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岐阜大学カリキュラム開発研究  
2007．6，Vol．25，No．1，1－10  

美濃市における「子ども鑑賞教室」の実践  

－アーティストの紙の造形作品の鑑賞－  

辻 泰秀＊1  

美濃市のアーティスト・イン・レジデンス事業に参加した40名以上のアーティストの作品を展示して，  

岐阜県美術館の教育普及担当のスタッフによる「子ども鑑賞教室」を実施した．7年間にわたって美濃市  

に招碑したアーティストたちの作品を一覧できるようにすること，紙を素材にした多様な造形作品に対す  

る子どもたちの理解を深めること，美術館のもつ教育力を活用することなどにおいて意味のある試みであ  

った．本稿では，鑑賞教育の実践事例として，美濃市におけるアーティスト・イン・レジデンス事業の概  

要や「子ども鑑賞教室」の内容について述べる．  

〈キーワード〉 美術教育，実践研究，アーティスト・イン・レジデンス，美術館教育，鑑賞活動  

アーティストたちの作品を美濃市文化会館に展示する  

ことで，市民や子どもたちが一通り鑑賞できるように  

なった．そして，「子ども鑑賞教室」等を通して，紙  

を素材にしながらも，いろいろな表現が可能であるこ  

とを子どもたちに伝えようとした．  

1．はじめに   

岐阜県美濃市は，古くから和紙の産地として有名で  

ある．美濃和糸氏の伝統や文化を基盤としながらも，新  

たな紙の造形の可能性を求めて1997（平成9）年から  

アーティスト・イン・レジデンス事業を実施してい  

る．公募により毎年秋に世界各国から5名程のアーテ  

ィストが来日し，美濃市において紙を素材にした造形  

活動をする．そして，市民や子どもたちとの国際交流  

もしてきた．2003（平成15）年までの7年間に40名  

余りのアーティストが滞在し，市に寄贈された作品も  

増えてきた．そこで，市制施行50周年記念事業の一  

部として，2004（平成16）年8月中旬から9月上旬  

に美濃市文化会館で，前年度までに滞在したアーティ  

ストの作品展を行った．   

展示期間中の8月17日（火）には，岐阜県美術館の  

教育普及担当のスタッフに依頼をして「子ども鑑賞教  

室」を実施し，美濃市の子どもがアーティストたちの  

作品を鑑賞する機会をもった．当日は，美濃市文化会  

館において岐阜県造形教育連盟の夏季研究会が開催さ  

れており，参会者のうち30名程の小学校図工科と中学  

校美術科の教員が「子ども鑑賞教室」を見学した．   

美濃市に滞在したアーティストの国，性別，年齢は  

それぞれ異なり，作品の傾向も広がっている．多数の  

2．「子ども鑑賞教室」の趣旨   

近年，美術館の教育普及活動が盛んに行われるよう  

になり，子どもを対象にした鑑賞教室やワークショッ  

プも数多く開催されている．美術館に慣れていない子  

どもたちでも興味をもって学べるように，さまざまな  

教育上の工夫が施されている．   

ギャラリー・トークやギャラリー・ツアーもその一  

つで，教育普及担当者がガイドになって作品鑑賞をし  

て回る活動が行われる．初心者は何をどのように見て  

よいのかわからないので，何もなければ通り過ぎるだ  

けとか漠然と見て終わることになりかねない．ガイド  

が作品の見方や感じ方について適切なヒントやアドバ  

イスを提示することによって，初心者でも作品鑑賞の  

し方を理解しやすくなっている．   

子どもを対象としたギャラリー・トークでは，美術  

に詳しい専門家向けの講義と異なり，作品に親しむこ  

とに重点がおかれている．たとえば対話型と呼ばれる  
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方法では，子どもたちが気づいたこと・感じたことを  

