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子どもにとって貴重な時間!図画工作・美術の時間図画工作・美術の時間!
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学力調査等からでは伝わりにくい「図画工作・美術」の学びの価値の一端を

お伝えしたく、「トントンギコギコ図工の時間」の映画監督野中真理子氏をは

じめ、全国の教員や保護者の方から資料をご提供頂き小冊子をつくりました。 
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野中真理子監督が普通の小学校の図工の授業を撮影した 

記録映画「トントンギコギコ図工の時間」に寄せられた言葉。 
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こどもがそのままおとなになったようなひと 
という形容があるけれど、 
それは、夢中になることを忘れないひとです。 
熱中する没頭する、 
ひとが無心になる時の顔はなんて素敵なんだろう。 
あたえられたことだけこなす毎日なんて 
今ならロボットだってできるもん。 
考える時間、楽しい時間、達成する嬉しさ。 
こどももおとなもいっしょだよ。 
トントンギコギコ夢中になるものありますか？ 
ミュージシャン 大貫 妙子 

木切れ、紙、土、鉄、色̶̶ 
彼らのちいさな手が触れているもの、 
それは廃材でありながら世界だ。 
彼らのちいさな手が作り出すもの、 
それもまた世界である。 
光と希望に満ちた巨大な世界である。 
作家 角田光代 

いまの社会はムダな時間を切り捨てているけれど、 
それは人間の最も大切な部分を切り落としているの
だと見事に気づかせてくれる映画だ。ヤッホー！ 
 ミュージシャン 坂田 明 

スクリーンに映る 彼らの夢中なまなざしは、 
生命の輝きそのものだ。 
そして作品からにじんで見える 空想のひとコマひとコマは、 
なんていとおしいのだろう。 
ミナ ペルホネン・デザイナー 皆川 明 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この言葉や映像は監督野中真理子氏のご了解を得て、「トントンギコギコ図工の時間」の 

公式サイト http://www.tontongikogiko.com/ より転載させていただきまし
た。さらに公開してよい写真をご提供いただきました。 
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友達と裏庭で遊んだり、きょうだいで学校の話をしたり、日常でのたわいもない体験が、 
自分の時間の全てなんだなぁーって。そんな見えにくい時間を 丁寧に映し出した映像である。 
アーティスト 日比野 克彦 

きっと折にふれ この図工の時間は楽しいおもいでとなって子ども達をはげますことでしょう。
書家 岡井 揺萩 

こうして私たちは、誰もが時と場合によって ロビンソンクルーソーに変身できるほどの 
豊かな想像力と、明るい強さを持っているのです。 バイオリン製作者 陳 昌鉉 
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�３歳児の想像と造形  

 

「お母さんがおいしいお弁当を作ってくれるよね？みんなはお弁当にどんなものが入っていると嬉しい？」
と導入しました。綾音ちゃんは、ハサミを使って切り貼りする活動が大好きです。いつも満足行くまで集中
して取り組みます。 
 今回も、「おかず」のイメージにしたがって色を選び、丁寧に細かく切って、別の色画用紙に貼って、ひ
とつ出来上がると、また別の色の画用紙を組み合わせて次々と作り、最後にたくさん出来た「おかず」をま
とめて貼ってお弁当を完成させました。 

 
 貼り合わせる色の組み合わせに綾音ちゃんらしい色彩感覚の芽生えが見られます。 
「これはからあげ、これはやきとり…」とひとつひとつが大好きなおかずです。自分の好きなものだけのお
弁当を「沢山あるから先生も食べていいよ！」と持ってきてくれました。 
「お弁当を誰と一緒に食べたい？」と聞くと、周りに家族やお友だちを沢山呼んできて、楽しいお弁当パー
ティーを開きました。 
 先生は題材設定と導入の工夫で、想像と造形の遊びを見事に引きだしています。 
（滋賀 大橋 功  学習開発研究所 日本美術教育学会 ） 
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インターネットを通して「図画工作の学びの価値」について 

