作 家 の 肖 像

その難問題と向き合って，自分なり

もの静かな佇まい

の答えを出そうとしたのです。日本
日本画家・髙山辰雄との出会いは，
1967年に遡ります。私が勤めていた

ことができたのにもかかわらず。こ

美術館で髙山さんの展覧会（※）が開か

こに，日本画家・髙山辰雄の“人”

れたときのことです。ただ，このと

と“芸術”の軌跡があると，私は考

きは，それほど親しくお話をするこ

えます。

とはなかった。だから思い出される
たたず

のは，その紳士的でもの静かな佇ま
第 13 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。

いばかりです。
ところが，展覧会後に寄贈された
一つの作品を通して，私は髙山さん
ひ

髙山さんは，非常に思索的な人で
した。自分の内面にある衝動に耳を
澄ませて，内側から作品をつくった。

しな

ゆ

違った。考えようとして，わかろう

術館。今回の授業は，ここから始ま

動が焼き付けられていったのでしょ

として表現し，そしてどんどんわか

る。館所蔵の作品を鑑賞し，そこか

うか。深い時間と空間の中に引き込

らなくなっていったのではないか。

ら読み取ったメッセージへの返答と

まれるようなおもしろさと新鮮さを

私にはそう思えてなりません。

なる作品，
“Answer Art”
を制作する

ントロールして，澄明な世界に昇華

第２・３時：発想・構想

Answer Art の構想を練る
● 作品から感じたことや考えたことを
想起し，
返答したいメッセージをまとめ
る。
● 返答したいメッセージをもとに，
作品
の構想を練る。

第４〜８時：制作

生徒を乗せたバスが向かったのは，

Answer Art をつくる

著作権の関係で,
● 材料や用具の特性を踏まえ，
意図
に応じてそれらを使い分けるなどして，
ウェブサイトでは
自分の表現方法を追究しながら表現
作品を掲載できません。
する。
第９時：発表・鑑賞

他者の作品を鑑賞する

のだ。
いちなり

鑑賞する作品は，日本画家・市成
たい こう

太 煌の「森の話 ⑵」
。館内に足を踏
み入れ，フクロウのいる湿原の風景
せいひつ

さを感じる」
「全体的に暗いイメー
ジ」
「夜なのか朝なのかわからなく

念ながら個人的なお付き合いをもつ

を惹きつけるものであり，髙山辰雄

な雰囲気に息をのむ生徒たち。彼ら

て不思議な感じ」といった印象だ。

には至りませんでした。だから，髙

絵画の本質であるのかもしれません。

がどのようにこの作品を捉え，それ

先生は，今度は絵の中に具体的に

亡くなる１年前に描かれた自画像

をもとにどのような作品を生み出す

にある存在のままです。

「自冩像二〇〇六年」は，その境地

のかを追う。

日本画の中に答えを求めて

「日本画は，敗戦後の現実世界を

描くのには向かない」
。戦後，そう
した考え方が広がった時期がありま
す。装飾と様式によって美化された

世界を描く日本画には，いうなれば

に達しているといえます。

特集

6ｰ・ 右下・

美術での学びをより深いものにするために、
表現と鑑賞の指導の関連を図ることが
求められています。しかし、
それは具体的に
どのような授業によって実現されるのでしょうか。
その一つの在り方として、鑑賞作品から受け取った
メッセージへの返答となる作品をつくる、
という授業をご紹介します。

撮影鈴木俊介
（Ｐ4

右／「自冩像二〇〇六年」

が描かれた絵を前にして，その静謐

・名塚ちひろ（Ｐ7 9ｰ・ 右上）
ｰ）

紙本彩色 142×77㎝ 2006年
2006年に自宅で倒れて骨折後、
そのリハビリを続ける日々の中で
描かれた作品。
画家初めての自画像。

させることができる。それが私の心

山さんは，私の中ではいまだに遠く

未解決の世界をさまよって，最後

まで完結しなかった。それが，髙山
辰雄という人なのです。
（談）
※「香月泰男・髙山辰雄展」
（1967年）
東京美術学校時代の同期である
洋画家・香月泰男と髙山辰雄の二人展。
神奈川県立近代美術館 鎌倉にて開催。

第１時

『鑑賞した作品への返答となる

ずは，よく見てみてください」
。更

らこのことを克服しようとした，数

少ない現代的な画家でした。そして，
日本画の世界の中に身を置いたまま，

みんなでさまざまに考えを出し合う。

作品を掲載できません。

映されていないのだ，と。

酒井 忠康

で迷う子の発言をきっかけにして，

ウェブサイトでは
も見てもらいたいので，順番に前に
に入ります。今日は，みんなのため
に作品を用意してもらいました。ま

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。

生徒

筆記用具，
自分の作品に必要な材料

● 鑑賞作品から感じたことや考えたことを基
に自らが表現したいことを構想し，
構成を工夫
しながら創造的に表現することができる。

information
評価規準
● 主題などを基にして，
主体的に構成を練ろ

ここで，先生が切り出す。
「近くで日本画家・髙山辰雄の回顧展が開催されます。
Answer Art をつくる』という授業
著作権の関係で,
うとしている。
（美術への関心・意欲・態度）

