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図画工作・美術教育の大切さを訴える 

 

 
子どもの教育に果たす美術教育の意義とは？ 

様々な立場の方の意見です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200５年12月・山崎正明（公立中学校美術教師） 
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「図画工作・美術教育の大切さを訴える」 

 

 次期指導要領改訂に向けてぜひ、「図画工作・
美術教育」の重要性をご理解いただき、これ以
上時間数が削減されることのないようにという
強い願いを持って、この冊子をつくりました。 

 意見はインターネット上で、集めたものをま
とめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〒061-1125 北海道北広島市稲穂町東８丁目３番地19  
 

山崎 正明（４８歳） 

電話 印刷提出版では公開しています。 
 

                            URL http://yumemasa.exblog.jp/ 
MEIL yamazakimasaaki@mac.com 

勤務先 北広島市立大曲中学校 

 

 

 

ブログ「図画工作・美術教育の大切さを訴える」 

URL  http://zoukeidaij.exblog.jp/ 

サイトには以下のように書きました。 
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vwBNBdKN3>qJh@EGxyI 

 

! zK;$KL{|}1~�@$�ML�L�1��@$��>V��V3��FBM_

�L��3@_j$�>DyN�3'OQSTU670C$>��,>LJ1i�_�F

�����1�dtch�L_�3wjwB671��FBM�N@_BN��FBGHI 

 

! B_msGH�ef3�BFW$B�B�>� J�B�B�>��C¡¢�EqKN

1£y;BGHI 

 なお、この冊子の文中の作品や解説は山崎のほうで、加えさせていただきました。例外を除き、各ご意
見を書かれた方のものではないことをご留意願います。 
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１、学校から図工・美術教育が消えたら 

宮脇 理 モデレーター・元 筑波大学教授博士（芸術学） 

中華人民共和国・華東師範大学顧問教授（上海）・厦門大学客座教授 

http://homepage2.nifty.com/Osamu/ms.html 
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dKN3w�F�¥¦LÁÂJ�LÃg�¨¥¦ÄLÅ�q�N�:1²³F

MEGHI 

! @J@'ª«¬h@h0WÆÇ»>�ÈvJj;WijGxyI��_Mh

>BÉÊ»>Ëm�F'iq¥ÌÍ3……0ÎKqKNhiqL;HI 

Ï�v'OQSTUL67C(ÐJ�Ñ�F@Gd……0>cW���_Mh>

B'ª«¬h@h0;HC�zEC'ÎK�_0NHEv�KEWÒÍ;W>

BÓÔL�Í;HI¥¦L43§EFB_¨¥¦LÕ�W�oWÖ�A�F×

#@FBqL;i�F�'iq¥ÌÍ3……0NØqmn>L;HIzdBde

Ù;WÚh@hOQSTUL67C(ÐJ�Ñ�F@G�_>�……ÛW�ÓÔ

3W'ª«¬h@h0C>BL;ij�@_C�FÜ�JLÝÞ1f�ngD

ßv>jGxyI 

!BG��àDEFBq6bL×#CÑ�F@Gd>yF���E>B……N�dLW�áâSáãLäåX3�

áãL_�3NBdæ»;���E_6bLo®3çjè�FB_�iqBWéêLëìCíî@FB_LJh

@EGxyI�Gj�ï¸¥ðL67Ô3ñ¿òn�EFBq(Ðó6bôL×#õöC�iGj3h÷sJ�

_J�;@ødI;HJ�(Ð3ñ¿òn�EFs_OQb�TUbCGDJÑ�ùqKN>ciqWlC>B

N�dLhúÍ;HI 

!  

¤  ûU67ü,ýCþÿ!"!#$3ÎKq  

! @J@�¥ðL%&Lþÿ!"!#$�iLûUL'NBkEqニューヨーク市が《芸術教育不要論》を現実
のものとしてしまったのが1970年代後半のことです。 
(�L¥ðW·ødc)*52+ó1977ôL,;HJ��67- W'.*N/(0J�'0`��0ÄN12

Hq34;@_I¥ðLKL'0`N��0ÄL5EN�þÿ!"!#$C62@_'ûU67789ÿ:;<

=0NL>?L@A1BDycdfGHJCDE@GHJC'ûU67ü,ýJ�<=0WF�FG:HIJK

#>"L;HIzLõöWMNc¡¢GHC�2¡L¥ðLOÈh�þÿ!"!#$L"L3PQwd3RS@

FBqNW�BGxyJCÜNB�FhTU87AVáLWLX3iqLCKLá�¥ð>L;HJ�……I 

 

¤  YZó_[yôL\  

! KL];TU87AVáL"L1Bk^q'YZL\0NfqJcdJ;�KEJ�L¥ðLûU67Lij

wdh_k�FMqWl;HI 

! 'YZL\01MmBF`�vÚYºLaj�F�bCajcxÛLde3ïM�fðgh1iB_jklm

L§e3n�v�ÚkEopBkCqÛNBdKN3>jGHI'ûU67ü,ýJ�<=0ÄLËoJ�r_

·WÜ1(sKNC;s_LJCI 

úXLtuvw!xyÿ!z{óSaturday Review 1977ôL´�v|}~��3�zEW'��?L��0

N@F�»3�DEFBGHI 

KLTU87AVáSþÿ!"!#$Cp2@_ÚûU67ü,ýÛW�÷Vâ���L��C�|x#}36

7�Njkn(Ð67L4LûU671c�@_L;HI��LKN;HC¥ð3d¢TU87AVáLâ��
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�ÄLõ��÷VÄL��W¥ðL�v>BÓÔ1��FBqLWËo;HIzL÷Vâ���L'ijwd0

C'ûU67ü,ý01�#Dx_L;HJ���>KN;HI 

¥ðL�A�÷VCâ���L��1�n_LW�_JmJ�¯�2L��MLKN;HJ��'.*N/(0

J�'0`��0ÄLQj��ÈKzW�KEG_��>KN3¥ðL��>÷Vâ���L� mNBdKN

h;sGHI 

z@F�MNc¡¢GHC>á3�¡HqLC�ûU3�BFL÷VL�B½�Néê3�ML�¡¢Cf�E

qKN;HIGlW¥ðL(ÐJ�OQSTUL67CÑ�_�1àHq23�þÿ!"!#$3�nqûU

67ü,ýLBsD�3æ11@F�GHI 

!  

¤  ��?L��  

! £ýJ�`BGHN�財政，つまり「お金」が逼迫すれば不要，緊急ではない「教科」を切り捨てようという
発想です。 

¤¬7¥C>BJ�èj¦Fq……�Gj'ûU01§jhLNBd��;HC�KEC�÷V�¯YL(º¨

NjL©�Z»��J�ÆGE_'��?L��0>L;HIijFB3B�v��©Nª«W¬åF;iqN

Bd®»õ�C¯�°�_67L'ÓÔ01.�Fo±@_wd>hL;HI 

'cd>qOQSTUL670J�'cdHqOQSTUL670ÄL²=ÄL³W�KK1´µ!7H@>n

Ev:H}ÄL³W¶·@F@GdNBdLC�¸?óf¹ôL��;HI 

! KL'��?L��01º»3Lx_LCtuvw!xyÿ!z{óSaturday Review 1977ô;@_I¼

¸?W|½¾!S¿ÀÁJ8T;ÂóRoger M. WilliamsôDyóKLÃÄWM3TU87÷ÀÅ=2LÆ5

Ç²È{3ÃÄDEFBGHôI 

! ……¯Y�ÉÊmL`d(º¨NjL�Gj;iq¯YW�Ü1ËÌ3@FûU67ü,ýÄNÍ�_L;@

ødJIÁJ8T;ÂDyCÎÏóa�yô@_KLËÐ�'��?L��03Ñ¢1úFGHI 

 

¤  þÿ!"!#$J�ÒG�_ûU67ü,ý  

!1970年代後半にニューヨーク市から起こった「芸術教育不要論」は，あたかも燎原の火のように，アメリカ合
衆国のあらゆる州へと拡がります。zE3@FhÓMY3K
LËÐC<Ô3ÕCqNW…I 

! 2Ö;W'ûU67ü,ý01��?L��N@F¡¢G

@_Iz@Fáã×ØLÙÍCzLõö;iqNÚsG@_

C�2gL|½¾!S¿.ÁJ8T;ÂóRoger M. Williamsô

DyW�R�,ÞLBM�J1Û³FBGHI 

(�W70+¸LAVá1Ü�_üÝ�zLÞ÷Lõö1ß}

à;�áó1961.1.1â1975.4.30ô3wqgãI�GjÔ

áCäö��åá1TU87AVáLWX3¿M_�Læç

áã]è3'¤01én>nEv>�>BNBdýõI 

! �æN@Fê¥wJ÷/-Lëìó1963.11.22ô�P

QM9í}îqLëìó1968.4.4ôh67]è[\LÝÞ

;iqN…I�B;�BDDJïÖðÙLR�>L;HC�

Bk^qûUãL2�C�_N�vñ¾u`�C¯YL¦ê

N���Eqòó�'¦êô0J�W�gFBqKN1õö

N@�zECõ/Lö÷�ø6Lùúûü3G;=ý�þÿ

@�'¦ê0L!ó�·ô1"�_KNC�=1ÆymN@

FBGHI 

!  

２歳児のなぐりがき 
子どもがその成長過程において必ずやる「なぐりがき」そ

れぞれの年齢に、その年代独自の特徴が現れていきます。 

このなぐりがきの時代から徐々に成長をとげていくので

すが、言葉による表現がまだ不十分な幼児の絵は親子のコ

ミュニケーションをとるために、特に重要なものです。し

かし、残念ながらまだ児童画への理解は弱く、うまい・へ

たで見がちです。 
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¤  ¦êNBd'#0L$D�%D  

! BuWu�¯YL'¦ê0CBJ3&M�&'>hL;iqJNBdKN3s�Jqkn;HIäÍb(Lw

d3(Ê»ËoCNNyc1)�q-*NWA>j��GqNK��ûUW+"¯°;ij�äDLªQFBq

KNN�Y?CcdªQFBqJNBdKNNL@AV�1,-3./@�zLV�©1��KNCÁ@BL;

@ødIKK30�F�ûUãL`�C>yNhð3>q¯Y(1L©�Z»>¦ê3W�J>jL2 @Ci

qKN1��DEGHI;HJ���>BKNW3·4B…NBd@¬�45ªJ�RSHqKN;�ûUJ�

ûU67L5EC×Ø��Gj'�¤0Cü6HEvèj¦FqNBdýõ�z@F£ýÄN7CqLmN�k

EGHI 

'��?L��0L835EqûUÄLõ�C§j9iqBW6:���D�3;<>2ç¯°N@F��EE

v�z@FzLKNC÷VL©�Z»=1)�Ev�">Lâ���?:L�Z@ÄL³WAB;HIwC#:

D!�>JylM÷VwC#:D!LÁÂ1EqB;HI 

!  

¤  ûU6bC(ÐJ�Ñ�_…z@F(ÐWFG3>�_  

! "o3×#@_hLCHM>�_Ns3�ºWWQ�FzL_ILJ÷D�zLeÙ1�qNBdKNW�w

MiqKN;HI 

K+LY�(ÐNBd�3L�½GEFB_ûU6bCÑ�qNBdKNW�6@è�MsèLªN;WO@=

E>BKNC�þÿ!"!#S|!H}P!x;QR©åS108T(Ð½UíS{8~VÆL=`3��EGHI 

H>k·「…図工や音楽の授業がなくなり〈学校は灰色〉，絵によって他国のことを学ぶことが出来なくなった
（後略）」。〈学校が灰色になった〉のです。 

KLiNBM�hLÈWC>DEqL;HC�X(ÐCFGYW�(ÐNBdLZC[�\;iqKN1±@F

BGHIKK3�芸術教科の削減が有機的仕組みである学校組織を枯らしてしまったことを語っていますI 

!  

¤  Coming to Our Senses]�CÎKq  

! zE3@Fh�DHCTU87AVá;HIKd@_Ø^

3wq2Øw_|íLýõ3`@FL'�ý0NzE3ad

RSLJlJlCÎsGHI 

! aN¸?WPX&1977+ó)*52+ôL¥ðL67bc

LijwdCd3eJy;J>jGHIúX�¥ðL(Ð6

7- Cf�_'.*N/(0L789ÿ:;�H>k·

1968+ó)*43 ôT(Ð�1969+ó)*44+ô4(Ð�

1970+ó)*45+ôgh(ÐLàDUà~789ÿ:;C

zE;@_Ii°ÄMsjxEv�TS4(ÐLzEkEC

lPSmnSw_|íSQRóQûô�z@FopLq-*

Crst3>j�u�Fgh(Ðv¡bûUL6bW�ûU

�wóxyñ1X�>Bô�bæ`aNBdijwd;@_I

�Gj67bcNBdz|L{DW�BlEL6b3N�F

hÜNJ|·�B_XY};i�_NB�GHIzL~àª

W�GD3'.*N/(0NBd789ÿ:;LfB��3

L�DEFBG@_IzEC2¡L1977+3>qN'0`S

��0ÄL_�;HI'.*0J�'0`0�BG53B�

vàDUà~789ÿ:;L8H}:ó"LôCÒG�_L

;HIzLML��C"#;HI 

!TU87AVáN¥ðáL`d1EF�c·�Läj2s�

z@F"LCOQSTUL(Ð673N�F%B;@ødJI 

�ZC�>M>�_L;TU87AVáL'��NRS03

幼児の遊び 
幼児期の遊びは、人間の成長にとって欠かせないも
のです。この遊びの中で人間が獲得していく様々な
能力の一端が形成されていきます。造形的な活動は
その主役ともいうべきものです。４、５歳からはそ
の中で人との関わり方についても学んでいきます。 
しかし、子どもを取り巻く環境が変わり、遊びの量
も質も変わりました。このような背景もあって小学
校で「造形遊び」とうものを取り入れるようになり
ました。幼児の造形活動をていねいに観察していく
とそこで様々な学習をしていることが、わかりま
す。 
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�BFW��@�X&1�F���DxGHC�klJL�Z;¡¢GHN�アメリカ合衆国の知識人集団が芸
術教育不要論に対して起こした〈Coming to Our Senses運動〉とその後の展開は，いかにもデモクラシー
の本家らしい経緯を，そこに視ることができます。Ñ¢IHEv���»�v�»ûUNûU67L��ý�z
@FKE1Ms��wd3@Fý~DE_(Â3�Ì@_TUSOQ67I��Lwd3DBAEõýCzE;@

_IHýKE3WTU67789ÿ:;.�1æ»N@F�åDE_��IJûU67�ív!L<�CË83

i�_L;HC��d»3EEv�1960+¸3êv8í}×�L��3w�F���EFs_�Hví´µ!

GSêv8í}S�|½�#}>q67.�CV2@��2@FB_KN3�d1Ènq�,CijG@ødI 

!  

¤  OQSTU67L8H}:"L1cd��DxqLJ  

! TU87AVáL »>'ûU67ü,ý0LT!7|¡

óarchiveô�z@FT!7|¡HóarchivesôKz�KL

á�¥ð3WÎKjGxy;@_I 

@J@"oLijwd�H>k·'.*N/(0J�'0`S

��0NBd789ÿ:;h�f�1_�Ev8H}:"L

;HIzEKzOQSTU67L¢�;ij�'ª«¬h@

h0W§EFB_3;£>BNEq¢s;@ødI@J@�

�>wC#:D!áãN¯YC�TU87sL¤HwC#:

D!3@@éJ�_"#�'OQSTU67C(ÐJ�J�

Ñ�_�…0NBd'ª«¬h@h0CÎKj¥qJh@E

GxyI 

! 'YZL\03d11HKN;�r_·W�TU87AV

áNWA>q%®;'ª«¬h@h0L¢�J�L����

¦3B1§�Hð¨1©ª@_BN�BGH 

 

（宮脇先生に「形forme」からの転載についての依頼をいたしましたところ、

快く了承していただきました。また日本文教出版様からの快諾も得まして、

この「図画工作・美術教育の大切さを訴える」にご意見として転載させてい

ただく事になりました。） 

 

 

２、美術教育の本当の価値 
渡辺貞之 深川市アートホール東州館館長 北海道!

 
 o2J�TU67C>M>qJh@E>BkNBd?WgFBG@_IúÍ>C�zE3WJ>j
«B¬.Ci�F$B�LY3JzLWÑ�FBsG@_I%3®3@_LW$¯°bNA±@'+

"b0N>qL;W>BJNBdKN;@_I��F�EvB�LX¸hTU67W²sæ3i�F

s_NhB�GHI 

Bd>EvOQSTU67W67Cäå@_XJ�$zLij�3�BF$B�hý9LGN3>�

FBG@_I@J@$zEW�ML³´»>(?uPã$z@F67?_·L÷s>µ¶3w�F·

¥G;ÜNJ×¸@Fs_L;HI 

幼稚園年長（５歳） 

この作品は動物園にいったとき、だちょうの親子の姿を

見て心惹かれたことを絵に描いています。!

