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高等学校『美術 1』

AR作品一覧
※タブレット端末やスマートフォンに COCOAR アプリをインストールのうえ，教科書紙面上の太枠で囲んだ箇所を読み取ってください。

アニメーション作品や作家のドキュメンタリー映像，
現代美術を体感するパノラマ動画まで，
教科書のARで,生徒の好奇心を刺激する映像が見られるようになりました。

【デジタル鑑賞図版】伊藤若冲「樹花鳥獣図屏風（右隻・左隻）」

美術 1

目次

はじめに
人はなぜ，
描き，
つくるのだろう？………5–7
絵画・彫刻
● 身近なものを描く…………8–9
● 植物を描く…………10 –11

教科書巻頭に掲載した若冲の「樹花鳥獣図屏風」が，
掲載した「右隻」だけで
なく，
「左隻」
とともに六曲一双そろいで鑑賞できます。右隻の「獣尽くし」に対
して，左隻は鳳凰を中心にさまざまな鳥が群れ集う
「鳥尽くし」。拡大して桝目
P.3
描きのおもしろさを体感してください。

● 風景を描く…………12 –13

◆［ 作品鑑賞室］穏やかな光の中で………14 –15
◆［ 見る・知る・学ぶ］線遠近法の発展……16 –17
● 版の表現…………18 –19
● 想像してあらわす…………20 –21
● 不思議な空間をあらわす…………22–23
● 自己を描く…………24–25

◆［ 作家の生涯と作品］パブロ・ピカソ……26–27
● 土から生まれる彫刻…………28–29
● 塊から彫り出す…………30–31
● 場所との対話…………32–33
けん

そう

◆［ 作品鑑賞室］祭りの喧騒…………34–35
◆［ 見る・知る・学ぶ］日本美術の大胆な造形感覚…36–37
デザイン
● 文字とデザイン…………38–39
● ポスターのデザイン…………40–41
● 情報伝達のデザイン…………42–43

◆［ 見る・知る・学ぶ］暮らしの中の文様…………44–45
● 紙を生かしたデザイン…………46–47
● 手で使う道具のデザイン…………48–49
● 素材を生かすデザイン…………50–51

◆［ 作家の生涯と作品］チャールズ&レイ・イームズ…52–53
映像メディア表現
● 時間を切り取る…………54–55
● 日常を捉える…………56–57
● 絵や写真を動かす…………58–59
● 映像がつくり出す空間…………60–61
● メッセージを伝える映像…………62–63

資料

リー

［ インタビュー 美術の仕事］ 李
す

ウ

ファン

禹煥…………64

どう

れい

こ

あん

の

ひで

あき

いわ

い

き

く

須藤玲子…………65
庵野秀明…………66
こ

岩井希久子…………67
鉛筆で描く…………68–69
透明水彩絵の具で描く…………70 –71
アクリルグァッシュで描く…………72 –73
絵の具の特徴を知ろう…………74 –75
形の特徴を知ろう…………76 –77

じゅ

か ちょうじゅう ず びょう ぶ

う

せき

し

ほん ちゃくしょく

ろっ きょく いっ そう

しず おか

い

とう じゃくちゅう

樹花鳥獣図屏風
（ 右隻） 紙本着色，
六曲一双 137.5×355.6cm 18世紀後半 静岡県立美術館蔵 伊藤若冲
［1716 ～1800］

色の特徴を知ろう…………78–80
美術史年表…………81–84
トピックス美術史…………85–86

美術 を 学 ぶ あなた へ

美術館について知ろう…………87

●

●

映像メディア表現の資料として，
ページの隅にパラパラアニメを示した。

豊かに生きていくために，必要な知識と考え方を身につけるためです。

ページを連続してめくってみよう。

国語の学習は，言葉を通して人の考えを知り，自分の考えを正確に説

はじめに

ぼ

していくものでもあります。普段はあたりまえと思っていることにとらわれ

事を解決していくための力となります。では美術は，何のために学ぶの

ず，感じたことを自由に表現していいのです。そこから新しい発想が生

でしょうか。

まれ，技術革新などにもつながります。科学の世界では，専門分野を

美術を通して，私たちは言葉では表現し切れない思いをあらわし，伝
なぜ高校ではいろいろな科目を勉強するのでしょう。それは，人生を

【 制作ノートマーク】
作品を発想し，
制作する際に参考になる内容を示した。

えることができます。また，
美術作品は大きな感動や夢を与えてくれます。
美術館で好きな絵を見つければ，楽しく，元気になるでしょう。

究めるだけでなく，芸術的な発想を通して，誰も考えないことを思いつき，

たかを考えさせてくれます。伊藤若冲の絵は，動物や植物が共

ないということも，教えてくれます。美術を通して，そんなことを

に生き，豊かな自然を形づくるすばらしさを感じさせてくれます。

日頃から感じていれば，友達と喧嘩になったときや，勉強が嫌に

また，日本の美術は，世界中で広く愛され，日本を理解する

なったとき，自分の進むべき道に悩んだときなどに，きっと役立つ

けん か

でしょう。

一助となっています。同様に私たちは，美術を通して世界の国々

そこから歴史に残る発明や発見が生まれるという人もいます。

論理や数字では解決できない問題を扱ううえで，美術を通し

への理解を深めることもできます。

そして美術作品には，重要な知恵や考え方が込められてもいます。

美術は，時に論理を超えて，感性によって作品をつくったり鑑賞したり

て得た知恵や心の豊かさ，伸びやかに育まれた感性は，とても

美術は，大切なものが全て目に見えるわけではないということ

縄文時代の土偶は，私たちの祖先がどのように自然と関わり，何を祈っ

重要なのです。

を感じさせてくれます。物事は，単純に善悪で分けることはでき

けい

母型

高等学校 芸術科 美術を学ぶあなたへ

建築家

坂 茂

コンクリート，水，石，ビーズ，リボン他

つくるのだろう ?
人はなぜ，描き，

て

しま

か

がわ

2010 年 豊島美術館（香川県）

個人住宅や文化施設の

にし ざわ りゅう え

ない とう

れい

建築：西沢立衛

設計だけでなく，

ひろ しま

内藤 礼
［1961～ 広島県出身］

古代から現代まで，

災害被災地での

ドーム状の建築の内部空間が

支援活動など

作品となっている。

世界中のあらゆる場所で造形表現が行われてきた。

多方面にわたる活動を

天井の開口部から光や風が入り，

時代や国，地域が違っても，人間の，表現することへの欲求は変わらない。

続ける。

床からは無数の水滴が湧き出す。
光や時間の移り変わりにより，

人はどうして，描き，つくり続けるのだろうか。

さまざまな表情を見せる。

作家の言葉も参考にして，美術とは何なのか，
あなたなりに考えてみよう。

©millegraph Photo:Ken'ichi Suzuki

“建築物を作品としてつくるだけでなく，

現代美 術家

空間全体を作品として発表する他，
幅広い創作活動を行う。

人々のためにも仕事をし，
社会に貢献する。
それが建築家の使命です。”
紙管，ステンドグラス他 高さ21m 2013年

自然の中には喜びを感じさせるものが存在する。

繊細な素材を用いて，
絵画や彫刻など

紙のカテドラル

“光や水，風など，

内藤 礼

自然災害で家をなくした
©Stephen Goodenough

【動画】伊藤有壱
「ハーバーテイル」
横浜の港をモデルにしたアニメー
ション作品。一片の赤いレンガが建
物の壁から抜け出し，港街を巡る冒
険に出かけます。クレイアニメーショ
ンとデジタル技術を融合させた新し
い映像表現です。［18 分］ P.6

