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表紙解説 定金計次
会員作品展

 1 構想設計と美術教育研究会 佐野　賢
 8 「表現と理解」

経験・直観を重視した授業展開の試み 辻　　誠
 14 「実践的現代芸術・文化論」におけるNEO自画像のアプローチ

― ワークショップ：神話と遺伝子 ― 藤木律子
 20 迷走してませんか　教育改革 和田淳一
 24 展覧会レビュー❶　アトリエ インカーブ展 西野昌克
 25 「行ってきました！ アートの島『直島』へ！」 石田眞弓
 32 美術教育における伝統的な美術の取り扱い（２）

― 韓国の小学校 ― 横田　学

ウダイギリ仏教僧院仏殿入口枠浮彫装飾（右側部分）



表紙解説
ウダイギリ仏教僧院仏殿入口枠浮彫装飾（右側部分）

（8 世紀　コンダライト　インド　オリッサ州）
定 金 計 次

インドのオリッサ州の北寄りの地域には、バウマ・カラ朝下に造営された密
教寺院址が幾つか残る。ウダイギリにある寺院址も、その１つである。因みに
唐代の中国で活躍した密教僧の善無畏は、同王朝の王子であったとされている。

仏教寺院は、規模が大きかったこともあって、同時代のヒンドゥー教寺院と
異なり、基本的に煉瓦造で建てられ、浮彫装飾を施す部分のみ石材が使われて
いる。石は、この地方独特のコンダライトに加えて、片岩が用いられることが
多かった。これら２種の石材は、中世半ば以降にオリッサ州のヒンドゥー教寺
院建築でも、砂岩に替わって採用されるようになった。

ウダイギリの僧院中央奥に設けられ、釈迦や大日如来が祀られた至聖所であ
る仏殿の入口枠浮彫装飾は、コンダライトが用いられ、長い間土中にあったた
め、保存状態が良好である。装飾文様が主体で、大小の繊細かつ複雑な抽象的
唐草と人物が絡む茎が太い唐草が古代以来の伝統を受け継いでいる。後者には
ブランコに乗る人物も認められ、宗教とは関係しない自由さが興味深い。同時
代のヒンドゥー教寺院と同様に、独特の人物表現と精確な彫刻技術が見所の１
つである。

●第 17 回　帆の会展（曽根唯夫）
2007年12月20日（木）～24日（月）

京都文化博物館

●第 45 回　大阪双線美術小品展
2008 年1月13日（日）～19日（土）
大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー

●金井　良輔　展
2008 年1月19日（土）～24日（木）
TOR　GALLERY　トアギャラリー

●京都府私立中学高等学校美術工芸
教育研究会　会員作品展

2008年1月22日（火）～27日（日）
ギャラリー吉祥堂

●佐野　賢展
京都市立芸術大学 退任記念
2008年1月23日（水）～30日 (水 )
京都市立芸術大学　芸大ギャラリー

「佐野　賢先生　退官記念特別講演会」
2008年１月26日（土）15:00～16:30
会場：京都市立芸術大学　交流室

（京都市立芸術大学・教授）

会員作品展

☆会員作品展の情報は、研究会ホームページ
でも随時紹介しております。

http://w3.kcua.ac.jp/~bikyoken/　
「会員の活動」



「イメージの球根のための祭壇」
2005 年 10 月設置　石川県小松市　YMC 開発研究センター

佐 野 賢
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美大を卒業してから芸大となり、東
山から西山沓掛の地へ。私が今熊野の
芸大美術学部の教員として採用されて
から約 32 年、制作活動と専攻学生の
教育との両方に追い立てられた生活、
それも今から振り返るとあっと言う間
の出来事のように思える。

芸大の美術教育研究会のことは美大
の頃から知っていたが、最初は特別に

深くかかわっていた訳ではない。当時
は時々手伝いを頼まれて協力していた
程度で内容はあまり理解していなかっ
たと思う。構想設計と美術教育研究会
という変な組み合わせで書くことにし
たのは違う視点から考える事も必要で
はと思ったからである。

芸大の１専攻として構想設計がス
タートしたのは移転の作業が終わった
昭和 55 年４月からである。その前に
専攻が出来た経緯を簡単に説明してお
く必要がある。東山から西山の沓掛の
地に大学の移転整備が完了するまでの
間は決して順調に事が進んだ訳ではな
いことは、百年史を読んでもらえば良
くわかると思うので詳しくは述べな
い。構想設計教室とは昭和 45 年３月
に発表された芸大改革案の流れに沿っ
て開講された油画教室の１つが最初で
あり、その後、昭和 47 年４月には彫
刻科にポリマテリオという教室が開講
された。当初は別々に各専攻内で教室
を開講していたが、当時の時代の要請
もあり、両教室の合併が考えられるよ

構想設計と美術教育研究会

京都市立芸術大学構想設計研究室

佐 野 賢

創生の門
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うになった。しかし、専攻の再編や設
備と教員の移動の難しさなどで果たさ
れず、大学の移転問題の具体化によ
り、全学的な写真教室も含めた新しい
専攻の計画が実現した。昭和 55 年４
月に移転が完了し、構想設計専攻とし
て授業を開始したわけであるが、私が
専任として構想設計の教室、設備や授
業の計画について頻繁に話し合うよう
になっていったのは昭和 52 年頃から
移転の完了までと記憶している。専攻
のカリキュラムや教室と設備などにつ
いては決めなければならないタイムリ
ミットもあったが活気に満ちた議論を
したといえる。新しい専攻の名称をど
うするか、専攻のカリキュラムと授業
をどのような形にするのかなどギリギ
リまで話し合いをしてきた。結果とし

てなかなか一致点が見出せず、スター
トした昭和 55 年当時は構想設計教室

（関根勢之助 教授、佐野 賢 助教授 )
と映像設計教室（アーネスト佐藤教授)
の２教室として出発した。その後現在
までゼミや教室のあり方や登録の方法
などについて紆余曲折しながら今日の
形になっていった。専攻の当初から３
人の専任の考え方と授業に対する基本
的な姿勢が異なり、ずいぶんと白熱し
た議論をしてきたが、３人の内、アー
ネスト佐藤先生が移転後しばらくして
亡くなられ、それから数年後に関根先
生も亡くなられたので専攻のスタート
前後からのことを知っているのは私だ
けになってしまった。その後、後任と
して映像構想ゼミに中井恒夫先生とメ
ディア構想ゼミの砥綿正之先生の２人

丘の上のカブトガニ又は基地
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が着任されて今日にいたっている。
構想のカリキュラムについては毎学

期話し合いで３人のゼミの内容を決め
てきた。基本的には構想の中核である
ゼミ室を中心に従来の美術表現の枠組
みにとらわれず、芸術の諸問題を思索、
研究し、様々な表現の方法やメディア
を用いて実験制作をおこなっている。
全体のゼミも各教室のゼミも自分の研
究計画に沿って登録する形を今も守っ
ている。

美術教育研究会の事と直接関係ない
ようなことを少し述べたのは構想のカ
リキュラムは基本的には半年という学
期があり、区切りがあるだけで授業の
中身はそれぞれ自分が決めて自主的に
行なうという事であり、教員はゼミを
通して学生の研究をサポートしたりア
ドバイスをする立場である。極端に言

えば、教室と設備と時間があるだけ
で、積極的に研究し、ジャンルも方法
も拘わらずに自由に勉強する所と言え
る。中学や高校の美術の授業ではとて
も出来ない事かも知れない。教科教育
法や教科書と鑑賞読本、指導手帳など
とは無縁の専攻であると言える。しか
し基礎的なレベルの知識や技術と理解
力がないと展開出来ないことも事実で
ある。このことは大学の専攻の授業だ
から可能な事かもしれない。美術表現
の問題を幅広く横断的に研究するには
固定化したカリキュラムを持つ事は表
現の世界と方法を概念化しかねない恐
れがあり、つねに現代の世界の問題と
柔軟に向き合い、新しい表現の可能性
を見つけるためには既成のカリキュラ
ムに頼らず、それを否定してきたこと
も事実である。美術教育研究会で取り

周 航
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上げられてきた教科と教育の方法の問
題の研究とは合わない所があると言え
る。だからと言って我々は美術教育研
究会で取り上げられ、問題として議論
されてきた内容を否定しているわけで
はない。専攻として基礎的なカリキュ
ラムをあえて持たないのは、きっちり
としたカリキュラムを持ってやってき
た他の専攻の歴史があるからこそ相対
的に判断できるのだと考えている。研
究会で報告や発表されてきた内容につ
いては我々にとっても大変参考にな
り、構想の授業の方向を考えるときの
ヒントになってきた。どのようにして
教え、表現することの感性を拡げるか
と言うことは、そのことを体験させた
り理解させさるにふさわしい年齢と教
育の方法が確立され、工夫されて今日
の美術教育の現状になってきたのだと

