S N S 公 式 アカウントを 開 設しました
より多くの先生方や教育関係者のみなさまに役立つ情報をお届けするため，
光村図書は2021年より，LINEとTwitterによる情報発信を開始いたします。

LINE

Twitter

明日からの授業づくりに役立

光村図書の懐かしの教材や，

つ情報・資料を，いち早くお

旬の教材，教科書にちなんだ

届けします。友だち登録の際

豆知識やクイズなど，ちょっ

に教科を選択していただき，

と「ほっ」とする情報を随時

その教科の情報のみを受け取

お届けします。

ることができます。
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2021

内 容 解 説 資 料
この資料は，
一般社団法人教科書協会が定
めた「教科書発行者行動規範」に則って作
成したものです。

［フォロー方法 ］

［ 友だち追加方法 ］

● QRコードから追加

● QRコードから追加

QRコードを読み取る

LINEアプリを起動→ホーム→友だち追加

● アカウント名を検索して追加
● アカウント名を検索して追加
LINEアプリを起動→ホーム

Twitterアプリを起動

光村図書

光村図書

※「QRコード」
は，
株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

YouTube
動画で理解を深めるYouTube
も，引き続き運営しております。

特集1

中学校 新版教科書Q&A
特集2

令和3年度使用
平成28年度版
『美術2・3』評価計画資料
令和3年度の中学校第3学年では，
令和2年度に2年次で配本された平成28年度版『美
術2・3』の教科書を使用します。新しい学習指導要領にもとづいて指導するためには，
目
標や評価規準を新学習指導要領に対応させる必要があります。小社ウェブサイト上に新
学習指導要領に対応させた「題材内容一覧，
観点別評価規準例」
をアップしております
ので，
第3学年の年間指導計画作成の際にはご参照ください。

資料はこちらから
www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/c_bijutsu/keikaku/#28
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令和4年度版高等学校
『美術1』
のご案内
アトリエ訪問

画家

遠藤彰子
作家の肖像

彫刻家

若林 奮
この１点

「鳥獣人物戯画」しりあがり寿

ほの

正面に置かれているのは，
「海暮れゆけばただ仄かなる」
という
1000号サイズ
（333.3×497.0㎝）
の巨大な作品だ。

ア ト リ エ
訪

問

第 18 回

遠藤彰子

画家
巨大なキャンヴァスに描かれる，
壮大な物語。
幻想的な画面を見上げていると，
豊穣な精神世界に吸い込まれそうになる。
画家・遠藤彰子。そのあふれる想像力とエネルギーの源は，
どこにあるのだろう。
閑静な住宅街に佇む，
彼女のアトリエを訪ねた。
撮影

永野雅子

1

ちに最初のイメージから変わってい

街角に独特な存在感を放つ 2 階建

くこともよくあります。大きな構成

てが現れた。白亜の外壁はびっしり

は変わりませんが，細部はよく変わ

つた

と蔦に覆われ，ところどころに仏像
ちん ざ

自分がドキドキしないものに︑
人がドキドキするわけない

相模原の住宅街を歩いていくと，

ります。というか，変わらないとお

が鎮座している。まるで異世界への

もしろくない。描いた形からヒント

入り口のような扉を開けると，笑顔

が浮かんできて，イメージがどんど

の遠藤さんが招き入れてくれた。

ん連鎖していく。そうなるともう，
楽しくてしかたない。

素敵なアトリエですね。いつか

私の場合，キャンバスに木炭で下

らここで制作されているのですか。

書きしてから，最初は白と黒の油彩

遠藤 昔から相模原にアトリエを構

で調子の幅をつけていきます。その

えてはいましたが，このアトリエに

後，細部の色を重ねていくのですが，

建て替えたのは20年前くらいだった

この段階で当初のイメージから変わ

かな。床が半地下になっていて，天

っていくことが多いですね。

井まで約 7 メートルあります。高さ

―

があるのが気に入っていますね。大

術 2』
（P.55）
には，遠藤さんが初めて

きい絵を描くには，大きい空間が必

描いた 500号の作品「みつめる空」

要ですから。

を掲載しています。

―

―

大きな絵を描くようになったの

光村図書の高等学校教科書『美

遠藤 自分にとっての転機となった

は，いつごろからですか。

作品ですね。この絵を描いてから，

遠藤 幼い頃から絵を描くのが好き

どんどん自由になっていった気がし

で，頭で考えた物語を道路にチョー

ます。
「空が上で，地面が下でない

クで描いて表現していましたね。も

といけない」というような，常識的

しかすると「大きな絵を描く」とい

な考えから解放されたというか。

うことの原点は，この頃にあるのか
もしれません。

現実ではあり得なくても，絵の上
では重力に縛られることなく，自由

大人になってからは，20 代半ばで

に描いていい。常に想像力は柔軟で

200号
（259×194㎝）
を描き始めまし

ありたいと思っています。それまで

た。30 代後半で改めて自分の絵と向

と同じような絵を描くのは簡単だけ

き合ってみて，
「もっと大きい絵だっ

ど，やっぱり冒険しないと。自分が

深く探っていく感じ。自分の考えが

が，重なり合って大きな波になり，

たら違う空間が描けるかも」と思い，

ドキドキしないものに，人がドキド

描けているか，時代にシンクロして

また静まり返っていく。循環する生

41歳から，500号
（333.3×248.5㎝）
以

キするわけないでしょう？

いるか，新しさは出せたか……とか，

命の不思議を，水のもつ「美しさ」

最後まで考える。9割描いた後，残り

と「怖さ」の両面で表現したいと思

の 1 割を仕上げるために，それまで

いました。

上を描くようになりました。
これだけ作品が大きいと，描くう

ただ，独りよがりはよくないから，
客観性は意識しつつ，自分の奥底を

と同じくらい時間をかけます。
今，アトリエにある「海暮れゆ

中は「この絵はどうなっていくんだ

けばただ仄かなる」は，高等学校の

ろう」という高揚感があるので，
「大

新版教科書『美術1』
（P.29）
に掲載さ

変」とか「辛い」という気持ちはな

せていただきました。この作品にこ

かったですね。壁にぶつかっても，

めた思いを聞かせてください。

思い詰めすぎず，手を動かすうちに

遠藤 世の中の全てのものは，生ま

突破口は開くもの。そういう創作の

れては時間の経過とともに変化し続

喜びを知っているから，あまり辛さ

―

愛用する筆は油絵用ではなく，習字用の細い筆。
大きなキャンヴァスの9割をこの筆で描くという。

2

アイデアスケッチを何十枚と描いていく中で，
徐々に全体の構図が固まってくる。

完成に 7 か月要しましたが，制作

しずく

けていきます。一滴の雫のような命

を感じないのかもしれません。

えんどう・あきこ
1947年東京都生まれ。1969年，
武蔵野美術短期
大学美術科油絵専攻卒業。1986年第29回安井
賞受賞。1996年武蔵野美術大学油絵学科助教
授
（1999〜教授，2018〜名誉教授）
。2007年平
成十八年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞（美
術部門）
。2014年，
女性画家として初の紫綬褒章
受章。30年以上にわたり，500〜1500号の神秘
的で迫力ある大作を生み出し続けている。

