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表紙解説
牛　アジャンター第 1窟広間天井
（6世紀前半 　インド　マハーラーシュトラ州）
インドのデカン高原北西部に位置するアジャンター石窟は、壁画が豊富に残

る仏教石窟寺院として世界文化遺産に登録されている。一般的知名度ではター
ジ・マハルに劣るものの、インドの数ある世界文化遺産の中でも、最も重要な
ものである。壁画は、ほぼ総て世俗画家の手になり、壁面には仏教固有の主題
が描かれる一方で、天井や柱には、当時の王宮等と同様と推察される装飾画を
見ることが出来る。
第１窟は、出家が住むための僧院窟で、壁面に描かれた仏教説話画等と共

に、支配階級の宮殿内部を彷彿とさせる天井装飾画が良く保存されている。こ
の窟の壁画は、アジャンター壁画の代表のように扱われることが多いけれども、
第 16・17窟等に更に優れた壁画が認められる。但し第 1窟天井画に関しては、
比較的丁寧に制作され状態も良く、かなり見応えがある。
列柱で囲まれた広間天井は、木造の格天井に基づいて画面が様々な矩形に細

分され、多様なモティーフが描き込まれている。ここに挙げたものはその一つ
で、後半身等が抽象唐草化した牛四頭が組み合わされている。かかる抽象唐草
文は、3世紀頃から発達を始め、5世紀以降に動植物や人物の一部に盛んに用
いられた。 （京都市立芸術大学・教授）

定 金 計 次



絵画造形教室アトリエ・キッズ　小学校３年生
「メビウスの町」
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『メビウスの町』

薬師寺 智子

はじめに
絵画造形教室を始めて 18年になり、現在、子供の教室では小学校 1年生から高

校 2年生まで、3つのクラスで 20人ほどを教えています。課題によって低学年と
高学年以上、あるいは小学生と中高生、というように内容を変えていますが、時に
は全員が同じテーマで制作する機会も作っています。今回は年齢幅が 10年ある子
供たちが 1つの課題「メビウスの町」の工作に取り組みました。

小学校５年生の作品

小学校１年生の作品 小学校２年生の作品

小学校６年生の作品
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『メビウスの町』

課　題
メビウスの輪の両面に町（世界）を作る。

ねらい
小学校低学年は、「メビウスの輪」に

ついて知ること、現実でも空想でも自
分らしい、楽しい空間を作っていくこ
とを目標とする。高学年から中高生は、
連続する面の中に時間的・空間的な流
れを作ることを目指す。

展　開
　アイディアスケッチ

どんな世界にしていくのか。Ａ 3
用紙を横に 4等分に折ると、メビ
ウスの輪の両面と同じ大きさになる
ので、作りたいものを絵で描いてい
く。主な材料として軽い紙粘土を配
布し、それ以外に何が必要か書き出
し調達させる。

　制　作
紙粘土で形を作る。色は粘土に練

りこむか、乾燥後に着彩する。厚紙
でメビウスの輪を作り、粘土や他の
材料で作ったものを接着していく。

制作時間は 1 回が 1.5 時間のクラ
スと 2 時間のクラスがあり、4 ～ 6
回で約 10時間です。
平面では表現できない、連続する空

間の中での工夫をすることに重点をお
きました。

絵画造形教室アトリエ・キッズ 主宰 高等学校２年生の作品

中学校３年生の作品

中学校１年生の作品

中学校２年生の作品



1 泊目　酸
す か ゆ

ヶ湯温泉

青森県立美術館　( 撮影：吉田孝光氏 )
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青　森 2009 年 8月 18日（火）～ 20日（木）

薬師寺智子

各出発地からは飛行機なので、あっ
という間に青森に到着。でも蒸し暑い
関西や中部とは気温差も 10度くらい
あって、日陰はひんやりと爽やかで気
持ちよく、遠くに来たことを実感した。

今まで国内研修旅行は
1泊 2日の日程だったが、
今回は 2 泊 3 日で距離も
遠い青森に決定した。金

額的にも高くなるため、なかなか参加者も集まらず、決行できるのかどうか最後
まで不安な状況が続く中、何とか出発 20日ほど前に旅行社との契約完了。伊丹空
港から7名、中部国際空港から6名、羽田空港から2名の計15名での旅行となった。
京都芸大の卒業生や在学生とその家族や友人で、年齢幅も 10代から 80代まで

の様々な顔ぶれで、とても勉強になり、楽しく充実した思い出深い 3日間だった。

1日目は、三内丸山遺跡、青森県立
美術館、棟方志功記念館の見学をして、
混浴ヒバ千人風呂で有名な酸ヶ湯温泉
に宿泊。
2日目は、国際芸術センター青森、

青森自然公園ねぶたの里、十和田市現
代美術館の見学をした後、明日天気が
悪いかもしれないので夕方の奥入瀬渓

研究・研修委員会　2009 年度 国内研修旅行報告



2 泊目　十和田ホテル

ホテル内部
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2009 年度 国内研修旅行報告「青森」

流の散策もした。この日は十和田ホ
テルに宿泊。このホテルは秋田杉を
使った宮大工による建物で有形文化財
にもなっている。出発前にホテルの人
から建物についての説明も伺った。
3日目は各自、十和田湖畔を散策し

て、再び朝の奥入瀬渓流へ。昨日とは
違うポイントでバスを停めてもらい、
朝と夕方と両方の景色を見ることがで
きたのはラッキーだった。その後、雲
行きが怪しくなる中、弘前へ向かった。
城ヶ倉大橋で運転手さんがバスを停め
てくれて地上から最大 120 ｍの高さ
にある橋を歩いて渡った。下に渓流が
流れる緑いっぱいの壮大な景色だった
が、紅葉の季節に来たらどんなに綺麗
だろうと思った。
この 3日間、美術作品をたくさん

見たのはもちろんだが、美しい緑の
木々や水の流れを見て目が癒されたよ
うな気がする。舌にはホタテを始めと

する魚介類や山菜のごちそう、硫黄の
においのする温泉にもゆっくり何度か
浸かり、明日への活力となった。弘前
では自由散策をして夕方 4時に集合。
途中から雨も降り出し、3日間のすべ
ての予定を終了して私たちは青森空港
に向かった。

今回、各見学地のレポートを参加者
の皆さんに割り振って書いてもらった。
担当は以下のとおり（見学順）
8/18（火）
三内丸山遺跡 …中本健喜
青森県立美術館　…佃美智子、七緒
棟方志功記念館　…大野幹彦、房子

8/19（水）
国際芸術センター青森

…吉田孝光、吉  田秀樹
青森自然公園ねぶたの里…所　征男
十和田市現代美術館

…吉村佳子、木寺洋子、菜穂子
8/20（木）
奥入瀬 …北村 文子
弘前市内
…川崎貴子、高田哲士、薬師寺智子
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 特別史跡　三内丸山縄文遺跡を訪れて

中本  健喜

縄文時代のことについての解説は、考古学の専門的知識の乏しい私には荷が重い
ので、今回の旅行パンフレット等を参考に現地での見聞の概要と印象を述べたいと
思います。縄文時代は B.C.11,000 年頃から B.C.1,000 年頃までの約一万年もの長
い期間があり時期区分を草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の六期に分けてい
ます。縄文遺跡は全国で 5万ヵ所もあり、青森県内だけで３千ヵ所が確認されて
います。青森の縄文史跡群の特徴は、縄文時代草創期から晩期まで各時期の史跡が
揃っており、青森の中だけで縄文文化の開始から終焉までの基本的な変遷を限定さ
れた地域性でもって示すことができる点にあります。

青森市の市街から車で 15分ほどの
郊外にある三内丸山遺跡は、縄文時代
前期 B.C.4,000 年から中期 B.C.2,000
年にかけての遺跡で、円筒土器文化の
拠点的な集落で、集落の全体像、当時
の環境や生業、交流交易の様子が分か
る遺跡として有名です。日本の歴史文
化を知る上で重要なものは法律に基づ
いて史跡に指定されますが「三内丸山
遺跡」は特に重要であると特別史跡に
指定されています。
特別史跡三内丸山遺跡は、長野県の

尖石遺跡、秋田県の大湯環状列石と共
に日本を代表する縄文遺跡で、発掘調
査が進められ、その研究成果をもとに

「縄文の丘　三内まほろばパーク」とし
て公園整備されています。ここはもと
もと県営野球場が建設される予定でし
たが、工事の事前調査で縄文時代の
大集落跡であることを証明する資料が
次々と発掘され、1994 年 ( 平成 6年 )
遺跡保存が決定し、建設中の野球場の
工事は中止されました。
「縄文の丘　三内まほろばパーク」の
玄関口には総合案内とパークの理念を
ビジュアル的に分かり易く解説展示し
ている「縄文時遊館」があります。縄文
人の「むら」の跡を貴重な歴史遺産とし
て保存し、「むら」のたたずまいを体感
経験できる場として整備しています。



7
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ギャラリーや体験工房など各コーナー
を、一巡で見学できるように配置にさ
れています。その一巡する途中に「時
遊トンネル」と称する出入り口から屋
外の縄文の丘へその動線は導かれ、屋
外を見学した後、またこの建物に戻っ
て来るようになっています。
早速、丘に立つと視界が広がり、草

地の間を一本の広い道が大きくカーブ
を描き、それに繋がる幾筋かの小道
が、復元建造物や白い屋根のドーム
型、カマボコ型の展示施設の点在する
中を広がっていくのが見えます。黄色
いトレーナーを着た地元ボランティア

粘土で舗装するという本格的な土木工
事が成されていたようです。この道は
「墓の道」と言われ道沿い両側に成人の
土坑墓があり、地面に掘られた楕円形
や小判型の穴に埋葬されています。道
を挟んで向き合うように足を道側に向
けて埋葬されていました。子どもの墓
は、遺体を埋設用の土器に入れて住居
近くに埋葬されています。
展示室には、縄文時代の暮らしぶり

が分かるように発掘採集された資料が
展示され、衣食住を再現しています。
資料は土器などの廃棄物や排土・残土
が野積みにされて盛り上がり堆積した
盛土という場所から出た物や、谷のゴ
ミ捨て場からの物が多く有ります。
南盛土と北盛土の二ヵ所があって、