言える。人類の長い歴史の中で培われ、
残ってきた美術表現の世界、時代性と
その表現を理解し鑑賞することを学ぶ
ことは美的感性の涵養と内容を理解す
ることになり、これからの自己の世界
を表現するための基本的な要素である
と思っている。一般的にはこれで問題
はないが、表現することの意味や表現
の世界を創造性の豊かな状態まで展開
しようと思うのなら年齢や学年に応じ
た教科書に沿った教え方と展開を毎年
繰り返すというパターンの方法から離
れないと表現力のある感性豊かな学生
は育たないといえる。学校での授業の
活性化を考えているのなら構想設計専
攻のようなカリキュラムを固定化して
持たない考え方や、繰り返して行なわ
れることに対する否定的な考え方で逆
説的にものを見直すのも１つのあり方

シンボルのある丘と石窟
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ではないかと思うときがある。大学で
の授業に限らず表現する事についての
意味や面白さを教え、体験させるには
どうすれば良いかを考え、それぞれが
ユニークなカリキュラムの創造をする
なら、まだまだ展開出来る可能性があ
ると思っている。

最後に美術教育研究会の今後の事も
含めて今まで参加してきた事から私個
人が感じてきたことを少し書いてみる。
研究会の中の「美」の発行、教本編集、
図書資料、研究・研修委員会などの多
くの委員会と各支部の活動などはどれ
もが大切な事だと認識しているが、年
に１回の総会以外になかなか多くの会
員が集まらない状況の中、役員を中心
に会が動いている印象を受ける。皆な
忙しいからなかなか参加出来ない。役
割分坦が多すぎる。役員になっても積

極的に参加と協力出来ない。若い教員
の会員が少ないなど現実が抱えている
問題が多くある。現場の授業に追わ
れ、全体の情報を手に入れ、判断する
には余裕がないなどのいくつかの要因
があることもわかっている。一方、年
間の授業の内容などは今までにも研究
センター例会で発表されてきたことは
誰もが知っている。内容は会員の創意
工夫が読み取れるものであり、大変参
考になるものが多いと思っている。お
互いが忙しくて、年々参加者が減って
いるセンターの例会のあり方を見直し、
もっと広く情報の交換と共有が出来な
いものかと考える。年間の授業の計画
をお互いが１冊の資料に整理している
と思うので、その内容をすべて公表す
るかどうかは個人の自由であることを
尊重しながらも会員が資料を提供し、

「或る空間について」2005 年 10 月　ギャラリー三条個展　佐 野 賢
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佐野賢先生を囲んで　2008 年 1 月 26 日
第 341 回研究センター例会　京都市立芸術大学 大学会館 交流室にて

２～３年に１度なにをやってきたかを
まとめてはどうか？　個人を特定出来
るようなやりかたではなく、保育園、
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、
などの在籍校ぐらいの記名で後は無記
名として提出したものをまとめ、会員
専用のテキストとして全員に配布して
お互いの授業に役立つような授業計画
資料集とし、いろいろなアイデアを会
員が有効利用してはどうか？ またこ
のテキストを元に年に１度の総会の際
に質疑応答などの場を設けるなど工夫
が出来るのではと考えている。この研
究会に参加して思うことは会をどうす
るかよりは、会の中身のメリットとデ
メリットなど会員すべてが判断できる
場にしてはどうかと思う。研究会の大
切な意義はお互いが役に立つ情報の共
有ではないかと考える。忙しくて参加

したくても出来ない会員に多くの現場
の情報を伝え、会員相互が自分の担当
している授業や研究に役立つ新たな研
究センターの再編を考えても良いので
はと思う。勿論、教本編集や「美」の
発行ともトータルな連携が必要である。
常に会の組織の形骸化を避け、会員に
義務的な負担を感じさせないような自
由な研究会であってほしい。また、そ
のための柔軟なアイデアが出せる会に
なればと願っている。

美術教育研究会と関わりながらも構
想設計専攻という変わった専攻の授業
を行なってきた一教員として思うこと
を書いたが一考の余地があれば幸いで
ある。

（京都市立芸術大学　教授）
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はじめに
現在、保育士、小学校教諭の養成課

程で造形教育関係の授業を担当してい
る。私の学生時代の大学での授業とい
えば教員が自分の研究等を講義し、学
生がそれを理解し、ノートをとるとい
う一方通行の情報の流れによる講義が
標準的なスタイルであった。高度な知
識と教養に裏付けられた内容について
いければ単位認定、だめなら不認定。
あっさりしたものだったと記憶して
いる。

しかし、平成 20 年度から文部科学
省省令により授業の成果向上のための
研究の実施が義務化される。小・中・
高と同じように、大学でも学生にわか
りやすく丁寧な授業をサービスとして
提供することは教員にたいしての至上
命令になってきている。それを数値化
し評価するために学生にアンケート用
紙を配布しデータをとる「授業評価」
はすでに実施されている。この「授業
評価」の制度についての善し悪しはコ
メントしないが、いわゆる、おかたい

内容の授業を担当されている先生がた
はそれなりにご苦労されていることは
想像に難くない。私が担当している授
業は実技、実習を主体にしているので、
相対的にお客様である学生からの評価
は悪くはないようだが、そんな私も年
度初めの１回目の授業、いわゆるオリ
エンテーションの時期になると、先生
がたのご苦労をほんの少しではあるが、
我が事として実感することになる。

オリエンテーションの主な内容は、
まず１つは年間授業計画、必要な準備
品、単位認定に必要な出席回数などの
連絡事項を伝えること、２つ目は授業
全体のテーマや目的とその理由を学生
に理解させ、授業に入る心構えをつく
ることである。とくに２つめの内容に
ついては、自分の意図を伝えようと、
図説を交え、口角泡を飛ばして講義し
ていた。しかし、自身の説得力のなさ
の結果なのではあるが、学生達の顔を
しげしげと見ていると、どれほどこち
らの意図を理解しているのか疑問をも
たざるをえなかった。そこで、もっと

「表現と理解」
経験・直観を重視した授業展開の試み

辻　誠
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効果的にこちらの意図を理解、定着さ
せることはできないのかと考えた。

目　標
まず、「理解する」とはどういうこ

とであろうか？　岡田敬司は「『理解』
の種類は２つに区分される。１つは相
手の主観の状態を想像して読み取るこ
とであり～」と述べているが、私が学
生の顔を見て「理解していないな」と
感じたことがこれにあたる。また、「も
う１つは『表現された事項』の理解で、
ある限定された事項の物語性的把握を
意味していて～」と述べているが、「学
生は私の意図を理解しきれていない」
という状況をつかむことがこれにあ
たる。

また、尼ヶ崎彬は「『理解』はその
程度の浅さ深さによって区分される。
浅い理解は単なる知識として受けとめ

『頭でわかっているだけ』なのに対し
て、深く理解することは『腑に落ちる』
という言葉が示すように、語り手と完
全に同じ視点に立ち、同じ『見え』を
見、同じ気持ちを抱いていると信じた
ときに深く理解したと感じる」と述べ
ているが、「頭でわかっている」状態
から、「腹や臓腑でつかんだ」状態へ
と導くことが重要だと考えた。

方　法
まず、一方通行だった情報の伝達方

向を双方向にすること、つまり参加型
の授業にすることを決めた。そして、

授業展開の方法として３つのポイント
を考えた。
①　経験的に理解させる。

実技実践のように内容を自身の経
験をとおして実感させ理解させる。

②　直観的に理解させる。
①での自分の経験を視覚的にモデ
ル化して内容の物語的把握をさせ
ると同時に当事者としての感情を
喚起する。

③　情報を絞り、理解度、定着率をあ
げる。
多くの情報を伝えようとしても学
生の理解、定着率が低い現状をふ
まえて、伝える情報は最重要なも
のに絞り込む。量は少ないが理解
度、定着率を高めることで、伝わ
る情報量を結果として増やす。

内　容
③にしたがい、情報としては以下の

2 点に絞って話をすすめた。
A　子供の造形表現活動とは？
B　指導者とは？

実　践１
授業では最初、いろんな表情の顔写

真の資料を観察し、どんな感情をあら
わした表情かをあてるテストを行って
いる。他者の顔を見て感情を感じとる
ことがコミュニケーションの原点であ
ることをまず理解してもらうためであ
る。つぎに A3 のコピー用紙を配布し、
その両面それぞれを６分割して、表面
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に「ぐにゃぐにゃ」「ちくちく」「がさ
がさ」「かちかち」「つるつる」「ふわ
ふわ」の触感覚。裏面に「かなしい」

「うれしい」「いらいら」「のんびり」「さ
みしい」「ふざけた」の感情をあらわ
す言葉から受けるイメージを任意の分
割面に線描で表現してもらう。ここで
は線描という方法をつかったが、線描
は幼児期からの原初的表現であり、身
体性と強く結びついていること。また
リズムを包含した運動そのものの軌跡
であることが、感覚・感情を表現する
伝達方法として適していると考えた。

全員が描き終えた段階で、描いたも
のを別の学生と交換し、それぞれの線
描画が、どの言葉のイメージを表現し
たものかを読み取って、答えを書いて
もらう。書き終えたら、再びそれを作
者に返して採点してもらう。

どれだけ正答したかを挙手してもら
い、結果の確認をする。結果は表１の
とおりであるが、全体として高い正答
率になっており、描線自体にイメージ
を伝達する力があることを示している。