大切にして，対話をしながら作品の魅力を共有しよう  

とする．作品を前にして感じたことを率直に語り合っ  

ているうちに，専門の学芸員さえ気づかないような多  

様な作品分析が行われることも少なくない．   

上野行一は「作品の価値を『教えよう』『知っても  

らおう』とする従来の教育観ではなくて，鑑賞行為を  

通して『一緒に美術を楽しむ』『共感し支援する』と  

いう教育観に基づいた鑑賞プログラムが，学校におい  

ても美術館においても必要とされているのである．そ  

れは対話型の美術鑑賞によって具現化されている．」  

と述べている1）．   

子どもたちの作品を見る目は新鮮で好奇心に充ちて  

いる．自分で作品を見つめたり，友達やガイドと対話  

をしているうちに感じ方や見方を広げていくことにな  

る．それだけに鑑賞の機会をいかにしてもつのかが課  

題となってくる．   

岐阜県美術館でも「親と子の鑑賞教室」や「キッズ  

・エンジョイ・アート」を毎月実施している．「親と  

子の鑑賞教室」では，子どもたちが学年別のグループ  

に分かれて，ガイド役のスタッフと作品を見ながら対  

話をする．保護者のグループへも平易な解説が行われ  

る．そして，「キッズ・エンジョイ・アート」におい  

ては，作品の鑑賞をきっかけにして，子どもたちの表  

現活動が展開されている．   

ただし，よい企画や実践が行われていても距離的・  

時間的な要因で，美術館がある岐阜市周辺の子どもた  

ちの参加に限られる傾向がある．美濃市から岐阜県美  

術館までは通常車で1時間以上かかることから，美濃  

市の小学生で岐阜県美術館に行った経験のある子ども  

はわずかで，クラスで1～2名の割合であった．その  

ため，平成15年度から学校休業日の公民館活動とし  

て，上牧・下牧・美濃・中有知小の各校区の児童を筆  

者が岐阜県美術館に引率し，企画展や常設展を鑑賞し  

たり，アート・ゲームをする場を設けてきた．   

今回は，岐阜県美術館で教育普及活動をしているス  

タッフに美濃市にきていただいて，美濃市のアーティ  

スト・イン・レジデンスの作品についてギャラリー・  

トークをしていただくことにした．美濃市と岐阜県美  

術館との間には，美術文化に関する事業での協力関係  

が機能している．たとえば，アーティスト・イン・レ  

ジデンス事業におけるアーティストの選考や，毎年美  

濃市で開催される「あかりアート展」の審査には，岐  

阜県美術館の館長が加わっている．また，筆者は，岐  

阜県美術館の教育普及活動のサポーターであるととも  

に，美濃市の子ども対象の生涯学習及び公民館活動の  

コーディネーターでもあることから，岐阜県美術館の  

教育普及スタッフの美濃市への出前の鑑賞教室が可能  

になった．   

おりしも，2004（平成16）年8月17日（火）には，  

美濃市文化会館において「美術批評力・鑑賞力の育  

成」と題するシンポジウムが開催され，岐阜県内外の  

図工・美術科教員が多数参加する2）．どのように美術  

批評力・鑑賞力を育成する実践を行っていくべきかと  

いう課題に対する具体的な事例を公開授業形式で示す  

ことができればよいと考えた．この機会に岐阜県美術  

館のギャラリー・ツアーやギャラリー・トークのよさ  

を教育現場の先生方が理解すれば，岐阜県美術館と学  

校との連携も深まるはずである．   

映像メディアの進展によって複製画や視聴覚機器を  

用いた鑑賞が容易になり，遠方の美術館に足を運ばな  

くても鑑賞の機会をもつことは可能になっている．け  

れども，作品のもつ量感・質感・空間性といったもの  

は，実際の作品を見なければ理解が困難であるので，  

できるだけ本物の作品を鑑賞させたい．しかもその地  

域やその場所でなければ鑑賞の条件が整いにくいとい  

う作品あれば，なおさら魅力的である．そんな思いか  

らアーティスト・イン・レジデンス事業の紙の造形作  

品の展示にいたった．   

美濃市文化会館は毎年アーティスト・イン・レジデ  

ンス事業の事務局になっており，アーティストたちの  

プロフィールの把握や作品の保管を担当している．美  

濃市文化会館の多目的スペースは，本来ギャラリーと  

して使用することを目的としていないが，美術館の展  

示室に準じた場所や条件を確保することができる．美  

濃市文化会館の活動として，滞在したアーティストの  

作品を一同に展示することに意味があるし，美濃市の  

子どもたちにとっても地域素材である紙を使った作品  

を鑑賞する経験は貴重であると考える．  
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美濃市における「子ども鑑賞教室」の実践  

