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ศ┴࠾ࡅࡿ⨾⾡㚷㈹ᣦᑟࡢᐇ㊶◊✲
⸨   ᗣ Ꮚ 㸨㸯࣭ᮌᮧ அ㸨㸰࣭ ⏣ ♩ᚿ㸨㸱

࠙せ ᪨ࠚ  ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠕ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆㄒࡾྜࡗࡓࡾ㸪⮬ศࡢ౯
್ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ᢈホࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ࡞㸪㚷㈹ࡢᣦᑟࢆ㔜どࡍࡿࠖࡇ➼ࡀ
ᨵゞࡢᰕ࡞ࡾ㸪㚷㈹ࡢᣦᑟࡀ୍ᒙ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ㸪ᩍᮦ㊊ࡸᣦ
ᑟἲࡢᬑཬࡢ㐜ࢀ➼ࡢ⌮⏤ࡽ㸪⌧ᅾศ┴ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯཬࡧ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪
㚷㈹ࡢᣦᑟ༑ศ࡞㛫ࢆࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢᨵ
ၿࢆᅗࡿࡓࡵ㸪Ꮫᰯ⌧ሙศᏛ㸪ศ┴❧ⱁ⾡㤋㸪ศ┴ᩍ⫱ጤဨ
➼ࡀ㐃ᦠࡋ㸪⥅⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ⨾⾡㚷㈹ᣦᑟࡢᐇ㊶◊✲ࡘ࠸࡚ሗ
࿌ࡍࡿࠋ
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚ  㚷㈹ᣦᑟἲ ᆅᇦࡢ⨾⾡ᩥ 㚷㈹ᩍᮦ ࣮ࢺ࣮࢝ࢻ

Ϩ ࡣࡌࡵ

 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࠾࠸࡚ࠕ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆㄒࡾྜࡗࡓࡾ㸪⮬ศࡢ౯್ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ᢈホࡋྜࡗ
ࡓࡾࡍࡿ࡞㸪㚷㈹ࡢᣦᑟࢆ㔜どࡍࡿࠖࡇ➼ࡀᨵゞࡢᰕࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺㸪ᅗ⏬ᕤ
స࣭⨾⾡ࡢᤵᴗ࠾࠸࡚㚷㈹ᣦᑟࡢᐇࡀ୍ᒙ㔜どࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ

㸧㸧㸧

ࠋࡲࡓ㏆ᖺ㸪ᅜⓗ

⨾⾡㤋࣭༤≀㤋➼ࡢᩥタ࠾࠸࡚⨾⾡㚷㈹ᨭᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡀ┒ࢇ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ୖ㔝⾜୍Ặࢆ୰ᚰࡍࡿᮾி㒔ᗓ୰ᕷ⨾⾡㚷㈹ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 㸧ࡸᕞᕷ⨾⾡㚷㈹ᩍ⫱࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢ◊✲



ࢆጞࡵࡋ࡚㸪⨾⾡㤋Ꮫᰯ⌧ሙࡸᏛࡀ㐃ᦠࡋࡓ⨾⾡㚷㈹ᩍ⫱ࡢ◊✲ࡀ

ࡁ࡞௦ࡢ࠺ࡡࡾ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
୍᪉㸪⌧ᅾࡢศ┴ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯཬࡧ㧗➼Ꮫᰯ┠ࢆྥࡅ࡚ࡳࡿ㸪ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࠾ࡅ
ࡿࠕᩍᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕᣦᑟἲࡢᬑཬࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠖࠕ⨾⾡సရࡢᇶ♏ⓗ࡞ぢ᪉ࢆᏛࡪᶵ
ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕ⨾⾡㤋ࡢ㐃ᦠࡀᅗࡾ࡙ࡽ࠸ࠖ➼ࡢ⌮⏤ࡽ㸪㚷㈹ᩍ⫱ࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ
࡚࠸࡞࠸࠸࠺≧ἣࡀከࡃࡳࡽࢀ㸪㚷㈹ᩍ⫱㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡸ◊✲ࡢ㊊ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓ 㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ศ┴࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚㸪ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᏛᰯ⌧ሙ
ศᏛ㸪ศ┴❧ⱁ⾡㤋㸪ศ┴ᩍ⫱ጤဨ➼ࡀ㐃ᦠࡋ͆ᆅᇦࡢ⨾⾡ᩥ᰿ࡊࡋࡓ͇
㚷㈹ᩍ⫱ࡢᐇ㊶◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋศ┴ࡣྂࡃࡽ☻ᓴࡸ᐀㯌ࡢ༡⻅ᩥ㸪
⏣⬟ᮧ➉⏣ࡢ㇏ᚋ༡⏬㸪ᮡࡸ➉ࡼࡿᕤⱁ㸪⚄ᴦ➼ࡢ᭷ᙧ࣭↓ᙧᩥ㈈ࡀ㇏ᐩᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㏆⌧௦࠾࠸࡚ࡶ㸪⚟⏣ᖹඵ㑻ࡸ㧗ᒣ㎮㞝㸪☾ᓮ᪂࠸ࡗࡓୡ⏺ⓗⴭྡ࡞సᐙࢆᩘከ

ᖹᡂ 24 ᖺ 5 ᭶ 31 ᪥ཷ⌮
㸨1 ࡩࡌ࠸࣭ࡸࡍࡇ ศᏛᩍ⫱⚟♴⛉Ꮫ㒊ⱁ⾡࣭ಖయ⫱ᩍ⫱ㅮᗙ㸦⨾⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ㸧
㸨2 ࡁࡴࡽ࣭ࡢࡾࡺࡁ ศ┴⏬⯆㒊┴❧⨾⾡㤋᥎㐍ᒁ㸦๓ศ┴ᩍ⫱ᗇ⩏ົᩍ⫱ㄢ㸧
㸨3 ࡳࡓ࣭ࢀ࠸ࡋ ศᏛᩍ⫱⚟♴⛉Ꮫ㒊ⱁ⾡࣭ಖయ⫱ᩍ⫱ㅮᗙ㸦⨾⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ㸧
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ࡃ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㒓ᅵࡢ㇏࡞⨾⾡ᩥ┠ࢆྥࡅ㸪㒓ᅵ᰿ࡊࡋࡓ⨾⾡ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉
ࢆᶍ⣴ࡋ࡚ࡁࡓ㸪Ꮫᰯ⌧ሙศᏛ㸪ศ┴❧ⱁ⾡㤋㸪ศ┴ᩍ⫱ጤဨ➼ࡢ⨾⾡㚷㈹ᣦ
ᑟࡢᐇ㊶◊✲ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ


ϩ Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࠾ࡅࡿ㚷㈹ᩍ⫱ࡢ⨨࡙ࡅ

ᖹᡂ 20 ᖺ 8 ᭶ᨵゞࡉࢀࡓᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿

㸧

࡛ࡣ㸪ᅗ⏬ᕤస⛉ᨵゞࡢ㊃᪨ࡢ୰࡛ࠕࡼ

ࡉࡸ⨾ࡋࡉࢆ㚷㈹ࡍࡿ႐ࡧࢆࢃ࠺ࡼ࠺ࡍࡿࡶ㸪ឤࡌྲྀࡿຊࢆ୍ᒙ㇏⫱࡚ࡿࡓࡵ
㸪⮬ศࡢᛮ࠸ࢆㄒࡾྜࡗࡓࡾ㸪⮬ศࡢ౯್ព㆑ࢆᣢࡗ࡚ᢈホࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ࡞㸪㚷㈹ࡢᣦ
ᑟࢆ㔜どࡍࡿࠋࠖࡇࡀ᫂グࡉࢀ㸪㚷㈹ᩍ⫱ࡢᚲせᛶᐇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ෆᐜࡢ
ᨵၿ࠾࠸࡚ࡣゝㄒάືࡢᐇ㸪༶ࡕࠕヰࡋࡓࡾ㸪⪺࠸ࡓࡾࡍࡿࠖࡇࡸࠕヰࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿࠖ
࡞ࡢᏛ⩦άືࡀ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪⨾⾡㤋ࡢ⏝ࡸ㐃ᦠ㓄៖ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑠ
Ꮫᰯࡢᩍ⫱⌧ሙ⨾⾡㤋ࡀ┦ࡾධࢀࡍࡿ◊✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᅾ㸪ศ┴❧ⱁ⾡㤋
࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅜࡢ⨾⾡㤋ࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ⨾⾡㤋ᩍ⫱ࡢᐇ࣭ಁ㐍ࡢὶࢀἢ࠺ࡼ࠺㐍
ࢇ࡛Ꮫᰯᩍ⫱⌧ሙࡢ༠ຊᏛⱁဨࢆὴ㐵ࡋ㸪ᡤⶶసရࡢᒎ♧ࡸゎㄝຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 20 ᖺ 9 ᭶ᨵゞ㸧㸧ࡢᣦᑟィ⏬ࡢྲྀࡾᢅ࠸࠾࠸࡚ࡣ㸪㚷㈹ࡢ㢟
ᮦ㸪⨾⾡㤋➼ࡢά⏝ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅᇦࡼࡗ࡚⨾⾡㤋࣭༤≀㤋➼ࡢタࡸ⨾⾡ⓗ࡞ᩥ
㈈ࡢ≧ἣࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪Ꮫᰯࡸᆅᇦࡢᐇែᛂࡌ࡚㸪ᐇ≀ࡢ⨾⾡సရࢆ㚷㈹ࡍࡿᶵࡀᚓࡽࢀ
ࡿࡼ࠺ࡋࡓࡾ㸪సᐙࡸᏛⱁဨ㐃ᦠࡋ࡚㸪ྍ⬟࡞㝈ࡾከᵝ࡞㚷㈹య㦂ࡢሙࢆタᐃࡍࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋࠖ࠶ࡾ㸪㚷㈹ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡣ㸪Ꮫᰯࡢᩍᐊࡢ୰㛢ࡌࡇࡶࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᑓ㛛ᐙࡢ▱ぢࢆ
⏝ࡋ㸪⨾⾡㚷㈹ࡢ㉁ⓗ࡞῝ࡲࡾࢆᅗࡿࡓࡵබඹタࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ່ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 21 ᖺ 12 ᭶ᨵゞ㸧㸧࡛ࡣ㸪⨾⾡⛉ࡢ⛉┠⦅ᡂࡢ➨ 13 ⠇ 㚷㈹
◊✲ࡢෆᐜࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢ୰࡛ࠕᏛᰯࡢᐇែᛂࡌ࡚⨾⾡㤋࣭༤≀㤋➼ࡢタࢆ⏝ࡋ࡚సရࢆ
㚷㈹ࡋࡓࡾᩥ⊩ࡸ㈨ᩱࢆㄪࡓࡾ㸦ᚋ␎㸧ࠖ࠶ࡾ㸪⨾⾡㤋⏝ࡢಁ㐍ࡀ່ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ศ┴❧ⱁ⾡㤋࡛ࡣ㧗➼Ꮫᰯࡢฟ๓ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫⱁဨࡢ㧗ᗘ࡞▱㆑⤒㦂ࡀᤵᴗ
ᫎࡉࢀࡿᶵࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Ϫ ศ┴ࡢ㚷㈹ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿືྥ

ᖹᡂ 17 ᖺᗘ᪂ศ┴⥲ྜᩍ⫱ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆࡣࡄࡃࡴᏛᰯ
ᩍ⫱ࡢ㐀ࢆ┠ᣦࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍ࡘࠕᩥⱁ⾡άືࡢ᥎㐍ࠖࡀᐃࡵࡽࢀ㸪⌧ᅾࡲ࡛ᵝࠎ࡞
ᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ᖹᡂ 18 ᖺᗘࡽ 19 ᖺᗘࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓࠕឤᛶࡁࡽࡵࡃⱁ⾡ᩍ⫱᥎㐍ᴗ࡛ࠖࡣ㸪ඣ❺⏕
ᚐࡢ㇏࡞ឤᛶࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵ㸪᥎㐍ᆅᇦࡈᆅᇦⱁ⾡ᩍ⫱᥎㐍ྜྠ◊✲ࡀᐇࡉࢀࡿ
ࡶ㸪ᆅᇦேᮦࡢά⏝ࡼࡿᆅᇦᏛᰯࡢ㐃ᦠࡋࡓ⨾⾡ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࡢᴗࡢ◊✲ᡂᯝࡣ㸪Ꮫᰯࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾᆅᇦேᮦࢆά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋᡂ
ᯝ≀࡛࠶ࡿឤᛶࡁࡽࡵࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡣ┴ෆࡢྛᏛᰯ㓄ᕸࡉࢀ㸪ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ 20 ᖺᗘࡽ 21 ᖺᗘࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓࠕ⨾⾡㚷㈹ᩍ⫱ᨭᴗ࡛ࠖࡣ㸪㒓ᅵࡢ⨾⾡࣭స
ᐙࢆྲྀࡾୖࡆࡓ㚷㈹ᩍᮦࢆసᡂࡋ࡚㚷㈹ᩍ⫱ࡢᐇࢆᅗࡿศ┴࡞ࡽ࡛ࡣࡢⱁ⾡ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍ
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ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢᴗࡢ◊✲ᡂᯝࡋ࡚㸪㒓ᅵࡢⱁ⾡సရࢆࡗࡓ⨾⾡㚷㈹ᨭᩍ
ᮦࠕ࣮ࢺ࣮࢝ࢻศ┴∧ࠖࡢᡂᣦᑟἲࡢ㛤Ⓨࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋḟᖺᗘࡽ࣮ࢺ࣮࢝ࢻ
ศ┴∧ࡢ↓ᩱ㈚ฟࡀ㛤ጞࡉࢀ㸪⩏ົᩍ⫱ㄢ㹆㹎➼࡛ᗈሗάືࡀ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
ᖹᡂ 22 ᖺᗘࡽᖹᡂ 24 ᖺᗘࡲ࡛ࡣࠕ⨾⾡㚷㈹ᤵᴗຊྥୖᴗࠖࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋඣ❺⏕
ᚐࡢ㇏࡞ឤᛶࡸ㐀ᛶࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵ㸪Ꮫᰯ⌧ሙࡸ┴❧ⱁ⾡㤋➼ࡀ㐃ᦠࡋࡓ㚷㈹ᩍ⫱ࡢᐇ
㊶◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡅࡿᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ᢸᙜᩍဨࡢ⨾⾡㚷
㈹ᤵᴗຊࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ϫ ⨾⾡㚷㈹ᣦᑟࡢᐇ㊶◊✲ࡢෆᐜ
๓㏙ࡋࡓࠕ⨾⾡㚷㈹ᤵᴗຊྥୖᴗࠖ࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯ⌧ሙศᏛ㸪ศ┴❧ⱁ⾡㤋㸪
ศ┴ᩍ⫱ጤဨ➼ࡀ㐃ᦠࡋ㸪ᆅᇦࡢ⨾⾡ᩥ᰿ࡊࡋࡓ㚷㈹ᩍ⫱ᨭᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡾ㸪
ࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ᳨ドᤵᴗࢆ⾜࠺➼ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ᤵᴗᨵၿࢆᅗࡿࡶ㸪㚷㈹ᩍ⫱ࡢᐇ㊶◊
✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ⨾⾡㚷㈹ᣦᑟࡢᐇ㊶◊✲࡛ࡣ㸪ᆅᇦࡢ⨾⾡ᩥ᰿ࡊࡋࡓ㚷㈹ᩍ⫱㒓ᅵࡢⱁ⾡ᩥࢆᇶ
ࡋࡓ⨾⾡ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪ᆅᇦฟ㌟ࡢసᐙࡢసရࢆ⨾⾡㚷㈹ࡢᩍᮦࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸㸪㒓ᅵ
⣲ᮦࢆά⏝ࡋࡓ㚷㈹ᨭᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࢀࢆຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᑟἲࢆᥦࡋ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩍᮦࡸᣦᑟἲࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ㚷㈹ぶࡋࡳ࡞ࡀࡽ㒓ᅵࡢసᐙసရࡢⰋࡉࡸ㠃ⓑ
ࡉẼ࡙ࡃどⅬࡸయⓗឤࡌྲྀࡿឤᛶ㸪ぢࡿຊࡸ⪃࠼ࡿຊࢆ㌟ࡅࡽࢀࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࡓ
ࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡲ࡛㸪㚷㈹ࡢ⬟ຊࡣどぬయ㦂ࢆឤᛶ࡛ᢕᥱࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵゝㄒࡀ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸪ゝㄒ⾲⌧ຊ㚷㈹ࡢ῝ࡉࡣ୍⮴ࡏࡎ㸪㯲ࡋ࡚ㄒࡽࡠࡇࢁࡶ㚷㈹ࡣ࡞ࡾ❧
ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡽࡣ㯲ࡋ࡚ឤࡌࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ゝㄒࡢ
ດຊࡀ㚷㈹ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢせ࡞ࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀඹ㏻ㄆ㆑࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㛤Ⓨࡋࡓ⨾⾡㚷㈹ᨭᩍᮦࡢヲ⣽ࢆ♧ࡍࡶ㸪ᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ࢆ⤂
ࡍࡿࠋ

㸯 ⨾⾡㚷㈹ᨭᩍᮦࡢ㛤Ⓨ 
1) ࣮ࢺࢤ࣮࣒࣮ࢺ࣮࢝ࢻศ┴∧ࡢ㛤Ⓨ
࣮ࢺࢤ࣮࣒ࡣ㸪1980 ᖺ௦࣓࡛ࣜ࢝㛤Ⓨࡉࢀࡓ⨾⾡㚷㈹᪉ἲࡢ୍ࡘ࡛㸪」〇ᅗ∧➼ࢆ
⏝ࡋ࡚ᵝࠎ࡞㚷㈹᪉ἲࢆ㐟ࡧ࡞ࡀࡽయᚓ࡛ࡁࡿᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ  ࠋ」〇ᅗ∧࡛࠶ࡿ
࣮ࢺ࣮࢝ࢻ㸦సရ࣮࢝ࢻ㸧ࡣᙜヱ⨾⾡㤋ᡤⶶࡢసရࡀከࡃ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⩦ᚋࡢ⨾
⾡㤋㚷㈹⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪࠼ࡤᖹᡂ 15 ᖺᗘᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ࡢ
ᤵᴗ➼࡛ά⏝࡛ࡁࡿ㚷㈹ᩍ⫱⏝ࢶ࣮ࣝࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ㈡┴❧㏆௦⨾⾡㤋ࡢࠕ࣮ࢺࢤ࣮
࣒࣭࣎ࢵࢡࢫࠖ  ࡸ୕㔜┴❧⨾⾡㤋ࡢࠕ࣮ࢺ࣮࢝ࢻࡳ࠼ࠖ  ➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺㸪
⌧ᅾࡲ࡛ᅜⓗᩘከࡃࡢ⨾⾡㤋࡛ᡤⶶసရࢆ⏝ࡋࡓ㚷㈹ᩍ⫱⏝ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ࣭సᡂࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ศ┴࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ㚷㈹ᩍ⫱⏝ࢶ࣮ࣝࡢෆᐜࢆཧ⪃ࡋ࡞ࡀࡽ㸪┴❧ⱁ⾡㤋ࡢᡤⶶసရ
ࢆ⏝ࡋࡓ࣮ࢺ࣮࢝ࢻศ┴∧ࢆᖹᡂ 21 ᖺᗘᡂࡉࡏ㸪࣮ࢺ࣮࢝ࢻᑐᛂࡋࡓ 5 ✀㢮
ࡢ࣮ࢺࢤ࣮࣒ࡼࡿࠕά⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
࣮ࢺ࣮࢝ࢻศ┴∧ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢάᛶࠖ㸪ࠕぢ᪉࣭ឤࡌ᪉ࡢᗈࡀࡾࡢయ㦂ࠖ㸪
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「美術作品に親しむ」ことを目的として作成した。図 1 は，アートカード大分県版の一例を示
したものである。県内の学校現場等で活用されることを想定し，A セットから E セットまでの
5 セットを作成した。各セットは 16 枚 1 組が 10 組で構成しており，10 班まで対応できるよう
にしている。カード 5 セット分の計 80 点に及ぶ所蔵作品データを記録した CD-ROM も付属し，
専用ボックスに収納して無料で貸し出しを実施している。この CD-ROM を使って，鑑賞授業
の際に作品画像を拡大投影することができる。アートカード大分県版の主な特徴として，次の
5 点をあげることができる。
・児童生徒の関心が高まるようゲーム性の強い活動プログラムでまとめている。
・鑑賞が深まるよう，発達の段階に応じた言語活動をプログラムに組んでいる。
・鑑賞活動に全員が参加できるよう，小グループ活動をプログラムに組んでいる。
・身に付けさせたい力を分節化し，活動と対応させている。
・活動展開例と評価方法を明記している。
アートゲームによる学習の展開例を示した「活用事例プログラム」は，授業者の指導の参考
として，授業者の技能や経験に左右されずに実際の授業や活動で導入できるよう工夫されてい
る。アートゲームは，上述のアートカード大分県版の A から E の 5 セットに対応する活動とし
て開発したものであるが，アートカード地域版やその他の作品にも応用することができる。
①4W1H ゲーム（A セット）
物語を創作しながら作品のよさを味わう活動である。時間，場所，人，出来事などにそって
物語をつくる活動を通してモチーフや色彩，形などの作品の要素に注目して鑑賞する視点をも
たせることを目的としている。鑑賞能力の中でも特に観察力と想像力を高めることが期待でき
る。作品の選定基準として，物語性の強い作品を選定した。対象学年は高等学校以上を想定し
ている。
②オノマトペゲーム（B セット）
オノマトペ（擬音語／擬態語）を使いながら作品のよさを味わう活動である。擬音語や擬態
語と絵を合わせることによってテクスチュア（肌合い），タッチ（筆あと），凹凸（触感），質感
などの視点をもたせることを目的としている。鑑賞能力のうち特に発想力を高めることが期待
できる。作品の選定基準は，具体的なものが描かれていない作品を中心に選定した。対象学年
は，小学 3 年生以上を想定している。