「海暮れゆけばただ仄かなる」
の
制作過程をご覧いただけます。
この動画は
高等学校新版教科書
『美術1』
（P.29）
に
掲載されているQRコード
からも視聴できます。

3

Q1

新版教科書では，主体的・対話的で

新版教科書は，
学習指導要領に
どう対応していますか。

A1「主体的・対話的で深い学び」の

実現のため，
生徒が主体的に学習し，
対話が生まれるような工夫をしました。

深い学びの実現のために，さまざま
な工夫をしました。例えば，生徒が
主体的に学べるよう，学習の流れが
わかる紙面構成にしています
（詳細は
P.6〜7 参照）
。また，各題材の初め
には鑑賞を位置づけ，対話が深まる
問いを示しました。生徒が主体的に
学べるよう言葉を精選し，対話を通
して学習が深まるようにしています。

Q A
&

いよいよ，
生徒たちが新しい教科書を手にします。
新版は，
実際の授業を取材し，
先生方と何度も打ち合わせを重ね，
「授業でめいっぱい活用できる教科書」を目ざして編集しました。
生徒たちにとっては，
何を学ぶかがわかり，
表現や鑑賞の意欲が高まる教科書。
そして先生方にとっては，
授業の進め方のヒントになる教科書です。
本特集では，
先生方からいただいたご質問に答える形で，
光村の新しい
『美術』
の特徴や活用のしかたをご紹介いたします。
撮影

4

川原㟢宣喜

デザインや工 芸など

中学校 新版教科書

表現

特集 1

季節感のある暮らしを楽しむ
く ふう

目標

●四季折々の動植物や天候などをもとに発想を広げ，形や色を工夫してデザインする。
かんしょう

●作品を鑑賞して，季節感がどのように取り入れられているかを感じ取る。

日本では古くから，四季折々の美しさに対する感性が大切にされてきた。
わ

が し

そうしょく

2・3年 P.64〜65「季節感のある暮らしを楽しむ」
その伝統は，和菓子の造形や着物の装飾など，私たちの暮らしに今も息づいている。

あなたが感じる季節感を，目的や条件に合った形や色を使ってあらわしてみよう。

鑑賞

ここには四季の和菓子が並べられている。それぞれ，どの季節をあらわしているだろう。

「季節感のある暮らしを楽しむ」は，四季折々の動植物や天候などをもとに主題を生み出し，
形や色を工夫してデザインする題材です。最初の鑑賞では，さまざまな季節の和菓子をランダムに配置し，
2