つちか

明するために役立ちます。数学で培う数学的思考は，筋道を立てて物

目次の●印は表現，
◆印は鑑賞をあらわしている。
教科書では以下のマークが使われている。内容を確認し，
学習を進めよう。
【 目標マーク】
各題材で身につけたい力を目標として示した。

●

クライストチャーチ
（ニュージーランド）
ばん

しげる

坂 茂［1957～ 東京都出身］

そういう，無数の幸福に人は包まれている

地震で倒壊した町の大聖堂に代わりに建設されたもの。
材料には手に入りやすく丈夫な紙管を利用し，

ということを，
，私は形にしたいのです
私は形にしたいのです。”

設計は無償で行われた。

日本空間デザイン協会のための
ポスター
かつ

い

みつ

せん しょく

染織家

103×72.8cm 2012年

志村ふくみ

お

勝井三雄［1931～ 東京都出身］

草木から取った植物染料で染めあげた糸で，

空間を演出するという

繊細で美しい色彩の織物をつくる。

デザインの魅力を，

日本画家

美しい色彩のグラデーションで

“美しい色はうつろいやすいのです。

森田りえ子

あらわしたポスター。

これは美しいものの

伝統的な花鳥画の表現を
受け継ぎながら，

宿命ではないかしらと思いながらも，

現代の感覚を取り入れた

やはり私は美しい色を求め続けております。”

人物画なども描く。

さふらん

アニメーションディレクター

伊藤有壱

し

絹他 丈約168cm 1990 年

むら

し

が

志村ふくみ［1924 ～ 滋賀県出身］
あい

クレイ
（粘土）をはじめ，写真や絵，

ドングリや玉ネギ，藍などで染めた糸を使い，

コンピュータグラフィックスなど

色鮮やかに織られた着物。

さまざまな技術を用いた
アニメーション作品を制作する。

“クレイや人形に
「触れる」ことで
ど

生じた感覚を基に，生命感をあらわす。

ぐう

土偶（縄文のヴィーナス）

動かないものに命が宿る不思議に魅了され，

粘土 高さ27cm 縄文時代中期
なが

ち

の

とがり いし

の

たな ばたけ

長野県棚畑遺跡出土

日々，表現を追求しています。”

茅野市尖石縄文考古館蔵（ 長野県）
今から約5000 年前につくられた土偶。

グラフィックデザイナー

勝井三雄

“ 我々はものや出来事の内容（意味）を色と形と

デジタル技術をデザインに取り込
み，文字やマーク，ポスター，書籍，
空間など視 覚に訴えるデザイン
の仕事に関わる。

文字を使って的確に，また端的で美しい表現で
伝えるデザインをします。その一つであるポスターは

“日々，植物や人物を描く中で，

はる ろう ろう

春朧朧
し

自然のつくり出す神秘に触れる。

ほん ちゃくしょく

よん きょく いっ そう

紙本着色，四曲一双 各168×370cm 1992年
もり

その感動の連続が，私に絵を描かせるのです。”

た

ひょう ご

森田りえ子［1955 ～ 兵庫県出身］
ふじ

樹齢700 年の藤を描いた作品。
一面，薄紫の雲の中にいるような幻想的な世界をあらわしている。

一瞬でわかる，見る電報といわれます。”

ハーバーテイル

妊娠中の女性をあらわしたとされる
ほう じょう

丸みのある形には，豊穣への祈りが

い

とう ゆう いち

とう きょう

2011年

伊藤有壱［1962～ 東京都出身］

込められたとも考えられている。

よこ はま

横浜の港をモデルにした
アニメーション作品。
一片の赤いレンガが建物の壁から抜け出し
港街を巡る冒険に出かける。
動きや場面の雰囲気に合わせて
同じキャラクターでも，クレイや紙など
複数の素材を使い分けている。

【動画】作家の手法
「日本画家 森田りえ子」
教科書に登場する作家の制作現場
やインタビューを収めたドキュメンタ
リー映像。画家が植物とどのように
対峙し，
どのように描くのか，技法の
解説とともに，花から触発された作
品への思いを語ります。［14 分］
P.7

作品があります。教科書の該当箇所を，タブレットやスマートフォンで読み取

絵 画・彫 刻

『美術1』の紙面の中には，AR（Augmented Reality＝拡張現実）を体験できる

鑑賞

【デジタル鑑賞図版】
ヨハネス・フェルメール
「絵画芸術の寓意」
「作品鑑賞室 穏やかな光の中で」
（P.14 〜 15）で 取り上 げ たフェル
メール作品の高精細な画像です。
光と陰影の巧みな表現を細部まで
P.14
味わうことができます。

作品鑑賞室

穏やかな光の中で
描かれた情景と光や陰影の表現に注目し，
感じたことや考えたことを話し合ってみよう。

重厚なカーテンの向こうに広がる空間。
画家がモデルの少女を注意深く見つめ，
新作を描いている。
室内にはキャンヴァスの上を走る
筆の音だけがひそやかに響く。
まずは穏やかな日差しが照らし出す
この静かな緊張感を味わってみよう。
そして,この絵の中に込められた
意味についても考えてみよう。

少女の持つ本やラッパ，
げっけいかん
頭上の月桂冠にはそれぞれ意味が
込められている。
どんな意味か，想像してみよう。
壁に掛けられている地図は
何の地図だろう。
この地図にも何か意味が
込められているのだろうか。
ぐう

答えはP.87へ。

い

絵画芸術の寓意
キャンヴァス，油彩 120×100cm 1666～ 67年頃
ウィーン美術史美術館蔵（オーストリア）
ヨハネス・フェルメール［1632～75 オランダ］
作品全体の静かな印象は，
「光の魔術師」ともよばれるフェルメールの光と陰影の巧
みな表現によって生まれている。

ると，その作品と関連した映像が表示されます。光村図書のARでは，通常の動

シャンデリアには，金属の光沢が丸い光の粒のように描かれている。

画家の足元。柔らかな陰影の描写から光の穏やかさが感じられる。

14

画だけでなく，好きな方向に視点を変えて鑑賞できるパノラマ動画や，拡大縮
小できる鑑賞図版も収録しています。鑑賞の授業などにご活用ください。

光村図書のホームページ

1 ─ タブレットまたはスマートフォンで，アプリストアを立ち上げます。
2 ─ 「COCOAR」で検索し，アプリをインストールします。
3 ─ 「COCOAR」アプリを立ち上げます。
4 ─ 教科書の該当箇所を読み取ると，映像が表示されます。

絵 画・彫 刻

■AR使用方法

動画で紹介しています。

【動画】作家の手法
「彫刻家 舟越 桂」
教科書に登場する作家の制作現場
やインタビューを収めたドキュメンタ
リー映像。木の塊から作品が完成
していくアトリエでの制作風景ととも
に，彫刻家が作品に込めた思想に
触れることができます。［14 分］