石器や土器、板状の土偶などが数多く
出ています。
谷では、水分が多く空気が遮られて

いたので泥炭層になって通常では残っ
ていない木製品や動物や魚介の骨など
が出てきています。クリやクルミなど
の木の実のほか種子についてもニワト
コ、キハダ、クワ、キイチゴ、サルナ
シなど多種豊富に出土します。
クリの DNA 鑑定から、クリの性質

が明らかにされ、その結果、有用な種
子の選抜が行われていたらしく、縄文
時代にすでに農耕の初期段階としての
野生植物の利用から管理栽培への移行
が分かったそうです。そのほか地元で
産出しないヒスイ、黒曜石、コハクな
どの他の地域から持ち込まれたものの

の小母さんガイドは、簡潔で分かり易
く語ってくれますが、急かし気味の案
内に付き従って、竪穴住居の家屋、３
棟並んだ高床倉庫、白いカマボコ屋根
の下アクリル板で保護された盛土の発
掘断面やドームで覆われた６個の柱穴、
萱葺きの大型竪穴住居、大型掘立柱建
物、展示室などを渡り歩くようにして
小道を辿って見てまわりました。
公園整備のために舗装された広い道

路の下にも同じように、縄文時代の道
路があるそうです。それも単に踏み固
めただけのものではなくて、黄褐色の
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出土によって、当時の交流・交易が
広い範囲であったこともわかってきま
した。発掘調査の進展によって、従来
の縄文社会のイメージ、その日暮らし
の貧しい原始的な社会の様子とは全く
異なった情景、生産性と都市的機能を
もった 500 人規模の社会が浮かび上
がってきました。
ガイドさんによると、盛土や谷は発

掘作業をする者にとっては、ゴミ捨て場
ではなく宝のお山のように思えると言っ
ていました。ガイドさん自身も発掘作
業に携わっていて、自分の関わったエリ
アの案内には思い入れが強く、淡 と々語
る津軽訛りに力が入るようです。
展示室のガラスケースに入っている土

器は、実際にものの煮炊きに使って黒
く焼けているものや、神事に使ったもの
だろうと考えられるものなど様々ですが、
完全な形のものもあれば、パズルを解
くように破片を組み合わせてモザイク状
に復元したもの、一部の破片から全体
を想像して石膏で塗り固めた殆ど真っ白
のものもありました。板状土偶は十字
架形の人形土器で、大きさは出土して
いるものとしては大きくて33㎝、小さ

いもので４㎝程度です。尖った物で窪
みをつけて目や口を、筋彫り状に胴体
に模様をつけて描いています。表現は
簡素ですが、ジッと見つめていると表情
豊かに何かを語りかけてくるようでした。
展示室を出て再び丘を一望すると、

高く聳え立つ櫓のような 6本の柱が
目に留まります。6本柱は、足場のよ
うに板を渡した長方形の床面が３層に
組まれた櫓形の構造物です。唐突で桁
外れの大きさには、これが物見櫓だっ
たのか神殿だったのかは全くの謎です。
マスコミがクレーン車を使い10ｍ、

20ｍと柱の高度を変える実験をしまし
たが、上の眺めは明らかに青森平野を
見渡せ、権威的なものを感じさせたで
しょう。６本柱は本来ドームで覆われ
た6個の柱穴の位置に復元されるべき
ものですが、現在の位置に仮設されて
います。柱穴は直径約 2ｍ、深さ2ｍ、
中に直径1ｍのクリの柱が入っていまし
た。柱と柱の間隔はすべて約 4.2ｍで
した。実際に6本の柱を立ち上げると、
2本ずつ向き合うように2度程内側に
勾配を持たせているそうです。この僅
かな勾配が巨大な構造物を安定して立
たせているのだそうです。用途目的が
全く分からないものの、謎の巨大な構
造物を目の当たりにしていると、ただそ
れだけでも、６本の巨木を厳密な計算
と経験でもって立ち上げることの出来る
土木技術と、それを実行する労働力が
存在していたことに驚きを感じました。
柱と柱の間隔が約 4.2 ｍとあります
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が、色んな所で 42㎝の倍数の寸法が
見出されるそうです。42㎝という長
さは成人の手のひらから肘までの長さ
に当たるそうで、縄文人の長さの基準
と考えられています。
6本足の大型掘立柱建物の傍らに、

茅葺の大型竪穴住居があり長さ32ｍ
幅 9.8ｍの規模があります。共同作業
や集会所として使用したり、厳しい冬場
の共同生活の場として使ったりしたかも
しれません。建物の中は焚き火が出来
るように炉端があり、真っ黒に煤けてい
ました。イベント開催で焚き火をするこ
とがあるそうですが、当時もきっと建物
の中は火の周りに集まった人たちで、わ
いわいガヤガヤやっていたのでしょう。
道から離れた茂みの中にあるブルー

シートと土嚢で覆われた発掘現場では、
地面に這い蹲って作業する人が垣間見
えました。陽射しの降り注ぐ中を、細
心の注意を払って薄皮を剥がすように、
地面を削り出しています。
遺跡の周りには、クリやクルミやト

チの木など当時の野山を再現するよう
に植樹されて、縄文の村を体感するた
めに整備された公園施設は、穏やか過
ぎて物足りないとガイドさんは印象を
語られました。野球場の建設続行か遺
跡保存か決定前の緊迫感と、５千年の
時を越えて続々と出現する遺物、掘り
返された住居跡の生々しさを体験され
た方のことを思うと、見学者に分かり
易い演出という風景の穏やかさに、当
時の緊張と興奮が伝わらないもどかし

さを感じてらっしゃるのでしょうか。
発掘調査当時の活発なマスコミ報道

とあいまって保存に向けての世論が盛
り上がり、遺跡保存について行政は迅
速な決断をしました。そして歴史遺産
の保存と公開に方針が大きく転換した
ことに対して、青森県民の文化的感性
と見識を感じずにはいられません。
まほろばパークに隣接して私たちがこ

の後、訪れる青森県立美術館がありま
す。半地下になった建物を囲む構内の
壁面のデザインイメージは、トレンチと
呼ばれる盛土発掘現場の垂直に切立っ
た情景をモチーフにしているそうです。
美術館では地元出身のアーティストを
積極的に紹介し、時遊館と同じようにイ
ベントやワークショップなどの実践を通
して芸術文化の教育普及活動をしてい
ます。青森の過去と現在を、遺跡と美
術館の共生という形で捉え、県民のア
イデンティティーを育み、観光資源とし
て観光客を呼び込み、地域の活性化を
担っているのでしょう。
県営野球場になっていたら二度と現

すことのなかった縄文のフィールドの
５千年前の情景を想像しながら旅の途
中の僅かな時間に、私は時を遊ぶよう
に丘を歩き回りました。
参考資料

・ 縄文時遊館パンフレット、三内丸山遺跡パン
フレット　　青森県教育委員会

・ 隔月刊あおもり草子 2006 年 10 月 1日発行　
通巻 170 号　　企画集団ぷりずむ

・ 縄文学への道　小山修三　　　NHKブックス
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 青森県立美術館

佃七緒・美智子

青森県立美術館はできてまだ 3年。建築家・青木淳によって設計された。その
着想のきっかけは、隣接する三内丸山遺跡にあるらしい。遺跡の発掘現場からあふ
れ出す縄文の創造的なエネルギーを感じ、それを生かした建築物にしたいと思った
そうである。

美術館に近づいたらすぐ目に入る
真っ白なキューブ状の建物は、美術館
の地上に出ている一部分にすぎない。
むしろ、この美術館のメインは地上か
らすぐには見えない部分にある。地面
から縄文のエネルギーを白いキューブ
状の建物で押さえつけ、そのエネル
ギーを内部に宿した美術館、というイ
メージだそうだ。そのため、この白い
キューブ状の建物の下には土をイメー
ジした茶色い建物があり、白と茶の建
物が噛み合わせの悪い凸凹となって重
なっている。
青森県立美術館は地域と風土に密着

した芸術を重視するという理念に基づ
き、常設展は青森県出身の作家の作品
で構成されている。そして「一部屋に
つき一作家」という展示方法をとるこ

とで、作家一人一人の個性を押し出せ
るように工夫されている。ただ今回は、
ちょうど太宰治生誕百周年記念により、
常設展示室の一部でも太宰治の特別展
が行われていたため、普段の常設展示
が少なく残念だった。
常設展の中でも、やはり年齢問わず

楽しめるものは奈良美智の作品だと思
う。巨大な「あおもり犬」は間近まで近
づいて写真撮影ができるようになって
いたり、小さな家型の作品は、その内
部も外部もあちこち見ることができた
りと、楽しんで見て回ることができる。
ただ少し大変そうなのが、職員の

方々の見回りである。建物の構造や展
示の都合上、展示室がたくさんの小さ
な部屋に分かれているため、あちこち
を見て回らなくてはならない。彼女た
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ちの制服は水色か茶色のワンピースで、
デザインもかわいくて印象的だった。
水色は空の色、茶色は土の色を表して
いるそうである。
館長さんのお話によると、この美術

館のある場所は、もともとは県の総合
運動公園だったそうだ。当初の予定で
は、運動公園の移転と共に、跡地全
体を単なる美術館ではなくアート・パ
フォーミング・ライフという三つの面を

所が何カ所もあったり、地域の人とさま
ざまなワークショップを行えるよう、木
工、金工なども可能な設備を持つワー
クショップスペースが備えられている。
建物のおもしろさ、ひとブースごと

の展示の仕方のおもしろさはあったが、
企画展をみなかったためか、もう一歩
内容が薄く感じられたのが残念である。
いつかもう一度行ってみたいと思う。

持つ総合芸
術パークにす
るはずだった。
しかし、県の
予算と様々な
要因により計
画がなくなっ
てしまい、こ
の美術館のみ
が建設される
に到った。そ
のような背景
をもつためか、
この美術館
は、演劇、映
像作品の上演
やコンサート
にも使える場
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棟方志功記念館を見学して

大野幹彦

先ず記念館の道路側の塀に沿って、さらに入口から中庭にも南仏からとりよせた
ヒマワリの鉢植えが並べられ、若い頃ゴッホに憧れ、油絵画家を目指した棟方志功
に配慮がなされていた。記念館は校倉造りを模した建物が回遊式の日本庭園によく
調和し、落ち着いた佇まいであった。展示室は棟方氏の希望から広さは抑えてつく
られ、じっくりと鑑賞できるように設計されていた。