生徒にどの季節をあらわしているか考えさせるような問いを示しました。

3

形や色がもたらす効果を主体的に考え，また友達との対話を通して学びが深まるようにしています。
1

5

Q2

学習指導要領では，
「表現」
と
「鑑賞」

紙面構成は
どのように変わりましたか。

で生徒の制作過程を詳しく紹介。
POINT 「みんなの工夫」

を関連づけて指導することが求めら
れています。新版教科書では，
「表

A2「表現」と「鑑賞」を一体的に

学べるように，
学習の流れを示した
紙面構成にしました。

現」と「鑑賞」の相互関係を意識し，

4ページで構成された表現中心の題材では，
「みんなの工夫」と題し，

一つの題材の中で「表現」と「鑑賞」

2名の生徒の制作過程を詳しく紹介しています。実際の中学生が発想・構想し，

を一体的に学べるような構成にして

試行錯誤しながら作品を制作する過程を知ることで，生徒が自分の表現に生かすことができます。

います。学びの流れがひと目でわか
るため，生徒が主体的に学習するこ
とができます。

［表現中心の題材の場合］
目標

鑑賞

★編集部が実際の授業を何度も取材し，
生き生きとした生徒たちの姿を捉えました。

生徒に伝わりやすい言葉で，
その題材で
身につける力を示しました。
「表現」
「鑑
賞」の領域ごとに簡潔にまとめました。

題材の初めに，
表現につながる鑑賞
作品を掲載。対話が生まれるように
鑑賞が深まる問いも示しました。

表現

発想
構想

作品の発想を広げ，
構想を練るため
の具体的な手立てを示しました。

みんなの

表現

表現

表現

中学生の制作過程を詳しく示しまし
た。試行錯誤の様子を知ることで，
生徒が制作に生かすことができます。

工夫

みんなの
工夫

えが

鑑賞

鑑賞

学校の「とっておきの場所」を描こう。

絵や彫刻など

毎日通る道。
「これから自分が

校門の横にある緑を見るとほっとする。

進んでいく道」として表現したい。

優しい色合いで描きたい。

題材の最後に鑑賞を位置づけまし
た。表現活動の後に，
作品を鑑賞し
たり，
作者の言葉を読んだりすること
でより学びが深まります。

く ふう

生徒作品の構図や色づかいの工夫を見てみよう。

やさ

1

1

おく

この場所の

奥行きを出すため，

ふん い き

「優しい雰囲気」
を

心ひかれるこの風景

画面を縦に
することを決める。

出すため，少し花に
近づいた構図を考える。

海 外 の 生 徒 作 品（ パ キ ス タ ン ）
いなか

パキスタンの片田舎のホテル
ゆ さい

キャンヴァス，油彩 31×31㎝

2
光の当たっている

2

様子をあらわすため，

「道が続いていく感じ」
を

かげ

こ

影をしっかり描き込む。

表現するため，
目線を低くし，
かくにん

風景を何度も確認。
生徒作品
きょうきゃく

清流と橋脚
紙，水彩

54×39㎝

作者の言葉

3

橋の力強さをあらわすために，

水たまりに映った
青空が美しく

この構図にしました。橋が主役

3

になるよう正面に配置し，奥行

ちが

見えたので，

葉の色はそれぞれ違う。

明るい色で

きが出るように工夫しました。

風景を見ながら

強調して描く。

立体感を出すために，影をつく

絵の具を混ぜ，

り，川に日光が当たって反射し

さまざまな緑色をつくる。

ている様子を描きました。

4
手前にある白い花は，

4

細い筆を使い，
水を少なめにして

遠近感を出すため，
こ

色をつける。

手前の色を重ねて濃くする。
生徒作品

生徒作品
えんぴつ

きゅうけいじょ

ずっと 紙，鉛筆，
アクリル 29.7×21㎝

生徒作品

緑の休憩所 紙，鉛筆，
アクリル 21×29.7㎝

作者の言葉

作者の言葉

中学3年間，毎日通る道なので「これから自分が進んでいく道」
の

外に出る 紙，水彩

38×54㎝

作者の言葉
さ

小さな白い花がたくさん咲いていて，見ているとほっとする場所
あわ

としてあらわそうと思いました。道が長く伸びて見えるように，

です。優しい雰囲気を出すため，全体を淡い緑色にし，光が当たっ

遠近感を意識して描くよう心がけました。

ていることをあらわすために，葉の色に濃淡をつけました。

のうたん

トンネルから外に出るときの開放感が，とても心に残っ
生徒作品

夏の城下町

紙，水彩

26×37.8㎝

ていたので，描きました。トンネルの内と外での明暗の
違いや，草木に当たる光の加減を，細かく再現しました。

作者の言葉

朝の光の当たり方や，影の出し方を工夫しました。たくさんの人が，この美
おとず

しい城下町を訪れてくれるといいなあと思いながら，描きました。

24

1年 P. 22～25「心ひかれるこの風景」

6

風景を描いている動画を見てみよう。

全国の中学生の作品を見てみよう。

25

QRコードから，
技法動画や，
全国の生徒作品を見ることができます。➡詳しくはP.10
7

Q3

鑑賞題材について，
新しくなった点を教えてください。

ばんさん

「最後の晩餐」を鑑賞する題材では，トレーシングペーパーを綴じ込み，
かき込みができるようにしました。一点透視図法などの作者の表現の工夫を，
より実感的に理解でき，学びを深めていくことができます。