表現

で は，「AR使 用 方 法 」を

塊 から彫り出す

そう かく

双鶴

作家の手法

木，
彩色
高さ28.5cm

個人はみな
絶滅危惧種という存在。

1931年

はし もと へい はち

木や石などの材料を使って
生き生きとした形を彫り出そう。

橋本平八
［1897 ～1935
み

え

三重県出身］

彫刻家は，
切り出したままの丸太や石の中に形を

彫 刻家

舟越 桂

はし もと へい はち

見いだし，
作品をつくってきた。橋本平八は，彫り跡
や木の質感を残しながら，
量感のある形を彫り上げ

舟越 桂〈
桂〈 ふなこし かつら〉
いわ

て

1951年，岩手県に生まれる。

た。ロダンの「パンセ」では，
石の塊から浮かび上

クスノキに彩色した

がる女性の頭部に，
思索する人間の内面が表現さ

人物の彫刻作品を，

ふな こし かつら

数多く発表している。

れている。また，
彫刻家舟越桂の活動からは，どの
ようにして形が生まれてくるのかが見えてくる。まっ
さらな木や石の塊から形を彫り出していくには，
仕
上がりのイメージが必要になる。彫り方や材料の
違いに注目してみよう。そして，
自分だけの形をつく
り出そう。

せっ

こう

石膏像の元になった作品
主にデッサンのモチーフとして使用される石膏像は，
ギリシャ
彫刻やルネサンス彫刻の作品などから型をつくり，
その型を
基に複製を繰り返して生産される。
「ブルータス」も石膏像に

墨 26×34cm 制作年不詳 橋本平八
双鶴下図 紙，
下絵を描き，
塊からどのように形を彫り出すのかを決めてから，
制作している。

「 冬の本」
のためのスケッチ
（ 部分）
紙，
鉛筆 83.5×90cm 1988 年

なった作品の一つだ。石膏像と本物の作品を比べると，彫り
跡や質感などさまざまな違いに気がつくだろう。
ブルータス
大理石 高さ95cm 1542年頃
バルジェッロ国立美術館蔵
（ イタリア）
ミケランジェロ・ブオナローティ
［1475 ～1564 イタリア］

冬の本

パンセ
大理石 高さ74.2cm 1895年頃
オルセー美術館蔵
（ フランス）

思いついた言葉や印象に残った言葉は，

オーギュスト・ロダン
［1840 ～1917 フランス］

何らかの形で作品に結びつくかもしれないと

パンセとは，
フランス語で思考という意味だ。

思い，
紙に書くようにしています。その中には

モデルはロダンとの関わりが深かった
彫刻家のカミーユ･クローデルだといわれている。

クスノキ，
大理石，
彩色
高さ76cm 1988 年

自分を勇気づける言葉もあります。例えば，
「私にとって映画を撮るという行為は，
前もっ
て知ることのできない何かに近づくためのプ
ロセスなんです。
」これは映画監督ビクトル・
初めから完成形
エリセの言葉です。つまり，

①それぞれ正面，横向きの顔を描く。

が見えていなくても，
つくり始めるのは悪いこ
とではないのです。私の制作でも，
顔の形が
まだ出てきていない段階は苦しい時間です
が，
木にデッサンし続けて，
彫っていきます。

P.31

人間の姿にとても興味があ
子供の頃から，
りました。人間の姿を借りて作品をつくるとき

②チェーンソーで切り込みを入れる。

のみで形を整えていく様子。緊張感をもって，
挑むようなイメージで彫る。

③切り込んだ部分を削り落とす。

アトリエの壁には，
言葉のメモが貼られている。

にだけ，
私なりの世界を表現できる気がしま
す。一人の人間は一度生まれてきたら二度
と生まれてこないもの，
個人はみな絶滅危惧
世界とは
種という存在です。人間とは何か，
何かということを，
私は一人の人間の姿を通
して考え，
表現していきたいと思っています。
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絵 画・彫 刻

岩佐又兵衛「洛中洛外図屏風

作品鑑賞室

けん

【動画】技法動画②

そう

祭りの喧騒

「 水 彩の技 法

表現方法のおもしろさや工夫に注目し，
日本の美術の特色について考えてみよう。
きょう と

ぎ おん

これは京都の祇園祭の風景だ。
ほ

ろ

む しゃ

やり

母衣武者行列を珍しげに見る人々，
興奮のあまり槍を持ち踊りだす二人，周囲はそれをはやし立てる。

舟木本（左隻）」

空を飛ぶ鳥のような視点から，
当時の人々の個性豊かな暮らしぶりをのぞいてみよう。

「 作 品 鑑 賞 室 祭りの 喧 騒 」

水彩絵の具で描画するときに

（P.34 〜 35）の「 洛 中 洛 外 図

役立つ四つの技法を紹介して

屏風」の高精細な作品画像で
す。拡大することで人物の表
情の違いや所作のおもしろさを
P.34
鑑賞できます。

らく ちゅう らく がい

し

ほん きん

ず びょう ぶ

じ ちゃくしょく

ふな

き

ぼん

さ

せき

きん うん

くも

ま

う金雲は時間・空間の隔たりをあらわし，
雲間の随所からは普段と変
ほ

ろ

17世紀前半（ 江戸時代）

わらぬ暮らしの様子もかいま見える。巨大な風船状のものは母衣と
よばれる，元は戦場で流れ矢を防ぐ防具だったが，時代が下って，人

岩佐又兵衛［1578～1650］

目を驚かすため，あるいは強さの象徴としての装身具となったもの。

とう きょう

いわ

さ

また

べ

え

答えはP.87へ。

34

⑥ 完成。
デッサンを含め，約7時間で完成。

紹介したものほど描き込む必要はない。

50×65cmの画用紙に描いた。

色を塗り始める。

余分な鉛 筆の線は消してから色を塗
めにした絵の具をつける。

パレットについて乾燥した絵の具も，
水で溶いて再度使うことができる。
色を塗り重ねたとき，
下の色が透けて見えるので，

② 全体のバランスを見ながら，

「透明」とよばれている。
ここで紹介する透明水彩絵の具の扱い方を参考に，
水彩画を描いてみよう。

明るい色から塗る。

水彩絵の具は一度濃く塗ったところを
後で薄くすることが難しいので，明るい
色を薄く塗り始めるとよい。ただし，特
に明るく見えている部分（レモンの表
面の光の反射など）は，最後まで塗り
残すようにする。ボウルの下地の色や
レモンの陰の部分まで描いた。

③ 手前と奥の色みの違いを

■筆の使い方

意識して描く。

基本的には丸筆だけでも描けるが，

画面全体を均一に描こうとせず，遠近

描く場所によって筆を使い分けると

感を意識して色を塗る。特に奥にある
ストライプの布を敷いたテーブルに，ガラスの花瓶，ユリやカラーなど
の植物，
ステンレスのボウル，
木材，
レモンを配置して描くことにした。

