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ほ じ め 佗

私達芸術科教師にとって，常日頃心に横たわる問題払「芸術教育とは如何をるものであるか。

叉，如何浸るものであらねばならぬか。」の問いかけである。

指導要領に依拠する填でもなく，「ん芸術の学習経験を通じて，芙的感覚を洗練し，芸術的な表現力

と鑑賞力を養ぃ，芸術が人間性の円満夜発達や文化の調和的発展に欠くことのできないものであるこ

とを理解させる。」ことが芸術教育の中心的課題であろう。そして，この課題は，対象に浸る生徒の，

「芸術的朗巨力を伸ばし，情操豊かな人間の形成を目ざす。」た．めに行なうものであることは論を

壇たない。

語るは易く，行うは難しのたとえ過少，私達現場の教師は，前記した課題につしって，教師として如

何に生徒に対すべきかが，論議の中心把なるであろう。

私達芸術科教官は，この課題に対する取組みがない限り，単に授業において如何に努力をした所で，

根本的な問題解決には妻らないとの考えから，数年前よ少この課題把対し，芸術科4教科合同の形で

取組むことになった。

この実験は三年を経たばかりで，本来はせめて五年以上の実験をふ壕えた上での発表が望壇しいの

であるが，こゝに不本意であることを知りつゝ，発表に踏み切った次第である。

したがって，実験についても，決定的な方法論を持っに至つていないが，その経過報告の発表によ

カ，少しでも討論を喚起する役目を果せていたゞけるならば，壇ことに辛いである。

⑳合同授業とは

莫術科の普通授業において，教師は生徒に対し，実技では，テーマを与えて作業させ，完成した作

品を評価する。この場合の評価払 生徒の頭脳的・人物的才能と技術によって評価する。鑑賞におい

ても，「この作品は索精しいものである去」と教師が説明し，生徒はそれを，「なるほどそうか。」

と思い込浸せるような授業が普通である。生徒把大きな理念があり，その理念に近づく形にかいて作

品ができ上り，又は鑑賞していくようにならないものかと考える時，実技においても，鑑賞において

も，作品について，あらゆる点で生徒がみづから納得する形にもっていきながら授業することが，そ

の決め手に怒ることは言う填でもないであろう。

例えば，私達が今，〟つの現代家具を眺めても，一つの建物を見ても，その家具・建物の中に，あ

らゆる現代の要素（科学的なもの。力学的なもの。構造的なも、⊃く－、夷的なもの。思想的食もの。材料

的なもの。等々）を見極めなしつ限り，その内容に深く肉迫するこ土はできない。日本の苗代の仏像を

鑑賞してもタ「凌）ゝ糞しきかな．／」と感じるのが当り前で，感じないのは教養が足少ないというので

はす壇されない問題がある。やはり，その仏像の出来た時代亡つ背景と，当時の人々の仏像に対する考
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え方は勿論の尊，宗教との関係，仏教の知識，材料の研究等々を理解せねば，その仏像を多くの生徒等