継続した鑑賞題材は，
より学習の流れを意識した構成に。
また，
かき込んで鑑賞する題材や比べて鑑賞する題材などを設けました。

55

.
2・3年 P 〜 「レオナルドとその時代」

.
2・3年 P 〜 「ゲルニカ、明日への願い」

48

トレーシングペーパーに
線を引いて消失点を探したり、
描かれている人物の手や顔の表情を読み取って
吹き出しをかいてせりふを考えたりできます。

A3

●かき込んで鑑賞を深めるページを新設。

●
「ゲルニカ」
などの

継続した鑑賞題材は，
さらにパワーアップ。

10
13

❶ 作品の大きさを感じ取る

（P.48，
53）

この作品の大きさを実感的に理解で
きるよう，写真作品「
『ゲルニカ』

●比べて鑑賞する題材を新設。

を見る少年」を掲載しました。作品
の大きさをつかんだうえで細部の鑑
絵巻物と漫画の表現
賞に入っていけるようにしています。
まん

絵巻物と漫画を比べて鑑賞する
ちょうじゅうじんぶつ ぎ が

「鳥 獣 人物戯画」と漫画『火の鳥』

が

こ

まん が

絵巻物と漫画の表現

現代の漫画には，古い絵巻物に共通する表現が使われているものもある。
い

●スピード・残像の表現

ちが

●絵巻物と漫画を鑑賞し，時代を超えた表現の共通点や違いを考える。

じ どう ず

●異時同図の表現

絵や彫刻など

絵や彫刻など

かんしょう

鑑賞

を比較して鑑賞することで，絵巻物

鑑賞

目標

から現代の漫画に通じる表現を学ぶ
えが

残像を線で描き，スピード感を表現している。

ちゅうごく

巻物形式の絵画は中国から伝わり，絵巻物として日本で独自に発展した。

同じ画面に同じ人物やものなどを複数描き，時間の流れを表現している。

まん が

絵巻物には，物語を伝えるという特性があり，現代の漫画に通じる表現も用いられる。
かんしょう

ことができます。

「鳥獣人物戯画」と漫画の表現との，共通点や違いを探してみよう。
絵巻物は右側から見る。

いしやまでらえん ぎ
し ほんちゃくしょく

14世紀

33.7×1367.4㎝
石山寺蔵（滋賀県）

ふ

ばんだい な ごん え まき

伴大納言絵巻 中巻／部分
（国宝）

『ちはやふる』

紙本着色

（第27首より） 2009年

出光美術館蔵
（東京都）

いでみつ

すえつぐ ゆ き

末次由紀

振り回すなぎなたの

31.5×858.7㎝

めいたんてい

『名探偵コナン』

12世紀

かんぺき

（File.2 完璧なアリバイより）

けんかをする子供（右上）と，けんかを止めら

［福岡県出身］

残像が描かれている。

ページをめくると，
「ゲルニカ」が掲

『ちびまる子ちゃん』
（その24
『まるちゃん

ひび

声の響きを線で描いて

や しき

おばけ屋敷にいく』

表現している。
ちょうじゅうじんぶつ ぎ

が

の巻より）
おつかん

1989年

鳥獣人物戯画 乙巻／

さくらももこ

部分（国宝）

ぼく が

［1965〜2018

紙本墨画 31.1×1224.5㎝
こうさん じ

高山寺蔵（京都府）

12世紀後半

生徒が先入観をもたずに鑑賞して自
分なりの考えをもてるように工夫し

き たく

京都国立博物館寄託

めくると…

品が描かれた背景などは掲載せず，

あおやまごうしょう

青山剛昌

1994年

［1963〜 鳥取県出身］

れる子供（左下）が，同じ画面に描かれている。

●声の流線表現

載されています。このページには作

し

©S.P

し

ほえる獅子の声が描かれている。

静岡県出身］

く ふう

漫画表現の工夫
漫画では，

●コマ割り
わく

物語の流れや登場人物の

漫画は，コマとよばれる枠で場

気持ちなどをあらわすために，

面を区切ることで成り立ってお
ふ つう

り，普通は上から下へ，右から

特有の表現方法が

左へ話が進む。コマの大小や配

用いられている。

はくりょく

置に変化をつけると，迫力のあ
る画面になる。

ました。

●文字の表現
『火の鳥』
（ヤマト編より）

「フキダシ」の中に入ったせり
ふの他，
「ピッ」などの効果音

1969年

て づかおさ む

ちょうじゅうじんぶつ ぎ が
し ほんぼく が

紙本墨画 31.1×1156.6㎝

絵巻物は，紙や絹でできた横長の

こうさん じ

12世紀後半

て

が

を手描きし，臨場感を表現して
いる。

越前和紙の
POINT 「鳥獣人物戯画」は，
風合いをもつ用紙に原寸大で印刷。まるで
本物を見ているかのような感覚を味わえます。
ごろ

高山寺蔵（京都府） 東京国立博物館寄託
ふ

手塚治虫［1928〜89 大阪府出身］

人間の生と死をテーマにさまざま
な時代を描いたシリーズで，ヤマ

き たく

ぶ たい

ト編では4世紀頃 の日本を舞 台 に

ま

画面に絵や文章で物語をあらわし，

全4巻の絵巻物。人間のように振る舞う動物をユーモ

している。手塚は「鳥獣人物戯画

軸に巻き付けたものだ。鑑賞する

アたっぷりに描いた甲巻が特に有名だ。墨の線の太さ

甲巻」の動物たちの表情や動き，

や濃淡を巧みに操りながら，必要最低限の描き込みで，

ためらいなく描かれた線などに注

『NARUTO-ナルト-』

的確に形をあらわす絵師の力量には目をみはる。右の

目し，「現代的な漫画のお手本」

（うずまきナルト!!より） 2000年

じく

❸ 作品の理解を深める
36

こうかん

鳥獣人物戯画 甲巻／部分（国宝）

●絵巻物の見方

（P.54〜55）

え まき

石山寺縁起絵巻 第二巻／部分
紙本着色

©小学館

（P.49〜52）

ちょうじゅうじんぶつ ぎ が

©末次由紀 / 講談社

鑑賞

絵巻物と漫画の表現

❷
「ゲルニカ」
をじっくり鑑賞する
ちが

漫画との共通点や違いを考えて，絵巻物を鑑賞しよう。

かたはば

えが

のう たん

たく

すみ

あやつ

か

こう かん

こ

ときには紙面を肩幅くらいに引き

出して見る。次の場面に進むとき
は，右手で紙を巻き取った後，紙

原寸大の図版を鑑賞し，軽やかな筆の動きや，動物の

のようだと高く評価していた。

面を左手で引き出す。

生き生きとした表情を感じ取ろう。

©手塚プロダクション

道 徳 科とのつながり

我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態度

次のページには，
「ゲルニカ」が描

かろ

37

原寸大

38

きしもとまさ し

岸本斉史［1974〜 岡山県出身］
©岸本斉史 スコット / 集英社

資 料 「海を越えた文化交流」

P. 9 3

39

2・3年 P.37,38「絵巻物と漫画の表現」

かれた背景や，パブロ・ピカソの作
家紹介が掲載されています。作品を
じっくり鑑賞し，自分なりの考えを

比較鑑賞ができるその他の題材
【１年】

もったうえで知識に触れられる構成

・P.18〜19「版であらわす美しさ」，P. 20〜21「絵から物語をつむぐ」…P.19とP.20の二つの木版画を比べて鑑賞し，
木版画のよさや美しさ，
表現の多様さを感じ取る。

にしています。

それぞれのよさや違いを感じ取る。
・P.30〜37「風神雷神―受け継がれる日本の美」…風神雷神を題材にした作品を比べて鑑賞し，

ふうじんらいじん

・P.50〜51「形や材料を比べてみよう」…さまざまなカップを比べて鑑賞し，
使う場面や目的によって材料や形などが工夫されていることを感じ取る。
・P.56〜57「世界の仮面と出会う」…世界各国の仮面を比べて鑑賞し，
共通点や違いを感じ取る。
【2・3年】
・P.10〜15「レオナルドとその時代」…レオナルドの「最後の晩餐」
と，
他の画家の「最後の晩餐」
を比べて鑑賞し，
表現の工夫を感じ取る。
ほくさい

・P.24〜31「北斎からゴッホへ」…北斎とゴッホの作品を比べて鑑賞し，
それぞれのよさと両者の関係性を感じ取る。
・P.68〜69「さまざまな椅子のデザイン」…さまざまな椅子を比べて鑑賞し，
使う目的や場面によって材料や形などが工夫されていることを感じ取る。