塗りやすい。

葉や布はこの段階で塗り込まないよう
にする。花の内側や水面部分の茎，レ
モンや木材に少しずつ暗い色の絵の

パレットを使いこなそう
透明水彩絵の具は，
乾いても水に溶いて使うことができるので，
作業の

具を重ね，全体の濃度を上げていく。

パレットの小さな枠に
たびにパレットを洗わずに，
あらかじめ絵の具を出しておこう。

水彩絵の具で描く」（P.70 〜
71）
とともに，水彩画を描く際に
参照することができます。
P.70
［4 分］

この人たちはどこにいるだろう。
どんな人で，何をしているのか，
想像してみよう。

① 鉛筆でデッサンをしてから，
下絵となる鉛筆デッサンは，
前ページで

り始める。丸筆を使い，
水分の量を多

透明水彩絵の具は，
水に簡単に溶ける絵の具だ。

います。教科書の資料「透明

洛中洛外図は京都の繁栄の理想像を描いたといわれる。全体を覆

ろっ きょく いっ そう

紙本金地着色，六曲一双 162.7×342.4cm
東京国立博物館蔵

透明水彩絵の具で 描く

にじみ・ぼか

し・吸い取り・かすれ」

年に一度の祭礼に，
日常を忘れてにぎわう都の喧騒が，
金をふんだんに用いてきらびやかに描かれている。

洛
中洛外図屏風 舟木本
舟木本（左隻）
（ 左隻）
洛中洛外図屏風

資料

鑑賞

【デジタル鑑賞図版】

混色するときは広い面を使う。

丸筆は穂先から腹まで全体を使う。

④ 質感を意識して，

つくっているが，さまざまな色を混ぜ
過ぎて濁らないように気をつけよう。

や花瓶の透明感を強調するために，直

■主に使用する用具
①画用紙

②鉛筆

⑦パレット

⑧筆洗

③消しゴム

④練りゴム

⑨絵の具皿

⑩雑巾

線的な筋を入れ，縁などに水を少なめ

⑥彩色筆
（ 平筆，
丸筆，
面相筆）

にした白い絵の具を使うことにした。

⑤ 全体の見え方を整える。
8
1

の縁やカラーの花の内側に丁寧に色を

3

足した。この後，さらに奥の葉の濃さ

の縁や筋を丁寧に描く。

かすれ 絵の具のついた筆の水分をティッ

平筆の工夫 穂の左右に違う色の絵の具を

にじみ 紙に水を塗り，その上から絵の具

シュなどで吸い，
紙を掃くように塗る。

つけると，
一筆でグラデーションが描ける。

をつけると，
にじみができる。

そう。

完成。背景は白
面の凹凸に色を重ね，

6

③濃い緑や赤をつけた面相筆で，
つぼみ

上部に置く。

節のしかたを工夫して，作品に生か

く残した。
5

②絵の具が乾いたら，淡いピンクをつぼみの

使い，
絵の具を紙に吸わせる感覚だ。

絵の具の技法は，
他にもたくさんあ
る。筆の穂先の使い方や水分の調

やボウルに映った青や黄，レモンの表

7

①淡い緑をつぼみの下部に置く。筆の腹を

■その他の水彩の技法

画面上では使用していないが，水彩

画面から離れて確認し，ユリの花びら

4

10

9

細部は筆先の細い面相筆で丁寧に塗る。

ユリのつぼみを例に，
色の塗り重ね方
を見てみよう。緑もピンクも混色して

部に色を重ねていく。ボウルの金属感

⑤絵の具
（ 透明水彩絵の具）

平筆は広い面を塗るときに便利だ。

■色の重ね方

細部を描き込む。

布のストライプ柄の色の濃さで遠近感
を調整し，全体のバランスを見ながら細

2

70

表現を楽しもう。
大事にしろよ 生徒作品

驚き盤
（原画）
ふる かわ

み

え

古川タク［1941～ 三重県出身］
驚き盤をつくるための原画。

置きっぱなしにされた眼鏡が，ひとりで
にケースに戻っていく約1分30秒のアニ

き，持ち手を裏側に付けて，中心を留めると

メーションの一場面。カメラを三脚で固

完成する。絵柄は，切り込みの位置に合わ

定し，画面が動かないようにして対象を

せて描くとよい。驚き盤を持ち，絵柄を鏡

つくった作者は，

動かしながら撮影した。途中，動きがぎ

に向けて回転させながら，切り込みごしに

右図のような

こちなく感じたため，1秒間当たりのコ

鏡をのぞく。すると，
残像によって鏡に映っ

マ数を増やし，1コマずつの動きの変化

ている絵が動いているように見える。

を小さくした。するとより滑らかな動き
をあらわすことができた。

駆ける馬

1878年
エドワード・マイブリッジ
［1830 ～1904
イギリス，
アメリカ］
数台のカメラを設置し，
連続撮影したもの。
馬が駆ける際の動きが
正確にわかる写真だ。

ひろ しま

マイブリッジは人や馬の動
19世紀末，

コマ撮りアニメーション

きの連続撮影に成功した。この写真は，

いわ

い

とし

広島
PiKA PiKA ワークショップ in 広島
2010年
トーチカ（ナガタタケシ［1978 ～ 熊本県出身］
，
モンノカヅエ［1978 ～ 奈良県出身］
による
くま もと

三脚でデジタルカメラを

ん」を見てみよう。紙に描いた人形の関節がリベッ
ト（ 鋲）でつながれており，少しずつポーズを変え

起こる映画の誕生を予感させるものだ。

て撮影することができる。

な

固定すると作業がしやすい。

お

岩井俊雄のコマ撮りアニメーション「 リベットく

撮られた当時，
人や動物の動きを正確に
捉えることを目的としていたが，
数年後に
このように，
少しずつ絵柄が異なる画面

ペンライトで絵を描く様子を，遅めのシャッタースピードで
撮影すると，光の軌跡が写真に写る。これをつないだアニ
メーション作品。参加者に楽しんでもらいながら明るい作品
をつくりたいという思いから，トーチカは年齢や国を問わず