           資料提供をしていただいたものを紹介させていただきます。 

                   なお文中の青い字は子どもの言葉です。 

 



�今しか描けない時分の絵（４歳児） 

画面いっぱいに自分の姿を伸び伸びと
描き表すのは、まさにこの時期にしか描
けない「時分の花」です。この「時分の
花」を引き出そうと久保先生は、壁面の
月に住んでいると子どもたちが本気で
信じているうさぎさんのお話しから導
入を始めました。 

 「月に住んでいるうさぎさんのお父さ
んがね、みんなのことを聞いて、会いた
いんだって」と投げかけると壁面の月を
振り返りながら「みんなで月に行こ
う！」とのってきました。「でもね、す
ぐに行けないから、絵に描いて自己紹介

しようよ！」と導入しました。いつもは、行為の楽しさに夢中になって、せっかく描いていた絵をつぶして
しまう事が多かったりゅうき君ですが、手を振りながら「はじめましてりゅうきです！」と自己紹介の絵を
描きました。最高の笑顔�最高の「時分の花」を咲かせてくれました。   

（ 滋賀  大橋 功  学習開発研究所 日本美術教育学会 ） 

 

�今を生きている証（小学校１年生） 

真冬（娘・小学校1年生）がうさぎを好
きなのには、理由があります。それは
真冬がとても大事にしているぬいぐる
み、毎晩一緒に寝ているぬいぐるみが
うさぎだからで、しかもそのうさぎが、
大好きなお父さんがわざわざ東京から
おみやげに買って来てくれたものなの
です。 
 今回の「すきなもののえをかく」（図
工の時間のテーマを家でやりました）
はその「うさぎ」から始まって、お父
さんが好き、家族が好き、なわとびが
好き、可愛いリボンやハートが好き…
いろいろな「好き」を表現できたと思います。 
 子供の絵には、子供の気持ちがこんな風にぎゅっと詰まっています。そして、気持ちがぎゅっと詰まった
絵を子供が描くためには、子供とのコミュニケーションがとても大切です。学校で、一人一人の子供とのコ
ミュニケーション図りながら図工作品を仕上げるのにはいったいどのくらいの時間が必要なのでしょうか
…。少なくともわたしと真冬がこの作品を仕上げるのに使った１時間半、この時間の裏には、真冬が生まれ
てから今まで一緒に生活した６年という年月が隠されていることは確かです。（北海道 北野つづみ 主婦）  
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�夢がふくらむ時間（小学校２年生） 

 

" 小学校２年生が,��������3��6というテーマで描いた絵です。 

この授業では、絵を描きながら、自分のまちがどんなまちであるか、描きながら一生懸命説明してくれまし
た。 

「これはね…」「ここにかいてあるのは…」���������������������'本当にどんど
んという言葉がぴったりでした。����S�3�������S����� 45が図工の時間です。 

（私は図工の専門家ではありませんが、最近勉強してその素晴らしさがわかってきました） 

 

青文字のコメントは子ども自身が書いた解説です。（子どもの言葉を添えて作品を展示しました。） 

 

「みらいワールド」 

 

 うちゅうじんは、たこ
みたくとんだり。（中略） 
しょくぶつやロボット
などが、いきています。 
ぼくはふにぃふにょの
ぼうしをかぶっていま
す。 

 

 

 

 

 

 

「すてきなおうち」 

 

 こうえんと家がつな
がっています。ペットが
いっぱいいるところで
す。 

 わたしはペットがだ
いすきです。いろんなペ
ットをかっています。わ
たしもこんな家にすん
でみたいです。 
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�喜びを伝える（小学校３年生） 

 

" 今年の一番の思い出を版に表すという授業です。版画はカレンダーにし、家庭でも飾っていただけること
を意図しました。子どもの輝いている場面がよく出ていました。こうした喜びを伝えるということは共感の
感情や自己肯定感を引き出します。また喜びを伝えると
いう気持ちから表現へのこだわりもみられます。"
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�地域の文化に目を向ける（小学校４年生） 
"