3．アーティスト・インーレジデンス   1958年生 女性 彫刻 抽象立体造形  

藤掛康幸（日本）   

1949年生 男性 音楽家  

1998（平成10）年 6名  

パルナ・シルビア（イタリア）   

1975年生 女性 具象彫刻 紙のオブジェ  

チャイカ・ウラディミル（ロシア）   

1955年生 男性 グラフィックデザイン  

フランケ・イワナ（クロアチア）   

1973年生 女性 平面造形  

グナルストッテイル・グッドウルン（アイスラン円   

1948年生 女性 糸工芸  

クライン・ウラディミル（チェコ）   

1950年生 男性 ガラス彫刻 立体造形  

ラザガ・ノーニ（スペイン）   

1966年生 女性 絵画  

1999（平成11）年 7名  

ルーシー・ジェグロス（パラグアイ）   

1940年生 女性 平面造形  

メイラ・ムイチッチヤ（クロアチア）   

1973年生 女性 絵画 具象オブジェ  

ジェーン・イングラムtアレン（アメリカ）   

1940年生 女性 平面造形 鳥のオブジェ  

山崎由美子（日本）   

1963年生 女性 平面造形  

ピーノ・バリラ（イタリア）   

1957年生 男性 抽象立体造形  

ルイズ・ジャンマリー（フランス）   

1958年生 女性 彫刻 立体造形  

長谷川喜久（日本）   

1964年生 男性 日本画  

2000（平成12）年 7名  

シモン・シェモフ（マケドニア）   

1941年生 男性 グラフィック オブジェ  

佐伯尚子（日本）   

1966年生 女性 版画 絵画  

タル・グウル（イスラエル）   

1962年生 男性 デザイン 空間造形  

ディアナ・ラダヴィチエッテ（リトアニア）   

1958年生 女性 抽象空間造形 紙のオブジェ  

サウルス・ヴアルクス（リトアニア）   

1962年生 男性 立体造形 空間芸術   

美濃市におけるアーティスト・イン・レジデンス事  

業は「美濃・紙の芸術村事業」と称され，平成9年か  

ら5年間は文化庁の支援で行われ，その後美濃市の教  

育活動として継続・発展している．開催要項によると  

目的は「国内外の芸術家が美濃市内に一定期間滞在し，  

作品の創作活動を通じて芸術家相互及び地域との交流  

を深め，高度で独創性にあふれた芸術文化の創造を図  

ることを促進するとともに，地域からの紙芸術・紙文  

化発信を促し地域文化の振興に資する」と言う．   

毎年12月に美濃和紙の里会館でアーティストの作  

品展を開催し小冊子も作成している3）．アーティスト  

は滞在中に制作した作品のうち1点は美濃市に寄贈す  

ることになっており，今回の「子ども鑑賞教室」の対  

象になる「美濃・紙の芸術村歴代アーティスト作品  

展」は，そのような寄贈作品によるものである．   

毎年30名を超える応募の中から5名程が選ばれる．  

実績や将来性が豊かであると認められないと選考され  

ない．そのため，現在世界各地で活躍しているアーテ  

ィストが美濃に集まっているといってもよい．紙とい  

う素材を活用している点では共通しているが，作風は  

具象と抽象，平面と立体など実に多様である．   

「子ども鑑賞教室」に伴う作品展でをも これまでア  

ーティスト・イン・レジデンスに参加をしたアーティ  

ストの作品を各1点ずつ展示し，氏名と国名を表示し  

た．アーティストは下記のようであり，海外のアーテ  

ィストが主になっている．  

1997（平成9）年 7名  

エルベルト・ボラーニヨス・リベラ（コスタリカ）   

1958年生 男性 テキスタルデザイン  

森妙子（日本）   

1952年生 女性 空間造形  

ジョアンナ・ヴィトヴィッチ（ノルウェー）   

1974年生 女性 具象絵画  

シグルン・エルデヤウルン（アイスランド）   

1954年生 女性 具象絵画 絵本  

スライ・エレーラ（ベネズエラ）   

1955年生 女性 絵画  

ソフィー・メロン（フランス）  
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ウイーマーソフ・アネッテ（ドイツ）   