図１　感覚・感情イメージの描線

表１　分析結果

感覚 /感情の正答率の比較
感　覚
感　情

764/
307/

851
388

90%
79%

つるつる
ぐにゃぐにゃ
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ちくちく
かちかち
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85%
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91%

194
194
97

194
194
194
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169/
90/

165/
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感
覚
の
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うれしい
ほのぼの
無気力
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100
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%
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%
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%
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%
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%
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100

さみしい
ふざけた

いらいら
無気力

ほのぼの
うれしい
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論旨から少々はずれるが、簡単に結
果の分析をすると、触感覚は具体的な
物の形状が反映されているようである。
たとえば「ちくちく」は針や芝、「ふ
わふわ」は雲や綿といったものである。
イメージが限定されたことで伝達しや
すかったと考えられ、全体的に「感情」
より正答率は高くなっている。
感情の各項目を分析してみると「い

らいら」は上位２つの表現が極端に多
く、他の表現が少ない。表現がある意
味、言語化しているのかもしれない。
よって、正答率も高くなっている。対
照的に「うれしい」「さみしい」は個
人の経験が反映されているようで、表
現は多様性に富んでいる。その分、正
答率は低くなっていると考えられる。

本論に戻るが、結果の良かった、つ
まり表現者として理解を得た学生に感
想を聞いてみる。いちように「うれし
い」「やったという感じ」という答え
がかえってくる。逆に結果の悪かった
学生、つまり理解されなかった学生に
感想を聞くと「さみしい」「なんとな
くがっかりした」といった感想が返っ
てくる。

表現したものが他者に伝わるという
ことは、ただ単に情報の受け渡しがで
きたか、いなかというだけではなく、
実は情報のやり取りをとおして、情報
の向こう側にいる他者に自分の感情や
感覚を理解されたということである。
言葉をかえれば、共感されたことで他
者と一体化したという感覚が「うれし
い」になり、できなかったことが「さ
みしい」になることをこのプロセスを
とおして臓腑で深く理解してもらおう
という試みである。

実　践２
名前は忘れたが、ある心理カウンセ

ラーの方がビーチボールを使って、会
社での上司と部下とのコミュニケー
ションモデルを理解させるのに用いて
いたものをヒントにした方法である。

１人の学生に前へ出てきてもらう。
まず、しぼんだビーチボールを学生に
渡し、ふくらませてもらう。結構エネ
ルギーを必要とする作業で、終わると
息が切れる。「ボールがふくらんだらど
う感じますか？」という最初の質問を

感　覚 感　情
つる
つる

ぐにゃ
ぐにゃ

ふわ
ふわ

がさ
がさ

ちく
ちく

かち
かち

うれ
しい

ほの
ぼの

無気力 いら
いら

ふざ
けた

さみ
しい

図２　分類表
※ 閉じた形と開いた形を同じとしてカウントした。
※ 複合形はそれぞれの要素を１つとしてカウントした。
※ 「感情」は方向性も要素として区別した。

配置は区別しなかった。
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すると、学生からは「達成感がある」
「投げてみたい」「地面に叩き付けたい」
などの答えが返ってくる。
「では、キャッチボールをしましょ

う。」と提案する。何度かボールをや
り取りした後、学生がこちらに投げた
ボールに対して、私はくるりと背中を
向ける。「あっ」と学生は声をあげる。
「今どんな気持ちがしましたか？」

と２つめの質問をすると「えっなんで」
「むなしい感じ」などという答えが返っ
てくる。またキャッチボールをつづけ
ている途中で、今度は私が学生に向
かって乱暴にボールを投げつける。見
ている学生からも喚声があがる。「今度
はどんな気持ちがしましたか？」と３
つめの質問すると「腹が立つ」「いや
な感じがする」という答が返ってくる。

この実践は私を指導者、学生を子供
に、そしてボールをイメージ情報と見立
ててAの「子供の造形表現活動とは？」
という問いにたいしての答えを直観的に
理解させようとしたものである。

最初の質問では、ボールをふくらま
せたとき、誰もが身体的な達成感と、
それを投げてみたいという欲求、投げ
るとどうなるだろうという関心が起こ
るように、子供は身体的経験にもとづ
く感覚・感情をもったとき、それを表
出したいという欲求を動機として造形
表現活動がはじまることを理解してほ
しいと考えた。錯画期の子供の表現活
動や、チンパンジーの描画行動がこれ
にあたる。この活動モデルを「造形表
現はスポーツだ」というフレーズで説
明を加えた。描画が外界の事物の意味
と結びついているのではなく、運動感
覚を働かせたいという身体的欲求や新
奇なものに対する探索欲求にもとづい
た活動であり、活動自体を目的として
いること、またカタルシス（浄化）効
果も期待できるという理由からである。

やがて次の段階の活動、受け手の
存在を意識して自分の感覚・感情イ
メージを表現したいというコミュニ
ケーションの欲求を動機とした活動を
キャッチボールによってモデル化した。

２つめと３つめの質問では自分が伝
えようとしたことを無視されたり、ひ
どい反応が返ってきたときのいやな気
持ちを感じることで、子供の立場を理
解して欲しいという意図がある。ドッ
ジボールではなく、キャッチボールを
するように、子供が受け止めやすい応
答が大切だということを頭だけでなく
感情でも理解させたかった。この活動
モデルを「造形活動は対話だ」という

図３　キャッチボール
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フレーズで表現し、造形表現活動をと
おしてコミュニケーションをとること
が重要だという説明を加えた。

B の「指導者とは？」という問いに
たいして、「指導者は良いキャッチャー
であれ」というフレーズで説明した。

岡田敬司は「人間は理解されること
によって自分を、そして相手をも理解
するようになり、人間世界をも理解す
るようになるからである。人間形成と
教育においては仕事の達成（知識や技
術の獲得による世界への適応）さへ、
その成否が『人間の理解』にかかって
いる。」と述べて、理解される経験の
重要性を強調している。他者から理解
されることによって表現者は自信をも
ち、もっと表現しようとする意欲が育
つ。たとえば、うまいキャッチャーは、
ピッチャーが少々悪い球を投げても、
いい音をたてて受け止め、「ナイスボー
ル！」と言って返してくれる。ピッ
チャーは気持ちよく投げられる。良い
キャッチャーは良いピッチャーを育て
るのである。指導者といえば、投げ方
＝表現法を教えるというイメージをも
ちがちであるが、まず受容者であるこ
とが大切であることを強調し説明した。

それでは、キャッチングだけ練習す
ればいいではないか、といえばそう
ではない。ピッチングの技術やピッ
チャーの心理を熟知していなければ良
いキャッチャーにはなれない。だか
ら、この授業では実際に表現すること
と、他者の作品を理解することを並行

して学んでもらうのだという授業目的
を示して終了した。

おわりに
授業の展開法をかえることで、学生

達の反応が全く違った。私自身にとっ
ても「理解する」とういう意味を再考
するよい機会になった。今回、経験的・
直観的に理解させることは効果的であ
ることがわかったが、一方で、将来、
学生達が直面する問題にいつも丁寧で
わかりやすい説明がなされるとは限ら
ない。体に負荷をかけないでいると筋
力が衰え、しまいには自力では立てな
くなるように、自立するためには、あ
る程度の負荷は必要である。わかりに
くい１つの問題について、能力のすべ
てを使って理解し、深く考察し、問題
解決法をみつける訓練の重要性も忘れ
るわけにはいかない。指導者とは？・・・
やはりむつかしいものである。
（佛教大、京都女子大、園田学園女子大、京
都西山短大・非常勤講師）

参考文献
鬼丸吉弘『児童画のロゴス』

勁草書房 1981 年
上村　博『身体と芸術』 昭和堂 1998 年
岡田敬司『コミュニケーションと人間形成』

ミネルヴァ書房 1998 年
尼ヶ崎彬『ことばと身体』 勁草書房 1990 年
布施英利『脳の中の美術館』

筑摩書房 1996 年
斉藤　孝『コミュニケーション力』

岩波書店 2004 年
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今年度、再度大学で講義を行う機
会を得ました。今や大学の授業内容
は、ご存じのように質と特色の競争時
代に突入しています。いかに魅力的な
内容であるかが求められ、実践力と成
果が問われる時代になりました。学生
が教官や授業内容を評価し学内閲覧用
web site に書き込むことも行われてい
ます。授業の最後に感想シートを書く
時間もあります。このことの賛否両論
はここで問題にするところではありま
せんが、授業毎の感想や評価を探りな
がら、学生と共に創っていく授業は生
き生きとしています。ここでは美術教
育として他に余り例を見ない興味ある
授業が行われましたので紹介致します。

（まず、全体の授業構築内容、最後に
私の行った授業を報告致します。）

山口大学で行われた『平成 19 年度
後期総合科目：「実践的現代芸術・文
化論」－「やまぐちの芸術活動 2007」
をかいまみる－』は２年生を対象に
14 回の授業で構成されました。これ
ら 14 回の授業の特筆すべき点は講師