 大人から見て、のびのびしていて、素晴らしい絵とい

うとらえかたというよりも、だちょうの親子の姿に心惹

かれた子どもの心優しさを、私たち大人は感じとること

を大事にしたいものです。子どもは大人から見てよい絵

を描こうとしているのではなく、この思いを描きたかっ

たのです。 
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! "#2>kEFBqOQTU67$�Gj'ûU3wq670W芸術そのものが持っているヒュー
マニティーを基底とした教育NBdNK�3��1¿BFBqWl;HI�GjOQSTU67W»
¹>Rº1�M�x_j$TU1�rHq´«17FqKNmn;W>BL;HI 

! ï¸LûUW'¹©01»��EFBqKN3´�CijGHIRãWzL_�3ä¼L�½S�

�Sª©iqBW¾¿>c$äDL+"�À1+gHq_�3Á@Bä¼ÂÃ1MjJ�@FBsG

HIzK;美術教育はその「自己葛藤」する行為そのものに着
眼し、そこに美術教育の価値をおこうとしているL;HI 

! äDL�B1i�k@_B$>J>J;s>B$hd�@C

yv�d$dGMBJ>B$w@Kd@F�wd$;s_$w

@· Wh�NKd@Fu�d…Rº1�Mji³FBM;c

;�KqKd@_��>�BCkJqÄtÄN²C�_Ns$

zEWÅÿ!¤þIJ!67N@FäÆ@_Ë3>qL;HI 

! 子ども達の創造行為は、時として他教科では見ることのでき
ない人間としての根源的な衝動にも似た行為になることを、直
接子どもに関わっている教師なら誰しもが経験することです。
それは確かに「生きる力」が育まれている瞬間なのです。zK
3WÇÙNJV´NJ°@BÈÉ1HqÄt1Ùk�FBqN

B�_«Ê»>KN;W�D�sE>B$h�N÷s>eÙC

iqwd3�kEGHIzEWºËÉäzLhL3VkqhL

;HIzL2Ì3w�FÍkEqÎHqKNLÄt$Ïo1f

BmH¶$ä�L./3w�F�Mji³qä�»>Ð uÐ

�»>2�¶$z@FRº1¡@FYºNJJkji�qÄt$zd@_KN3KL6bLß�BC

iqLmN�BGHI 

! tch�WhNhN+"@_j$ÑÈHqKN3÷s>ÇÙ1��FBGHINK�C·¥$tc

hJ�zd@_ÒCÑ�FB�FBGHI@Jh"�;W6qLr�NhB�qP(»+"�¿ug

 >¾¿1,»@FBqNB�_oÐhij$�MLtchCzE3�BFBJE>BNBd"Lh

æ3HqËhijGHI@J@$zEwjÜwjh$*+;s>BGG;Óð;Bq6qC�>J�

lBqNBdoÐ;HIz@F$zLKN1´¬ÂÔE@>BÕ�LÖ×ðhiqNBdKN;HI 

! zLØÞW$B�LG3JÙo��C+"LH¢F;iqNB�_ÊÚCWtKjIzK3Û�E

'91ÜÝ3isÙDxq0KNC*+mN�B½y;@GB$cd*+@FBBJkJ�>M>�

F@G�_KN>L;HI 

G_$tch3äÆLÄt1Ùkkxq$�GjäÞª1ÙkkxqKNC��LH¢FCiqNB

�_ÊÚ3w�F'wBRº0òMj1DxEvzLßàCäÆ@_NHqwd>Rº��hr2@

FBqKNhØÞ;HI 

! D�3ãáuQ*NB�_tch�1NjGMâã?:CûU�I3`@F$GmGmzLðúL

��1fBmx>BGG3iqNBdäåhzLØÞ1D�3þÿDxFBqKN1*æ@>nEv

>jGxyI 

! tch�1NjGMâãL5IWo2wj*æWDEFBFh.çWDEFBGxyIzEcK�

J$è�éê35I@FBGHItchL�I>ÝWr_·÷ºC®@FBqo»3ëìI@FB

qN`�Fh;`;W>B;@ødIr_·W$TU67L4;hzd@_>ÝL43Bjtch�

3$Ü1cd6�$7FqLJ@�Jj��>nEv>jGxyI昔からある漠然とした子ども観で
題材を設定したり教材を与えてはいけないN�BGHI 

 

·$íî3»��EFBq67LbÔL(�'w8ê!}>uD@B´017ïKNCijGHI·

¥Ltch�LÆ<L43$äÍL_Iu�9uð91ñ@ï$93�ò1��>c´17Fqó¾
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íHCiq;@ødJIJ�F$zd@_KNW$tch�LôtL43iaEFBG@_I´3÷

ºC�à@>MFh$äÍ3zd@_´C7�FBsG@_I@J@$"¸Ltch�LôtLÉÐ

Wzd@_´C7�wd>hL;WijGxyI 

 

! 美術教育は、もともと子ども達の「遊び心」をベースにしています。その遊び心は自然界のさまざ
まな様子を肌で感じ、動物や植物に同調し、自分と同じ感覚や感情を投影し、命を感じ、愛が生まれ
る。 

KLwd>õ\<\;N��Féê3w�FksiCqªNu�B1+"@_M>q$zLö»1D

xqLCTU67>L;HI 

 

３，なぜ学校教育に美術教育が必要なのかを  

          国際的な視野で考えるために  

÷ðø(! ùú67÷(! InSEA World Council û9ü 

 

TU67W$%&()*+,-./3Èn_�sL4;4(ÐTUbL`a�wICf�§EHqN

BdKEG;3>Býþ3å_DEFBqI 

ÿ!(¶JEL"#CgGq4$OQSTUCwj$¥¶Liq6b©1T%!~@>B&j$ûU

VR6bu'A»>()LXYwjh�,6bLXYþ1£ï()?>cL�3*HqKNWÁ@B

m�dI 

@J@$感覚や感性を陶冶する美術教育が豊かな人間性を培う上で不可欠であるという美術教育者た
ちの共通認識は揺らいではいない@$Kd@_TU67L¢�»>Ý1¶~Hq_�3zL¶1£�
@F+\»>�,1-q�,3Í�EFBqN`�wdI 

! 'ì@BX¸L�.671ÑÈHq0óH17.10.26ôNBd456789:L/0L4;$'á1

»>÷2áX¸L·¥$cLá3�BFh�.67L3L(±SÈ»Cáã�,L4435��EF

BqIbCá3�BFh$åpá36E1NqKN>M$¯°Þg7©L671æ*@$º87äL

ÿ9;iq�.67L3LÈ»3áã�,N@F:jLï�,Ciq0NBd�`Cf�n�EqI 

@J@$áã�,N@FL�.67L3»(;1d_B$67æ»N@F'tch_·3'ÝJ>(

¶0N@Fÿ!»>�êS¾ÐN��¶$ÑÈ¶>c17ï0KN1�@F'ÑÈ¶03�BF`�

@FB>C�$+\»>ûü.ç3�BFWª©uª�©NB�_TU673Vkq�`C( h�

�@FB>BKNW<Ú;iqI 

 

¯°»3²CqûU671JEHq�s 

 

! 'á1»>÷2áX

¸0NBdéêW$k

CámnLhL;W>

BI¯°»>E=;f

qN�MLá;$n�

>?;i�_TU1@

ïûU671�.67

L43AÝ3ñ¿òn

wdNHq�sC<=

3>�FBqI 
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１９９９年のユネスコ総会では「学校における芸術教育と創造力振興のためのアピール」が発表DE$
A$TU$¯°$B $�íHuØP>c1@�_ûU671(Ð67L�wNHqC`C>DE_

C$Kd@_�sND�HqJLwd3TU87$|E8H$´:íH$4á1WQ�NHq�ML

á�;W$ÇàL<©INzLá12á¶1F�Hq_�3WÑÈ¶7ä 

L�B¹N@FûU67CüGí;iqNBdéê3å�_67.�1��wdN@FBqIH>k

·国家戦略の視野に芸術教育が入っているL;iqI 

·>�3HI+¸3TU87;W$g Lé�=�3W®¶CüGí;iqNBdé�´õ(?_

·L�fL�>�l$「芸術教育は基礎学力の向上に資する、芸術教育を受けた児童・生徒の共通学
力テストの成績が高い、心理療法的効果が高い、学校の雰囲気を改善する、情報化時代に即応した批
評能力を高める」といった調査報告CgDE$JLýmn;W>M+\ýN@F$¥¶LiqTU6
7�,ý1K³@_IzL�,WTU67ä\L��1é�HqKN3�l@hc£HqhL;W>

B3@FhtchLé�=�1»;L®¶uª�©1LJ3HqXY1(±HqKN3�>C�F

BqI 

 

TU67LbÔN·MLGÐ© 

 

! OQSTULßàXYZL\�3w�FûU67LM�uzE�L6bLeÙzLhLCëX@_

kn;W>BC$(Ð67LôL�<\L4;zL��LoN»>&O3�BFPÚDEFBqKN

WËo;iqI 

! tch_·1:jQMTUâãW$��©1F�GHGHÃ-*I@FBq@$�AªN»>Uw

JTûUhú_j23>�FsFBqIKd@_>Ý1TU67Lp&J�fEv$n�LOQST

UL6bûümn;`RHqLWÝJ3Á@M>�_SDhiqI¯°$Ø®$B >cL'AUw

JTûUuõ\ûU>c1E=3TEqKNh�UDEFBq@$ªN67uª©671æ*HNB

dE¢J�6bVä1fc@FWcdJNBdÂBJnhiqID�3¯°L67$TUL67NB

�_��ä\C;ùLW9mNHq*æhij$TU1@�_ûU671ÑÈ©N®¶1XN@_

T!}L67N@F²MY�qKNLGÐ©hE=3TEF�M�,CiqI 

�IZW$2001+3�IûU[Çÿð¿Cäå@_L1�n$「新世紀アーツプラン」1åF$ª�
\\1hN3ª�©17ï_�L'KchL�IûU\\<�LO�ó�IûUÑÈ�:íô0>c

1+\IDx_IOQSTUNBd6b3�nqop671TUÅNLR]«I3w�F��qKN

NAkxF$ûUNBdwj÷s>ôL�L4;$ð

9L^_ûULop�:LC`$Q*LûUãuõ/

ûÐL(�?Lab$�I×ÄLcc\\d!#DU

K�Lop>c12�dN@FBqIKLwd>pe

3w�F(Ðf<gh¥-Lop3ad?:67N

R�@_ûU�IL<�ÄLiuLj�u$''A»

>()LXY03�nqûU67LVkj1��_<

k>cC&lDE_I@J@$ÿ!(¶JENBd5

EL4;$"o3Wzd@_�:L(±CmÁ3>�

FBqLCo«;iqIOQSTUNBd6bL�>

�lzd@_ûUNVkq�:1tch_·J�K

LGGn�F@G�FwBLm�dJI 

!(Ð;L''A»>()LXY0hü,ýCovE

Fs_OCiqC$6bNWp�_¶17Fq»;L

��>:jL�C>DEF'Æsq¶0Lqä1O�

dN@_Wl;iqIzL();cu=+LÉÀ3�BFTU+"NL�>Cj1h�_·MLûU

"#$%&'()* 

 （平成十三年法律第百四十八号） 

KL¿rW$Óäst+suv3kCá

;w�F$�IûU1[ÇHq_�Lÿ

ð¿N@F-àDEG@_I!KL¿r;

W$�IûUCº�3�MLxy1h_

�HhL;iqKN3o�$<¶iq?

:N´LJ>áâÆ<Lo"1æ»N@

F$�IûUL[Ç3�BFLÿðõÚ

u$áuQ�©��\Lz.>c$�I

ûUL[Ç3V@FÿðN>qË{Cà

��EFBGHI 
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67LGÐ©1�UHqhLhZ�Mf�n�EqIÏ�v$Q*Lõ/ûULõ|<�12�_j$

õ\+ÈÉ+"N@F()Lä±1��@_jHqhL>cCf�E_I@J@$"o3W'A»>

()LXY;TU671VR}nFý~HqKNW¢N@Ff�EFh$ON@F²C�_NW`B

ÁBI 

! Kd@_OQSTUNBd6b1:jQM�~hf5�>C�$6b©1���@>nEv>�>

BI子どもたちが「自己」を客体化し客観的に「自己」を捉える教科は、国語以外には図工・美術だ
けである。しかも言葉ではなくより普遍的な視覚表現によってそれが可能であり、そこには認知能力
の発達に欠かせない想像力が大きく関わっている。Kd@_TU671áãL67�,N@Fñ¿ò
nq_�LT%!~1�¸HqNPX3$á1»>�~;ûU67L��1K³Hq�,Ciqm�

dI 

 

InSEAóá1TU67(:ô¯°÷:in÷� 

 

!2008年にはInSEA=International Society for Education through Art（国際美術教育学
会）の世界大会が大阪で開催される]à;iqI 

!á1TU67(:W$1954+3�¥H�TU67��à!1�nFLZDE_hL;iqC$zL

��Lö�W$láLu!SP!�!}S8!GL��tTU

1¡@FL67z;iqI 

InSEAW$1900+3=6@_TU67RA(Federation of 

Education for Art)1�\N@F$t+�L¯°:9(World 

Congress)LY3$"!|Kz$T½ThLQR:91~�@$

á1»>TU67��So�LÆ5�:1C`@F·¥30�

FBqI 

¥ð;LInSEA:9N@FW$1965+3��3�BF¦�L

f�X���LhNúX��:�;i�_P!�!}S8!G

�Y�ZLTU67?C��Fá1TU67:9C~JE_I

G_1998+3W$InSEAT½TQR:9��÷:C~JEF

BqI2008+L÷:W$FEALSs�z8:9J�Îè@Ft

u�æ1��qKN3>jGHI 

!1965+L��3�nqá1:9L~:��;P!�!}S8

!G�W「人類を悲劇的結末へと押しやる潮の流れから、自ら
を救い出す唯一の道は、手を使う技術や感覚的識別の手順を伴
う、あのさまざまな活動にもどることである。こうした活動は
本質的に美学的な過程であり、教育は感覚面の教育、即ち『美
術を通しての教育』に集中しなければならないというのが、わ
れわれの主張のすべてである」N¡¢FBqI 

21¯�3�BFh$¯°WI|1WQ�N@_�áuâãÂÔ

>c3wj��1��q(�;HIKd@_á1>ÝL4;ûU<�Lh�eÙ1��@$ûU67

Ctch�L��3� HqV+»>M�1�d¢shL;iqNLéê1ì_3Hq�,CiqN

��qI 

 

¯°÷:L+\»|ßí}Ná1Æ5 

 

! n�LInSEAL÷:W$(:3©Q_©ËJ�Dí¡½Á;1¢nv¹ºL��=+C4´;i�

_C$2008+L÷:;W$õýNo�L>OJ�TU67Æ51OEqwd¥ðLTU67VR(:

+,-./0123!

0452-64!750  
By 89:/50!;9/,!
「 
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�tTU67o��\NLR]1��_hL3w�Fá1Æ5Lwjo�»>ij�1�9HqNP

X3$TUopLûU67NLVR1��HqKNhbÔN@FBqI 

 

! TU67Lo�ÈWh@MW¹º��=+W$oXLwd>I!¤3£dhLC���qI 

 

! ! ! T½TJ�L=¤ 

! ! ! UwJTNûU 

! ! ! ¥PS¦?�ISEN�Ióy½ÿT~7~ó¾!ôNTU67 

! ! ! á1õ�NTU67TUÅ67 

! ! ! õ/�IN(Ð673�nqTU 

! ! ! ûU67N789ÿ:; 

 

! ¹º��=+opL÷:§PN@F$oXLwd>¨C��DEFBqI 

 

! ¤6b�VSûU67LÂÔ3�BFLá1Dí¡½Á; 

! ¤TU67Ô��Æ5LR]�|½�#} 

! ¤(ÐYÆ5o©ÈWóRºÆ5$'A»>()>c3wqÆ512005+wj§P�çô 

! ¤PI!¤3wq¥ðNªpÐ3�nqßào�Ld« 

! ¤bÔ��I!¤¬:ÁíG}!#óy½ÿT~S7~ó¾!$TUÅ67>cô 

! ¤á1d«��.¬�P=+ 

! ¤Q*¬{!H3�nq¡Hv!�K

DUíóTU67Ë«$6bÚý�>cô 

! ¤TU67Lá1{L=2�t«ÈÆ

5 

! ¤TU676bÚLl�® 

! ¤V¯°TUÅ3�nqI!¤VR§

Pý$tchT!}´�HIJ�~>c

VR2ËL~� 

!¤TU67o�ßà�O±²±ý�ó«

È�!à!ô 

! ¤½¾zþU!DUíØ®ý� 

! ¤PíÂS³í´d!#DUK�Lo

póUwJTûU$TU8T�À>cT

UÅ67VRô 

! ¤çµtchTU67:9�t8T~

v|;{¤óáûSªpô 

 

! KLwd>�:3$InSEANBd((:L÷:N@F;W>M$TU67L¢�mJ�Kz$o�

Lå�J�¯°LTU67?N¶jAB$日本から美術教育の新しい潮流を起こすNBdð¨1h·
_BhL;iqI 

· InSEA inJapan 

! http://www.art.hyogo-u.ac.jp/fukumo/InSEAinJapan/InSEAinJapan.html 

· ÷ðø(��¸ 

! http://www.art.hyogo-u.ac.jp/fukumo/index.htm 

!!!!á1TU67o�Æ5�|½�#} 
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４、バランスの問題です 

x¹ìÉº! |íu|}:!þí}»À:? 

 ¤!êIJí}S�¼|íH}:#v! 

tt+Y¥ðST|Sy!S½;3FÕàS¾$¤!êIJí}S¾$�wS¾$(Ð67S¾1¿\I>�$(Ð67L«

ÈI1O�Hqó?ô¥ð67Q([Ç:3gÈ@$�Sb(À$¿ÁÇàÀ$'.ÀJ�LÂÃ;$67kÄ±ÅÆÇ~=$

67«ÈI�!wJ¥!v:ä�w$(Ð67kÈÉÊ~=3nË 

 

456789:;TUuOQLXYC[\DEqJh@E>BNËsÌBFBGHI 

人は、目から多くの情報がＩｎｐｕｔされます。数字や文字よりも絵やからの情報が、入りやすいで
す。 

 

¥Pu|:H}W9Ë1õ�Dxq_�$ビジネスの世
界;W$�kDEFBGHI 

 

rLºÆ;$ÍDC;s>MFm�_KNWijGxy

C$lCin>MFm�_KNWijGHI 

Z(C$h�Nh÷Ë>bæmN·;h��FBGHC$

OQhPQNc÷Ë;HI 

 

ûUW$ºÆ1LJ3@FMEGHI 

LJ;ÎÏÐÐÑ>ºÆ1ÒEqwd3Kch17FqL

C67Læ»>L;HJ�$·;h�>BûUÓLXY1

[qLWwM>BKN;HI 

 

国際学力比較がプレッシャーとなるかも知れませんが、右
脳を育てることも大事です。 

要は、バランスの問題です。 

論理的スキルを向上させることは大事です。感性を豊かに
することも大事ですI 

http://www.insightlearning.co.jp/inst.php?com=detail&id_i=10 

 

 

５、価値観を磨くのに最短距離の時間 

�ÔÕÖ! ! 1961+ÆGE! ×ª³þ��!  