1947年生 女性 絵画 版画 抽象レリーフ  

イレナ・ケチエケシュ（クロアチア）  

1974年生 女性‘グラフイクアート 版画  

2001（平成13）年 6名  

ボリス・シュモフ（マケドニア）   

1974年生 男性 CG  

クリシー・ヒューガン（イギリス）   

1950年生 女性 紙の立体造形  

クリスチーナ・レナード（クロアチア）   

1975年生 女性 彫刻 平面造形  

マルタ・ジョセフィーナ・ポジック（ポーランド）   

1973年生 女性 版画 イラストレーション  

ポルスカ（フランス）   

1947年生 女性 紙の立体造形  

篠原猛史（日本）   

1951年生 男性 現代芸術  

2002（平成14）年 5名  

カーン・ハヴスコフ・ジャンセン（デンマーク）   

1963年生 女性 立体造形  

クリスティーナ・リンドバーグ（スウェーデン）   

1953年生 女性 版画 装飾  

マルゴルザ一夕・ニースポジェバナ（ポーランド）   

1972年生 女性 具象立体造形 オブジェ  

ネリー・アガシ（イスラエル）   

1973年生 女性 インスタレーション  

リチャード・ポライ（トリニダード・トバゴ）   

1962年生 男性 製本 グラフィックアート  

2003（平成15）年 5名  

小泉まり子（フランス）   

1952年生 女性 具象立体造形  

ヤエル・メール 

1976年生 女性 抽象立体造形  

ジム・ノーブル（イギリス）   

1976年生 男性 平面造形版画  

サンディ・オッペンハイマー（アメリカ）   

1953年生 女性 具象平面造形 コラージュ  

エバ・ロシェック ・ブシュコ（ポーランド）   

1953年生 女性 抽象立体造形 空間造形   

セプトが込められている作品は，解説がしにくいし，  

子どもにとって難解な作品になりやすい．けれども，  

そこに対話をしながら作品を見る意味が出てくる．   

「子ども鑑賞教室」に際して，岐阜県美術館のギャ  

ラリー解説員である宮崎香里さんは，作品の特徴をつ  

かんだり，作品に込められたコンセプトを把握するの  

が大変であったようである．岐阜県美術館に展示され  

ている作品は，毎日目にする作品が多く表現の内容や  

方法が理解できているので，解説する裏付けがある．  

今回は，前触れなく依頼したこともあって，アーティ  

スト・イン・レジデンス事業の進展，個々のアーティ  

ストの制作過程や作風，作品に込められた表現内容な  

ど多くの点が未確認な状態で，実施日が近づいてきた．  

とりあえず1週間前の平成16年8月12日（木）に展示  

作品の下見に来ていただいて，実践の当日を迎えるこ  

とになった．  

4．「子ども鑑賞教室」の実践内容  

（1）雰囲気づくり   

平成16年8月17日（火）の12：30～13：20の50分間の  

予定で，子ども鑑賞教室を実施することにした．参加  

者は美濃市内の小学校2～5年生の子ども15名であ  

り，学校や学年はぞれぞれ異なる．直接指導にあたる  

スタッフは岐阜県美術館のギャラリー解説員の宮崎香  

里さんと高橋基子さんである．お二人とも岐阜県美術  

館で教育普及活動に取り組み，ギャラリー・ツアーや  

ワークショップを運営している．当日までの連絡調整  

は，筆者と古田啓一（前岐鼻県美術館課長補佐，現大  

垣市立綾里小学校教頭）がした．   

美術館には幼・小・中・高といったように各校種の  

児童・生徒が来館し，企画展や所蔵品展の内容に応じ  

た多様な解説を行っている．そのため二人とも鑑賞を  

通して子どもたちと対話することには慣れている．け  

れども普段とは異なる会場や作品であることや，小・  

中学校の先生方が多数参観する点が異なる．   

当日は，宮崎さんが主な進行を行い，高橋さんがそ  

の支援を担当する．まず美濃市文化会館の1階で参加  

者がシールを受け取り，マジックで名前を書いて胸に  

貼りつけるようにした．作品の解説は一方的に説明を  

具象作品の場合は，何が表現してあるのかが明瞭で，  

子どもたちの理解を得やすい．抽象表現や作家のコン  
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するのではなく，学習者である子どもとの対話を通し  