図1

アートカード大分県版の内容の一例
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ศ┴࠾ࡅࡿ⨾⾡㚷㈹ᣦᑟࡢᐇ㊶◊✲

ճ༳㇟ᙧᐜࢤ࣮࣒㸦C ࢭࢵࢺ㸧
సရࡢ≉ᚩࢆᡭࡀࡾࡋࡓศ㢮ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽసရࡢࡼࡉࢆࢃ࠺άື࡛࠶ࡿࠋඹ㏻Ⅼࡸ┦
㐪Ⅼ࠸࠺どⅬ࡛ぢࡿࡇࡼࡗ࡚㸪Ⰽࡸᙧ㸪㢟ࡸ⾲⌧ᙧᘧ㸪ࣔࢳ࣮ࣇ࡞⤮ࡢせ⣲╔┠
ࡋ㸪ศ㢮ࡍࡿどⅬࢆࡶࡓࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ㚷㈹⬟ຊࡢ࠺ࡕ≉సရᑐࡍࡿᢈホຊࢆ
㧗ࡵࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋసရࡢ㑅ᐃᇶ‽ࡣ㸪ከᵝ࡞⾲⌧ࢫࢱࣝࡢసရࡽࣂࣛࣥࢫࡼࡃ㑅
ᐃࡋࡓࠋᑐ㇟Ꮫᖺࡣ୰Ꮫᰯ⏕௨ୖࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 մ⤮ྜࢃࡏ௰㛫సࡾࢤ࣮࣒ 㸦D ࢭࢵࢺ㸧
୪ࡢせ㡿࡛㸪㢮ఝⅬ╔┠ࡋ࡞ࡀࡽసရࡢࡼࡉࢆࢃ࠺άື࡛࠶ࡿࠋ㸰ᯛࡢసရࡽ㸪
ඹ㏻ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍࢤ࣮࣒ࢆ࠾ࡋ࡚㸪≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿ㝿㸪యࡢ༳㇟㸪ᥥࢀ࡚࠸ࡿࣔࢳ࣮ࣇ㸪
ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿⰍ࡞ࡢࣃ࣮ࢶࢆẚ㍑ࡍࡿどⅬࢆࡶࡓࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ㚷㈹⬟ຊࡋ
࡚㸪≉Ⰽࡸᙧࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋసရࡢ㑅ᐃᇶ‽ࡣ㸪ⰼࡸື≀࡞ࡢࣔࢳ࣮
ࣇࡢ୰ࡽㄆ㆑ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋᑐ㇟ᏛᖺࡣᑠᏛ 5 ᖺ⏕௨ୖࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
յࢱࢺࣝࢆࡘࡵ㸟ࢤ࣮࣒ 㸦E ࢭࢵࢺ㸧
ࢱࢺࣝ⤮ࢆྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ㸪సရࡢࡼࡉࢆࢃ࠺άື࡛࠶ࡿࠋ⤮యࡢ༳㇟㒊ศࡢほᐹ
ࡼࡗ࡚㢟ࢆീࡋ㸪ࢱࢺࣝ⤮ࢆྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ㸪య㒊ศࡢ㛵ಀὀ┠ࡋ࡚㚷㈹ࡍࡿ
どⅬࢆࡶࡓࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ㚷㈹⬟ຊࡋ࡚≉㢟ᢕᥱຊ㸪ほᐹຊࡢྥୖࡀᮇᚅ
࡛ࡁࡿࠋసရࡢ㑅ᐃᇶ‽ࡋ࡚㸪ศ⦕ࡢ࠶ࡿసᐙࡢసရࡽᖜᗈࡃ㑅ᐃࡋࡓࠋᑐ㇟Ꮫᖺࡣ㸪
ᑠᏛ 5 ᖺ⏕௨ୖࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2) ࣮ࢺ࣮࢝ࢻᆅᇦ∧ࡢ㛤Ⓨ
 ࣮ࢺ࣮࢝ࢻᆅᇦ∧ࡣ㸪⌧ᅾศ┴࠶ࡿ 16 ࡢ㒆ᕷࡢ⨾⾡ᩥ╔┠ࡋ㸪┴❧ⱁ⾡㤋
ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᆅᇦࡢ⨾⾡ࢆά⏝ࡋࡓ㚷㈹ᤵᴗࢆᐇࡍࡿࡓࡵసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྛᆅᇦ
⦕ࡢ࠶ࡿసᐙࡢసရࢆ୰ᚰྲྀࡾୖࡆࡓࡶࡢ࡛㸪ᐇ㊶◊✲ᤵᴗࢆᐇࡍࡿ୰࡛సᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
⌧ᅾࡲ࡛ศᕷ∧㸪ูᗓ∧㸪᪥⏣∧㸪⮻ᯂ∧㸪బ∧㸪➉⏣∧㸪㇏ᚋ㔝∧㸪㇏ᚋ㧗⏣∧㸪୰
ὠ∧ࡢ 9 ࡘࡢᆅᇦ∧ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᚋࡶቑ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ⾲ 1 ࡣ㸪࣮ࢺ
࣮࢝ࢻᆅᇦ∧ࡢෆᐜᏛ⩦ࡢࡡࡽ࠸ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ∧࡛ࡣ㸪సရయࢆ♧ࡋࡓ࣮࢝
ࢻࡔࡅ࡛࡞ࡃసရࡢ㒊ศࢆᣑࡋࡓ࣮࢝ࢻࢆసᡂࡍࡿ➼㸪ඣ❺⏕ᚐࡢ㓄៖ࡸ࣮ࢺࢤ࣮࣒ࡢ
ᒎ㛤࣭Ⓨᒎ➼ࡢほⅬࡽᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶከࡃࡳࡽࢀࡿࠋᆅᇦ∧ࢆࡗࡓᐇ㊶ᤵᴗࢆᐇ
ࡋࡓᏛᰯࡣ㸪ᆅᇦࡢᏛᰯࡢᤵᴗᐇ㊶ά⏝ࡉࢀࡿࡃᆅᇦ∧ࢆタ⨨ࡋ㸪㈚ࡋฟࡋࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ࣮ࢺ࣮࢝ࢻᆅᇦ∧
1R