T!}wJx#v!Ø=p67*+?7ä}x!à!ØDTPHÙD¾8H}ØÚ¾(ÐÛq 

Garden Spring Creek ¸+!=p67�|}:;RäØu¤!9¾í�]ÕØTÁ}GTÜ|G/²WV�w_|íØâã

�ÝØÞßÙÏàá! NPO@j¢�8�!¥K}! §P]Õ 

 

tÆsq¶17ïzNâ¶·÷�»3*+,ãL_�1¶·g@_LW$�BV¥LË$KL=�W

u79�:ËäN�B7CjCi�_ËWåhC�qË;i�dIOQNJTUN`d`æ3çkD

Ezd;iqC$(7è$éêèJ�L��ë»;��EvIzL:jL�L4J�ÙÆ1:j»³

5歳児の絵 

この絵は、外に出かけて楽しかったことを追体験し

ながら、描くことを楽しんでいますが、それと同時

楽しかったことを親に伝えるという意味もありま

す。自分の思いや考えを言語ばかりでなく、絵で伝

えることのほうが優れていることもあります。森の

中でドングリをかご一杯に拾いました。このような

絵を描く体験の積み重ねは、心豊かに育っていくと

いう価値を持ちながらも、同時、多様な表現方法も

獲得していきます。例えばそれは、小中学生になっ

てのレポート制作や大人になってからのプレゼンに

も生かされていくことにもなります。 
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F�qN�MÊìHqË3wjí��Eqîì¶$9Ë1¨lq�«$ïðLÚ$�ñ>9J�òó

1MsgH¶$zLª�1õ�qõ�Ð¶NÛ³EvsjC>Bc3}!v~>ä¼íôL6b;W

HB;@ødJC 

! G_t`_·3õ�FW¢öNDEFBq÷9hLøùD%DN`�_Ëúh$KL6bLY3�

ûòx;WHMü1¡@F(RL5E;*+g�q6bWHBL;WHJ�dNh��F�jGHI

úÍý LËþW���EGHCÿ�1N�qËCÞ³L¿\;ijI÷Á1TÁ3$TÁ1HÁ3

_IDxqËCg�q�xL!NäqWl;HI´õ(O3"BFh+"DE_RºJ�WR?L´

õ1#�:qËCg�$f;�@C·>H$>t`L%LSOS1ì�HqKNh*+?W#�:qË

Cg�qWl;HI 

! T@BN��qÿ©h&º&G$zL+"�¿hG_'@(¬;*+Hq&L)¢ÿ©LY��C

ÞhÁ@B6b;iqËhõ�@F�jGHIJ�F?ÔN>�_t*C+n_�Ü3>qCzL�

/;t7zCÜ@M$t,3>qzW�a[nN-���EFBG@_C$"#WcEhÜ�N>q

wd>j³B"�N_�1.³G@_IËM/3wqNt0x3>qzN`dó1>/�hüéDE

FBqwd;HIKLwd3÷s>MMj;û�@F2nvü2>ËN��GHI 

 

!  

Ú¾(Ð$Þ3(^;TU1Ú4@5àTU1ÕàN@_?3H�T!}$TU$5àTULã°ë

CüAÝ;HJ�I78ÿ9ÿ:;LL�åFu2cXY$�|}:;h�ú*+?3wjÿCÆQ

qLWúÍ;HC$û�1õ�Ð¶$�"¶$Uv´6!¶$À,¶$îì¶N`�_9!d!G;

Æ7893�qH:�;<NB�_=�L¯°Lwd>û�1+THqËCg�Evop¶u#�:

q¶h>vxqË;@ødI 

! ßàL��3REF¹º¹ºL?Ðmn;WHM$5àTUuS%Çà»>�PRàuD�Rà

;L:jL�1Æ�Ev$D�3創作を通して『生きる力』の主軸の部分を体験を通して啓発する事
が可能ではと考えます。 

! D�3ßàLXYL(àXY1=p;L�ª�wtä¼²=3Èn_�|}:;1+THqË3w

j$美術の歴史は大自然を誰かに伝達する事であったと述べても良い程遺跡が証明しています。その
美の根源である地球そのもの大自然の中での自分のスタンスを認知するË3h7Cj$·¯°ò@;
��>nEv>�>BâãÂÔÄL�B¹òMj3A�@B6bN>qËWYpBijGxyI 

! 今こそ美術誕生の歴史を原点回帰し、机上で押し着せる指導では無く、五感をふんだんに活かし、
教えるのでは無く、気づかせる教科としての存続を願う%S;HI 

 

!%¯¸1�dM�?1Ü@M��37³qL3OPQRØTUWüGí;HIrL"#CiqLh$

KE�L6b3�qhLN]kq<FLºz@FVB?1ïð@F�jGHI 

６、育ちの軸としての図工・美術 
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田尾明敏 男 54歳 埼玉県 小学校教諭 

tch3N�F$造形活動は人としての成長そのもの;HI 

T(Ð;L-RWtchäõLÆ<N(\;ij$4(Æ3N�FWä¼NÈsAd÷è>XY;h

ijGHIG_$´C÷sM_IHq4gÆLX&3$TUCCMª©ÄLRkW豊かな価値観を育
む重要な教育的意義1��FBGHI 

·$OQSTULXYC�>M>�FBGHI4(Ð;W6bN@FL×¸C¢sGEFBGHIz

EW$LJ>��Ê1[B;@GdKN3>jW@>Bm�dJI 

 

! G_$+"Nop;DäDEqOQSTU;W$NJM+"3JsC¿JEGHC$opWKL6

bCw�Få�-*;ij$TUopWYL6b3¸�qKNW;sGxyI美術は自国を知り、他
国を理解する大きな力にH�>jGHI 

 

zE^�$�.6734;W89Æ73N�FOQSTU1(s�:Wh@MÝ(DEq�,Cij

GHID�3$T4gN�>Cq67bc1��F$gÐ;L`auÚ¾bcCi�Fh$zL23

4L(X&TUCEB3>qKNW$tchL`aLÿ1F�q£±3>�F@GdN���EGHI 

 

!�+<áÞQ;89Æ7RºýC~JEFBGHIð$;h:&u¥Y;4000º1K�qT�?C

ij$Q*LOQSTU673`HqV´LgD1�@FBGHIÞQLýG:h�Ê?W�M$B

lEh<T4(ÐiuCi�Fäjå��;HIz@F$(ÐCzL67<�L4;$OQSTUW

Q*L»´¶1��6b;iqNh`�G@ødI 

 

! OQSTU;WRº-RC?ÔL4´N>j$uuhHqN¹ºLÕ�Nf�EqOÈCijGH

C$?:N�>Cq6bN@F67bc3@J�jNñ¿ònq�,CiqN�BGH 

 

7、美術教育・アートの力 The Arts Education Program 

HWIJK$LW÷DKLtchLRºýIKLwd>Rºý1fq÷ºL+«WM@D3iaEFBGHIpáL�C

KLwd>Rºý1fqNª�L�1i³qKNh�B;HI 
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川島真紀雄 小学校教員 

この「美術教育の大切さを訴える」のために以下のホームページをつくりました。óoX»:HPwjNOô 

http://www006.upp.so-net.ne.jp/artcommunal/ArtEducationProgram.html 

 

 美術教育のアート学力は，生涯を通して自分の行動に社会や地球を意識した美的価値をイメージさ
せ，まわりを意識した美的判断力を促していきます。 
 つまり，自分だけが楽しいデイドリーマーではなく，奇妙な作品を創るげいじゅつ家ではなく，自
分と社会を創造的に調和させ，それぞれの美や幸せを考え，形成していけるような実践的な人間を形
成しようとしている。 
 学校教育においては，図工・美術科は創作的な作品や創造的な芸術家の育成を優先しているのでは
ない。人間教育として，美を規範意識とした公徳心，技術や伝統を重んじる心，善悪の判断，創造的
な精神と実践力，自己責任の自覚や自律・自制の心などを育てることを配慮している。 
○美術教育は一人ひとりの学びに向き合うことで、自ら考え、知識と体験を総合し、表現力やよりよく
問題を解決する資質や能力を育てる。 !
○美術教育は一人ひとりの心に向き合うことで、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いや
る心や感動する心など、豊かな人間性を育てる。 !
○美術教育は一人ひとりの生に向き合うことで、自己表現の喜びを体験させ、自分らしい生き方につい
て考えさせる。 !
○美術教育は一人ひとりの職に向き合うことで、その技能を高め、自分を活かす喜びや、職場での創造
的な能力を養う。 !
○美術教育はテクノロジーと向き合うことで、その目的と安全性を確かめ、技術を活かす喜びや、技術
（機械）と人間との美しい関係をデザインしていく。 !
○ 美術教育はこれからの社会に向き合うことで、平和で美しい社会の創造について提案する。  

 

 

8、文化を伝える学校の役割はどこにいくのか 

HLÙÏW'wBP1�M�d0NBdI

!¤1hN3tch�C��_hLI!

各自動車会社のコンセプトを学び、自分た
ちなりに環境や安全を考えたものをつくり
ました。デザインが果たす役割を学んでい
くことになります。 
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佐々木宰 ４１歳 北海道教育大学釧路校助教授 

 

! 学校教育の教科内容の母体は、先人の努力によって築かれてきた文化である。気の遠くなるような
長い年月をかけて積み重ねてきた人類の英知こそが、学校教育の資源である。KL�!1$tchL
=�3�QF+\I@$C`Hq?:»>ûL�C(Ð;iqIr_·L?:W$QB3�[;sq

�I1ÿ93@Fäjå�FBqItch_·W$�IL()1¡@F?:LDäü_qÐ¶134

»3R¥@FBML;iqI 

 

NK�CS·L"#1�FBqN$ïEd»>Ð¶~=u$º87äNBd�~;67ûüCHLD

E��iqTL1�nqIÝJ3(ÐWtchL¶1>vHNK�;WiqC$�INBd67ûü

1U\3@F$¶1>vHNBd2C1VEFW>�>Bm�dIDh>nEv$6b()Wðú3

�\L_�LhL$´àLÐ¶1¹�:jíMõ3�nDxq_�3WW«>yJ@F�E>B$N

BdËÐ1ÆïI 

 

! 図画工作や美術の内容的な母体は、美術文化、造形文化であるI`BX�q>�v$|U!½LÉ
LI$GuÉuó81¡@_+"L�I;iqIKL�IL()1$tchLä�3ikxFLZI

@_hLC$T(ÐJ�4(Ð3B_qOQSTULûümNB�qI(ºCTURã3>qkn;

W>BJ�NBdYZ>./3w�F$h@hKE�L67C(Ð67J�[\DE_j[kE_j

Hq>�v$%¸L?:LDäü3>qtch_·3$cdu�FKL�I1õ|@�wdJI 

 

iqºW$zE>�v文化史として他教科で扱えばよかろう、と思うかもしれない。W_@Fzdm
�dJC 

 

! TUL()W$o13+"1\\HqKN3w�Fõ�1GÐ3Hq´[L()�¿1h�IlL

+1\M$¸1]�xq$^_1KßFÉ3Hq$NB�_

o\\u$zE3adDG[G>ªN3ÿòBFõ�1jH

()W$OQSTU3@J;s>BKNmI 

このとき、子どもたちは美術文化の一端を、表現の追体験を
通して学んでいる。それは同時に、子どもたちが未来に向け
ての文化創造に参画していることでもあるI 

 

iqºW$zE>�v総合的な学習の時間で扱えばよかろう、

と思うかもしれないIW_@Fzdm�dJC 

 

! 2¡L¡j$実体験は図工・美術の大きな特徴だが、体験
することが目的なのではない。目的は体験を通して、美術文
化を学習することである。美術文化の学習という文脈から切
り離された体験は、図工・美術が提供する学習の代替にはな
らない。 

 

! l1iMtch_·W$äDL�B1GuÉ3+HÄt1

�qm�dIz@F$cd@FºYC�BÓÔL>J;l1iMKN1u�>J�_LJ1�qm�

dI¬Ltch_·W$dGMinl3`ÎHqKNm�dIz@F$ºYCl1iM_�3ªQF

7aPó4(Æô1o13\\HqKN;$

WQ�F$¥ð�IL��FBq��3ð

C�MËh�BI!

! e¯lNBd¯°3bEqûU�I1�

�bCáN@F67L43cP1:jTE

FBqËhfdxGxyI@J@$XYZ

C[\DEFJ�$KLcPLßàh<\

@FBGHI 
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s_`eL(�3fEqm�dIG_iqtch_·W$f_KNh>Bì@BhLLf��3ÌM

m�dIz@F$ÑÈ3ÈJ�FgïTUL�IC$KLV3h¸MKN1�qm�dI 

 

! WQ�WäDäõL¹º»>ªNu�Bu°@DmC$zE1h�3@FTUNBd�Iõ�N�

IÑÈ3�>C�FBM()COQSTU;iqI 

! 次代の社会の構成員となるすべての子どもたちに、等しくこの美術文化・造形文化の学習の機会を
提供できるものは、義務教育をおいて他にない。好きな者がやればよいとか、趣味は家庭でという理
由で図工・美術の学習機会を狭めるようなことがあれば、すべての子どもたちに提供できるはずの文
化体験や学習の機会を損なうことになる。それは公立学校における義務教育の重要な役割を壊してい
く最初の一撃になりかねない。 

 

9、国際理解に必要な美術科・美術が果たす一つの役割 

三澤一実 42歳 大学講師 埼玉県 

 

! rW4(ÐTUbC��L¥ðá1h�qM�W÷sBN��FBGHI 

@J@$zLM�3ÜºCðòs$ßàL.ç12�FBqL;@ødJI 

"#�y;Bq468;W$Bk^që(¶I3`Hqij�N@FáZlõ?L�ê6 bLXYZ

Õ÷C��DEFBGHI 

'XYL_ëC>B4;XYZLL�k�1Hq�A$þu@_XYZ1_kjL6b1[�FÆ�

gD>nEv>jGxyI 

 

! zK;e»@Fs_ÂÔC$'¯STS¾UãábL`a

-hij¥q0NBd@�1��_=`>L;HIKL=`

W'xñ(\0LDÈ.�NVR@$Q�L×!1ld¹m

FN@F¨¦3mACwBL;HI>�>�v$(1×!N

@FndKNC;sEv$6ü(º[\;+Y�1000(oL

p�3>qJ�;HIó©.ümJ�#y3HqKNW;s

>BL;�Í»3à+1l�F\üHq_�ô 

`a-LÂÔW6bL�,©J���DEq>�vGm@h$

(¶ëXNBd`æL%;$dC�_f�1Hq>�v$á

�tQ�2ØL¿ÁlÁNBdDà8³3z�F67.�C

�y;Bqwd>Y��h;sqL;HIBu$@@Fzy

>KNWiqWlC>BIi�FW>�>BKN;HIGl

W6bL�,©J�9ýDE>nEv>�>BN�BGHI 

 

�Iõ�$�IÑÈ3Vkq6bN@F 

 

! r_·TUb6qC·¥L�s3`@F;sqKNW$T

Ub;Ü1(vx�EqJ$G_$cLwd>¶1õ3�nDx7F>nEv>�>BJ1ì_>E

¢;Ïq3ÂBcHKNmN�BGHI 

 

!_N�v$"2L67bc;W4(ÐL?:b;W¯°Ô3VHq()C÷ÿ3[\DEFBGHI

zE3aB¯°L�IÔ�t�IûU3fEq�:hF�3\�@FBGHI 

¥ðL�IW'rL�I0N`kEFBG

HIzL��Wo13-RNBd<�1¡

@F$WQ�Foª;sGHIG_$KL

r1mqNBd2ÌW$KchhÅ43>

jGHI÷91ÀBGHC$·LX¸Lt

chmJ�Kz\\Dx_BË;hijG

HI@J@$KE3so3:jLï3W$

XYC�,;HI 



 18 

·¥$¯°»3àDUà8Â;C_µ@FsFBqtuCf�EGHC$zL(ÞN@F8T8IJ

LíîCÛ³�E>B;@ødJI 

! Ï�v$4áuváLwáÂÔ3�1=@_�¥wCW$'4áuváLÓÔ()Lä±;iqI0

NûHq(?h�BL;HC$zEWy>q�êN@FÓÔ1Y�FBq��L?¢CgFBqL;

W>BL;@ødJI 

6b;BdN$?:bCÓÔ1áNBd÷s>yñ;Y�qL3`@$TUWÓÔ1R?¹ºuRº

J�Y�FBMIKK3TUN?:bL÷s>(tL3LpBCiqL;HI 

�Gj$TU;ÓÔ1Y�cHNs$zLX¸1Æs_��>º�$(º(ºLÆs�ó�Iô1R

º3w�FÏx3Y�$RºL×#1oª@>C�ÓÔÊCÉäDEFBML;HI 

! ÆsqNBdÂÔWºY;iqo»(º3�¡@_Þhõï>ÂÔ;HIH>k·$ÆsqNBd

(º3�¡@_E¢J�ÓÔu�I1õ�@_Ns3$r_·WáeuàDUà8Â;1y�F(º

LºYN@F¯°1fqKNC;s$zE�3HLDEqKN>M¯°Lº�NÆ5;sqL;HI

zK3W$(º(ºLõ\1a�_$¿\uª«1äå3@_ÏL�Iõ�1GÐ3HqTU>�;

WL'7F�Eq¶0CiqL;HI 

! �Gj$y>qz»L();W>B$oª1a�_�Iõ�ÓÔõ�C;sdq6b>L;HI 

! >�>�v·¥LTULßà;W一人一人が自分の美的価値判断をもとに制作に取り組み、その自
己の価値観に照らし合わせ、他者のよさを感じ取り、
自らの価値観を更新していくßàC2kEFBq;
WijGxyJI美術のよさは、知だけに偏らず五感
を生かして感覚的に察知し、理解する能力を鍛えるこ
とができるKN>L;HI 

!KLwd3制作を伴う表現活動の経験に基づいて作
品鑑賞が行われ、その作品鑑賞から文化理解が進んで
いく。この体験がもたらすリアリティのある学習はど
んなに重要なことであるかは、現行の教育課程を決め
るにあたってさんざん議論し尽くされた問題;HI 

!(¶ëXL.ç12CN@_468W$(¶ëX1

Æ�g@FBq67Lûü3�BF9ýDEq¢s

;$zEWy>qXYZLL�k�;.ç;sqÂÔ

;W>BWl;HIXYZLý9L4;{�¥ðL|

�qÂÔ$�t�@@>nEv>�>BÂÔ1f[k

>Bwd3@>nEv>jGxyI¯°$TU$¾U

ãábL`a-LÂÔWGD3KLKN>LmN�

�GHI 

 

10「読み・書き・計算」は「考える力」の基礎・基本ではない 

酒井泰 高校教諭 茨城県 

美術と教育 http://homepage.mac.com/muddywater0001/index.htm 

'#�SÚsSÝè0C;s>BN'��q¶0C7_>BL>�$��1�_>B|í7uT|}3W��q

¶C>BWl;iqI@J@$~�L�Auâã3��@_Æ<123@Fzy>��>KN1`d?WB>BI 

'#�SÚsSÝè0C;sqr_·LåhC'��q¶ó=AS=f1Hq¶ô01��FBqLm�dJÀ

'#�SÚsSÝè03MEFBq?W�B$@J@$äDL¶;���Eq?W�>BI 

KEW$I:�Kv^_1À�_=�sLßà;

HI日本が誇る縄文文化や、絵画や彫刻に表されて
きた炎のかたちの鑑賞を行って、野焼きにはいって
います。土器の制作も美術的なねらいがあります。
ただ野焼きをするだけなら総合的な学習でも可能
ですが、焼く前の鑑賞と土器作りにじっくり取り組
むことでこの学習の価値は非常に深くなります。 
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'#�SÚsSÝè0W��«ÈLnB�;iqIr_·L¯°W��«È�J?:;iqIzL_�$��«

ÈLnB�3�nFBqN'��q¶01��FBqwd3f�qCoWzd;W>BIÜ�hiqZ�1(Ó

3@FëèHq¶WÌA»;iqI@J@$ÝèLZB?C�l@h��LýõEYLÂÔ¢1=fHq�|{

x;�~�!uì_>ýõEY1D�Hq#8½!v!3>qkn;W>BI 

ÝJ3'#�¶0CëXHqNÙ!z!IH};ÂkE_ûüCkJ�l$cy>6bhÜ/HqKNW;s>

BIG_$��«È3�J@_ßàhõ�HqKNC;s>BI'#�¶0CÈ»HEv'(¶0W>t$'�

�q¶0Wõ3�MLm�dJI 

¥ðLt`L(¶CgJ�_WlL)*�I+¸$"¸Lt`wjhgB'#�¶0Ci�_WlLX¸$'·

Lt`W¤íÜuIxyvJjfFð1#G>M>�_IzL_�t��q¶zC?BI0N`kEFB_Iz

@F$zL¯¸CäºHqN· W'ìº�0NDvE$Ü1��FBqLJkJ�>B¯¸N¬.DE_I)

*�I+¸Lt`L'��q¶0C?J�_JcdJWkJ�>BC$�>MNh'#�¶0C'��q¶03

W��mNHq��WËÌLHB�Ê»>hLmN`�qI 

zE;W'��q¶0NWÜ>Lm�dJC 

rWzE1'|U!½�R¶0mN�½HqI 

r_·W'|U!½01RS0¬Sõ�SJgS_ÉHqKN3w�F��qI 

��1�_>Bº_·h`æ1�_>B�9h'|U!½01À�F��FBqI 

'`æ0W'|U!½01®S(×S5¡Dxq¹3L¨N�3;£>BI 

'|U!½�R¶0Wcc\\3w�F7�¶;HI]�SB S�íHS¯°STUSQRS`º¿\3w�

Fõ\|U!½S�N|U!½SEN|U!½CÈ»@GHI 

h·�y$���J?:3Æsqr_·3N�F'#�SÚsSÝè01õ3}nqKNWJ,;HÀ@J@$

「考える力」の基礎・基本は「イメージ操作力」であって「読み・書き・計算」は手段にしか過ぎませんÀ 

'rWlh�h`¹mC$#Ú3w�F��q¶1õ3}n_0N�ýHqºCBqJh@EGxyI'|U!