て行われる．   

名前を呼ぶと言う行為は，スタッフと子ども，子ど  

もたち相互のコミュ土ケーションの基盤になる．宮崎  

さんから顔を見合って自分の名前を「00ちやん」と  

呼ばれると，初対面であることを忘れて親近感をもつ  

ようになる．   

宮崎さんが紙でつくってある作品を見ることを伝え，  

アーティスト・イン・レジデンスの概要について説明  

をする．「アーティストがみんなと同じように3カ月  

間美濃市に住んで，うだっの町並みを見たり，きれい  

な川を見たり，山を見たりして，いろいろとわき出し  

てきたアイデアを作品にしています．」そこで「ああ，  

あれはあそこの山のイメージかもしれない，あのきれ  

いな川が作品の中に表現されているかもしれないと気  

づくと思います．．ピピッと気づいたことがあったら宮  

崎さんにお話ししてね」と呼びかけた．   

作品は2階のホールに展示されているため，移動を  

しながら「いろいろなアーティストが美濃市に来てい  

るんだけれども知っている？」「学校で一緒に作品を  

つくったりしているということを聞いたんだけど‥」  

といった言葉の投げかけを宮崎さんがした．   

アーティスト・イン・レジデンス事業は美濃市の教  

育や文化に定着してきており，小・中学校の国際文化  

理解教育に寄与している．けれども，個々の子どもに  

とっては，海外アーティストはあまりなじみのない存  

在であったようである．市内で姿を見かけてもすぐに  

は外国語であいさつや話をする状態にはならない．海  

外のアーティストが学校を訪問したときにも，各校1  

日程度の滞在であるし，限られた学年・学級との交流  

が多い．子どもたちが海外アーティストについて具体  

的なイメージをもっていなかったとしても無理はない．  

そのため，階段を上がった壁面にこれまでに滞在した  

アーティストの顔写真・名前・国名などが表記された  

大きなパネルがあるので，再度アーティスト・イン・  

レジデンスの作家と事業の内容について紹介をした．  

図1作品を間近に見て率直な印象を述べ合う．  

子どもの感想を引き出すように心がける．  

しないようにしましょう．約束して下さい．でもどれ  

だけでも近づいてじっくりと見ていいよ．」「ここに  

ある作品は，和紙でつくってあるんやね．みんな和紙  

でなんかつくったことある？」と言った．   

ギャラリー風にした展示スペースの目につく位置に  

エバ・ロシェック・ブシュコさん（ポーランド）の作  

品が展示してある．天井からつりさげられているエバ  

さんの大きな作品を取り囲むようにして「じやあ，す  

わって見てみよう．じっくり見てみよう」と宮崎さん  

が呼びかけた．   

岐阜県美術館でも，作品の前にすわって落ち着いて  

作品を見る活動は頻繁に取り入れられている．歩きな  

がら見るだけではなく，作品の前にたたずんで感想を  

述べる中で，作品との接し方や見方がつかめるように  

なる．いきなり作品の解説をするよりも，子どもたち  

自身が直に作品を見て発見したり感じたことを相互交  

流する活動を重視している．   

子どもたちが作品鑑賞する際に，宮崎さんは位置の  

取り方に留意している．エバさんの作品は天井から吊  

り下げられているので，下から見上げると実感を伴っ  

て見ることができるはずであ．る．さらに，子どもに近  

寄りながら「どう何か気づいたことない？」と間近で  

感想を聞くことで，子どものつぶやきや発言を引き出  

しやすい．子どもたちとの間には，次のような対話が  

行われた．   

「ひらひらがある」   

「そうやね，たくさんひらひらがある」（宮崎）  

（2）作品の鑑賞   

子どもたちが展示作晶の前に移動すると，「囲いが  

ないので作品に近づけるよ．さわったり引っ張ったり  
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「どう，何か気がついたことある？」（宮崎）   

