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〈キーワード〉美術鑑賞、つなげる、絵巻物、主体的・対話的で深い学び、幼児教育		

        

	 本研究は、美術館での作品鑑賞が困難な地域に向けに開発された、鑑賞学習支

援ツールの成果と課題を検証し、その活用の普及に資すること及び幼児教育への

活用の可能性を探ることを目的として行ったものである。調査の方法としては、

実践校の児童・生徒アンケート調査及び学習カードの記述を分析し、学習に対す

る意識の高まりと学習効果を検証した。また、幼児教育への可能性の検証では、

保育現場にツールを持ち込み、遊びながらつなげる活動と作品鑑賞を楽しめるか

を調査した。結果として、つなげる活動を取り入れた鑑賞学習が、主体的・対話

的な活動を保障することが判明し、鑑賞学習支援ツールの一定の有用性が示唆さ

れた。 

岩橋  英遠  (1903～1999)《道産子追憶之巻》北海道立近代美術館所蔵、北海道立近代美術館より画像データ提供	
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１．はじめに 

1.1 研究の着想に至った経緯 

	 2015 年、北海道教育庁の依頼で「鑑賞授業支援ツール」の開発に向けて、筆者がスタッフと
して参加したことに端を発する。開発の経緯としては、北海道教育委員会のアンケート調査１か

ら、 
美術館の利用状況 
（過去３年間） 

利用したことがない 604 校（87.2％）	 利用したことがある 5 校（10.8％） 
不明（記録がない）14 校（2.0％）	 	 計 693 校 

美術館を利用しな

い理由 
（「利用したことが

ない」）と回答した

604 校から複数回
答あり 

道立美術館までの距離が遠い 374 校（60.5％） 
授業時間を確保できない 107 校（17.3％） 
市町村立美術館を利用 21 校（3.4％） 
学校の授業で十分 20 校（3.2％） 
過去の理由が不明等 61 校（9.9％） 
その他 35 校（5.7％）	 	 	 	 	 	 	 	 計 618 回答 

という結果が明らかになった。そこで北海道における美術鑑賞授業の充実のため、道立美術館

（全５館）の所蔵する作品を使った「移動美術館」「出張アート教室」などの取組が実践されて

きた。しかし、年２回程度、美術館等から日帰りが可能な範囲と広大な北海道地域における取

組としては十分とは言えなかった。そういった現状の改善・充実のため、「美術体験充実事業」

の検討委員会が発足し、道立美術館の学芸員、北海道教育大学の美術科教員養成課程の教員、

北海道造形教育連盟の小学校、中学校の教員らが招集された。 
 

	 「鑑賞授業支援ツール」の開発に当たっては、学校現場の美術鑑賞学習の現状を踏まえる必

要があると考え、日本美術教育学会「図画工作科の鑑賞学習指導における全国調査集計」２を参

考にした。以下一部抜粋。 

困り 

（教師自身の）鑑賞学習指導の積極性 「やや消極的である」「消極的である」が４割 

「やや消極的である」「消極的である」

を選んだ人のその理由（上位３つ） 

「自分に苦手意識があるため」 
「他教科の指導で手一杯のため」 
「指導や評価の仕方がよく分からないため」 

資料 

「提示する資料が乏しい」 
 
「資料収集の必要性の度合い」 

「ある程度あてはまる」「よくあてはまる」が約

６割 
「ある程度必要である」「とても必要である」が

ほぼ全員 

実践例 「鑑賞学習に関する実践例などの充実」 「ある程度必要である」「とても必要である」が
ほぼ全員 

評価 

「評価基準の設定に困難を感じる」 
 
「実際に評価を付けることに困難を感

じる」 

「ある程度あてはまる」「よくあてはまる」が約

６割 
「ある程度あてはまる」「とてもあてはまる」が

約６割 
以上のことから、指導の見通しが明確に持てる鑑賞活動であること。指導案や評価基準が添付

されていることの必要性が明らかになった。そこで、筆者が教材化し小学校で実践してきた、



日本・美術による学び学会誌	 	 美術による学び〈第２巻 第１号〉 

 3 

岩橋 英遠の「道産子追憶之巻」３を使った実践を基に「鑑賞授業支援ツール」を作成すること

になった。また、貸し出しの際、指導案や評価基準、学習カードの他に事前事後アンケートも

添付してもらい、返信があったものについては、北海道教育庁の担当者から筆者に渡してもら

った。2016 年にツールが完成し、貸し出しから５年が経過し実践校からの学習カードや事前事
後アンケートが分析・検証をするのに十分蓄積されたと判断し、本稿にまとめることとした。 
 
