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Practical Report of Art Appreciation Education through Cooperation with
Artists -A study in Fuzoku SHIMADA junior high schoolChikagc KAMO

Tomoko TAKAHASHI

要旨】
【
近年,図 画工作科及び美術科の授業づ くりにおいて,作 家や学芸員 (美 術館等)と 連携 した取 り組みが盛んに
なり,様 々な実践が報告されている。本報告は,学 校 と作家が連携 した授業づ くりの取 り組みについて,先 行研
究等か らそのスタイルのll■ 向を分析 し,静 岡大学附属島田中学校で実践された取り組みについて報告を行 うもの
である。本実践では,作 家との連携授業が単元計画の中に計画的に位置づけられてお り,そ れが特徴で もある。
実践を報告す ると共に,作 家 と連携 した授業づ くりの教育内容・方法の一事例を提案する。
キーワー ド】鑑賞教育 授業づ くり 連携 作家 題材開発及び研究
【
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作家 と連携 した授業づ くりのス タイル
作家 との連携による授業づ くりに着 目してみ ると
近年 ,様 々なス タイルで実施 されてい る。 こ うした実
践 で課題 としてあげ られるのが,作 家 との コンタク ト

は じめに

近年 ,図 画 工作科及 び美術科 の授業づ くりにお いて

,

,

作家や学芸員 (美 術館等)と 連携 した取 り組みが盛 ん
にな り,様 々 な実践が報告 されて い る。平成 20年 告
示 の 中学校学習指導要領 には 「美術館 ・博物館等 の施

の取 り方 ,ね らいや内容の設定,計 画 ,方 法 ,評 価等
であ る。特に,作 家 との コンタク トに関 して,教 員が

設や文化財 などを積極的 に活用するようにす ること」
や 「実物 の美術作品を鑑賞する機会 が得 られ るよ うに

個人 で取 り組む ことは容易 なことではない。作家 との
連携 による授業づ くりのス タイル は,お お よそ,以 下

した り,作 家や学芸員 と連携 した りして,可 能な限 り
多様 な鑑賞体験 の場 を設 定す るよ うにす るJl)と の
記述 があ り,学 校 と地域 の文化施設 ,作 家 との連携 に

の 3つ に大別 され る。
・外部プ ログラムヘ の参加
NPO法 人な どによるコーデ ィネイ ト
・ 教員 (個 人)に よるコーデ ィネイ ト

よる授業の充実 が求められてい る。 しか し,学 校 が美
術館 や作家等 と連携 を行 うことには,多 くの課題 も山
積 している。平成 21年 に静岡県立美術館 で 開催 され
た第 1回 鑑賞教育指導者研究会では,学 校 と美術館 と
の連携 について,金 銭・ システ ム面等 のハー ド面や資
料や教材等 の ソフ ト面の課題 が参加者 か ら幅広 く出 さ
れた。また,平 成 23年 に報告 された 「特定 の課題 に
関す る調査 (図 画工作 美術 )J2)の 中では,「 地域
の美術館等 と連携するよ うな指導を工夫 しています か」
の 質 問 に対 し,肯 定 的 な回 答 を した小 学校教 員 は

まず,外 部 プ ログラムについてだが,近 年 ,美 術館
等 で作家を学校 に派遣す る取 り組みが積極的に実施 さ
れている。例 えば,東 京都現代美術館では,ス クール
プ ログラムの 中で 「アーテ ィス ト1日 学校訪問」を設
定 してお り,活 躍中の現代美術 アーテ ィス トを都内の
小学校 ,中 学校 ,高 等学校 ,特 別支援学校 (年 6校 )
を訪問 し出前授業 を行 っている 3)。 美術館以外 に も

118%に 止ま り,依 然 として全 国的 に低 い数値を示 し
ていることが明 らかである。近年 ,美 術館等 の活用や

,

企業等 の団体 が実施 して い る取 り組み もある。朝 日/Jr
聞社では,読 書推進事業 として 「オーサー・ ビジ ッ ト」
4)に 取 り組 んでい る。 「オー サー・ ビジ ッ ト」では

作家 との連携が教育にお いて重要なキー ワー ドにな つ
てい るにも関わ らず ,現 場 の教員や美術館 関係者等は

,

「作家が教室 へ !な りたい 自分ヘー歩」をキー ワー ド
に掲げ,子 どもが世界の多様 さに驚き,表 現 の楽 しさ

多 くの不安や課題 を抱 えていることが上記 のア ンケー
トや調査等か ら考察できる。

等に触れ る事 をね らい として,人 気 の作者 (本 に関係
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て,連 携を意識 した授業 づ くりに取 り組 んでいる。美
術科 において も,「 地域 (人 ・ こと)」 との連携
「他教科・ 他教員」 との連携,「 他機 関 (美 術館等)」

す る)が 学校 を訪問 し,特 別授業を行 つてい る。対象
は,小 学校 か ら高校であ り,学 校 と相談 の上,実 施時
期な どを決定 している。
次に,VO法 人等による コーデ ィネイ トだが,学 校

,

前任者 (美 術科)が
担当 した授業では,単 元内に地域 の作家 と連携 した授
業を位置付けて実施 した こともある。平成 25年 度 の
年間指導計画 にも,授 業者 (加 茂)の コーディネイ ト
との連携 に取 り組んできた

