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　この鑑賞シートを使った学習は，鑑賞者が作品を模写することで，作品をじっくり見る力を働かせ，作者の技（描

き方）や作品の奥に潜む作者の想いに迫る学習活動が期待できます。作品を見て「いいなあ」「まねしてみたい」と

いうところを見つけ，模写をします。気に入ったところを模写することで，「どんな色を使っているのだろう」「線

の向きや速さはどうだろう」とじっくり作品と向き合うことができます。模写を通して手に入れた技を友達と紹介

し合うことで，自分には気づかなかった作品の面白さや技を知ることができます。「どうしてこの技を使ったのだろ

う？」「どんな気持ちでこの点々をかいたのだろう」と話し合ったり，作者の表したかった想いやそのときの気分を

想像したりすることで，一人一人の鑑賞がより深まってくることでしょう。手に入れた技は自分の技となり，表し

たい想いに合うかき方の選択肢の一つとなります。模写は技能の習得だけでなく，作者の内面にまで迫ることがで

きる鑑賞の力をつけていくことができます。

齋藤　友紀子こんな力がつきます

模写シート
指導の手引き No．16

模写して発見！
芸術家の技

  

模写は「みる」と「かく」を繰り返し行っていくなかで気付きが生
まれます。まねたいという気持ちから，自然と作品をよく見るよう
になります。

〇〇をまねしてみたいな。

〇〇が気になるな。

どんな絵かな。

毛はふわっとしているな。

茶色と焦げ茶かな。

優しい線でゆっくり

まるくかいてみよう。
ふわふわさせる技を

手に入れたよ。

作者は〇〇に

惹かれてかいた

のだろうな。

みる かく

怪盗モーシャ

近美ちゃん
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まねっこポイントを紹介する。 作品や作者について話し合おう。

・実物投影機で模写した絵を見せなが
　ら，どんな技を使っているのか紹介さ
　せましょう。

・どんな風に描いたのか，模写をして
　気付いたことなどを問いかけましょう。

・発達段階に応じて作者が何に惹かれ
　たのか考えさせましょう。

見つけたまねっこポイントを
紹介しよう。

P. 2, 3

3．

模写をして気付いたことを話し合う。

モーシャレベルに色を塗る。 作品や作者について話し合おう。

・モーシャレベルの色の塗り方について
　説明をします。

・模写をした感想や，気付いたことや
　考えたことなどを書かせましょう。

今日の活動をふりかえってみ
よう。

P. 4

4．

今日の活動の感想を書く。

基本的な流れ

■模写シート：45分

シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと

怪盗モーシャや近美ちゃんと
一緒に作品を見てみよう。

じっくり絵を見て，気になるところを
話そう。

気になる作品を選び，気になる部分を
模写する。

模写をして気付いたことや，考えなが
ら描いたことを「まねっこポイント」
にメモしよう。

絵を見て技を見つけよう。

・絵を見て気になるところや，まねして
　みたいところを話し合わせましょう。

・近美ちゃんの模写を見ると，模写をし
　て技を手に入れるという流れがよくわ
　かります。

気になる作品を１つ選び，模写しよう。

・自分が気になる作品の特にまねして
　みたいところを描くように促しましょ　
　う。部分でも，全体でもよいことを伝
　えましょう。

・１ページのまねっこポイントを参考に
　声かけを行うと，自分のまねっこポイ
　ントが見つかりやすくなります。

・絵を見るときに，どんな技が使われて
　いるか注目させましょう。

近美ちゃんが手に入れた技はどんな技
だろう。

模写（まねっこ）して，技を手に入れ
たいな。

P. 1

気になる部分を模写して，ま
ねっこポイントをかいてみよ
う。

P. 2, 3

1．

2．

どんな描き方をしているのかじっくり
見ながら描く。
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シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと

【模写をもっと楽しもう】
額縁シートに模写をしよう。

好きな作品を模写しよう。

・p.1 ～ p.3 の作品の中から１つ選び，
　模写をさせましょう。このシートに限
　らず他の作品からでもかまいません。

・全体を模写しても，部分を模写しても
　よいことを伝えましょう。

・ウサギや鮎の背景に，自分が作品か
　ら感じたことに合う絵を描き足しても
　楽しいですね。

みんなが模写した作品を鑑賞しよう。

・額縁シートを立てると，美術館に見立
てられます。ペアやグループで，まねっ
こポイントを紹介させましょう。

・友達の見つけたまねっこポイントや模
　写した絵のいいところを話し合わせま
　しょう。

【模写展覧会を開こう】
額縁シートを立てて鑑賞し
よう。

5．

6．

■発展：額縁付きシート：45分

好きな作品を選び，模写をする。

どんな技を使って描いているのか考え
ながら見て描く。

作品を選んだ理由，まねっこポイント
や作品のみどころを書く。

額縁シートを立てて，グループで作品
を紹介する。

みんなの模写した作品を自由に見て回
る。

活動の振り返りをしよう。

・額縁シートのコメント欄に記入させて，
活動の振り返りをさせましょう。

【振り返りをしよう】
今日の活動をふりかえって
みよう。

7． 活動の振り返りをする。

※　「基本的な流れ」では，模写シートと額縁シート両方を使っていますが，校種や学年，実態に合わせて流れを変
　　えてください。
　　【使用例は次の５つを考えています】
　　　〇１時間で鑑賞シートのみを使う。
　　　〇最初から発展の額縁シートに模写をする。
　　　〇①の活動を行ってから⑤の活動に移る。
　　　〇２時間続きで，模写シートと額縁シートをする。
　　　〇１時間模写シートを行った後，次の週に１時間活動⑤を行い，別の日に１時間活動⑥と⑦を合わせて行う
　　　　３時間構成。

※　模写シートにある，４つのミニ模写コーナーは４つのうちの１つだけ取り組んでもよいし，４つ全てチャレンジ
　　してもよいことを伝えてあげてください。

※　額縁シートは立てて鑑賞できるように作られていますが，立てずに鑑賞することもできます。グループやペアな
　　ど，鑑賞の仕方も実態に合わせて行ってください。
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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　「模写して発見！芸術家の技」－見て，感じて，絵の技を手に入れよう－

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

　　

このシート開発の発端は，2018年に，当時徳島県近代美術館で開催されていた「日下八光 日本画展－自然美の探

求と知られざる画業」という展覧会がきっかけでした。そこでは，シートP.4のコラム「日下さんと模写」にあるように，

五郎山古墳（昭和22年に福岡県で発見された６世紀後半の円墳）石室壁画の模写が展示されていました。画家は模

写をするとき，絵を表した古代の人と話をするようにして描いたといわれています。また，使われた絵具や描かれ

た形の意味について調査・研究し，元の絵の再現に挑んだそうです。

　「模写」の行為を通して，見て，感じて，発見する。それは「鑑賞」の深遠な部分に近づいていく活動です。このシー

トは生徒が使用する色，その重なりの順番，画材のタッチ，描くスピード感，強さなど，画材によって試行錯誤し

ながら進めていくことを支援できる鑑賞シートとなっています。今回の授業は，生徒たちにとって身近にある色鉛

筆を使用して「模写」を行います。画家は何を感じ，何を思い，どう表現しようとしたのか，もしかすると描いた

画家自身も気付かなかった絵のよさやおもしろさを，生徒は発見するのかもしれません。

知識及び技能

　絵に使用された色，色の重なりの順番，色鉛筆のタッチ，描くスピード感や強さなどを捉え，試行錯誤しながら「模

写」を進める。

思考力・判断力・表現力等

　「模写」を通して，作者が何を感じ，何を思い，どのように表現しようとしたかなどについて考え，見方や感じ方

を広げる。

学びに向かう力，人間性等

　絵画を構成する形や色彩に関心を持ち，「模写」を通した鑑賞の学習に，積極的に取り組もうとする。

那賀町立鷲敷中学校 第１学年 25名
指導者　小浜　かおり中学校美術科学習指導案 

　「模写して発見！芸術家の技」　－見て，感じて，絵の技を手に入れよう－　･･･１時間 (50 分 ) 本時

　「私たちの模写美術館」　－見て，感じて，絵の技展覧会－　　　　　　　　･･･１時間 (50 分 )

絵に使用された色，その重なりの順
番，画材のタッチ，描くスピード感，
強さなどを捉え，試行錯誤しながら
「模写」を進めている。

「模写」を通して，作者が何を感じ，何
を思い，どのように表現しようとした
かなどについて考え，見方や感じ方を
広げている。

絵画を構成する形や色彩に関心を持
ち，「模写」を通した鑑賞の学習に，
積極的に取り組もうとしている。

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

6 本時

　状況 (B)を実現するための具体的な指導
友だちの模写を鑑賞する時間を取り，それぞれ
が注目した観点や表現の共通点・相違点に気付
かせ，自分の模写の参考にさせる。