1.2 研究の目的 

1.2.1 「つなげる」活動の有効性の検証 

	 本「鑑賞授業支援ツール」は、前述した教員の約４割が美術鑑賞学習指導に苦手を感じてい

る（調査対象が図画工作科専科あるいは図画工作科の授業を担当している教員であることから、

全教科を指導している小学校教員や免許外で指導している中学校教員を含めるともっと高い割

合になると思われる）困りの解消を目的の一つとしている。つまり、明確な美術鑑賞学習指導

の見通しが持てる活動内容であることが必要条件となってくる。その手立てとして、美術作品

の鑑賞に「つなげる」という活動を設定した。言い換えると、鑑賞者である子どもたち自身が

鑑賞する作品をつくるのである。 
	 道産子追憶之巻の実物は 29m もあり、道立近代美術館に展示される時は一番大きな展示室に

コの字型に展示される。「鑑賞授業支援ツール」はその２／３ほどのレプリカで、つなげると

19m ほどになる。それを 60cm×40cm のシートに分割したものが「鑑賞授業支援ツール」であ

る。そのため、活動場所は、机、椅子を全部出せば普通教室でもできないことはないが、通常

は多目的室やホール、体育館ということになる。 
	 美術館と同じように活動場所にコの字型に並べられたシートを貼り付けるためのスタンドの

両端に、道産子追憶之巻の最初のシートと最後のシートを貼る。残りのシートをランダムに児

童・生徒に配付し、つなげる活動が始まる。 
	 元々筆者がこの教材を開発した理由は、もちろん教員のためではなく学習者である子どもの

ためである。絵をつなげるための手掛かりとなるのは、形、色である。必然的に子どもは絵を

注意深く見るようになるのではないか。また、つなげる活動は、パズルを組み立てるような感

覚で、楽しみながら取り組めるのではないか。それらの活動を通して絵画作品との心的距離を

縮めることにつながるのではないかと考えたのである。研究の目的の一つはその有効性の検証

である。 
 
1.3 目的設定の理由 

・成果の検証を基に、さらなる「鑑賞授業支援ツール」の活用普及に資するため。 
・成果の検証を基に、幼児教育への「鑑賞授業支援ツール」の活用の可能性を探るため。 
 

1.4 研究の方法 

1.4.1 アンケートによる分析 

	 下記の１２項目の質問に対し４段階で回答するアンケートを授業の事前と事後で児童・生徒

に実施し、授業を通して起こった図画工作・美術の学習に対する意識の変容を解析し、鑑賞授

業支援ツールを用いた授業の学習効果について検証する。 
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1.4.2 学習カードによる分析 

	 学習カードの「つながった絵に描かれ

ているものから、どんなことが表現され

ていると感じましたか」「学習の感想を

教えてください」という両項目をテキス

トにおこす。その上で Web 上の AI を活

用したテキストマイニングによるテキスト

データの分析方法を用いる。それによ

り、文章からなるデータを単語や文節で

区切り、それらの出現の頻度や共出現の

相関、出現傾向などを解析することで、

本「鑑賞授業支援ツール」の特徴である

時間の経過が表現された「絵巻物を鑑賞

の対象」とした効果や「分割された絵を

協働的につなげた」後に鑑賞活動を行う

ことの効果などについて検証していく。 

 

 

２．実践の計画及び実践 
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2.1 授業の展開 
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「作品の風景は、記憶に残っているふるさとの風景をぐるりと見わたしたものがもととなっ