が学内、学外講師 11 名で構成されて
いることであり、講義、ワークショッ
プ、学外へ出て施設訪問、展覧会鑑賞、
映画の推奨、ワークショップ参加が盛
り込まれていることです。先に述べた
魅力と活力に溢れる一環授業として素
晴らしい内容だったと思います。この
ような学外協力と人材を得るには、担
当教授の多大なご苦労があったろうと
推測します。また、当地では大学、公
共文化施設、民間団体の協力体制が良
い形で形成されていることも特筆すべ
き事でしょう。本授業の協力体制（教
授チーム）に見るように、良い授業を
創りたい、学生に学ぶ喜びを経験して
欲しい、といった願いの結集だと思い
ます。

１講義ごとの学生からの感想、授業
マネージャーによる報告は、双方によ
い結果をもたらしています。学生は授
業への期待感を持ち、積極的な参加、
高い関心につながり、講師は学生の反
応を確認しながら自信を持って取り組
める、という相乗効果を得ています。

「実践的現代芸術・文化論」における
NEO自画像のアプローチ

̶ワークショップ：神話と遺伝子̶

藤 木 律 子
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以下が授業全体の表題です。多種多
彩で国際的な視野と報告、タイムリー
であることが重要なファクターになっ
ています。そして「実践的現代芸術」
とあるように、現在進行形であること、
また受講生が実際に作品を創る、表現
行為を含むということも魅力になって
います。

授業の表題：
(1) オリエンテーション

「アートフル山口」へのいざない：
ワークショップ「看板屋なかざき」

（レジデンスアーティスト、中崎
透）を通して（奥津聖 / 人文学部・
美学美術史、貞方昇 / 教育学部・
地理学、ゲスト中崎透）

(2)「アートフル山口」そして実践的
現代芸術・文化（奥津聖 / 人文学
部、貞方昇 / 教育学部）

(3)「グランドツアー 2007̶ヴェネツ
ィア、カッセル、ミュンスター／
国際美術展の現在」（藤川哲 / 人
文学部・美学美術史）

(4)(5)YCAM（山口情報芸術センター）
訪問、館内見学、展覧会鑑賞
メディアテクノロジーを駆使
した新しいスタイルの建築展：

「ダブルネガティヴス・アーキ
テクチャー / 建築プロジェクト

「Corpora in Si(gh)te」
定時外任意参加奨励イベント：
YCAM における「フィリップ・ガ
レル監督特集」（「恋人たちの失わ

れた革命」「白と黒の恋人たち」）
レクチャー（堀家敬嗣 / 映像作家・
教育学部）

(6)「安全拷問」シリーズとメディアシ
ステム（白川美幸 / アーティスト）

(7)「Transition to Allegory －芸術と
寓話－」（松尾宗慶/アーティスト）

(8)(9) 秋吉台国際芸術村訪問、館内見
学、ワークショップ参加
ワ ー ク シ ョ ッ プ：「 光 で 描 く
ドローイングアニメーション
PIKAPIKA」by トーチカ ( モンノ
カズエ＋ナガタタケシ ) 
関連HP：http://tochka.jp/、 

http://tochka.jp/pikapika/
(10) ワークショップ：神話と遺伝子

（藤木律子 / アーティスト）
(11) ノーヴァヤ・リューストラ／ 
NOVAIA LIUSTRA in Mumbai 
(India) （中野良寿/教育学部・美術）

(12)「カッセルへの旅・Dokumenta 12」
（H. E. フランツ / 人文学部・比較
文学）

(13) 声楽家の活動について（林満理子
/ 教育学部・声楽）

(14) まとめ「全員参加による最終授業」
（奥津聖 / 人文学部）

学外協力：山口情報芸術センター（YCAM）、
秋吉台国際芸術村 (AIAV) 、山口現代芸術研究
所（YICA）

（１）アートフル山口：実行委員会
により運営され、山口旧市内一体「街
がまるごと美術館に！」をキャッチフ
レーズに民家や店舗などを美術館に見
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立て、展示や各種イベントが行われま
す。「看板屋なかざき」はメセナの助
成金によって実施されました。

次に私の授業内容について受講生に
向けた説明を紹介します。

以下の内容の配布テキストを準備し
ました。受講生の持参品は鏡、画材等。

（配付テキストから）
このワークショップのヒントになる

情報ををいくつか挙げます。
１：「私の日常に芸術を見いだすこと
が出来るだろうか。」
「私の内の芸術の力を信じてみな
いか。」

【説明】ここでいう、「私」というのは「あ
なた自身」のことです。芸術というと、
非日常、あるいは自分からは遠いとこ
ろにあるもの、違う世界のように感じ
ているかもしれません。しかし、もし
かしたら気がついていないだけかもし
れない、自分の生活の中に小さな「芽」

「萌芽」のようなものに気付いていな
いだけかもしれません。例えば、朝起
きた時に見る窓辺の光の具合、夜電気
を消し、ベッドの上で、今日一日の「私」
はどうだったのか想うときなど。日常
の風景や心の微妙なひだの中にじっく
り味わえば見つけることの出来ること
なのかもしれません。

次に、「私の内の芸術の力を信じて
みないか。」ということについて述べ
ます。美術、というとどうしても小中

高校での美術教育の中の授業や教科書
を思い起こすかもしれませんがここで
は、そういう学校教育のなかの美術で
はなく「『私』自身のなかの芸術性」
に気を払ってみる、ということです。

２：染色体を表す１つに「遺伝子地図」
というものがあります。遺伝子地
図は遺伝子の場所を記したもので、
例えば目の色、皮膚の色、爪の形
など、それぞれを決める遺伝子の
ある場所に番号が付けられていま
す。病気の原因となる遺伝子も
様々なものが染色体上にあり、癌
遺伝子（oncogene）が存在する
ことも昨今の遺伝子の研究で知ら
れるところです。

【説明】ここでは「遺伝子」について
の基本情報を与えます。（「ヒトノゲ
ム 計 画 」<Human Genome Project/ 
1990 年～ 2003 年 4 月 14 日完成版
公開 >の説明。）究極の個人情報が「私」
は読むことも理解することも出来ませ
ん。数値・数字は「私」を表すことは
出来ません。

３：「まさに今、私がここにいるとい
うこと。」

【説明】「こと」はそれぞれが何かに置
き換えて考えてよろしい。「奇跡」や「事
実」「不思議」かもしれません。

今の時代に大学生であるという環境
にいて「今、生きている」事に特別な
感情を抱かないかもしれません。「あ
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なた方がここにいる、ということ。そ
れは殆ど奇跡に近いことのように思
います。今まで 20 数年間、病気もし、
天災もあり、事故もあったかもしれな
い。目に見えない多くのものに守られ
て、今ここにいるという奇跡的な事実、
不思議に思わないでしょうか。」、「『私』
は何処から来て何処へ行こうとしてい
るのか、どう生きてきたのだろうか。」等、
自分自身の存在の再確認を促します。

４：Moirai : モイライとはギリシア神
話における「運命の三女神」であ
る、ラケシス、クロートー、アト
ロポスです。
　三女神は生命が生まれると雑談
しながら運命を定めます。初めの

女神がその産子（うぶご）の運命で
ある「糸」を「紡ぎ」、次の女神が紡
がれた糸を「手繰り寄せ」長さを決
めて最後の女神に渡し、３番目の
女神は渡された糸を「鋏で断ち切
り」ます。（諸説有り）

【説明】人の生命の不条理について先
人はどのように解決をしてきたのか。
世界に見る神話の普遍性、神の存在と
語り継がれる神話についての紹介をし
ます。

この参照したい web site の中でも
特に Global Information, Inc. について
の実態を紹介しました。
「私」の遺伝子情報が人格を越え、

数値として流通する（商材）可能性が
多大であるという事実と危険性の情報
を与えました。

持ち物の「鏡」ですが、これは自分
を映し出す象徴としての役目を持ちま
す。鏡に映る「私」をどれだけ解って
いるのだろうか、という問いかけです。

図版 : 「運命の女神』
ロルフ・W・ブレードニヒ著　竹原威滋訳・
白水社 / ISBN-13: 978-4560024584

参照したい書籍及びweb site :
※ 高津春繁『ギリシア・ローマ神話辞典』岩

波書店
※ ヘシオドス『神統記』岩波書店
※ ロルフ・W・ブレードニヒ『運命の女神』

白水社
※ NCBI/GenBank/Chromosome Map/Genes 

and Disease :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

※ Eduardo kac / Bio Art :
http://www.ekac.org/

※ Global Information, Inc./バイオテクノロジー:
http://www.infoshop-japan.com

※ Theoi Greek Mythology :
http://www.theoi.com/Daimon/Moirai.html
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以上、多面的な角度から「私が存在
すること」あるいは「私は何者である
のか」ということへ導いていきます。
自画像を描くことに近いといえます。
細部にはこだわらず、表面上の出来不
出来の基準は無いに等しく、より感覚
的、より抽象的、より拡大、抽出等に
昇華していくことが意味を持つのです。