8

9

うった

●平和の大切さを訴える

Q4

Q5

随所にQRコードがありますが，
どのように活用すればよいでしょうか？

A4 動画や音声にリンクしていますので，

A5 美術での学びが他教科とどうつながるのか
表現

授業でご活用ください。

デザインや工 芸など

表現

工夫

絵や彫刻など

色の重ね方が実感的に理解できる早回し動画や，用具の使い方や制作の

みんなの

えが

鑑賞

学校の「とっておきの場所」を描こう。

毎日通る道。
「これから自分が

校門の横にある緑を見るとほっとする。

進んでいく道」として表現したい。

優しい色合いで描きたい。

やさ

1

風景を描く際，
色の重ね方がとても大事で
す。下描きから完成までの一連の流れを
紹介した早回し動画なら，
手順がよくわかり
ます。

この場所の

ふん い き

「優しい雰囲気」
を

画面を縦に
することを決める。

出すため，
少し花に
近づいた構図を考える。

2
光の当たっている

2

様子をあらわすため，

「道が続いていく感じ」
を

かげ

こ

影をしっかり描き込む。

表現するため，
目線を低くし，
かくにん

風景を何度も確認。

3

●デザインされた文字を鑑賞して，作者の表現の意図や工夫を感じ取る。

く ふう

文字の形や色，大きさなどが，内容に合わせて工夫されていることに気づくだろう。

確かめた。

すいさい

季

紙，
水彩 15×15㎝

自分の名前の中の一文字「季」
をデザインした。

生徒作品

歩く 紙，
ポスターカラー 47×31㎝

生徒作品

宝
（動物愛護）

紙，
ポスターカラー 53.4×37.5㎝

「人生を大切に歩む」という思

動物愛護のポスター。さまざまな動物

いを伝えるため，1歩ずつ歩ん

の形を組み合わせて「宝」という文字

でいく足跡をデザインした。

をつくり，その周囲に植物を描いた。

あしあと

えが

1年 P.45
国語科とのつながり
「漢字の成り立ち」

生徒作品
きょうきゃく

清流と橋脚
紙，
水彩

54×39㎝

もとの形

国 語 科 との つ な がり

昔の漢字

今の漢字

作者の言葉

5

この構図にしました。橋が主役

●漢字の成り立ち

6

立体感を出すために，影をつく

中でさまざまな漢字が生まれた

り，川に日光が当たって反射し

が，なかには二つ以上の字を組

ている様子を描きました。

1
2

4

3

手前にある白い花は，
細い筆を使い，

4

遠近感を出すため，

水を少なめにして

5

手前の色を重ねて濃くする。

色をつける。

6

き りゅう あゆ み

福島県：木龍歩美［1989〜 福島県出身］
こ ばやし こう た ろう

千葉県：小林孝太朗［1976〜 東京都出身］
かみ たに とし お

滋賀県：神谷利男［1964〜 京都府出身］
うち の くら あきら

大阪府：内之倉 彰［1982〜 兵庫県出身］
うるし ばら まさ ゆき

福井県：漆原正行［1975〜 東京都出身］
まつ だ

緑の休憩所 紙，
鉛筆，
アクリル 21×29.7㎝
作者の言葉

外に出る 紙，
水彩

上の部分は
「火」
，

み合わせて生まれたものもある。

てつ

山口県：松田 徹［1966〜 奈良県出身］

下の部分は
「人」
を

ほのお

例えば「集」は，「木」と鳥を

あらわす。
頭上に炎を

意味する「 隹 」を組み合わせ

ささげている人の

ふるとり

姿からできた。

た文字だ。たくさんの小鳥が群
れて木に止まる様子から，
「集

下の
「月」
は肉，

まる」という意味で使われるよ

上の部分は

うになった。文字の成り立ちに

右手をあらわす。
右手に肉を持つ

ついて知り，デザインの発想に

様子からできた。

生かそう。

生徒作品
生徒作品

「隹」
からできた。

国で使われ始めた。長い年月の

きが出るように工夫しました。

きゅうけいじょ

「木」
と鳥をあらわす

漢字は今から3000年以上前に中

になるよう正面に配置し，奥行

観光タイポグラフィポストカードより

の

を楽しく伝えられたかを

大好きなダンスをイメージして，

4

47都道府県の

中学3年間，毎日通る道なので「これから自分が進んでいく道」

あみ

「生活をいろどる文様」
という文様をデザインする題材では，
１年の数学科で学習する
「平面図形」
と関連させて，
エッシャーの敷き詰め模様を紹介しました。

紙 各9.5×14.2㎝ 2017年

作者の言葉

見てもらい，漢字の意味

紙，
ポスターカラー 18×18㎝

漁に使う網と魚を絵であらわした。

生徒作品

3

キャンヴァス，
油彩 31×31㎝

さまざまな緑色をつくる。

ずっと 紙，
鉛筆，
アクリル 29.7×21㎝

漁

インを考えた。

1年 P.43 数学科とのつながり「エッシャーの敷き詰め模様」

ちが

えんぴつ

完成した作品を小学生に

生徒作品

楽しく伝える文字のデザ
身の回りの気になった文字を
集めて参考にした。

2

いなか

ゆ さい

葉の色はそれぞれ違う。

生徒作品

スケッチをして，意味を

とくちょう

これらは地域の特徴を楽しく伝えるための絵はがきだ。それぞれどのように工夫されているだろう。

海 外 の 生 徒 作 品（ パ キ ス タ ン ）

パキスタンの片田舎のホテル

絵の具を混ぜ，

こ

漢字の意味を楽しく伝えるデザインを考えよう。

かんしょう

美術での学びが他教科とどうつながるのか，実感をもって理解できるようにしました。

風景を見ながら

4

発想
構想

●伝える相手と内容を考えて発想を広げ，形や色を工夫して文字をデザインする。

本の表紙や新聞，ポスターや看板など身の回りの文字を改めて見てみよう。

鑑賞

3

見えたので，
明るい色で

表現

く ふう

目標

1

橋の力強さをあらわすために，

青空が美しく

文字で楽しく伝える

題材の随所に，他教科とのつながりを示すコラムを設け，

く ふう

生徒作品の構図や色づかいの工夫を見てみよう。

水たまりに映った

強調して描く。

実感をもって理解できるコーナーを設けました。
絵と文字を組み合わせたり，文字の形や色を工夫したりして，楽しく伝わる文字をデザインしよう。

24

1

おく

奥行きを出すため，
心ひかれるこの風景

流れがわかる動画など，表現活動に役立つ映像資料を多数ご用意しています。

.
1年 P 「心ひかれるこの風景」

表現

技法動画 全33本

他教科との関連を
どのように図っていますか？

38×54㎝

作者の言葉
さ

小さな白い花がたくさん咲いていて，見ているとほっとする場所

トンネルから外に出るときの開放感が，とても心に残っ

あわ

としてあらわそうと思いました。道が長く伸びて見えるように，

です。優しい雰囲気を出すため，
全体を淡い緑色にし，
光が当たっ

遠近感を意識して描くよう心がけました。

ていることをあらわすために，葉の色に濃淡をつけました。

生徒作品

のうたん

夏の城下町

紙，
水彩

26×37.8㎝

44

ていたので，描きました。トンネルの内と外での明暗の

全国の中学生の作品を見てみよう。

資 料 「文字をデザインする」

P. 6 6～ 6 7

45

「文字で楽しく伝える」
という
文字をデザインする題材では，
漢字の成り立ちを紹介し，
デザ
インの発想に生かせるように
しました。

違いや，草木に当たる光の加減を，細かく再現しました。

作者の言葉

朝の光の当たり方や，影の出し方を工夫しました。たくさんの人が，この美
おとず

しい城下町を訪れてくれるといいなあと思いながら，描きました。

24

風景を描いている動画を見てみよう。

全国の中学生の作品を見てみよう。

25

「他教科とのつながり」
コラム一覧
びょう ぶ

え

国語科とのつながり▶︎「古典文学と 屏 風絵」
（1年 P.37）
.
2・3年 P 「レオナルドとその時代」

音声ガイド 全５本
大きく掲載されている鑑賞図版については，音声ガイドを聞くことが

ばん さん

「この中に裏切り者がいる。」
中央に座ったキリストが，
弟子たちにそう告げた場面。
その言葉を聞き，
弟子たちは動揺しています。
彼らの表情やポーズから，
心の中をのぞいてみましょう。
右端の3人は……

音声ガイドを聞くことのできる作品
ふうじんらいじん ず びょう ぶ

・
「風神雷神図 屏 風」1年P. 31〜34
・
「最後の晩餐」2・3年P. 13
ふ がくさんじゅうろっけい

「コピーを考える」
（2・3年 P.59）

か えんがた ど

か

な がわおきなみうら

・
「富嶽三 十 六景 神奈川沖浪裏」
2・3年P. 25〜26
・
「星月夜」2・3年P. 27〜28
・
「ゲルニカ」2・3年P. 49〜52

き

社会科とのつながり▶︎「火焔型土器 装飾に込めた願い」
（1年 P.53）
数学科とのつながり▶︎「エッシャーの敷き詰め模様」
（1年 P.43）

14

できます。鑑賞の授業の導入に使える1 分程度の音声です。

「最後の晩餐」
音声ガイドの原稿

「漢字の成り立ち」
（1年 P.45）
「美術鑑賞を広げる言葉」
（1年 P.80）

理科とのつながり▶︎「自然が教えてくれるもの」
（1年 P.74）
家庭科とのつながり▶︎「生活を豊かにする食の文化」
（1年 P.55）
ふくおかしんいち

POINT 原稿は生物学者・福岡伸一さんが執筆。
エッシャーの大ファンという福岡さんに，
エッシャーがなぜ敷き詰め模様に
興味をもったのか，
どのように模様をつくったのかなどをお書きいただきました。