私は棟方氏の油絵は見たことがなく、
この度の青森行きのお蔭でその作品に
あうことができてよかった。
会場には 40点の油絵のほか、板画、

倭絵、凧絵など展示されており、棟方
氏の多彩な芸業を見学できた。
上京して油絵で帝展入選を目ざした

頃の作品、「庭 B」（昭和 6年）は、2度
目の入選を果たした「荘園」のモチーフ
や構図によく似ている貴重な大作と説
明があった。小品の風景画 2、3点と
夫婦像図や家族など人物の描かれた作
品と草野心平らとともにインドを旅行

した時の平原の天上に浮かぶ真っ赤な
太陽と黄色の月を描き、広大インドの
風景に感動して描いた「大印度厖濃図」
（昭和 47年）はポスターを撮影してた
ので強く印象にある、棟方氏の油絵の
特色がうかがえるものだった。ゴッホ
と同じ構図で描いたヒマワリを描いた
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「太陽花シリーズ」（昭和 47年）や「富
士山図」（昭和 49年）など当時の油絵
の常道からはとびぬけた荒々しいタッ
チで、しかし色調は鮮烈なものからや
やダウンしたものまであって、板画の
ように朴の板に彫ってその上に墨をぬ
り、紙をのせて刷るという制作上の違
いで「油絵具は塗るにも描くにも都合
がよい。二度筆をしないわたくしはこ
の絵の具を遊ばせてみたいと思っても、
想われるところまでは使えない。この
絵具に遊ばされている不思議には叶わ
ない」と棟方氏はのべている。
板画では「釈迦十大弟子」（昭和 14

年）の大作で、両端の二菩薩は戦火で
板木が消失し、のちに新たに別の図柄
で作成し直した。その二菩薩を入れ
て六曲一双の屏風に仕立てた作品を
1955 年（昭和 30 年）、サンパウロ・
ビエンナーレに出品し、版画部門の最
高賞を受賞、さらに 1956 年（昭和 31
年）のベニス・ビエンナーレでは国際
版画大賞を受賞して世界のMunakata
になった。
「東海道棟方板画」（昭和 39年）、「東
北風の柵」（昭和 44年）などの棟方志
功氏の板業が大きな力をもっている理
由について、またあの衝撃的な魅力は
どこから生まれてくるのか、美術評論
家 桑原住雄氏によるとそのひとつは
「棟方氏が青年時代までに生活を送っ
た青森という地域の風土的な審美性で
ある。青森のネブタと凧絵のもってい
る若々しく逞しい絵画性が棟方板画の

根本的な性格になっていることは棟方
自身が物語っている。」
展示されていた「青森凧絵」（昭和

46 年）からもそれがよみとれる。そ
の二つは「極めて独自な世界観である。
それは仏教に深く根差した宇宙観と
言ってもよいものである。彼が 35才
のころ、京都の河井寛次郎氏の家で
40 日にわたって仏教の話を聞かされ
る。棟方の世界観はそのときから飛躍
的に拡大され、その直後に「華厳譜」（昭
和 12年）、「五智菩薩」（観音経）がそ
の翌年に出来あがり、昭和 14年には
かの「釈迦十大弟子」が現れる。棟方板
画の根底を流れているのは華厳経の思
想であると思われる。── 中略 ──
ほとんど忘我、没我の状態ともみえる
あの素早く瞬間の刀の走りや筆さばき
の奥には華厳経が説示する（宇宙に遍
満する真実のリズム）が電流のように
全身を貫いて、板や紙の上に顕現する
ことを自覚した者の大乗的な自覚、天
地自然と一体であるという華厳的な自
覚にほかならず、板画を作るのは光明
に包まれた大宇宙の意思であると棟方
氏は考えているようにみえる。」
「第三の要素として文学との関係が
挙げられる。棟方氏の作品には驚くほ
ど詩との共作が多い。詩による仕事の
第一作は昭和 11年の「大和し美し」で
あったが、その翌年の「空海頌」も共に
佐藤一英氏の詩から発想したものであ
る。この頃から日本浪漫派の蔵原伸二
郎、保田与重郎、仲谷孝雄らと交際を
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始めたことによって棟方氏の板業は本
来のロマン主義的な傾向をさらに洗い
ざらした堅固なものに叩きあげていく。
能の世界に触れた「善知鳥」（昭和
13年）、岡本かの子の詞による「女人
観世音板画巻」。そのほか宮沢賢治、
谷崎潤一郎、江戸川乱歩、草野心平な
どの歌や小説や詩によって棟方氏が文
学に対して示す共感を何よりも物語る
ものであろう。これらの三つの構成要
素は混然一体となっている。…　絵画
表現としてみれば著しく表現主義的で

あり、これほど原初的な強烈な表現を
全開的に示している仕事は現代では極
めてまれである。それと同時に、画像
を画面いっぱいに溢れるように書き込
む異常ともいえる空間充填性は特筆す
べき特質であり、また画面の中で裸女
や菩薩などの姿が次から次へと現れて
くる連続性と時間性も、他には見られ
ない棟方芸術の特徴である。自在で強
靭な棟方芸術のエネルギーの源は、多
分、この華厳的世界観から出てくるに
違いないと思う。」

 国際芸術センター青森
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研修旅行 2日目の最初の訪問は、「国際芸術センター青森」であった。
バスを降りた我々を最初に迎えてくれたのは緑の中の木製アーチのトンネルで、

板のすき間から射し込む光のシャワーが印象的だった。
トンネルを抜けると小道沿いに現代作家の彫刻が、まわりの自然にとけ込むよう

に配置されていて、その先に安藤忠雄の、「水の教会」を連想させるような建築群が
広がっていた。

展示棟の端のラウンジで、学芸員の
日沼さんから施設や活動についてのお
話を伺った。
この芸術センターは青森市の市制

100 周年を記念して、2001 年にオー
プンした施設で、美術館型のものは県
が先にやっていたということもあり、
未来型の新しい施設を目指したという。
具体的には、現代作家が滞在し、創

作し、それを発表して市民と交流する
というものである。アーティスト・イ
ン・レジデンス・プログラムといい
年に 2回春と秋に実施される。春は
推薦された作家、秋は公募で今秋も
160 人の中から 4人が選出されてい
る。我々が訪問した時は「2009 春の
アーティスト・イン・レジデンス展」
＜原初の肖像＞として現代美術の作家
3人、台湾のハン・スーチェン、韓国

 国際芸術センター青森

写真：吉田孝光
文：吉田秀樹

のヨク・クンビョン、日本の本田健の
作品展が展示棟の各部屋でひらかれて
いた。
このプログラムでは、サポーターと

してボランティアが作家の制作を手
伝ったり、ワークショップで作家が地
域の子ども達にものづくりの楽しさを
教えたりするような交流活動が組み入
れられている。創作棟では本田健の
ワークショップで子ども達が描いた木
炭画が飾られていた。
アーティスト・イン・レジデンス・

プログラム以外にも、幼児から高校生
までの校外体験学習の場としてセン
ターは利用されており、年間 2000 人
の子ども達が造形教室や自然観察に取
り組んでいる。
創作棟の設備・備品は美術教師とし

てためいきが出るほど充実しており、



16

特に木工スタジオや版画スタジオはす
ばらしい。
展示棟、創作棟以外に宿泊棟があり、

芸術関係の活動なら一般の宿泊も受け
付けている（一泊 2,000 円）とのこと
である。
国際芸術センター青森は今年の 4

月、青森市から青森公立大学（経営
経済学部・1学部）に移管されている。
これだけの施設・活動を維持してゆく
には相当な費用がかかるものと思われ、
教育分野との協力関係で生き残りと発
展を模索しているようだ。
安藤忠雄の建築設計は直線と曲線の

対照が印象的で、直線が「人間」曲線が
「自然」を表現しているように思われる。
安藤は 7人が参加した指名コンペの
第 1条件、「森をこわさない」という
ものを設計に創造的に取り入れている。
「コンクリートと手を加えた木」と、ま
わりの森をつなぐものとして「水」を使
い、建築空間に動きと潤いを与えてい

そういえば「アーティスト・イン・
レジデンス・プログラム」は芸術のお
祭りのようにも思われる。

「対照」というキーワードで考えると、
青森には「対照」がいろいろと見つかる。
「五千年前の三内丸山遺跡の文様・土
偶」と「現代美術」
「百年前には何もなかった貧しさ」と
「原子力施設からの現代の富」
「膨大な作業の山車作りの作業の日々」
と「数日間の絢爛豪華なねぶた祭り」
「対照」の光と影の中から今回の研修
旅行の収穫が何か見つかりそうな気が
している。

る。最初に取り上げ
た木製アーチのトン
ネルは、「水」の代わ
りに「光」を使ってい
る。
「青森がいろいろ
な意味で元気なのは
どうしてですか？」
という質問に日沼
さんは「ねぶた祭り
の影響があるので
は？」と答えた。



写真：吉村佳子
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 ねぶたの里

所  征男

夏の青森研修は、素晴らしい計画の
もとに運ばれ、今も清々しい気持ちと
充実感に満たされ、感謝しております。

近年は弘前出身の奈良美智氏を市民
挙げて応援すべく、彼の計り知れない
魅力を紹介しようと、静かな熱気が感
じられて、頼もしくなりました。
日本の版画は、浮世絵に代表される

繊細な表現と物語が世界の注目を集め
てきましたが、青森の産んだ棟方志功
の版画絵は、個人ではあれ、版画を板
画と称して自分が「身体ごと板画にな
らなければ、ほんとうの板画が生まれ
てこない。わたくしを化物にされて欲
しいという心持で板画を生ましていく
のです」と語っていますが、おそらく
その化物とは「ねぶた」なのでしょうか。
事実、＜私の原点に「ねぶた祭り」があ
る＞といい、自分の心に焼き付いてい
るともいっています。また＜わだは
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ゴッホになる…＞とも。私は棟方志功
と「ねぶた」とのつながりに興味があっ
たので幸いでしたが「身体ごと板画に
なる」という部分にあらためて感動し
ました。
棟方志功記念館で板画のもうひとつ

元になる油絵、肉筆、板を繊細に彫り
進めた跡、書などの数々には、外見は
武骨に見えますが、のびやかで慕われ
る、こころやさしい人柄が伺えます。

青森 ̶ ねぶた ̶ ゴッホ ̶ ひまわり 
̶ とつなげて見ますと、自分を貫く
熱く燃えるこころの持ち主であり、熱
く一徹に自分を貫くといっても、生易
しいことではありません。したがって
美術をとりまく環境はどこも大変厳し
いのは常ですが、それを気長く見守る
ことのできる政治のバックアップがな
ければ、これからもいいものは生まれ
てこないでしょう。
ねぶたの里では、武者絵や七福神な