短い授業時間の中でアプローチ、理
解、制作、発表、と凝縮した内容にな
りました。受講生は全般に理解が良く、
美術系でないにもかかわらず手際の良
い作品制作を行えました。自己を考え
るきっかけになり、少なからず自己の
解放が得られたようです。授業そのも
のも、作品の発表によるコミュニケー
ションにより「共有する場」として顕
著な変化が見られました。

学生の作品と発表について簡単に述
べます。

全体にテーマの重いものが多く見ら
れました。自立に対する葛藤、生育歴
から脱却するための模索や苦悩、家庭
環境の客観視、将来の不安など青年期
特有の希望と現実のギャップが表され
ました。

作品について１分程度でタイトルや
何を表現したのかを語ってもらうので
すが、堰を切ったように自分を語り出
す学生の姿は非常に純粋でした。

作品タイトルを抜粋してみます。
“Naked  myse l f ”、 “Box  (  t h e 

daughter who wants to be outside of 
the box )” 、“ 疲労 ”、“myself” 、“close”、
“ 実は強者 ”、“ 乱射する醒めたエネル
ギー or BLUE HAWAII” 、“ 心臓 ” 等。

自己を見つめる（NEO 自画像のア
プローチ）というテーマにおいて、制
作の手が止まらない、簡単なコメント
では十分ではない、ということは成果
だったでしょう。もっと時間を掛けた
授業の構成を望みたいところです。

講座全体が現在進行形である、とい
う所以は、各担当授業が終わるとその
日のうちに授業マネージャーから関係
者に授業報告がメールで送られ、その
２日後には web site に掲載されるこ
ともその１つです。web site は学生も
閲覧（公開）できるので、授業後の感
想と共にフィードバックが即時にされ
効果的な授業が進められていきます。学生のコメント発表
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最後に授業マネージャーによる私の
担当授業報告を紹介します。受講生や
関係教官の高揚が伝われば幸いです。

授業報告（授業マネージャーによる報告）：
溢れるばかりの各種美術用具を持ち

込んでくださってのワークショップ
が行われました。最初に「私の日常
に芸術を見いだすことができるだろう
か。」、「私の内の芸術の力を信じてみ
ないか。」という問いかけがあり、ヒ
ントとして遺伝子にまつわる諸々の話
題性・問題性に触れた話を 15 分ほど
なさいました。あとは、鏡で自分の顔
をじっくり見直した上で自由にイメー
ジを作品化するというもの。報告者
は、その場限りのお茶を濁すような作
品を作る学生もいるのでは、と邪推し

ましたが、その正反対！！　時間を惜し
んで皆懸命に作品制作に取り組みまし
た。最後に極めてバラエティに富む各
自の作品を 30 秒ほどで紹介してもら
いましたが、これまた予想に反し、普
段猫をかぶった学生達が「自分の心の
ストレスをこのガラスでこう置いて
…」、「脳の中のグジャグジャをこの糸
でこう巻いて…」などと話が終わらず、
大幅時間超過。これぞ「実践的…」授
業となりました。

（山口大学非常勤講師）

参照web site：
※ 藤木律子の wiki : 

http://wiki.livedoor.jp/y_lecture/d
※ 総合科目の HP:

http://homepage.mac.com/kokutsu/
Menu29.html

学 生 作 品
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店で沢山の人とコミュニケーション
写真の「店舗付き三世帯住宅」は高

３ゼミナール「空間デザイン」の課題
の１つで、コンビニやスーパーに欠け
ている人と人との温かみのあるコミュ
ニケーションを大切に出来る要素が沢
山あるのでテーマの１つに置いている。

考える力が不足してきているとよく
言われる。創造する力、考える力、さ
らにそれを深めるところまで意識させ
たいと考え設定した講座である。もと
もと特論という領域の「建築デザイン」
講座として始めたものでもう 25 年以

上になる。
教室で図面をひいたり模型を作った

り鑑賞したりといったことだけでなく、
様々な施設などに出かけていって空間
について考える「現地研修」も行う。
テーマを設けてそれを検証する。深い
ところまでは及ばないが、それでもな
かなか興味深い内容の検証レポートが
提出される。

現地研修について少し説明を加える
と、これまで京都駅ビルや伏見稲荷大
社、御池ゼストなどなどを会場に毎年
実施。今年は生徒から希望のあった住

迷走してませんか　教育改革

和 田 淳 一

写真１　Ａ君の作品全体像 写真２　各フロアーに分解
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宅展示場に行った。各ハウスメーカー
の設計ポリシーと自作の「店舗付き三
世帯住宅」プランとも照合し、この講
座の大テーマである「人と人とのコ
ミュニケーションを大切に」する生活
基盤を考えてみたとき、「住空間」を
単なる住宅としての役割だけでなく
もっとその果たす役割があるはず。先
に私から次のような説明をする。

本日の研修のねらいは、自作のプラ
ンと一般的なハウスメーカーの住宅を
比較し、コミュニケーションの場とし
ての住空間とそれを取り巻く環境空間
との双方から空間をデザインする課題
を検証する。

お店に集まる人々との情報交換や、
おじいちゃんおばあちゃんや孫と一緒
の生活から生まれる暖かい人間関係や
学ぶべきことの大きさなどなど、この
点をしっかり認識し居住空間と街づく
りを見直す。

＊レポートの提出
＊その他の提出物

１．図　面（課題用紙に記入のもの）
２．模　型
３． 写 真（最も美しいと感じられる方

向から撮影した全体像と、各フ
ロアーごとに分解したものを
A4 用紙２枚にプリント )

「遊び」と「ゆとり」
さて、遊べて学べる環境を取り戻し

たい、という内容の話を美　171 号
でお伝えした。今回はその続きでもあ
るが、とりわけ昨年 11 月に示された
中央教育審議会報告や教育再生会議の
報告などを読んで、現場の教員に要求
することばかりが増やされたものとう
つる。私などが考える自然との調和の
取れた学校環境の整備こそが必要とい
う教育の根本的なものとは異なり、社
会現象への対応策に振り回されている
ようで、しかも時すでに遅しの感じで
愚かにも思える。
「無駄な人生の中の豊かさ」は湯川

秀樹博士の言葉。こんなゆったりした
言葉をもっと大切にしてほしいとつく
づく思う。「個性をなくする教育は駄
目だ」とも言っておられる。白川静香
さんの著書「字統」によれば古来「遊び・
遊ぶ」は狩猟や収穫を楽しんで歌舞す
ることを言う、などとある。遊びは学
び、「遊学」という言葉があるように、
さらにその意は深く、遊びの領域を狭
く見ることは避けるべき。発達の基礎写真３　25 名全員で街づくりの準備
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を培う「遊び」が大切なのは言うまで
もないこと。子供だけでなく大人も本
質的に「遊ぶ」ことは好きで、同時に
学びもある。遊びは「楽しい」のであ
り、心は晴れやかになり希望や意欲も
沸いてくる。心にゆとりも出来る。

これが発達段階によって質的に向上
すれば一層望ましいわけで、日常の生
活に時間的精神的ゆとりがなくてはこ
の状態にはなかなか入れないもの。そ
の意味でも「ゆとり」という言葉の持
つ重要性を審議委員はもっと大切に考
えてもらいたい。

あんまりさわらんといて指導要領
ウサギと農家の生活のさまを描いた

絵本「ピーターラビットのおはなし」
の作者ビアトリクス・ポターは「私は
学校に行かなかったが、それで良かっ
たと思っている。学校では自分らしい
独創性がいくらか失われてしまっただ
ろうから…」と後にこう言っている。
裕福な家庭に生まれた彼女は母の指示
で弟と２人、学校に行かず家庭教師に
教育を受けた。国も時代も異なり、ま
た人によっても考えは様々であろうが、
観察力と絵を描く力を持った彼女に
とって、子供部屋という閉ざされた空
間が空想する力と想像力を育んだよう
だ。時間的、精神的ゆとりがあったか
らだろう。確かに学校という教育の場
は十分留意すべきことがあるなあと考
えさせられる。

近頃「中教審」や「教育再生会議」

の報告を新聞紙上に見て、教育改革っ
て本当は何なんだ？　こんなに次々と
変える必要はあるのか？　現場のこと
を充分わかっているのか？　どんな人
たちが委員をやっているんだ？と思う。

起きた現象を捉えて改革案が出され
３～４年後に実施される。ではこの前
の改革は悪かったのか？　なぜそんな
改革がなされたのかそしてどのように
良くなかったのか、悪くなったのか？
いつの時点でそれらが判り、検証はな
されたのか？　その手立ては打たれた
のか？　現場の教員のどれだけの、ど
のような地位の人に聞いたのか、充分
に議論がなされそれがきちっとした結
論として誰が納得してそして実施へと
至ったのか、等と疑問だらけ。

ゆとり教育を明確に打ち出し、学
校週５日制を導入した改定は 1998 年。
それまでの「詰め込み教育」の弊害が
あったから、といっておきながら今度
は学力不足を言い授業時間を増やして
勉強させようと言う。こんなにふらふ
らした考え方で国の教育方針を決めら
れたのではたまったものではない。

