にもたくさんの絵があって、ゴッ

ホの絵を見たことがあって、その感じ方が違うし

おもしろいと思いました。

　図工の時間でも、絵をかくとき、想像力を広げ

てえがきたいなと思いました。班でしたとき、一

人一人感じ方がちがうからびっくりしました。

　私は⑨の絵がシンプルでいいなと思いました。

ヘビと鳥がかかれていてなぞを感じました。桜の

花びらが湖にういていて、悲しい感じです。

　楽しめたことは、この勉強を卒業製作のオルゴー

ルに生かしたいと思います。いろいろの絵を見れ

て楽しかったです。

　探求バトルを楽しみながら活動することによって、友達の見方・感じ方を知ることができ、自分の見方・感じ

方を深めたり広げたりすることができました。この活動をして、作家の想いを考えながら作品を見たり作品のよ

さをもっと感じたりしたいと思った子どももいました。また、色を当てながら音やにおい、味など五感で感じる

ことができていました。

　名前をつける活動では、ある子どもは海へ行ったことを思い出しながら考えていたようです。海の音、におい、

味などを感じ、思い出と重ね合わせ、作品を感じ取っていました。ふだんあまり発表しない子であっても、感想

に書かれた内容はものすごく深く考えていると感じました。

　友達と自分の見方・感じ方の違いに気づいた感想、色を当てることの楽しさ、色から音やにおいなどを感じた

ことなどの感想が多くありました。

　私たちは様々な色に囲まれて生活しています。色から感じるイメージは様々なものでしたが、友達の見方・感

じ方が自分とは違うということや「色」から広がるイメージのおもしろさを感じながら、互いに共有することが

できました。子どもたちは、色のもつ豊かさを感じ、楽しさの中で色に対してのイメージをふくらませていきま

した。

　バトルの第二弾ができたらやってみたい、この色の学習を卒業製作のオルゴールに生かしたい、とか、色や作

品のこと、作家のことをもっと知りたいという意欲的な気持ちが感じられ、それぞれが次の活動につなげようと

していると考えられます。

　探求バトルの活動は、子ども同士が考えながら交流がなされ、平成 2 9 年 3月に告示された学習指導要領で示さ

れた主体的・対話的で深い学びが実現される活動ではないかと考えています。また、〔 共通事項 〕に示されてい

るように、形と色を基に自分のイメージをもつ、そして形や色から全体をイメージする力を育てるという大切な

資質・能力を身につけていけるとも感じています。

子どもたちの感想から【活動をふりかえって】

　オルゴールをつくった後の感想に、たくさんの子

たちが色を工夫したことが書かれていて、鑑賞か

ら表現へとつながったと感じました。
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１

2 授業にあたって

3 題材の目標

4 題材の評価規準

5 指導計画と評価計画

題材名　「色いろいろ探求バトル」－色のイメージを語り合おう－

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度

絵画を構成する色彩が
もたらすイメージを感
じ取っている。

色彩を通したコミュニケーションにより、他者と作
品の見方や感じ方を共有して、その共通点や相違点
に気付きながら作品の味わい方を広げている。

絵画を構成する色彩に関心を持ち、色
彩を通したコミュニケーションを積極
的に行っている。

　　 

　　同じ色を見ても、その色を見ている人が抱く感情やイメージは人によって様々です。同じ「赤」を見て、「情熱

的な赤」と感じたり、「冷めた赤」と感じたり、時にはその色をつくった美術作品の作者さえも思いもよらなかった

イメージを発見することもあります。「色いろいろ探求バトル」シートは、「色彩」から出発する鑑賞シートです。

そして「色彩」を通したコミュニケーションのツールでもあります。授業では活動を通して、他の生徒とイメージ

を共有し、その共通点や相違点を感じる色のおもしろさを実感できることを期待しました。

わたしたちの周りに存在する色、というよりはわたしたちの無意識の内に、あるいは意識下にある色の捉えに、気

付かせたいと思いながら授業を展開しています。

知識・技能

　絵画を構成する色彩がもたらすイメージを感じ取ることができる。

思考力・判断力・表現力

　色彩を通したコミュニケーションにより、他の生徒と作品の見方や感じ方を共有し、その共通点や相違点に気付            

　きながら作品の味わい方を広げることができる。

主体的に学習に取り組む態度

　絵画を構成する色彩に関心を持ち、色彩を通したコミュニケーションを積極的に行うことができる。

那賀町立鷲敷中学校 第１学年18名
指導者　小浜　かおり中学校美術科学習指導案 

「色いろいろ探求バトル」・・・１時間（50 分）

（１）目標　題材の目標に同じ

（２）展開

実践記録
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時間 学習のねらいと学習活動
◯は、学習のねらい　・は、学習活動