ていて、描かれている木、動物、人物などすべてが私の分身という気持ちです。」４と制作者岩

橋は述べている。そのため、筆者は子どもが並び替えつなげた作品を鑑賞する時、作品が学習

者をぐるりと取り囲む、制作者と同じ視点で鑑賞できる環境設定が大変重要であると考える。 
	 最初のシートと最後の

シートだけが貼られ、コ

の字型に並べられた 32
本のスタンドが林立する

環境で学習を行う。 
	 一人一人に 30 枚の鑑
賞シートを 1 枚ずつラン
ダムに配布し、「みんなで

協力して元の絵を完成させよう」という指導者の提案で学習はスタートする。既にスタンドに

貼られているシートや友達の持っているシートの形や色と自分の持っているシートのつながり

を、友達と協働的に議論し吟味しながらつなげていく。参加人数にもよるが、小学校高学年で

５分から 10 分以内で完成できる。 

	 絵がつながり元の作品が完成したことを確

認し、「つながった絵を見て何か感じることは

ありますか。」と問い、短時間で数人に初発の

感想を聞く。その後、「この絵は何を表してい

るでしょう。」と本時の学習課題を提示する。

十分に時間を保障し、気付いたことや感じた

ことを学習カードに記入する。お互いの意見

を全体交流した後、授業の感想を交流する。学

び方のよさや道立近代美術館が作品を所蔵し

ていることなど伝え、授業を終える。 
	 ちなみに、「鑑賞授業支援ツール」の基とな

った筆者の実践では、元々８分割されそれぞれ額装されている実物のレプリカそれぞれ１つを

グループごとで鑑賞した後、各グループの発表を交流する中で、「この絵はつながるのではない

か。」ということに気付きが生まれつなげ、「つなげた絵には何が描かれているか。」を鑑賞し、

後日美術館に本物を観に行く学習展開になっていた。 
３．実践の結果 

最後のシート 最初のシート 
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・2016 年 3 月 22 日～2019 年 11 月 19 日で、道内の小中学校 10 校 23 学級からの回答を得ら
れた。 
・アンケート意識調査：小学校：回答数 264 名、内有効回答数 197 名、有効回答率 74.6％ 

中学校：回答数 344 名、内有効回答数 283 名、有効回答率 82.3％ 
	 	 計：回答数 608 名、内有効回答数 480 名、有効回答率 78.5％ 

学習カード：小学校：176 名分 
 
４．分析・考察 

4.1.1 アンケート結果からの分析 

小学校５・６年生では、４段階で答える

アンケートの各質問の平均を事後アンケ

ートから事前アンケートを引き、意識の変

化について算出した。結果として、全ての

項目の項目において０～0.3 の増加が見ら
れた。質問ごとに見ると、質問 02「授業が
始まる前から取り組みたいと思うことが

ある。」において、４（ある）と３（たまに

ある）の割合が 12％増加し、２（あまりな
い）と１（ない）の割合が 45％減少した。
質問 07「表したいことや感じたことについ
てじっくり考えることがある。」において、

４と３の割合が 16％増加し、２と１の割合
が 46％減少した。質問 12「友達や先生と

の関わり合いから、自分では気付けないことに気付くことがある。」において、４と３の割合が

14％増加し、２と１の割合が 45％減少した。全体としては、４及び３の肯定群が授業の前後で
平均９％の増加したのに対し、１及び２の否定群は平均 29％の減少が見られた。 
中学校１・２・３年生では、事後アンケート平均から事前アンケートの平均を引き算出した

意識の変化については、結果として全ての項目において０～0.4 の増加が見られた。質問ごとに
目を向けると、事前アンケートの段階で４と３の肯定群が多く、２と１の否定群が少ない中学