( 鑑賞シート P.1)
１．導入
◯作品を鑑賞し，何を真似して描きたいかを
　決めて模写する活動の流れを確認する。

・①近美ちゃんと怪盗モーシャの対話を読む。
　②２枚の近美ちゃんの模写が，作品の中の
　　どの部分を描いたものかをみつける。
　③「まねっこポイント」を参考にして，形や
　　色彩，かきかたや色のつけかた等の何に
　　注目して模写したかを探る。

・指導者が怪盗モーシャ役になり，セリフを
　読む。生徒が近美ちゃん役になって，絵の
　どの部分をどんな観点で模写したのかを　
　「まねっこポイント」を参考にして発表さ
　せる。
・①～③の活動を参考にして，次ページに掲
　載された作品から気になる作品やその部分
　を選び，模写していく活動の流れを確認さ
　せる。

・「模写」を通して，高まったと思う力のレベ
ルまで自分の好きな色でぬり，自己評価させ
る。
・感想は自由に書かせるが，作者の表現した
かったことについては，コラムも参考にして
考えさせる。

10 分

30 分

( 鑑賞シート P.4)
３．学習のふりかえり
◯「あなたのモーシャレベル」と「今日の活
　動の感想」を書き，表現されていることや
　その技の工夫について学んだことや発見し
　たことを確認する。

・ふりかえりを記録したり，発表したりする。

10分

知
鑑賞シート
対話

鑑
鑑賞シート
模写作品
発表

( 鑑賞シート P.2, 3)
２．模写をする。
◯４点の作品中，気になる作品や好きな部分
　を，色鉛筆で「ミニ模写コーナー」に模写
　をしながら，作者が何を感じ，何を思い，　
　どのように表現しようとしたかなどについ
　て考え，見方や感じ方を広げる。

・①「まねっこポイントをかいてみよう！」の
　　コーナーに，どんな観点で模写してみた
　　いか，あるいは模写したかを言葉でメモ
　　して，模写を進める。
　②友だちの模写を鑑賞する。
　③②で見つけた友だちの発見や考えを参考
　　にして，模写を仕上げる。

（１）目標　題材の目標に同じ

（２）本時の展開

・模写は作品全体でも，部分でもよいことを
　伝えておく。
・色鉛筆の色の重なりで多彩な色が表現でき
　ることに気づかせる。
・その他にも，色鉛筆で描いた後，指でのば
　したり消しゴムで消したりして，工夫する
　手立てがあることに気づかせる。
・メモすることで，自分の発見や考えを確認
　しながら進めさせる。