が本当に理解サる審はできない。つ填り，莫術のカテゴリーだけでその作品を追及しても，大体その限

度は知れたものといえよう。

私達はこの点に留意して，せめて芸術4教科だけでも深い連携を保ちつゝ，合同的に授業を行えば，

少なくとも，今よりはかなりの程度に，生徒達を芸術の深い道にさそい込む審が可能であろうと考え，

合同授業という形式を取少上げたのである。

以上の内容を簡潔把整理すれば，次の二つの項目に要約することができる。

1・今日の教育の弱点である教科至上主義・教科セクショナリズムの傾向を正し，生徒に対し，総合

的一系統的な芸術教育をなすための綜合教育を行う。

2・芸術の切れ切れの部分的知識の羅列をもてあそぷ生徒では浸く，体系的に学問を知り，芸術とは

何かの問い把，前向きに対するような生徒を養うための教育である。

⑳今迄の合同授業の実績

さて，前記した合同授業の形式は，不完全な形ではあるが，本校でも部分的にはすでに行なってきた

実績がある。次托その例を示そう。

1・高校莫術選択者の鑑賞の授業で，スライドによつてルネサンス柔術を紹介し，社会科歴史の授業

でタ これにクィアノブする形で，ノレネサンス社会の構造をテーマにした授業を行なった。

2・高校莫術選択者の鑑賞の授業で，フラ／ドル糞術がテーマになった時，その時間帯の中で，フラ

ンドル音楽（主にギヨーム。デュファイの音楽）膏鑑賞させた。

3・高校莫術選択者と音楽選択者の鑑賞の2時間授業で，黄術の教師と普渠の教師が1時間づゝ交換

する形で授業を行をった。内容は，ロココの莫術と音楽で，美術では，ロココ絵画・工芸の装飾性をテ

ーマ托したスライドを鑑賞させ，音楽で払 装飾音をテーマにして，ロココのあらゆる種類の装飾音を

ブロック・フレーテ（たて吹きの木製笛）で演奏し，絵画・工芸・音楽におけるギャラントリー，ピカ

ソトリーの表現を詳細にわたって披澄した。

4・高校黄術選択者及工芸選択者を，駒場の民芸館に見学させ，莫術と工芸との連関と綜合性を体得

させた。

5・高校美術と普通の選択者を，黄術館で開催中の書道展に見学させ，平安絵画の遅筆と書道の適登

との類似性を理解させた。

⑳芸術科内での話合い

前記のような自然発生的な合同授業の経過をふ壇えて，芸術四教科の話合いが持たれたが，そこで話

合われた主を点は次の通わである。

1・合同授業の必然性について。
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0芸術社会学の発達により，他教科との関連なしに，教科内容を生徒に正しく理解させる審が困

難になった。

○個人の教師の知識で絃限界があり，四教科合同で考える利点が強調された。

○生徒が在学恥 芸術四教科中の全教科にわたって授業が受けられる点。

2．合同授菜についての，各教科における主なメリットとデメリット。

○音楽科－‥。鑑賞において，聴覚的なものと，視覚的食ものが組合わされるのは非常によい。叉，

・‘簸器（オカリかリコーダー・ウクレレ等）を造り，それで演奏できれば，’工芸ともつながる。

欠点として，時間の問題がある。

0莫術科‥‥平安時代絵画の遵箋について，書道と柔術が関連する。ロココ絵画とロココ音楽の

装飾についても関連するように，四教科の関連は工凰すれば限りなく拡がるだろう。

○工芸科‥‥単独な工芸は考えられない。すべて他芸術とつながっている。例えば，柔術との関

連でいえば，簸ぶちを造って装飾しても，中に入れる絵で美術経つながる。デメリットとして払

機械・道具額などの施設・設備に問題点がある。

○書道科‥‥書と音楽との関連として，リズム・間・余白などがある。美術との関連につぃては，

色彩と平面構成があるし，工芸とは，木工芸・粘土造形・陶印・陶板・緻装等が考えられる。し

かし，教室の設備に限度がある。

3．合同授業における，各教科との結びつきについて概略的意見がのべられた点。

◎教科との関連の例（主食もの）

◎楽器造り（工）～音楽の演奏（音）

◎木工芸（工）～装飾文字（書）

肉遅筆（書）～平安絵画（蓑）～楽曲の流れ・余白（音）

⑳ポスター（莫）～レタリングー（審）

◎立体工芸（工）～装飾（黄）等々

◎各教科のつなげ方として

◎テーマとしてつなげる形

⑳関連する教材としてつなげる方法

⑳時代別のつをげ方

◎初年度の組み方

◎はじめての年なので，4教科で絃なく，2教科どとにつ夜げる。

4．4教科の現在のがノキュラムを中心にして，関連授業を具体的抵当った点について。

◎高1につぃて（学期をはずして）
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⑳レリーフ（美）～陶破裂作（工）