校では、全体としても４及び３の肯定群が授業の前後で平均２％の増加したのに対し、１及び

 
札幌市 
拓北 
小学校 

釧路市 
遠矢 
中学校 中学校

札幌市三
角山小学
校 

釧路市別
保 

中学校 

釧路市昆
布森中学
校 

札幌市立
鴻城小 5
年 

授業日 2016. 
3.22 

2016. 
12.13 

2016. 
12.13 

2016. 
12.20 

2016. 
12.21 

2017. 
2.16 

2019. 
1.19 

各学級 
４５分 

各学級 
５０分 

各学級
５０分

各学級 
４５分 

各学級 
５０分 

各学級 
５０分 

各学級 
４５分 

学習者 
５年生 
３学級 
８８名 

1 3 年生 
６学級 

2 年生 
１学級
３６名

2.5.6 年 
４学級 

1 3 年生 
３学級 
７２名 

1.3 年 
２学級 
１５名 

５年生 
３学級 

 美術鑑賞ツール(道産子追憶之巻) 
指導者 担任  担任   担任 

 

01 3.5 3.1 0.4 

02 3.3 3.1 0.2 

03 3.5 3.5 0 

04 3.6 3.5 0.1 

05 3.2 3.1 0.1 

06 3.4 3.3 0.1 

07 3.4 3.3 0.1 

08 3.4 3.3 0.1 

09 3.3 3.1 0.1 

10 3.3 3.2 0.1 

11 3.4 3.4 0 

12 3.6 3.4 0.2 

中学生１・２・３年生 

01 3.4 3.2 0.2 

02 3.3 3.1 0.1 

03 3.6 3.5 0.1 

04 3.3 3.1 0.2 

05 3.5 3.5 0 

06 3.2 3.0 0.2 

07 3.2 2.9 0.3 

08 3.2 3.2 0 

09 3.2 3.1 0.1 

10 3.4 3.3 0.1 

11 3.3 3.3 0 

12 3.3 3.1 0.2 

 

小学校５・６年生 
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２の否定群は平均 12％の減少となった。そのため中学校では、肯定群の中でも３が４になった
割合も見ていくこととした。質問 1「作品に描かれていることから、伝わってくるイメージを
もつことがある。」で、４が 21％の増加し、３が 30％減少していた。質問５「もっとこの授業
が続けばいいのにと思うことがある。」で、４が 15％の増加し３が 16％減少した。質問 12「友
達や先生との関わり合いから、自分では気付けないことに気付くことがある。」で、４が 25％
の増加し３が 39％減少した。 

 
4.1.2 アンケート分析結果からの考察 

 小学生・中学校共に設問 12 の肯定的な値が増加していることから、「鑑賞授業支援ツール」
は協働的な学びを形成し、学習者お互いの見方や感じ方、イメージを広げたり深めたりする効

果が期待できると考える。 
小学生では、設問２と設問 7 の肯定的な値が増加し否定的な値が減少していることから、図

画工作の学習、特に鑑賞学習を否定的に捉えている児童にとって、学習への期待感が高まると

共に一人一人の学びの深まりを自覚する効果が期待できると考える。 
中学生では、美術の学習を肯定的に捉えている生徒にとっても、設問１と設問５の肯定的の

値が高まっていることから、生徒の感性を触発し学習への意欲を高める効果が期待できると考

える。 
 

4.2 学習カードの分析 

	 学習カードにある設問①「つながった絵に描かれているものから、どんなことが表現されて

いると感じましたか」設問②「学習の感想を教えてください」という二つの項目に記述された

ものについてテキストに起こし、出現する単語や文節の頻度や傾向をテキストマイニング

で分析した。また、スコアに表れなかった期待する単語や文節ついては、手集計も行った。  
 
4.2.1 設問項目①の分析 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

※形容詞については、分析に有意性が認められる単語がグラフに出ていないため、割愛した。 

図① 設問①についての単語出現頻度 

グラフ① グラフ② 
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4.2.2 設問項目②の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 学習カードのからの考察 

	 設問①の質問内容に関しては、描かれている「もの」＝部分的な鑑賞から、表現を通して伝

わってくる「こと」＝俯瞰した鑑賞へと子どもの思考が流れていくと考え、上記のように表記

した。しかし、絵の中に見付けた「もの」の羅列が中心に記述され、その後、感じ取った「こ

と」について記述されている学級も複数あった。この場合、スコア(与えられた文書の中でその
単語がどれだけ特徴的であるかを表している)が高い単語を選び出すというテキストマイニン
グの分析設定上、研究の対象としたい内容が埋もれてしまう恐れがあった。そのため、クマ・