と作家 の連携 の際,NPll法 人 が 中心 とな り学校 に作家
を派遣する事例 が多 く報告 されてい る。NPO法 人 「芸
術家 と子 どもたちJは ,1999年 に発足 し,2001年 か
ら NPO法 人 と して 活動 を行 つて い る団体で ある。
「ASIAS(エ イジアス)」 とい う活動 では,現 代 アー

101。

により,作 家 と連携 した授 業づ くりに取 り組んでいる。

3

ティス ト (美 術 ,ダ ンス,音 楽 ,演 劇等 の多様 なジャ
ンル)が 小学校・ 中学校 ,幼 稚園等 に出かけていって
教員 と協力 しながらワー クシ ョップ型 の授業を実施 し

先行研究

作家 と連携 を行 つた実践については,地 域 の NPOが
中心 とな り作家 と学校をつ ないだ事例や大学・ 学校・

,

さらに,横 浜市では横浜で活動 を続 ける
POや 芸術団体 ,地 域 の文化施設 を中心に,学 校
アーテ ィス ト,企 業,地 域住民 ,行 政等 が連携・協同

アーテ ィス トの連携事例 ,地 域 の芸術祭 のプ ロジェク

ている 5)。

トの 1つ として実践 された事例等が報告 されてい る。
NPOが 作家を コーディネイ トした実践報告に,津 屋
有李 「滋賀県 における POが つ なぐ美術館・ 芸術家 と

,

す る場 「横浜市芸術文化教育プラッ トフォームJを 平
成 20年 に設 立 している。学校 プ ログラムは,平成 16
年 か らス ター トしてお り,芸 術 に触れる機会を提供す

の学校連携」 1● がある。平成 12年 に発足 した WOが
学校 と美術館及 び芸術家 の橋渡 し役 とな り実施 した連

ることや倉1造 性 の育成等をね らい として,美 術 ,音 楽
演劇等,幅 広 い分野 で活躍 して い る芸術 家が直接学校
へ 出かけ,「 体験型」 と 「鑑 賞型」 のプログラム を提

携授業 か ら,連 携授業で重要な ことは学校 が主体 とな
り,学 習 の場 であることを共通理解す る ことだ と指摘
する。また ,鳥 取大学 の 「地域再生 プ ロジェク ト」活

供 している 6)。 この 10年 間 で , 7万 人 を超 える児
童・ 生徒が参加 している 7)。
実際,近 年 ,こ うした外 部 プ ログラムや NPO等 によ

動報告 (2013年 度 )で は,鳥 取県内東 中西部 の小中
学校 と連携 し,ア ーティス トを招 いたワー クシ ョップ
型授業実践を通 して学ぶ機会を設けてい る。特色 とし

る地域 の人材バ ンクを活用 して,各 学校 が授業 に取 り
8),図 画 工作科や
組 んでいることが指摘 されてお り

ては,地 域 の NPO等 と大学教 員 が連 携 し,学 校での
ワー クシ ョップ事業を コーディネイ ト・ 実施する等が

美術科 だけでなく,言 語教育や音楽科等において も
事例 が報告 されてい る (城 間・ 茂呂,2007,岡 田・槙

あげられてい る。課題には,時 間的な ものか ら予算的
なものまで ,ハ ー ド面の充実 (ア ー テ ィス トの登録
リス ト化,情 報公開などシステ ム構築等)に 関する課

,

,

原,2014)。
最後 に,教 員

(個 人)自

,

身による コーデ ィネイ トで

題が多 くあげ られて いる。本報告では,鳥 取大学附属
つ
中学校 での現代美術作家 によるワー クシ ョップ

ある。 これは,教 員 が直接作家 と連絡を取 り,連 携を
行 う方法 である。
学校 では,以 上述 べてきた方法 (ス タイル)を 選択

'ふ

う (日 常)の 門」 も紹介 されてい る。 3日 間にわた り
オー ギュス ト・ ロダン作 「地獄 の門」 と同 じサイ ズで

しづつ,作 家 と連携 した授業づ くりに取 り組んでい る。
特に,外 部 プ ログラムや NPO法 人等によるコーディネ
イ トについては,利 用 している学校が多 く存在 し,そ
の報告数 も多 い °)。 しか し,こ れ らは地域 によ つて

「日常の門」を制作する内容が紹介 されてい る。

大学・学校・アーティス トの連携事例としては,辻
泰秀 山本政幸 浅尾知子 「地域における『 学校美術館』
の構想 と準備一地域の学校やアーティス トとの連携―J
121が

偏 りがある事 も確 かで ある。東海地区では,愛 知県で
開催 された 「あい ち トリエ ンナー レ 2013」 にお いて
参加アーテ ィス トを学校 へ 派遣す る取 り組みが行われ

ぁる。本実践では ,大 学教員 の コー デ ィネイ ト
によリアーテ ィス トが学校 に来校 し,本 物 の作品を展

,

示する取 り組みが行われてい る。教育活動に深 い理解
を もち,ギ ャラ リー・ トー ク等 へ の 協力 で きるアー

ていた り,愛 知県立美術館 を中心 とす る 「愛知県鑑 賞
学習普及事業実行委員会」では,平 成 23年 度 か ら文
化 庁の助成を受けて,地 域 の学校や美術館・ アーテ ィ

テ ィス トを選出 している。連携 による実践 では,事 前
に丁寧な準備や打ち合わせをす ることが望まれる事
児童・ 生徒の実態把握 の重要性等 が指摘 されてい る。
,