ある大学の先生が大学生の学力不足
について「ゆとり教育が取り入れられ
てから学習時間が削減され、深く考え
ずに効率よく記憶すればいいという学
習方法を子供たちに身に付けさせてし
まった」と指摘。詰め込み教育の反省
から生まれたゆとり教育だが、その結
果学力不足に陥った別の形の詰め込み
教育を加速させてしまったと言う。で
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も学力不足とゆとり教育の間にそんな
因果関係があるのだろうか。本当にそ
うなのだろうか。私には絶対そうは思
えない。検証がなされたのか、そうい
う指摘を受ける前の段階でどのような
手立てがなされたのか。そのこと自体
が大切なはずで、それらが我々には見
えてこない。

教育というのはそもそも生活してい
く上で必要とされる最小限のところか
ら始まったはず。国語・算数・理科・
社会・体育・技術家庭・音楽・図工と
いった基礎的な学力を学ぶために必要
とする科目。そこにはしっかりと図画
工作が位置づけられていた。なのに図
工や美術の単位数は減じられるばかり、
もう必要が無いとでもいうのか。「教
育改革」と言って、あまりさわらない
でほしい。愚かな考えだ。

本当に必要なことは教育内容をいじ
くり回すことではなく、子供たちがゆ
とりのある時間枠の中でゆったりと学
び生きる。そしてその学ぶ場を自然豊
かな環境の中で、それを慈しんで様々
な生き物とともに、そして様々の世代
が関り合いながら学べる様なそんな学
校づくり、学校を取り巻く地域環境の
整備こそが本当に必要なことなのでは
ないかとつくづく思う。指導要領はそ
んなにさわらなくて良いのだ。

現場の教員の力を信じてまかせろ
現場の教員は改革で示された新しい

指導要領に基づいて授業を進めるのは

当たり前。しかし、折角みんなで研究
と工夫によって苦労して作り上げた教
案でも、例えばゆとり教育の「総合領
域」ですばらしい内容の授業を実施で
きるようになったにもかかわらず結局
は無くされ、又新たに示されたものに
何時間も取り組まねばならない。こん
なことを次々とやられたのでは教員は
たまらない。教育改革に振り回されて
いる現場。やり甲斐や意欲をなくする
ようなことはするべきではない。よい
ものは残せるようにし、もっとそれぞ
れの地域現場の自由な裁量で基礎学力
をつける研究と実践に信頼をおいて任
せる考えもぜひ示してほしい。

立派な学歴を持ち、知識人と呼ばれ
る人たち、大臣や有識者と言われる人
たち、失礼ながら案外に教育の本質が
見えていないのでは。いや、結局は自
分の立場を守るために誰かの言いなり
になってしまうのか。その心いかなりや。

話は変わるが、昨年末の京都清水寺
管主による一文字の大書は「偽」。い
ろんな業種で起きた事件と謝罪の様子
を見ていると、これは人や物に対する

「感謝」の心が欠落しているからこそ
起こしてしまう話。教育の世界も例外
ではないだろう。英会話塾の対応や大
学のクラブ学生の事件、教員の不祥事
等々すべては感謝の心の欠落からと思
える。教える立場と機会を与えられた
ことに感謝。

（仏教大学、聖母女学院短大、立命館中高校
非常勤講師）
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展覧会名 / 現代美術の超新星たち
アトリエ インカーブ展

展覧会場 / サントリーミュージアム[天保山]
会 期 / 2008年1月22日～2月3日
出 品 者 / 寺尾勝広、新木知行、吉宗

和宏、湯本光男、武田英治
主 催 / サントリーミュージアム[天保山]、

毎日新聞社

2002 年に大阪市平野区に設立した社
会福祉法人素王会が運営する「アトリエ 
インカーブ」は、知的障害がある人のアー
トスタジオである。こう書き出すと、ど
うしてもアウトサイダーアートやアール・
ブリュットという枠の中で、作品の持つ
意味を重ね合わせてしまいがちになるが、
展覧会のタイトルにもあるように「現代
美術の超新星たち」と真っ向から取り組
んでいる点に注目したい。

そしてスタジオに通う彼等をアーティ
スト（通所者と呼ばれる人）と位置づけ、
創作活動の環境を整え、自立を支援して
いる。

既にニューヨークのフィリス・カイン
ド・ギャラリーと契約を交わすなど、ア

ウトサイダーアートフェアでも高い評価
を受けている。

まだまだ活動実績があるというわけで
はないが、トントン拍子にサントリー
ミュージアムでの展覧会が開催されたこ
とは幸運であり、驚きでもある。

寺尾勝広は、鉄工所に生まれ、その影
響からか、設計図や地図を思わせる徹底
した線によるオールオーヴァーな表現方
法をとる。細部まで規則正しい線が重な
るように描かれていることに驚かされる。

新木友行は、プロレスに興味を持ち、
数々の決め技をユニークな表情で色彩豊
かに描く。

吉宗和宏は、単純化された形体と色が
織りなす空気感が見事である。微妙な形
や色のズレや滲みが印象を高める。

湯本光男は、建物や動物を細かな色面
で丁寧に彩色され、まるで絵本の一頁を
開けているようでもある。

紙袋や印刷されたチラシやポスターを
描き写す武田英治は、私にとって新たな
絵画領域を発見したかのようでもあり、
にやにやしながら画面を見いってしまっ
た。

今展は、５名の選抜された展覧会であ
るが、スタジオは、24 名ものアーティス
トを抱えるという。今後のアトリエ イン
カーブの展開に注目したい。

西野昌克

寺尾勝広《鉄骨部材》IRON BUILDING MATERIALS, 2003
アトリエ インカーブ所蔵ⓒ atelier incurve 2007

1
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昨年度の中国研修旅行に続いて、今
年度は国内の研修ということで、11
月３日・４日の連休に、四国・高松か
ら直島へ４つの美術館（美術地域）を
巡ってきました。メンバーは総勢 13
名、11 才の小学生から 50 代のベテ
ラン教師まで、大阪支部のみならず、
滋賀・東海そしてアメリカからのホー
ムスティ留学生君も参加してのバラエ
ティ豊かな一団となりました。

「行ってきました！　アートの島『直島』へ！」

石 田 眞 弓

①今回のナビゲーター中井先生。イサムノグチ美術館近くには石材屋さんが多数ありました。

まず最初に訪れたのは、イサムノグ
チ庭園美術館。こちらは予約制での見
学で、他の団体さんともご一緒に、案
内係の方について広い敷地内を鑑賞し
て回りました。明治時代の酒蔵を移築
した展示蔵、屋外作業場だった石壁
サークル内の作品群̶。この日は幸
いなことに絶好の鑑賞日和！　美しく
晴れ渡る青空の下、彫刻庭園の小高い
丘に登って周囲を見渡しながら、しみ
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じみと幸せを感じさせてもらいました。
続いては、いよいよフェリーに乗っ

て直島へ。かの有名な草間彌生女史の
『赤かぼちゃ』がデーンと構えてお出
迎えしてくれました。２番目の訪問先

はベネッセミュージアム。途中までは
案内の方について回っておりましたが、
後半は気の向くままに歩き回り、フワ
フワのソファに座り込んだり、お気に
入り作品に何度も会いに行ったりと、
自由な鑑賞で楽しませてもらいました。
広い空間の中にセンスよく置かれた力
作の数々は、日の目を見ることなくお
蔵入りになっているだろう世の膨大な
芸術作品達に比べて、なんと幸せな人
生ならぬ作品生（？）を送っていること
でしょうか。…なんてことも考えつつ…。

この美術館の中で特にインパクトが
強かったのが光り物

4 4 4

でした。作品はブ
ルース・ナウマン、タイトルは『100
生きて死ね』（意味はよくわからない
ですが）縦 25 個×横４個、計 100
個の様々な色の文字ライトがランダム
に点滅し、ある一定時刻になると一
斉に 100 すべてが点灯する作品です。

④直島の顔 !? 『赤かぼちゃ』　中に入れます

②イサムノグチの美術館チケットセンター前
館内は撮影禁止なので、せめてここだけでも…

③イサムノグチのあかり
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もしも文字ライトの意味が理解できた
のなら、こんなに単純に喜んでいられ
ないかもしれませんが、薄暗い巨大空
間の中でのあの存在感はピカ一

いち

で、か
なり目立っておりました。動物は光に
弱いのですね。

そんな目立つ物とは対照的に、うっ
かりすると見落としてしまいそうな
程さりげなく生えていた（いえ、置
かれていた）のが、リアルな木彫で有
名な須田悦弘氏作の『雑草』。この方
の作品は小６の娘も大ファンで、「触
りたい！」だの「こっそり持って帰り
たい。」だのと、聞かれてはマズイ会
話を親子でヒソヒソ話しながらしっ
かり見つめておきました。

……丁度日暮れ時に
入館していたので、屋外作品の向こう
の水平線上に輝く夕日が、周囲をオレ
ンジに染めながらゆっくりと沈んでい
く様も見られて、本当にラッキーでした。