人間の問題意識というものが何ら反
髙山さんは，日本画家でありなが

準備するもの

教師 端材・紙粘土・画用紙など各種素材，
紙本彩色 216×146㎝ 1998年 加工
大分県立美術館蔵
・接着・着色のための各種用具
向けさせていく。
「何が描かれてい
帰郷した折に立ち寄った湯布院の金鱗湖周辺を描いた。
本作をはじめとし，
故郷・大分の原風景を舞台とした作品も残す。
る？」という問いに，
「フクロウ」
学習目標

える生徒たち。
「月」か「太陽」か

「前に予告したとおり，これから，

指導計画

上／「由布の里道」
描かれているものへと，生徒の目を

と答
「森」
「川」
「エンレイソウ（※）」

作品の声を聴こう

● 他者の作品を鑑賞し，
美術作品の
もつ価値や作者の意図について理
解を深める。

この授業のためにしつらえられた作品を
みんなで囲み，
対話による鑑賞を行う。

覧会に関わる機会を得たものの，残

鑑賞から
主題を
生み出す

1912-2007

髙山辰雄

その後，もう一度，髙山さんの展

ちょうめい

● 対話をしながら，
作品に描かれてい
る内容・メッセージを読み取る。

ウェブサイトでは
作品を掲載できません。

度も目にするうちに，自分の中に感

に表現しません。それを徹底的にコ

鑑賞する。

（生徒数33名）

先生

学校から20分ほど離れた釧路市立美

奥にあるそうしたものを，そのまま

● 釧路市立美術館で「森の話⑵」
を

き

いう側面がありますが，髙山さんは

おう

“鑑賞作品”
を鑑賞する

更科結著作権の関係で,
希
2年B組
さら

画への関心が薄かった私ですが，幾

髙山さんはしかし，自分の心の内

（全 9 時間）
紙本彩色 218.5×136.5㎝ 1963年 神奈川県立近代美術館蔵
生徒の活動
旅先で見かけた一人の女性がじっとしゃんでいる姿に，
人間が背負わざるをえない孤独を感じ，
第１時：鑑賞
その記憶をもとに作品を制作したといわれる。

北海道教育大学附属釧路中学校

たことを整理して見える形にすると

ない

授業展開

左／「夜」

ろ

の作品とは，
代表作「夜」
。当時，
日本

せてくれた作品なのです。

10

くし

「表現する」ということには，考え

れは，私に日本画への興味をひらか

たかやま・たつお
10
1912 年大分県生まれ。日本画家。
11
東京美術学校
（現 東京藝術大学）
在学中より同校教授の日本画家・
松岡映丘に師事。34年に「湯泉」
が帝展初入選。46年に「浴室」
，
49年に「少女」が日展特選。82 年
文化勲章受章。83年大分市名誉
市民に推挙。95年パリで髙山辰
雄展を開催。2007年 95歳で死去。

澄明な世界へ

鑑賞作品への
を
“Answer Art”
つくろう
！

に惹かれていくことになります。そ

この作品に感じるようになった。こ

7

画を投げ捨てて，外の世界に向かう

授 業 リ ポ ート

科先生の声で授業は始まった。静け
さのなか，生徒たちはじっと絵を見
つめ，全体から受ける印象について
ワークシートに書き込んでいく。隣
どうしでのやり取りを経て挙げられ
たのは，
「フクロウの表情などに寂し

来て，見てみてください」
。
生徒たちは，絵に近づき，まじま

・髙山辰雄展
人間表現しよう
としている。
（ 美術への関心・意

● 材料や用具の特性などを生かし，
工夫して

̶
森羅万象への道
欲・
態度）

● 主題などを基に想像力を働かせ，
大分県立美術館の所蔵作品を核として，
過去 形や色
彩の効果を生か
して，
省略
・
強調など
じと鑑賞する。そして，気づいたこ 最大規模の約120点を集め，70余年にわた を考え，
創造的な構成を工夫して，
表現の構想を練っ
る髙山辰雄の画業を回顧する展覧会。
とを全体で共有していく。先生は，
ている。
（発想や構想の能力）
（大分市）
場所 ◆ 大分県立美術館
● 自分の意図に合う新たな表現方法を工夫
個々の言葉を受け止め，さらに深め 会期 ◆ 2018年7月7日～8月19日
するなどして創造的に表している。
（創造的な
:00～19:00
（最終入館18:30）
る問いを重ねていく。発言はゆっく 開館時間 ◆ 10
技能）
※金曜日・土曜日は20:00まで
: 30）
● 造形的なよ
（最終入館19
さや美しさ，
表現の工夫につい
りと，作品の主題に迫ろうとするも
て思いや考えを話し合い，
対象の見方や感じ
のへと変化していった。
方を広げて鑑賞している。
（鑑賞の能力）

※エンレイソウ ユリ科の多年草。なかでもオオバナエンレイソウは，
北海道に生育する。
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