⑳装てい函（莫）～レタリング（著）

⑳椅子デザイン（黄）～立体構成（工）

⑳級製作（書）～パッケージ（工）

⑳鑑賞グレゴリオ聖歌（音）～鑑裳中世莫術（莫）

⑳表題音楽（音）～レコードジャケット（莫）

⑳陶板製作（書）～陶芸（工）

◎鑑賞受難楽（普）′〉鑑賞受難の名画（莫）

◎拓本（書）～銅板打出し（工）

◎鑑賞バロック（普）～鑑賞バロック・ロココ莫術（美）

⑳木彩浮彩及木版画（美）～拓本（賓）

⑳文様デザイ／（美）～七宝焼（エ）

◎楽器演奏（普）～たて笛製作（工）

◎銅版画（莫）～装てい実習（書）

◎高2把ついて（学期をはずして）

⑳音の流れ（音）～草書（書）

⑳デッサン（黄）～臨書（書）

⑳ランプシェード構案（糞）～ランプシェードの実物製作（工）

⑳鑑賞印度・中国・苗代日本の柔術（莫）～鑑賞古代日本の音楽（音）

⑳鑑寛平安蓑術（美）～草書（書）

⑳鑑賞東大寺・薬師寺の莫術（糞）～鑑裳正倉院の賓（書）

⑳陶敬製作（書）～型取り陶芸（土）

◎鑑賞雪舟と水墨画（糞）～書道（書）

⑳墨絵模写（美）～草書（書）

⑳フォーク・スプーン製作（糞）伽塗装（工）

⑳鑑賞現代音餐（普）～鑑賞抽象絵画（莫）

⑳民芸館見学（莫）～日本の現代工芸（二）

⑳わらペ歌（音）～生活工芸（二）

5．合同授業初年度実施の単元設定及実施時間

0「ロマン派の歌曲」（音楽2時間）～「詩のさし絵」 （糞衝2時間）の合同授業

O「現代における薔と生活」（寄道2時間）～「工芸と生活」（工芸2時間）の合同授業
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6．授業の段取り把ついて

イ・計画表 ロ・指導案づくり ハ・両教科の資料の持ち寄少 ニ。実施
れ 整理 へ．反省

◎51年慶の合同授業実施内容

1．音楽。莫術の合同授業

この授業払 高2の音楽苺美術選択者（各50名）を対象としたもので，2時間づつ4時間で，

2週間にわたるものである。

音楽の授業は，はじめに表題音楽について，その歴史と形式の各時代での位置づけを示し，次にモ

ティーフの用い方，他の時代の標題のついた音楽の扱い方，考え方のちがいを教えた。そして，ロマ

ン派の標題音楽の特徴・発展を知らしめ，ロマン主義との関連性を探ると共に，それがどのように変

化していき，次の時代を準備し，関わっていったかを説明し，レコード鑑賞把よってそれらを裏付け

た。

曲目は，ベルリオーズの「幻想交響曲」より第2楽章〟舞賂会〝。フランクの「交響詩プシケ」第1

部よわ〝プツケのねむり′′。シュトラウスの「交響詩テイル・オイレンシュピーゲルの愉択ないたず

ら」。スメタナの「交響詩モルダウ」の第2曲目である。全曲ともプリントによる解説を読填せなが

ら鑑賞させつゝ，その曲のイメージを，画用紙にかんたんにラフスケッチさせた。

こうして，音楽の授業を受けた音発と柔術の2クラスの選択者は，今度は柔術室托おいて，下記の

∃受業をそれぞれ行なった。

物語的音楽を鑑賞した生徒に対し，そのイメージに沿った（4曲中1曲を選ぷ）絵画を影絵によつ

て表現させた。これは，音楽を鑑賞させたことにより，音楽と絵画に壇たがる芸術分野の二面性を基

礎托して，本人の心綻あるイメージをより豊かに表出させる観点を重視した授業である。聴覚的なも

のを視覚的なものに転化させる方法として夕 べ－トーグェ／の「田園交響曲」，ドラクロアの「絵画」

ブレイクの「詩画」タ ペックリンの「絵画」の説明をした後，ロマン沢時代の影絵，現代日本の滝平

氏の「影絵作品」等を紹介して，その技術面を補った。

はじめに，イメージ造りの時間を与え，次に，前に描いたラフスケッチを生かしたスケッチに移少，

そして構図ヤ画面構成に入り，最後に，白・灰色・黒色のモノクロームの方法によつて影絵作品を完

成させた。（材料は，水彩絵具・ポスターカラー・鉛箋・マジックペン）

この合同授業の作品の結果としていえること払一般に，音楽選択の生徒の作品払 抽象的・観念

的なものが多く，柔術選択者の作品は，具体的・写実的なものが多かった。当然，莫術選択者の作品

の方が，技術的把勝ってはいたが，作品本来の優劣払 ほとんど見分け難い程であった。一番大きな

成果としていえること払 ほとんどの生徒が，常時授業の水準をはるか托越える作品を措いた点で，
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この授業中での集中度絃タ hつもの授業と比べ，鷺ろくべ澄ものがあった点もこゝ把付記しておこう。