ス ト等 と連携 して事業を実施 した りしてい る。静岡県

地域 の芸術祭 のプ ロジェク トとして実施 された連携
事例 としては,佐 藤哲夫 磯辺征尊 「芸術家 と教員 の

では,こ うした取 り組みが充実 しているとはいえず
学校 が作家 と連携 した授業づ くりを提案する際は,教
員 自身の努力 によつて,作 家 とコンタク トを取 り,授
,

コラボ レーシ ョン授業によつて生まれ る子 どもの芸術
的気 づ き―『 水 と土の芸術祭 2012』 こどもプ ロジェ
ク トの事例―」
・ )が ある。芸術祭 の参加 芸術家 と教

業づ くりに取 り組んでいか なければな らない状況 にあ
る。

員 の コラボ レーシ ョンによる授業実践が紹介 されてお

静岡大学附属島田中学校 では,近 年 ,全 教科を通 し

1%

作家 と連携 した鑑賞授業の取 り組み

り,実 践を通 して,子 どもの芸術的気 づ きを芸術家 が

あ つて も,あ りのままの 自分 を受け止 めてくれ る温か

触発 していることを指摘 している。
以上,先 行研究か ら,作 家 と連携 した授業には様 々
なス タイルがあ り,成 果や課題 も多様な視点 か らあげ

な家庭があれば,子 どもは乗 り越 えてい くことがで き
る。 ところが現実には,虐 待やネ グ レク ト,家 庭内の

られ て い る こ とがわ か る。 実践 としては , ワー ク
シ ョップ型 の単発的な報告が多 くみ られ る。作家 と連

不和,離 婚や再婚 ,親 の失業等 ,子 どもを取 り巻 く環
境 は著 しく悪化 している。 このよ うな環覚 の 中, 日の
前 の多 くの子 どもは,親 に反抗す るでもなく文句 を言

携 した単発的な実践が教育効果 を期待できないとい う
わけではないが,こ うした実践が教科 の年間指導計画
や単元の 中に意図的・ 系統的に位置 づ けられ るとした

うわけでもな く,驚 くほ ど大人の事情や想 いを理解 し
自分 の気持 ちを押 し込 めて生活 して い る。そ の ため
「どうせ 自分なんか」 と自暴 自棄になつた り,自 己肯

ら,そ の教育効果は よ り期待 で きると考 えられ る。先
行研究の 中には,参 加作 家 の選出条件 として同学校 で

定感 をもてなか った りす る子 どもが増 えて い ると感 じ

,

ている。
また,附 属島田中学校

次年度以降の参加 も期待できることがあげられている
・ )。
もの もある

(以 下,本 校 と記す)な

らで

はの実態 もある。本校 の生徒 は,入 学 に当たって受験
を経験 している。 地域 の 中で も比較的学力 の高い生徒

本稿では,単 発的な授業計画ではなく,年 間指導計
画及び単元計画 の 中に計画的に位置 づ け られた附属島

が集 まってお り,家 庭的にも教育熱心で経済力 もあ り
恵まれてい る生徒 が多い。集団 として も素直で明るい
雰囲気があ り,学 習意欲 も高 い。美術 において も,表
,

田中学校での実践を報告する と共に,作 家 と連携 した
授業づ くりの教育内容 ・方 法 の一事例 を提案する。

現や鑑賞を投げ出 して しま うとい うことはない。作品

4

も必ず完成 させ ,質 が高 い ものが多 い。 一見すると

附属島田中学校美術科の 研究概要

,

(1)問 題 の所在

自己肯定感が低 くなる原因はないよ うに思われ る。 し
か し,本 校にも家庭的な問題 を抱えてい る生徒はもち

図画工作科 ・ 美術科 とい う教科 の魅力 の一つ に
「どの子 も楽 しめるJと い う点があげられる。 しか し
中学校 の美術科 で実感 させたいのは,た だ 「や ってみ
,

ろんい る。 また ,親 からの過度 の期待をプ レッシ ャー
に感 じた り,過 保護 ・過干渉にス トレス を感 じた りし

,

たい」 と興味をもつて活動す る楽 しさだ けではない。
授業を通 して,生 徒 が 自己の 内面に 目を向け,自 分 の
想 いや 自分 らしさを追究 し,そ の上で 「自分で新 しい

てい る生徒 も多 い。 さらに,多 くの生徒 が,週 に 2・
3回 は学校帰 りに塾に通い,夕 食 もコンビニで買つて

もの を創 り出す楽 しさJを 実感 させた い と考 えている。
美術 の授業は,美 と創造 とい う観点で,倉 1造 するこ と
の楽 しさや喜びを実感 し充実感や成就感 を味わ う学習
であ り,生 徒 たちに新 しく何かを倉1り 出す ことへ の意
欲をもたせ る心 の教育 である。そ して,美 術 の授業を
通 してつ けた力は,生 徒 が生涯 にわたって豊かに生き

済ませ るの も実情である。塾には附属生だけのクラス
が設けられ ,模 試 の順位で座席が決め られてお り,無
意識 に上下関係 ができてい る。
学校では,同 質 の集団であるため力、 「で きて当た
り前」 とい う気持 ちが強 く, 自分 の理想 とす る姿や達
成 目標 が非常に高 い傾向がある。言 うなれば 「力の あ