指導の留意点 評価規準

( 鑑賞シート P.1)
１．導入
◯色についてイメージしたことを語り合う流
れを確認させる。

・近美ちゃんとカメレオン先輩の対話を読む。
 ①絵の中で気になる色を見つけ、線で大ま 
 かに囲む。
 その色を色鉛筆でぬる。
 （カメレオン先輩の形の中）
　②どうしてその色のあたりが気になったの 
 か考えてメモする。
　③その色を見ると、どんな感じがするか、 
 イメージをメモする。

・考えたこと（①～③）を発表する。

・指導者がカメレオン先輩役になり、②③を生 
 徒に質問し、その返答から生徒が選んだ色 
 をあてる。その活動を参考にして、「色」  
 について語り合う学習の流れを確認させる。

・探求バトルを通して、ゲーム感覚で作品を  
 鑑賞させる。

・カメレオン先輩役に、シナリオのセリフ③  
 ～⑤は、質問内容を変えてもよいことを知 
 らせる。

・近美ちゃん役には、質問に対して直感的に  
 感じたことを答えさせる。

・カメレオン先輩役に、近美ちゃん役の答え  
 をメモしてもよいことを伝え、後で色をあ 
 てる手がかりにさせる。

・近美ちゃん役が決めていた色を教えるとき、 
 「どうしてそう感じたか」を説明させる。

・相手の選んだ色について正解でなくてもよ  
 いことを伝え、見方・考え方の共通点や相 
 違点を意識させる。

・自分や友だちが見つけた色の中で、気に入っ 
 た色を記録させる。

15分

20分

３．「色いろいろ」コレクションカード
◯今日見つけた色を記録することで、色がも 
 たらす感情やイメージを確認させる。

・発見した色をぬり、その色に名前を付けて  
 記録する。

10分

主
対話

知
鑑賞シート
対話

思
鑑賞シート
対話

( 鑑賞シート P. 2、3 )
２．ふたりで「色いろいろ探求バトル」を行う。
◯気になる色を決めたり、他者の決めた色を 
 探求したりする活動の中で、色彩に対する 
 さまざまな見方や感じ方に気付かせる。

・ペアをつくり、近美ちゃん役とカメレオン  
 先輩役を決める。

・近美ちゃん役が、１～10 の作品を見て、気 
 になる作品の中の気になる色のあたりを決 
 めておく。

・カメレオン先輩役が、近美ちゃん役の決め 
 た色について質問する。

・質問が終わったら、カメレオン先輩役が近 
 美ちゃん役の決めた色を当てる。

・近美ちゃん役は、自分が決めていた絵と、  
 その絵の中の色を教える。

・役を交代して、バトルを続ける。
 楽しく活動できたら、ラウンド表に○をつ 
 ける。
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6 実践を終えて

「十分満足できる」
と判断される状況
（Ａ）

・絵画を構成する色彩に興味を持ち、色彩がもたらすイメージを豊かに感じ取り、色彩を通したコミュ 
 ニケーションを積極的に行うことで、他者と作品の見方や感じ方を共有して、その共通点や相違点 
 に気付きながら作品のよさを実感している。

「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

　実際の授業で子どもは「色いろいろ探求バトル」の方法がわかると、自分たちでどんどん活動を進めることがで

きていました。相手が決めた「色」が、どの作品のどのあたりの色なのか探る「あてっこ」のゲームですが、その「色」

を当てることができなくても、終始笑顔で楽しく活動を続けている姿が印象的でした。なぜこの活動が楽しいのか。

実践報告会で、「むしろ、ちがっていることが楽しいのかもしれませんね。」という意見がありました。確かに、授

業を終えた生徒の感想には、「ちがっていてびっくりした」「ちがいがおもしろかった」「人と考えがこんなにもちが

うことがおもしろかった」など、ほとんどの生徒が「ちがいのおもしろさ」についてメモしています。同じ色を見ても、

抱く感情やイメージが違うこと、その色にまつわる思い出も人それぞれ。「色」についての対話を通して、他者の思

いに触れていくことや、自分が思いもよらなかったイメージを感じるおもしろさ。「ちがいが楽しい」と感じるすて

きな鑑賞学習の時間となりました。

主

知

( 鑑賞シート P. 4 )
４．学習のふりかえり
○学習内容のふりかえりをさせ、色彩につい 
 て学んだことや発見したことを確認させる。

・学習内容の自己評価をし、感想を発表する。 ・ふりかえることで、様々な観点から色がも  
 たらす感情やイメージを追求したことを自 
 覚させ、次の表現や鑑賞の学習に活かせる 
 ように示唆する。