「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

絵のどの部分をどんな観点で模写するのかを「ま
ねっこポイント」を参考にしてシートに記録させ，
発見したことを確認させる。

知

　状況 (B)を実現するための具体的な指導
「模写」する行為を通して，作者の思いについて
考えさせる。

鑑

鑑賞シート
鑑態 鑑態
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7 実践を終えて

　近代美術館の鑑賞シートはいつも，生徒たちにとって授業での活動がわかりやすく，「学び」の目標を理解して積

極的に進めることができるしかけが効果的です。今回の「モーシャのシート」も「模写」の活動を通して生徒は，

絵画作品のよさやおもしろさ，また作者の意図に自然に触れることができ，どんどん鑑賞活動の深遠な部分に入り

込んでいく手応えがありました。例えば，生徒は「模写」を始めると無言になります。その姿から楽しく夢中になっ

ている様子を感じました。

　今回は「色鉛筆」を使用しましたが，途中で「色数が足りなくて，この微妙な色が出せない！」との生徒の言葉に，

近くの友だちが「この色と，この色を重ねるとできるよ。」とのアドバイスの声が聞こえてきたこと，そして，原画

に表現された絵の具のグラデーションを，色鉛筆で重色した上から指で伸ばしている友達の技法を見て「なるほど！」

とまねて「模写」を進めていたこと等，個々が発見した表現技法がクラス全体に波及していき，それぞれの「模写」

に活かされていった様子が印象的でした。

　また，『まねっこポイントをかいてみよう』のメモ欄には，「流れるようなふわふわしたような感じ」，「魚の他に

もお皿の絵に注目した」，「画面全体の中にうねって絡んでいる形がおもしろい」「よく見てみるとぶどうの一粒一粒

の中に映っているものや光の色が表現されていることに気がついた」等が書かれていました。そして，生徒それぞ

れの「模写」は，言葉通り，感じたことや考えたことを懸命に表現しようとしている様子が，明らかに確認できる

ものでした。しかし，言葉以上に「模写」作品には，生徒一人ひとりの独自性のある作品としてのおもしろさが現

れているとも感じました。

　発展課題として，元の絵画で実際に使用されている画材で模写したり，別の画集や教科書等の掲載作品の中で好

きな作品を選んで模写したりすることができます。付属の額縁付きワークシートを使って制作し，クラスで『私た

ちの模写美術館』を開催すると，より作品を通した仲間同士の会話が弾みます。

知 鑑

（３）評価及び指導の例

知識・技能

・絵の色彩，重色の順番，画材のタッチ，
　描くスピード感，強さなどの特徴を総
　合的に捉え，試行錯誤しながら「模写」
　ができている。

思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

「十分満足できる」と判断される状況（Ａ）

「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

・「模写」を通して，作者が何を感じ，
　何を思い，どのように表現しようとし
　たか，造形の要素を根拠として考えな
　がら作品を味わうことができている。

・ 絵画を構成する形や色彩，材料の効
　果的な活かし方等に関心を持って「模
　写」を積極的に行っている。

・ 絵のどの部分をどんな観点で模写し
　たのかを「まねっこポイント」を参考
　にしてシートに記録させ，発見したこ
　とを確認させる。

・「模写」する行為を通して，作者の思
　いについて考えさせる。

・友だちの模写を鑑賞する時間を取り，
　それぞれが注目した観点や表現の共通
　点や相違点に気付かせ，自分の模写の
　参考にさせる。

鑑態
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「モーシャのアート展覧会」 （「この絵を選んだ理由」「まねっこポイント＋みどころ」生徒メモより抜粋）

いちばん心に残る部分，頭の黒みのある茶色が表現できた。
（色に注目）

しぶい顔つきをまねしてみた。見どころは，線を重ねた毛並み
です。（表情，触感に注目）

茶色の上に，黒を重ねるのがとてもきれいだった。（技法とし
ての重色に注目）

耳や足，全体をながくしたところが，おすすめポイントです。（全
体の形に注目）

色が重なって，魚の肌に重みがある。線の力を意識して描き
ました。（色の重量感と線の力に注目）

お皿と魚のハーモニー，魚の体格や顔つきの違いがみどころ。
（描かれているものとものの調和に注目）
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朝顔のツルが，どこまでもつづいているのがすてきだと思った。
（形のイメージに注目）

輪郭線を薄くし，柔らかな筆のタッチをまねした。やさしく鮮や
かな色合いがみどころ。（表現方法に注目）

一つの部分に様 な々色がある。色の重なりや，グラデーション
を工夫して鮮やかに表現できた。（色の表現に注目）

光と陰影の色にこだわった。あえて持っている色鉛筆の全て
をつかってみた。絵の魅力を発見した。（色の表現に注目）

キラキラしているシャボン玉のようだ。一つ一つが笑っているよ
うな表現がすてきだと思った。（色のイメージに注目）

実の一つ一つに，たくさんの色があることに魅力を感じた。光
沢や透明感を工夫した。（光の表現に注目）
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１ 授業概要