2．工芸。書道の合同授業

この授業ではタ 工芸の選択者（30名）がタ 書道の授業を行なぃ，書道の選択者（25名）が，工芸

の授業を行食うと払うク ー穫の交換段業の形を取った。

○書道の授業で払 書紀おける多様面を考えさせ，工芸・黄術把関連性が深い書の装飾性を理解させ，

書の芸術性への肉薄を強める審を中心托した。内容として絃タ スライドを使用して，書の流れを説明し，

（家書粕隷書。隷書粕稽普及が，行書の発生・草書の発生）その上，漠め隷書（瓦の書体）を使って，

文字の変形も理解させた。次に，実際拓銀聾を取らせ，文字の変形を試みさせた。叉二 近代及現代に－ぉ

ける実用面の作品を，のれん，本の表題字等綻£って示した。

○次に書道選択生徒の工芸の段業だが，その指導した内容は次の通りである。

イ．芸術の中での，工芸の意味と特質。

ロ．時代の動きと工芸の変遷につぃて。

ハ8

工芸と生活の関連

ニ。工芸品の製作と鑑賞のしかた。

ホ。工芸把対する関心を高め，それを尊重する態度。

指導状況としてはタ 壇づ，工芸の意味と特質。多様性を掲示資料。プリントで知らせ，次に，工芸の

発生として，生活把必賓怒造形品の創造，時代の動きと工芸の変遷を，貴族の工芸一庶民の工芸の形で

説明した。そしてタ 現代の生活中伝統工芸。工芸品の取扱h。鑑賞のしかた。工芸の黄・人間の生活環

境と自然寸との調和把ついてタスライド。実物見本に£って話を進めた。最後に，現代生活における造形

とその問題点経つぃて解説した。

○総括

⑳音楽の授業経つぃて

1．時間が大巾把延びてし優った。

2・講義時間が延びたため，イメ仙ジを整理し，‾ラフスケッチをする時間か短かく怒ってし壇っ

た。

3・標題音楽と厳対音楽の対比紅より，音楽の本質的乳魚拓触れれば良かった。

逢・時間が許せばタ 単元把関係のある曲を2魯3曲実際終演奏すると良い。

5・黄術選択の生徒経とっても，標題のつぃた音楽なのでタ ある程度曲を具体的経とらえられ，

開巻易かったと患う。叉夕 多少なりとも声音楽澄賓のし方が，分ったのでは凌いか。

⑳莫術の授業経つぃて

i・音楽鑑凝の際把ラフスケッチを行なわせたがタ鑑賞と製作の閉経1粕3週間のへだたりのあ
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る点把夕 問題がある。

2・色彩を用いなかったのは，なるべく2時間内で作業を完成させたぃと考えたこととタ 音楽

選択者の技術を考えて，むづかしさを避けたためなのだが，この点にも問題がある。

3・どうしたわけか，作品の貿が良いわりに払 大づかみの作品が多く，繊細夜作風のものが

少なかった。

4、影絵の作例をかなり多く見せたが，影絵の古典といえるものや，現代作品中の傑作を数多

く与える〈こきだった。

5．美術選択者と音楽選択者との，表現上の異なりヤ着想上のちがい，生徒の創造力・構成能

力を，教師は割合，単純明快に知ることができた。

⑳工芸のj受業把ついて

1・実施時問が昼礼（臨時）と重なり，与・り短縮されたため，授業内容のある部分が，要旨の

説明のみに終った。少なくとも4時間の指導時間が欲しい。

2．製作法では例示を絞り，かもな用具も紹介しておくことが効果的のようだ。

3、あらゆる教育機器の使用可能な教室の整備が必要である。

4．生徒は概ね熱心把取組んだ。

5．短時間の割に指導内容が多すぎた。

6．指導把は，実際例とスライドフィノレムの併用が効果的であると感じた。

7．授業と関連して，事前・事後の調査を行なって見る必要がある。

8．実物にふれた取扱い法，鑑賞のしかたについては，特に生徒の関心を深めたように受けと

めた。

◎書道の授業について

1．後半部にかける鉛婁を用いての実習で払 実際の書の道具・墨・硯を使用させた方が良か

った。

2．もう少し時間を多くかけて，寛習を行ないたかった。

3．書の専門的な審を要求しなかったせいか，割合期待通りの実習作品を得た。

◎52年慶の合同授業実施内容

51年慶に行なわれた合同授業は，音楽と莫術，工芸と書道の組合わせであったがタ この年慶は，

これを一歩進める形で，音楽・美術・工芸・書道を同時に組合わせてはどうかと考え，この点で四教

科の意見が一致した。

そして，四教科把関連するテーマを長時間模索する内，期せずして全教官の問から「正倉院」をテ
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ーマにしてはどうかという考えが出された。さっそく，この方法で具体的な作業にかゝわ，魯教科に於