5分

思

思

鑑賞シート
対話

（３）評価及び指導の例

・絵画の色彩についての質問に対して直感的に感じたことを、キャラクターのセリフとして、発表さ 
 せる。

・相手の選んだ色について正解でなくてもよいことを伝え、見方・考え方の共通点や相違点を意識さ 
 せる。

・色彩についての対話の仕方を視覚化したシートを使用し、ゲーム感覚で作品を鑑賞させる。
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色いろいろ探求バトル！
（就学前の子どもと大学生）

　

徳島県立近代美術館

亀井幸子

　鑑賞シートは、小・中学生を中心に幅広い年代で活用

できるものを目指して作成にあたっています。かわいい

デザインや親しみやすいキャラクターが登場することか

ら子ども向けだろうと見られがちですが、大人でも十分

に楽しめる活動が盛り込まれています。また、イラスト

や図版が多く用いられているので、日本語を十分に読め

ない就学前の子どもたちも鑑賞シートを楽しく見ること

ができます。また、部分的に活用することで楽しく鑑賞

活動をすることができます。

　ここでは、保育所の子どもたちと大学生に行った実践

について報告します。

○自己紹介

　　好きな動物や食べ物は何か質問すると、ライオンやクマやパンダ、イチゴやミカンやバナナなど、ある子は元 

 気に、ある子はちょっと恥ずかしそうに教えてくれました。

○みんなで作品鑑賞

 　掛け図（鑑賞シート P.１のクレーの作品を大きくプリントしたも

の）をみんなで鑑賞。「何が見える？」「何か見つけたものはある？」

という質問に「ぞうさんがおる」、「ロボットのお家がある」、「もも」、「も

う一つぞうさん！」、「かんばん」、「でんでん虫見つけた」、「積み木」、「迷

路みたい」といろいろと発表してくれました。「この絵のなかで、好き

な色はある？」と聞くと、右側の顔のあたりを指して「なんとなく」とか、

「かわいい」といった言葉で答えてくれた子もいましたが、「色」に注

目して見ることに少し戸惑っているようでした。

○好きな色選び

　たくさんの色鉛筆の中から自分の好きな色（色鉛筆）を選びました。

茶系のよく似た色をたくさん見つけた子、自分の服と似た色を見つけ

て喜んでいる子、好きなピンク色と明るい色（黄色、オレンジ色、黄

緑など）を選んだ子など様々でした。たくさん選んだ子もいれば 6 色

と少ない子もいましたが、どの子も「自分が選んだ色（色鉛筆）」に満

足しているようでした。

実践記録（保育所の子どもたち）

【活動内容】

鳴門市内の保育所の協力を得て、鑑賞シート「色いろいろ探求バトル」を部分的に活用した鑑賞と造形の活動を行い

ました。

日時 : 平成 30 年 3月 8日（木）10：00 ～ 11：30

場所 : 鳴門市みどり保育所

参加 : 園児 6名（5歳児 1名、4歳児 3名、3歳児 3名）、保育者 3名

実践記
録
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○お絵描き

　「お絵描きしたい。」という子どもの声を合図に、自分が選んだ色鉛

筆で画用紙に自由にお絵描きをしました。黙々と色の違う丸をたくさ

ん描く子もいれば、10 本ぐらいの色鉛筆を束にして持ち、紙の上に

押しつけながら描く子も。腕や手首をコントロールしながら色鉛筆を

左右に動かすときれいに色が塗れることを見つけた子は、保育者に「こ

うやって横に動かしたらきれいにぬれるよ。」と得意そうに話してい

ました。

　ある子は、缶に入っているたくさんの色鉛筆の上に紙を当てて動か

していました。紙の裏には、色鉛筆と身体の動きとが連動してできた

ふしぎな色と形が表れました。スピードを変えたり力加減をかえたり

しながら紙を前後左右に動かしたり、ぐるぐると動かしたりして何枚

も試していました。手のひらから伝わってくる紙と鉛筆がこすれる感

触も面白かったに違いありません。

　3 歳児の男の子は、クレーの作品の中に見つけた「かんばん」を 6

色の色鉛筆を使って縦じま模様で描きました。それから、自分の服に

プリントされているロボットを丹念に描いていました。途中疲れると、

「疲れた、手が痛い」といいながら席を立ってぴょんぴょん跳ねてい

る姿がかわいらしかったです。跳ねた後は、また集中して描いていま