シカ・人…などのように単語が羅列されている記述については割愛した。設問①の問い方につ

いては、一考する余地があると感じた。 
「この作品は私の思い出の中にある北海道の四季を描いている。現実の写生ではない。すべ

図② 設問②についての単語出現頻度 

グラフ⑤ 

グラフ④ グラフ③ 
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て頭の中の北海道の四季です。冬から始まり、短い夏をはさんで冬に終わる自然の移りを描い

ているのですが、同時に、夜明けに始まり日没に終わる一日の移ろいでもあるように、と考え

て作りました。」５と作者自身が述べているように、ほとんどの子どもが春夏秋冬、四季の移り

変わりについて記述している。(グラフ①) スコアに表れなかった「朝昼夜または朝昼夕夜など
1 日の移り変わりも表している」と記述している児童は手集計の結果出現頻度は 9 だった。 
「つながる」「つなげる」という動詞の合計スコアが 129.2 と際だった数値が出ているのは、

本鑑賞授業支援ツールの特徴が、児童にとって特に印象深かったことを示している。(グラフ④) 
具体的には、「みんなで絵をつなげて見るよと言われてワクワクして楽しかったです。完成させ

て鑑賞することは、また機会があればやってみたいです。」「今までの絵の鑑賞の中で一番おも

しろい鑑賞だったと思います。理由は二つあります。一つ目はみんなで協力してバラバラだっ

た一つの絵を完成させたことです。」 
「描く」「表す」という動詞の次に、「思う」「感じる」という動詞の頻出頻度が高めに出てい

ることから、子どもの思考が作品に表現されていることを通して、経験や価値観など基にした

自分の見方、感じ方に読み解きが深まっていると考察される。(グラフ②) 具体的な子どもの記
述としては、「生命の移り変わりも表していると思う。」「冬眠している姿が見られて、寒さを感

じる。」「ゆったりした印象で何か田舎な旅をしている感じを出している。」「昔の人たちの苦労

と自然に囲まれて暮らす楽しさ喜びを感じた。」など。また、「森だったところからどんどん家

が増えて村になっている。」「だんだん人が増えて動いていっている。北海道の開拓と四季の移

り変わり。」「人間は屯田兵。車が描かれていないので昔。ただ持っていないだけかも。場所は

東北地方か北海道の田舎だと思う。」という読み解きは、４年生の社会科で北海道開拓を学習す

る地元の子ならではである。(グラフ④)岩橋がそのことを意識して描いたという記録は残って
はいないが、文献６によると「屯田兵である父の入植後、９年目に当たる明治 36 年に生まれた。
（一部抜粋）。」と記録されているので、子どもの読み解きは的を射ていると言える。 
形容詞に高いスコアが出ている「すごい」ついては、作品や作者に関する「すごさ」の感想

と同頻度で、協働的な鑑賞活動によって感じた他者の見方の「すごさ」に心を動かしている記

述が見られた。(グラフ⑤)具体的な数値を伴う分析は今後の研究課題ではあるが、これらの記述
から本ツールによって、自然に「他者の見方に触れる」活動が可能となっていることが明らか

になった。 
	 また、「作者はその村を、1 年を通して見て描いているのなら、その地方出身または何回か行
ったことがあるのかなと思いました。」「この絵はとても長いので、この作者はどのくらいの年

月をかけて作ったのか知りたい。」など、構想 20 年、制作５年をかけて故郷の風景を作品にし
た岩橋の思いに迫る感想が、少数ではあるが存在していた。 
 
4.3 幼児教育への可能性 

 生涯教育という観点から考えたとき、幼児の段階から絵画作品に触れるという機会を持つこ

とは大変意義深いと考える。幼児教育が遊びを通して実践されるという観点からも、本鑑賞学

習支援ツールのパズルのように絵画作品をつなげていく活動は、幼児にとっても楽しみながら

取り組める要素となりうるのではと考えた。 
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4.3.1 保育園での予備的実践 