ど平面と立体の造形を、熟達した庶民
の手によって創り出していく和紙と針
金の芸術が紹介されているのがいい。
制作過程を工房でいつも間近に見られ
るのもいい。「ねぶた」は人がそこに住
まわせてもらっている神への感謝の表
れではないかとも受け取れます。この
次に機会があれば「ねぶた祭り」。美術
家は必見です。

青森には
縄文集落の
三内丸山遺
跡、現代美
術、温泉、
海産物など
など新潟や
富山とは異
なる、東北
で唯一の土
地柄である

が、地吹雪だけは困りものでしょう。
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今回の青森研修の要でもある十和田市現代美術館訪問。
２日目、国際芸術センター青森、ねぶた館…と、朝からの予定も内容濃く、バス

による十和田への移動に時間がかかると、十和田市現代美術館の滞在が短くなるの
では…と、旅行企画担当としては、やや欲張ったこの日の過密な行程を一番心配し
ていましました。
が、午前の訪問を予定通り緩やかに進め、かつ十和田に予定時刻に到着すること

ができたことで大変安堵し、緊張から解かれて、ゆっくり鑑賞することができました。
到着時、事前に解説依頼をお願いしていた館長、自らお出迎えくださるなど、丁

寧に対応していただきました。学芸員から美術館概要や取り組み等の紹介のあと、
館内鑑賞に当たっては、何点かの作品解説もあり、鑑賞の手引きとなりました。

アーツ・トワダの構想は、作品を美
術館屋内外や街の中へと設置します。
市民の芸術文化の拠点として、市民参
加型の企画が美術館を中心に行われて
います。
十和田は開拓地、街の中央は碁盤の

目のように規則正しく道路が縦横に
走っています。
美術館の直方体の積み重ねが街の直

線に馴染じみ、短い夏の輝く緑と壁の
白が青い空に映えています。野外には
韓国チェ・ジョンファ氏による赤と黄
色の色鮮やかな花で形作られた馬が…
馬の産地であった背景を知り、この作
品が十和田の人々に与える活力を感じ
ます。常設展示の 21人の作家のうち、
高橋匡太氏は映像や照明を使った大掛
かりなプロジェクトを手掛けています。

 十和田市現代美術館

吉村  佳子
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彼の光のアート＜いろとりどりのかけ
ら＞が、日没から夜の９時まで、十和
田の白い美術館を幻想的に彩る様子が
鑑賞できなかったことが、心残りです。

内部を見通す大きな硝子張りの美術
館は、いくつかの作品を外からも眺め
ることができ、内部を移動する鑑賞者
も建物の風景の一部のようにも思える
景色です。逆に内部から街行く人や車、
野外の作品に足を止める人々、降り始
めた雨に小走りに散る人々を眺めてい
ると…その景色もまた何かしら表現の
ようにも感じられてくる、開放感に満
ちた空間でありました。



十和田市現代美術館
木寺菜穂子

22
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3時 : 吉田氏と"aTTA"（椿 昇氏作）
4 時 : 菅原氏退館
お世話になりました。
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 十和田市現代美術館

木寺  洋子

訪れた 8月 19日は企画展「チェ・ジョンファOK !」が催されていました。プラス
チック製品を素材に作られた作品群は、韓流ビビッドなポップカラーで、カラリと
した十和田の風土にマッチしていました。「青森」と題された作品は、緑の笊を積み
重ねた柱が林立し、ブランクーシへのオマージュとも思える無限感をチープなプラ
スチックで表した肩すかし。人を喰ったような、たくましいような今様です。
三本木小唄のビデオが流れる市民活動スペースで、美術館の菅原靖雄氏からレク

チャーを受けました。以下は、その要約です。

フロンティアスピリットと現代アートが出会った
美術館は駒街道の官庁街にあります。

戦前三本木町といった十和田市は陸軍
の軍馬を育てていました。さらにその
昔は、不毛の地に水路を引き水田を拓
いてきた苦難の歴史がありました。フ
ロンティアスピリットを誇る人々の街
なのです。
2001 年、六ヶ所村からの還元金で、

十和田の活性化を構想した時、市は、
企業の誘致ではなく、現代アートを決
めました。で、何で現代アート？？？
フロンティアスピリットと現代アートが

出会ったのだ！！と菅原氏は熱いのです。

先ず作家作品、そして箱
2002年、市は森美術館のナンジョウ

アソシエイツに現代アートの企画を依頼
しました。2005年、有識者委員会が、
21人の作家を選びました。作家は、十和
田を訪れ、十和田をモチーフとして、制
作しなければなりません。作品は、恒久
展示。さらに、個々の作家は企画展の開
催も約束されています。現在21人の十和
田限定22作品が常設展示されています。
当初、屋外展示の積りが、一作品一

棟構想が持ち上がります。建築家西沢
立衛は、地面とツライチの箱の集合体
を提案しました。
2008年 4月26日、箱の一面は総ガ

ラスの白い積み木のような美術館がオー
プンしました。市は、むしろ観光施設とし
てのにぎわいをもくろんでいると言います。
2010年春、アートによる町作りプロジェ
クト、Arts Towadaは、完成予定です。



奥入瀬渓流の源、十和田湖

時には阿修羅のごとく激しく流れる

持ち帰ることのできない栃の落ち葉。
やがては土に化し、未来の奥入瀬を作る。自然が作り出すオブジェ　恐竜 ?!
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 奥入瀬渓流

北村  文子

8 月 19 日、雨上がりの奥入瀬、美
しかった。言葉にするとその美しさが
消えてゆきそうだ。ここは 20数年前、
東北修学旅行で訪れた所。「もう一度
来ることができますように。」との若き
日の祈りがやっと天の神様に届いたの
だろう。あの時見た木々はもちろん同
じものではない。大きくなり、あるい
は朽ち果て、土に落とした実が若木に
育ち、姿は変えているのだけれど、私

の心に静かな力をくれる。勇壮な滝の
音、涼やかな風、流れに見え隠れする
岩、深緑色の苔、様々な木々や羊歯が
ハーモニーを作り出している。自然は
万人に開かれている。美術館もそうで
あってほしいと思った。作品を創る者
にも、訪れる者にも。縄文人の足音を
感じた三内丸山遺跡、自然と共存する
国際美術館、町に溶け込む十和田現代
美術館、人間の営みは尊いが、奥入瀬

ミニ知識
かつて明治の文人・大町桂月

（1869 ～ 1925）が、「住まば日の
本／遊ばば十和田／歩けや奥入瀬
三里半」と讃え歌った。桂月はま
た、こうも歌っている。「右ひだ
り桂もみじの影にして／滝を見る
目のいとまなきかな」

はそのどれにも劣らない感
動を与えてくれた。次に訪
れる時はカメラを向けるこ
ともせず、五感すべてを
使って、ゆっくり時間をか
けて散策したい。
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 弘前城・保存地区および寺町

川崎貴子

今回の青森の研修旅行は中身の濃いものでした。青森は本州の最も北の端にある
にも関わらず、三内丸山遺跡やモダンと歴史の入り混じった弘前市、そして訪れた
数々の美術館など、今も昔もすぐれた文化があるところだと知りました。また豊か
な自然にも触れることができ、楽しい旅行でした。ありがとうございました。

弘前城
まずその広さに圧倒されました。東西約 800

ｍ、南北約 1 km、面積約 48 万㎡で、甲子園球
場に換算すると 12個も入る大きさです。短時間
で回るのは大変だと思い、市役所の隣にある市立
観光館で自転車を借りました。（ラッキーなこと
に 4時間無料で借りることができました）弘前城
は市内を流れる、西は岩木川、東は土淵川に挟ま
れた場所に位置し標高 45mの台地に築かれた平
山城です。この地はかって鷹が棲んでいたという
ので鷹岡・高岡と言われていました。
2代藩主津軽信枚により1611年に築城されまし

た。本丸・二の丸・三の丸・四の丸・北の郭・西の郭の 6
郭からなり、天守のほか8つの櫓と12の城門があり、
三重の濠と土塁をめぐらした壮大なものです。濠と
濠の間や、全ての空間がやたらと広いのです。
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南の追手門から入り、広い市民広場
を通り抜けると右手に植物園の入口が
あります。城の中に植物園があるので
す。堀にかかった赤い橋を渡り、南内
門をぬけて自転車を降り、お城に向
かって歩くと、その手前に姿の美しい
大きな松があります。これはこの園内
随一の名木で、推定樹齢は 300 年以
上、優雅な鶴形に仕立てられているた
め「鶴の松」と呼ばれています。またそ
の向かいには大きなしだれ桜がありま
す。これは故棟方志功が「御滝桜」と命
名したそうで、深い緑色の葉をつけた
枝が石垣の上から美しい姿で長く垂れ
ています。ちなみに弘前城は「桜の日本
三大名所」の一つと謳われ、その中で
もここが日本一といわれています。本
丸の北にも桜の大木が何本も植えられ
ていて、春の華やかさは格別だろうと
思いました。ここは雪景色でも有名です。

お城自体は予想外に小さな造りです。
というのも、もともと本丸の南西角には
五層の天守が造られましたが、1627年
に雷火にあって消失し、1810 年に南の
辰巳櫓を改造して代替天守としたからで
す。武家諸法度により新造や増改築を
禁止したためです。こうした場合にはや
や大きめの三重櫓を建てて、天守の代
用とすることが多く、そうした例は関東
や東北の譜代大名の城に多いそうです。
しかし、こじんまりとした美しいお城です。
園内には 22mの高さをもつ楡の木

があります。さらに北にも広いレク
リェーション広場があり、その西方に
は大きな鳥居と護国神社と彫りこんだ
石がありました。その広場を通り抜け、
北門を出ると保存地区に行くことがで
きます。本丸の西側の濠は蓮で埋め尽
くされ圧巻でした。
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保存地区及び寺町
北門（亀甲門）を出ると右手に石橋家