ちょう

ヒロシマ・アピールズ 燃え落ちる蝶

（1分23秒の音声が収録されています。）

道徳科と
のつなが
り
103×72.8㎝
1983年
かめくらゆうさく

よこやま あきら

亀倉雄策［1915〜97 新潟県出身］ イラストレーション： 横山 明
生徒が道徳との関連を意識して学べるよう，
ヒロシマ・アピールズは，世界に平和を呼びかける取り組みとして1983年に始まった。
関連する題材では，ページ下部に道徳科の内容項目を示しました。
はん ぷ

毎年，一人のデザイナーが平和をテーマにポスターをデザイン。国内外に広く頒布される。

360度動画 全21本

56

立体の生徒作品につい

全国の生徒作品
約250点

ては，さまざまな角度

全国の中学生の作品を，

から鑑賞できる動画を

作者の言葉とともに見

ご用意しています。

ることができます。
好きな角度で止めて見ることができるの
で，
さまざまな視点から作品を鑑賞でき，
作者の工夫点がよくわかります。

道 徳 科とのつながり

公正，
公平，
社会正義／社会参画，公共の精神

その他のさまざまな工夫や，
指導に役立つ資料を
ウェブサイトでもご紹介しています。ぜひご覧ください。

「自分を見つめてあらわす」
「 風景をあら
わす」
などのカテゴリごとに，
生徒作品を
掲載しています。

URL : https://www.mitsumura-tosho.co.jp/
kyokasho/c_bijutsu/index.html
2・3年 P.56「メッセージを伝える」
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特集 2

令和4年度版
高等学校『美術1』の
ご案内

る
語
が
員
委
集
編

新版教科書 ここがおすすめ！
み

さわ

あつ

ひこ

三沢厚彦（彫刻家）

表現のヒントになる
「作家の手法」
「作家の手法」というページをぜひご覧ください。さまざまな作家
が作品をどう発想し，どのように制作しているのかが詳しく紹介さ

P.14

れているので，高校生が作品を考える際に参考になるのではないで
しょうか。私は，このページのために新作に取り組みました。

やす

むら

とし

のぶ

安村敏信（美術史家・北斎館館長）

本物に近い風合いを味わえる鑑賞題材
新版教科書では，鑑賞題材の見せ方に工夫を凝らしています。例え

P.15

ば，日本美術の作品は，和紙風の用紙に印刷されており，本物に近
い風合いを味わうことができます。

かわ

かみ

の

り

こ

川上典李子

（デザインジャーナリスト，
21_ 21 DESIGN SIGHT アソシエイトディレクター）

充実したデザイン題材
特に「比べて鑑賞する スプーンのデザイン」がおすすめです。先の

P.16

曲線や角度，柄の長さ，材料もさまざま。形や色の異なるたくさん
のスプーンを比較鑑賞することで，使う場面や目的によるデザイン
の工夫を理解できるでしょう。

な

とり

かず

ゆき

名取和幸

（色彩学研究者・一般財団法人日本色彩研究所常務理事）

色の世界が広がる
「混色のヒント＆色彩図鑑」
光村の高等学校『美術1』
の教科書が生まれ変わりました。
目ざしたのは，
高校生がもっと
「つくってみたい！」
「見てみたい！」
と思える教科書。
本特集では，
編集に携わった先生方に，
新版教科書の魅力をご紹介いただきます。
12

色の資料がさらにパワーアップしました。巻末には，
「混色のヒント」

P.17

と「色彩図鑑」と題した，切り離し式の資料がついています。表現
や鑑賞の際に手軽に参照でき，色の世界が広がっていくでしょう。
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み

表現のヒントになる
「作家の手法」

本物に近い風合いを味わえる鑑賞題材

高校生の発想・構想のヒントとなるよう，
「作家の手法」
というページを設けました。
画家，彫刻家，
デザイナーなど第一線で活躍している作家が，
作品をどう発想し制作しているのかを詳しく紹介しています。

「雲 龍 図」
「鳥 獣 人物戯画 甲巻」
，
，
しょ こく たき めぐ
しも つけ くろ かみ やま
たき
「諸国瀧廻り 下野黒髪山きりふりの滝」
は，
和紙風の用紙に印刷しました。
色合いや質感を，
より本物に近い風合いで鑑賞することができます。

さわ あつ ひこ

ちょうじゅう じん ぶつ ぎ

が

こう かん

お す す め ポ イント

お す す め ポ イント

このページの作品「Animal- 2020 - 01」は，新版教科書のために手がけた新作です。

日本美術の多くは，当時使われていた和紙に描かれていますので，

編集部が何度もアトリエに来て，作品ができるまでの過程をしっかり取材してくれました。

和紙のような風合いの用紙に印刷することで，ぐっと本物に近い感覚で

制作過程はもちろん，アイデアスケッチや，私が普段どのようなことを考えながら

。
鑑賞することができます。例えば，曽我 蕭 白の傑作「雲龍図」

作品をつくっているのかも詳しく紹介されています。

墨一色で大胆に描かれたこの作品の，深みのある墨の色やにじみのおもしろさを，

高校生が作品をつくるときのヒントにしてもらえたら嬉しく思います。

高校生にじっくりと味わってほしいなと思います。

三沢厚彦
彫刻家

うん りゅう ず

そ が しょうはく

P.40〜41「生命感をあらわす 作家の手法 三沢厚彦」

やす むら とし のぶ

安村敏信
美術史家・
北斎館館長

P.12〜14「墨で描く」

POINT

和紙のような質感
実際に手で触ると，
質感の違いがよくわかります。

POINT

アイデアスケッチや，
作家の言葉を掲載
作家が作品をどのように
発想しているのかがわかります。

POINT

制作過程を詳しく
制作の過程を編集部が密着取材し，
詳しく紹介しています。

★
「作家の手法」
紹介作家一覧
あさ い ゆう すけ

淺井裕介（画家）P.4〜5
なか じま ち なみ

中島千波（日本画家）新作
つ がみ

P.8〜9

P.40〜41

さ とう たく

佐藤 卓（グラフィックデザイナー）P.50〜51
ひろ むら まさ あき

（画家）P.24〜25
津上みゆき

葊村正彰（グラフィックデザイナー）P.53

遠藤彰子（画家）P.28〜29

皆川 明（デザイナー）P.57

横尾忠則（美術家）P.35

伊藤有壱（アニメーション作家）P.76

えん どう あき こ

よこ お ただ のり
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P.15〜18「絵巻物を楽しむ」

三沢厚彦（彫刻家）新作

みな がわ あきら

い とう ゆう いち

を
POINT 「鳥獣人物戯画 甲巻」

鑑賞を深められるよう，
適宜吹き出しで解説を入れています。

全て掲載

「鳥獣人物戯画」の中でも特に人気のある甲巻を，
初めから終わりまで全て掲載しました。
動物たちの生き生きとした表情や
軽やかな筆づかいなどを，
臨場感をもって鑑賞できます。