て，「正倉院」についての取組みがどの程度できるかの話合いがなされた。叉，その段取りを次の通り

決定した。

○合同授業に関する参考資料の収集と正倉院スライドの制作。

○正倉院の参考資料及授業指導案用紙の配布。

○授業指導案の提出・授業の事前・事後のアンケート調査内容の検討。

○奈良博物館で開催中の「正倉院展」の実地研究調査の実施計画と授業指導案の検討。

○奈良「正倉院展」実地研究調査のための出張浸らびに，現地（宿泊地）においての授業指導案討議占

○合同授業に関する生徒へのアンケート調査の実施。

○合同授業の再検討，授業準備についての打合わせ，環境（教室）整備，教材機具の準備，時間の配

慮等。

○合同授業の実施。高校2年の芸術科4領域（音楽・柔術・工芸・書道）

○合同綬業の壇とめ（整理と反省）

○合同授業について，生徒への7ンケートによる事後調査を行う。

0合同授業把関する第2年次の実践研究の総壇とめ・各領域別に提出・整理。以上

上記の段取りの内，生徒へのアンケートに£る尊前・事後の調査払 種々の事情により行なえなかっ

たがタ 他はすペて実施する事ができ，4教官が「正倉院」についての深い認識と理解のもとに，4教科

を選択する4クラスの生徒達に対し，各一時間づゝ4回の同じ内容の授業を行った。各生徒は，「正倉

院について」と題するパンフレットの説明の後，「正倉院の音楽」「正倉院の莫術」「正倉院の工芸」

「正倉院の書道」把ついての授業を受けた。日本が世界に誇る正倉院芸術の全貌の概要を4時間（2日

間）で体得する事を可能にさせた授業といえる。

○次に各科における，指導の観点及目標・指導内容をのべて見よう。

1・音楽科

⑳観点として

奈良時代から平安噺モにかけて，日本の支配階級は大陸の先進文化を積極的に輸入し液。その時，輸入

された楽器と日本独自の楽器の一部が正倉院に残されている。しかし，それらの楽器はほとんど現在使

用されをく怒ってし壇ったが，その中で琵琶・びちりき・蔓・渇鼓など幾程かの楽器が日本古来の楽器

といわれる壇でに日本化して使われている0そ・ういう楽器の音色とその楽器を使った楽曲を鑑賞し，叉

それらの楽器を使用した現代の作品も鑑賞し，それ等の楽器・楽曲に関心と理解を深めさせる。

◎目標として

イ 東西音楽の文化交流と我が国の大陸音楽の輸入について知らせる。
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ロ 正倉院に残存する楽器についで，スライドを鑑賞させながら，楽器の特徴・種類を理解さ