図工美術教育で
は地域題材とい
うものが大事に
されています。"
福島県の会津地
方の昔話「磐梯
山の手長足長昔
話」地元の語り
部による音声記
録を、子どもた

ちに聞かせました。子どもたちは、方言の響きのおもしろさ、話の奇
想天外さからとても好奇心を持って聞き入ってくれました。" "
(福島県 教員 小野浩司" 2 
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「楽しかった学習発表会」 

学習発表会では、3年生のある一日と題して、国語や算数、社会、

体育、音楽など、これまで学習してきたことの発表をしました。そ

こで算数の発表をしたことを版に表しました。数字が版にしてもち

ゃんと読めるように、何度も鏡に映して確かめながら作りました。 

!

 

「バスケットをはじめたよ」 今年から始めたスポー

ツ少年団のバスケット。練習をしたり、試合に（少し

ずつ）出たりとしていることがとてもうれしくて作品

にしようとしていました。下中央にあるのはゴールリ

ング。チームの5人でシュートをしようとしていると

ころを工夫して作っていました。!

 



�大切な宝物（小学生） 

 

恒例の図工の校内作品展で、とても印象深い光景がありました。 

それは、作品展前日の展示作業でのこと。 

立体作品は子ども一人一人が体育館まで作品を持ってきて自分で展示するのですが、 

そのこだわりは大変なものでした。 

 

"  

保管場所から会場へ作品を持ってくるのに、両手でしっかりと抱え、展示台にそろりと置きます。 

置いたあと、前から、後ろから、横から、斜めから、上から、ぐるっと周りから、自分が納得できるまで時
間をかけて位置を確かめているのです。 

 そのしぐさは真剣で、それでいてとても楽しそうな様子でした。 

授業での制作中の楽しさとちょっとちがう、晴れやかな真剣さとでもいったらいいでしょうか。 

 

子どもたちが書いた感想の多くに、『展示してある自分の作品はすごくよかった』とありました。 

 

 作品をつくる楽しさ、見る楽しさ。そして、作品展として会場に展示する楽しさ、見てもらう喜びがここ
にあります。他にかえ難い図工美術の価値です。 
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�子どものために必要な時間（小学校高学年） 

 

「先生、図工の時間は、みんな一生懸命やるよね。」５年生の
男の子の言葉です。 

 

 実は５年生から担任した学級は、最初に持たせていただいた
ときは、授業には集中しない、仲間はずれはする、行事等も投
げやりなど、学級としては厳しい状態からスタートしました。  
そのころ、ちょうど美術の先生と知り合い、図工の時間を学級
経営に生かせるのではと思うようになりました。 

 授業を工夫する事で子どもたちは図工の時間はどうにかや
るようになり、２学期にはみんなでつくった工作を教室に並べ、
笑顔で記念写真を撮れる程になりました。５年生の最後に「自
分が一番輝いた時」という版画に取り組みました。クラスはじ
まって以来一番熱心な授業となりました。 

" 図工の時間は子どもにとって自分のことを素直に表現する
時間になっていました。 

! 描かれた絵のテーマを通して互いのよさを理解したり、これ
まで学級では認められなかった子がスターになったり、図工の時間が大好きな子ども達ですから、高まりた
くて教え合う関係も生まれました。６年生のポスターでは子どもの正義感を感じました。そして最後の自画
像。今を大事に、そしてこれからにつなげようという願いをこめて提案したものですが、描いている子ども
達の表情を見ていて図工の時間は本当に子ども達になくてはならない時間だと思いました。 

"  

現在小学校２年生
を担任しています
が、子どもの心を
受けとめる、子ど
もの内面を豊かに
していくとっても
大事な教科だと気
がつきました。 

" この図工の時間
はどうしても今の
子どもに必要な時
間だと思います。 
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�鑑賞を通して価値観を広げる（小学校６年生） 

 