「何かに似てる？」（宮崎）   

「川みたいな感じがする」   

「どのへんがそう思っ∫た」（宮崎）   

「和紙がみんな同じ向きにつながっているから川の  

流れみたい」   

「みんな聞こえた？」（宮崎）   

「どう，川の流れに見えてきた」（宮崎）   

イもっと違ったふうに見える？」（宮崎）   

「こんな川が流れていたらきれいやね」（宮崎）   

「水色やったらもっと川の流れみたいに見える」   

「でも，この作品白だね．白い水」（宮崎）   

「川には色がついてないよ．透明だよ」   

「川を描くときには水色を使う，でも本物は色がな  

い」   

「上が船に似ていて，さかながいっぱい船からつり  

あげられているみたい」   

「ちょっと，またまた新しい」（宮崎）   

「何匹これつれたんやろうね」（宮崎）   

「数えきれないほどいっぱいつれた」   

「こんなにいっぱいつれたら重いやろうね」（宮  

崎）   

「のれんみたいにも見える」   

宮崎さんと子どもたち，子どもたち同士も初対面と  

いうこと・で，最初のうちは遠慮がちに言葉を発してい  

たが，感想を出し合ううちに雰囲気がなごんできた，  

そして「どのへんが」「もっと違ったふうに見える」  

という宮崎さんの質問が，子どもの見方を深めている．  

たとえば，白い和紙のかたまりが川の流れ，魚のかた  

まり，のれんなどに見えるようになり，いろいろな発  

想ができるようになった．   

宮崎さんや高橋さんは一人一人の子どもの感想を個  

人のつぶやきから参加者全体での交流で生かそうとし  

ている．無言であった子どもでも，きっかけをつくっ  

て話をし始めるとユニークな意見をたくさん述べる．  

それぞれの意見を引き出そうとする姿勢が伝わってき  

た．川の流れや魚っりといった言葉が出てきたときに  

は，うなずく，作品を手で示す，動作を交えて話をす  

るなどの支援があった．   

エバさんの作品を通して鑑賞のコツを理解したとこ  

ろで，「ここにいろんな作品があるの．これから5分  

くらい好きなところに行ってお気に入りの作品を一つ  

見つけてきて下さい」「どこがお気に入りだったのか  

みんなに教えてほしいんだけど」と指示を出した．そ  

して，宮崎さんと高橋さんは展示されている作品を見  

て回りながら，子どもたちに気軽に話◆しかけた．   

子どもたちは多くの作品の中から気に入った作品を  

決める．ただし，いくつも好感のもてる作品が並んで  

いる場合や，反対に作品の意図がよくわからない作品  

やお気に入りでない作品が出てくる場合があるはずあ  

る．鑑賞に関する個人差もある．したがって，お気に  

入りの作品を選択する過程における子どものつぶやき  

や思考の変化に着目することが求められる．   

子どもたちの動きで特徴的なのは，漠然と歩き回っ  

ているのではなく，作品の前で立ち止まる，一つの作  

品でもいろいろな方向から見るといった光景が見受け  

られたことである．各自の観点や興味にしたがって作  

品を鑑賞していることがわかる．   

全体の作品を見て回った時点で，「じやあみんなに  

一つずつこの作品がいいということを言ってもらいた  

いので‥」と宮崎さんが呼びかけた，すると，篠原猛  

史さんの作品が「気に入った」と指摘するS男がいた  

ので，その作品の所に集まって交流をすることにする．  

「学校の机と椅子は茶色い色をしているけど，白い机   

と椅子がかわっている」  

「机のかたちが長細くてかわっている．そこが不思議   

でおもしろいと思った」  

「どう？みんな」（宮崎）  

図2 川みたい．魚がいっぱい吊り上げられている  

みたい，といった子どもの意見に応じる．  
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「つのみたいなかたちがいっぱいあるのがおもしろい   

けど，さらにのぞくとマンガが見えるのでおもいし   

ろい」  

「万華鏡みたい．そうだ，これはマンガ鏡だ」  

といった話の展開になった．   

次に，T男が巻き貝の形をした大きな紙のオブジェ  

を選択した．クライン・ウラディミルさん（チェコ）  

の作品である．  

「貝のかたちに見えるんだけど．何かささっとるとこ   

ろが変わっていて，今までになかった貝，新種の貝   

の感じがする」  

「これ何がささっとる？」（宮崎）  

「ガラスのかけらみたい」  

「グルグルとなっているのでソフトクリームみたいに   

も見える」  

「外国のお城みたいにも見える」   

いくつかの作品を見て気づいたことを述べ合ううち  

に，作品から受ける印象が広がってきた．当初，ポル  

スカさん（フランス）の作品の前で足をとめる子ども  

は多かった．作品の中に蝉のぬけがらや虫がいっぱい  

くっついており，、お気に入りというよりも不思議な感  

じがして，気になっていたようである，  

「虫がいっぱいくっついとってかわっている」  

「なるほど，これ何かわかる？」（宮崎）  

「はち，ムカデ，せみ，カブトのメス，蛾，せみのぬ   

けがら，ほおずき，蜂‥・」  

「秋になると，虫も植物もみんな死んでしまう」  

「クモの巣にひっかかっているようにも見える．細い   

線がくもの巣のように見える」  

図3 紙でできた机と椅子について鑑賞をする．  

「机と椅子は同じ色をしていることが多い．茶色の椅   

子と机があるように自のものがあってもよい」  

「机や椅子をよくみると四角い線があって，それが一   

つずつ貼ってあるタイルのように見える」  

「タイルは堅くて冷たいという感じがするけど，この   

作品はそう見える？」（宮崎）  

「柔らかい感じもする」  

「タイルというよりもブロックが積み重なっているみ   

たい」  

「向こうから光があたって透けているので，暖かい   

感じがする」   

机や椅子は普通は木でできている．あえて紙を貼り  

合わせて立体的につくって似せている点に作者の意図  

があり，その意外性に子どもの感性が引き付けられた  

ようである．   

篠原さんの作品を全員で鑑賞した後，多くの子が手  

を挙げて，好きな作品の場所へみんなを案内して説明  

をするようになった．E子が入り口付近の作品をお気  

に入りの作品として選択した．ヤエル・メールさん  

（イスラエル）の作品である．入り口付近にあって四  

角錐のような形が並んでいるだけなので，何げなく通  

り過ぎてしまった場合が多い．ところが，E子は，四  

角錐の先端の穴を覗いてみると，それぞれの中にマン  

ガの絵が描かれているのを発見した．  

「ちょっとちょっとEちゃんがこの作品好きなんやと．   

理由は中を覗くとマンガが見えるんやと」（宮崎）  

「みんな覗いて見た？知ってる？」（宮崎）  

「ほんとや，見えるわ」  図4 作品の細部（虫）の様子を見つめる．  
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宮崎さんから「気づいた人も多いけど，ここにある  