ていくための,自 分 で楽 しさを創造 していく力につ な

る転校生の集団Jで ある。 だか らこそ,で きなかった
時 の 劣 等感 は ,相 当な もの な の で あ る。 実際 には

がってい くと考える。

90%も できているのに,ほ とん ど全員 が 100%で きて

しか し,実 際に中学生 と関わ つてい くと,題 材 に対
して 「や つてみたい」 とい う意欲 がわかない とい う実

い るよ うに感 じて,「 自分だけ 90%し かで きなかっ
たJ「 自分はできなかつた」 と思い込んで しま う。 こ

態に驚 か され る。他者 との技能面だけを比較 し,表 現
や鑑賞をする こと自体を投げ出 して しま う生徒 も多 い。
これには, 自己肯 定感 の低 さが大 きな影響を与えてい

のこ とが,ど ん なにがんばっていて も成就感や達成感

ると考えられる。その要因は,大 きく 2つ あると考 え

をもてず ,本 校 の生徒 の 自己肯定感 を低下 させ る原因
となつている。
美術において も この傾向は強 く,こ の 「できて 当た

た。

り前」の気持 ちが ,表 現や鑑賞 の妨げにな ってい る。

1つ 目は,発 達段階である。思春期 と呼ばれ る中学

周 りと技術 の優劣 のみで比較す るため,実 際には,す

生の時期は,心 も体 も,人 生の中で最 も大きく変化 し
成長する。 自他 の表現や作品 も,客 観的 に見ることが

ばらしい表現や鑑賞を してい るにもかかわ らず,自 分
の表現や感 じ方に 自信 をもてないので ある。

できるよ うになるため, 自己と他者の違 いや ,能 力差
を感 じることが多 くなる。他者 よ りも下手だ と思 うと
周 りの 目が気 にな り,「 楽 しくない」 「どうせ上手 く

表現す ること,鑑 賞する ことの価値は,知 識や技能
の優劣 をはかることではない。 この生徒 た ちが,主 体

,

に膚1造 す る楽 しさを実感す るためには,「 対話」を通
して他者 の想 い を知 り, 自分 の想 い をより確かにす る

できないか らや りた くな い」 「自分 の作品を見せた く
ないJと 思 つて しま う傾向にある。

ことで,形 や色彩な どの さまざまな造形要素か ら作者
の想 い を感 じ取 り,新 しい価値 を見いだす 力をつ ける

2つ 目は ,家 庭環境 で ある。 どんなに辛 い ことが
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必要あるのではないか と考 えた。

(2)研 究 目的
上述 した事項や生徒 の実態をもとに,平 成 23年 度
よ り附属島田中学校美術科 (以 下,美 術科を記す)の
(テ ーマ)を 「創造する楽 しさを実感 し豊か

研究主題

に生きる生徒 の育成 〜他者 との対話を通 して 自己肯定
感 を高める授業 の工夫〜」 と設定 し,研 究及び実践を
重 ねている。教科 で育てたい生徒像は,「 美術 を愛好
し,豊 力ヽこ生きるための追1造 活動 への意欲にあふれ
自ら 「美 しさ」や 「楽 しさ」を創 り出せ る生徒」 と設
,

定 した。
教科テーマ は,教 科で身につ けた い要素 の中の 「関
心・ 意欲・ 態度」に着 目を し,「 創造す る楽 しさを実
感 し 豊かに生きる生徒 の育成」 と設定 した。また
サブテーマ は 「他者 との対話 を通 して 自己肯定感 を高
,

め る授 業 の工夫 Jと した。 対話 とは ,「 向き合 うこ
と・ 語 り合 うことで心の共鳴を引き起 こし,新 たな価
値観 を生み出 して い く活動」であると考えた。 「ひ と
との対話 」 は,大 き く分 けれ ば, 自分 自身 との対話
(自 己内対話)と , 自己と他者 との間 の対話 (他 者 間対
話 )と に分けられ る。表現 と鑑 賞 の 中で,「 自己内対
話 Jと
者間対話」を繰 り返 してつないでい き,自

図 1 本校美術料の研究構想図

'他

己肯定感 を高めることで,創 造す る楽 しさを実感 させ
てい きたい。 対話は 「ひ と」だけに限 つた ものではな

・試作での経験を生か して,自 分 が感 じる 「命 の輝 き」
を切 り絵 で表す ために, 自分 の意図に合 う切 り方 を
模索 し,創 造的に表現する。 (創 造的な技能 )
.自 他 の作品に込められた思い と 「命 の輝 き」 を,色

い。 「 こ と」,「 ものJと の対話 もある。 どの対話に
お いて も,最 終的 に全てが
分 自身 との対話」であ
'自

ると言えよ う。本題材 では,他 者 の作品 の出来映 えや
他者 の 目を気に して,自 己肯定感 を持てない本校 の生

彩や形な どの造形要素 に着 日して感 じ取 り, 自分 の

美的価値観をもつて 自他の作品のよさを味わ う。
(鑑 賞の能力)

徒達 の実態を踏まえ,対 話 を生み出す題材 づ くりや方
法 ,プ ロセス な どを工夫 し,授 業過程 における意図
的・効果的な 「他者 との対話」の あ り方を検証 してい