せる。

ハ

その後の日本音楽の歩みとそれらの楽器のかゝわりと，楽器の変化について知らせ，現代

音楽への取り入れの例を示す。

◎指導過程として

0平調音取（越天楽）鑑賞（レコwド）

○日本音楽の歴史（プリント）

○正倉院楽器の分類（スライド・プリント）

○正倉院の楽器につながりのある楽器の音色をきく（レコード・テープ）

○雅楽「越大楽」鑑賞（レコード）

O「昭和大平楽」（黛敏郎作曲）鑑賞（レコいド）

2．実術科

⑳観点として

JE倉院托ある御物中，特に芙術における世界文化との交流作品を究明し，奈良時代文化の本質に肉

迫すべく，生徒を指導する。

◎指導過程として

○正倉院御物の由来について（プリント）

○東西文化の交流を大きなテ叶マとし，絵画，彫刻・陶敢・楽器・その他の柔術工芸品を鑑賞

しつゝ，交流－のありさまを明らかにした（スライド）

○対象の外国として，ギリシ7・ペルシア・イラン・印度・西域・中国・朝鮮をあげた。（講

義）

3．工芸科

⑳観点として

奈良時代の造形芸術は，中国・印度文化の影響を直接受け，わが国の工芸史上でも最もはつらつと

した発展期であった。とりわけ，前期（白鳳）は素数に関するものが多いが，後期（天平）では調度

品をはじめ，楽器・装飾品・武具・遊具など非宗教的なものも多く，木工・金工・漆工・陶敢夜どあ

らゆる工芸技術が発達し，奈良芸術の粋を極めてぃる。特に正倉院には，天平時代の勝れた工芸品が

数多く収蔵されている。本単元では，これらの収蔵品のうちから，金工・木工・漆工などの主なもの

をスライドにより鑑賞させ，工芸的視野から奈良時代（正倉院を中心とした）の芸術について，関心

と理解を深めさせたい。

◎目標として
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イ 奈良時代の造形芸術の発達把ついて知らせる。