ᆅᇦ

㸯 ศᕷ
㸰 ᪥⏣ᕷ
㸱 ⮻ᯂᕷ
㸲 ➉⏣ᕷ
㸳 ᪥⏣ᕷ
㸴 బᕷ

㢟ᮦྡ
⟽ᗞᒎぴ㹼ࡘ࡞ࡀࡾࢆ
ぢࡘࡅࡼ࠺㹼
ኚ㌟㸟࢘ࢪ࣐ࣖࣥ
ࣁ࣮ࢺ㸤࣮ࢺ㹼⮻ᯂ:+ࢤ
࣮࣒࡛㚷㈹ࡋࡼ࠺㹼
⣒ᅬ୕㑻ࠕᖥ㸦ᡭ㸧ࠖ
ࢱࢺࣝࢆࡘࡵᒾ⃝
㔜ኵᏱᒣဴᖹ
ྩࡢࢭࣥࢫ࡛ᚰࢆࡘ࡞ࡆ

ࡁࡶࡕࡢᒎぴ㹼ࡘ࡞ࡀ
㸵 ㇏ᚋ㔝ᕷ
ࡾࢆࡉࡀࡑ࠺㹼
㸶 ㇏ᚋ㧗⏣ᕷ ኪࡢ⮬⏬ീࡣࡗࡕ㸽
㸷 ୰ὠᕷ
ࢱࢺࣝࢆࡘࡵ୰ὠ∧

࡞సᐙ

㢟ࢆࡲࡵࡿຊ

Ᏹᒣဴᖹ

ࡡࡽ࠸
⟽ࡢ୰⚾ࡔࡅࡢୡ⏺
ࢆసࢁ࠺
ࢆ⤮ࡢڧڹۑᴦࡋࡶ࠺

⸨㞞୕࣭ᯘ㔜⩏

≀ㄒࢆࡘࡃࢁ࠺

ീຊ

⣒ᅬ୕㑻
ᒾ⃝㔜ኵ࣭Ᏹ
ᒣဴᖹ
బ⬥୍࣭⟽
ᓮ╬ᫀ
ୖᝅ࣭⚟⏣
ᖹඵ㑻
∦ከᚨ㑻
Ⲩ㱟⏨

㌟ࢆ㔜ࡡ࡚㚷㈹ࡋࡼ࠺

ឤࢆࡽ࠼ࡿຊ

⤮ࡢ≉ᚩࢆࡽ࠼ࡼ࠺

ほᐹຊ

༳㇟࣮࣡ࢻࢆࡗ࡚ඹ
㏻Ⅼࢆࡽ࠼ࡼ࠺

≉ᚩࢆࡽ࠼ࡿຊ

㧗ᒣ㎮㞝

ᒎぴࢆࡘࡃࢁ࠺
 ᯛࡢ⤮ࢆẚ㍑ࡋࡼ࠺
⤮ࡢ≉ᚩࢆࡽ࠼ࡼ࠺

㌟ࡃຊ

ឤᛶ࣭┤ឤຊ

ඹ㏻Ⅼࢆࡽ࠼ࡿ
ຊ
㐪࠸ࢆࡽ࠼ࡿຊ
ほᐹຊ
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㸰 ᤵᴗᐇ㊶ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 1) Ꮫᰯ⌧ሙ࠾ࡅࡿᐇ≧ἣ
◊✲ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ᰯࡢ㑅ᢥࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅ㒆ᕷࡢࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡋ
᳨ウࡋࡓࠋᐇ㊶ᰯࡣ◊✲ᤵᴗࡢᚋ㚷㈹ᨭᩍᮦࡀタ⨨ࡉࢀ㸪㏆㞄ࡢᏛᰯ࡛ࡶ࠼ࡿࡼ࠺㸪
ࣃࢵࢣ࣮ࢪࡋ࡚㈚ࡋฟࡏࡿࡶࡢࡋࡓࠋᐇ㝿ᐇ㊶ᤵᴗࢆᕼᮃࡍࡿᣦᑟ⪅ࢆ᥈ࡍࡢࡣࡑࢀ
࡞ࡾࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀ㸪㐀ᙧᩍ⫱㛵ᚰࡀ࠶ࡿᩍᖌ㛫ࡢே㛫㛵ಀࡢᗈࡀࡾࡢ୰ࡽ㸪౫㢗
ࡶࡋࡃࡣ⮬Ⓨⓗ࡞⏦ࡋฟࡶ࡙࠸࡚ᐇ㊶ᰯࡀ㑅ฟࡉࢀࡓࠋ㑅ฟࡉࢀࡓᣦᑟ⪅ࡣ㸪ᙜヱᖺᗘࡢ
ᐇ㊶◊✲ࡢᵓᡂဨ࡞ࡿࠋᏛᰯ✀ࡢ೫ࡾࢆ㑊ࡅ㸪Ꮫᖺࡢࣂࣛࣥࢫࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽᕼᮃ⪅ࢆ᥈
ࡋ࡚ᐇ㊶◊✲ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ☜ᐃࡍࡿࡣヰࡋྜ࠸΅ࡀษ࡛࠶ࡾ㸪࡞ࡾࡢ㛫ࡀᚲせ
ࡉࢀࡓࠋ⤖ᯝⓗࡣ㸪ᖺᗘࢆ㏣࠺ࡈ┴ᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 2㸧ࠋ