鑑賞授業「知ってる？ピカソ」 

☆授業後の感想 

・私は、絵がへただと思っていたけど、先生の話を聞いて、自分
にしかできない作品を描いていくことが大切なんだと思いました。
これからも図工を楽しく受けていきたいです。 

・ピカソは、自分の人生を絵にしている感じがした。ピカソみた
いにいろいろなやりかたで絵をかいていきたいです。 

・自分でへたとか決めつけないで、一生けんめいにかくことが、
いい作品につながると思いました。 

・ピカソみたいに自由で生き生きとした作品をつくりたい。 

・ピカソは、自分で新しいやり方を思いついてすごいと思いまし
た。 

・どんな時でも、ひらめくことはできるんだなと思いました。 

・ピカソの心がわかったように思えた。絵の色どりが暗ーい絵で
も、明るく見えた。 

(<=6" GHIJ" 012 

 

 

�写実へのあこがれ（中学校１年生） 

 

中学校入学後、はじめての写生大会。 

 中学校に入学したこの頃は写実的
に描いてみたいという思いが強くな
ります。表現もより高度なものをめざ
そうとします。いろいろな技を学びな
がらの学習です。この絵を描いた生徒
はたくさんの場所を検討した中から
この場面を選びました。表現行為は全
てが自己選択と決定の繰り返しです
から、そこにその子ならではの作品が
生まれてくる訳です。 

 

〈生徒の言葉〉 

「草や川もいろいろと工夫しましたが、なかでも橋は石垣の色を一つ一つかえたりして色を塗ったりしまし
た。いろいろ見てきた中で、一番描きたかったのがこの場所でした。」 
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�発想力を育む活動（小学校５年生） 

 

図画工作では「造形遊び」という学習があります。 

様々な材料をもとに活動していくことを積み重ねることで、見方や感じ方など、発想力が高まっていきます。 
５年生で、「玄関ホールを美しく飾ろう」というテーマの学習に取り組みましたが、布や絵の具など様々な
材料を使いながら美しい空間をつくりあげました。 

 

グループでつくった作品を鑑賞しているところです。色の使い方から、布のつるし方、他の材料との効果的
な組み合わせ、あるいは光や窓から入る風の
ことまで考えての造形活動をしていきました。 
 

こうした活動は単純に楽しそうと思われがち
ですが、活動の中に様々な葛藤や意志決定の
場面があり、深い学びの場となります'さらに
グループで学習したことで、仲間とともに活動する

よさも味わっていて、学級の中に優しい人間関
係も生まれてきました' 
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�生活を見つめる中で育まれる共感の感覚（中学校２年生） 

 

「自分の周りを見つめ生活のにおいのする場面を描こう」という課題のもとに描いた絵です。 

 

（作者の言葉） 

ふつうのスーパーな
どで売っている豆腐
はみんな同じ大きさ
や色をしていると思
うけれど、ここの手づ
くり豆腐は一つ一つ
心がこもっている感
じがする。これが生活
のにおいだと思った
から、ここを描きまし
た。 
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�今を見つめる（中学校３年生） 

 

 

「中学校３年間の中
で一番心に残ったこ
と、一番打ち込んでき
たこと、などをもとに
絵を描いてこよう」と
いうことを課題とし
たものです。 

 

彼は作品に 

「生き甲斐」という題
名をつけました。 
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�自ら発想し、計画し、やりとげる（中学校１年生） 

 

「遊び心の造形～木箱をもとに何か楽しいものをつくろう」 

 

自分でアイディア
を練り、計画を立て、
材料も自分で準備
する。 

さらに、授業の中で
は安全性に気をつ
けて道具を上手く
使い、自らの手で計
画に沿って作業を
進めていく。生徒に
意欲と、発想力と、
応用力がなければ
成り立たない内容
です。 

 

 

生徒はこれまでに身につけてきた力を総合的に発揮させ、生き生きと活動していました。 

自ら発想し、計画し、やりとげるという体験は生きる力につながっていきます。 

 