　表紙の瑛九の作品を電子黒板で見せながら，「気になるとこ

ろを一緒に見つけよう。」と誘うと，子ども達は「踊っている

人がいるよ。」「虫眼鏡みたいなのもあるよ。」と気になるとこ

ろや面白いと感じるところを発言していきました。同じ部分で

も，「恐竜の足跡に見える」や「とかげのしっぽに見える」など，

見え方の違いも感じられ，とても盛り上がりました。近美ちゃ

んが模写した部分を拡大して見せると，「絵のここにも点々で

描く技を使っているよ。」と絵の他の部分にも点々が使われて

いることに気付く子もいました。

始めに怪盗モーシャと近美ちゃんのペープサート劇を行いまし

た。１年生なので，シートを見ながら説明するよりも，劇で説明

した方が集中して理解が深まると思ったからです。怪盗モーシャ

のペープサートを出すと，これから何が始まるのだろうと皆が一

気に集中していました。

徳島市加茂名小学校　第１学年
指導者　齋藤　友紀子

模写して発見！芸術家の技
（小学校１年生）

この模写シートを行ったのは，１学期の終わりの頃です。子どもたちは，これまで自分の好きなものをかいたり，

作ったりしてきており，芸術作品をじっくり見るというのは初めてのことです。１年生には難しい活動になるかな

と思っていたのですが，とても楽しい活動ができました。

 （１）１時間目・・・モーシャと近美ちゃんと作品を見てみよう。

 （２）好きな作品を選んで模写をする。

模写シートを配り，４枚の絵の中から一番気に入った作品の一部分をまねしてかくことを説明しました。「部

分しかかいたらいけないの。全部かきたい。」という子も多く，「全体をかいてもいいよ。」と伝えてあげると，

とても嬉しそうにかきはじめました。１つかけた子は，他の作品のミニ模写コーナーにも挑戦していました。「難

しいな。」という子には，「そっくりかくのは難しいからね。気になるところをじっくりかいてごらん。まねっ

こポイントが見つかったらいいよ。」と促しました。まねっこポイントが見つからず困っている子には，かい

ている姿を見て「ここはどんなふうにかこうと思ったの。」「どうして○○のようにかいてみたの。」と問いか

けたり，「○○の技を使ったんだね。」と一緒に技の名前を考えたりしました。色をだんだんと濃くしてみたり，

ふんわりと淡い感じを出したり，よく作品を見て色鉛筆で工夫してかこうとしていました。

実践記録
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２ 実践を終えて

 （３）見つけたまねっこポイントを発表する。

ミニ模写コーナーにかいた模写を実物投影機でテレビに

映し，まねっこポイントを発表してもらいました。「どう

して○○のようにかいてみたの」と問いかけると，「一色

じゃなくて，色んな色を重ねて塗っていると思ったから」

のように，作品を見て気付いたことからまねっこポイント

を発表していました。友達の発表を聞いて，「確かにふわ

ふわの技を使っているね。」や「色んな色を使っていて綺

麗だね。」と友達の模写した作品を楽しんで見ていました。

同じ作品を模写していても，それぞれの個性が出ています。

 （４）２時間目・・・額縁シートに模写をする。

１時間目よりも大きい額縁シートに模写をすることを伝えました。子ども達は，さっきよりも大きいシート

にとても喜んでいました。１時間目に使った技を早速取り入れてかいている子もいました。３５分程模写をす

る時間を取りましたが，もっと時間をかけてかきたいという子もいました。

 （５）額縁シートに描いた模写を鑑賞する。

額縁シートは切り込みで切って立てて鑑賞するこ

とができますが，鑑賞に時間をかけたかったので，

立てずに行いました。机をグループの形にして，お

互いにかいた絵を見せて，まねっこポイントを話し

合わせました。

 （６）模写シートの裏側に感想を書く。

模写シートの裏側にある，モーシャレベルに色を塗らせ，今日の活動の感想を書かせました。ほとんどの子

が「とても楽しかった」と表記していました。「絵を見るのが楽しかった」や「模写することが楽しかった」と

いう子もいました。

２時間続けて授業を行いましたが，１時間目の「まねっこポイントを発表する時間」や２時間目の「額縁シー

トにかいた模写を鑑賞する時間」が十分に取ってあげられなかったのが反省点です。日を分けて行うと，もう

少しじっくりと鑑賞ができてよかったと思います。休み時間にも続けて模写をしている子がいました。

　模写をすることで，子ども達の「みる力」を育てられたのではないかと思います。子ども達が，「ここは光ら

せたいから，白くしているんだな。」「ぼやけた感じを出すために，指でこすってみよう。」と絵を見ながら工夫

してかいている姿に大変驚かされました。最後まで集中して取り組んでいました。学年が上がってくると，「こ

の芸術家はこんな絵のかき方をするのか。」「ここに惹かれてかいたのかな。」と作家にも目を向けられるように

なるのではないでしょうか。
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【子どもたちが見つけたまねっこポイント】

ミニ模写コーナー

うさぎ 「ふわっとさせる」「ふさふさやさしくかく」「ちゃいろとはだいろ」

「つよくいれないこと。ゆっくりしたほうがいいからです」「ふさふさしてかるくかく」

鮎三匹 「おなかにきいろをつかう」「きいろがまじっている」

「くものぶぶんはふわっとかいてさかなのいろはうすくちゃいろでぬる」

「きらきらしている」「さらのもようがうすい」

葡萄 「さっさとやさしく」「せっせとていねいにうごかす」「いろがまざったところ」

「ぶどうのいろがひとつのいろじゃない。なないろできれい」「れいんぼういろ」

朝顔 「ちょっとみどりをかいて，そのうえにきみどりをたしてみた」「みどりときみどり」

「むらさきとぴんく」「はっぱがいろんなかたち」「ひらひらさせる」「いろをかさねる」

明るい人 「てんてんをがんばったよ」「つよくぬる。ぐりぐりぬる」「あか，きいろ，あお，はだいろ」

「ぬりつぶす」「ばななみたいなところ」「とんとんぬりでぬる」
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額縁付きシートの模写
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　「模写」に対する私自身がもっていたイメージは，技能習得のための訓練というものであった。私には，学生時代