デジタルカメラの再生ボ

誰もが楽しめる「光のお絵描き」
という手法を取り続けている。

タンを押してコマ送りす

を連続して見ると，
画面上のものが動い

ら

クリエイティブユニット）

びょう

ると，
人形が動き出す。

て見える。自分で描いた絵や撮った写

リベットくん 2011年
岩井俊雄

真を動かしてみよう。この教科書のペー

あい

撮影に

ち

［1962～ 愛知県出身］

ジの隅にあるパラパラアニメのように，

使用した人形。

1枚ずつ動きの異なる絵を描いてもよいし，
物を少しずつ動かして撮影してもよいだ

めい

ど

③明度の対比
きん ぱく

金箔

©Takahashi Kazuyuki

数多くの色は，次のような仕組みに整理できる。

すると明るい灰色に変化して見える。

線を入れると濃い水色に見える。

ど

⑤彩度の対比

同じピンクの四角は，背景を鮮やかな

しき そう かん

色相が近い色を順に並べた輪のことを色相環という。

黄の背景に赤い線を入れると，黄は山

明度…………色の明るさや暗さのこと。高いほど明るく，低いほど暗い。

吹色になって見 え，緑 の 線を入れると
レモンイエローに見える。

ゆう さい しょく

む

ンクは濃くなって見え，灰色の線を入れ
ると鈍いピンクに見える。

しき そう

色合いの種類

白，
灰，
黒のこと。
補色という。
めい

ど

明度

ピンクの背景に赤い線を入れると，ピ

赤にするとくすんで見え，背景を灰色に

高いほど鮮やかで，
低いほど鮮やかさが弱い。

さい しょく

無彩色………明度のみで色相と彩度をもたない色である
補色…………色相環の反対側に位置する色と色を，

⑥ 彩度の同化

すると，色が濃く見える。

色相

彩度…………色の鮮やかさのこと。
有彩色………白，
灰，
黒以外の彩度をもつ色のこと。

④ 明度の同化

水色 の 背景に明 るい 灰 色 の 線を入れ
ると，地は薄い水色になって見え，黒い

さい

色の 3 属性 …色がもつ三つの性質である色相，
明度，
彩度のこと。

② 色相の同化

同じ灰色の四角は，背景を明るい灰色
にすると暗い灰色に見え，背景を黒に

明るさの
度合い

③ 明度の対比

④ 明度の同化

⑤ 彩度の対比

⑥ 彩度の同化

い
いだ ］
のだ ンジ
黄み オレ
みの
［黄

黄緑

ほ しょく

さい

補色

ど

彩度

低い

高い

鮮やかさの
度合い

天の川の星

プリズムによる光の虹

黄

しき そう かん

色相環

イルミネーションの光

光は一見透明に見える。しかし，プリズムを通した光が虹
色に輝くように，実際には何色もの光の束でできている。

紫

■混色
低い

どに由来する色名が数多くある。人々は生活の中

ゆう さい しょく

赤

の色に名前をつけ，大切に使い続けてきた。

む

色の対比の例 21.7×30.5cm ジョゼフ・アルバース［1888 ～1976 ドイツ］

とき

紅梅色

鴇色

あかね

とび

茜色

鳶色

光を受ける葉

ガラスのコップ

コケ

ビロードの布

タマムシ

織物

©COLOR/Tsuji Kazumi

だろう。だが，左右とも同一の紫だ。地色（ 明るい紫，暗い紫）
と隣り合う色（赤とく

白

すんだ緑）が作用して，見え方に微妙な違いが生まれる。

緑

青紫

B［ブルー］

G［グリーン］

有彩色

さい しょく

無彩色

R［レッド］
赤と，くすんだ緑に接して，縦長の紫の四角がある。右側のほうがやや明るく見える

こう ばい

■補色の組み合わせ
■
補色の組み合わせ

■色立体

色相環で反対側に位置する補色どうしを組み合わせると，

色相，
明度，
彩度という

お互いを強く引き立たせ合う。

色の3属 性を，
立体的

補色の組み合わせの例

にあらわしたものを色
立体という。

■色から受ける感じ
かき

くちなし

柿色

青

青紫

■日本の伝統色
日本の伝統色には，植物や染物，身近な鳥や動物な

梔子色

ひわ

もえ

鶸色

淡い，
鮮やか，
鈍い，
暗いといった色の調子のことをトーンや色調という。

ぎ

萌黄色

同じ色相の色のものでも，
トーンの違いによって印象が変わってくる。

か

ほう こん しょく

光の3原色と加法混色
光の3原色，赤・緑・青紫の光を混ぜると明るさが増し，無色透明
（ 白）
に近づく。
それを加法混色という。テレビやコンピュータの画面を拡大すると，光の3原色が確認できる。

あい

る

藍色
あい ぞめ

り

瑠 璃色

き きょう

■有彩色に無彩色を混ぜてできる色

ぎん ねず

桔 梗色

銀鼠

有彩色に無彩色を混ぜることで，
色料の3原色からはできないさまざまな色をつくることができる。

とく しま

藍染の布
（ 徳島県）

かめ のぞき

あさ

ぎ

植物の染料で染める藍染に由来する色には，甕 覗，浅 葱 色，

黄
Y［イエロー］

はなだ

混色をする際の参考にしよう。

赤紫
M［マゼンタ］

縹色などがある。藍染は布を甕に何度もつけて，
徐々に濃く

黒

染める。
色名は，
段階ごとに異なる色から名づけられたものだ。

淡いトーン

鮮やかなトーン

鈍いトーン

暗いトーン

緑みの青

C［シアン］

げん ぽう こん しょく

色料の3原色と減法混色
色料の3原色，黄・緑みの青・赤紫の色を混ぜると暗い色になり，黒に近づく。それを減法混色という。
カラーの印刷物を拡大すると，色料の3原色の点が確認できる。

79

78

80

紙，
鉛筆，
ペン

ろう。絵や写真を動かす楽しみを味わ

2010年

いながら，
アニメーションをつくってみよう。

ワークショップの参加者と描く絵を共有するためのコンテ。

59

し出す方法や場所を考え，
独自の映
像空間をつくり出してみよう。

光の航跡
紙スクリーン，
プロジェクター，
ビデオ，LED照明他
2009年 せんだいメディアテーク（宮城県）での展示
みや

たか はし きょう た

ぎ

きょう と

髙橋匡太［1970 ～ 京都府出身］
青い光に満たされた空間にスクリーンがつるされ，映像が
映し出されている。せんだいメディアテークでは，8ミリ

Perfume 4th Tour in DOME ｢LEVEL3｣での舞台演出

フィルムの映像をデジタルデータに変換して保存する活

プロジェクター，
コンピュータ他

動を行っている。この活動により集められた映像を目に

2013年

した髙橋は，人々の生活感あふれる個人的な映像の中に

「光の航跡」
展示室の平面図

ま

なべ だい

と

とう きょう

真鍋大度［1976 ～ 東京都出身］

都市の物語を感じ取り，
作品をつくりあげた。

18台のプロジェクターが使用され，青で示した

歌いながら動く人物に，映像を投影した舞台演出。映像に合わせて人物が動くのではな
く，人物の動きを赤外線カメラと深度センサーが感知し，即座にコンピュータがプロジェク

壁面や黄色で示した床面には都市の風景映像が，

ターの投影位置を調整する仕組みになっている。

赤や緑で示した平面や筒状スクリーンには人々の

主なスクリーンとなる衣装は真っ白で，一部に再帰性反射材という特殊な素材が使われて

映像が映し出されている。

いる。再帰性反射材とは交通標識などで使われる反射率の高い素材で，体や衣装の部分
で反射率の差をつけることにより，コンピュータが部位を区別し，細かな投影の調整がで

10 番目の感傷（ 点・線・面）
LED電球，鉄道模型，ざる，ブロック他
2010 年
クワクボリョウタ［1971～ 栃木県出身］
とち

き

きるようになった。

プロジェクターを使って，
映像を映し出す

ぎ

おく けい ぞう

撮影：木奥惠三

プロジェクターを使って
空間に映像を投影しよう。
何に，どのような映 像を
投 影するかを考えて，発

薄暗い部屋の中で，LED 電球を載せた鉄道模型がレール

想を広げよう。凹凸のあ

の上を走っていくと，レールの周囲に置かれたものの影が
壁面に浮かび上がる。光源の移動に合わせて影の形や色
が移り変わり，一つの映像となって空間をつくり出す。

るものに映像を映すと，思

せっ こう

① 石膏像が割れて再生する様子を映し出すこ

とにした。映し出す映像を用意する。

③ 石膏像に花や割れた穴を映し出した様子。

凹凸があるため，より立体的にあらわされた。

いがけない空間が生まれ
る。プロジェクターを置く
場所を工夫して，独自の映
像空間をつくってみよう。
ARTLiVE12 神奈川県立弥栄高等学校

右：映像を舞台の背景に使用
し出す映像によって明るく

②コンピュータとつないだプロジェクターを
設置し，
映像が映る位置を調節する。

華やかな場面を演出したり，

④ 映像を流すと，花が流れ落ち，割れた石膏像の 物語の場面設定を効果的に

穴が修復されていく様子が映し出された。

見せたりすることができる。
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■色の仕組みを知ろう
数多くの色は，次のような仕組みに整理できる。