作品全部に題名が書いてないの．みんなでこの作品の  

題名をきめるとどうなるの？教えて」という問いかけ  

が行われた．虫の死骸，′巣につかまった虫，くもにつ  

かまった虫たちといった名が出てきた．   

子どもたちからの作品の選択に加えて，宮崎さんの  

方から作品の提示が行われる．「実は宮崎さんもこの  

作品がいいなと思いました．もう一つ紹介したい作品  

があるの．紹介してもいい？」といって，空中からぶ  

らさがっているクリスティーナ・リンドバーグさん  

（スウェーデン）作品を示した．  

「せんこう花火みたい」  

「宮崎さんねどうしてこの作品を選んだかというと，   

これね和紙でつくってあるんだけど，なんかにょき   

にょきにょきっと伸びてきそうな感じがする．根っ   

こがずっと伸びてきそうな感じがしたりして，何か   

生きているような感じがしたんやけど」  

「どうみんなこれ」（宮崎）  

（風がくると）「動く，動くね」  

「何かくもの糸でつるしてあるみたい．何か中に浮い  

て入るみたい」  

「反対向きにしたらもう一つの作品になる」（宮崎）  

「違う感じがする．もう一つは花びらのような感じ」  

「さくらの花びらみたい．春にさくらの花びらが散っ   

て地面に蕗ちるとこんな感じ」  

「上からだけでなく下から見上げて見るとまたちがっ   

た感じに見えるね」（宮崎）  

「下から見るとたこの足みたい」  

「上からもう一回見てみようか」（宮崎）  

図6 作品を下から見上げて鑑賞をする．  

「何でこれつってあるんやろうね」（宮崎）  

「上からも下からも見ることができるようにしてあ  

る」  

「同じ紙なんやけど，遣って見えるのが好き．なんか   

生きているよう」（宮崎）   

続いて，高橋さんもグナルストッテイル・グッドウ  

ルンさん（アイスランド）の作品を選択した．  

「そうめんみたい．流しそうめん」  

「滝みたい，川みたい」  

「のれんみたい」  

「下のほうがたんぼのわらみたい」  

「なっかしいいろいろなことを思い出させてくれる作   

品です」（高橋）  

「なんか結んであるところが不思議な感じだよね」  

「つるみたい」  

「みんなは川とか，上から下へいく感じで言うんだけ   

ど，宮崎さんは下から上にあがっていく感じがする   

んやけど」（宮崎）   

最後に，A男がロープのようなサウルス・ヴアルク  

スさん（リトアニア）の作品を紹介した．  

「縄がのぼっていくところがおもしろい」  

「縄がのぼっていく感じなんだ」（高橋）  

「ジャックの豆の木みたいな感じ」  

「紙なんだけどもっと縄みたいに丈夫な感じがして   

きた」  

「上のほう何か色がついているんやけど」（宮崎）  

「黒いのは枯れている」  

「黒いところはもっと頑丈な縄になっている」  園5 左右の作品を比較して感想を述べる．  
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果や継続性といった点からも，子どもたちとアーティ  