(4_6" `ab/S" 012 

!$ 



� 作品に夢や願いをこめる～古代の日本人から学びながら（中学１年生） 

 

 

 古代の日本人が残した造形物c
「土偶」や「埴輪」がある。「土
偶」は豊穣への願いを込めて造ら
れたもの、「埴輪」は死者をなぐ
さめる願いを込めて造られたもの、
と解釈されてはいるが、定かでは
ない。しかし、何らかの願いや目
的を持って造られたものであるこ
とは間違いない。 

 この題材は、「土偶」や「埴輪」
における造形的なよさを見つけ、
それらを生かしながら、新たに自
分の「願い」を込めて制作した作
品である。さらに作品を通して自

分の願いが見る人にも感じられるように工夫をしたことで、生徒同士で作品を通したコミュニケーションが
生まれた。 

 

《生徒の言葉》 

「作品には、いろいろな願いが
あって、からだの星の一つひと
つにも意味があるようにしまし
た。それから、両手を広げてい
るのは、天から恵みをもらえる
ように・・・みたいな感じです。
熊の姿にしたのは、自然を大切
にしてほしいという願いを表し
たからです。」 

 

「今のままでは、世界はゴミに
埋もれてしまい、自然との調和

が乱れてしまうと感じたので、そうならないようにと言う願いを込めました。デザインに困りましたが、自
然を表す葉っぱとゴミを回収する人を合体させました。からだの色は、今の汚れた海を表しています。」 

 

「幸せになれるように、と言う願いを込めました。平和な世界のために、たくさんの花を咲かせて、たくさ
んの人たちが笑顔になれたらいいな、と思ったので、作品には花を取り入れまた。」 
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生徒は、光るものが大好きです。それが、与えられた輝きではなく、自分たちの手によって生み出す輝きだ
からこそ、余計に大好きになります。 

 

 

 

もういいよ、というくらい、手を真っ黒にして金属を研磨し続ける。 

 作業が早い生徒は時間が余ることもあるが、ピカピカに完成した作品に、もう一度磨きをかけて、さらな
る光沢を求めていく。金属の魔法にかかってしまったかのようだ。その飽くなき探求心が、真剣な制作活動
になり、完成度をあげることになる。 

 また、面白いのは、周りの研磨の様子を見て、あえて艶消し調の作品を作ろうとする生徒もいる。技法は
みな同じである。材料も決まっているので、自由度が高くはないが、生徒は、自己を表現しようと限られた
条件の中で、精一杯工夫する。 

 

" 中学２年生。揺れる思春期の中で、確かな自己実現の瞬間に立ち会えることを、私は嬉しく思います。 

 

生徒の感想に次のようなものがありました。 

「磨いているときは、無心になりました。思った通りの輝きがでてうれしい。全体的もイメージ通りできて
よかった。」 

" 「無心になる」そんな経験、他の教科では、なかなかできるものではありません。 
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�互いの存在を認める（中学校３年生） 

 

「描いたらおしまい」ではなく「ふりかえる」このことの大事さ。私たちの日常生活にもあることです。や
ってみて、ふりかえり、そこで価値を確認するということが。 

授業では、作品完成後（１）自分自身でふりかえる（２）級友との交流の中でふりかえる（３）教師の言葉
によってふりかる、３つのことを大事にしました。さらに「作品展」を通して親や他の先生への発信、受信
があり、発展していきました。 

 特に級友との交流については、生徒自身が自分を再発見する事につながっていったようです。自分とは違
う存在を認め合うということを「表現と鑑賞」を通して感覚として感じ取っていると思います。"  

" 授業を通して「共感」の人間関係をつくることにもつながっていくように思います。 

 

 