した。それを何度かくり返し、5 0 分あまりの時間をかけて描ききり

ました。完成したときの第一声は「あー、おなかがすいた」でした。

○ぬりえ

　自由にお絵描きを楽しんでいるとき、ある子が「ぬりえをしたい」

と言いました。そこで、美術館から持ってきていたぬりえ（クレー

の作品をもとにしたもの）を見せると、掛け図を指さして「あれと

同じや！」と興味を持ってぬりえを始めた子もいました。クレーの

絵を見て「迷路みたい」と言った子は、ぬりえを迷路に見立てて楽

しみました。子どもたちのぬりえを注意深く見ていくと、クレーの

作品の色や形をよく見ていることがわかります。色の重なりに気づ

き色鉛筆で重ね塗りを試みた子もいました。

○鑑賞シートを使って

　最後に、子どもたちに鑑賞シートを配りました。保育者が、一人

一人に気になる色はどのあたりかを子どもに線で囲ませ、その理由

を聞き取ってシートに書きとめました。「どんな感じがするか」とい

う問いに対しては、言葉で表現することができずに「自分で書くわ」

と言って感じたことを絵文字のように表現している子もいました。

「色の形が好き」「色がつながってきれい」という子の言葉からは、

作品の中の色と形を別々に分けてイメージを広げていくことは難し

く、色だけを見ているのではなく形と一体となった色を感じ取って

いることがわかります。

　今回は、シートの１ページ目だけを使いましたが、子どもたちは

鑑賞シート２～３ページの載っているいろいろな絵を見て楽しんで

いました。ある子は、保育者に「ラウンド表のところは、どうするの？」

と聞き、楽しかったら丸を付けるということがわかると、数字の１，２，

３に○を付けていました。

　P.３の「色いろいろ」コレクションカードには、3人の子が直感的にシー

トの作品から好きな色を見つけて色をぬっていました。単色ではなく

シートの作品から見つけた複数の色を組み合わせて塗った子もいます。

１人は、自分が塗った色に「ふしぎ色」と名前を付けました。他の 2人は、

色の名前を考える代わりにどの作品から見つけた色なのかを線で結んで

いました。
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②いろんな色がまじって

　きれいし、色の形が好

　きやけん

③色がつながってきれい

②色まじっとるけん

③かわいいかんじがする

②ふわふわとかたいとこがあると思った。

③
②座ってみたらハートにみえたん

③ドキッってする

～子どもたちのシートから～　

②なんかありそうやけん。下に土

　がありそう

③さわやか

○お絵描き

　「お絵描きしたい。」という子どもの声を合図に、自分が選んだ色鉛

筆で画用紙に自由にお絵描きをしました。黙々と色の違う丸をたくさ

ん描く子もいれば、10 本ぐらいの色鉛筆を束にして持ち、紙の上に

押しつけながら描く子も。腕や手首をコントロールしながら色鉛筆を

左右に動かすときれいに色が塗れることを見つけた子は、保育者に「こ

うやって横に動かしたらきれいにぬれるよ。」と得意そうに話してい

ました。

　ある子は、缶に入っているたくさんの色鉛筆の上に紙を当てて動か

していました。紙の裏には、色鉛筆と身体の動きとが連動してできた

ふしぎな色と形が表れました。スピードを変えたり力加減をかえたり

しながら紙を前後左右に動かしたり、ぐるぐると動かしたりして何枚

も試していました。手のひらから伝わってくる紙と鉛筆がこすれる感

触も面白かったに違いありません。

　3 歳児の男の子は、クレーの作品の中に見つけた「かんばん」を 6

色の色鉛筆を使って縦じま模様で描きました。それから、自分の服に

プリントされているロボットを丹念に描いていました。途中疲れると、

「疲れた、手が痛い」といいながら席を立ってぴょんぴょん跳ねてい

る姿がかわいらしかったです。跳ねた後は、また集中して描いていま

した。それを何度かくり返し、5 0 分あまりの時間をかけて描ききり

ました。完成したときの第一声は「あー、おなかがすいた」でした。

○ぬりえ

　自由にお絵描きを楽しんでいるとき、ある子が「ぬりえをしたい」

と言いました。そこで、美術館から持ってきていたぬりえ（クレー

の作品をもとにしたもの）を見せると、掛け図を指さして「あれと

同じや！」と興味を持ってぬりえを始めた子もいました。クレーの