½�R¶0Wÿ!SÿðL¶>L;( R¥@F@GdNú_j2H£FäNHqKNCmÁ;HÀG_$Z=

IHqKNhÁ@M'#�SÚsSÝè0Lwd3òy3ºNd¢qKNCg�GxyIÏ�lu�CX¹;h

]�Ð¶3H�Eõ\|U!½�R¶CgB�AhijGHI 

 

 

11、自分自身の奥へと向かえる教科 

山崎佳枝 49歳 子ども相談員 北広島市 

 

! tch3N�Fl1iB_jhL1�MqKNWºN@FH;3ðÐ»3z>k�FBqIzLX

Y;W「自由」C(±D
E$¦3「自己決定」L
�-3>j$J�QBL

「違いを認める」KNC
jDE$zLV3Wä¼

�àÊóªôCÙk�$

äDäõL�ÄNïJ

dKNL;sq÷è>

XY$ä�LXYN>qI 

ðúLeÙ;'°@�

q0XY$äD1+";

小学校２年生の絵です。自然や生き物の

大好きな子の絵です。 

子どもは絵の中で空を飛ぶのが大好きで

す。（テレビゲームなど与えられたもの

で、遊ぶのではなく）自ら想像して遊ぶ

事の喜びはこうして授業に組み込むこと

で引き出さなければならない時代です。

左の木を注目してください。双眼鏡で何

を見ているのでしょう。 
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sqXYN@F�J;iqIä¼�àªLëBtNc'l1in>B0N`d@$ÊÚ»;�@Bl

m�_jHqI´Lä�Cæ3f�FMq÷Ë>6b;iqI 

 

12、集中して、手と目と頭と心をつかって、 

     自分のいのちの奥底の叫びを、形にするのが美術なのです！ 

 

黒川美穂子 ４０歳 個別支援学級担任 横浜市 

!TU1(sXY1KEo»�>MHq�FC%L�81�DsqXY1$KEo»�>MHq�FC 

67L43$ä�L¹1À�F$HJ�ÜJ1Æ�gH\\1Hq6bC$Y3iq;@ødJC 

hL1f��Ff��s�F$zL43T@Du$BL·LÂÃu$äDND�HqSD1��nF$

VkjA�FË�@A�F$�dÉ3Rjk�FBnq6bCY3iq;@ødJC 

 

! rW$o2$4(Ð;TUbL6q1@FBF$"#

¹¬h�(�1��@FBqhL;HIÀ�qhL1Ñ

qLh÷è>KN;HC$_m_mhL1�s>C�$

zL�sLþHL1´L8J�Äymj$rLouæ�

�L43BL·1fF$zL43�js�_j$PQG

1�G;RjgHÄt1��_j$^_N:�L�A�

FäD�@BhL1Æ�gHKNW�4@F¹NæNµ

1CJx>BN;s>BKN;HI 

¹¬h��;h$zE1´CnFßà1@GHIKK;

W$NNycLXY3zE1æ�N@GHI 

! ;h$¡¦�;W$TU;@J;s>BL;HIcd

Jtch�CµmnLºY3>qKN1��@>B;B

_ms_BI 

!国際化された世界で通用するのは、本当に自分の手で、
足で、動いた人間だと思います。集中してものと、自分
と、向き合った人間だと思います。それを支えるのが美
術の授業;HIzd;ij_BNµ¶@FBGHI 

 

 

13、勉強も大事ですが、情操も大事だと思います 

佐藤昭子 45歳 主婦 江別市 

! OQuTULXYC\�DEqJh@E>BN�j$ÌBFB

GHIºYCÆsFBM_�3$W«h÷Ë;@ødC«�uª

©CLJ;iqNBdKNhPQwd3÷ËmN�BGHIKL

´3�>Cq6b167J�HM@FWBn>BN�BGHI 

! ·$世の中で子ども達に起きているさまざまな事件は、心の問
題が大きいはずです。文で表したり、言葉で表したりするだけが
心の表現ではないWl;HIåG1fFsEBmNJ$B�G;
h<@F�s_BNBd�dªNhNFh÷ËmN�BGHI 

知的な障がいを持った中学生の作品です。学級
園で育てた芋を収穫した様子を描いています。
この表情をご覧ください。 

この絵はこの子が今を生きているからこそ生
まれてきた絵です。 

そして絵を描くことがこの子が喜びを伝える
最良の方法だったのかもしれません。 
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14、一見無駄に思えるものですが… 

×=�ò�! ��óT(ÆL��ô! ×ª³ 

 

�CT(ÆL��;HIOQLXY[\@$[�1@$�B>C�Rº1Rj»³FBMNd¿\1

\�H¢s;W>B;@ødI 

! ��v$人間の人生とはこの、「失敗をし、迷いながら作り上げていく」に非常に通じるhLCi
j$OQ67L4;zLwd>¿\1HqKNW$ºÆ1ojiqhL3Hq»;�,>KNN��

FBqL;HCSSSI(f$H�3f�qhLC$oW( ÷è>hLm�_NBdKNW>BL

;@ødJI 

 

 

1５、美術教育軽視の根は深そうですが… 

マリヤンカ 主婦 京都 

http://www.k2.dion.ne.jp/~mariyann/ 

 
! V¥$gÐÆL�L�þ$A:Ä2�Fs_L;HC$zK;

VÆL`kEFBqKNNBdLW$'·u$÷(NBdLW$

{�$cy>§àó©.ü>ch@ïô3ÞÕ@_BJ;`sh

L;i�F$cy>W«1@_BJ$;`sNK�;W>BIÇ

(¡PW��Dy�C��FBqwjdyN�y;BqIBkv

÷(W§àL_�L��/$º8ab/mJ�…0N`æWzK

G;¢£;W>J�_nc$Bkvzy>eÙLKN1BkEG

@_I 

! 中学は、さらにその高校ための予備校化@FB�FBqkn;
HJ�$受験に役にたたない中学の芸術教育が悲惨なことになる
のは当たり前>L;W>B;@ødJI 

! T(Ð;hTULXYC�>M>j$9K}>c1À�F$

è�_j¤�_j@F��>MFhc�g�qKN1uqIt

`_·h�hKy>hL>�Üh(ÐLßà;u�>MFh…

N��F@Gd$NBdwd>5¥â3¦�FBqN�BGHI 

TUýEL67LËW�zd;HI 

 

rWlPW@�JjhL1f��qd1:dh�Nh÷Ë>6

bmN�h�FBGHIÈÉW¹1À�F91Rq°@D1�

j$äD;��FQ§HqKN1(sNBd$uWjNFh÷

è>KNmN�BGHI 

 

(�(Ð67L�;$美術が遊びになったり、癒しの場になっ
てしまうのは困る>$NªQFBGHI 

!r_·C�¸Lº�LKNóÓÔô1��dN�dNs3W$

Gl¨LºL<@_#Pu©�9umªuZ9u�s91fqNK�J�ÒGjGHIh@hII+

ó4uÆ7L`æô 

H�M°@MTULXY1H�

x_«wKuíL°@�CkJ

�_wd>ðCHqI 

>ymJÕº�_B3>�_I

ã;hG_u�F�_BN�

dI 

! ßà1¡@F(ymKNW$

rs>hL>�mE;h$>y

;hdGMJnq$NBdKN

mIYLºLRº1fqN$z

LºLð�·hõk�F�_I 
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âsIII+M3��CiqN@F$zLX¸Lº�WB�_BÜ1fFr_·LX¸KN1��q

L;@ødIuWj$¹;is$¹;È�_hL>L;W>BJN�BGHI 

! zdBdeÙ3�BF$"¸L¥ðWNFh�@BKN3>�FBqL;W>B;@ødJIuC

FTUu¯°LJ,©CfcDEqNsC�qNW�BGHC… 

! 金に結びつかないものを切り捨てる風潮がますますひどくなって、人間の五感は鈍り、生命力は衰
え、やがて絶滅…なんてことにならないよう祈るwd>�B;HI 

TU673Ïq3:jLy;��Eq��LKN1��F$¬@M>�_L;$;@GHI 
 

16、絵画教室の子供たち 

® ¯t! lP6¸¿Õ! k°$ 

アトリエ５http://homepage.mac.com/atelier5/ 

 
k°$;TD>lP6¸1~BFBGHITU67Ó23+3>jGHI 

(Ð67L�;��>ÂÔCÆQ$^NjL�>B±@B¥�3

>�FsG@_I?:LV2sCü²A>_�$�_·L��h

�EFBGHI 

 

³´KgõLrW$µ¶·�LT@BåGL4;Lytj7�_

_�$m:3¸�Ht`_·3h;sqmn¶p1ªQ$qª1

<J@_+"1N�@F$Æsq<¶1:�FN@BN¹�FB

GHI 

「心を込めて丁寧に作る」その熱意と根気Wt`_·h»�FB
GHI 

Ïq>+«W$ïMGs@BIt`_·CÅ43>qº¶»>û

ü1(Ð67L�;h$»¨o�@F¼s_BN¹BGHI 

G_PX3$«½Liq*+?1:äHqËhî.N`�GHI

r�hKL¢WcOHq÷s>bÔ;HI 

 

17、美術・教科としての存在理由 

岩崎秀太 ３９才 美術予備校・カルチャー教室経営 千葉県 

なにかをつくる http://hideta.seesaa.net/ 

! 4(ÆL,$ãábLßà;'>y;¾Lt3hãáb1)kxFBqLmN�dC0NBdÂB

JnCi�_IÆ7J�W'{�(º¸�@1HqNs3m�>B_�0NB�_efCg_LmC$

VÆJ�W'ãá1�B_Ns3$z!}à!LKN1õ�@Fi³q_�mw0N¿DE_I 

PQwd>¿\CgÐ;hi�_IgÐ;)dZ(W$Ú¾»H£F¥¦Æ<3<JxqNW��>

J�_IzLË1úXL��3��qN'Z(»óJL»ô���1HqºYLKN1õ�Hq_�

3$zd`dhLC×#HqKN1��FB>nEv>�>B0N6�FMEG@_I 

小学校４年生の作品です。暮らしを彩るた

めに誠実に取り組んでいます。 

子どもなりに心豊かに生活したいという願

いが表れています。「工芸」にも通じる心で

す。 
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!TUu¯°$Ú³NB�_ûUbæ3�BFh$PQ

ËC`�qL;W>Bm�dJIBC�y>+"?3>

q®;W>BI@J@$zL-*J�9Ë1��$2�

1Nq×#CiqË1�qNBdËW÷è>¿\m�

dI 

zE3$lu¯u��W$A¹3«È1õ�qUwJT

;hiqI 

 

人はみんな感情を持ち、それを他者に理解してほしいと

望む。それが言葉で不可能であれば、視覚や聴覚に訴
えるしかない。どんな方法を使ってでも伝えていくん
だという意思。それを育む。この人間としての根源的
なものを育むのは、他の教科では実現出来ないものだ
と思う。 

 

18、職業としての芸術 

小田 隆 ３６歳 画家、イラストレータ、高校の美術科非常勤講師 東京都 

http://www.studio-corvo.com/workshop/workshop.html 

 

 

! ·L¥ðL67<13ínFBqhL3$ÕàN¿ÁCiqN�BGHI 

ºYC?:3gq_�3WÕà1�·ûË1HqKNCüGí;HIz@F$¿ÁC��FBsGHI 

zL4;º�WÆGE$Æ<@$Ày;BsGHI 

KK;`dûËNW�l@h�¤1¥qhLmn;>M$��àuÁ:íIJTh@�GHIóc·

�LûËh÷s>ÆÇ©1��FBGHô 

ûU3]kqÕàhijGHIl1iB_j$°Â1BÃ@_j$A1ÚB_jHqKNmn;>M$

�|wÿ!H1@_j$¤¥!½Uí}1@_j$�RÄLÚ¾ã3>�_j$��3Vkq�¿C

ijGHI 

芸術家であること、芸術に関わることは立派な職業であり仕事のひとつです。 

それを教育の上でどれだけ説明できているでしょうか。また、他の職業についてはどうでしょうかI 

¹1�J@F+"HqKNW$µ;|U!½@FBqmn;W;sGxyI 

Å3¹mn³M�BFh$µ3|U!½CeJy;>nEv$ÜJ1ÑÈHqKNW;sGxyI 

KEmn;h$i�^qD=3�¡Hqv�©LiqSD;W>B;@ødJI 

9Ë1Êì@$zLð31fNM¶1�nq3W$ûULopW¨¦3ÈBFBqN�BGHI 

芸術というものは、天才たちだけが作り上げてきたものではなく、人間が長い時間をかけて少しずつ
築き上げてきた叡智の結晶です。 

<FLºYL_�3~JE_×#;HI 

KLóÆ�@BhL3fEq¿\1��:qKNW$Ç`3i�FW>�>BKN;HI 

 

>�$"#L¥ðL?:;W$ûU3]kqÕàLQñC@@FgBNW`�GxyI 

ûË1@FBFh$¥��BL�¥;HI 

KLKNWûU67Lüª3hØÞCiqN��FBGHI 

中学校２年生のつくった自分のマークです。この授業では

表現を通して自己理解を、鑑賞を通して他者理解を深めま

す。一見すると単純ですが、実は授業中かなり悩んでこの

形や色を生み出しています。色や形の美しさを追求してい

く態度が身に付いていきます。 
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ûUL��1s·yN67DE>BL;HJ�$ðe1W��N`�FhHõ>AÈ;HI 

KEWûUmn;>M$b(uÉ(>c3h`�qJh@EGxyI 

19、学ぶ範囲を狭めてはいけない 

田中清代 30代 絵本作家・銅版画家 

http://oyikakanat.com/ 

 

! T($4(>c;TU67C[\DEqGÐ©L�?$®1ÊB

G@_I 

>�>�$tch_·W+ËCënEvëBNc$lu¯°1õï

>hLN@FªQFBqN�dJ�;HI 

¥�¥Pu�!;3fE$|U!½L¯°3ÌE�@y;Bq~�

1$TUJ�èjÍHLWÎNBdJ$àí�íH«;W>B;H

JI 

zE3$�.67opLXY;l1)�_jHqLW$oãCJJ

qkn;$学ぶことの範囲を狭められることは権利の侵害であると
思います。 

 

20、図画工作・美術教育の授業時間削減はしない方がいいと思います 

山尾久美子 ３６歳 会社員 他に販売、保育士、塾経営の経験があり 滋賀県 

 義務教育の期間にどれだけの教育を子どもにしておくべきか、考える中で 

図画工作・美術という教育の時間の今以上の削減はすべきではないと考えます。 

 様々な基礎学力をつけると同時に身体を育成する時間（体育など）と、五感を使う時間、想像と創
造をする時間（図画工作・美術他）は、「体験」としてすべての子ども達に平等に与えておくべきだ
と思うからです。 

 義務教育期間中に子ども達に与えておくべきことの中の重要なことの一つは「体験」であり、興味
の有無の前に、興味があるかないかを知る為の「体験」が必要な期間だと思うからです。 

 「図画工作・美術」を選択教科の時間で済ませようとするとそれを体験せずに通り過ぎてしまう子
どもが出てきます。 

「こころの教育」などとうたう前に、きちんと自分達の持っている感覚を使う作業の体験を済ませて
おかなければ頭だけでの理解で終わってしまうことを危険に感じています。 

 

21、技術者を目指す人にも美術教育は必要 

川辺 謙一 ３５歳 技術ライター、イラストレーター 

! TU67W$�(uÞÕ>c3M3å_>BJ�ü,m$N�kEqOÈC«Bwd;HC$rW

zdW�BGxyIzK;$(fTUNWV�>Dzd>¾U?N@FCBF�_å�J�$ef1

¡¢DxFB_msGHI 

 

rWgÐÏàM$÷(LQ(SJ�÷(ÐN��$U!7!L¾U?N@FQ�u��/;Ñ.@F

sG@_I�þL`aNBdÊ¢J�fEv'¾UÒÄG�@��0NBdkJjuHB³1gy;
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�G@_I"#W¾U?1Ó�$¾U1DJjuHM�$HqKN>c1æ�N@_:|v!$|:

H}x!v!1@FBGHI 

! ¾U?3>�_J�N`�F$gÐG;3(ymTU>cLbæCG�_MM3å_>J�_NB

dN$@@Fzd;WijGxyI先人の知恵を学びながら何かを創り上げるという¢;W$ûUN
b(W�ML�¡¢CiqN�BGHIo1$Ôº~=;¼kEFBqNsLðDW$r3N�FW

Å4;l1iBFBqNsNÕFBqwd3ªQ_KNCijGHI 

! G_$cy>3ME_¾U1~=@Fh$Ú¾D=L?@J;s>B¾U?W'�©CHB0N�

kE$ªp;Wû�DE>Bwd;HIûËL?@J;s>BºW$ºY»3º¶C>M$B�@ø

3y½¥H1uj_BNW�k>BJ�;@ødI 

! 現在、視野の狭い技術者が増えたためか、技術開発の勢いも衰えているように感じます。役に立た
ないとの理由で文化や芸術を軽視し、実益や効率だけ求めた結果がこの状況ではないでしょうかI 