(4)題 材設定の理由

る。図 1は ,美 術科 の研究構想図である。

5

本題材は, 3年 生の題材 の最終授業 (切 り絵 )と し
て,ま た 中学校 3年 間の最後 の題材 として計画 したも
のである。切 り絵 の題材 「命 の輝 きを切 り出そ う〜私

作家 と連携 した授業実践

(1)題 材名

の沖縄体験を通 して〜」 (全 18時 間 ・ 4〜 11月 及び
3月 実施 )は ,修 学旅行で の平和学習 をもとした切 り

命 の輝 きを切 りだそ う 〜私の沖縄体験を通 して〜

絵 の制作を通 して, 自分が感 じたこと・ 考 えた ことを
再構成 し,作 品を通 して 自己の想 いを発信 してい くこ

(2)対 象学年
第 3学 年

(男 子 61名

女子 59名

計 120名 )

とをね らい としてい る。 なぜ切 り絵を題材 として選ん
だのか。それ には,本 校 の修学旅行及び福井利佐氏 と
の出会 い について特筆 しな くてはならない。

(3)題 材 目標
・ 沖縄 の歴史や事実,自 己の体験か ら発信 したい思 い
を明確に持ち,自 分 が感 じる 「命 の輝 き」 とは何か

本校の修学旅行は,県 内の中学校ではめずらしく
沖縄での平和学習を主たる目的としている。今回は
その修学旅行でおこなった平和学習をいか して題材を
,

を考えて意欲的に表現す る。 (関 心・ 意欲・ 態度)
・ 沖縄 の歴史や事実 , 自己の体験 を土台 とし, 自分が
感 じる 「命 の輝き」を,色 彩や形な どの造形要素を

,

意識 し,抽 象 と具象 を効果的に組み合わせ工夫す る。
(発 想 の能力)
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組む ことにした。生徒が作品を制作する上で,最 も大
切なことの一つは,テ ーマ設定である。 こちらから与
えたテーマではなく,自 分が表現 したいと思える切実
感のあるテーマを設定することは,そ の後の制作意欲

作家 と連携 した鑑賞授業 の取 り組み

に大きな影響 を与える。 自らテーマ を探す場面か ら
す でに生徒 の 自己内対話が始ま つてい る。体験を通 し
,

て得 た強 い思 いが あるな らば,な お一層 自分 の 内なる
思 い を他者に発信 したい とい う思 いが強ま り,テ ーマ
に 「表現 した い必然性 」 が生まれて く。修 学旅行 に
よつて生まれ た平和へ の強 い思 いにより,生 徒 の心は
大きく揺 さぶ られ , 自然 と涙が流れ るほどの感動や重

・ 喜窓褒棗を鶴象で表現する小作品0制 作
●r命 の■な逹切り出そ力 本作品の減

"

■01● ●1月 o鸞 涙 電ヂ
ド1餞 rui■ 賢 。てぉ
こな0わたワークショ
ップに,疵

い感情 を生み出 した。そ して ,生 徒達はそ の思 い を
「発信 したい」 と考えた。そ こで,こ の体験や感 じて
い る思 い を,美 術 の力を生か して形に残す と共に発信
す ることで,生 徒 の 自己肯定感が高ま ってい くのでは
ないか と考 えた。 しか し, こ うしたね らい を達成す る
題材検討 を行 つていたが,な かなか決定す る ことが難
しか つた。迷 いつつ も,題 材検討を続ける中,鑑 賞 の

・IB丼 氏の機颯
癬 丼師
たテレぼ番燿●樫壕
Ⅲ ●樋0切 り餘φ爾彙

図 2 彗 り絵及び福井氏 に関す る選材研究 の流れ

題材 の ヒン トを探すために,静 岡県立美術館 を訪れた
・ )の 画集 と作家本人 に 出
際 ,偶 然 に も福井利佐 氏
会 つた。福井 氏の生命力 溢れ る作品 と,地 元である静
岡出身の作家本人 と,子 ども達 の修学旅行 で体験 し感
じる思 いや沖縄 の光 と影 が ,一 本 の線 でつながったよ
うに感 じた。修学旅行で生まれ るであろ う,彼 らの心
の 中の 「沖縄 の光 と影」 ,「 自分 自身 の命 の輝 きJを
表現す るためには, 自と黒 の コン トラス トが際立つモ
ノクロに絞った切 り絵 が ,最 も適 してい ると確信 し
題材 として年間指導計画 の 中に位置 づ け,取 り組む こ
,

ととした。

(5)作 家 との連 携 スタイル
本実践 の作家 との連携 に関 しては,教 員 自身 (個 人)
による コーディネイ トである。先述 したよ うに,静 岡
県には,外 部 プ ログラムや NPOで の取 りl■ みが充実 し
ているとはいえず ,作 家 と連携 した授 業づ くりについ
ては,授 業者本人 の努力によるところが大きい。静岡
県立美術館 で福井 氏の作品 (画 集 )と 本人に直接対面
した授業者が,そ の場で名刺 を交換 して,後 日授業依
頼 の問い合 わせ をメール で行 つた。外部プ ログラムや
WOに よる授業において も,事 前打ち合わせは重視 さ
れてい るが,本 実践にお いて も重視 した。 メール での
や り取 りの他 に電話での打ち合 わせ を複数回行 い,対
面 による打ち合わせ も行 つた 。)。 事前打ち合わせで
は,授 業当日に作品を持参 して もらうことを依頼 した。
また,授 業 のね らいや単元計画や内容等を福井 氏に理
解 してもらうために,本 校 の研究発表会 の紀要 を郵 送
した。福井氏 は,内 容に 目を通 して くれ ると共に,単
元 のね らい等 に強 く共感 して くれた。