15

充実したデザイン題材

色の世界が広がる
「混色のヒント＆色彩図鑑」

生徒が取り組みやすいよう，
デザイン題材を刷新しました。
「比べて鑑賞する スプーンのデザイン」
という，
デザインの鑑賞題材も設けています。

新版教科書では，
「色の性質」
「色の効果」
「配色のヒント」など，
色に関する資料を豊富に掲載しています。
さらに，
巻末には切り離し式の資料もご用意しました。

お す す め ポ イント

かわ かみ

の

り

こ

川上典李子

デザインジャーナリスト・
21_ 21 DESIGN SIGHT
アソシエイトディレクター

お す す め ポ イント

高校生に身近なデザインにも目を向けてほしいと思い，スプーンを比較鑑賞するページを

巻末の切り離し式「混色のヒント＆色彩図鑑」がおすすめです。

設けました。幼児でも持ちやすいスプーン，カレーを味わうためのスプーン，

表面の「混色のヒント」は，色相環を意識してどのような色になるかを考えるための

アイスクリーム用のスプーンなど，たくさんのスプーンを掲載しています。

ヒントを示しています。裏面の「色彩図鑑」では，日本と西洋の代表的な伝統色を

使う場面や目的によって材料や形にさまざまな工夫が凝らされていることを，

紹介しています。この資料は切り離して気軽に持ち運べるので，絵を描くときや

この題材から実感的に理解できるのではないでしょうか。

作品を鑑賞するときなど，さまざまな場面で活用してほしいですね。
●表面：混色のヒント

な

とり かず ゆき

名取和幸

色彩学研究者・
一般財団法人
日本色彩研究所
常務理事

●裏面：色彩図鑑

P.60〜61「比べて鑑賞する スプーンのデザイン」

POINT

>> 赤・ピンク系の色

22点のスプーンを
掲載
それぞれを比較することで，
使う場面や目的によってデザインが
工夫されていることがわかります。

色彩
図鑑

デザイン題材は，
ポスター，
ロ
ゴマーク，
パッケージのデザ
インなど，
授業で取り組みや
すいものを精選しました。掲
載している作例は，
語り継が
れる名作から，
最新のデザイ
ンまで幅広く扱っています。
右：
「ヒロシマ・アピールズ
『ヒロシマという重石』」
左：アイデアスケッチ
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表現活動の際に手元
に置いて，
混色して色
をつくるときの目安にす
ることができます。
人々は生活の中で色
に親しみ，身近にあ
るさまざまなものに

桜色

さくらいろ

紅梅色

こうばいいろ

桃色

ももいろ

撫子色

けてきた。

POINT

ここでは各色の系統
別に，上段に日本の
伝統色，下段に西洋
の伝統色を並べた。
比較しながら，色の
世界の豊かさに触れ
てみよう。

なでしこいろ

鴇色

ときいろ

牡丹色

ぼたんいろ

トキという鳥の羽の色から
名づけられた。

ちなんで，名前をつ

ベビーピンク

>> だいだい・黄・茶系の色

紅

べに・くれない

茜色

あかねいろ

「日本の伝統色」
「西洋の伝統色」
を対比して掲載。
色を選ぶときのヒ
ントになるほか，
色
朱色
名の由来も知るこ
とができます。
しゅいろ

しんしゃ

ベニバナの花弁を染料とす
る色のこと。

アカネはアイと並ぶ最古の
植物染料。
根が染料となる。

辰砂（硫化水銀からなる鉱
物）
を原料とする顔料の色。

マゼンタ

カーマイン

スカーレット

バーミリオン

19 世紀のマジェンタの戦
いにちなんで名づけられた。

コチニールカイガラムシと
いう昆虫を染料とする色。

ペルシア語の茜染めの織物
が語源といわれる。

朱色と同じく，硫化水銀を
原料とする顔料の色。

持ち運びやすい

折りたたむとコンパクトになり，
絵の具セットに入れておけるサイズに。
ローズピンク
サーモンピンク
フラミンゴ
ストロベリー
いつでもどこでも気軽に参照できます。

あかね

谷折り
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作 家 の 肖 像
第 18 回

このコーナーでは，
毎回一人の作家を取り上げ，
美術評論家の酒井忠康先生に，
お話をうかがいます。

思慮深い観察者

で見える景色は異なる。両者の中間
猛烈な雨が降ると，雨粒は下から
上に上がっていくんだ―。

表現したかった部分です。
本来，人も自然界の一部であるは

た，印象的な言葉です。あらゆる対

ずなのに，文明の進歩とともに，い

象を注意深く見つめ，究極まで突き

つからか分岐してしまった。だから

詰めていく若林さんの目には，大雨

こそ，若林さんは自分の方から自然

がそのように映ったのでしょう。

に歩み寄ろうとしたのではないでし

若林さんは，思慮深い観察者でし

ょうか。若林さんにとって，犬は自

た。動植物をはじめ，さまざまな物

然界を代表する一つの象徴。犬の視

質や空間，自然現象など，あらゆる

点に立って，犬になったふりをする

対象を絶えず観察し，それらに対す

ことで，自然と人との距離感を確か

る深い省察や思索を，彫刻という形

めようとしたのでしょう。

で提示しました。

想像を遊ばせる作品

1936-2003

若林 奮

を訪ねる機会が何度かありました。

主に鉄を素材とする若林さんの作

ある日私が伺うと，アトリエの天井

品は，非情緒的で，丁寧に説明はし

に振り子のようなものが吊るされて

てくれません。でも，若林さんの膨

いました。それは，丸めた新聞紙に，

大な思索に触れるための「補助線」

糸を取り付けたもの。若林さんは，

は引かれています。鑑賞者は，その

その振り子に犬が飛びつく様子を，

補助線を頼りに，いろいろな想像を

一日中眺めていました。動物が「跳

巡らせるよう誘われるのです。

ぶ」という動作の構造を，ずっと観
察していたのでしょうね。

人と自然の関係を問う

作品は難解に見えるかもしれませ

娘さんのために，木製の玩具を作っ

は，森の中で自給自足の生活を送り，

トで制作したものですが，それらも

五感すべてを使って野生を知り尽く

やはり，楽しい想像を掻き立てる作

そうとした人物です。私は最近，若

品なのです。
（談）

若林さんは，自然に対する強い畏

紙，
木，
インク，
ジェッソ，
布，
バラ，
ハハコグサ
16.6×41.6×14.7㎝ 1980〜2000 WAKABAYASHI STUDIO蔵
両端に犬と自分が置かれている。
その両者の中間にある直方体の空間が，
自然と人間の関係をあらわしているとされる。
（撮影：山本 糾 画像提供：神奈川県立近代美術館）