⾲  ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼 ᖺᗘࡢᰯ✀ࡈࡢᐇ≧ἣ
ᖺᗘ
H22

H23

ᖺᗘ
H22

H23

ᖺᗘ
H23

ᑠᏛᰯ
ᤵᴗ⪅
ᐇᏛᖺ
ụỌᗈ⨾㸦ᩍㅍ㸧
4 ᖺ⏕
ụ⏣㝯௦㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
Ọᨻᐉ㸦ᩍㅍ㸧
͂ኪࡢ⮬⏬ീ̓ࡣࡗࡕ㸽
6 ᖺ⏕
ຍ⸨ᗣᙪ㸦ᖿᏛⱁဨ㸧
ᮧୖ⨾⩏㸦ᩍㅍ㸧
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࠕࡁࡶࡕࠖᒎぴ
4 ᖺ⏕
ụ⏣㝯௦㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
⸨ཎ㞞ဢ㸦ᩍㅍ㸧
ࢸࢵ࣭࣌࢘ࢪ࣐ࣖࣥ
1㹼5 ᖺ⏕
ụ⏣㝯௦㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
Ⳣ࢝࢜ࣜ㸦ᩍㅍ㸧
᳃ࡢ⏕ࡁ≀ࢆ᥈ࡑ࠺㸟
1㹼6 ᖺ⏕
ྂ㈡㐨ኵ㸦ᖿ◊✲ဨ㸧
⠛ᓥ ṇ㸦ᩍㅍ㸧
ࢱࢺࣝࢆࡘࡵ㸟୰ὠ∧
3 ᖺ⏕
ྜྷ⏣ᾈኴ㑻㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
ᰠཎᬛᏊ㸦ᩍㅍ㸧
⤮ࢆゝⴥ㸪ゝⴥࢆ⤮
4 ᖺ⏕
ỌᑦᏊ㸦ᖿᏛⱁဨ㸧
            ୰Ꮫᰯ
ᤵᴗྡ
ᤵᴗ⪅
ᐇᏛᖺ
⮻ᯂ㸲㹕㸯㹆~ࣁ࣮ࢺ㸤࣮ࢺ Ọᯇⰾᜨ㸦ᩍㅍ㸧
1 ᖺ⏕
㹼
ྜྷ⏣ᾈኴ㑻㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
⣒ᅬ୕㑻ࠕᖥ㸦ᡭ㸧
ࠖ⤮ࡢ୰ࡢⓏ Ⳣ ᾈኈ㸦ᩍㅍ㸧
2 ᖺ⏕
ሙே≀㌟ࢆ㔜ࡡ࡚㚷㈹ࡋࡼ࠺
ụ⏣㝯௦㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
ྩࡢࢭࣥࢫ࡛ᚰࢆࡘ࡞ࡆ㸦༳㇟ ᕝ㔝 㸦ᩍㅍ㸧
2 ᖺ⏕
ᙧᐜࢤ࣮࣒㸧
ྂ㈡㐨ኵ㸦ᖿᏛⱁဨ㸧
ẟྜྷὒ㸦ᩍㅍ㸧
⟽ᗞᒎぴ
㸯ᖺ⏕
ྂ㈡㐨ኵ㸦ᖿᏛⱁဨ㸧
㰻⸨㑳ᜨ㸦ᩍㅍ㸧
㧘ᒣ㎮㞝ࠕᒣࢆࡺࡃࠖ
2 ᖺ⏕
ụ⏣㝯௦㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
⸨ᮧ㞞Ꮚ㸦ᩍㅍ㸧
ࡢۑۑぢ࠼ࡿ㢼ᬒ
2 ᖺ⏕
ụ⏣㝯௦㸦௵Ꮫⱁဨ㸧
             㧗➼Ꮫᰯ
ᤵᴗྡ
ᤵᴗ⪅
ᐇᏛᖺ
ᒾబࡲࡺࡳ㸦ᩍㅍ㸧
ࠕࡑࡢసရ㸪ⴠᮐࡏࡼ㸟ࠖ
2 ᖺ⏕
ྂ㈡㐨ኵ㸦ᖿᏛⱁဨ㸧
➉〇ရࢆእᅜேࢥࣞࢡࢱ࣮ ㉥ᮌ⩏ග㸦ᩍㅍ㸧
2 ᖺ⏕
ࡾ㎸ࡶ࠺ࠖ
ỌᑦᏊ㸦ᖿᏛⱁဨ㸧
ᤵᴗྡ
ࢱࢺࣝࢆࡘࡵ㸟ᒾ⃝㔜ኵ
Ᏹᒣဴᖹ

Ꮫᰯྡ
᪥⏣ᕷ❧ဒᐅᑠᏛᰯ
㇏ᚋ㧗⏣ᕷ❧᱇㝧ᑠᏛᰯ
㇏ᚋ㔝ᕷ❧ᮅᆅᑠᏛᰯ
┴❧᪥⏣୕㝰㧗➼Ꮫᰯ*
➉⏣ᕷᒸᮏᑠᏛᰯ
୰ὠᕷ❧ᵽ⏣ᑠᏛᰯ
᪥⏣ᕷ❧ⱝᐑᑠᏛᰯ
Ꮫᰯྡ
⮻ᯂᕷ❧ᮾ୰Ꮫᰯ
➉⏣ᕷ❧➉⏣୰Ꮫᰯ
బᕷ❧୰Ꮫᰯ
ศᏛᩍ⫱⚟♴⛉Ꮫ㒊
㝃ᒓ୰Ꮫᰯ
ศᕷ❧☒⏣୰Ꮫᰯ
బᕷ❧㭯㇂୰Ꮫᰯ
Ꮫᰯྡ
┴❧ศ⯙㭯㧗➼Ꮫᰯ
┴❧ูᗓ㭯ぢୣ㧗➼Ꮫᰯ
*ᩍᖌࡢᡤᒓᰯྡࠋ
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ศ┴࠾ࡅࡿ⨾⾡㚷㈹ᣦᑟࡢᐇ㊶◊✲

2) ࣮ࢺ࣮࢝ࢻศ┴∧ࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶◊✲
ᤵᴗྡ㸸ࠕࢱࢺࣝࢆࡘࡵ㸟ࠖ     ᐇᰯ㸸ศᏛᩍ⫱⚟♴⛉Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ
3 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟㸪࣮ࢺ࣮࢝ࢻ㸦E ࢭࢵࢺ㸧ࢆά⏝ࡋࡓ
ࠕࢱࢺࣝࢆࡘࡵ㸟ࠖࢤ࣮࣒ࢆᤵᴗ࡛ᐇࡋࡓࠋᤵᴗ
⪅ࡀ 16 ᯛࡢ࣮࢝ࢻࡢ୰ࡽⲨ㱟⏨సࠕኴ㝧≟ࠖ㸪
ࠕኴ㝧
ࡢぢ࠼ࡿ㢼ᬒࠖ㸪⚟⏣ᖹඵ㑻సࠕỈࠖ㸪㧘ᒣ㎮㞝సࠕẕࠖ㸪
ࠕ୍㌺ࡢᐙࠖ㸪⣒ᅬ୕㑻సࠕ≟ࡢ࠸ࡿ㢼ᬒࠖࡢ 6 ᯛࢆ㑅
ᐃࡋ㸪ࢱࢺࣝࢆ 8 ᯛ⏝ពࡋࡓࠋ≟㛵ࡍࡿసရ 2 Ⅼ㸪ኴ㝧
㛵ࡍࡿసရ 2 Ⅼࢆྵࡵ࡚㏞࠺ࡼ࠺タᐃࡋࡓࠋ
ᤵᴗ࡛ࡣ㸪άືࡀጞࡲࡗ࡚ᬻࡃࡍࡿ㸪ࡔࢇࡔࢇᏊࡶ