絵を見て「迷路みたい」と言った子は、ぬりえを迷路に見立てて楽

しみました。子どもたちのぬりえを注意深く見ていくと、クレーの

作品の色や形をよく見ていることがわかります。色の重なりに気づ

き色鉛筆で重ね塗りを試みた子もいました。

○鑑賞シートを使って

　最後に、子どもたちに鑑賞シートを配りました。保育者が、一人

一人に気になる色はどのあたりかを子どもに線で囲ませ、その理由

を聞き取ってシートに書きとめました。「どんな感じがするか」とい

う問いに対しては、言葉で表現することができずに「自分で書くわ」

と言って感じたことを絵文字のように表現している子もいました。

「色の形が好き」「色がつながってきれい」という子の言葉からは、

作品の中の色と形を別々に分けてイメージを広げていくことは難し

く、色だけを見ているのではなく形と一体となった色を感じ取って

いることがわかります。

　今回は、シートの１ページ目だけを使いましたが、子どもたちは

鑑賞シート２～３ページの載っているいろいろな絵を見て楽しんで

いました。ある子は、保育者に「ラウンド表のところは、どうするの？」

と聞き、楽しかったら丸を付けるということがわかると、数字の１，２，

３に○を付けていました。

　P.３の「色いろいろ」コレクションカードには、3人の子が直感的にシー

トの作品から好きな色を見つけて色をぬっていました。単色ではなく

シートの作品から見つけた複数の色を組み合わせて塗った子もいます。

１人は、自分が塗った色に「ふしぎ色」と名前を付けました。他の 2人は、

色の名前を考える代わりにどの作品から見つけた色なのかを線で結んで

いました。

①見つけた色（線で囲んだところ） ②どうして気になったのか。 ③どんな感じがするか）

〈子どもたちの選んだ色いろいろ〉

　今回の色に注目した活動を実践してみて、幼児期には、色から感じたことを言葉で表すことは難しいです

が、色や形をよく見て、それらから様々なことを感じ取っていることがわかりました。教材を工夫し鑑賞体

験を重ねることで色や形に対する豊かな感性を育むことができるのではないか思いました。
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　鑑賞シートの活動の流れに沿って行いました。絵のなかに見つけた色を当てっこする活動も「色いろいろ」コレ

クションカードに色を塗り名前を付ける活動も活発に楽しく取り組んでいました。色の名前を付ける活動では、「の

りたま色」や「キャンディー色」など味覚と結びついたものが多かったように思います。

実践記録（大学生）

【活動内容】

　学芸員養成講座の受講生（大学生）を対象に、「博物館教育論－美術館と学校教育」の講義の中で鑑賞シート「色

いろいろ探求バトル！」を使った美術の模擬授業を行いました。「鑑賞シート」は、学校現場の先生方と協働で開発

している教材です。それを実際に使ってみることで、美術館と学校教育との連携の意義について考えてもらいました。

日時 : 平成 30 年 2月 28 日（水）13：00 ～ 14：30

場所 : 徳島県立博物館　講座室

参加 : 学芸員養成講座の受講生（徳島大学、鳴門教育大学、四国大学）52 名

学生のアンケートから（一部抜粋）

・美術に関しては、絵を描くのも上手くなく作品の知識などもなかったため避けている感じがあったが、鑑賞シ

 ートを用いることで気軽な気持ちで作品に対して考える機会を得ることができた。

・同じ色でも人によって捉え方が違って楽しかった。

・「その色を手で持ってみるとどんな感じ？」という質問とか、いろんな質問がでて楽しかったです。

・お互いの色を当てるというゲームはとても楽しく、それを絞るために作品をよく見て、どのような質問をす 

 べきか…と頭を使ったことでより達成感がありました。

・隣に座っている友達が自分のことをよく理解し的確に（色のあてっこで）正解してくれ てうれしかったし、よ 

 り絆が深まったように思う。

・色に対する感じ方の違いを否定し合うことなく、むしろ違いを楽しめるのでよい教材だ と思った。

・この模擬授業を体験して、久しぶりに色を使って楽しむ喜びを味わった。色についても っと深く探求したいと 

 思った。
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　まず、今回は色に注目して鑑賞することと、鑑賞の仕