ロ 正倉院のおもな工芸品把ついて，その特徴・技法の概要を理解させる。

ハ

正倉院の工芸品のスライド鑑賞を通じて，奈良時代，特に天平時代の芸術について関心と理

解を深めさせたい。

⑳指導過程について

○天平時代工芸の発達と特色把ついて（講義）

○正倉院に収蔵されている主な工芸品についての，技法的な面からの種類分け（スライド）

○正倉院御物の技法と材質について，代表的なものの概説（スライド）

4．書道科

◎観点について

高校の芸術教育払莫術・音楽・工芸・書道の選択科目に分れており，最低3単位共すべて同一選択

をする事が望優しいとされている。こうした状況において，芸術の総合的な連関性を理解させることは

不可能である。この欠点を補う為に企画されたのが正倉院合同授業である。

正倉院を文化芸術史上において，高校生をりの総合理解を求めたい。

⑳目標として

正倉院の宝物に見られる日本書道が，どのように中国書道の影響を受容したかを，スライド文献を通

して，鑑賞しながら理解させる。

◎指導過程として

○正倉院書蹟に見られる中国の影響（講義）
おlうぎし

○光明皇后の「楽教諭」と王象之の「楽教諭」との比較。（スライド）

○聖武天皇と初唐の三大家の書との比較（スライド）

0「献物帳」把見る中国普通の影響（スライド）

⑳総 括

以上4教科の授業について，問題点（反省すべき点），評価すべき点は下記の通りである。

○問題点（反省点）

○時間が足りなかった。

○広範に怒りすぎ，探みが足りなh。

○主賓作品を少数選ぶべきであった。

○書道教室の不備

○スライトナは部分の拡大を入れると，技術面がよく理解できる。

○事前の指導不足。
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○実際の模型を使用するとよいb

Oオリェ／テーションに映画を見せる方法を考えるべきだ。

◎評価すべき点

○生徒の反応から考え，合同授業は成功だったと思う。

○生徒に取って，断片的な知識ではなく，広い教養になった。

0正倉院の全体像を把握した。

0普段授業を受けてい覆い教師から授業を受けたので，新鮮さのためか，教室が引き締ったか

の感があった。

0正倉院に威せられたエ芸品の名称ヤ，技法等が深く理解された。

○諸外国との交流に基礎を置く文化形態がよく理解された。

○奈良時代のエ芸技法が現在にも生かされている点を理解した。

◎53年慶の合同授業実施内容

本年度は，前年度行なわれた合同授業のテーマ「正倉院」を引き継ぐ形のテーマが模索された結果，

「日本芸術の根元」に決定した。

大陸文化の影を深く印した「正倉院」の芸術作品が，日本の風土に夜じみ，やがて日本独自の芸術の

出現を見るのであるが，その日本芸術の出発点把横たわる，風土・国民性等にさぐりを入れつゝ，そ

の根元に肉迫しようという主旨夜のである。そして，次のような段取りを決定した。

◎予定の段取少

○音楽・柔術・エ芸・讃＝道の分野において，日本芸術の根元に関わる種々の事物を考え，その作

品・時代・形式・理由等を調査する。

○上記調査をもとにした研究会の日引接と協議。

O「河井駕次郎焚術館」（Ojと芋・鑑賞。

○合r妄了j授業指導案の提出とその交換。

○指導案及生徒に対する召捕（奇縁）■アンケート調査事項についての第一次協議会

○第二次協議会で指導案及尊前（事後）アンケート調査事項の決定。

○尊前アンケート調査の実施

o「日本芸術の根元」をテーマにした四教科の合同授業及事後アンケート調査の実施

○合同授業実践研究の総壇とめとアンケートの整理

⑳実施過程
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O「日本芸術の根元」についての協議会。

各教科から出されたレポートを中心に，二日間にわたる協議の結嵐「日本芸術の根元」について・

次の点が明らかにされ，指導案の目安を定める上に役立つ結果を得た0

1．音楽科

0単施律主義である点

○感覚的・即興的で，音色余韻を尊ぷ。

。絶対音楽ではなく，劇・舞踊等托附随したものが発達

○わび・さび・物のあわれ等の独特を黄の世界。

○陽性より陰性（短調）の性格を与えている。

○古典を主んじる傾向が強い。

○自然を象徴化する音形が多いゐ

0四半音の音がある。

○社会的・身分的背景のちがいが，音楽のジャンルを形づくっている。

○日本音楽の歴史は，国際音楽時代と民族音楽時代との交替・反復の歴史である。

2．莫術科

0単純な構想で豊か濠表現力をもつ。

○余白（空間拓こめられた情緒）及わび・さびの美しさ

○自然に即したものを尊び（花・鳥・風・月・山・水），人物は点景に過ぎないものが多い。

0すべてが線的な表現によっており，明暗の表現が凌い。

○原色を用いず，中間色の表現が多い。

○客観的表現より，主観的l象徴的表現が多い。

○桃山絵画把見られる，一種の構成主義（バーバリズム表現）

○優幾な莫しさを尊ぶ。

○浮世絵版画に見られる庶民的親近感。

○繊細・華麗な色彩による装飾的表現。

0日本独自の大和絵的表現

○工芸科

○実用と莫との実車な結合

○自然を尊ぶ精神が生んだ空間（自然）との調和

○素朴な莫しさ托着目している点

○莫濃・志野。萩焼等に見られる情緒的焼物と楽焼及仁清・光悦・乾山等の作品に見られる陶芸作
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0銅鐸及奈良時代の鏡造技術

0刀剣・武具等の装飾金具把見られる単純化と豪華性

0漆工技法把見られる，日本独自の表現（器具・仏具・建築等）

0結城紬・黄八丈等把見られる染駄表現

0直裁な表現，単純で大胆なデザイン

4，書道科

0自然に流れる黄しさと空間表現に見られるするどい感覚。

○びらがな及カタカナの発生から完成に至る過程

○日本独自の遜蓮法

○和紙及その表面にほどこされた装飾

0日本独自の辛くばりと余白

0現代にかける，日本と中国の異なる略字

0禅僧の墨蹟に見られる豪快な筆法

○生活感情をこめた大胆な書風（相撲文字・歌舞伎文字・落語文字・‥・勘亭流）

○明朝l清朝等の印刷文字

○前衛書（中国にはない）

0三蹟（特に道風・行成）の書風が日本書道の主流を占めた点

5．その他（教科に関わらない面）

○日本芸術の根元は，その気候・風土・国民性から特徴を探るとよh。

○日本の庭園と西欧の庭園に見られる，自然的なものと，観念的なものについて。

○個人（日本）と集団（西洋）－の思考法について。

⑳各科における指導の観点及目標，指導内容について

1．音楽科

⑳観点として

日本の伝統音楽の持つ特質を，国民性と対比させつゝ生徒に知らしめ，鑑賞により，それを感覚的

に把握させる。

◎目標として

日本の伝統音楽の特徴を国民性と関連させつゝ，理解させる。又，これらを，鑑賞を通して感覚的

に把握させる。現代音楽（日本の伝統音楽の楽器をも用いた西洋音楽）綻より，楽器の音色等の異同

からくる相違点・類似点を考え，日本の伝統的な音楽の持つ特色からもタ 感覚的にその音楽の特徴を
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感得させる。