図 3 授業者による参考作品
明 らかに違 う。授業者 に切 り絵 の経験 がほ とん ど無
かつたため,実 感 をもつて作品 について語 つた り指導
した りす るのには,題 材研究が必要であつた。そこで

,

切 り絵 の魅力 ・福井氏の作 品の魅力について,図 2の
ように題材研究を進めた。
① では,実 際に授業者が引率 した修学旅行 の体験か
らテーマ を決定 し,参 考作品づ くり (試 作)に 取 り組
んだ。1枚 だけではな く,複 数枚制作す ることで,体
験 か らイメー ジを広 げ,思 い を深 めつつ表現す るとい
う一連 の流れを確認すると共に,材 料 ・用具研究や画

(6)題 材研究
福井氏 の作品は,圧 倒的な生命力に溢れて い る。黒
い髪 の毛のよ うに うごめ く線 は,時 に見 るもの に恐怖

用紙 を切 るとい う技術に関す るポイ ン トもお さえ るこ

す ら感 じさせ る。私達の既成概念 の 中の切 り絵 とは

者 による参考作品で ある。
② では ,福 井 氏 との打 ち合わせ を兼ねて ,ポ ー ラ

,

とがで きた。図 3は ,最 終的に生徒達に提示 した授業
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ミュー ジアムアネ ックス (東 京都 中央区銀座 )で 開催
されていた福井氏 の個展及び ワークシ ョップに本校 の
協力員である公立学校 の教員 3名 と共に参加 して きた
(図 4)。 ワークシ ョップでは福井氏が講師を務め
,

切 り絵 の作品を制作す る内容 (3時 間)で あった。制
作す る型紙は決め られていた ものの,作 家本人 の指導
の もと,切 り絵 の方法やポイ ン ト,魅 力を感 じるこ と
ができ,充 実 した時間 となつた。作品展示等について
も学びを得 ることがで きた。

(7)単 元計画
本実践 の単元計画は,表 1の 通 りである。本単元は
全 18時 間で構成 されてお り,7月 末 か ら 11月 にかけ
て実施 した題材である。本計画 (表 1)は ,計 画段階

,

で作成 した もの となってい る。計画段階では,生 徒 が
切 り絵 (表 現)の 作品を完成 した後,福 井氏を授業に
招 き,鑑 賞授業 を実施す るとい う流れ を設 定 した。実
際の授業 の流れは,表 1の 通 り変化はなかったが,本
単元の最終授業 となる 18時 間 目の福井氏参加 の鑑賞
授業は,作 家 とのスケジュールの調整などの理由か ら

③ では,福 井氏や他の作家 の画集 を収集 し,福 井氏
が 出演 した TV番 組や映像作品の WDを 視聴 し作家及

3月 に新 たに 2時 間設定 して実施することにな つた。

び作品研 究を深めた r)。

また,事 前学習 の一環 として,静 岡大学教育学部 の学
生が作成 した福井氏に関す るパネル を本校 内に展示 し
生徒 の鑑賞へ の意識や関心を高めていった。
,

(8)作 家 と連携 した鑑 賞授業 の概要 と目標
・題材名
「表現すること〜出会 い 見つ めて 感 じ取ろ う〜J
(全 2時 間 3月 実施 )
・ 対象学年
第 3学 年

(男 子

61名

女子 59名

計 120名 )

・ 目標
・表現者 の生 の声,本 物 の作品に直接触れる活 動を
通 して, 3年 間の美術 の学習を振 り返 り, 自分に
とつての美術 ,思 い を表 現す るこ との価値 意義
について考える。 (美 術へ の関心・ 意欲 ・態度 )

。作品の鑑賞や作者との対話を通 して
,色 や形など
の造形要素に着目し,作 品のよさを味わい,作 者
の思いや表現の意図を感 じ取る。 (鑑 賞の能力)

図4 フークションプで制作する様子

表

1

第 1時
第 2時

単元計画 く全 18時 間 )

【
鑑賞】二人 の恋 人
像画 を対比鑑賞 し,造 形薯繁から人物像力棋後寸

̀=
【
鑑賞】ピカソはなせ
色彩豊かに描 くピヵソが:ゲ ル■ヵを自と黒だけで描いたその黒いま者力ふ
第 3時
【
表現】カッターの達人になる う① 紋切りに挑戦
,ワ ークシー トでため に切 り 美 tぞ tlれ ム十熊滋者,ス
第 4〜
【
表現】カッターの達人になろ う② 書怒哀楽を抽象で表現しよ う
6時 … 喜怒哀楽を表す二回線
り返す擬態語を選び,拍 象表現 した小作品を制作する。
l

lン

第 7

【
表現】命 の輝 さを切 り出そう

16時

第17時
(本

時)
第18時

【
鑑賞】40人 の命の輝きを感じ取ろう￨

T

詈
雷
傍
Fξ 雹
?簿 景
置
彩
惜
曇
異
ζ
曹
言
零
蛾

:j[』 [)
lilll,あ 1蓋 會

鶴 賞】命の輝きを感 じ敢ろう
静岡県出身の切り画作家・福井Xll佐 さんの生品を鑑賞する。
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本題材 は,作 家