色の特徴を知り，表現や生活の中で生かしていこう。

こん じき

金色に輝く波

©Takahashi Nobuyuki

きん ぱく

金箔

©Takahashi Kazuyuki

色の 3 属性 …色がもつ三つの性質である色相，
明度，
彩度のこと。
黄，
青といった色合いの違いのこと。
色相…………赤，

ほ しょく

ど

しき そう かん

② 色相の同化

色相が近い色を順に並べた輪のことを色相環という。

黄の背景に赤い線を入れると，黄は山

明度…………色の明るさや暗さのこと。高いほど明るく，低いほど暗い。

吹色になって見 え，緑 の 線を入れると
レモンイエローに見える。

ゆう さい しょく

む

ると，地は薄い水色になって見え，黒い

補色…………色相環の反対側に位置する色と色を，

線を入れると濃い水色に見える。

ど

⑤彩度の対比

⑥ 彩度の同化

赤にするとくすんで見え，背景を灰色に

ンクは濃くなって見え，灰色の線を入れ

すると，色が濃く見える。

ると鈍いピンクに見える。

同じピンクの四角は，背景を鮮やかな

しき そう

色合いの種類

高いほど鮮やかで，
低いほど鮮やかさが弱い。

さい しょく

無彩色………明度のみで色相と彩度をもたない色である

にすると暗い灰色に見え，背景を黒に
すると明るい灰色に変化して見える。
さい

色相

彩度…………色の鮮やかさのこと。
有彩色………白，
灰，
黒以外の彩度をもつ色のこと。

④ 明度の同化

水色 の 背景に明 るい 灰 色 の 線を入れ

白，
灰，
黒のこと。
補色という。
めい

ど

明度

ピンクの背景に赤い線を入れると，ピ

明るさの
度合い

③ 明度の対比

④ 明度の同化

⑤ 彩度の対比

⑥ 彩度の同化

い
いだ ］
のだ ンジ
黄み オレ
みの
［黄

黄緑

ほ しょく

さい

低い

補色

ど

彩度

高い

鮮やかさの
度合い

天の川の星

プリズムによる光の虹

黄

しき そう かん

色相環

青緑

めい

③明度の対比

同じ灰色の四角は，背景を明るい灰色

赤紫

映像を使った空間演出は，
展示される
作品だけではなく，
舞台のパフォーマン

② 色相の同化

高い

しき そう

①色相の対比

同じ緑の四角は，
背景を黄にすると補 色

の青紫方向の色相に近い緑に見え，
紫に

の青

動くものなどに映像を投影すれば，
思

同化

色に地の色が同化して見えたりすることがある。

すると，
補色の黄緑方向の緑に見える。

受ける印象や見え方も大きく変わる。

赤

法ではない。曲面や凹凸のあるもの，
いもしない映像空間が現れるだろう。

スなどにも活用されている。映像を映

対比

① 色相の対比

■対比と同化
同じ色でも背景との対比によって違った色に見えたり，
挿入された線の

同じ赤でもリンゴとバラの赤は全く異なる。

緑

映像を映し出すとき，
映画のように
平面のスクリーンに映し出すだけが方

色 の特徴を知ろう
普段，
私たちはあたりまえのように
たくさんの色に囲まれて暮らしている。
自然の中の色，
光に透けて見える色，
絵の具の色。
また，
色の組み合わせ方によって

イルミネーションの光

緑み

映 像 メディア表 現

プロジェクターを使って，
映像による空間をつくり出そう。

資料

表現

【動画】色の資料
「色の同化」
教科書の資料「色の特徴を知
ろう」（P.78 〜 80）で 紹 介さ
れている
「 対 比と同 化 」を，ア
ニメーションで解説した動画で
す。隣り合った色の影響を受
けて，地の色の見え方が変わり
P.79
ます。
［2 分］

映像 が
つくり出す空間

赤み
［赤 のだ
みの いだ
オレ い
ンジ
］

58

し て い る 生 徒 の 活 動 例。 映

光は一見透明に見える。しかし，プリズムを通した光が虹
色に輝くように，実際には何色もの光の束でできている。

紫

■混色

日本の伝統色には，植物や染物，身近な鳥や動物な

低い

どに由来する色名が数多くある。人々は生活の中

ゆう さい しょく

赤

の色に名前をつけ，大切に使い続けてきた。

む

とき

鴇色

あかね

とび

茜色

鳶色

光を受ける葉

ガラスのコップ

©COLOR/Tsuji Kazumi

有彩色

さい しょく

無彩色

R［レッド］
色の対比の例 21.7×30.5cm ジョゼフ・アルバース［1888 ～1976 ドイツ］

■補色の組み合わせ
■
補色の組み合わせ

赤と，くすんだ緑に接して，縦長の紫の四角がある。右側のほうがやや明るく見える

こう ばい

紅梅色

だろう。だが，左右とも同一の紫だ。地色（ 明るい紫，暗い紫）
と隣り合う色（赤とく

色相環で反対側に位置する補色どうしを組み合わせると，

白

すんだ緑）が作用して，見え方に微妙な違いが生まれる。

緑

青紫

B［ブルー］

G［グリーン］

くちなし

梔子色

ひわ

もえ

鶸色

■色立体
色相，
明度，
彩度という

お互いを強く引き立たせ合う。

色の3属 性を，
立体的

補色の組み合わせの例

にあらわしたものを色
立体という。

■色から受ける感じ
かき

柿色

青

青紫

■日本の伝統色

淡い，
鮮やか，
鈍い，
暗いといった色の調子のことをトーンや色調という。

ぎ

萌黄色

同じ色相の色のものでも，
トーンの違いによって印象が変わってくる。

か

ほう こん しょく

光の3原色と加法混色
光の3原色，赤・緑・青紫の光を混ぜると明るさが増し，無色透明
（ 白）
に近づく。
それを加法混色という。テレビやコンピュータの画面を拡大すると，光の3原色が確認できる。

あい

る

藍色
あい ぞめ

り

瑠 璃色

き きょう

■有彩色に無彩色を混ぜてできる色

ぎん ねず

桔 梗色

銀鼠

有彩色に無彩色を混ぜることで，
色料の3原色からはできないさまざまな色をつくることができる。

とく しま

藍染の布
（ 徳島県）

かめ のぞき

あさ

ぎ

植物の染料で染める藍染に由来する色には，甕 覗，浅 葱 色，

コケ

ビロードの布

タマムシ

織物

黄

混色をする際の参考にしよう。

赤紫

Y［イエロー］

はなだ

縹色などがある。藍染は布を甕に何度もつけて，
徐々に濃く

M［マゼンタ］
黒

染める。
色名は，
段階ごとに異なる色から名づけられたものだ。

淡いトーン

鮮やかなトーン

鈍いトーン

暗いトーン

緑みの青

C［シアン］

げん ぽう こん しょく

色料の3原色と減法混色
色料の3原色，黄・緑みの青・赤紫の色を混ぜると暗い色になり，黒に近づく。それを減法混色という。
カラーの印刷物を拡大すると，色料の3原色の点が確認できる。
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表現