��>eÙ;�ÖEðÙL¥ð1®ð3Hq»;$TU67W÷èmN�BGHI 

 

22、100年先を考えて吟味すべきではないかと思います 

堀部 秀成 男 ３３歳 公務員 北海道恵庭市 

 美術教育が、学校の授業から削減される恐れがあるという悲しい話を聞きました。 
テレビをはじめ多くのマスメディアで、「個性を尊重した教育」ということがスローガンとして掲げ
られています。芸能教科を削減するということは、子どもの心にある内なる「個性」を表現する場を
排除することになることにつながることにならないかと恐れを感じます。 
 
 気持ちが不安定な子は暗い色を使い、穏やかな心の子は明るい色を使ったりするという話を聞いた
ことがあります。もちろんこのことは決め付けて取り扱ってはいけない内容だと思いますが、子ども
の心を把握する上で、このような特性を持った教科は、5教科と呼ばれる教科では計り知ることができ
ないものだと思います。 
 
 様々な情報が身近に手に入れることができる世の中になってきています。しかしそれと同時に私た
ちは、これから先も変わらない普遍的なものは一体何なのかということにも目を向けるべきだと思い

ます。そのようなことを考えた場合、目先のことではなくこ
れから先１００年のことを考え「本当にこれからの子どもた
ちに伝えたいこと」を慎重に吟味すべきではないかと思いま
す。 
 日が沈む時の夕焼けの美しさや、イチョウの葉っぱ黄葉す
る色を見て「美しいね」とか「キレイだね」といった子ども
たちの心の動きや揺れを表現することができる美術が無くな
るような流れは、個性の尊重と叫ばれていることに逆流して
いる気がします。 

 

23、写真業界OLのつぶやき 

×=>��! �|´³}:ÁØEASTWESTÑ.! ØÙ 

図工・美術の授業が削減されるのに、私は反対です。 

「モノ」を作る想像力を子供たちに教える「現場」が必要だと思う。 
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私は、親の立場になった事がないから、強く言えないけど、授業がなくなったら、親たちがきちんと、
子供たちに「モノを作る」ことを教えることができるのでしょうか。 

 

24、可能性としての美術教育 

Úr! ÷Û! uÜÝ! ÈÉRãSlPÈÉ6¸Ûq! 'æK 

http://www.petite-poupee.com/school/communication/index.html 

KEW(�LGÐ©L?I 

! �!ó¾~>¥¦N£±��$(Þ»;å�MV$��öN81��>B9öI"#Ltch_·1:jQM

âãW@@F0×O;ßà»NB�q>Ý;W>BL;W>BJI(Ð;W·ø�N@_Ì�½ym3Â3/�

�E>BVÆ$I9H}4´;<M8T~ªLHBßà$ l¶L6üCTU16�FB_j$]jgátC;s

>BVÆC\7LVÆSSSI 

!ãâLB>Bã$T(Æ3@F(º¸�@P�L�¥I�N`�vãË1K>@F�¤1��FsFMEqºI 

û�CHBI�tL��ÿþê!DUí1:q�:CHBLmJ�ItchWã;�!;$]}ã?;U!~$ |

ív!¥K}SSSzLû8T~>ä<$:|{ª1»�F'Ä;qI 

! ä<1�nF_kj2MbCtIKL,WhdgÐÆ$ínEv4(ÆI´{3>q�WtchÄLåæ1«

�qIé8&30×»>��1�n�El$tch>C�HBµN¿\;ÜNJ�H@;�@@Fs_tch3

N�FBs>j"E_  “ç_B×#”zECÒ�FeêHq

“�”Jh@E>BI 

! ! (ÐWÐè1é;×GEFBqIKEW÷ºL¯°LêB

SDu¢>BhLJ�tch1ÞqÌN`dC$ «È;�L"

#$(ÐLÐèC9õ»3Þ�Fh�êW�,>hLhH�>

hLh$¢ö>hLhT�FMqI (ÐûLz��í~!;;

|ív!¥K}C;sEv$ë_Xë@I 

! tchWfFBqI�{~&3WCnvCMmnL`�Ci

�_I@J@$�{~ì÷3w�FH(�I 

íDUíWî�Fh>n>@I zK;tchC()@_ËW$

'ïí}Lð?WñBF¦FqmnL�¤1��FBqËIµ

¶WÈkE>BI0 

! �+uò+LóôCþ�FBqC$¨ßé+&3�{~ì÷

1¿\@FBq¯¸;iqIZõoLÌ3P»ö�@3>qI

Z'oö@MFº1ìHIº1ì@F�_J�_Nï!;xH

18íóI �«+"L�¿CDJ�>MF$�BC÷j÷�F

A¹1ìøIXYÁÞ3wjæL2Lùbº1ú¿SSSIK

y>ËäC�H£qI 

! ö@BhL1¥qÌ>��:|Gh¦FqI 

��u¤LÌ3û¶1énqI��u¤LÌ3û¶3üHqI

��u¤LÌ3$1ý[HI 

! Æ<()L�C°;¥mJ�+¤WþklÆ<()1�nE

v³BN��q¦?Cþ�FBq�@BI 

KEW�:|GLíÿhHBIÆ<()WG�Nd3ÆsF�

_?C$�Bhxlü03f^kE_13��DEq¢shL

LWlI 
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!þ!}u´8!v!$MsKhj1Ú¾3fFs_iqºL?;W$CJl3Æ<()1�nwdN��$ !

/Ú1ÚBFMEq´"ûb>j×¿b1#H|ív!¥K}»L«Èu|}h×#Hq�@BI 

!�¤Wnd>j$$H>j$G�Nd3%ClNh¹3TqI�¤CiEv&'>a(h¹3TqI zLa(

WoW�¤;T�1¹3TEFB_jSSSIøù;³B)�L�/3h*�qI;h$h@J@_�í¦*+SSSI 

ö@BhLW¹3Tj$2s_BNK�3W2nqImJ�§�Æ<ho,IzLá;�«3-�qtchSSI 

�L.e1Ms_MFÎKH��>ÂÔ2�I 

8H}7K}$7íþí}$¥K}¯°ÄLMsKhjI 8T~>¯°1¦F�!ó¾~¯°L´QwD3c�

/j�JqLJI 

 

(`;`d>�0N$@iBL¯°IäDäõ;H�$@>C�ÆsFBqIKL¯3×#HqhL1¹3BE

q�¿WBM�;hiqI@J@$KL¯3HBhLWcy>3`Î@FhäD;RjgD>nEv>�>BI 

! ! “ºwjZM]j_B”“ºwj«M>j_B”“º3W��>B�1�B_B”“´L41+"@_B”“·G;3

HBGLL�Akx$ É1#@_B”SSSIKE�WºJ�ndËWÁ@BIäDCcEmnu�_JC£±

;iqIz@F$“cEmnuqJ”W¹º¹ºL�:|G;iqI 

�:|G1énFho";s>BhLW1©Øõ;W>BJIzEW2M3�qJ$Ëð³M¸nqJIy4A

5�j~BI 

 S·�M®3Hq´L67LÂÔI 

äDL¿\J�HqN$´Cä�@_X&uzdªQ_ÓYN`dLW$äDNÈsA�_Xu$ ºNðð;\

1s�n_X$6BW´1s�n_X;iqI<�Lss6bÚ;hzE1#�»³q6üLÒ;h>BI ï!

;~!;LXL��LÒ7u$\78AK�í#!~>cLÆ7N(\N>�F2d<�$6BWS<�u9Ù

L4;#3s�J�_XI 'ii@>DB$Kd@>DB0N`d�;W>M$äDLB>BX3>�CÏq3

äD3�BF?@AB1@FBqL1æ�@_X>c;iqI 

 

�A»>ÂÔC�H£FTUmn3Ñ¢1:�FBMLWÁ@BC$TU3V@F`�v$「主要5教科」に対
して「副科目」と呼んだり、 ゆとり教育の中で実技系授業が無くなるのは、拡大解釈するならば「美術の授業を

するぐらいなら遊んでなさい」 「美術の時間を取るぐらいな
ら受験勉強しなさい」と言っているのと同じではないか。 K

EW<FLTUV�?3N�F¨¦3É@Bg�Ë;ij$

TU$ûU�IL;<1ªQDxqI tchL<�È»GÐ

©1=HKN3h�`;iqI 

!!´L67N`d¢3�BFhÊÂ1ªQ[q1¥>B@$ 

TULßàLXmnÅ!|!3>EqtchWû�DEq

�1[�_GGN>qLm�dJI H#:K�>y~Gu?

|8�K}WX3W�,mN�dC$( >M@_hL1�

©HqLW_uHBË;W>BI 

! 美術は単に道具の使い方や色彩感覚、立体感覚以外にも、
必要な情報を取捨選択する能力や1つの物事を多角度から捉
える能力も養う。 cL½¾í~3h`�qË;WiqC$ T

UCrs>tch3N�FW@LûL�J�ABLäjå

·G;hCTUN`dC1¡@FfqKNC;sqL;i

qI 

! 我々は子どもの可能性を排除する方向ではなくて、より広
げていく方向でギリギリまで議論を重ねなければならない
L;W>Bm�dJI 
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25、中学校時代を振り返ると 

築山有城（つきやまゆうき） 29才 アーティスト 京都市 

http://maszo.exblog.jp/ 

tTUzut¾UzLßàCrsm�_rW$úÍ�úLVÆ3hÇÙ1��_ITULCVÆW$�mLT÷

Ï�@M$÷(X¸3iB_äDL¹LwKuí1��FsFßà43D¢@FME_IKLg�ËWn�Kd

DUK#m�_IäDLwKuíCiGj3hêYm�_J�mItdk�«d�G�«zN��_KN1wM

N�FBqI 

CVÆWÌE@FBqr3t�-HEv$?Ð3V�>MKE��BWinqwd3>qzN-J3`Bú�F

6¸1M3HqL;i�_IrWzEo�CVÆ1ïðLG>[@;fqwd3>�_I6bÚ>c<MÀk@
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こういった師と思えるような人物との出会いは、特に10代・20代
で極めて重要であるI 

 

26、未来を担う子どもたちのために 

生田望美 女 １９歳 大学生（北海道教育大学釧路校 教育内容・方法専攻） 
! rW·$÷(;67LW«1@FBGHI 
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h_·Wとても満足そうに完成した旗を見つめていましたI 
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16�FMEG@_I自分と向き合い、試行錯誤して作品を作っていく中で、自分を知ってほしい、
見てほしいという気持ちがうまれていきました。g�»C�_RºWJnC�L>BhL;$·;h
÷è3��FBGHIz@F$r3äD1+"HqKN16�FME_VÆ3$´J�ªQ@FBG

HI 
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nqKN1´J�¹�FBGHI 

 
 
 

27、高校生の意見も聞いてください！美術をなくすことは絶対反対です 

菊池はるか １７歳 高校生 北広島市 

最近の子どもは自分を表現するのが下手と思いま
す。 

美術っていうのは、自分を表現する教科のなので、
いると思います。筆の使い方がどうだとか、色がど
うだとかそんなことじゃなくて、自分を表現する教
科だから大事だし、これができる教科は美術だけで
す。 

 中学生のときに自画像を描いて、自分のことをよ
く見ました。自分を見ると他の人のことも見えてき
ます。このような体験は全員がするべきだと思いま
す。こういう大事な教科だってことを意外と大人の

人のほうがわかっていないんじゃないかなと思います。 

 美術の時間が減るかもしれないと知って、絶対になくさないでほしいと思いました。 

 

28、日本はいったいどうなってしまうのだろう 

川名 義美 男 ４９歳 中学校・美術科教員 江別市 

 

日本はいったいどうなってしまうんだろうと不安があります。 

 現場で，総合の時間などに，ふと「もったいないなぁ。」と思ってしまいます。「この時間を美術
にほしい。」と真剣に思います。 

 学校教育の美術の領域には「表現」と「鑑賞」があるわけですが，指導要領では「鑑賞」の時間を
増やしなさいと言っています。確かに鑑賞の力は生涯学習的に見れば，とても大切な時間だし，私も
そのことは，十分解っているつもりではいますが，実際は美術の時間を削りすぎて，もうこれでは「表
現」に十分な時間を割くことができないので，比較的短時間の題材設定が可能な，「鑑賞」に力を入
れているように思えてならないのです。 

「鑑賞」ももちろん大切ですが，小学生，中学生の時期に十分表現活動をさせておかないと，本当に
偏りのある，不完全な人間ができあがってしまうと思うのです。そんな人間にこれからの日本を任せ
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られるでしょうか？私は不安でたまりません。「表現する教科」から表現を削り，今度は教科自体を
なくすようなことで良いのでしょうか。 

 

29、美術という教科が何故中学校で必要か 

飯田成子 中学校美術教諭 埼玉県 
 

中学校で美術を教えて２３年になります。 

実は教員になりたての頃は、毎日の授業や部活動をこなすことで精一杯。 

「何故、美術という教科が中学校で必要か・・・」などと真剣に考えたことはありませんでした。生
徒が多い時で１学年８～９クラスあった時代です。美術の教員もひとつの学校に２～３人必ずいまし
たし、お互いに色々、研究しあって指導内容について検討したものです。生徒達も楽しそうに授業に
参加していたので、「何故、必要か？」などと疑問も持たず授業をしていたのだと思います。 

 しかし、徐々に「ゆとり教育」の教育課程に変わり、総合学習が入ってきて大幅に美術科の授業が
削減される時に容赦なく考えなければならない時がきました。他の教科と１時間２時間をしのぎ合う、
毎日議論が交わされました。 

丁度、その時に異動した学校は所謂るエリート校、帰国子女も多く、両親のほとんどが高学歴、都内
にアクセスの良い好立地、マンションの中にある学校でした。 

そこで初めて異変に気づきました。有名私立高校に楽々と合格できるような生徒がたくさんいたので
すが、何故か美術嫌いが多く、「美術なんかやったって受験に関係ないじゃないですか」と平然と言
ってくる生徒がいたのです。 

「めんどうくさい」「かったるい」・・・・・ 

塾付けになっている彼らにとっては美術の時間は友達とおしゃべりしながら息抜きしたい場所だった
のです。 

作品に集中している時は私語など出るはずがない・・と思ってい
た私の授業観はまさしく崩れました。 

異動した当初、同僚からも、「この学校で美術を選択したいと思
う生徒は少ないんじゃない」と言われショックでした。 

その時、生徒を惹きつける教材とは何かたくさん悩みました。 

 そして「美術の必要性」を改めて考えました。 

それから、１年生の始めにこのような話をしています。 

「自分の考えや感じたことを相手に伝える時、言葉というのは伝
えきれない事がたくさんある。例えば、相手が違う国の人である
とき、違う時代の人である時。 

自分の考えた事感じたことを相手に言葉以上に、国を超えて、時
間を超えて伝えることのできる事が芸術であり、美術は視覚を伴
って表現すること。 

 無限の形、無限の色を使って自分らしく表現する。それは人間
にしかできない尊い行為であり、それをしないということは相手
と人間らしいコミュニケーションはとれないということになる。 
人間は一人では生きていけない。だからコミュケーションの手段、
自分を相手にわかってもらう、相手のことをわかろうとすること
は社会で生きて行く上で必要である。当然、小さい時からその学

中学校３年生が、一人一人が自分のおか
れた状況や夢や希望を表現しました。
思春期のこの時期に真摯に自己と向き
あうとこに、大きな価値があると思い
ます。義務教育の集大成です。 
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習は必要である・・・と 

けっして、上手く創ることが大切なのではない、自分の好きな形や色はどんなものだろう、相手は何
故このような表現をしたのだろう。そういうことを分かるようになることが、国際社会で活躍する君
たちにとって、とても必要である。 

また、「自分は何者か」と義務教育最後の中学校で考える事は、生きていく上でとても大事なことで、
美術ではそれを直接、深く考えられる時間である。」 

 

それでも「何故、美術を学習するのか」この疑問を持ち続ける生徒はいるでしょう。 

そんな生徒には 

「今、求められている人材は、いかに新しい発想で仕事をこなしていくか。 計画的に効率よく、ま
た、丁寧に責任を持ってできるかが求められている。どんなに学力が高くても、発想が貧困だったり、
いいかげんでは、すぐにリストラされてしまう。発想力、計画力、実行力、責任感、そういった能力
すべてがつけられるのが美術だよ」と言っています。 

 

まだまだ私自身、中学校の教育課程で美術の必修が残ってはいるものの週１時間しかない悪条件の中
でいったいどんな力が彼らにつけられるのか疑問はたくさんあります。 

しかし、学力偏重社会になっていくことが、恐ろしい日本の末路につながっているような気がしてな
りません。 

私自身、美術という教科がなかったら、自分をいかせる場はあったのだろうかと思います。そんな生
徒はたくさんいます。 

美術という教科が日本の教育になくてはならないものと気づいてほしいです。 

 

30、自己を見つめる貴重な時間、そして… 

Z°ÜA! �ÜÝ! 4(ÐTU6¿! ×ª³! ×²R$ 

 

 今、中学校３年生の授業で「命の形」という抽象彫刻で小さな石を彫っているのですが、彼らなり
に一生懸命石を彫っている姿を見ると尊い姿だなと思います。授業の中で１週間に１時間子どもが命
のことを、ふと考えながら、美しい形を自らの手でつくり出そうとしています。 

 一般の方々には美術というと、上手に描いたり、つくったりするための時間と思われがちですが、
全国でこのような授業は多数されています。 

とりわけ３年生で自画像に取り組むことが多いのですが、
描く事を通してじっくりと自己を見つめることになるわ
けです。 

思春期の難しい時期にこのような授業は他の教科ではあ
りません、あるとしたら国語でしょうが、受験の方がどう
しても優先されてしまいます。やはり中学生が自分につい
て考える、自己との対話をする、この時間は外せません。 
選択教科にしてしまえば、これは一部の生徒の体験でしか
なくなります。生徒全員が取り組んでこそと思っています。
美術は単に「癒し」とか「趣味」の世界ではありません。
自己を見つめる貴重な時間でもあります。たとえ、それが
大人から見て稚拙と思われる表現であっても、誠実に取り



 32 

組む姿の中に大きな価値があります。この時間を無
くしてから、あとで大事だったと気がついても遅いと思うのです。 

 

例えば子どもが自画像を描いていてこんな言葉を残しています。「描いているとき、どんどん自分に
素直になってく感じがした。なんでかは、未だにわかんないけど。」「他の人の作品を見ると、その
人の気持ちも伝わって来た。」 