(表 現者 )の 生の声を問き,本 物 の

I本 質に迫 る質問 】
○描 く絵 と切 る絵 と,何 が どう違 う力、
O作 品をつ くつている途中で,こ れ は違 うな,こ れ じゃイ
ヤだなと思 うことはあるの力、 また,そ の時 どうす るの

作品 に直接触れ る活動を通 して,三 年間 の美術 の学習
を振 り返 り, 自分に とつての美術 ,思 い を表現す るこ
との価値・意義 について考 えることをね らい として実

力、
○ いつか ら美術 の道を目指 したの力、
○美術 をや つていて,将 来何 かの役 に立つのか。
O「 目に見えるもの」 と 「 (目 に見えない)感 じるものJ
の 2つ の うち,ど ちらの方 を特に重視 してい るか。
○福井 さんにとつて 「命 J「 生命力Jと は何か

施 した。
①第 1時
第 1時 は,滝 平 二郎氏 と福井利佐 氏の作品を対比 し
鑑賞をさせた。鑑賞作品には,滝 平氏の 「モ チモ チの
木 Jの 表紙絵 ,福 井 氏の 「個人的識別 母」を使用 し

②第 2時
導入 では,福 井氏 の紹介をおこなつた。経歴 につい
て ,テ レビ番組 「オデ ッサ の階段」 博)を 一部抜粋 し

た。まずは,二 つの作品 の類似点 と相違点を語 り合 っ
た。実際に切 り絵 を制作 した生徒 だか らこそ,黒 い線
が無数 に重なる福井氏 の作品 か ら,「 血管 のよ うに血
が通つてい るよ うだ」 「生きてい るみたい」等 ,作 品
から生命力ヽ気 の輝 きを感 じとっていた。 また,滝 平

視聴 させ ,授 業者が補足説明を行 つた。その後 ,福 井
氏か ら,直 接 自己紹介を していただいた。
そ の後 ,事 前に集計 した質問か ら,数 が多かった質
問を福井氏に投げかけていった。対談 の 中では,途 中

氏 の作品か らも,線 の太 さによる立体感や単純化 のよ

,

さを感 じとることができた。

本物 の作品を鑑賞する時間を取 つた。本授業 のために
福井氏 には 2点 の作品を持参 いただいた。実際 に作品

,

次 に,「 福井 さんは切 り絵で何 を表現 したかつたの
か」 とい う問 い を投げかけた。 この問 いに対 しても
「筋内の動 きや立体感」 とい う物質的な面か らの意見

を間近に鑑賞す ることで,生 徒達 の興味・ 関心が高ま
り,そ の後 の福井氏に対する感想・ 質問 タイ ムでは

,

,

だけでなく,「 表面的には見えない思 いJや 「生きて
いる,血 がかよっている感 じ」 といつた作者 の想 いや
内面について想像 を広げた意見 も多 く出た。福井氏が

事前 の質問以外にも,「 福井 さんは生 と死をど う考 え
てい るか。 J等 ,作 品の本質に迫 る質問が生徒か らで
た。福井 氏 の返答 の 中には,「 自分には切 り絵 しかな
かつた」 「言葉では言い表せない何 かを表す」 「美術

静岡県出身 の切 り絵作家 であることや ,様 々な業界 と
コラボ レーシ ョンを して表 現活動を展開 していること

は心を浄化す るJ「 表現に込めた想 い は必ず伝わる」
「美術 は人生を豊かにす るJ「 表現ができるの は人 間

,

家 が理髪店だつたこと等 ,生 徒 の発言 と結びつ けなが
ら情報 も与 えて いつた。 同時 に,滝 平氏について も
終戦を沖縄本土 で迎えたことや ,他 の代表作 にも触れ

だけ」等 ,作 家 の生き方に触れ る言葉 ,美 術 の大切 さ
や魅力を語 る言葉が数多 くあった。 生徒達 は,実 際に

,

,

それぞれ の表現 の素晴 らしさや作品の魅力 について
生徒 の言葉を生か しつつま とめていった。

作者 の表現に対する真摯な姿勢や本物の作品 に触れ
互いの想 い を受信 ・発信 をす ることで,表 現す ること

,

,

最後 に,次 の時間 の予告 を行 つた。 三年間の最後 の
美術 の授業 として福 井氏を招 くことを告げ,福 井氏ヘ

や鑑賞す るこ との意義を深 く考える ことがで きた。
授業 の最後 には,三 年間をふ り返 り,「 自分に とっ

の質問を一人 1つ 記入 させた。
第 2時 は,三 年間の最後 の授業 として,全 クラス合

ての美術 とは何かJを 考える自己内対話 をお こなった。
作家 との直接的な他者問対話 が生徒 の心 を揺 り動 か し
,

同で,実 施 した。本授業 に,静 岡県出身 の切 り絵作家

よ り深 く,美 術 と自分の生き方について考える姿が見

である福井利佐氏をお招 きした

(図 5)。 生徒 か ら出
た質問事項を集計 し,そ の質問事項をもとに,授 業者
と作家 の対談形式で進 めてい くこととした。 生徒 か ら

られた。以下は,生 徒の記述 (一 クラス 40人 分)に
多 かった内容 と,記 述 の一部抜粋である。

の質問事項 は,数 の多 い質問 と本質に迫 る質問に場合
分け した。以下が 主な質問内容である。

◇ 「あなたにとって美術 とはJ記 述内容 (40人 分)
己表 現)