住宅があり、現在は地酒を中心とした
酒屋になっています。石橋家は屋号を（マ
ルセ）といい、代々清兵衛を名乗った商
家で、弘前藩内の藁工芸や日用雑貨品
を扱っていました。大きな梁や指物を
使用した、豪壮な構えで津軽地方の数
少ない商の遺構です。さらにその裏通り
にも数軒の家が残っていて細い通りの
サワラの垣根や黒板塀が江戸時代の武
家町の佇まいを感じさせています。私
の訪れた伊藤家住宅は代々、藩医の居
宅で、200 年ほど前に元長町に建てら
れたものを1978 年に移築したもので
す。正面玄関を敷台構とし、広間、座敷、
次の間、常居をほぼ正方形に配置した
造りで、中級武士の居宅に似た構造で
す。落ち着いた佇まいの瀟洒な住宅です。

次に訪れた寺町は興味深いものでし
た。ここは大きく2つの通りがあります
が、私たちは多くの寺がある南の通り
を訪れました。途中から雨が降り出し
たので、自転車で入口の黒い門を潜り
一気に長勝寺まで走りました。門から
長勝寺までの道沿いには右手（北側）に
9寺、また左手（南側）に10 寺ずらりと
並んでおり、なかなか見応えがありまし
た。長勝寺に近い右手の寺は外国人を
泊める宿舎になっているようで、白人の
若者が出たり入ったりしていました。長
勝寺はあいにく工事中のため仁王像の
置かれた山門のみ見学しました。ここの
2体の仁王像はりりしくて山門も大きい
ものでした。通りに面してそれぞれ立派
な門をもつ寺院がずらりと並ぶ光景を
見たのは初めてで、なかなか見応えが
あっておもしろかったものです。
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弘前市西洋館を巡る

高田哲士

限られた時間であったので、岩木山
の麓付近散策をと思っていたが、文明
開化の建造物が軒を並べる文化ゾーン
が気になり、急遽訪ねられるだけ回
ろうと思い立った。旧弘前市立図書
館、旧東奥義塾外人教師館、青森銀行
記念館、百石町展示館、弘前教会の 5
カ所は、何とか足早に済ませることが
できた。いずれも、西洋建築を貪欲に
研究、吸収しようとする当時の名棟梁
たちの勢いと建物の見事さには圧倒さ
れたのだが、雪止めの採用など、いわ
ば正反対の気候条件の融合という点で
苦心した跡が伺える展示内容であった。
とりわけ青森初の銀行（旧第五十九銀
行本店）は、イタリア・ルネサンス様
式のミケロッツイオのパラッツオ建築
を思わせる美しいシンメトリーの構成
をもち、重厚でありながら端正で、洒

落ているルネサンス様式の造形的性格
を見事に吸収し、構築したものであっ
た。既に明治の大棟梁が、合理性や宗
教性に先行したルネサンスの芸術性の
真の意味を理解していたことには驚か
された。最後に訪れた百石町展示館は
ゴシック様式の建造物である。丁度、
某公募展の支部展の絵画の飾り付けが
行われていて、活気づいていた。この
館は、他にもコンサート、イベント会
場として普段の生活に溶け込み、気取
らず、飾らず、親しみやすい開かれた
市民交流の空間として利用されている
姿も印象的であった。
ご一緒してくださった所先生、あり

がとうございました。この場をお借り
して、御礼申し上げます。
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 弘前市内散策・・・前川國男の建築

薬師寺智子

洋風建築を見たいと思いながら、まずはランチの場所探し。
藤田記念庭園内にある大正浪漫喫茶室で、スープもメインもデザートもリンゴ尽

くしの「庭園ランチ」を食べた。ここで「趣のある建物」というパンフレットをもらっ
て、弘前市内にある前川國男の建築のいくつかを回ることにした。

前川國男は、ル・コルビュジェの弟
子で国会図書館や東京都美術館なども
代表作である。前川建築として意識し
て見たことはなかったが、芸大の入学
式をした京都会館も前川の設計である。

弘前市庁舎（下の 2枚）
市民会館の他には市庁舎と博物館を

見た。この 2つの外装は茶色のタイ
ル貼り。ツリーサークルには市民会館
と同様に曲面形状が使われている。

弘前市民会館（上の写真と次頁の 3枚）
1964 年竣工のコンクリート打ち放し

の建物。コンクリートには型枠の木目
があるし、水平・垂直線で構成した中
にも、窓の下部分には曲面にタイルを
貼ってあり、温かみのある建物だと
思った。ホールでは歌謡ショーをやって
いたため入ることができず、外からガラ
ス越しに見た 2階の照明が、金属の
パイプでできた印象的なものだった。
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旅行後の 8/22（土）に「美の巨人
たち」で前川國男邸が紹介されていた。
生涯、「建築が人のためにできること
は何か」をテーマとし、「もしも建築が
芸術であるならば、建築というのは骨
身を砕いて存在感を求め続ける人間の
ことだ。そこに多くの人たちのコミュ
ニケーションがある。」という言葉を残
している。人が動いていくにつれて、

その空間がどのように見えるのか。「一
筆書きの世界」という言葉は、今まで
プランを考える中で私自身もしてきた
ことであり、とても共感できた。
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現在では障がいのある人々の作品が
高く評価され、作家の作品として美術
館で展示されたり、作品がグッズにさ
れてミュージアムショップに並ぶこと
も、当たり前のことになりましたが、
当時は養護学校に通う児童生徒の作品
が世にでることは、まずありませんで

展覧会｢子どもたちの讃歌展｣について～
30ねんのあゆみ　　

高山　彩・三澤恭子

した。しかし、教師たちは思いました。
「障がいがある子どもたちは、世間で
いわれているような、かわいそうな子
どもたちではない、すごい力を持って
いるんだ。このすばらしい絵をもっと
たくさんの人に見せたい！」そうして、
大阪府豊中市の画廊で養護学校に通う

今から 30年前の 1979 年、大阪府立豊中養護学校（現・豊中支援学校）の美術教
師たちが一枚の生徒作品に見入っていました。それがこの作品です。
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展覧会 ｢子どもたちの讃歌展｣ について～ 30 ねんのあゆみ

児童・生徒の作品展覧会「子どもたち
の讃歌」が始まりました。この展覧会
の名称の「さんか」には、障がいのある
子どもたちのすばらしい作品をたたえ
る「讃歌」と、子どもたちが作品を通し
て社会に「参加」するという意味がこめ
られています。
この思いをより大きな動きにしてい

くために、大阪府下の他の養護学校へ
の呼びかけが始まりました。そして研
究会を作って障がいのある子どもたち
に対する造形教育の情報交換をしたり、
展覧会の実施の話し合いの場にすると
いう方向にすすんでいきました。そし
てできたのが、大阪府の特別支援学校
の美術教育に携わる教員の任意団体
「大阪特別支援教育諸学校造形教育研
究会」（現在名）です。

このようにしてスタートした「子ど
もたちの讃歌」展は、いろいろな障が
いをもつ児童・生徒の作品を展示し続
けてきました。展示する作品はアート
としてすぐれたものやおもしろいもの
を選ぶこと、個人の名前をきちんと表
示してアーティストとして扱うこと
（本人・保護者の了解のうえ）、バザー
などと一緒にせず純粋にアートの展示
として独立していること、助成金や児
童・生徒の作品ポストカード販売など
で運営すること、卒業生アーティスト
や、海外の障がい児の交流作品展示、
アート指導に力をいれている作業所な
どの作品紹介などを幅広くおこなうこ

と、等々展覧会としての「こだわり」も
ありました。

上はこれまでのポスターの数々です。
初めのころは参加校も少なく、大阪駅
前第 2ビル内のアートプラザという
狭い画廊で前半・後半にわかれて展示
し、ポスターもシルクスクリーンの教
員の手刷りでした。次第に参加校も増
え、その後大阪府立現代美術センター
（中の島・住友ビル内）を貸していた
だけるようになりました。第 20回展
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（1999 年）には、当時の横山ノック知
事のテープカットで開会、記念のワー
クショップや講演会もしました。第
21回（2000 年）からは谷町 4丁目に
現美センターが移転し、今年も第 30
回展が行なわれました。7月 20 日～
25 日の 6日間で 2400 人以上の入場
者があり、大盛況でした。

障がいは知的、肢体不
自由、病虚弱、視覚支
援、と様々ですが、こ
れからも子どもたちの
すばらしい作品を紹介
し続けるとともに、障
がいを持つ児童・生徒
たちにとって重要なコ
ミュニケーション手段
である造形活動を見守
り、よりよいかたちで
指導していくために研
究を重ね、教員がたが
いに情報を交換できる
場にしていきたいと
思っています。
大阪特別支援教育諸学校

造形教育研究会

左の写真は今年度の「第 30回子ど
もたちの讃歌」の会場風景です。今年
は 30周年、この展覧会も節目の年で
す。現在この研究会に参加している学
校は、大阪市立の特別支援学校 7校、
大阪府立の支援学校 20校、堺市立の
支援学校 2校、国立大学法人の特別
支援学校 1校の計 30校になりました。
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展覧会名 / 平展（へいてん）
展覧会場 / 元・立誠小学校
会　　期 / 2010 年 1月 23日～ 31日
主　　催 / 平実行委員会
共　　催 / 立誠・文化のまちプロジェクト運営委員会
 http://hey2009.exblog.jp/

何名か知る作家さんの名前があるので、元・
立誠小学校へ「平展」を見に行った。なるほど
11 名の作家たちの名前には「平」がつく。た
だそれだけの共通点で集められた今回のグルー
プ展。それほど大した意味はないがリーフレッ
トの作り方を見てもその本気さが伝わり、私を
会場へと足を向けさせた。
平成に入り 21年が経過し、この数年の間に
作家として活動を始めた 11名なのである。丁
度、国立国際美術館の「絵画の庭̶ゼロ年代日
本の地平から」と開催日を同じくしているため、

6 私はここ数日、21 世紀に入ってからの現代美
術の動向について考えていた。
おそらく今回キュレーターをつとめた奥田真

希（京都芸大 2002 年染色卒）も文章の中から
私と同じように思いめぐらせ、「平成という時
代を “ 平の作家たち ” という切り口から観てみ
る」という試みであると同時に「あたりまえ＝
平であることの尊さを各々が想うことから、そ
の道筋は導かれているのではないか」と書いて
いる。
今回、私は出品者へのインタビューは一切行

わず、企画した彼女へ幾つかの質問を投げかけ
た。
「自分にとって展覧会を作る事と制作する事
は同じで、現代美術を一部の人のものではなく、
子供と現代美術、地域とアートという様々な社
会との関わりを齎せようとしている」このよう
な展覧会をキュレーションする若い人がもっと
もっと関西では必要とされ、資金的援助がなさ
れるべきであろう。
ギャラリー経営者では、自分のところに展示