級友たちの作品に対するコメントを紹介します。 

「こめられている思いが大きくてびっくりした。」 

「紙をはったりしているのに、すごい一つ一つキレイで個性とかもわかりやくすなっている。」 

「すごくたくさんの工夫がされていて、ちょっと感動した。ちよがみみたいなやつと虹がきれいだった。」 

「自分でしっかり目標を持っているってことが、すごく伝わってきました。」 

「背景にていねいに描かれていたユニフォームを見て、部活動への思いがつたわってきました。友達でいて
よかったと思いました。」 

「自分の中には二つの自分がいるのかなと思っていました。同じように感じていたんだなと思いました。」 
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�生徒たちの心和む世界（中学校１年生） 

 

「なんかいいな…この瞬間」（私の心の情景彫刻） 
 
日常生活や思い出を振り返り、「なんかいいな」と感じる瞬間を誰もがわかるように立体として表すという
授業です。生徒の心和む世界をご覧ください。 
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�美術とコミュニケーション（中学校２年生） 

 

「読書感想画」 

 

" 自分の考えや感じ
ていることを色や形
で伝えることができ
るというのは美術の
中で大事な力の一つ
です。 

 

" その力をさらに高
めるために、アイデ
ィアの段階から生徒
どうしで交流しあい、
高めあう学習をしま
した。 

「少年の日の思い
出」をもとに発想し、
作品が完成するまで
の、スケッチを紹介
します。 

 

 学びあう学習をす
ることで、生徒が表
現に対して深く追求
するようになりまし
た。 

生徒の感想から表
現への強い思いが
読み取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

(" 4_6" `ab/S" 01" 2 

"

!C 



�¨�¦©S�¦D�V�ª �3MDEF�%�l 

 

「おもちゃカボチャ」を題材とし、伝統的な日本画の技法をもとにした授業です。 

 

自然な題材や自然な画材、そして偶然の効果もある少し扱いにく
い水をじっくりと使い、目や指先などしっかりと五感を働かせな
がら描く、想いをじっくりと温めていく日本画の制作。将来どこ
かで、なにかの機会に、自分とは異なる個性、さまざまな文化を、

実感を伴って理解し尊重することにつながってくれれば、と思います。 

 

 塗ろうとする一色の色を決め、その色になる絵の
具のかけらを細かく砕き、絵皿に移し、指を使って
にかわとしっかりと練り混ぜ、水を注ぎ溶かします。 
 そして筆を使い分け、水でぼかしながら、カボチ
ャを見つめ、一色の色を丁寧に描き入れます。じわ
じわと、自分だけのカボチャが画面に現れてきます。 
 

 絵の具とにかわを混ぜる時間は、なにかと慌しい
日常のなかで、少し違った時空に陥ったような感覚
があったようです。また、日本画は平面的な絵なの
で、最小限の立体的な表現でいいため、「絵が苦手
だ」と言っていた生徒も、制作に集中している姿が
見られました。 

 

〈生徒の感想〉 

 

・日本画というのを描くのが初めてで、とても楽し
かったです。ボードに下から重ねて色をぬっていっ
たり、自分の好きな色を粉とにかわをまぜて作ったり、いろんな筆を使ったりと、新鮮なことばっかりで、
楽しくできました。描いたのは１つのかぼちゃだったけれど、気持ちを込めて描けました。日本画を描いて
いると、平安時代の貴族みたいな気持ちになれるので、また機会があれば描きたいです。 

 

・楽しかった。最初自分で色を作るときに、「自分で作れるのかなぁ」？と思った。色ができたときは、け
っこう嬉しかった。色を何回もぬることで、良い感じに色がでて、良かった。墨汁でかげをぬったときは、
「この上からぬったら、どうなるんだろう」と思ったけど、ぬってみたらちゃんとかげになって、少し驚い
た。色を作るのも、ぬるのも、すごく楽しかった。 

 

・他の人とは違う、自分だけのカボチャができたかなぁ、と思います。 
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やはり何か一つのことに集中する、熱中することのできる人は、達成観、成就観がある。 

モノがあふれる現代において創ること、生み出すことがいかに大切か。共同でモノをつくる。さまざまな意
見を出しあう、試行錯誤を重ねる、テレビゲームの様にマニュアル通りには決していかない。人と人が接す
る時にどういったことが起こるか。などなど、美術教育ではいわば当たり前の内容である。 