宿舎は庶民的な『ツツジ荘』。すぐ
目の前には海が迫り、ちょいと離れた

場所には憧れの『黄かぼちゃ』
（本名南瓜）が待っていて
くれるという絶好のシチュ
エーション！　翌朝は早起
きして、周辺の野外彫刻を
ゆっくり見て回りました。

やはりあの『黄かぼ
ちゃ』は不思議な魅力に
満ち溢れておりまして、

空と海のブルーにサンドイッチされ見
事に光り輝いて見えました。よく見る
と、ヘタの断面にまで黒水玉がびっち
り描かれており、「このかぼちゃさん
に会いたかった！」と話していた娘は
超ゴキゲンで、テンションは上がりっ
放しでした。じっと見つめていると、
どこかがパカッと開いて何かが飛び出

⑥ニキさんの作品に参加して　同化しているつもり

⑤暮れゆくベネッセミュージアム

⑦ニキさんの『象』　植木鉢？ ！
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してくれそうな気がしましたっけ…。
宿舎前で記念撮影をした後は、バス

に揺られて地中美術館へ。チケットセ
ンターで出迎えてくださったスタッフ
は、全身白でコーディネートされた姿
で、品の良い笑みを湛えて安藤忠雄氏
設計の謎めいた空間へと誘ってくれま
した。入り口へ向かう緩やかな坂道を
歩いていくと、途中モネをイメージし
た池があり、絵のような睡蓮の花がタ
イミングよく三輪色鮮やかに咲いてく
れていました。⑧憧れの『南瓜』とのご対面　気分はサイコー！

⑨ヘタにもあります黒水玉

⑩宿舎前での記念撮影　涅槃像ではありませぬ

⑪地中美術館の池　ひょっとしてパリ？

本物のモネの絵は̶、純白の壁面、
2cm 角の大理石が敷きつめられた床
に自然光が差込む中、静かにそして威
厳を持って待ち受けておりました。こ
のモネのための美術館であるとのフ
レーズがガイド本にあり、力の入れ様
を納得させてくれるだけの巨大空間で
した。

モネに劣らぬ程印象深いものとなっ
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たのが、ウォルター・デ・マリア作の
『タイム／タイムレス／ノー・タイム』。
やっぱり安藤氏やなあと思わせてくれ
るコンクリート壁面に囲まれた広い広
い部屋の中央に、BIG・BLACK 球体が
…。これは何なのでしょう !?　見渡す
と壁面には３本ずつの金色の角柱が置
かれていて̶。「…永遠の空間を作り
上げるということをテーマとして…」

「…人間が作ったものと自然との関係
を、もう一度考え直させてくれる…」
との解説文を読むと、なる程と思う点
もありました。が、単純思考の私が強
く感じたことは、大空間の中で自分を
包みこむ空気・世界が、どことなくヨー
ロッパの壮大なゴシック教会をイメー
ジさせてくれることでした。人工的空
間ながらも、そこに注がれるのが同じ
自然光だからなのかもしれません。

他にも、ジェームズ・タレルの『オー
プン・スカイ』（天井に四角い穴が開
けてあり、本物の空の表情が見れる）

『オープン・フィールド』（人工の光の
世界の中に身体ごとどっぷりはまる）
等、やはり光り物

4 4 4

に魅かれましたね。
昼食後は、これぞ直島名物 !?　『家

プロジェクト』探検へ。MAP 付き鑑
賞券を手に、古い家屋を改修して現代
アートの宝箱的空間に変身した様々な
作品達に会いに行きました。

我々親子に大受けだったのは、『碁
会所』と名付けられた対の四畳半に
そっと並べられた木彫の椿…そうです、
ベネッセの『雑草』作者、須田氏の椿

です。こじんまりとした和室の落ち着
いた色調の中に映える、桃色系のなん
と美しかったこと…。残念ながら写真
撮影はできませんでしたが…。

続いて人気だったのが、歯医者さん

⑬どこの看板だったのでしょう？

⑫『はいしゃ』さん　立体スクラップブック
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の外壁全体をアッサンブラージュし
てしまった大竹伸朗氏の『はいしゃ』。
時計にネオンに船底に̶勿論内部に
も様々な物品が…壁面にも床にも貼り
巡らされておりました。

その他にも廃屋を見事に再生させた
アート作品が点在しておりましたが、
展示場所以外で出会った、ちょっとし
たアートの空気

4 4 4 4 4 4

もなかなかのモンでし
た。ごく普通の民家に掛けられたのれ
んのオシャレなこと。表札にも、木彫
あり金属ものありと、様々な工夫が見
られ、楽しく散策させてもらいました。

時間いっぱいまで見て回り、帰りは
ダッシュで高速艇に乗り込み、盛り沢

⑭渋くてステキなのれん

山の研修を終えました。企画＆ナビ
ゲーター役の中井先生、そして迷惑か
け放題のドタバタ石田ファミリーを温
かくサポートしてくださった参加者の
皆様に、心からの感謝を述べて、夢の
様に楽しかった研修旅行記を締めくく
ります。有難うございました !!

追記：今後も研究・研修委員会では、
定期例会の研究発表に加え、実技研修
会・国内外の研修 ART の旅を企画し
ていきますので、どうぞ奮ってご参加
くださいませ。ご家族・友人の方々の
参加も大歓迎です！

（大阪府立枚方なぎさ高校　教諭）
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⑮家プロジェクト周辺の表札 ⑯のれんの前でおすまし顔
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1. はじめに
韓国の教育の特徴の１つは，高い進

学率であり，2006 年度の大学進学率
は 86% で，フィンランドに続いて世
界第２位である。このため，親も社会
も教育に対する関心が異常なくらい強
く，初等学校入学時から勉強へのプレッ
シャーを子どもたちにかけ続けること
になっていると言われている。学校
制度は日本と同じ６･３･３･４制であり，
義務教育は６年の初等教育と３年の中
等教育となっている。そのような韓国
であるが，美術教育は，高等学校１年
まで必修となっている。【資料１】（初
等学校（小学校）の１･ ２学年の美術は，
体育，音楽，美術を統合した統合教科

「楽しい生活」に含まれている）

2. 韓国の教科書
韓国の初等学校教科書は全て国定教

科書（教育人的資源部長官が著作権を
有する）であり，初等学校の３学年か
ら６学年の美術教科書は各学年１種類
のみである。中学校の場合は，国語，
道徳，社会（国史）等は国定教科書が
使用されるが，他の教科は検定教科書
である。したがって，美術の教科書も
複数の出版社から出版されている。

美術教育における伝統的な美術の取り扱い（２）
― 韓国の小学校 ―

横田　学

初等学校の美術教科書は，全て本文
48 ページで 12 の単元構成となって
いる。【資料２】絵画・彫刻，デザイ
ン等の記述内容は日本の教科書とよく
似ている。相違点としては，「書道（書
写）」が，墨を使った絵画表現（水墨画）
と関連付けて美術の指導内容に含まれ
ている事である。また，鑑賞以外の表
現に関するページでも，参考作品の図
版として水墨画・民画などの伝統的な
韓国画が積極的に採りあげられている
のも特徴的である。

3. 墨を使った絵画の指導
前記のように，書道（書写）が美術

の指導内容に含まれ，教科書には墨
を使った絵画表現が積極的に採りあ
げられているが，実際の指導はどのよ
うに行われているのだろうか。
(Chung In-Soo), (Kim Eun-
Joong) 両氏による研究『小韓国画教
育における四君子絵の導入と適用』に
よる調査によれば，初等学校美術科の
年間最少授業時数 68 時間のうち「伝
統的美術関連単元」の授業実施状況
は，1 ～ 4 時間 46.2％，5 ～ 8 時間
30.8％，9 ～ 12 時間 7.7％，12 時間
以上実施している学校は15.4%であっ
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た。しかし，その授業内容の 84.6％
は「書道（書写）」であり，墨を使っ
た絵画表現の指導は，独立した単元と
して「水墨画と彩色画」が設定されて
いる５年生以外の学年ではあまり実施
されていない。その理由の１つとして，
初等学校で美術教科専任担当教師（美
術科専科教員）が配置されている学校
は全体の 38.5% であり，6 割以上の学
校では専門の教員が不在であることを
挙げている。

2007 年 5 月，この研究など初等学
校における伝統的な韓国画指導の教材
や学習資料の研究・開発を積極的に行っ
ている (Kim Eun-Joong) 氏によ
る韓国画の授業を参観する機会を得た。

4. 韓国画の授業実践
授業の指導案の日本語訳を【資料３】

に示す。授業は前時の復習「物の見方
とらえ方」から始まり，モチーフ（図 -2
韓国の伝統的民具：梳き櫛，ソル［繊維
を伸ばすブラシ］）を実際に見る活動と
なった。この時，目で観察的に「見る」
その後に目を閉じて心で「観る」など，
４年生の授業であるが時間をかけて見
る指導を行っていたのが印象的であっ

た。（図 -1）筆や墨の使用については，
良く慣れており特に指示が無くても描
きたいと思う構想がかたまった者か
らどんどん描いていく。（図 -5）また，
描いている途中でもモチーフに近づい
て見たり，先生に質問したりするなど，

