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子どもたちの鑑賞のようすから

を原寸大で模写した作品です。石の形が不定形なので、象の姿のようにも見えるのですが、一人の子は「あ

しのおやゆび」に思えたそうです。作品が大きいので、指と言うには巨大す ぎて、みんなも最初は分からな

かったようですが、しばらく見ていると理解できたようで、あちこちから「オー ！」という声が上がりました。「しんか

んせん（シンカリオン）にみえる」という意見も同じで、それぞれの子がもつイメ ージとつながる要素を画面に

見出し、共有 ・共感できたことを示しています。就学前の子どもにとって鑑賞における見立ては、共感につな

がり、とても楽しい活動になるようです。(2018年10月31日おおぎ認定こども園の見学から）

ホルスト・アンテス〈青いカーテンのある頭部〉

1981-82年 アクリル絵具、木板

181.5X188.9cm 徳島県立近代美術館

4歳児のイメ ージの交換

「パブのにおい。

パブのにおい」

（「いいにおい」のカー ドを手にした子

ども。「パブ」は入浴剤のことのよう）

「どんなにおい？」（先生）

「いいにおい」（子ども）

「おふろに行ってんの？」

（先生）（子どもは、当たり前と言いた

げな顔）

カー ドあそび（レシピ2)の要領で

鑑賞していた4人のグルー プの話を、

先生が聞きつけて質問をしたときの

ようす です。子どもたちは、ホルスト ・

アンテス〈青いカーテンのある頭部〉

を見て、意見交換をしていました。人の頭部の形をしたキャンバスに大きな頭の人物が描かれた、どこか解

釈を拒むような難解さのある作品です。しかし、青いカーテンのある白い室内に、裸と思われる人物がいます

ので、子どもたちは、それを浴室と解釈したようです。カー ドあそびで引いた「いいにおい」カー ドによって、浴

室のイメージが香りとともに引き寄せられたのでしょう。

子どもたちは、「バブ」と言ったり、「バスボール」（別の入浴剤）と言ったりしているので、先生は思わず顔

がほころんだそうです。そして先生は、怪しそうに思われた画中の人物が、リラックスしてお風呂に入っている

ように思えてきたので不思議だったと話してくれました。

40 

著作権の都合により
画像を表示しておりません。



この4歳さんたちは、3歳クラスだった2月にも美術館見学に来てくれています。意見が認められる「お

しゃべり鑑賞」を経験していると、子どもたちどうしで、自由 にイメ ージを交換できるようになっていくようです。

(2018年12月6日徳島市立八万保育所の見学から）

奈良美智〈UNTITLED(BROKEN TREASURE)〉

1995年 アクリル絵具綿布

150.0X150.0cm 徳島県立近代美術館

4歳児のイメージに感激

「はっぱが

おれているから」

（「シーンとしている」と

感じた理由）

カ ー ドあそび（レシピ2)で

「シー ンとしている」というカ ー

ドを引い た 子 ど も が、奈良美

智〈UNTITLED(BROKEN 

TREASURE)〉と つなげて解釈

したときの言葉 です。折れた双

葉を持 つ子どもが描かれた作品

には、「壊れた宝物」というタイト

ルがつけられています。画面の子

どもは、「宝物」のように思ってい

た双葉が折れ、茫然としているよ

うにも見えます。

先生は、この4歳児の言葉を聞いて、「葉が折れてしまい、気持ちが沈んでいる気持ちが想像できるんや

な」「相手の立場に立てたんやな」と嬉しくなってきたといいます。(2018年12月6日 徳島市立八万保育

所の見学から）

2鑑賞一美術誼で、就学前施設で 41 

著作権の都合により
画像を表示しておりません。



子どもたちの鑑賞のようすから

パブロ・ピカソ〈赤い枕で眠る女〉

意見を付け加えて楽しむ4歳児

「クスクスクス」

（グループのみんなで笑っている）

「このひと、かみがあかいな」

「めがみっつあるみたいやな」

「おしりがうえをむいてるな」

眠る女性を多視点から描いたパブロ ・ ピカ

ソ〈赤い枕で眠る女〉(1932年）を、4人のグ

ルー プで見学しているときの会話です。ここか

らは、友だちの意見を聞き、自分の意見を付

1932年 油彩 キャンバス 38.0X46.0cm 徳島県立近代美術館 け力0えな力ゞら、「おしゃべり」が展開しているの

が分かります 。(2018年12月6日徳島市立八万保育所の見学から）

パウル・クレー〈子供と伯母〉

1937年 油彩石膏、ジュート 72.0X53.0cm 徳島県立近代美術館

42 

3歳児も負けじと発表

「みどり」

（作品のなかの部分を指さして）

「オレンジ」

「ピンク」

パウル ・ クレ ー 〈子供と伯母〉を、3、4歳の

異年齢のグループで鑑賞し、作品のなかの好

きな色をみんなで発表してもらいました。4歳

児が活発に発表します ので、3歳児も負けじと

教えてくれます。(2018年10月27日鳴門教

育大学付属幼稚園の見学から）

言葉は短くても、一生懸命発表しようとして

くれました。楽しい場の雰囲気が伝わり、参加

したいと思えてきたのでしょう。そして、そのよう

な経験が、次の見学のときに生きてくるのだと

思います。

著作権の都合により
画像を表示しておりません。
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