の取組やこれまで実践してきた授業の中で，「模写」の要素を取り入れた経験は非常に少ない。違うと分かりつつあ

えて言うなら，そっくりに描くという意味で，学生時代に取り組んだヴィーナスやアグリッパなどの「石膏デッサン」

がそれに当たるだろうか。その中で学んだことは，バランス等を含めた形の描き方，陰影の捉え方，部分と全体を捉

えるための見方などであろうか。誰かの作品をそっくりそのままに描こうとした経験がないから，石膏デッサンから

「模写」を考えていたことが，技能習得のための訓練だという思い込みになってしまっていたのだろう。

　「模写」と聞いて，いちばんに思い浮かぶ作家はゴッホである。若い頃，ゴッホの画集を見て不思議な感覚に陥っ

たのを覚えている。ゴッホがミレーの「種まく人」を模写して自分の作品に取り入れたことは，同じ西洋人だからと

いう理由で理解できたが，なぜ浮世絵を模写しているのか，なぜ絵のバックに浮世絵を描いているのか，その理由が

理解できなかった。自分自身，オーヴェールの教会やその近くにあるゴッホとテオの兄弟の墓へ行ったり，解説を読

んだりし，歴史的なこと，ゴッホの生き様や他の作家との関係などが分かってくると，ゴッホが浮世絵を通して日本

に憧れていたことが分かった。ゴッホは，模写を通して，自分の憧れを表現の要素として体内に取り入れるために模

写をしたのだ。

　フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』で「模写」について調べると，次のように記載されている。

　「Wikipedia」では，「その作者の意図を体感・理解するため」の部分は太字になっており，文末の「模写には再現
のための知識・技能が必要となる」の部分は標準フォントでの表記である。「模写」として大切なのは，その太字の

部分だ。

　私は，先生方に図画工作・美術の学習指導要領の説明をする。授業は「こう行ってください」というような説明をする。

その中で，よく言うキーワードが，「表現と鑑賞の一体化」である。鑑賞を行うことで，作者の意図を探り，さらには，

その技を理解する。その気付きが自分の発想・構想の参考となり，表現のプラスとなる。その逆も然りで，表現活動

で培った力が，鑑賞を行う際のプラスになる。鑑賞そのものが，子供の見方，感じ方や考え方をつくっていく「創造活動」

であるという説明である。

　今回の鑑賞シートは，テーマが「模写」である。小学校１年生から高校生までが授業で使うことを想定して作成し

ており，「模写を通しての鑑賞」と「表現としての模写」の両方からのアプローチが可能である。気に入った作品の形・

色を写し取ろうとする中で，作者の意図に触れるだけでなく，子供自身の表現につなげていければと思う。作品を真

剣に見る中で，子供たちのイメージが模写の中に出てくるだろう。このイメージを子供たち自身のコメントで拾い上

げる。言語活動によるイメージの意味付けである。まさに「表現と鑑賞の一体化」である。

「模写」を通しての鑑賞と表現 三木　健司

模写（もしゃ，英：reproduction，repuruduce）とは，美術において，他者の作品を忠実に再現し，ある
いはその作風を写し取ることでその作者の意図を体感・理解するための手段，方法。またその行為によって
生み出されたもの。したがって模写には再現のための知識・技能が必要となる。

エッセイ
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作品紹介　瑛九〈陽気な人〉
1954年  油彩、キャンバス  60.6×72.7cm　徳島県立近代美術館蔵

竹内　利夫

　切り絵のような形と元気な色彩が目をひきます。リ
ズミカルな同系の配色、そして赤と青のコントラスト
が快活さを高めています。
　絵の中の主人公たちは一見、人や生き物ようにも思
えますが、どれも即興で描いたような奔放さで、自由
な見方を誘います。低年齢の人が細部を好きに見立て
て形を発見するような見方も、もう少し年齢の上がっ
た人が抽象的な形の読み解きに挑むような見方も、両
方を楽しめるような独特の開放感をこの作家は持ち
味としているようです。自由に想像力をはばたかせて
鑑賞してみたい作品です。
　さて、画面のあちこちをよく見てみると、点描の塗
り方が多用されています。しかし、機械的に点に分解
して塗る方法にこだわる様子はありません。筆をなす
りつけたり、とんとんと置いたり、ふるわせるように