方でした。若林さんは生前，二人の
ていました。父として，プライベー

ていたのではないかと思うのです。

上／
「雰囲気」

んが，会って話すと，非常に楽しい

ヘンリー・デイヴィッド・ソロー（※ 1）

林さんも，ソローと似た感性を持っ

18

にある空間こそ，若林さんが彫刻で

かつて若林さんが私に話してくれ

若かった頃，若林さんのアトリエ

わかばやし・いさむ
1936年東京都生まれ。彫刻家。東
京藝術大学美術学部彫刻学科卒
業。73年，文化庁芸術家在外研
修員として約1年間渡欧。80 年，
86年のベネチア・ビエンナーレに
出品。96年中原悌二郎賞受賞。
武蔵野美術大学教授，多摩美術
大学教授を歴任。主に鉄や銅、
鉛などの金属素材を使い，深い
自然観に基づく思索的な作品を
制作した。67歳で死去。

いうのは実に多様で，犬と人の視点

※1 ヘンリー・デイヴィッド・ソロー
（1817-1862）
アメリカの詩人，
作家，
思想家。
ナチュラリストの先駆者として知られ，
人間と自然の関係をテーマにした著書を残した。

敬の念をもっていました。
「自分が
自然の一部であることを確実に知り
たい」という言葉からも，人と自然
の関係に対する強い関心があったこ
とが窺えます。
「雰囲気」は，犬と人の関係を表
現した作品です。両者の関わり方と

酒井 忠康
さかい・ただやす
世田谷美術館館長，
美術評論家。
1941年北海道生まれ。慶應義塾大学卒業。
神奈川県立近代美術館館長を経て現職。
光村図書中学校『美術』代表著者。

左下／「オズ・4人」
鉄，
ハンダ，
ボルト，
木，
グワッシュ，
ジェッソ
高さ約30 ～ 40㎝ 1990年ほか WAKABAYASHI STUDIO蔵
童話
「オズの魔法使い」
を題材にした立体の玩具。
二人の娘のために，
プライべートで制作した。
（撮影：上野則宏 画像提供：
（株）
キュレイターズ）

右下／「残り元素Ⅰ」
鉄 87
（台座：58）
×36×86㎝ 1965年
神奈川県立近代美術館蔵
1965年の二科展に出品された初期の代表作の一つ。
鉄を素材とする彫刻作品を多く残したが，
鉄の扱い方は時代とともに変化していった。
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第

18 回

鳥獣人物戯画 甲巻
ちょう

じゅう

じん

ぶつ

ぎ

が

こう

かん

（部分）

紙本墨画

31.1×1156.6㎝

12世紀後半

高山寺蔵（京都府） 東京国立博物館寄託
※中学校教科書『美術2・3』P.36～37，
高等学校新版教科書『美術1』P.15～18に掲載

1000年の笑い

20

と ば そう じょう

作者は不確かだけど，鳥羽僧 正
かくゆう

覚猷という説がある（※ 1）。天台宗の

ただバカバカしいだけじゃなくて，

は武士が力を伸ばし，中央では院政

言ってこっそり回し読みされてたの

風刺的だったんだろうな。

が始まり，権力が不安定になってい

かも？ サルが誰だったの？ カエ
想像は膨らむ！

おなじみ鳥獣人物戯画！

座主まで上り詰めた偉い人だけど，

風刺は，その時代時代の社会や政

った時代だ。きっとどこかのお寺か

ルが何なの？

カエルやウサギが相撲をとったり，

一方で相当ユーモラスな面もあった

治を笑いでくるんで，やんわり批判

お屋敷に仲間が集まり，鳥獣人物戯

1000年前の笑いを1000年前のように

面白おかしく描かれた超有名な絵巻

らしい。なんと「放屁合戦」なんて

する。西洋で風刺画が流行ったのは

画を見ては「このサル，全くあのお

楽しんでみたい。

物。これは日本のマンガの先祖だな

作品も遺しているほどだ。オナラだ

19 世紀だった。政治に参加すること

方のとおりですな（笑）
」
「いやいや

一方未来はどうなんだろう？

んて言われてるんだけど，ボクが鳥

ぞ。今じゃ子供が描いても叱られる，

になった市民に社会や政治の構図を

カエルにはなりたくないものよ」な

時代が変わっても風刺は生きてい

獣人物戯画から引き継ぎたいのは，

かも（笑）
。

分かりやすく説明するために，ある

どと，時の権力者や風潮を笑ってい

る気がするぞ。なんて鳥獣人物戯画

たに違いない。

を見ながら，1000 年後の笑いに想い

絵柄や技法ではなくて「笑うキモ

遺言も有名で「遺産の分け方は腕

いは権力者をこきおろすことで市民

チ」
。鳥獣人物戯画を見ていると，

力で決めろ」などと言い遺したらし

たちが溜飲を下げるような役割を果

立派なものや美しいものだけでなく，

い。これは強い者が勝ちというその

たしていた。

面白いものや皆で楽しめるものも，

時代の風潮を皮肉りたかったんじゃ

ちゃんと時代を超えて残っていくん

ないかと言われている。この遺言の

だなと思える。

ように，鳥羽僧正が目指した笑いは

鳥獣人物戯画が描かれたころはど
うだったんだろう？
1000 年前は平安時代末期。地方で

市民が皆で楽しむような風刺では

を馳せるのだった。

なく，仲間内でこっそり楽しむもの
だったのだろうか？ もしかして見
つかるとまずいものだったとか？
「これヤバイやつなんだけど」とか

※1
鳥獣人物戯画の作者については，
鳥羽僧正覚猷が描いたとする説以外にも，
近年では寺院に属する絵仏師だったとする説や，
宮廷絵所の絵師だったとする説などがある。
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