	 調査の趣旨説明及び協力の依頼に札幌市内の保育園を訪れた初日には、園長から美術作品の

鑑賞に幼児が興味・関心を持って取り組めるかどうか疑問であると課題が伝えられた。とりあ

えず「幼児が美術作品に興味・関心を示すか」「絵がつながるということに気付き、つなげよう

とするか」の２点を確認することとなった。 
・実践日	 	 １２月５日(土) 
・参加幼児	 ０～６歳児２０名 
	 ３２枚のフルサイズではなく３つの場面、それぞれ隣り合

った鑑賞シート３枚、計９枚を使用し実践をした。最初６歳

男児 A が興味を持ち、鑑賞シートに描かれている動物を探

し始めた。その様子を見ていた６歳男児 B が、「それ、つな

がるよ。」と発言した。進言の通り並び替えてみた A 児は、

「本当だ。」「大きいクマが小さいクマを抱っこして寝てい

る。」等、新しい気付きを見出していた。その後 B 児の他５

歳児、４歳児数名が次々と鑑賞に参加した。他の場面のシートを渡すと、「これもできるんじゃ

ない。」とシートを並び替えつなげ、「トンボが増えている。」「人がいる。」など鑑賞を始めた。

課題となっていた２点をクリアし、本実践を行うことになった。 
 
4.3.2 保育園でのツール活用実践 

・実践日	 	 １２月１２日(土) 
・参加幼児	 ４歳児以外の０～６歳児２０名 

	 実践日も３２枚のフルサイズではなく、前回とは別のシ

ートを４場面各６枚と増やし実践した。 
	 最初に前回の６歳男児 A と B が興味を示した。今日はシ

ートが６枚あることを伝えると、「この絵はそっちじゃな

い。」とか「逆さまにしてみたら。」など、意見を交流し協力

しながら、早速並べ替えつなぎ終えた。その後、５歳男児３

名と５歳女児２名が参加した。夏空から秋の夕日へ変わる場面をそれぞれ３枚のシートを並べ

終えた幼児たちに、残り３枚のシートをシャッフルして渡し直すと、色の変化やトンボの数な

どを基に相談しながらつなぎ終えることができた。つなぎ終えた幼児たちは、「トンボ何匹いる

んだろう。」「火の周りに人がいる。」「フクロウがエサ

を探しているんだよ。」など、各場面に表現されてい

る内容に対する交流を始めた。描かれているものに興

味・関心を示していたことから、主体的に作品を鑑賞

していることが明らかになった。 
活動後感想を聞くと、「楽しかった。」「またやりた

い。」という声が聞かれ、次時への期待から本時を通

しての意欲の高まりが明らかになった。 
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4.3.3 成果 

本鑑賞授業支援ツールは、幼児に対しても美術作品である「道産子追憶之巻」に興味・関心

を喚起することが明らかになった。また、幼児自ら絵がつながることに気付き、協働的に絵を

つなげることを楽しみながら、意味生成的な鑑賞を深めることができることが明らかになった。

ただし、鑑賞活動に興味・関心を示し自ら参加したのが４歳児以上だったことから、年中以上

が対象として相応しいと考える。今後は、フルサイズでの鑑賞体験を実践し、作品全体から幼

児がどのような学びをしていくのか検証していきたい。 
 

５．まとめ 

	 1.2.1 「つなげる」活動の有効性の検証について、分割された絵をつなげて元の作品を完成さ
せるという活動は、①子どもたちにとってパズルを完成させるような感覚で、楽しみながら意

欲的に活動できる効果が期待できる。②「作品をよくみてごらん。」という指示がなくても、つ

なぎ合わせるために表現されている形・色に必然的に着目し始め、作品をよく見始める効果が

期待できる。③複数のシートをつなぎ合わせるために必然的に協働的な作業が発生し、対話的

な学習が成立する効果が期待できる。④「①～③」により美術作品鑑賞という垣根が取り払わ

れ、作品と鑑賞者の心的距離が自然に縮まった中で鑑賞に没入できるという効果が期待できる。

以上のことが見えてきたと言える。この効果は、幼児教育おける環境構成による保育７と通じる

ものがあり、その意味において、主体的な学びが成立する効果が期待できると考える。また、

この効果が、本「鑑賞授業支援ツール」における、「鑑賞学習指導に苦手意識がある」教員に対

する、「指導の見通しが明確に持てる」鑑賞活動を保障するものになると考える。 
	 鑑賞対象としての道産子追憶之巻に関しては、①作者の幼いころの記憶を、風景の時間的な