 自分も他者も大事にする心は表現と鑑賞の活動の中によって養われていきます。それはテストの点
数などでは示すことはできません。 

 ここに述べた事は美術教育の果たすべき役割のほんの一端にすぎません。ひとつ加えておきます。 

 人類が発展してきた、そのひとつにモノを創造してきたという事実があります。 
そしてそれらのものはすべて人間の手によって、より美しく、より使いやすくデザインされてきまし
た。 
人類が発展してきたその基盤となるモノをつくるという行為こそ教育の中で大切されなければなりま
せん。国益として考えても絶対に必要でしょう。今の日本もこのモノづくりの力によりところが非常
に大きいはずです。 
 つくる喜びは実際の体験の中でしか得られないものです。自分の手によって何かをつくり出す喜び
の体験がよりよく生きていく活力になっていきます。その基盤となる体験は図工美術教育の中で育ま
れていきます。 

 

31、未来に生きる図画工作・美術は宝箱である 
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www5e.biglobe.ne.jp/~roomtama/zukou-circle/zukou-circle000.htm 
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って、いろんな宝（素材、題材、作品、たしかな学
力、豊かな人間性、国際化・・・・）の入った宝箱
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http://www5e.biglobe.ne.jp/~roomtama/ 

近年「鑑賞教育」の充実から美術館と学校の連携が進ん
でいます。単に美術館に子どもを連れて行くということ
ではなく、美術館の積極的活用方法を美術館と小中学校
の教師が共同研究し成果をあげています。 
授業があって、その期待から美術館へ足を運ぶ。このよ
うな授業は生涯教育の基礎を培うという視点から考える
と芸術文化に親しむ国民を育てていくことになります。 
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32、すべての子どもに美術教育を 

土屋正治 45歳 美術科教諭 北海道 浜頓別町 

 

 豊かな文化を創造し、民主的、平和的、国際的な社会の形
成者の一員を育てることが、学校教育の大きな目標であるこ
とは、ご承知のことと存じます。 

 この目標を達成するためには、あらゆる教科を通じて生徒
一人ひとりの自己実現を図るとともに、集団の一員として、
他者を理解する能力も育てて行くことが重要です。 

 この点において、美術科も重要な役割を果たしています。 

表現や鑑賞を通じた創造的な活動は自己実現のためだけでは
なく、他者への共感性や理解の能力も育みます。 

 

 人格形成を図る上で、発達段階においても重要な時期であ
る中学校３年間のすべての学年において、すべての生徒が美
術科の学習を通じて創造性を伸ばし、豊かな人間性を育む機
会が与えられることを、今後とも切に要望いたします。 

 
 

33、芸術教科は学校教育に欠かせない 

濱本賢一 ４２歳 中学校社会科教師 北海道 北広島市 

中学校の社会科教師です。芸術教科は子ども達の感性や個性を高めるうえで、大切な教科であり、学校教育の中
で欠かせないものです。これら芸術教科を学校の中から削減していくことに反対します。またその大切さは日頃
の学校の現場を見ていただければご理解していただけると思います。 

 

34、図工美術とはこんな教科ではないでしょうか 

木村伸仁・４０歳・中学校美術・北海道 

・表現方法を学ぶ教科 

何かを作ろうと思ったとき，自分流でできなくはないでしょうが，自分の方法以外ことはできません
から，自分の知っている方法以外の方法を学ぶことでいろいろな選択肢ができます。こういうことを
やりたいからこの方法でやろうという選択ができるようになります。 

 

・ 直感的・全体的把握力の育成を図る教科 

美術を学ぶことによって，ものを全体的にとらえることができる。全体機な印象のとらえは，造形的
な感覚（色と形）で行っており，その力を育てています。スケッチの必要性も同様。百聞は一見にし
かずということわざもあります。 

 

・美の創造性を磨く教科 

 日本のマンガと日本の土偶。それをヒン
トに中学生が「自分の夢や希望」を形にし
ました。 
 この活動ではユーモアが加わる事で自己
肯定感を引き出しやすいものになっていま
す。また作品を通してのコミュニケーショ
ンの力をつけていくことができます。 
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デザイン構造，人間は生まれて死ぬまで色と形に関わっています。
言葉と違い，万国共通で，直感で伝わります。茶碗を選ぶ，ネクタ
イを選ぶ，など自分のファッション自体が色と形であり，自分に似
合う色や形を選択する美的センスを鍛えることは，生涯生きていく
上で必要な力といえます。 

 

・文化・人間理解を進める教科 

芸術文化はその国や民族のアイデンティティや誇りです。軍事や経
済は強弱がはっきりしています。つまり勝ち負けや優劣がはっきり
見えます。しかし文化は少数の国や民族のものでも，大国と呼ばれ
る多人数の文化も価値は同等。芸術文化こそ，真の国際理解に国際
協力に通じるものでだと思います。それを理解する教科です。ピカ

ソのゲルニカなどの作品は，時代背景やピカソの心情を理解しよう
とすることで命が与えられますよね。 

 

・ 発見する教科 

描くことによりものを見る力を育てることになります。また，もの
の見方を発見します。例えば描いてみて初めて，木の新芽には赤い
ものがあることを発見したり，ボールの陰の一番暗いところが必ず
しも光源の正反対の方向ではないことに気付いたり。また，木の形
は幹，枝，葉だけ？ 鳥が見たらどう見える？ 虫から見たらどう見える？視点を変えることで違う
見方を発見したりします。 

 

・創造性，創造力を育てる教科（創造性は図工美術だけ） 

 図工美術以外の教科の指導目標には「創造性」または「創造力」という言葉が入っていません。音
楽にもありません。指導目標に入っていないということは，やらなくていいということを意味します。
ちなみに指導要領に，かろうじて「感性を育てる」という目標が入っている教科が，図工美術，音楽，
高等学校の芸術だけとのこと。遠藤友麗氏（前文部科学省教科調査官）の講演を思い出しました。 

 

35、義務教育にとって図工・美術科は，なくてはならない教科 

 

柿崎雄二・３９歳・小学校教諭 

 
 図画工作・美術科は，子どもの成長を願い，長い目で見守ることができる。（生徒指導担当が，図
画工作・美術科教師に多いのは，そのためでしょう。）子どもは，自分の想いや願いを色や形に託し
て表現する。教師は，子どもたちの作品の見方を深めることで，その子の内面や成長を感じ取ること
ができる。 

 まさに，感性を大切にする教科である。 

 ある研究大会の分科会（幼小中連携部会）でのことである。その分科会のテーマが「幼稚園・小学
校・中学校との連携によって相互によりよい成長を図る特別活動」であった。その話し合いの中で，
次のようなやりとりがあった。 

 先人の築き上げてきた文化遺産の
価値を知識としてだけではなく、感
覚として大切に受けとめられる国民
になってもらうためにも、図工・美
術教育の果たす役割は大きいです。 
 知識だけからは、この尊さの類推
は難しいでしょう。 
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ある中学教師は「小学校の集会活動を見て，態度が立派なのに驚いた。中学校では，生徒が真っすぐ
並べない。」という話をされた。その中学校では，体育館にきちんと並べるように，最初から椅子に
座らせるとのことだった。  

 中学生が整列できないというのである。 

また，「小学校では，中学校との引き継ぎの時に，子どもたちの問題を隠してしまう傾向にある。」
というのである。入学してから問題行動が起きると，小学校でも問題があったことがわかるケースが
多いとのことある。それに対して，小学校の先生は，「卒業生のこれからを考えると，そういう目で
見られてしまうことが心配で，どうしても引き継ぐことができない。」というのである。（そこには，
幼稚園の先生は，一人も出席していなかった。） 

そして，小学校を立派に卒業した子たちが、中学校に入学すると，「そんなこともできないのか。」
と言われることが多いそうである。たとえば、忘れ物やチャイム
席など，小学校では「できていた」ことが，中学校では「できな
くなる」ようである。これは，どの中学校でも，数十年前から言
われていることのようである。（もちろん，幼稚園・保育園や小
学校において，長い間，学習に対する基本的な姿勢をしっかり指
導されてきているはずです。） 

実は，同じことが，幼稚園・保育園から小学校へ入学してきた時
にもあてはまる。（このことは，意外と中学校の先生方は知らな
い。）年長組で何でもできた園児たちが，小学校入学すると不安
定になり，安定した学校生活を過ごすができなくなるケースが見
られる。 

 これは，どういうことなのか。 

 ここで問題なのは，小中学校の教師間に「子ども観」の相違が
ないかということである。幼小中が互いに批判し合っては，連携

は生まれないと思います。連携するためには，互いの子ども
観を理解しなければなりません。 

幼稚園・保育園は，保護者の元を離れたばかりの乳児・幼児
たちの集団です。何から何まで手がかかって当然です。そこ
では，自立のための基礎が養われます。子どもたちは，幼児
期から少年期へと成長するのです。 

小学校の６年間は，義務教育の基本的な学習態度や社会性の
基礎が，じっくりと培われます。個人差があって当然です。

たとえ，幼児期に学習したことができなくても，もう一度やり直すことで，以前よりも早く身につき
ます。例えば，自分の身のまわりのことが，あたり前にできるようになります。 

中学校の３年間は，思春期の入り口にあり，心と身体が急激に変化します。生徒一人一人に自我が芽
生え始めます。そのため教師は，一人一人の生徒に対する指導で悩むことが多いと言われます。 

 それぞれの学校・学年によって発達段階があり，「発達課題」の違いがあります。 

 一人一人の子どもの成長を見つめることができる教科があります。 

それが、図画工作・美術科です。私たち教師が，子どもの作品を深く見つめることで，その子の内な
る心やゆっくりとした成長に対し，温かい目をもつことができます。造形教育の大切さを理解しよう
とする教師は，幼小中，個々の子どものもつ発達課題を理解しようとすることができます。もしも，
この大切な教科を義務教育でおろそかにすると，子どもたちの心身の健やかな成長にとって，よい影
響はないと確信しています。 

さらに言えば，義務教育にとって，図工・美術科は，なくてはならない教科であると考えます。 

 他の教科と同様、毎年全国各地で図工美
術教育の研究大会が開催され、授業改善に
役立っています。 
 長い歴史にものは50年を越えるものもあ
る。また地域で地道に活動を続けているも
のもあり確実に成果をあげています。 
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36、義務教育において図画工作・美術が必要な理由 

庄子 展弘 男 ３７歳 中学校教諭 北海道旭川市 

P!};T!}! http://nobush.exblog.jp/ 

 教職１６年目の中学校の美術教師です。私はこう考えます。 

義務教育を通じて育てていくのは将来の日本をしょって立つ主権者である国民である。そのために必
要な教育を義務教育の中で行っている。それぞれの教科がお互いに補完しあって心身共に健全な、社
会で通用する立派な人間（大人）になることを目指している。数学には数学の良さがあり、国語には
国語の良さがあり、図画工作・美術にはそれ独自の良さがある。図画工作・美術だけで一人の子ども
を立派な大人に教育することはできないし、数学だけでもやっぱりできない。お互いの教科が絡み合
って複合的に影響しあって、子どもが少しずつ成長していくものだと思う。 

 どの教科でもそうだが、すぐに成果の現れる面と、ゆっくりと時間をかけて成果が認められる面が
ある。九九の暗唱ができる。漢字が書けるようになる。理科の実験のやり方を覚える。絵の具の使い
方を覚えるなどのことはすぐに成果に表れる事である。九九を覚え、計算問題を解くことを繰り返し
て論理的に思考を働かせるようになったり、文章の読み書きや過去の名作を味わったりすることを通
して正しい日本語の使い方ができるようになり、日本人の心の機微を味わえるようになったり、予想
を立てて物事を考える科学的な思考ができるようになったりしていく事などは、すぐに成果が出てく
ることではないが、社会で働き自分の人生を生きていくときには必要となってくる力である。美術以
外は専門ではないので説明に問題があるかもしれないがそんな風に考えている。 

 では、図画工作・美術の育てる力とはどんなものなのだろうか。 

 私が中学校３年間の授業で生徒達に常に言っていることは、「自分のこだわりを追求すること」「納
得のいく作品を作り上げること」です。そして、その結果できあがった作品は「みんな違ってみんな
いい」です。 

 

 生徒達は、３年間で様々な素材や技法に出会います。小学校で使わなかった透明水彩絵の具やコッ
トマンの水彩紙。木材会社で挽いてもらったザラザラのセンの木を小刀で削ってつるつるにするペー
パーナイフ。アクリルガッシュで平塗りするデザイン。ドライポイントで表す自画 

像。自分でテーマを決めて社会に向けて想いを伝えるポスター。高麗石を削って創る抽象的な表現の
石彫。 

単なる木や
石、紙と絵の
具が他の人
にはできな
い、自分にし
かできない
作品となり
ます。だれも
自分の代わ
りに創るこ

 この写真は教師の研修会の様子です。ク
ラス全員の作品をもとに、授業のねらいと
こどもの学びについて討議し合います。 
 他教科でいうとテストの結果の分析にあ
たるものでしょう。 
 しかし、ここで大きく違うのは子どもの
思いや姿についてもどうであったのかも話
し合われることです。 
美術教育には二つの側面があるとも言われ
ます。For ARTとThrough ARTです。 
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とはできない世界に一つだけのオリジナルの作品の数々。 

中学校３年間でのたった１１５時間の美術の時間で一体どれだけのことができるのか。思春期という
不安定な中学生のこの時期に美術を通して自分と向き合い、表現していく教科。学年が上がるたびに
表現の自由度も増してきます。それだけ逆に難しく、しかしその分完成したときの充実感や満足感は
それこそかけがえのないものとなってきます。自分で自分の良さを実感できる教科。すぐに成果の現
れる面としては、色と形と素材とどう格闘して作り上げたかというその作品の質ですが、本当に育て
たいのは生徒の心の中の情操面だと思っています。自分にしかできない自分なりの美を目指す心。自
分なりのこだわり。また生徒同士、あるいは過去の美術作品の鑑賞を通してのお互いの良さを認め合
える心など。それらはじっくりと育っていく面だと思っています。 

 １９５３年にジャン・ジオノという人が書いた「木を植えた男」
という話があります。一人の男が何十年もかかってドングリを植
え続けて森を作り上げるというお話です。１９８８年にフレデリ
ック・バックという人によって色鉛筆アニメーションとして公開
されてもいます。パック自身もたった一人で何年間もかけて何万
枚もの絵を描き続け片目の視力を失うという犠牲まで払って制
作したものです。まさに木を植えた男そのままの努力とも言えま
すが、教育とは単なる目先の受験だとかテストの点数を論じる前
に少なくとも１０年先を見通したスパンで考えるべきだと思い
ます。将来の日本はどうあるべきなのか。そこを考えるべきだと
思います。単純に他の国との比較で相対的に順位が下がったから
といって方向転換するのは間違いだと思います。 

 本来日本人は手先が器用で繊細、四季を通じて自然に親しみそ
の美しさを味わい、色の名前もたくさんの種類を使っていました。江戸時代にはヨーロッパをあっと
言わせた浮世絵の大胆な色遣いや構図、動物を生き生きと表現する写生（「生を写す」の意）の表現
など世界に誇るべき美術文化を持っています。今でもアニメーションの分野などで世界に対してもそ
の文化が継承されています。そう言った精神性や文化を後生に伝えるためにも美術は必要だと思いま
す。 

 また、現代の環境はどんどん自分の手を汚さない環境になってきています。遊ぶのもバーチャルな
仮想空間。ゲームやパソコンなどボタンを押したり、キーボードをたたいたりですんでしまう事が多
くなってきています。実際に外で遊んだり、転んですりむいたり、けんかして痛い思い 

をするなんて事も減ってきています。だからこそ、図画工作・美術において自分の手を絵の具や粘土
まみれにしてみる経験が必要だと思います。小刀で指を切って刃物の使い方を覚えたりする経験を家
庭ではなかなかできないでしょう。それこそ、人の痛みを想像できない人間になってしまうのではな
いでしょうか。中学校に入学してくる生徒に毎年「カッターで鉛筆を削ったことのある人は」と聞い
ていますが、その数はこの１６年で減ってきている傾向です。そして実際にカッターで鉛筆を削って
もらうとやっぱりうまく削れない生徒が多いです。このままではいけないと毎年強く思います。 

 中学３年生への最後の授業はこんな言葉をかけて終わります。「なぜ、美術なんか勉強するんだろ
う？」と思ったことがありませんか。本当に人生に美術は何か役立つのでしょうか。確かに絵が描け
なくても生きていけますし、木を削れなくても普段の生活には困らないでしょう。 
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もしあなたが新しい品物（たとえば携帯電話）を買うとき、あなたは機能や価格だけで判断するでし
ょうか。多分、その形や色も含めて自分の好みのデザインのものを選ぶと思います。効率だけを求め
た世の中なら、色も形もどうでもいいでしょう。素材のままで色などつけず、加工 

しやすい簡単な形で、安くて使えれば事足りると思います。しかし、人はその日の気分によって服装
の色を決めたり、思い切って部屋の模様替えをしたり、時には絵を見て心を癒したり、実際に手を動
かして何かを表現していきます。美術がなくても生きていける。でも、自分なりによりよいものを表
現しようという意識を持っていれば、より豊かな人生を生きていけるのではないか。そう思っていま
す。この３年間であなたが作った作品を思い出してください。ただの紙や絵の具、木や石というもの
が、あなたという存在を通して世界に一つしかない価値のある作品を作り出したことを。 

 中学校３年間の１１５時間で蒔いた種がいつか森になることを祈っています。 

 

37、図工・美術教育の大切さ 

板橋利行 ３８歳 男 埼玉県 小学校教諭 

 義務教育期間は、様々なことに挑戦し、経験し、そこから多くを学び、吸収していく時期だと考え
ます。浅くても、広く学んでいく中で、自分を見つけていくのだと思います。多くの生徒が、中学卒
業後も進学する世の中ですが、それまでに、夢や目標に近づけるようにあるいは、将来に向けてより
よい生き方ができるよう、たくさんのことを経験しなくてはいけないはずです。その「たくさんのこ
と」の「バランス」も重要ではないかと思います。 

 学校の限られた時間数の中で、教科のバランスは保てないものでしょうか。現在の図工・美術の時
間も個人的には少ないのだとも思いますが、義務教育期間だからこそ、全員が取り組み、力をつけて
欲しいと思います。 

 

 先日、秩父市で行われた「郷土を描く児童生徒美術展」を見に行きました。会場はたくさんの親子、
家族で賑わっていました。その会場に「応募点数４３２，３３４点」の表記がありました。テーマが
同じでも、描いてる場所が同じでも、表現技法が同じでも、同じ作品はあり得ませんよね。なぜなら、
「作品＝自分自身」だからです。 

 図工・美術で身に付く力は何でしょうか。端的に言えば、４つの観点にある資質や能力ということ
になるのでしょうか。「うまく言葉にできないけれど、教科なんだから何かしらあるだろう」という
のが保護者や一般的な考えのような気がします。ここが弱い部分かもしれません。 