【パノラマ動画】草間彌生
「魂のおきどころ」
松本市美術館（長野県）にて
開催された，草間彌生「魂のお
きどころ」展の一部をパノラマ
動画として収録。中でも，
「魂
の灯」は，
P.88 〜 89 掲載の作
品と同趣旨の作品で，無数の
光が不規則に色を変えながら
明滅します。この動画は，
『美
術 1』AR 用に特別に撮影され
P.89
※パノラマ動画は，
YouTube へリンクされます。YouTubeアプリがインストールされた端末でご覧ください。
ました。［4 分 30 秒］

映 像 メディア表 現

映像 が
つくり出す空間
プロジェクターを使って，
映像による空間をつくり出そう。

映像を映し出すとき，
映画のように
平面のスクリーンに映し出すだけが方
法ではない。曲面や凹凸のあるもの，
動くものなどに映像を投影すれば，
思
いもしない映像空間が現れるだろう。
映像を使った空間演出は，
展示される
作品だけではなく，
舞台のパフォーマン
スなどにも活用されている。映像を映
し出す方法や場所を考え，
独自の映
像空間をつくり出してみよう。

光の航跡
紙スクリーン，
プロジェクター，
ビデオ，LED照明他
2009年 せんだいメディアテーク（宮城県）での展示
みや

たか はし きょう た

ぎ

きょう と

髙橋匡太［1970 ～ 京都府出身］
青い光に満たされた空間にスクリーンがつるされ，映像が
映し出されている。せんだいメディアテークでは，8ミリ

Perfume 4th Tour in DOME ｢LEVEL3｣での舞台演出

フィルムの映像をデジタルデータに変換して保存する活

プロジェクター，
コンピュータ他

動を行っている。この活動により集められた映像を目に

2013年

した髙橋は，人々の生活感あふれる個人的な映像の中に

「光の航跡」
展示室の平面図

ま

18台のプロジェクターが使用され，青で示した

なべ だい

と

とう きょう

真鍋大度［1976 ～ 東京都出身］

都市の物語を感じ取り，
作品をつくりあげた。

歌いながら動く人物に，映像を投影した舞台演出。映像に合わせて人物が動くのではな
く，人物の動きを赤外線カメラと深度センサーが感知し，即座にコンピュータがプロジェク

壁面や黄色で示した床面には都市の風景映像が，

ターの投影位置を調整する仕組みになっている。

赤や緑で示した平面や筒状スクリーンには人々の

主なスクリーンとなる衣装は真っ白で，一部に再帰性反射材という特殊な素材が使われて

映像が映し出されている。

いる。再帰性反射材とは交通標識などで使われる反射率の高い素材で，体や衣装の部分

10 番目の感傷（ 点・線・面）
LED電球，鉄道模型，ざる，ブロック他
2010 年
クワクボリョウタ［1971～ 栃木県出身］
とち

き

ぎ

で反射率の差をつけることにより，コンピュータが部位を区別し，細かな投影の調整がで
きるようになった。

プロジェクターを使って，
映像を映し出す

おく けい ぞう

撮影：木奥惠三

プロジェクターを使って
空間に映像を投影しよう。
何に，どのような映 像を
投 影するかを考えて，発

薄暗い部屋の中で，LED 電球を載せた鉄道模型がレール

想を広げよう。凹凸のあ

の上を走っていくと，レールの周囲に置かれたものの影が
壁面に浮かび上がる。光源の移動に合わせて影の形や色
が移り変わり，一つの映像となって空間をつくり出す。

るものに映像を映すと，思

せっ こう

① 石膏像が割れて再生する様子を映し出すこ

とにした。映し出す映像を用意する。

③ 石膏像に花や割れた穴を映し出した様子。

凹凸があるため，より立体的にあらわされた。

る。プロジェクターを置く
場所を工夫して，独自の映
像空間をつくってみよう。

し出す映像によって明るく

設置し，
映像が映る位置を調節する。

華やかな場面を演出したり，

④ 映像を流すと，花が流れ落ち，割れた石膏像の 物語の場面設定を効果的に

穴が修復されていく様子が映し出された。

INFINITY MIRRORED ROOM
THE SOULS OF MILLIONS OF LIGHT YEARS AWAY
木材，金属，鏡，プラスチック，アクリル，LED照明，水他
287.7×415.3×415.3cm 2013年

それをさまざまな形で表現し，分かち合ってきた。そこから生きる知恵や喜びを感じ，伝えてきた。

草間彌生［1929 ～ 長野県出身］

それは時代や文化によって，さまざまな色合いをもつが，根底ではしっかり共通している。

ARTLiVE12 神奈川県立弥栄高等学校

右：映像を舞台の背景に使用

②コンピュータとつないだプロジェクターを

自然の不思議さや優しさを感じ，宇宙の壮大さを想像してきた。

人間は，この地球上に生まれたときから，

いがけない空間が生まれ

し て い る 生 徒 の 活 動 例。 映

見せたりすることができる。

60

それは美を追い求めてやまない姿勢だ。
それが人間なのだ。

あなたは人生で，どのような美を捉えるのだろう。

61

デヴィッド・ツヴァイナー・ギャラリーでの展示（ アメリカ）
くさ

ま

や

よい

なが

の

無数の光が，不規則に明滅する空間。光は周囲の鏡と水面に
より増幅され，まるで無限に広がる宇宙を見るようだ。草間

は，網目や水玉などのモチーフの繰り返しで画面を埋め尽く

す表現で知られる作家だ。
「 永遠」や「無限」
を制作のテーマと

してきた草間は言う。
「 この世から自分が消えてしまっても，芸
術の力は続いていきます。」

美しいアクリルの立体で覆われたLED照明が，光の正体だ。
©Yayoi Kusama.Courtesy David Zwirner,Victoria Miro Gallery,
Ota Fine Arts,KUSAMA Enterprise

資料

【動画】技法動画①
「カッターナイフで鉛筆を削る」
鉛筆を削る方法を解説した動
画です。教科書の資料「鉛筆
で描く」（P.68 〜 69）
に取り組
むための基礎的な学習として，
手元の動きがわかる動画で，
削
り方の基本を確認することがで
P.68
きます。［1 分 30 秒］

■色の仕組みを知ろう

黄，
青といった色合いの違いのこと。
色相…………赤，
ほ しょく

同じ緑の四角は，
背景を黄にすると補 色

の青紫方向の色相に近い緑に見え，
紫に

©Takahashi Nobuyuki

左：ワークショップのための絵コンテ

P.60

【動画】
生徒作品
「ARTLiVE2012」
高校生が 1 年がかりでつくり上
げた舞台作品。映像と歌，
ダン
ス，
ファッションショーを組み合わ
せたパフォーマンスが展開され
ます。本映像は，
そのダイジェ
P.61
スト版です。
［5 分］