変化という手法で描かれている物語性により、鑑賞者の創造性を膨らませる効果が期待できる。

②時代背景こそ違え、北海道の風景が描かれていることにより、北海道の子どもにとって親近

感を感じながら鑑賞する効果が期待できる。特に北海道開拓を学んだ小学校４年生以上では、

四季や 1 日だけではない、時間の変化の物語性を感じ取る効果が期待できる。③冬に始まり冬
に終わる四季と朝昼夕夜という 1 日の時間の変化が同時に表現されていることにより、作者の
表現の工夫という表現者の視点に立った気付きが生まれる効果が期待できる。④「①～③」に

より、作品に対する見方や感じ方が深化し、深い学びが成立する効果が期待できる。以上のこ

とが見えてきたと言える。また、いつか本物を見てみたいという生涯学習への効果も期待でき

ると考える。 
	 課題としては、「鑑賞授業支援ツール」の完成から５年の月日が経ち、開発に携わった道教育

庁の担当者や美術館の学芸員が異動となり、引継ぎの過程で本「鑑賞授業支援ツール」の本質

が伝承されていないように感じる。美術館のホームページ上では、「鑑賞授業支援ツール」の意

義や使用法どころか存在自体が閲覧できるようにはなっていない。もちろん、開発スタッフと

しての一員としての筆者も、北海造形教育連盟の研修会などの機会を通じて普及啓蒙の努力を

していかなくてはならない。 
	 また、本「鑑賞授業支援ツール」自体にも課題がある。作者、岩橋永遠と同じ視点での鑑賞

に大きな意義があると感じ、それ故に、指導案の主な「教師の指導と評価」の欄に鑑賞環境の
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セッティングについて載せ、筆者が指導や授業参観にかかわれる場合には、必ず履行している。

しかし、実践校全てでそのような環境設定がなされているかは不明である。その理由として、

鑑賞シートの輸送については道教育庁が負担するが、その他展示スタンドなどについては実践

校の自己負担となっていためである。展示スタンド１本の重量は 2.1kg ほどになり、これを掲
示用に 33 本用意するとなると総重量 70kg 近くになってしまう。正しい鑑賞法による普及のた
めには、この点についての改善が必要になってくると考える。 
	 さらに、本「鑑賞授業支援ツール」の幼児教育への活用の可能性が見えてきた。今後、保育

の現場で実践と検証を重ね、幼児教育への研究を進めていきたい。 
	 おわりに、本研究の成果と課題が、本「鑑賞授業支援ツール」のさらなる普及啓蒙とそのた

めの改善につながっていくことを切に願う。 
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The Possibility of Art Appreciation Methods that Connect Pieces of Art 
―The viewing of art for the education of infants, children and students― 

 
YUASA, Daigo 
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The purpose of this study is to examine the achievements and challenges of tools developed 
for children in areas where it is difficult to appreciate works in museums. Another purpose 
is to promote the use of the tool and to explore the possibility of using them for early 
childhood education. For the survey, we analyzed student questionnaires and their 
description of the learning card at the practical schools, and examined the effects of learning 
and how the students’ awareness of learning was raised. In addition, in order to verify the 
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possibility of using it for early childhood education, we brought tools to the nursery school 
and investigated whether they could enjoy playing and viewing works. As a result, it was 
found that appreciation learning that incorporates activities that connect the meanings of 
pictures and works guarantees proactive, interactive learning. This showed a certain 
usefulness of this appreciation learning support tool. 
 
Keywords: Art Appreciation, Connecting, Picture Scroll, Deep Leaning through Independent 

and Interactive Activity, Pre-School Education 
 
 