 実際、表現や鑑賞の活動を通して、考えたり、感じたり、発見したり、共有したり、試行錯誤して
つくり上げたときの児童生徒の喜びは、何物にも代え難いと思います。それは、得意不得意関係なく、
その子にとってかけがえのない時間であり、経験であり、これらの活動を通して、他の教科では得ら
れない知識や技能が身に付き、感性が育まれるのだと
思います。また、これらは、授業で行うことが大変重
要だとも思います。それは、友達とのかかわり（環境
も含めて）が学習を深めるからです。（これは、他の
教科と同じかもしれません。） 

 どの教科においても、「わかる授業」が大切です。
図工・美術において「わかる」とは、「発見；気づき」
だと思います。単に知識として教え込まれるのではな
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く、体感しながら獲得していき、自分で表したり味わったりしていくことは、この教科の大切な部分
だと考えます。 

 最後に、現在「つくりだす喜びを味わえる学習指導の研究」をさせていただいています。まだ、研
究半ばではありますが、子ども達一人一人が主体的に学ぶことで確かな学力を育めるように、微力な
がら努めていきたいと思います。 

 

38、今、子どもたちに本当につけさせたい力は？ 

北條孝行 37歳 小学校教諭 北海道稚内市 

OQSTULXYC\�DEqJh@E>BNËsG@_IÇ`3�`;H« 

! '(¶ëX0CovEq4$�ê�JL671O�@wdNHq�sCæå�wd>ðC@GHI

®�'(¶ëXý0Ls�JnN>�_ＯＥＣＤの調査;h¥ðLtch_·C?BNDEFBqL
W$+"¶;i�_j$./¶$��¶LSD>L;HIKE�L¶Wo�½�ÀL67mn;W@

@F�nqKNW;s>B$��>D=;'A»3�nFBMhLmN�BGHIzdBdeÙ;h

OQTUW·MJ,EDEqKNWi�Fh$ýEDEq>cNBdKNW���E>BKN;HI

他とのかかわりを築いていけない子、自分の気持ちをうまく表現できない子が増えてきているこの頃、
子どもたちを心豊かに育てていくためにも情操教育は欠いてはいけないhLN�BGHI 

! �¨$OQTUL÷èD1��qKL]�C÷s>dßjN>�F$OQTU67C·MD�3p

oDEFBMKN1«M¹BGH«« 

 

39、『美術の時間が足りないよー、という生徒の声』 

qÔrst_Ý! 4(ÐTU6¿! ×ª³tE�!  

jÆu¬http://somethingt.exblog.jp/ 

tTULXYC6j>Bwztx�JMðDCL�Fs_L3…h�Nuj_BztTUC>M>q

>yFij�>Bzh>c$tch_·CB�h=Hq`æ;HI()?3B_�FWtOQuTU

C>M>�_�äÍuhL1fq¶NJ$zdBdKNL'°@��0NJcK;6�qy;@ød

ßC'ANJ^NjNJQvcd3h>�>B;@ødzt(1L�L�1zdBd�SÀNJÜN

JWËBFME>B;HJ�zN`kEGHI 

! %&()*+,-./3Èn_�sL4;4(ÐTU

bL`a6bINBdKNC`kE$zLeOHqhL

CB�_B>y;iqLJI(Ðgh¥-3adßàX

ZL[\$h6bLpoL_�Lû\Ó6bó´3TU

67ô;LwxAkx»>y¿Iz@FtÆsq¶zL

�LhN3$'A()$^Nj67L+TDE$D�3

zLwxAkx3zPCJJj$今『低学力論』という
論点が偏った見解の中で先行@$wj({Lwxikx
CDEwdN@FBqN@J��>BI 

! ¯°«7J���F�Fh$¥ðLûU3`Hq��

�u`�WÅ2L43iqIûU6bCtch_·L6

73N�FcEmnJ,;iqLJ1éê@FB>BL

;W>J�dJI�¥H�':;L'(Ð3�nqûU

67NÑÈ¶[ÇL_�LT%!~03wjûU671

 私達のまわりにある多くのモノ。これらのモノ
はすべて人間がある意図や目的を持ってつくら
れたものです。 
 その中で本能的に人間は美しい物を求めてきま
した。人類の発展は、この行為なしにはあり得な
いでしょう。こことつながるのが美術教育です。 
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(Ð67L�wNHqC`C>DE$�MLá�;WÑÈ¶7äL�B¹N@FûU67CüGí;

iqNBdéê3å�_67.�1��wdN@FBqI 

!Kd@_¯°L5EL43�BF$¯ýL�1JBM�q_�L�NM�»>&OL�C«.DE$

'\»>å�;��DEFB>BðC@F>�>BIûU67LzL��3�BF¡¢�E_'�I

ûU[Çÿð¿0L2�;'�IûU1ÑÈ@�|�@��I»>âãL4;ÆsqÄt1fgHK

NW�º�L_k�>B¹B;iqIG_��IûUW�º�LÑÈ©1W�M�…ó4,ô…KLw

d>�IûULM�C·M3�BFh_kqKN>M�´LJ><¶iq?:LÉä3N�FF�F

J,>e�1�·¸nqNÝ¤HqI0 

G_zL付帯決議には「七 小中学校における芸術に関する教科の授業時数が削減されている事態に
かんがみ，児童期の芸術教育の充実について配慮すること。」とあり、芸術教科の重要性を謳ってい
ることを忘れてはいないm�dJI 

tchL®¶uª�©$ºYN@FLËLSD;hiqzE�WûU6b;@J7�KNCg�>

BNB�Fh;`;W>BI 

! 'A()u^Nj67$Y6bÄL}~>c$B�B�>`�1���EqJN�kEqC$zd

@_nB;W&D3�dKNWg�>BI·( $67NW>y>LJ$·LX¸Ltch_·3N

�F$KEJ�L¯°1��FBMtch_·3N�Fðú3�,>'¶0CÜ;iqLJ1��F

B_ms_BIzd��Ev$ûU6b$´3OQTUL[\u`a>cNBdKN3W>�>BK

N3ð}JEqN�dL;HCI  

 

 

40、美術教育について 

村井さくら  もと家庭科講師 神奈川県 

! rW$sI+cgÐ;ãábLÛq1@FBG@_C$KLtv;$<Õ@G@_IzL(Ð3�

kCHM>�_KNhijGHC$zEwjHK@Q�Mju�F�_BKNCijG@_L;$X

Y»>�Û1HMHKN3@G@_I 

ãáb1:�F�Fh$TUNG�_MPQ;HI 

gÐ3$¾thãáb1(ym�C³BN$sIZ+2$�w3>�_LW$Ë¬>./;i�_N

�BGHC$zE3s·yN"�LãábL6qC���E>J�_LJh�EGxyC$�yñC

uyñ3$G_$�wh`aÄN$cycyîZ3[�E��ijGHI 

äÀJ�$6qC,�3���E>J�_J�NÚsG@_C$zEmn;W>M$なにか教育が痩
せているように思えてなりません。 

KKZ+W$½�í�!673h$rG@M>BNBdwd>"#CB�B���FsG@_I¾�

;(Ê3ãáb1(sN`dKNW$½�í�!1ÿ!N@FBqN�BGH@$zEWX¸»3h

£GEqÉ;H@$Æ73häÍ3�nTE�EG@_I 

! BG$ÜJ$67C�y;Bqwd>ðC@GHI 

4(;$��?L6bÚCv�@FBGH@$BG$67L÷s>�Cj�;W>B;@ødJI 
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rW$67W$�ê;W>BN�BGHI情操教育、人間を豊かにするLC67;$TULXYC[
�EqKNW÷B3ÂÔmN�BGHI 

 

 

41、図工・美術教育の意味 

中澤孝仁  小学校教諭 北海道 

 
!(Ð5¥-u^Nj67O�CovEFB_�O$ÞßUwJTW(¶ëX1��qIzLFY;Þ

6bY3WXZ1Ý(Hq¢Mu�|�~CÆQ$AÝ>()��æ�1�HKNC;s>B6bW

��DE��iqI 

! TU67húÍzL¸µN���EFBqITU67Læ»C��m�_J�Jh@E>BI"2

L()*+,-L6bLæ�L��C'LJ>«�1:d0NiqLmJ�TU67Læ»1t«�

67zNñ¿ònF@GdN$ÝJ3¯ýL5E1�HKNWÁ@BN��qI 

! 美術教育の主たる目的が『情操教育』であれば、他教科や道徳の時間によってその代わりを担うこ
とが可能と一般的には考えられがちであるJ�;iqIÝJ3LJ>«�1:dKNW÷èmNåh
C�B$OQSTU673�BFhP�;iqC$OQSTU67�äLæ�NW`�>BItÑÈ

¶zut+"¶ztª�©zNB�_`æhP�;iqI 

! zK;$OQSTU67;@J(¢>B,óWÜJ1AÝ3Hq�,CiqI 

! OQ67hTU67h$�äLæ»W'ÈÉ670;iqNrW��FBqI 

! ÈÉ67NW$ÈÉ,ó;iq'G0u'É0IzEN'ó8ª0u'EY0NB�_,ó1ªQ

:j$ndKNL;sqÿ!1:d67;iqN��qIzE^�色や形を扱う造形教育は、他の教
科では学ぶことのできない大切な学習;iqI 

! £±N@F��>�I1õ�HqKNC;s$zE1õ|HqKNhiq@$G_W��>+"L

³D1ªQ:qKNC;s$zKJ�+"?N@FLY?õ�1¥�EqKNhiqN�dIúÍ$

zKJ�LJ>«�C:kEqNh��qI 

 

! ;W$BJ3ÈÉ67W÷è>6b;iqLJI 

! T(Ðë(+&3�BF$tch_·Wð�L�ú>ª©N+"¶1�·¸nFBqI@J@$"

¸LÆ<3�BFtch_·C��>ó83aE$zKJ�ÜJ1ÑjgH�W¥¦Æ<L4;WÝ

(@3MBIzL_�$OQ67C>nEvÑÈ¶LhNN>q;i

�d�ú>ª©WzE1=�Hq�:h>M$G_��ÿþê!DU

íH!~3>q�:h>BGG$zL×#W�EFBMN�kEqI 

! T(Ðë(+&WGD3ÈÉL,ó;iq'GSÉSó8ª01�

�>+"<�L4;ndKN3wjzE�1N±»3ndÿ!1õ3

�nqÇrLX&;iqN��qI 

! T(Ðg(+&3�nqOQ67Wë(+&L¿\1�G�$ä�

L|U!½1ä�L��GuÉuó8ª1kBFwjN±»3+"@

_j$wjwBÈÉ,ó3ÇÙ1�·ì_>+"ÄNÇÙ1��+¸

N�kEqI 

! 4(Ð3Tj$OQ67J�TU67ÄN��C_kqI��C_

k�Fhð�L6beO;iq'ÈÉ670J�WlEqKNW>M$

zEG;L\\Nì_>ÈÉ,óCJ>j$wjN±»3ä¼L|U
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N��qI 

! ºYL+"¹¿W$��u`æ;L+"$�\;L+"$¯uU|wJ!;L+"h$Z�ML+

"�¿C×#@$zL(�CÈÉ+";iqNN��FBqI 

! ÝJ3+"W��L%»�Ç93;£>BJh@E>BI@J@$]%3×#Hq��1ó�3ô

¹L�R1¿F(�LÉN@$õ�^M¹3N@F�,>hL;iqKN3YpBW>BI 

!'?HKN0'ËMKN0NB�_��ÿþê!DUíÐ¶L7ä3¶1.�dN@FBq·$'G0

'É0'ó8ª0NB�_ÈÉ,ó1N�»3(y;B>MFW$『伝える技術はあっても、伝えた
い事がない』子どもたちに育っていくのではないかIzd��F>�>BI 

 

42、必要感と学び、そして美術のやくわり 

荻島 千佳 中学校教諭 横浜市 

知力というよりも、学ぶ意識が世界中で一番低いというデータがあるそうですね？ナノに学力のみが
高レベル。昨日の小中連携会議において、不登校問題についての研修会で招待した講師が言ってらっ
しゃいました。「知識はある、しかし、学ぼうという意欲が無い。だから、大人になってから忘れて
しまう。空に描いた学力のみが一人歩きした結果が、現在の社会状況だ」ということでした。 

 本題に戻ります。美術の役割、いわゆる技能教科は、机の上で得た絵空事の学力を、実際に自分の
手の中で形として表せる教科だと思います。 

 寸法を測り、割合を出す。重さを計算する。比例とは何かを目で見る。生物の意匠を味わう。また
その働きとのかかわりを感じる。その他もろもろもろ・・・ 

 他にも、学習した事を、他の誰かにわかってもらおうとするとき、研究内容を発表するとき、意見
をよりわかりやすくするとき、絵や図や色彩を考えないことは無い。私たち大人の社会でもしかりで
す。学習した事を、実感できる、体験できる、必要感が味わえる教科は美・技・家（体）だと信じて
疑いません。 

 授業するときに、「コレは理科の視点ね」「ここは数学の分野ね」「コレは社会でよく見るよね」
などといいながら空転している知識に方向性や意味を与えながら、集約できる仕事が出来る教科だと
信じて疑いません。 

「美術が一番難しいな」これが聞けたら本望。 

 悩ませ、苦しませ、持てる力のすべてを使って答えを導き出させる。
それも、それぞれ違う答えでもいい。答えを出した者が満足できる、も
しくは、満足できないからその先に進みたくなる。そんな教科が他にあ
るでしょうか？（中学校） 

 この機会を、発達段階の途中にある、可能性を秘めたままの次世代の
担い手に伝えなくていいものでしょうか？ 

 テストでいい点を取れたら、社会でも役に立つ、新しい時代を作る、
オトナになれるのでしょうか。学習する必要感を感じないまま、知って
いるだけで実践力の無い知識を埋め込むのでは、未来をデザインする力
は期待できないのではなかろうか。 

 必要以上に自己愛の強い思春期に、「知っていることと、出来ること
は違う」という事を伝えなくていいのでしょうか？ 

 なぜコレを学習するのか＝学力を身に付け、＝よりよい進路選択をし
＝よりよい職業に就ける。＝生きがいを見つけられる＝幸せ。無意識に
行っている報酬主義の教育なのだそうです。 

（中２生徒の言葉）W�sj`
�FKdBdlWäD3WÈ

BFB>BN��_nEc$n

�Kd$�h@�J�_I��

q¶C�B_ðCHq 
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 何のために学ぶのかさまよっている子どもたちと、手で触って、失敗と成功を体感できる教科を切
り離してしまうのがどんなにおろかなことか世の中にもっとわかってもらいたいです。 

 

43、美術教育をとっておきましょう 

中村シキカツ 39歳 アーティスト ギタリスト 高校美術教師 

! ¯L43Wu�LhLCiqN�BGHIäÍLhLNºQLhL;HIºQLhLWÏp>M$

hN1_cEv'åJLµL43i�_(ÿL|U!½0;HIzL'(ÿL|U!½0CXYL¿
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! TUNBdN$(13lumªmN�kEC·;HC$本質的には「一片のイメージ」をどう具現
化するかを材料を使ってシミュレートすることと言えます。美術教育はその具体的な訓練・実験の場
であることは意外に意識されていないと思います。 
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BWlLôG�1ÆQqôh$(Ð;6��EFBqõb;

W$AL�J>BKNhiqkn;HIð�$Yº3$A;

sqJcdJwj$ü�9mN��_KN3�BF�j_B

NBdr�´C(ÂL��N>�Fs_Wl;HI! $AD

EqNkJ�_ð3>jGHC±_@Fzd;@ødJC�W「知ること」と「わかること」は別物
;$$A3w�F�qKNW;sqCo�@>BNkJ�>BN�BGHIzENh$A@_�'k

J�F0h��GHJCkJ�>BLW$ACX¹mJ�;@ødJC 

 

!Ï�v'£·Lÿ�01£·1¿\@_KNL>Bº3`æ;$A@sqKNC;sq;@ødJC

J�FG|H3i�_�ÁPÁHNBdûU÷(L"P¥HS|KIíNBd�96ßWlLÔ8N

@FxCí1iJxwdN@_NK�$òyH£qNïÖ>(ÆL�=1M��_NJÏ NKN'x

CíLÙ1is>DB0N`�_NK��y>��F@G�_�@BIzKC÷è;HI`æó:Öô

L&°1eêHqNs3��>+"L'Q§0CÆGEqkn;HIzEWNjh>�Dl��ÿþ

ê!DUí1��qKN;hijGHI 

 

! "#$^sH£_ä±��uN���C?:3��>�ø1h_�@Ò�FBGHIKKLNK�

þÿ!H3>�FBq©�à°LÂÔh@Jj;HC$cKJ��>BNK�;'¹Ns01Hqw

d3>jGHI芸術をとおして学べる大切な精神は、「工夫すること」と「手を抜かずに追求するこ
と」です。今の時代にもっとも必要とされていることではないでしょうか？ 
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! "#L67LijJ_WîÜ3:�@õ�HqJ3�j$îÜ3=1o"HqJNBd'+"0

SDCí|@FBGHI�x?íI!DUí^zd!¡|í}NBdïÖ>=C67"�3h��

@FBGHC$「如何に発想するか」という問題を真剣に考えるべき;HI'67Wáãõ+LÝ0
N`d;WijGxyJI目先を追うことに必死で本質的に大切なものを失わないようにしたいhL
;HI 

44、今こそ、人々が芸術の力を必要とする時 

檜森ふさ美 30代 中学校教師 北海道 奥尻島 

! もし私の勤務校（僻地）の学区で美術や音楽の授業がなくなったら、生活の中で子どもたちが文化
的な表現にかかわる機会がほとんどなくなってしまうNB�FBB>Ð3>jGHI 

! zd��_�$�1�dX$äDLis_BGuÉCin_XL'dE@B«0NBdtch�L

ÄsIu$ßà43'KLë$KK�L�EC+EFqß0NÂBJn_X$'cd@FTU�Fó´
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! z@F$ただでさえ一週間に一時間程度しかない、生活の中で自分の心を表現することのできる貴
重な機会を、子ども達から奪ってしまったらどうなるのだろう…N�dN KN@G@_I 
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�@_j$Æ¢67L4;ä¼o"1h_�H�J>¹3N@F$?:W.�FûUL÷èD$J,

D3�BFeê1«�$G_�MLº�CûUL¶1�,NHqXC�qwd3�BGHI 

 

zEWÝB��L?;W>M$�3?:L(S;WÒG�FBq�sLwd3ªQGHI 

 

ØP£¤N@FL×=gu$ûUãT¥A¦$G_§þu¨Ð��©Ð�S¥ð©(67(:��:

�;iq¥=ØJA>c$"#Þ�O;ºðLgB��ºC$様々なメディアで芸術の重要性につい
て訴え続けているKN3h$zL>ÝC+EFBqN�BGHI 

 

45、美術教科は大切です 
 

Ｋ・Ｓ 女 ３３歳 小学校教諭 北海道稚内市 

 小さい子どもが線を書いて、色を塗って、これはああで、これはこうでと楽しそうに表現している
様子をだれでも想像できると思います。 

 本来、子どもは、自分の思いを表現することを好きなものだと思います。でも、今の学校の中で、
子どもが思う存分自分を表現できる場面はそん
なに多くありません。 

 自分の気持ちをぶつけたい欲求、自分の気持ち
を知ってほしい欲求、自分の内面と向き合う余裕、 
そういうものが満たされる時間余裕がどんどん
無くなっています。 

 版画が刷り上がった時の「わあ」と言う歓声。
ウキウキしながら粘土をこねている時の顔。水バ
ケツに偶然できた色を「きれー」とのぞき込んで
いる目。普段おとなしい子が、こつこつ仕上げた
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作品で見直されたり・・・ 

 学校が、知識や情報を詰め込むだけ詰め込んで、許された結果しか出してはいけない場所になって
きている感じが否めないこのごろです。 

 そんな中で、図工や美術は自分の思いの表現に没頭できる大切な時間であるとわたしは思います。 

 

46、人間らしく・・・ 

ªÀT! �! 25Ý! gÐ¨¦ÑÛq 
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47、私を内面から育ててくれる教科 

シマダケイコ ２０歳 大学生  
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! 個性は過度な協調性によってつぶされていった。受験が終わってもぬけの殻になったあと、自分の
個性を生き返らせてくれたのは美術鑑賞だったI 
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NC;s_I美術は、他の教科と違って、私を内面から育ててくれる教科だと思った。今のところ他
の教科で代わりはできないと思っている。 

!  