方としては気になる色のあたりを選び、その色のあたり

が気になった理由やどのように感じたかを考えて書くこ

とを説明しました。「右の絵を見て、気になる色のあた

りを探してみてね。」と話すと、早速書き始める生徒と

じっくり色を見てどこにするか悩んでいる生徒に分かれ

ていましたが、それぞれ自分が気になる色のあたりとそ

の理由について一生懸命考えていました。

　生徒が書いたワークシートを見ると、似たような色の

あたりを選んでいましたが、「プリン」「夕焼け」と感じ

方がそれぞれ違っていました。書いた内容を紹介しても

らうと、「お腹がすいているんだ！」と笑い合ったり、「大

好きな夕焼けの色」と感想を付け加えたりしながら、大

きな声で楽しそうに話すことができていました。同じ１

枚の絵の中でも各々自分の気になる色のあたりを見つけ

ることができ、また、同じような色でも人によって感じ

方が違うことを学んでいました。

今回の「色いろいろ探求バトル！」鑑賞シートは、「バ

トル」というゲーム要素を取り入れて、楽しみながら色

に着目して鑑賞できる内容になっています。

　生徒たちは、色の特徴や効果について学び、２～３色

の絵の具を混ぜてオリジナルの色や色の名前を考え、自

分だけの色見本を作る授業を行ってきました。学習を通

して混色した時の色の変化を楽しんだり、食べ物や植物

等の身近な物を参考にオリジナルの色の名前をつけたり

して、色に関心を持ち始めています。

　そこで、今回の鑑賞シートを使った鑑賞で、他の作品

に使われている色についても関心をつなげることをねら

いとしました。鑑賞シートを配ると、教員から説明を行

う前に近美ちゃんやカメレオン先輩といった独特なキャ

ラクターに気付いたり、「バトル」というゲーム要素を

聞いて盛り上がったりして、今回の鑑賞に早速関心を持

つことができました。

②どうして気になったのか

「プリンみたいだから」

 ③どんな感じがするか

「お腹がへる」　

探そう！絵の中の「色いろいろ」　　

②どうして気になったのか

「ゆうやけの空みたいできれいだから」

 ③どんな感じがするか

「あたたかい気持ちになる」　

BA

実践記録

色いろいろ探求バトル！（中学部・高等部 2名）
徳島県立ひのみね支援学校

井上奈美
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　１ページ目が終わると、生徒は自ら次のページを開き、

次に行う内容が気になり、「次ですが…」と教員が言うと、

「バトル！やってやろうぜ！」とやる気いっぱいの声が

返ってきました。近美ちゃん、カメレオン先輩といった

２役に分かれてバトルを行うことを説明し、赤いバンダ

ナ（帽子の代わり）、リボンといった小道具を登場させ

ました。「それで先生持って来てたんですね。」と教員が

小道具を持っていたことがとても気になっていたよう

で、役割に合わせて身につけることを伝えると、似合う

かなとワクワクしていました。その後、バトルの仕方（近

美ちゃん役が決めた絵をカメレオン先輩役が５つの質問

をし終わるまでに当てられたら勝ち）について例を挙げ

ながら説明し、２つの役に分担してバトルを行いました。

以下はバトルを行った際の様子です。

バトル１戦目

A（⑥番の絵の空の色を選ぶ）

B「どうしてその色のあたりが気になったのですか？」

A「わたし、天国っぽいから選んだのです。」

B「思い出の中にその色はありますか？」

A「…（悩む）…ないです。」

B「そこからどんな音が聞こえますか？」

A「神様が「天国に来い」という音が聞こえます。」

B「わかった気がする。②番の絵ですか？」

A「違います。」

B「その色を見ると、どんな感じがしますか？」

A「天国っぽいきれいな感じがします。」

B「そこからどんなにおいがしますか？」

A「天皇陛下の皇后室のような高貴なにおいがします。（皇后室のにおいは知らないけど）

B「⑤番の絵ですか？」

A「ブブー！勝ったぜ！正解はシックス！」（選んだ色のあたりを説明）

B「ああ～、わかるかも。」

バトル 2戦目

Aが選んだ色のあたり

Bが選んだ色のあたり

B（③番の絵の緑色のあたりを選ぶ）

A「じゃあ、聞くよ！そこからどんな音が聞こえる？」

B「家族が一緒に散歩をしていて楽しそうな笑い声」

A「その色の思い出とかあるかい？」

B「雨があがった後の感じ」

A「③番の絵？」

B「正解！」

（ただし、Aの色のあたりの予想は③番のピンク色のあたりでした。）

　質問の内容はワークシートに載っている例そのままに

なっていたものの、A は口調を変えて役になり、２名と

も楽しみながらワークシートの色をよく見て質問したり

答えたりできていました。色に注目して当てるバトルに

夢中になって取り組んでいました。今回は２戦のみとな

りましたが、「次はどれにしようかな。」「先生、まだ時

間ありますか。」等まだ続けたいという声があり、また

バトルの機会を設けて行うこととなりました。

Aが選んだ色のあたり

ふたりで「色いろいろ探求バトル」～絵の中に見つけた色をあてっこしよう～

近美ちゃん役…A　　カメレオン先輩役…B

近美ちゃん役…A　　カメレオン先輩役…B

③の作品の線がき

⑥の作品の線がき
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　見つけた色に名前をつける活動では、A はバトルの中