　参考

線を描いていたりと、様々なタッチによって、光が発
散していくような豊かなニュアンスを生み出してい
ます。
　作者の瑛九（えいきゅう　1911-60年、宮崎県生ま
れ）は、48歳の長くはない人生を通して、めまぐるし
いほど色々な表現方法を試みた人でした。10代の頃
から美術の専門誌に評論の投稿をはじめ、油絵のほ
か、印画紙に光で表現する「フォト・デッサン」や各種
の版画技法でも多くの作品を制作します。この作品
も、一枚の絵の中にたくさんの描き方が試みられてお
り、どの部分を模写してみても、作家のチャレンジ精
神に触れることができるのではないでしょうか。
　画面に目を戻すと、人や鳥、犬のような形は、型紙を
使ったフォト・デッサンで試みられた単純化の方法が
活かされています。あちこちに出現する目の形や輪の
ような表現も、この時期の作家が執着して描いた題材
で、人や生物の姿を元にしながらも抽象性を高め、未
知の絵画表現を追求しています。後年到達した星雲の
ような作風を思わせる点描が随所に試みられ、それら
を背景に、お気に入りのモティーフが縦横に遊び回る
様子からは、作家の思いのたけがあふれてくるようで
す。
　若い頃から、現実のままを描くよりも進歩的な芸術
表現を志し、美術団体を結成するなどして、既成の画
壇や権威との距離を意識して、自己研鑽に励んだ画業
でした。瑛九という名前は、玉の光という意味の「瑛」
の字を使って、友人たちと考えたと言われています。

参 考

〈バレリーナ〉　1950年
フォトデッサン　
26×21cm
徳島県立近代美術館蔵

〈雲〉　1959年
油彩　キャンバス　
162.2×130.3cm
埼玉県立近代美術館蔵
写真提供：埼玉県立近代美術館
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日下八光　作家・作品紹介 森　芳功

　日下八光（くさか　はっこう　1899-1996年）さんは、徳島県出身の日本画家です。本名は喜一郎。現在の阿南市羽
ノ浦町岩脇で生まれました。小さいときから絵が好きで、県立富岡中学校（現・県立富岡西高等学校）を卒業した後、
東京美術学校（現・東京芸術大学）に進み、日本画を学びました。
　進路を決めるとき、お父さんは、日下さんが美術学校に行くのに反対したといいます。当時、画家として成功する
のは並大抵のことでなく、厳しい道が想像されたためでした。しかしお さんが、「喜一郎は上手やから、見所があ
る」といって後押ししてくれ、美術学校に進むことができたのだそうです。孫の努力と絵が大好きだった気持ちを、
お さんはあたたかく見てくれていたのです。
　そして、日下さんはいっしょうけんめい勉強し、やがて画家たちが活躍する一級の舞台だった展覧会、帝展（てい
てん）や新文展（しんぶんてん）、戦後の日展（にってん）に大作を出品して活躍。母校の東京美術学校、東京芸術大学
の教授にもなりました。
　日下さんの日本画の制作は、風景をしっかりスケッチし、そこから表現を煮詰めていく形をとりました。何日も山
の奥深くに入り、細密なスケッチをしたこともありました。日下さんの日本画は、そのようにして描かれたスケッチ
が元となっているのです。
　日下さんは、数多くのスケッチを残しました。鑑賞シートで紹介したスケッチは、いずれも若い頃の作品です。魚
や果物、朝顔の花に兎。いずれも身近なモチーフで、とてもよく見て細かく描いているのが分かります。
　日下さんは戦後（第二次世界大戦の後）、模写の世界に活動の軸を移していきます。古代に描かれた古墳の壁画を
実寸大で緻密に模写するのを、後半生のライフワークとし、数多くの模写を残しました。描く技術が求められる分野
ですが、若い頃からスケッチを重ね、日本画に仕上げてきた年月が活かされました。
　なお、日下さんは、戦後すぐの小学校図工科、中学校美術科の教科書づくりにも携わっています。このシートにあ
る鮎の絵とよく似たスケッチなど、自ら活き活きとした絵を描き掲載しました。児童の年齢と個性に応じた表現を
評価する、当時の新しい児童画観をもっていたことも知っておきたい点です。
　日下さんについては、「日下八光日本画展」図録（県立近代美術館　2018年）を徳島県の小学校、中学校、高校にお送
りしていますので、参考資料にしていただけたらと思います。

　参考

参 考

「兎」　大正末-昭和初期　
水彩、鉛筆 紙　
29.0×37.7㎝
徳島県立近代美術館蔵

「鮎三匹」　1923年　
水彩、鉛筆 紙　
24.7×28.4㎝
徳島県立近代美術館蔵

「朝顔」　昭和初期　
水彩、鉛筆 紙　
27.4×38.6㎝
徳島県立近代美術館蔵

「葡萄と栗」　1921年　
水彩、パステル 紙 
27.9×38.8㎝
徳島県立近代美術館蔵
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　「模写」は、すでにある作品をよく見て再現することですが、その方法や考え方はさまざまです。模写をする人が求
めるものによって、意味や内容は大きく異なってきます。ここでは、そのいくつかをご紹介することにしましょう。