48、美術教育は絶対に必要です 

Ｓ．Ｈ 女 ２０歳 大学生 釧路市 

 私は、美術や図工がなくなるのは反対です。 

 そういう芸術科目がなくなってしまったら、子どもたちはどんどん自分を表現できなくなっていく
と思います。 

 人は、表現しようとすることで、自分と向き合い、新しい自分を発見していくのだと思います。そ
ういう時間を、なぜなくさなければならないのか、なぜなくす必要があるのか、とても疑問に思いま
す。子どもたちにとって必要なことは何なのか、もう一度よく考えていただきたいと思います。 

 

 

49、保護者の方々の声 

N gÐ6¿! !  

 
■ 多くの保護者は美術教育について考えるチャンスに出会えな
いのだと思います。東京都の高校生たちの展覧会に親仲間と伺い
ました。子どもの表現する力からパワーをもらい、子ども達を守
るために活動したいという思いがさらに強くなりました。 
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 美術室では文化祭委員長の絵を見せて頂きましたが、懇談会で熱く語っていた彼女のピュアーな精神に触れる
ことができ、画面の海風がこちらに吹き込む心地良さを味わえました。 
 美術の先生が嬉しそうに、楽しそうに生徒の作品を語る姿に、生徒への慈しみを感じます。子どもを慈しんで
下さるというのは、保護者にとっては何よりの喜びです。 
 「I am O.K.」とはなかなか思えない思春期に「表現する心地良さ」に出会えるって、素敵です。 
 
■中学で音楽・美術の選択制、断固反対です！ 
娘たちが通った中学では、文化祭で全生徒の美術の授業の作品数点が展示されました。私は娘以外の子の作品も、
大変興味深く感動しつつ観たものです。 
去年の冬、高校の美術室での美術展も感動！でした。生徒さんたちの作品にも感動しましたが、先生の授業への
情熱と綿密な指導の意図や計画など、初めて知り感銘を受けました。 
娘は音楽を選択したので、美術の指導は受けられず、大変残念に思いました。私は、高校も選択ではなく美術・
音楽の両方を受けられるようにしてほしいくらいです。 
一般の？保護者はどのように感じ、考えてらっしゃるのでしょうか。 
多くの人に、まず見て知ってもらうことが、素晴らしさやかけがえのなさを理解してもらう為に、重要なのでは？
と思いました。 
 
■ ① 現代社会において、昔とはちがって、Art（工芸）の、芸術（美術）と技術への分離という事態の問題。 
② 同様に、学校教育で、どうしても座学（したがって普通教育）偏重になってしまうという事態。 
③ 現代社会の中で、人間がもっているさまざまな能力の中で、言語をベースにしたコミュニケーション能力だ
けを奇形化・肥大化させているのではないか、という恐れもある。 
私の中には、①や②や③でない方がいいというイメージがありますが、大変にむずかしい。 
④ 学校で、何を教えて、何を教えないかということも大問題。 
⑤ 美術教育が対象としている教育目的は、大変に大事だという直感はありますが、 
矮小な話で申し訳ありませんが、受験学力を培うためには、塾で算数や国語の試験問題を解く訓練をするよりも、
（楽譜の読解＝楽譜から音への変換能力を中核とする）音楽教育が即効性があると思っています。 
それだけに、音楽の美術に対する優位という事態はどうしても抵抗すべきだとも思うのですが。 
いろいろありますが、私にとっては、中学校のある時期、難行だった美術という教科がどうしたら楽しくなるか、
というメッセージを発することが一番のように思われます。 
言葉の全く通じない外国で、スケッチ帳で「会話」を乗り切ったことなども思いだされます。 
年齢を重ねても、カラオケで歌を歌いますが、絵は恥ずかしくて描きません。 
これはなぜ？ 
■以下は、決して私の本心ではないし、美術の先生も絶対に納得しないと思うのですが、霞ヶ関方面には受ける
のではないかという論点です。 
①日本製品でこの１０年間、最も競争力のある分野は、アニメ、コミック、ゲームソフト、ファッションなど。
これは、メーカー（作者）の力量もさることながら、日本というマーケットの広さ・深さ、消費者の（美的感覚

図工美術の授業では上手に作
品をつくること、あるいは趣味
や才能の教科と思われがちで
す。 

この写真では色を意図的に使
うことで美しい色彩をつくろ
うとしています。まさにこの瞬
間が大切なのだともいえます。 
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という面での）水準の高さがものを言っている。 
②２１世紀は、あらゆる商品が、機能・価格面では、常に平準化
の運命にあり、デザインが競争力の鍵を握る。日本の消費者、と
くに若者のすぐれた美的センスの水準こそ、日本経済の宝である。 
③ゆえに、芸術関係の科目を減らすことなど、日本の競争力を強
化する観点から見て、愚の骨頂である。 
 
■私は本来エピュキュリアンを目指していますが、この頃は小泉
政権にノーと表明した過半数の国民と独立国家を築きたい気分
でいます… 
為政者、権力者にとって、下々の者に芸術教育はじゃまなものな
のではないでしょうか（特に我が国においては）？何故なら、芸
術は真理を探究し、物事の本質を追求していく分野だから…人間
性をとことん掘り下げていく学問だから…自分の内面を掘り下
げて具現化することや、立体を自ら作って物事の構造・裏側を知
らしめる美術などもってのほかなのでは？ 
文科省も中教審も芸術教育の重要性を認識出来ない人もいるの
かも知れないけれど、むしろその重要性を熟知しているからこその方針なのではないかしら？ 
わざわざ勉強不足の粗悪な教師を作って、反面、評価・査定を厳しくして公立学校の先生たちに落第の烙印を押
すの？昨日、東京では先生の途中退職が激増していると報道されていましたが、原因は先生達の力量不足とあり、
教育現場の異常な実態に触れているものはありませんでした… 
先生の美術に対する情熱と生徒達に対する愛情の深さにいつも心打たれています。やはり、言葉を紡いでいかな
ければいけませんよね。 
 
■大きな問題・重い問題で、専門的な知識も経験もない私は次が出ないまま固まっていました。 

私は昔、どの教科も同じく大切と信じていた小中学生でした。等しく時間配
分され等しく重きを置かれるものと思っていたのです。 
美術・音楽・体育……目指すところはあっても正解のない、自由な表現が許
される時間は自分が解放されるような感覚がたまらなく好きで、生き生きと
過ごした時間だった記憶は今でもウキウキした思いで私を包んでくれます。 
自分という人間が成長するにあたり、５教科だけを評価される時代・学校だ
ったとしたら今の姿はあり得ないと確信しています。 
‘作り出す表現の自由’という魅力は高校では物足りなくなり、私が選んだの
は生け花の世界でした。 
近所の小さなお教室に集まっていたのは高校生の私にはかなり年上の方ば
かりでしたが、先生が丁寧に接してくださり、私は週に一度自分は席につい
たままなのに好き放題自由に行動できる空間・時間を手に入れました。 
そうした選択をする元になっていたのは、小中で与えられた機会＝生徒のさ
まざまな可能性を引き出し伸ばす為に与えてもらった教育によるものだっ
たのだと今思います。 
１本の曲がった枝を自分が作り出そうとイメージしている世界で最大限生
きてもらえるような場に置きたいと試行錯誤する時、絵画や粘土・針金・木
工細工等で苦労する楽しみと同じですが様々な感覚をフル回転する必要が
生じます。色・大きさ・距離・バランス・調和・美しさ・面白味・主張・控
えの存在にどれだけ心を込めた配慮を与えられるか・何も置かない空間にど

 コンピュータを活用した授業。 
以前はソフトを使うことで手一杯
という授業もありましたが、今は
研究も進んでいます。 
ひとつの表現方法として写真やム
ービーを取り入れた授業もおこな
われています。 
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れだけ大きな意味を持たせられるか・果たして飾る場や見
る人にとってふさわしいものにできているのか・蕾が咲き
満開のこの花が枯れ始めた時どうなるか・予算で最善の材
料購入できたのか・作品説明を自分の言葉でどこまで人に
伝えられるか・他人の作品をどこまで感じ取りそこから作
り手の何を見つけ具体的な感想を伝えられるか…… 
どの段階プロセスにも正解はなく個性が大事にされまた求
められ、その人丸ごと内面の世界の探求・感性が磨かれて
いくような経験は、他の学問に向かう時の姿勢にも大変良

い影響を与えてくれると思うし、他人と生きていく姿勢に
も同じことが言えると思うのです。 
 しかしながら、確かに楽しさを伝えて教えてくれた先生
には出会えたけれど、芸術科目にどんな意味があるのかを
語ってくれた先生はいませんでした。 
 音楽家になる訳じゃないんだから…絵描きになるつもり
ないし……のような薄っぺらい言葉で貴重な時間を奪わ
れていくことを後押ししてしまわないよう、何をしていく
のが有効でしょう。 

まだよくわからずに動けないままの状態です。現状・現場の声もあまりに知らない私です。 
解決に向けたメールでなくごめんなさい。皆で考えていきたいです。 
 
■3月に大学生の次男と浪人切符を持った息子とマドリッドちょっぴり旅を
しました。 
「ゲルニカ」の前で中学生世代に先生が説明をしていました。生徒達の真剣
な表情に、説明内容の深刻さが分かりました。プラド美術館にはたくさんの
生徒が学びにきていました。ゴヤの「5月3日」はナポレオン侵攻に抵抗した
マドリッド市民の処刑場面ですが、抵抗する生き方を選んだ人々へのゴヤの
敬意の眼差しを感じました。 
 アイデンティティを確立するまでの若い日々は葛藤も傲慢もあり、苦しい
ものです。人生で一番苦しい世代と評した臨床家もいました。多様な表現を
授業で学ぶ事を通し、若い時間に風が吹き渡る事は大切だと思います。 
 美術の先生はこの科目の大切さを丁寧に保護者に伝え続けて欲しいですね。 
親は子どもに何を伝えられるのか、と考えたら、「真・善・美」だと思うの
です。 
やっぱり、古代ギリシャ人はえらかった！ 美術教育への熱い思いを語って
下さる事で、親は子育てのヒントももらえると思います。 
  
■林光さんや若桑みどりさんには連絡がつきます。このお二人は、私が、大
学時代、少なからず感動した先生です。林光は、こんにゃく座の公演で。こ
ういう、音楽表現があるのか？！ 
若桑みどりさんは、芸大の授業で。スペインかイタリアかフランスの教会の
中庭の写真をスライドで映しながら、「ここが、私が、一番好きな建築空間
です。」とおっしゃったのが忘れられません。 
好きという、言葉に、愛情を感じました。建築の専門家と思っていましたが、

 小学校で行われている「造形遊び」は、図画工作で
育むべきものは作品をつくりあげることを通してば
かりではないということに着目して生まれてきまし
た。こどもの行為（造形的な遊び）そのものに着目し
ています。 
 またこの「造形遊び」は他者との関わりの中から生
まれてくる活動であるというところにも意味があり
ます 

 「トントンギコギコ図工の時間」
は野中真理子監督が東京の小学校に
取材に行きながらつくりあげたドキ
ュメンタリー映画です。 

 最近スペインでも上映され感動を
持って受け入れられました。 

図画工作の授業そのものが評価され
たとも言えます。 
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ジェンダー文化論なども専門なのですね。知りませんでした。 
 
■ もうずーっと前のことですが、朝日「声」欄で、英国かフランス留学の中
学生もしくは 高校生が、芸術の時間数が日本に比べ格段に多く、しかも授業
内容も興奮させるもの、 というものがありました。 
授業時間数の外国との比較、授業内容の比較など、を調べて問題提起するの
はいかがでしょうか？ 
ルーブルでは、幼稚園や、小学校の子どもたちがクラス単位で、先生に連れ
られて、やって来て、床に座って、作品の前で先生の話を聞いていました。
これには、ちょっとショックを受けました。 
学校から美術館に行く。よくあることなのだそうです。いつでも本物に会え

る。これが文化の違いかな。 
 
■息子が通っていた、インターナショナルスクールでは、小学校低学年で、
毎週、陶芸と絵画、音楽の時間がありました。陶芸は、とてもおもしろかっ
たと言っています。かわいい作品が残っています。 
音楽を職業にしている人たちも、欧米では、社会的地位もあり、生活も安定
していますが、日本では、音楽で生活していくのはとてもとても大変です。
これも文化の違いかな。 
 芸術の時間を削ろうとしている人たちの悲しい心の貧しさを感じます。本
当の、教養ある、聡明な、心豊かな人間は受験教育からは、うまれないのに・・・。 
 
************************************************************** 
＊以上が保護者の方々の声です。【私なりの分析】 
芸術が学校教育の中で冷遇される（とは思っていない方もおいでかと思いますが）のは、 
 
①その教育的意義を明快に言語化（論理化）できていないからだと言われて
います。確かにそういう点でまだまだ努力不足だと思います。 
そうなってしまう原因の一つは、美術に多少とも専門的にかかわっていると
納得できることが、他の世界の方々からすると全然わからないということが
結構あるようなのです。ですから、我々は多くの人と共有できることばで語
れるように言語と論理を磨いていく必要があります。そのためには、美術教
育に直接かかわっていらっしゃらない方々のご意見、おことばの中に大事な
ヒントを見出すことができるのではないかと思っています。 
 
②学校教育の中味がどうつくられ、どういう実態になっているか、ほとんど
の方はご存じない。（例えば何を文科省が決め、何を各学校で決めているか）
従って意見を言う機会もない。（文科省のＨＰでは意見を募集していますが）
＋学校教育の枠組み（⇒中味）を決めているのは限られた人々である。その
中で芸術教育を理解している人は少ない。 
 
③そもそも正解のない、概念化が困難な要素を多く持つ芸術領域は「学校教
育」に馴染まないと思っている方は先生方の中にも少なからずいらっしゃる。
芸術は付け足し、時間が余れば…という本音の方も案外多いのかもしれませ

 中学校３年生の卒業制作です。 

いろいろな悩みを抱えていた生徒
で心配もありましたが、作品では
笑顔です。製作中のおだやかな表
情と完成したときの笑顔が印象的
でした。 

 卒業を前にした中学生の表現活
動は自己と向き合うという意味で
とくに重要なもののひとつです。 

 中学校３年生のこの作品には作
者の中学校生活への思いが凝縮さ
れているといえます。作品が生き
る証といってもよいでしょう。 
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ん。 
 
とにかく「大学受験」があるから…ということで必死になるあまり「芸術
にまで気が回らない」のかもしれない。「受験」（あるいは「学力」）が
重石になって中学でも小学校でもじわじわ削減され、現状では中学でも一
こまずつの細切れ授業がほとんどの学校で行われている（これではこの学
齢期に必要な学習体験としての美術が成立しがたいと私は考えています） 
 
④「学びは知識の伝達に終始するものではない」というのは今はもう常識
でしょう。しかし、「知識の伝達」にしても文字化された情報を先生から
生徒へコピーするように移す（記憶させる）のでは成立したとはいえない
ですね。人が概念として獲得する際には、根底に感覚的なというか感性的
なというか「腑に落ちる」ことが重要なのではないか？教育学では「洞察」
「イメージ」ということばが重視されてきていますね。 
 
⑤美術の学習における重要性は「多面的、総合的」であるという特徴にあ
るのではないでしょうか。典型的なのは「感性的処理と論理が結びついて
展開する」と言ったらいいのか、所謂「心と頭と体」がまさに三位一体で
行われる。表現することと受容する（鑑賞する）ことが同時に進行してい
く。色、形、空間、質感を把握しコントロールしてものを生み出す能力を
養うのはこの分野しかありません。しかもそれらが内容（思想、感情、論
理）と結びついているわけです。これらは世界を構成する重要な要 
素です。これらを扱う能力は誰もが必要としているのです。 
 
⑥高校生たちも言っているように、ことばもことばだけで生まれ３てくる
わけではありません。その生成には人間が感受するあらゆる要素がかかわっているはずです。言語習得に身体活
動が重要な意味を持っているという研究がありますが、私たちは全身でことばを獲得し、使い、磨き上げていく
のではないでしょうか。（参照：「五感を使えない子どもたち」「世界」2000.11；「子どもはことばをからだ
で覚える」中公新書1583） 
と、こう書き綴っても舌足らずなのがいらだたしいわけです。 

授業の中で生徒たちが見せてくれた活動の全てがこうしたことを私
に感じさせてくれたわけで、そうしたことと、生徒の作品とがつな
がって初めてご理解いただけるかもしれない（されないかもしれな
い）と考え、生徒作品展に自分の授業の組み立てや教科観について
書いたものをおくようになりました。 

 左の２枚の絵は小学校３年生が描いたものです。一般
的に言うならば下の方の絵が上手ということで注目され
るでしょう。 

 実は同じ子どもが描いたものです。下の絵は生まれて
はじめて魚を釣ったのですが、死んでしまいました。そ
の魚を自分のものにしたくて真剣になった描いたもので
す。上の絵は蛇のぬけがらを見つけたという、その状況
も描いています。どちらも子どもにとって大事な絵です。 

 子どもの絵を見て「のびのびして
いる、元気がある」などと評価され
る事もありますが、実は子どもから
描いた絵をもとに対話していくとそ
こから子どもの思いがわかってくる
こともあります。子どもの絵に価値
を見いだす大人の感性が大事なので
す。「子どもの文化研究所」の寺内定
夫氏は、子どもの絵は「聴いてはじ
めてわかる」と述べています。 