図 -1　モチーフを見る・観る

図 -2　モチーフ

図 -3　児童作品「梳き櫛」

図 -4　児童作品「ソル」
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児童の学習活動は先生からの指示では
なく，主体的なとして進められている。

（図 -6）一人２～３枚描いた時点でま
とめ（合評）となった。一人一人の描
いた作品を見ながらの意見交流であっ
たが，児童は積極的に手を挙げ意見を

述べていた。（図 -7）
なお，この小学校では学校全体で「伝

統文化」を大切にする教育に取り組ん
でおり，6 年生は伝統的な韓服を着用
して授業を行っている。（図 -8）

（京都市立芸術大学　教授）

図 -5　描く

図 -6　確かめる

図 -7　合評

図 -8　6 年生の教室

【資料１】韓国「国民共通基本教育課程」

学校年次
初等学校 中学校 高等学校

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

教
科

国語 国語
210
数学
120
正しい
生活
60

かしこ
い生活
90

楽しい
生活
180
私たちは
1 年生
80

国語
238
数学
136
正しい
生活
68

かしこ
い生活
102
楽しい
生活
204

238 204 204 204 170 136 136 136

選択
科目

道徳 34 34 34 34 68 68 34 34

社会 102 102 102 102 102 102 136 170

数学 136 136 136 136 136 136 102 136

科学 102 102 102 102 102 136 136 102

実科 - - 68 68
技術・家庭 

68 102 102 102

体育 102 102 102 102 102 102 68 68

音楽 68 68 68 68 68 34 34 34

美術 68 68 68 68 34 34 68 34

外国語 34 34 68 68 102 102 136 136

裁量活動 60 68 68 68 68 68 136 136 136 204

特別活動 30 34 34 68 68 68 68 68 68 68 8 単位

年間授業時間数 830 850 986 986 1088 1088 1156 1156 1156 1224 144 単位

注：時間数は，34 週を基準にした年間最少授業時数
　　1 単位時間：初等学校 40 分，中学校 45 分，高等学校 50 分

【資料２】韓国の国定教科書「美術」の単元構成
3 年 4 年 5 年 6 年

1 自然の美しさ 自然の色 色の変化 想像と表現
2 生活の中の美術 線の動きと形 部分と全体 観察表現
3 色々な色彩 想像の世界 体験を絵にする 多様な表現
4 表情と感覚 色の感覚 お話の絵 多色版画
5 粘土の世界 版画の表現 人物の表現 書道（書写）
6 動くおもちゃ 書道（書写） 水墨画と彩色画 諸外国の工芸
7 筆による表現 生活の中の造形 環境造形 環境と建築
8 書道（書写） 多様な表現 自然と造形物 色と生活
9 デザイン 陶芸 美しく包む 視覚伝達デザイン
10 衣装と飾り 遊びの環境 書道（書写） 美しい生活用品
11 美しい室内 マークとシンボル 暮らしの中の造形 展覧会の企画
12 郷土の美術 韓国の美術 韓国と諸外国の美術 現代美術
注：2002 年初版，2006 年印刷発行　国定教科書「美術」3 ～６年
　　ゴシック体の単元は「伝統的美術関連単元」
　　単元の日本語訳は筆者による。
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図 -9　4 年 1 組の児童と先生 ･ 校長先生

【資料３】　　　　　　　　美術（韓国画）授業　指導案　　　　　　　　　　
１．題材設定の理由

　私たちの故郷光州は南宋画の故郷であり、民衆の意志が強い所であり、伝統的な絵の素材を
生活の中で十分に味わうことができるため、南宋画の技法を活用する事を授業の目標とした。

２．授業日時　2007 年 5 月 23 日（水）10:50 ～ 11:30
３．対　　象　韓国光州広域市舞鶴小学校　第４学年１組　17 名（男 9 名、女 8 名）
４．指導教員　
５．指導計画

教授・学習　主題 韓国画（南宋画）技法で静物を描く
教授・学習　目標 南宋画技法で身の回りの物を自由で創造的に表現する

過程 教授・学習活動 教授・学習方法 準備物

導入

▼問題認識及び動機付け
　身の回りの事物をどのように描いていたか
　南宋画の技法（皴法，墨法）を活用できるか
▼実際の静物を自由に創造的に表現できるか

△観察学習 ・ソル（繊維をのばす
ブラシ）梳き櫛（韓
国の伝統的な）など
私たちの伝統を感じ
る物を準備する。

発想
▼南宋画の技法を活用し実際の事物を表現するアイ
　デアを探索する。

△創意的問題解決法
△自由表現学習
△学習者の主体的な
　学習

・スケッチブックなど
画帳（展示学習可能）

・鉛筆，筆ペン，消し
ゴムなど

構想
▼構図をとる

表現
▼探索したアイデアを適用し自由に描く ・画仙紙、筆、墨液、硯、

絵皿、水入れ、文鎮、
雑巾　など

整理

▼使用した材料と道具を綺麗に洗い、水を拭き保管
　箱に入れる
▼表現した内容の特徴と感じたことを発見する。
　南宋画の技法を活用したか
　南宋画の技法が創造的に表現できたか
　自由に表現できたか
　自分の作品の中で良い点を発見したか
　他の児童の作品の良い点を発見したか
　自分の作品に自信と誇りがもてたか

△整理学習
△発見学習

・保管箱
・雑巾
・ティッシュ
・石けん
・スケッチブック
・筆記用具

　注：皴法（しゅうんぽう：山水画の技法の１つ。墨のタッチ），墨法（ぼっぽう：墨の技法）筆者注

【参考文献】
・二宮皓『世界の学校　―教育制度から日常の

学校生活まで―』学事出版，2006．
・日本教育大学協会『世界の教員養成 I アジア

編』学文社，2005．
・Chung In-Soo & Kim Eun-Joong, Introduction 

and Application of Paintings of the Four 
Gracious Plants in Elementary Korean Art 
Education, Korean Art Education Research 
Review19-2, 2005, pp351-380
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原稿および生徒作品の募集
○本研究会会員による論文、研究活動報告、

扉絵に掲載する扉絵に掲載する生徒作品
（学習指導内容がわかる資料を含む）、その
他投稿を歓迎します。

○本研究会会員以外でも、会員からの推薦が
あれば投稿することができます。

○「美」は、美術教育に関する学術研究誌です。
原稿執筆の手引き（抜粋）は以下の通りで
す。詳しくは「美」編集係までお問い合わ
せ下さい。

原稿執筆の手引き（抜粋）
１．原稿書式

（１）原稿はデジタルデータでご投稿下さい。
手書き原稿の場合は、事前に「美」編集
係まで、ご相談下さい。

※原稿はテキスト形式（拡張子が .txt）で
保存し、メールに添付してお送り下さい。

※メールで送れない場合は、データの入っ
たメディア（CD-R 等）を、紙にプリン
トしたものを添えて郵送して下さい。

（２）原稿ページ数は、特に制限を設けてい
ませんが、 一編 4,000 字程度（図・表・
写真などのスペースを含む。本文のみ）
を標準としております。17 文字詰め 250
行分に相当します。

※原稿の冒頭に「題名～副題・執筆者名」と、
文末に「所属機関・役職（例：○○市立
○○高等学校　教諭）」を入れて下さい。
なお、この文字数はカウントしません。

※ページ数の増減については、編集係にご
相談下さい。可能な限りご希望に沿うよ
うにいたします。 

（３）図・表・写真などを掲載される場合には、
それらの題名や解説などのキャプション
のデータも添えてご提出下さい。

※レイアウトやフォントの指定など、特別
な意図がある場合には、pdf 形式（拡張
子が .pdf）のファイルもご準備下さい。

※画像データは、印刷サイズにおける解像
度が 360dpi 程度になるように作成して
下さい。段幅は 51mm（723 ピクセル以
上）、ページ幅は 108mm（1531 ピクセ
ル以上）でお願いします。

※お預かりした写真などは、編集作業終了
後、ご返却いたします。

２．著作権、他者の人権等への配慮
原稿執筆に際しては、他者の著作権（引用・
参考など特に）や、内容に関わる個人・集
団のプライバシーや名誉に関する十分な配
慮をお願いします。

照会先および原稿データ送付先
〒 610-1197
京都市西京区大枝沓掛町 13-6

京都市立芸術大学
美術教育研究会・「美」編集係

Tel. 075-334-2266
Fax. 075-334-2274
E-mail bikyoken@kcua.ac.jp
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編集メモ
長い年月にわたり私たちの研究会をご指導くださった佐野先生が退官されます。ハンドルと

ギアを同時に失った乗用車のような心細さを感じます。
それでも，今回ご執筆くださった先生方の原稿から，新たなエネルギーを頂きました。
美術教育の復調を予感するとともに，これからの佐野芸術のますますの発展に波動をあわせ

て，私たちもより一層がんばれるような気がしてきました。 「美」編集長　吉田孝光

発行日 平成 20 年 3 月 10 日
編集発行人 京都市立芸術大学美術教育研究会
所在地 〒 610-1197　京都市西京区大枝沓掛町 13-6
振　替 京都 0-11119
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