　　形を写すだけではダメ。活き活きとした表現を！

　中国の南北朝時代、斉の画家、謝嚇（しゃかく　５～６世紀前半）は、画論書のなかで絵画制作にとって大事な点を
６つ挙げています。そのなかの６番目が「伝移模写」。古い優れた絵を模写することの大切さを説いています。しかし
謝嚇は、絵画にとって最も大事なのは、生き生きとした表現（気韻生動）なので、形を写すだけでなくその精神を学ぶ
べきと考えていました。

　　技法の習得のために

　日本近代の画家のなかには、留学したヨーロッパで模写を行った人が少なくありません。徳島県出身の水彩画家・
三宅克己は、1900年前後の頃、イギリスの美術館で水彩画を模写しています。当時の日本では、西洋の名品を見るこ
とができず、技法を教えてもらう場もなかったからです。他の画家が模写するようすを見るのも勉強になったそう
で、日本でいくら考えても分からなかったことがよく理解できたといいます。実際の作品からは、多くのことが伝
わってきます。

　　「現状模写」と「再現模写」

　文化財の傷や汚れ、欠損なども忠実に写し取るのが「現状模写」です。近代においては、岡倉天心が1890年からは
じめた事業がもとになっています。法隆寺金堂壁画、高松塚古墳壁画など、後の模写もそれを受け継ぐようにして行
われてきました。記録の意味合いが強い模写です。
　それに対して、当初の状態を再現するようにして描くことを「再現模写」「復元模写」といいます。こちらは科学的
裏付けだけでなく、解釈も必要となってきます。日本画家の日下八光は、「現状模写」と「再現模写」の両方を行いまし
た。

　　模写から表現へ

　過去の作品を模写するとき、忠実に形を再現するのではなく、自身の表現に変えていく場合があります。ゴッホは
日本の浮世絵版画を油彩で模写し、ピカソは、ベラスケスの代表作〈ラス・メニ―ナス（女官たち）〉を描いて、まった
く新しい自身の表現世界をつくりだしました。模写する人が、作品から触発されて新しいイメージを生みだした例
です。
　ピカソの場合は翻案と言ってもいいものなのかもしれません。しかしどのような模写であっても、何らかの形で、
描く人の個性やその人が惹かれたものがにじみ出てきます。そのことは、歴史的な作家も子どもたちの場合も同じ
なのかも知れません。

　　自分にとって大事なものに気づく

　模写を行うきっかけは、技法や技術を身に付けたいと願ったり、作品への憧れだったり、一様ではありません。し
かしどのような場合でも、作品とじっくりと向き合い、よく見ながら試行錯誤して描きますので、さまざまなことに
気づかされます。創造性が刺激されることもあるでしょう。模写は、描く人にとって大事なものを発見する機会にな
るのだと思います。

模写についてのミニ知識 森　芳功
　参考
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齋藤友紀子（徳島市加茂名小学校教諭）
佐々木奏美（徳島市大松小学校教諭）
岡田三千代（鳴門教育大学附属小学校教諭）
井上奈美（徳島県立脇町高等学校教諭・穴吹高等学校 兼務）
徳島県立近代美術館　竹内利夫、友井伸一（上席学芸員）、森芳功（企画交流課長）、亀井幸子（係長）

［デザイン］松浦安紀（鳴門市大麻中学校広塚分校、鳴門市瀬戸中学校講師）

●指導の手引き作成（所属等は令和 2年 4月現在。本文には執筆時の所属等を記しました。）

鑑賞教育推進プロジェクト
［執筆］
こんな力がつきます /齋藤友紀子（徳島市加茂名小学校教諭）
基本的な流れ /齋藤友紀子 
実践記録　中学校美術科学習指導案 / 小浜かおり（阿南市立阿南中学校指導教諭）
実践記録　模写して発見！芸術家の技（小学校１年生）/齋藤友紀子
エッセイ「模写」を通しての鑑賞と表現 /三木健司（板野町立板野中学校教頭）
参考　作品紹介　瑛九〈陽気な人〉/竹内利夫 （徳島県立近代美術館上席学芸員）
参考　日下八光　作家・作品紹介 /森芳功（徳島県立近代美術館主席）
参考　模写についてのミニ知識 /森芳功

［レイアウト］横田勝典（徳島県立近代美術館文化推進員）

●協力
日下祐三
埼玉県立近代美術館
国立歴史民俗博物館
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