ストとの作品鑑賞を通した交流を試みていくようにし  

たい．メールや手糸氏は間接的な伝達手段であるが，今  

後美濃市にやってくるアーティストであれば，工房公  

開，学校訪問，作品展などの機会にボランティアの通  

訳の手助けによってアーティストと会って交流するこ  

とが実現する．   

紙の作品の見方や感じ方を学んだ経験を，子どもた  

ちが様々な場で活用していくことが望まれる．学校の  

授業や美術館における作品鑑賞などで多様な発想をす  

る，友達と積極的に意見を交流するといったことであ  

る．子どもたちは「お気に入りの作品」を選択する過  

程で，作品のよさを言葉にする，造形性を分析する，  

表現内容を読み取る，評価や判断をするといった活動  

をする．この活動で培われる力は，図工・美術にとど  

まらず日常生活全体に活用できるはずである．  

図7 縄のような状態を見て意見を出し合う．   

宮崎さんは「どこからそう思ったの」「どうしてそ  

のように思ったの」と話しかけ，感じ方の根拠に目を  

向けさせていった．自分一人での鑑賞も大切であるが，  

同じ作品を見た友達同士で見方を交流する鑑賞は，自  

分とは違った見方を廃見する．   

子どもの一人は，「自分一人で見ているときはただ  

の糸氏の作品だったけど，みんなで感想を言いながら見  

ていたら，同じ作品がかたく見えたり柔らかく見えた  

りいろいろなものに見えてきたりして，今日はおもし  

ろかった．」と感想を述べている．   

最後に宮崎さんは，「全部の作品が紙でできてると  

いうことだけれども，いろいろなものをつくって，い  

ろいろな感じ方ができたね」「紙ってすごいね，みん  

ないい所に住んでるね．みんなも和紙を使って，いろ  

いろな作品をつくってみて下さい．また美術館にも遊  

び来て下さい」と述べてまとめた．   

今回は，これまでのアーティスト・イン・レジデン  

スにおける作品鑑賞であったが，この経験や学習は発  

展が可能である．たとえば，アーティストとの交流が  

あげられる．アーティストは鑑賞者に何かを伝えたい  

と考えて創作している．子どもたちが気づいたことや  

不思議に思ったことをメールや手紙を通してアーティ  

ストに知らせれば，多くのアーティストから返事がか  

えってくる．その交流を活性化させれば，子どもたち  

の国際文化理解が深まる．   

海外のアーティストたちは，帰国後もしばしば近況  

報告を知らせてくれる．中には再び日本や美濃市を訪  

れる人もいる．アーティスト・イン・レジデンスの成  

5．おわりに   

学校の図工・美術科の授業において，鑑賞活動は表  

現活動とともに内容の柱になっている．ところが描い  

たりつくったりする表現活動と比べて美術作品を鑑賞  

する活動は少ないし，鑑賞活動が単独で行われること  

はまれである．何をどのように見たらよいのかといっ  

た鑑賞の内容や方法に関する実践研究は，◆現在のとこ  

ろ試行錯誤の状況である．   

今回は岐阜県の図工・美術科の教員が集まり「美術  

批評力・鑑賞力の育成」と題するシンポジウムを開催  

したので，その関連からアーティスト・イン・レジデ  

ンスの作品を展示して「子ども鑑賞教室」を実施した．  

市の広報やアーティストたちの学校訪問によって，ア  

ーティスト・イン・レジデンスという言葉を知ってい  

る子どもたちも次第に増えてきた．けれども子どもた  

ちが実際の作品に接したり，作品のおもしろさを感受  

する機会が十分にあるとはいえない．そのため，アー  

ティストたちの作品を一同に集めて，子どもたちがい  

ろいろな視点から鑑賞できたことはよい経験になった  

と考える．   

アーティストの作品は，共通に紙を素材としている  

とはいえ多様で，現代の抽象作品やコンセプチュアル  
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辻 泰秀  

・アートも多く含まれている．そのため，はじめのう  

ちは作品の見方や感じ方をつかめない子どもが見受け  

られた．けれども，じっくりと作品を見たり，友達の  

感想を聞いたりしているうちに，作品の見方が深まっ  

ていった．   

岐阜県美術館のギャラリー解説員のお二人は，知識  

や一定の見方を伝える方式ではなく，子どもたちと話  

をしながら新たな発見をしていく方法をとっていた．  

「子ども鑑賞教室」を公開することによって，実物の  

作品を前にした対話型の鑑賞の実践例を美術教育関係  

者に示す場になった．当日は，図工・美術科の教諭，  

学校長，美術館の学芸員，大学教員，学生，生涯教育  

担当者など多く方が参観して下さった．学校での鑑賞  

教育や学校と美術館との連携を進展させていく際に役  

立つはずである．   

子どもたちは，たまたま鑑賞教室があるということ  

で集まった子どもたちなので，学校・学年・学級は異  

なる．ほとんどが初対面である．そのため普段から意  

見を交流している学級集団とは勝手が違う．作品を見  

て気づいたことや感想を述べあうにしても，慣れない  

子どもに話をしにくいと 

はない．けれども，筆者が見る限り，作品から気がつ  

いた何げないことでも，解説員の二人に伝えたり，他  

の子に伝えようとする姿勢が強く感じられた．一見難  

解な作品のように思われても，宮崎さんや友達の話を  

聞いているうちに親しみがもてるようになった．   

子どもがお気に入りであると指摘したほとんどの作  

品が立体作品である．大きさ・量感・空間性があり印  

象が強かったのであろう．立体作品には，ざらざら・  

つるつる・ふわふわ・でこぼこといった表面の質感を  

意識した作品も多くあった．このような立体作品の特  

徴は写真や図版では伝えることが不可能に近いので，  

実際の作品を示す価値がある．紙の場合，どうしても  

光・湿気・ホコリなどに弱く，常時展示するわけには  

いかないが，せっかくの作品であるので，今後もより  

多くの子どもたちや市民を対象にした作品鑑賞の機会  

をもつようにしていきたい．  

注  

1）上野行一監修『まなざしの共有－アメリア・ア   

レナスの鑑賞教育に学ぶ－』淡交社 2001．20頁  

2）アメリカの美術批評や鑑賞教育の動向についてト   

ム・アンダーソン博士（フロリダ州立大学）に講   

演をしていただき，藤江充（愛知教育大学教授），   

鎌宮好孝（岐阜大学附属小学校教諭），佐々木和   

哉（前 陽南中学校教諭）の各氏から鑑賞教育の   

実践をめぐる報告があった．コーディネーターを   

筆者が担当した．  

3）各年の美濃市におけるアーティスト・イン・レジ   

デンスの成果公表の一つとして，毎年12月に美   

濃和紙の里会館で「美濃・紙の芸術村作品展」を   

開催してきた．その際に作成する小冊子によって，   

アーティストのプロフィールや制作風景などを知   

ることができる．  

謝 辞   

アーティスト・イン・レジデンスの作品の展示にご  

尽力下さった美濃市・美濃市教育委員会・紙の芸術村  

の方々，「子ども鑑賞教室」の実施にご協力をいただ  

いた岐阜県美術館・美濃市文化会館・美濃市内小学校  

の関係者の皆様に厚謝申し上げます．  
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