┿   ᤵᴗ㢼ᬒ

㐩ࡢ㢌ࡀᐤࡗ࡚࠸ࡁ㸪࣮ࢺ࣮࢝ࢻ㏆࡙࠸࡚࠸ࡗࡓࠋࡸ
ࡀ࡚ࠕࡇࡇ㸪ࠖࡼࡿ࠶ࡀۑۑᣦࡉࡍጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᤵᴗ⪅ࡣࡑࡢ᰿ᣐࢆぢࡘ
ࡅ㸪ᙇࡍࡿᏊࡶࡢᵝᏊࢆࡽ࠼࡚ホ౯ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࢤ࣮࣒ࡣ㸪᭱ᚋࠕṇゎࠖ
ࡋ࡚స⪅ࡢࡘࡅࡓ㢟ྡࢆⓎ⾲ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕస⪅ࡀࡘࡅࡓ㢟ྡࠖ
ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏊࡶࡣ┤ࡄṇゎࡋࡓᩘព㆑ࡀ࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡀ㸪ᤵᴗ⪅ࡣᏊ
ࡶࡀᤊ࠼ࡓసရࡢ≉ᚩほᐹࡢどⅬࢆྥࢃࡏࡿࡼ࠺㓄៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ኻᩋࡋ࡚ࡣ㸪άື⤊ᚋࠕ࠶࣮࠶ࡗࠋᙜࡓࡽࢇࡗࡓࠋࠖ ➼ࠕṇゎࠖ㐪ࡗࡓࡇ
ࢆṧᛕࡀࡿ≧ἣࢡࣛࢫయࡀ㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕస⪅ࡢࡘࡅࡓ㢟ྡࡣ㐪ࡗࡓࡅ㸪
㠃ⓑࡗࡓࠖ
ࠕ࠸ࢁࢇ࡞⪃࠼ࡀ⪺ࡅࡓࡇࢁࡀࡼࡗࡓࠖ➼ࡢゝⴥࡀ࡛ࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠕࡼࡃぢࡓࡽ୍㌺ࡢᐙ᫂ࡾࡀࡘ࠸࡚࠸࡚ேࡀఫࢇ࡛࠸ࡿࡳࡓ࠸࡛㠃ⓑࡗࡓࠖ
➼ࡢࡼ࠺ヲࡋࡃほᐹࡋ㸪Ⰽࡸᙧࡢ≉ᚩࡽ⮬ศ࡞ࡾゎ㔘ࡋ㸪㚷㈹ࢆᴦࡋࡴጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺
ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋάື⯡࡛ࢡࢬࡢࡼ࠺࡞άື࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡋ㸪ᖖࠕ⤮ࡢ
ࡢ㒊ศࢆぢ࡚㸪ࡑ࠺ᛮࡗࡓࡢࠖࢆၥ࠸ࡅ࡚Ꮚࡶ㐩ࡢどⅬࢆ⤮ᡠࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡶࠕ࡚ࡆ࡞ࡘ࠼⪃ࡢࢇࡷࡕۑヰࡋ࡚ࡃࢀࡿேࡣ࠸ࡲࡍ㸽ࠖ➼ࡢⓎၥࢆ⾜࠸㸪㐩ࡢ⪃࠼ࢆ
ዎᶵ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࣇࢩࣜࢸ࣮ࢺࡍࡿࡇࡶồࡵࡽࢀࡿࠋࡣࠕࡕۑۑ
ࡷࢇࡀ࡚ࡆ࡞ࡘྩڹヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࡅ㸪࡞ࢇࡣࢇࡷࡕۑۑẼᣢࡕ㸽ࠖ࡞ၥ࠸ࡅࡿ
ඹឤࡸ⣡ᚓࢆ⏕ࡴࡓࡵᅵተࡀᗈࡀࡾࡸࡍ࠸ࠋᏛ⩦⪅┦ࡢಙ㢗㛵ಀࡀ࠶ࡗ࡚㸪ࡣࡌࡵ࡚⮬ศࡢ
ᛮ࠸ࢆேࡢ๓࡛ㄒࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࡛ࡶᏛ⩦⪅ࡢ㚷㈹⤒㦂ࡸே㛫㛵ಀ㸪ゝ
ㄒάືࡢ⩦⇍ᗘ࡞㸪๓▱ࡗ࡚࠾ࡃࡇࡀ㸪
ຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ᏊࡶᏛ⩦⩦័ࡋ࡚ᣦᑟࡍࡁࡇࡣ
ࠕసရどⅬࢆᡠࡍࠖ࠸࠺⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ
⪅ࡣᖖࠕ⤮ࡢࡢ㒊ศࡽ࡞㸽ࠖ
ࠕᣦࡉࡋ࡚
ࡃࢀࡿ࡞㸽ࠖ➼ၥ࠸ࡅࡿࡼ࠺ࡋ㸪ඹឤ
ⓗ࡞ᛂ࡛⤮ࢆぢࡿࡇࢆ୍⥴ᴦࡋࡴࡼ࠺
ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᤵᴗ⪅ࡢඹឤⓗ࡞ጼໃ⤮ᡠ
ࡍᣦᑟࡀ㸪Ꮚࡶࡢඹឤᛶࡸ⤮ࢆヲࡋࡃぢࡼ࠺
ࡍࡿែᗘࢆ⫱ࢇࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


┿  ࢱࢺࣝࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿሙ㠃
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⸨࣭ᮌᮧ࣭⏣

3) ࣮ࢺ࣮࢝ࢻᆅᇦ∧ࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶◊✲
ᤵᴗྡ㸸ࠕኪࡢ⮬⏬ീࡣࡗࡕ㸽ࠖ       ᐇᰯ㸸㇏ᚋ㧗⏣ᕷ❧᱇㝧ᑠᏛᰯ
 6 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟㸪㇏ᚋ㧗⏣ᕷฟ㌟ࡢὒ⏬ᐙ㸪∦ከᚨ㑻ࡀ
ᥥ࠸ࡓ⮬⏬ീ 9 Ⅼࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࡢ୰ࡽ 2 Ⅼࢆ㑅ฟࡋ࡚
ࡑࢀࡒࢀ A㸪B ࡋ㸪ࡕࡽࡀࠗኪࡢ⮬⏬ീ࠘ࡢ㢟ྡࡀ
ࡅࡽࢀࡓసရࢆ㑅ᢥࡉࡏ࡚᥎⌮ࡉࡏࡿᤵᴗࢆ⊂⮬⪃
ࡋᐇࡋࡓ  ࠋᮏᤵᴗࡣⱁ⾡㤋Ꮫⱁဨࡢ TT ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛㸪ᤵᴗࡢ᭱ᚋᏛⱁဨࡀసᐙࡸసရࡘ࠸࡚ࡢゎㄝࢆ
⾜࠸㸪ᆅᇦᩥࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡶ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣮ࢺࢤ࣮࣒ࡢᡭἲࡀࡶࡓࡽࡍ᭱ࡢຠᯝࡣ㸪
ࠕ㐟ࡧࠖ