⑳指導過程として

0はじめ把，趣く大ぎっばな日本の歴史の根幹だけをしっかり理解させた。（プリント）

○国民性との関係を考えさせ孜がら，日本の伝統音楽の特徴を知り，同時に西洋音楽との比戟も

考えさせた。（プリント）

○日本の伝統音楽の代表的蔑ものを鑑賞させ，その特徴を知らせ，西洋音楽との類似点・相異点

を考えさせタ そうした中で，日本的とは何かを感得させた。（レコード・テープ）

○現代音楽に現われた伝統的夜目本の楽器の演奏を鑑賞することにより，楽器の音色及その雰囲

気から，西洋の伝統的なそれとの比戟を感覚的な面で行った。又，伝統音楽中の同楽器との異

同に留意させタ そこからも日本の楽器の，ひいては日本の音楽の特徴を感得させた。（レコー

ド・テープ）

2．糞術科

⑳観点として

日本莫術と西洋美術の種々の表現を比駿しながら，日本芸術の根元を解明する方法をとった。

◎目標として

スライド把より，日本と西盲草の柔術（主に絵画・彫刻）の上で，人物表現・自然表現・遠近表現・明

暗表現を比較して，日本莫術の特質を明らかにする。

⑳指導過程として

○日本と西洋の四季の変化等の具体的事例を中心托して話を進め，自然中心の日本と，人物中心

の西洋のちがいを教示した。（講義）

○日本と西洋の人物表現における，顔の表情の象徴性と写実性の差異，手の表現の象徴と具体の

問題，足の表現の不動と劾の・ちがいタ 人体表現の静中の勤と劾表現について，叉，群像表現の

群衆と群像とのちがいについて鑑賞した。（スライド使用の講義）

○日本と西洋の自然表現について払 草花表現における模様化と写実化，木の表現における静と

動きのちがい，山の表現の有限的遠近法と無限的遠近法，風景表現における瞬間的自然観と永

遠的自然観 建物のある風景表現把おける遠近法との比較，海の風景表現におけるデザイン化

と写実につぃて鑑賞した。（スライド使用の静養）

0日本と西洋の遠近襲現について払 心理的遠近と幾何学的遠近につぃて饉賞した。（スライド

使用の講義）

○日本と西洋の明暗表現について払 線表現と明暗表現について鑑賞した。（スライド使用の講

義）
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0最後把，日本糞術忙ついての本質・根元を壇とめ，我が国の柔術についての美的尺度を深く

認識させた。（講義）

3，工 芸

◎観点として

日本人は他の民族に劣らず数多くの美しいものを生み出している。われわれは，これら先輩の残した

素縛らしい遺産をたゞ大事に次へ引き継ぐだけでなく，それを越える新しい莫を創り出す工凰や努力

が大切である。このような観点から，わが国工芸（民芸も含む）のうち，陶芸・金工芸・漆芸などを

中心にふれ凌がら，日本における工芸文化の発達とその要因を吟味し，探究させ，この学習を通して

日本芸術への関心と理解を深め，豊かな感覚と創造力を養う一助とさせる。

◎目標として

1．工芸文化の要素について知らせる。

2．わが国托おける工芸（陶磁器。漆芸品・金工芸品）の特色と変遷忙ついて理解させる。

3．「日本芸術の根元」について，工芸面から考えさせ，造形に関する豊かな感覚と創造力を養わ

せる。

◎指導過程として

○導入として，人間と工芸との関わり合いを考えさせた。（鰐嵐）

○日本と外国に於ける，精神面と物質面，地域と時代，生活環境と宗教思想，産出材料と科学

技術，社会的変革を，時代的な社会のしくみを中心にして考えさせた。（工芸史年表プリン

ト）

0陶芸・金属工芸・漆芸における，わが国の工芸の特色と変遷を鑑賞させた。（スライド）

0伝統工芸と民芸について，その様式と流派にふれつゝ鑑賞させた。（伝統工芸品の資料プリ

ント）

○壇とめとして，工芸から見た日本芸術を明らかにし，日本芸術の根元について考えさせた。

（講義）

4．書道科

⑳観点として

平安時代（将に藤原時代の三蹟と仮名）の書を通じて，日本的な書について理解させる。

◎目標について

三蹟の薔の特徴を，中国の普及び三尊と比戟し，また，仮名の発生から完成把至る過程を追いながら，

その蓑をさぐる。

◎指導過程として

〟且85〟き



0導入として，中国の軍勢乏の書と，それが日本の書道に及ぼした影響をのべた0（プリンい
講義）

○平安時代三聾についての講義と鑑賞。（プリント）

○三蹟の書についての講義と鑑賞。（プリント）

0仮名の成立についての講義と鑑賓（プリント）

0道風・行成によって完成された新しい書風と後の時代の書との比較。（プリント・講義）

－186－