② 色相の同化

高い

しき そう

①色相の対比

こん じき

金色に輝く波

赤紫

切り込みを入れた。

同化

色に地の色が同化して見えたりすることがある。

すると，
補色の黄緑方向の緑に見える。

受ける印象や見え方も大きく変わる。
色の特徴を知り，表現や生活の中で生かしていこう。

赤

この原画で，
驚き盤を

驚き盤とは，動く絵を見るおもちゃだ。切
り込みを入れた円盤状の厚紙などに絵を描

対比

① 色相の対比

■対比と同化
同じ色でも背景との対比によって違った色に見えたり，
挿入された線の

普段，
私たちはあたりまえのように

同じ赤でもリンゴとバラの赤は全く異なる。

緑

紙，
ペン 直径 24cm 1975年

色 の特徴を知ろう
たくさんの色に囲まれて暮らしている。
自然の中の色，
光に透けて見える色，
絵の具の色。
また，
色の組み合わせ方によって

青緑

わせる。アニメーションならではの

の青

て現実にはありえない動きをあら

緑み

ありえない動きを表現しよう
アニメーションでは，物や人を使っ

アニメーションの仕組みを理解し，
動かしたいものの動きや変化をあらわそう。

赤み
［赤 のだ
みの いだ
オレ い
ンジ
］

絵 や写真を動かす

資料

映 像 メディア表 現

【動画】
クワクボリョウタ
「10 番目の感傷（点・線・面）」
現代美術家クワクボリョウタによ
るインスタレーション作品。電
球を載せた鉄道模型がレール
の上を走っていくと，
レールの周
囲に置かれたものの影が壁面
に浮かび上がります。［7 分］

【動画】色の資料
「色の対比」
教科書の資料「色の特徴を知
ろう」（P.78 〜 80）で 紹 介さ
れている
「 対 比と同 化 」を，ア
ニメーションで解説した動画で
す。同じ色でも背景との対比
によって，色の見え方が変わり
P.79
ます。［1 分 30 秒］

表現

【動画】
トーチカ
「PiKA PiKA ワークショップ
in 広島」
ペンライトで絵を描く様子を，遅
めのシャッタースピードで撮影
すると，光の軌跡が写真に残り
ます。それらをつないだアニ
メーション作品。『 美術 1』AR
用に編集された動画です。
P.59
［1 分］
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① 絵の構図や

鉛筆 で 描く

位置を決める。

⑥ 完成。

3B程度の軟らかい鉛筆で，おおまかな

約6時間で完成。

形を描き，絵の構図を決める。描き始め

B3判（36.4×51.5cm）の画用紙に描いた。

る前に，紙に中心線や水平線などを薄く

定着スプレーを絵に吹きかけると，鉛筆の

引いておいてもよいだろう。

鉛筆は私たちに最もなじみのある画材だ。

粉が取れなくなり定着する。スプレーは，
換気がよく，火気のない場所で使おう。

芯の硬さやタッチの違いで，幅広い表現ができる。
ここでは，
鉛筆デッサンの流れを通して
鉛筆の使い方や描き方を紹介する。
描く方法に厳密な決まりはないが，
ここで紹介する内容
を参考にして，
表現の幅を広げよう。

注意事項
※光村図書『美術 1』ARの作品は，
2016 年 12月現在のものです。
※光村図書『美術 1』ARは，教育機関における授業などで鑑賞することを目的に公開
が許諾されており，著作権者に無断で複製，公衆送信
（有線，無線の放送を含む）
，公
開上映，
改変などをすることは法律で禁止されています。
※お使いのタブレット端末やスマートフォンの機種，
バージョン，
設定などによっては，
正常
に表示されない，
動作しない場合がございます。

② 全体のバランスを見ながら，
大まかに描き進める。

最初から細かく描こうとせず，鉛筆を寝
かせて使い，紙を傷つけないように描い
ていこう。ものの大きさや構図などに
狂いはないか，比率を確かめながら進
める。ここではブロックの比率を修正し
た。時折絵から離れて，モチーフと見
比べることも大切だ。

③ 明暗の差を

意識しながら描く。

リンゴ，空き瓶，コンクリートのブロック，布を白い机の上に配置した。
左側から窓からの光が，上から蛍光灯の光が当たる場所を選んだ。

鉛筆の芯を削る

描くものの輪郭だけでなく，暗く見える
部分にも鉛筆で濃淡の差をつける。目
を細めて見ると明暗の差がわかりやす
い。背景も含めて，バランスよく全体の

鉛筆は先が丸くなったまま使い続けると，鮮明さが損なわれ，
ぼやけた画面になる。丸まってきたらカッターナイフで削って使おう。
特に芯の硬い鉛筆は，
軟らかい鉛筆よりもとがらせて使うとよい。

3Hの硬めの芯

調子を整える。ものの立体感にも意識
を向け，丸みや曲面を線で描いていく。

④ ものの質感を明確にしながら，
細部を描き進める。

3Bの軟らかめの芯

質感を観察して描く。色の濃さや光の
反射のしかたなどに，ものの特徴が現
れる。布は柔らかい質感が出るように，

鉛筆の持ち方は自由だが，
おおまかに描
細部の描写は，文字を書くようにして鉛
筆を立てて持つとよい。
描いた部分をてのひらでこすらないよう
に，小指を支えにしてもよい。

寝かせて持つ。

文字を書くように持つ。

小指で支えて持つ。

線を重ねてハッチングし，

ガーゼで鉛筆の線を

特に明るい部分は，

曲面をつくる。

軽くこすり，
調子を整える。

練りゴムを使って白く抜く。

■描き方の工夫

線を平行に引いて面を描くハッチングと
いう手法を使ったり，ガーゼで調子を整
えたりして工夫して描こう。

ガーゼや指で調子を整えながら描い

■主に使用する用具
①画用紙

②鉛筆

⑨定規

⑩カルトン

③消しゴム

⑤カッターナイフ ⑥ガーゼ

⑦目玉クリップ
⑪定着スプレー

④練りゴム

⑧スケール

た。空き瓶は，透明感をなくさないよう
に，硬い鉛筆の線で曲面を描いた。

⑤ 全体を整え，仕上げる。

9

7

6

空き瓶の縁や布の重なりなど，細かい
部分を描き進める。明るい部分は練り

8

ゴムで白く抜く。遠くから絵とモチーフ

1

を見て雰囲気を確認し，細部の調子を

3

整えて，完成。
4

11
2
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■鉛筆の持ち方

くときは，鉛筆を寝かせると描きやすい。

5

10

■描き始める前に

■立体感のつかみ方

描く前に，
小さな紙にスケッチしておこう。

立体を描くときには，
ものの構

スケールを使って配置を確認するのもよ

造を意識して描こう。実際

い。イーゼル

にはこのような線は見えない

と椅 子は，描

が，
中心になる線や，
線と線の

く対象が見や
すい場所に置
いて，描き始
めよう。

つながりを意識してみよう。
だ

えん

左：楕円の部分は，視点の
高さで大きさや形が変わる。

免責事項
※光村図書出版株式会社は，
本コンテンツに関して一切動作保障をいたしません。
※光村図書出版株式会社は，本コンテンツに起因してご利用者に直接または間接的
損害が生じても，
いかなる責任も負わないものとし，一切の賠償などは行わないものとし
ます。
※本コンテンツはご利用者への事前連絡なしに仕様を変更することがあります。それに
より，
ご利用者に直接または間接的損害が生じても，
いかなる責任も負わないものとし，
一切の賠償などは行わないものとします。
※光村図書出版株式会社は，本コンテンツの不具合などについて，修正する義務は負
わないものとします。

右：中心線やリンゴの裏側も
意識しよう。
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