室を持ってしまうと意外にそういう動きがとり
にくいものであるが、彼女はそういった拠点を
持たずに適材各所で展覧会を作り上げている。
フリーで作家活動するのと同じで、どこかの

美術館に所属したり、ギャラリーを持つことで
動きが鈍ってしまうものであるが、フットワー
クよく様々なアンテナを張り巡らしているキュ
レーターと言える。
最近では、金沢 21世紀美術館や東京都現代

美術館に勤務する女性学芸員がテレビで紹介さ
れたりするが、本来、裏方であったはずの学芸
員たちの仕事（企画）ぶりが注目され始めた。

出品アーティスト
泉　洋平、 大久保 vit’s 陽平、 鎌田祥平
上硲一平、 河合晋平、 君平、 佐野耕平
重本晋平、 新岡良平、 山田心平、 綿引恒平

文・写真 /西野昌克

河合晋平
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我が国における学校教育において、
美術教育は、明治期の学制導入ととも
に始まり、長い歴史をもつ。最近の文
部科学省の学習指導要領改正では、美
術教育が生涯にわたって創造活動を促
すことを重視し、美術館や博物館と
いった地域施設を活用して視野の広い
美術鑑賞の普及を目指すものとなって
いる。さらに、「国際社会で活躍する
日本人の育成を図るため、我が国や郷
土の伝統や文化を受け止め、それを継
承・発展させるための教育を充実する
必要がある」として、「美術科での我が
国の美術文化の指導の充実を図る」と
されている。しかし、一方で、いわゆ
る学力の向上が叫ばれる中で、美術教
育は他教科に比べて授業時間の削減幅
が大きくなっている。この 1つの要
因は、我が国における美術教育の目的・
役割の捉えかたにあると思われる。
平成 20年 1月に出された、中央教

育審議会答申で、小・中・高等学校
における図画工作、美術、芸術（美術、
工芸）の内容として次の 3点があげら
れている。

学力と美術教育

高橋  成子

①生活の中の造形や美術の働き、美術
文化に関心をもって生涯にわたり主体
的にかかわっていく態度をはぐくむ。

②小・中学校において表現と鑑賞の活
動の支えとなる指導内容を共通事項
として示す。

③造形体験の充実、思いを語る、価値
意識をもって批判し合う鑑賞指導の
重視、我が国の美術や文化の指導の
充実を図る。

ここで示されている美術教育の特徴
は、生涯を通じた創造活動の基礎をは
ぐくみ、将来的な美術愛好家の裾野の
広がりを期待するものである。これに
対して、欧米諸国では、美術教育の目
的・内容を、コミュニケーション教育
として位置づけており、全人格形成教
育として捉えている。それは、ものを
作ることを通して創造活動を育み、作
品の鑑賞を通じてコミュニケーション
の能力を高めること、そして、創造力
と想像力を身につけることによって人
間的豊かさを獲得するための教育とし
て位置づけている。美術教育を通して、
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狭義の「芸術文化」のみならず、社会的
相互作用の基盤となる広い意味での
「文化」を学び、それによって、人間性
を認識し、社会で生きて行くための力
を獲得することができると考えられて
いる。このことが、さらには、学力の
向上の基盤をなすという考えかたであ
る。この意味で、学習指導要領の理念
として掲げている「生きる力をはぐく
む」ためには、美術教育は重要なもの
として考えることができる。
美術教育を通して、広い意味での「文

化」を学び、それによって、人間性を
認識し、社会で生きて行くための力を
獲得し、「生きる力をはぐくむ」という
ことがどの様に達成されているかを考
える知見が、最近の脳科学から得られ
ている。美術教育は、大きく「表現」と
「鑑賞」に分けられる。これらを学ぶこ
とによって子供達にはどのような変化
が生じているのであろうか？

1）「表現」の教育で何がはぐくまれる
のか。
「表現」の教育では、課題に応じて、
実際に生徒たちが「作品」を自ら作り出
す。近年は、この「表現」の教育では創
造性を重視した教育が行われ、表現す
ることを通じて、生徒のもつ創造性を
十分に発揮させ、それを育むことが重
んじられている。「表現」の教育には、
もう 1つの側面がある。それは、技
術教育の側面である。「表現」の教育で
は、課題と素材が与えられ、生徒は自

ら素材を加工して作品に仕上げる。教
師は、課題と素材に応じて、筆、鋏、
彫刻刀など様々な道具を与え、どの様
に道具を使っていくのかを指導する。
この道具の使用が人間にとって大切な
役割を果たしていることが近年明らか
になってきた。
様々な道具を状況に応じて自在に使

用するという能力は、霊長類以上に特
有な高次脳機能といわれており、それ
を担う神経機構の解明が進められてき
た。道具使用の機能を実現させる時に
は、自己の身体表現を基盤にしている
と考えられており、その脳内部位が同
定されている。脳における身体表現は、
2つ考えられている。1つは、身体像
（body image）で、自分自身の身体に
ついて意識的にもつ表象で、自己の身
体に属する知覚、態度、信念・確信で
ある（Gallagher）。もう 1つは身体図
式（body schema）で、身体の姿勢や動
きを制御する際に働く無意識の過程で、
無意識に機能する感覚̶運動能力のシ
ステムである (Head & Holmes)。我々
が、意識することなく、素早く自在に
道具を使用できるのは、無意識過程の
身体図式の働きによる。入来らは、サ
ルの道具使用実験において、サルが道
具使用を学習する前後で大脳皮質頭頂
葉（頭頂間溝部皮質）の神経活動の変化
から、サルが道具使用によってその身
体図式を変化させていることを示した。
熊手状の道具使用時、体性感覚と視覚
を統合して身体図式をコードする頭頂
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間溝部皮質のニューロンの視覚受容野
が、素手の時には手 /前腕周囲の空間
にあったものが、道具使用時には、道
具に沿って延長したのである。すなわ
ち、自己の身体の環境空間内における
大きさ・広がり・姿勢・運動について
の心的イメージである身体図式が、手
にした道具や変化した環境の特徴に応
じて変化するのである。Cardinali ら
は、人間においても、同様に、道具使
用によって身体図式が変化することを
示している。我々が、手に道具を持っ
て使ったりテレビゲームをしたりし
て、熱中すると、腕が延長したり、道
具を自分の身体の一部のように感じた
り、テレビモニター内に自己投影され
た様な内観をもつが、それは、身体図
式の変化を反映したものである。この
ように、状況に応じた自在な道具の使
用は、脳内頭頂葉で表象されていると
思われる身体図式が常時動的に更新さ
れることによって達成されていると考
えられる。入来らは、身体図式表象部
位と考えられている頭頂間溝部皮質に
ついて、ヒトではその損傷により失象
徴症（象徴的概念の操作の障害）が引き
起こされることから、シンボル操作能
力との関係を示唆している。このこと
は、道具の使用は、単に道具を操作す
る能力だけではなく、高度なシンボル
機能であるヒトの言語機能、さらには、
シンボル操作による論理的概念思考に
も関わる可能性がある。
「表現」の教育において、様々な素材

を使って課題に即した作品に仕上げて
いく過程で、いろいろな道具を、工
夫をこらして使っていくこと、そし
て、様々な道具を使い慣れていくこと
は、脳内の身体図式表象機構の動的更
新を活発にし、身体図式が環境の変化
に対して適応的に変容していく能力を
高める役割を果たす。このことは、も
う一つの身体表象である身体像、そし
て、高次シンボル操作能力にも影響を
与えると考えられる。このように、「表
現」における技術の教育は、人間と環
境を結びつける「身体像」「身体図式」
の適応的発達、そして、言語および論
理的概念思考におけるシンボル操作の
能力の発達の基盤を与えるものと考え
ることができる。この意味で、美術に
おける「表現」の教育でおこなわれる道
具使用の技術教育は、学力の基礎を育
成するものとして非常に重要である。

2）「鑑賞」の教育で何がはぐくまれる
のか。
美術における「鑑賞」教育は、美術館

や博物館と連携して、生徒の鑑賞眼の
視野を広げ、芸術を愛好し保護する裾
野を広げることに重点がおかれてい
る。これに対して、欧米では、美術の
鑑賞教育は、コミュニケーション教育・
全人格形成教育として捉えられてい
る。そこでは、美術の鑑賞における作
品に対する共感的理解を重視する。作
品に表現されているものに対して共感
的に理解することは、ひいては、社会
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における他者に対する共感的理解に通
じ、それによりコミュニケーションの
能力を育むという考え方である。その
ような考え方を支持する知見が明らか
になってきている。
人間が目の前の人や動物の動作を理

解するのは、見て → 考えて解釈して 
→ 理解するという過程によると思わ
れている。しかし、近年の脳科学の進
展により、そうではないことが明らか
になっている。19 ｰ 20 世紀の哲学者
らが唱えていた、「直観的理解」、「共
感的理解」の神経機構がミラーニュー
ロン・システムとして明らかになって
きたのである。
ミラーニューロンは、1990 年代に、

Rizzolatti らによって、サルの頭頂葉
にある前運動野の F5 野で発見された
視覚̶運動神経である。この神経は、
サルが特定の動作をしている時に発火
するが、それだけでなく、他者（他の
サルや人間）が同様の動作をしている
のを観察している時にも発火するとい
う特徴によって注目された。その後の
研究により、ミラーニューロンのネッ
トワークは、自己の行う運動の指令を
発するだけではなく、観察している他
者の動作を心的に模擬（シミュレート）
する（観察によって活性化される）こと
によってその行動の意図を理解するこ
とが明らかとなった。脳イメージング
による研究によって、人間においても、
頭頂葉前部、前頭皮質の側頭下側領野
に同様の活動をするミラーニューロン