┿    ᤵᴗ㢼ᬒ

ࡼࡿ㞟୰ࡸክ୰࡛࠶ࡿࠋ㚷㈹ᤵᴗࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿᑐ㇟సရࡢ≉ᚩࡢᢕᥱࡸᑐ㇟సရࡢⰋࡉࡸ⨾ࡋ
ࡉࡢឤཷࢆᙉ࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㚷㈹⾜Ⅽࡀࠕ㐟ࡧࠖࡢࣉࣟࢭࢫ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇࡼࡗ࡚㸪
Ꮫ⩦⪅ࡣ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕࠕࡼࡃぢࡿࠖࡇࡸࠕ⣽㒊ࡲ࡛ぢࡿࡇࠖྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᑐ㇟సရࡢࠕ≉
ᚩࢆࡽ࠼࡚ࠖ࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪2 Ⅼࡢసရࡢࡕࡽࡀࠗኪࡢ⮬⏬ീ࡛࠘࠶ࡿ⏕ᚐ㐩ウㄽࡉࡏࡿ᪉ἲࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋウㄽ࠾࠸࡚㸪⮬ศࡢ❧ሙ㸦⪃࠼㸧ࢆ᫂☜ࡉࡏࡓࡿࡓࡵᩍᐊࢆྑᕥ
✵㛫ⓗษࡾ㸪⮬ศࡢ❧ࡕ⨨ࢆ᫂☜ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࠸࠺≧ἣᏛ⩦⪅ࢆ⨨࠸ࡓ㸦┿
4㸧ࠋ⮬ศࡢᙇࢆࡅࡿ᰿ᣐࢆ᫂☜ࡉࡏࡿࡇࢆࡡࡽࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇ࠺ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡣసရࡽᡭࡀࡾ࡞ࡿሗࢆ┿᥈ࡍࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛㸪
ࠗኪࡢ⮬⏬ീ࠘ࡀ A ࡔᛮ࠺ࢢ࣮ࣝࣉ㸪B ࡔᛮ࠺ࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚ウㄽࡋ࡚࠸
ࡿሙ㠃࡛ࡳࡽࢀࡓ R ⏨ S ⏨ࡢࡸࡾࡾὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋᙜึ㸪S ⏨ࡣ᰿ᣐࢆ♧ࡉࡎࠕB ࡔᛮ
࠺ࠖᙇࡋࡓࡀ㸪R ⏨ࡢࠕయࡢ༳㇟ࡢᬯࡉࠖࢆ᰿ᣐࡋࡓᙇࢆ⪺࠸ࡓᚋࠕࡇࡗࡕࡢ᪉㸪ග
࠶ࡓࡗ࡚ࡿࡌࡷࢇࠖ᪂ࡓ᰿ᣐࢆ♧ࡍࡇ⮳ࡗࡓࠋ⌮⏤ࢆ㏙ࡎ⮬ᕫᙇࢆࡍࡿ⾜Ⅽ
ࡣ᫂ࡽḟඖࡢ㐪࠺ࡽ࠼᪉ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ
ḟ D Ꮚ E Ꮚࡣࠗኪࡢ⮬⏬ീ࠘ࡢே≀ὀ┠ࡋ㸪E Ꮚࡣ┠ὀ┠ࡋࡓࠋࡑࡢࡸࡾࡾࢆ⪺
࠸ࡓ F Ꮚࡀ⾲᭹ࡢ㛵ಀ࡙ࡅࢆ⾜࠸㸪ᐷ㉳ࡁ
ࡔ࠸࠺ゎ㔘⮬ศ࡛⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒊ศ㒊ศ
ࡢゎ㔘ࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇࡣ㸪୍㒊ࢆぢ࡚ゎ㔘ࡍࡿḟඖ
ࡽḟࡢẁ㝵㐍ࢇࡔ㚷㈹⾜Ⅽᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢ 3 ேࡢゝⴥࡢ㐃⥆ᛶὀ┠ࡋ࡚ࡳࡿ㸪
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版の充実である。学校側としては，地域出身の作家を扱うことで子ども達に美術をもっと身近
に感じてもらいたいという思いや願いがある。これは，美術文化の理解にもつながる考え方と
して尊重されなければならない。
地域版作成時の重要なポイントは，各学校の教員と芸術会館の学芸員とが話し合う時間を具
体的に設定することである。本稿で報告した実践研究事例においては，授業検証会の日程のほ
か，1 ヶ月半前に教材の協議，1 週間前に指導案の協議などを実施してきた。また，教員のや
ってみたいことを聞き取りながら，教材検討することにも心がけた。これにより学芸員側が現
場教員の思いを知る機会を得ることになった。それでも不足した部分はメールや FAX などを
使ってやりとりし，学校の先生が納得して授業に望めるような配慮が必要であり，協議を経て
教員と学芸員が互いの鑑賞授業観・指導観・児童生徒観を共有しなければならないと考える。
実践授業を通して明らかになったことは，現場教員と芸術会館学芸員とが連携した授業にお
いては，現場教員が受け身になる場合が多く，学芸員が前面に出てしまう傾向があるというこ
とである。現場教員が鑑賞教育に踏み込めない理由の中で多いのが「専門的な知識がないので
指導できない」という意見であり，特に小学校教員に多くみられる。授業検証会でも同様の傾
向がみられたことから，指導者研修や教材会議等を通して，T1 と T2 の役割を明確に分け，あ
くまでも教員が授業の主体であること明確にするなどの改善を図っているところである。
学校で行う鑑賞授業では，教員が主体的に授業をすすめる鑑賞指導力を伸ばすことが求めら
れる。そのことが，児童生徒の鑑賞への関心・意欲・態度を高め，鑑賞の能力を高めることに
つながると考えられる。また，学芸員から提供される作家のエピソード等は，児童生徒の興味・
関心を引き出す上で有効であり，児童生徒の思考が停止しがちな場面では少しのヒント等を与
えることで刺激となり，鑑賞活動が持続したり深まったりすることもある。授業への学芸員の
参画については，各々の強みを生かした授業のすすめ方という観点からの検討が必要である。
今後の課題として，育てたい資質や能力に着目した授業研究の充実，教えるべき内容と学ぶ
べき内容の整理，小・中・高の発達段階に応じた指導と鑑賞経験に応じた教材や指導法の検討
があげられる。またそれと同時に，芸術会館学芸員と学校の教員のそれぞれの専門性を生かす
ことのできる TT 指導を効果的に普及させていくこともあげられる。コーディネート機能とし
て，協同して教材研究したり，授業研究をしたりするための中核となる教員の育成，地域の芸
術文化を教材化するための地域人材や専門家の活用も求められるところである。
美術文化は人々に深い感動と喜びを与え，感性を豊かにし，創造性を育む契機となることか
ら，学校において優れた美術文化に直接触れる機会の充実が求められている。大分の資源を活
かした鑑賞教育を行うことは，地域の文化を理解する上でも極めて重要である。

注
1)文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』2010 年 6 月 30 日（四版）。
2)文部科学省『中学校学習指導要領解説 美術編』2008 年 9 月 25 日（初版）。
3)文部科学省『高等学校学習指導要領解説 芸術編 音楽編 美術編』2009 年 12 月 15 日（初版）。
4)上野行一「東京都府中市美術鑑賞教育カリキュラム」『対話による意味生成的な美術鑑賞教育
の地域カリキュラム開発報告書』美術鑑賞教育府中エリア研究会，2011 年。
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Practical Study of Teaching Art Appreciation in Oita
Prefecture
FUJII, Y., KIMURA, N. and TOMITA, R.

Abstract
In the new course of study, increased emphasis is placed on
instruction in art appreciation. A major revised pint is that students are
to express their own thoughts and emotional reaction in conversation
with each other and criticize each other based on their own value of
beauty. However due to lack of teaching materials and teaching methods
for art appreciation education, it has not yet become widespread among
public schools from primary to high schools.
In this paper, we will introduce some practical examples of class
room teaching in art appreciation that have been the sub of ongoing study,
in order to cope with this situation of art education. Since 2010, Oita
University, public schools, the prefectural arts museum and the
prefectural education board have been working cooperatively to develop
theaching materials for schools from primary to high schools. These
proposed teaching methods will provide art and craft teachers to with
incentives

to

foster

their

students

ability

of

art

appreciation.

Furthermore, we will study systematic methods of art appreciation.
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