でも何度も言っていた「天国」というキーワードを色の

名前につけました。また、B は楽しそうな笑い声が聞こ

えてきそうなことと雨があがった後の明るさから「元気」

を連想して名前を考えたようでした。それぞれ自分が色

を見て感じたことから名前を考えることができました。

　今回の鑑賞シートはバトルが入っており、生徒たちの

関心を十分にひくことができる内容でした。１ページ目

の「探そう！絵の中の『色いろいろ』」で気になる色の

あたりに注目した鑑賞方法について学んでおくことで、

バトルでも質問された際に気になった理由や聞こえる音

等、考えを膨らませて答えることができていました。ま

た、キャラクターに合わせた小道具もあったためか役に

なりきってバトルを行ったり、相手の作品を必死になっ

て当てようとしたり、大いに盛り上がりました。振り返

り後も自ら「作品の色の話」の文章を朗読し始めて興味

が尽きない生徒の姿も見られました。鑑賞シートを使っ

た授業の感想を聞くと、生徒たちは「楽しかった！」と

すぐに答えていました。

　今回テーマとなった「色」は小学校・中学校・高等学

校の図画工作科・美術科の学習指導要領の内容［共通事

項］に含まれており、創作活動行う上で押さえておくべ

きポイントの１つです。今回の鑑賞から、色が与える感

じは見た人によって違うことを学んだことで、色に注目

して見たりして、楽しみながら「色」について考えたり

する機会となりました。また今後の制作等で感じたこと、

考えたことを活用できるように美術で継続して学習を取

り入れていきたいと思います。

「色いろいろ」コレクションカード

③番の絵の緑色のあたり

「元気いっぱい色」

B
⑥番の絵の空の色

「天国色」

A
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あらためて色の「コミュニケーション」のこと

徳島県立近代美術館　竹内　利夫

　社会の中で、色のコミュニケーションが多数派優位であることを改善する動きが始まっています。

「カラーユニバーサルデザイン」の考え方のポイントは 3つあると言われます。

このシートの学習では、一人ひとりの見え方を尊重しながら、コミュニケーション

をはかる場面がたくさんあると思います。そうした活動の中に、見え方の多様性へ

の理解も深まっていくことを願っています。

「NPO法人カラーユニバーサル機構」　http: //www.cudo.jp/

『色覚に関する指導の資料』（文部科学省）

『こころの色ガイドブック』（NPO法人北海道カラーユニバーサルデザイン機構　http: //www.color.or.jp/）

※「カラーユニバーサルデザイン機構」のホームページより（下線筆者）

参考

　①　出来るだけ多くの人に　見分けやすい　配色を選ぶ。

　②　色を見分けにくい人にも情報が　伝わる　ようにする。

　③　色の名前を用いた　コミュニケーション　を可能にする。

参 考
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色の鑑賞シート 作品解説 徳島県立近代美術館

森　芳功

　 パウル・クレー「子供と伯母」
1937年  油彩、石膏  ジュート  72.0×53.0㎝
徳島県立近代美術館蔵

赤やピンク、オレンジや黄色、淡い緑や紫色もあります。さまざまな色彩が
音楽を奏でるように構成されています。荒い布地に石膏を塗り、その上に描
いたものですので、油絵具が地塗りに染みこみ、華やかさのなかにも落ち着
いた味わいをつくっています。クレー（1879－1940年、スイス生まれ）は20
世紀を代表する画家の一人。

1

2　イヴ・クライン「空気の建築；ANT119」　
1961年  顔料、合成樹脂  紙  262.0×200.0㎝
徳島県立近代美術館蔵

画面全体に用いられた青は、クライン（1928-62年、フランス生まれ）自身が
「インターナショナル・クライン・ブルー」と名付け、最も高貴な青と考えた
色彩です。モデルに絵具を塗って押しつけたり、霧状の絵具を吹き付けて体
の形を型抜きしたりして表したものですが、白く浮遊する人物のいる作品
の神秘さは、独特な青の色彩によって生み出されました。

3　小野竹喬
  「奥の細道句抄絵 暑き日を海にいれたり最上川」
1976年  紙本着色  59.5×91.0㎝
京都国立近代美術館蔵

江戸時代の俳人、松尾芭蕉『おくの細道』を絵画化したものの一つです。元の
句は「涼しさや海に入れたる最上川」。太陽が海に沈む前、まわりの色が変化
する一瞬の光景を表したもので、取材の折に見た風景に感動し描いたとい
います。小野竹喬（1889－1979年）は、20世紀の京都を代表する日本画家。こ
こでは、80歳代で新たに生み出した清新な色彩表現を見ることができます。