が存在することが示されている。ミ
ラーニューロンが発見されるまでは、
人間が他の人の動作を解釈したり、予
測したりするのに、脳は論理的な思考
過程を使うと考えられていた。ミラー
ニューロンの発見はこの考えを根底か
ら変え、現在では、我々は他の人を理
解するのは考えることによってではな
く、感じることによってであると考
えられている。その後の研究におい
て、ヒトでは、ミラーニューロンは脳
の頭頂葉以外の、帯状皮質、島皮質に
も存在するといわれている。これらの
脳領野は、共感的情緒反応に大切な役
割を果たすと考えられている領野であ
る。従って、ミラーニューロンは、他
の人の動作をシミュレートするだけで
なく、それらの動作の背後にある意図
や感情をもシミュレートしていると考
えられている。誰かが怒っているのを
見る時、自分が怒るという行動に関わ
るミラーニューロンが活動し、それに
よって、自らが怒る時に伴う感情の感
覚を作り出すことによって他者の怒り
を把握するという考えである。このよ
うなシミュレーションによって、怒る
ことの意味を即座に、かつ、努力した
り考えたりしなくても経験するのであ
る。従って、ミラーニューロンは、人
の社会的相互作用を支える神経機構と
考えられている。顔の表情や、複雑
な手の動きを解釈するのにもミラー
ニューロンが重要な役割をしていると
考えられており、ミラーニューロン・
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システムが他者に共感したり、他者と
社会的相互作用をするのに重要な役割
をしていると考えられており、ミラー
ニューロン・システムは、コミュニ
ケーションと共感の基礎を成している
という仮説の基に、現在研究がなされ
ている。さらに、Ramachandran らは、
ミラーニューロン・システムの機能的
不具合と自閉症との関係を示唆してい
る。自閉症は、他者の視線を避けたり、
そわそわしたり、身体をゆすぶったり、
壁に頭を打ち付けたりという様々な行
動がみられるが、その本質は、他者に
対する共感の欠如と、普通は努力をし
なくても見出せる微妙な社会的手掛か
りに気付くことができないことである
と考えられている。Ramachandran ら
は、ミラーニューロンの活動に関係す
ると考えられている脳波におけるμ波
の解析を行った。μ波は自身が行動を
している時に抑制されるが、通常、他
者の動作を観察しても抑制される。自
閉症の子供では、自身の行動時にはμ
波抑制がみられるが、他者の行動の観
察時には見られなかった。このことか
ら、自閉症とミラーニューロン・シス
テムの不具合との関わりが示唆されて
おり、自閉症の治療法として、ミラー
ニューロンの機能回復のために、他者
の行動を真似るという模倣療法が提案
されている。
さらに、ミラーニューロンは芸術作

品の直観的理解に係わっているという
考え方も提出されている。Freedberg 

と Gallese は、ミラーニューロンの働
きとして考えられている脳内シミュ
レーションによる対象の把握・理解と
いう機能が、直感的理解に対応するも
のであり、芸術作品に対する共感的反
応の神経生理学的基盤としてミラー
ニューロンを考えることができるとい
う仮説を提唱している。芸術作品の中
で、人の表情や仕草を捉えた作品を目
にする時、脳では、自分がそれと同様
の表情、仕草をするときに働くミラー
ニューロンが活性化され、その表情、
仕草が脳内でシミュレーションされる。
それによって、作品の中で表現されて
いる人の表情や仕草の意味、その表情
や仕草に伴う感情・情緒を直観的、か
つ、共感的に理解する。そして、その
ような表情や仕草を、いわば、追体験
したかのような情緒的感覚をもつ。こ
れが、鑑賞における共感的理解である。
従って、美術における鑑賞教育は、他
者を共感的に理解すること、他者の行
動が示す微妙な社会的手掛かりに気づ
くことを促進し、コミュニケーション
教育・全人格形成教育へと繋がるので
ある。

3）美術教育の役割
以上のように、美術教育における「表

現」と「鑑賞」の教育は、人間と環境を
結びつける「身体図式」の適応的発達と
言語および論理的概念思考におけるシ
ンボル操作の能力の発達の基盤を支え、
社会的なコミュニケーション教育を通



41

学力と美術教育

じて全人格形成教育・人間精神の向上
を支えている。ここで、注目すべきこ
とは、身体図式表象機構及びミラー
ニューロン・システムは、いずれも、
意識に上らないプロセスであるという
ことである。これらは、道具を使った
り、動作をしたり、あるいは、他者の
行為を観察することで起動され、無意
識的に作動している。従って、我々は、
ことさら意識しなくても、様々な道具
を苦もなく使いこなすことができるし、
他者の行動の意図やその心持ちを即座
に直感的に把握することができる。こ
れらは、マイケル・ポランニーが提唱
した「暗黙知」、あるいは、いわゆる
「身体知」というものに対応すると考え
ることができる。これらの知は、まさ
に、実践することによって、身体を通
じて身につけていくものである。それ
を支える神経機構として考えられてい
る身体図式表象機構及びミラーニュー
ロン・システムは無意識的過程である
ので、言葉で教えることはできず、ま

た、自分で意識しても、その機能を発
達させることはできず、実践と経験の
積み重ねによって、身体を通じてその
機能を発達させるものである。美術教
育は、まさに、その実践と経験の場を
与えるものと考えることができる。美
術教育を受けて、美術の愛好家になら
なくても、生徒の得るものは大きいの
である。美術教育あるいは芸術教育が、
歴史・地域を問わず、学校教育の構成
要素として常に組み込まれている理由
はここにあると考えることができる。
学習指導要領では、学力の重要な 3

つの要素として、①基礎的・基本的な
知識・技能の習得、②知識・技能を活
用して課題を解決するために必要な思
考力・判断力・表現力等、③学習意欲
をあげているが、このような要素は、
「読み・書き・計算」といういわゆる基
礎学力の訓練のみでは身につかず、美
術教育を含めた他学科の果たす役割が
大きい。

京都市立芸術大学
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今回は、３名のレジデンスアーティ
スト（狩野哲郎、蛇谷りえ、三宅航太
郎）を迎え、より拡大した展覧会（会期：
平成 21年 10月 8日～ 12日、会場：
菜香亭、木町ハウス）、レクチャーマ
ラソンという大きな柱を掲げて実施し
てきました。
参加者は、レジデンスアーティスト、

YICA 会員、これまでにレジデンスで
お招きしたアーティストで構成され、
国内外のアーティスト 27名が出品し
ました。多くは小中高、大学の教員で
構成されています。
展覧会場の１つ、菜香亭は元料亭で

保存の目的から現在は山口市が管理し
ている大きな日本家屋です。もう一
方「木町ハウス」は住宅街の中にあり、

ゲディスの思想に支えられる展覧会
「山口盆地午前五時」から

藤木  律子

NPO所有の古い民家です。
出品者 27名というのはかつてない

程の規模の大きい展覧会となりました。
こういったプロジェクトは当然前年

度から何度も検討会を設け、助成金申
請先も選びながら、と時間を掛けて作
り上げて行きます。
今回特別にこの展覧会の作り上げ方、

ありようを紹介するには、まず初め
にパトリック・ゲディス (1854-1932、
生物学者、社会学者、エコロジスト、
都市計画者、etc.) とプロジェクトと
の関係性を紹介しなければならないで
しょう。
ゲディスは専門分化された学問・知

識を統合して後世に多大な影響を与え
たエジンバラ出身のジェネラリストで

NPO法人山口現代藝術研究所（YICA）では２年前から「アートイン木町プロジェク
ト “つなぐ ”」というタイトルでレジデンス事業を行ってきました。アーティストに
滞在してもらって、制作やレクチャー、ワークショップ、学校での授業、展覧会を
開催して頂くという国内でも広がりつつあるスタイルです。
本年は「木町プロジェクト」３年目に当たり、集大成を計りながら、また次に続

く表現のありようの可能性を探る、という目的を持っています。
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「山口盆地午前五時」から

あり、史上初のアートディレクターで
もあります。
しかし、残念な事に彼の思想を知る

ための著書は日本では、鹿島出版から
建築に関する１冊の本しか紹介されて
いません。私達 NPO の会員もゲディ
スがどういった人であったか、どう
いった思想家であったのか、全く知識
がありませんでした。NPO を通じて
ヨーロッパ各地から多くの研究者が訪
れ、異口同音にゲディスの偉大さ、奥
深さを語って行くのです。我々も勉強
しなければ理解出来なかったし、また
ゲディスの思想の周辺を探らなければ
なりませんでした。膨大すぎて、おそ
らく誰もが、「私」とどう関係性を持つ
のか、どこに接点を見いだすかは大き
な課題でありました。
そこで、今年度は、レクチャーマラ

ソンを積極的に行う事になりました。
特に、鍵となる「ヴァレーセクショ

ン」とは、地理や環境、暮らしとどう
かかわって、そこから何を学ばなけれ
ばいけないのかを理解する、その上で

アーティストとしてどうアプローチ、
あるいは発言していくのかという事が
初めの一歩と言えました。
この「ヴァレーセクション」ですが、

訳語として日本語にはありません。
（Valley section：英語で画像検索をす
ると、沢山検索結果が出ます。）地形や
環境を考える上で、日本の地理文化が
欧米と異なるという事に気付かされます。
簡単に説明すると、地図を立体的に見
る訳ですが、上から見るのでもなく、平
面で考えるものでもありません。町の
主流の川の源や山々、渓谷を下り、森や
台地、民家が現れ、より多くの住むに適
した居住エリア、そして川は幅を増し、
河口へと広がり海にそそぎ込みます。
地形と暮らしと、生物、植物、環境

と職業（人間が生きる営みを行う場所）
も読み取り、「ヴァレーセクション」を
理解しなければなりません。
レクチャーマラソンでは、毎回２名

の研究者をお招きし、「ヴァレーセク
ション」の考え方、理解の深め方を学
びました。
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レクチャーの紹介文がありますので
いくつかを紹介しながら、出品作と重
ね合わせたいと思います。

１：「地図・絵図を通してみた山口盆地」
（地理学の立場から」（貞方昇／山口
大学教育学部）
「わが国の多くの盆地の中でも、「盆
地」のイメージをひときわ強く持つの
が山口盆地。それには周辺山地の成り
立ちと山を見る人の目が関係していま
す。盆地の中にいる心地よさをひとき
わ強く感じるのも山口盆地。それには
暮らしのために人々が古くからこの土
地を変えてきたことが関係しています。
これから残すべきものを多く持つのも
山口盆地。それには⋯など、大きな地
図を広げ、江戸時代の絵図とも照合し
て、山口盆地を「発見」しましょう。」
まさに、このレクチャーの後、山口