"  

" 現在美術Ⅰの授業
で小刀によるペーパ
ーナイフ、サラダサー
バー作りを実践中で
あるが、生徒はとても
生き生きと木を削っ
ている。時間のたつの
もあっという間であ
る。中には指を切る生
徒もいるが意欲はま
ったくおとろえず、と
りつかれた様に削っ
ている。 
 
 
小刀を使い薄く薄く
丁寧に削る。布ヤスリ
を5種荒いものから使
いローズウッドを宝
石のように輝かせる。
ニスを塗るのではな
く木の本来の輝きを
作者が導き出す。生徒
の感想をよむと感動
に溢れている。 
 
 
 

 

人間に備わる原初的創作活動のすばらしさがここにある。 
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" 現在小中学校においては鑑賞教育が充実してきており、初等中等教育部会「審議経過報告」の中において
も「鑑賞は想像行為である」と述べられています。 

私が次に出した事例よりもはるかに優れた授業が多数出てきていることも付記しておきます。 

 

１年生の美術の授業で、ロダンの作品を鑑賞した。
その有名な作品「地獄の門」には、地獄であえぐ多
くの人間像が刻まれており、その中央には「考える
人」の基になった、瞑想（めいそう）する詩人が配
されている。"
 現代社会を見ていると、まじめに生きることの価
値が軽視されているように思える。そこで、彫刻と
いう表現を通して人間の生き方を問いかけてきた
ロダンから、命に関して、何かを感じ取ってほしい
と思った。 
 
 最初に「考える人」の写真を見せた。生徒は「そ
れ知ってる」「テレビのＣＭで見た」「ジダン？ ロ
ダン？」と口々に言う。 
 今度は「地獄の門」を作品名を告げずに見せた。
門の中央の像にも注目させた。生徒はすぐ気がつい
た。「あ、『考える人』だ！」"
" さらに、門自体をじっくり見てもらう。その向こ
うには、地獄に落ちて行く人間たちが表現されてい
る。 
「地獄かな」「何かおっかない」「絶対こんなふうになりたくない」yy'やがて教室は静まり返っていた。 
  
さらに「この地獄門で『考える人』は、何を考えていたと思う？」と問いかけた。 
「緊張している」「ものすごく悩んでいる」「深刻」「地獄に落ちてしまった人間のことについて真剣に考
えているのかな」"
" 作品に注がれる生徒のまなざしは、私の予想をはるかに超えて真剣だった。彼らは、作品の奥に潜む作者
の表現意図を中学生なりに、ちゃんと感じ取るのだ。 
"

" 学力も大事だし、生きる力を学ぶことも重要だ。でもそれだけではなく、子どもの中にある「感じ取る心」
を磨く機会を意図的に作っていく必要があるのではないだろうか。 
" 授業の最後に、「ロダンってすごいね、みんなを黙らせてしまった。そして、作品から何かをしっかり感
じ取ったみんなは、何より素晴らしい」と話した。 
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�美術で身につけた力が生活を豊かにし、文化国家の担い手ともなる 

また発信と受信の能力を高めることはグローバル社会の中でも大切な課題 

 
美術の学習内容も近年「生きてはたらく力」としての側面も重視されています。 

たとえば、色彩の学習。 

小学校で感覚的に色を使ってきた体験を発展させ、中学校で意図的に色を使う学習をすると、明らかに色を
効果的に美しく使うようになります。 

" このような学習は一市民としては自らの生活の中に、また自国や諸外国の文化理解にも生かしていく大事
な力です。 

 

" 左の作品は生徒達がつくった、自分を表すシンボ
ルマークです。 

 視覚伝達デザインとも言われますが、色や形によ
ってコミュニケーションを生み出します。 

 美術をとして培われる発信力と受信力は今後の
グローバル社会の中で増々重要になっていくと考
えられます。 
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