　参考

お　 の　　ちっきょう

こ ども　　　　　お　    ば

くう　  き　　　　　けん    ち く

おく　　 　　ほそ　 みち　 く　 しょう　 え　　　　あつ　　　　ひ　　　　　うみ　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　がみ　  がわ
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4

5

6

　 大島 哲以「さうびの宴」
1968年  紙本着色  135.0×180.0㎝
徳島県立近代美術館蔵

タイトルにある「さうび（そうび）」とは薔薇の古い呼び方です。テーブルに
は、着物や洋服を身につけた花があり、動物や鳥たちが取り囲んでいます。
大島哲以（1926-99年）は、擬人化した花や動物を通して、人間社会の奥底に
あるものを見つめようとした日本画家。紫や緑の深い色彩が幻想的な画面
を印象づけています。

　アンリ・マティス「版画集〈ジャズ〉11．空中ブラ     
 ンコ」
1947年  ステンシル  紙  42.2×65.1㎝
徳島県立近代美術館蔵

切り絵の手法で制作した原画を、型紙を用いるステンシル（孔版画）という
技法で摺った版画集の一点です。サーカスや旅行の思い出が、伸びやかな形
態感と鮮やかな色彩で表されています。この作品からは、空中ブランコや
サーカスの会場の賑やかさがイメージできるかも知れません。マティス
（1869－1954年、フランス生まれ）は、20世紀を代表する画家の一人。

　 川端健生「黄昏」
1986年  紙本着色  170.0×280.0㎝

他に誰もいないがらんとした絵馬堂のなか、一人柱にもたれる男の子は消
え入りそうな気配があります。ここは画家が幼い頃に遊び場としていた京
都・北野天満宮。夏の日、夕方に向かう時刻を思わせる色彩と空気感は、画家
の心のさまも表しているかのようです。川端健生（1944－95年）は、日本人
の死生観をテーマにして描き続けた日本画家。

お お しま てつ い　　　　そ

はん      が　　しゅう くう ちゅう

か わ ば た た け お たそ がれ

うたげ
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　宇佐美 圭司「メナム河畔に出現する水族館」　
1967年  油彩  キャンバス  185.4×270.3㎝
徳島県立近代美術館蔵

画面をよく見ると、走る人、かがむ人、石を投げる人、たじろぐ人といった４
種類の人の形があるのに気づきます。アメリカの報道写真から取り出され
たものなのですが、平面化され他の形と交じり合い、青い色調で再構成され
たことで、元のイメージから離れた別の世界が生み出されています。宇佐美
圭司（1940年－）は、戦後日本を代表する美術家の一人。

　竹内 浩一「吉野川・春」　
2007年  紙本着色  99.6×72.4㎝
徳島県立近代美術館蔵

川面に浮かぶ一面の桜の花びらと、雉鳩（きじばと）、青大将の姿が描かれて
います。取材地は徳島県東みよし町。金や銀の絵具（金泥、プラチナ泥）、墨を
含むさまざまな色の絵具を用いて、淡く華やかな画面をつくりだしていま
す。竹内浩一（1941年－）は、日展（日本美術展覧会）で活躍し京都芸術大学
教授などを歴任した京都の日本画家です。

7

8

9

　 市原 義之「映ゆ」
1979年  紙本着色  200.0×200.0㎝
徳島県立近代美術館蔵

落ち葉の浮いた秋の水たまりに、赤い夕焼け空や水面を囲む木々の梢が映
し出されています。水紋が木の葉の重なりと共鳴し合う姿は、幻想的でさえ
あります。取材地は画家のアトリエに近い京都・伏見稲荷の境内。市原義之
（1943年－）は徳島県小松島市出身の日本画家で日展（日本美術展覧会）会
員。日本の四季の美しさを追求しています。

か　    は ん　　　　しゅつ げん　　　　　　　すい       ぞく かん

い ち　は ら　　よし ゆき

う　　　さ　　み　　けい　じ

たけ うち こう いち よし　 の　　がわ　　　はる

は



28

10　マルク・シャガール「版画集〈ダフニスとクロエ〉
　２．ラモンによるダフニスの発見」　
1957-60年  リトグラフ  紙  42.0×32.0㎝
徳島県立近代美術館蔵

ギリシャの叙事詩『ダフニスとクロエ』を題材とした版画集のなかの1点。幼
い頃に親と別れた男の子と女の子が成長し、やがて困難を乗り越えて愛し
合う物語です。原画で用いたパステルやグアッシュ（不透明水彩）の美しい
色彩を活かしたリトグラフ（石版画）の作品。シャガール（1887－1985年、ロ
シア生まれ）は20世紀を代表する画家の一人です。

はん　 が　しゅう

はっ　けん
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「色いろいろ」コレクションカード
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