県は大洪水に見舞われ、被災地となり
ました。水のない生活を余儀なくされ
た戸数はおびただしいものでした。出
品者の中にも水を給水車に頼らなけれ
ばならなかった方がいたのですが、そ
の作家の作品は、地図と水タンク、米、
流木などをインスタレーションしたも
のでした。江戸時代から川の氾濫には
悩まされていたようで、「治水」は、私
達の知らないところで数百年に渡る現
代もさえ知恵を絞るのですが、治め切
れていないというのがよく解りました。
出品作には、川、水をテーマにした

作品を多く観る事が出来ました。

２：「雪舟が眺めた山口」：（菊屋吉生・
山口大学教育学部）
「雪舟は山口という風土に影響を受
けたのだろうか。もちろん山口のどこ
かの実景を描いたと証明できる雪舟の
作品というものは存在しません。た
だ、30 代後半に山口へ下向以降、雪
舟は西日本各地を遍歴しているとはい
え、その本拠はやはりこの周防であっ
て、この地の風物に後半生は慣れ親し
んだはずです。現存するものはありま
せんが、当然山口周辺を行脚し写生も
したはずです。彼の山水画のなかには、
そうした山口の風景は織り込まれてい
るのでしょうか。たしかにどこかに織
り込まれているかもしれません。でも
だからどうなの？と尋ねられても答え
に窮します。ただ、雪舟が打ち立てた
といわれる水墨画の和様化ということ
を考えたとき、もしかしたらこの山口
の景物が、典型的な日本の風景として、
雪舟の脳裏の奥底にあったのかもしれ
ない。そうなってくると、日本の水墨
風景画の確立にもこの山口の景色が関
わってくるのかもしれません。そんな
推測の上の妄想を皆さんとともに楽し
んでみたいと思います。」
山口の歴史的財産の１つに、雪舟が

この地で暮らし、制作をしたという事
があります。レクチャーは多くの画像
が用意され、雪舟の絵画と実に似通っ
た風景が今でもここそこで見られると
いう驚きでした。特に、山の様相は「こ
の場所から見て描いたのでは？」とい
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「山口盆地午前五時」から

う想像でしかないのですが、非常にリ
アリティに富んだスケールの大きい話
しでした。
展覧会出品作の中に雪舟を模する作

品はありませんでしたが、地形から発
展させた作品はいくつかみられました。

３：「パトリック・ゲディスのヴァレー・
セクションと山口盆地」（奥津聖／
美学者、山口大学名誉教授）
（参考ウェブサイト：「生の図式」／
ヴァレー・セクション／山口盆地につ
いての山口県環境生活部自然保護課作
成サイト（ pdf 版、html 版）／ゲディ
スについて／アウトルック・タワー）
「ゲディスの『ヴァレー・セクショ
ン』とは何であったのか？　彼の死の
前年に出版された未完の大著『生：一
般生物学の概観』の記述に基づいて再
考してみます。そこにはかなり具体的
なヴァレー・セクションについての解
説があります。ゲディスが生まれ育っ
たパースの町のキヌール・ヒル（アウ
トルック・タワーの原型）が、「地域調
査」という彼の着想の全ての出発点で
あったように思えます。テイ川（スコッ
トランド最長の川）の流域にパースの
町もあり、ゲディスに最もゆかりのあ
るダンディーの町もあります。「ヴァ
レー・セクション」は単なる谷間では
なく、テイ川の流域全体のことを指し
ているようです。２週間ぐらいの夏期
休暇で調査可能な手軽な広さ、それが
「ヴァレー・セクション」です。最も教

育的な「ヴァレー・セクション」とし
ては、フランスのドルドーニュ川と
ヴェーゼル川の流域が推奨されていま
す。最上流の嶮崖に見られるラスコー
の洞窟に象徴される旧石器時代から、
下流に向けて中世、ルネッサンスを経
て現代へと展開されて行く人類の歴史
（時間）と、その流域のなだらかに変化
して行く風景（空間）とが重ねあわされ
ています。山口を「ヴァレー・セクショ
ン」と捉えることに今まで多少の抵抗
がありましたが、椹野川（山口市）流域
の全体として考えてみると、かなり似
通ったものと思えます。エジンバラの
人達が何の抵抗も無く「山口ヴァレー・
セクション」と言っているのも無意味
ではないようです。ただ両者の細部の
相違は、両者の文化の相違なのかもし
れません。」
ここで初めて「生の図式」が出てきま

す。この紙面で「生の図式」を説明する
と膨大になりますので簡略に書きます
が、ある個人の人生と回りの社会の形
成が螺旋階段のごとく、いろいろな要
素を取り込みながら、ずんずん螺旋を
上がって行くのです。その螺旋の内に、
ステージが未発達な場面から、熟成さ
れた社会のステージへと果てしなく広
がりを持つのです。要するに、理想的
な個人と社会との関係性を図式で表し
たものです。
展覧会作品でこの事と直接かかわっ

た作品はありませんでしたが、どの作
家を見ても、決して自己満足的な作品



川の息遣い（F-River) Rice drowing（山口盆地午前五時）＃２

アーティストトーク

会場風景／ "Super Kodo vol.3  椹野川、川下り香 "

みんなうなずいてくれる
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ではなく、社会との繋が
り、個人から他者へ向け
てのメッセージが多く見
られました。
レクチャーマラソンで

はそれぞれのオーソリ
ティからの話題提供やプ
ロジェクトの提案があり
ました。アーティスト
達は受け手の側でしたが、
みごとに作品化を行いま
した。

山口県は地方にしては人口比率から
見ても現代芸術の浸透している地域と
言えるでしょう。秋吉台国際芸術村／
AIAV（県）、山口情報芸術センター／
YCAM（市）の２つの大型文化施設が
あります。そして当 NPO 法人山口現
代藝術研究所／ YICA があります。
NPO の方では、小回りが利く、伝

達の早さなどの特性を生かし、他施設
と連携を取りながら、NPO だからこ
そ出来るという事を行っています。
「山口盆地午前五時」。夜は明けるの
か？など、レビューも今までに無く多
く書いて頂きました。
毎年、次年度、その先を考察しなが

ら積み上げて行く。その粘りがこの展
覧会の成功を導き、ゲディスの足元に
寄る事が出来たのではないかと感じて
います。まさに、終わりではなく、始
まりの到来と確信しています。
NPO法人山口現代藝術研究所（YICA）事務局
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● “ 上住アトリエの楽しい仲間たち ”展
=小学生から大人まで 油絵＆日本画・彫刻・写真展=

2009年9月29日(火)～10月11日(日)
coffee & gallery リベラル

中本健喜 西野昌克 春成こみち
林　正明 廣川えみ 山﨑良子
和田　睦 綿井寛治

●杉浦美佐緒 独展
遷都 1300 年祭協賛企画̶「丹に包まれて奈良」

2010年1月12日（火）～31日（日）
ギャラリー 勇斎

●第 42 回 金井良輔展
2010年1月16日 ( 土 ) ～21日 (木 )
Tor Gallery

●子どもたちが みた 水墨の世界
京都市立石田小学校 ５年生からの情報発信

2010年1月19日（火）～24日（日）
同時代ギャラリー

曽根唯夫

●第 47 回大阪双線美術小品展
2010年1月10日（日）～16日（土）
大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー
有賀麻里 石田眞弓 北本光雄
国澤久子 児山より子 笹田康弘
佐野栄子 住田滋子 住谷晴美
多田幸浩 田中愛子 佃美智子
辻本洋子 寺田　 博 寺村智惠子

竹内晋平

●京都府私立中学校・高等学校美術工芸教育研究会
会員作品展 2010

2010年1月19日(火)～1月24日(日)
ギャラリー吉象堂
茨木佐知子 片山　晋 菊池啓二
谷川修三 辻野宗一 吉田孝光
和田淳一  ほか

●辻　泰子 展
2010年1月20日（水）～31日（日）
画廊　ぶらんしゅ

●第 18 回絵画造形教室アトリエ・キッズ作品展
2010年3月20日（土）～21日（日）
名古屋市熱田区　千年（ちとせ）コミュニティセンター

薬師寺智子

上住雅恵

●第 4回マザーガンガー油彩画 平岡達子展
2009年11月10日（火）～15日（日）
アートライフみつはし
2010年3月1日（月）～ 6日（土）
Okakura Tenshin Gallery, New Delhi, INDIA

●上住雅恵個展 ― Key West ―
2009年11月14日（土）～25日（水）
ギャラリー島田

●アトリエ游絵画教室　第 3回展
2009年11月28日（土）～29日（日）
道の駅ガレリアかめおか 和田淳一

●第 19 回　帆の会展
2009年12月16日（水）～20日（日）
京都文化博物館5F
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「美」は、皆様の原稿を募集しています。
「美」では原稿を募集しています。来る 181 号（5月 15日原稿〆）、182 号（9月 15日原稿〆）の特集テー
マは共に「創造のあゆみ～これまで・これから」です。皆様の美術に対する熱い思いをお寄せいただければ、
幸いです。特集テーマとは別に、京都芸大 130 周年を記念して原稿を募集しています。また随時、下記の
内容でも原稿を受け付けていますので、日頃の教育活動の内容をどしどしご投稿ください。

研究発表の内容・ 教材レポート・ 生徒作品展覧会のレポート・ 自由投稿

平成 22 年 3月　「美」編集部

京都市立芸術大学美術教育研究会　研究誌「美」投稿要領

原稿および生徒作品の募集
○「美」は、美術教育に関する学術研究誌です。
○本研究会会員による論文、研究活動報告、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）、
教材レポート、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。
○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。
※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。
※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）原稿頁数は、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、4頁分に相当します。
※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。可能な範囲で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。

※画像データは、印刷サイズにおける解像度が
200 ～ 350dpi 程度になるように作成して下さ
い。段幅は 58.5mm（805 ピクセル程度）、頁
幅は 120mm（1700 ピクセル程度）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@gmail.com

各号の原稿〆切日
181 号：　平成 22(2010) 年 5 月 15 日
182 号：　平成 22(2010) 年 9 月 15 日
183 号：　平成 23(2011) 年 1 月 15 日
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編 集 メ モ
1 月に行われました京都府の「教育美術展」を見せていただき、あらためて

幼稚園や小学校のこども達の表現の純粋さや力強さに感銘を受けました。今
回の号にも、多くのこども達の作品が紹介されていて心がなごみますととも
に、創造の初心を思い出したような気がいたします。京都芸大も、今年で創
立 130 周年を迎えますが、つねにこの「はじめのこころ」を忘れないようにし
たいなあ、と思いました。

「美」編集委員代表　吉田孝光