28人

これか らも表現・鑑賞 し続 けた い

25人
22人

自分 自身を表現できる

(自

多 かつた質問】
【
○一作品に,平 均 どのくらいの時間がかかるの力、
Oモ チーフは, どうや って決めてい るか。

美術 のよさ・ 楽 しさ お も しろさ
「自分 らしさ」 「個性 Jの 大切 さ

O普 段,

他者理解 としての美術 (伝 える・ 伝わる)

日には見えな い線が顔 にた くさんあるが ,そ の線
は どんなふ うに生 まれて くるの力、
O切 り絵 に使 われ てい る色 とその配置 は, どの よ うに選
び ,決 めてい るのか。
O切 つているときは どんな気持ちか。

自分 の成長・美術に対する気持ちの変化
美術 の存在意義 (社 会・ 自分にとつて)
美術 の可能性

(〜

できるのではないか)

21人
20人
18人
15人
9人

O何 を考えて切 つてい る力、

これか らの 自分の生き方

5ノ 、

○切 り絵を通 して何 を伝 えたいと思つているのか。
O何 か伝えたいメ ッセー ジはぁるのか。

美術 の難 しさ

5ノ 、

福井氏 の作品の造形要素か ら感 じた こと

5人
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◇あなたに とつて美術 とは (一 部抜粋 )
福井 さんの,人 生 を美術 とともにつ くるよ うな考えが
自分 の 中です ごく共感できた。 自分 も美術で自分を表現
して… とはいか な い けれ ど,福 井 さんに とつて切 り絵 の
ようなもの を,こ れか ら自分 の人生の中で見つ けていき
たい。 まだ ,自 分 の将来や りたいことす ら決まつていな
い けれ ど,も しか した ら美術って,こ んな時に見た り表
現 した りして,自 分 の 心を満た してくれるものなのか
な。 (H Y)
,

私はこの 2年 間 ,見 える美 しさ=う まさよりも,見 えな
い美 しさを意識 していた。そ ういった面 か ら考えると
美術 つて深 い なと思 う。 自分を表現す るため。 自分を伝
えるため。 自分を見せ るため。考えさせ るため…。中学
に入つて,美 術 とか芸術に対す る考え方 が変わ った。 こ
れか ら,も つ と自分を表 現 しよ う。授業 で感 じたこと
学 んだことを活か して,新 たな手段で美 しさを出 してい
きたい 1(I K)
,

図 6‐ 1生 掟0前 で作品ttつ ヽ｀
て護る橿井氏

,

今 日,福 井 さんのお話 を伺 ったことで,美 術は,人 のつ
くつた作品は,視 野を広げ,生 活を豊か にす る力がある
とわか りま した。今まで何気な く受けてきた授業の中に
は,そ のよ うな奥の深 い意味が含まれていた と気づか さ
れ ,「 美術 つてす ごい なJと 思 い ま した。私は,美 術は
とても好きですが,み んなの上手な作品を見て,自 分 の
ものと比べ てみると,い つ も自分 の作品 がみんなより
劣 つていると感 じて しまつていま した。 でも,「 自分 の
気持ちを素直に精 いた り,一 生懸命 に描 けば,必 ずその
気持ちが伝わる。 Jと い う福井 さんの言葉 に とても感動
し,勇 気づけられま した。 だか ら,た とえ自分 が得意で
はないことでも,一 生懸命取 り組んでいきた い と思いま
した。 自分な りの表現の仕方 で,自 分 の気持 ちを伝 えた
い と思いま した。 (H N)

馘 ●‐2 14丼 氏の鶴 を間近で蟻賞する生徒 0嫌 子

6

成果と課題
鑑 賞の授業 は,今 まで も繰 り返 し行 ってきた。それ
は, ゴッホや ピカ ソのよ うに,す でにこの世にはいな
い画家達 の作品であった。静岡県出身 とい う点では
石田徹也氏の作品を鑑賞 したこともあるが,や は り同
様 に,2001年 に亡 くな つている。 生徒達に とって今
,

露丼民に贅綺する生掟

まで実施した鑑賞授業は作品のみを鑑賞して,造形要
素から作者 の想 いを感 じ取 るとい うものであった。
しか し,本 実践では,作 品だけではなく表現者であ
る作家本人の想 い を直接聞 くことができる貴重な時間
を設定 した。 また,生 徒達は鑑賞前に, 自身 の想 い を
込めて切 り絵作品を制作 しているため (図 6), より
興味・ 関心を持 つて,作 家 の話を聞 くことがで きた。
そのため,作 家へ の質問内容は技術面 とい うよりは
,

なぜ切 り絵 なのか, どんな想 いで切 つてい るのか, ど
んなことを伝えたいの かなど,自 分 の制作 と重ねた発
言 が多かった。作品鑑賞時には,作 品に近 づ き,食 い
入るように鑑 賞す る姿に,生 徒 の想 いの強 さが感 じら
れた。

国 5‐ 4 授業者 (右 )と 福丼氏 く
左)の 対敏風景

印象的だつたのは,福 井氏 が:中 学生を決 して子 ど
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も扱 いせず, どんな質問 に も,一 人の人間 として誠実
に応えてくれ た ことである。全身全霊で命 の輝 きを表
現 してい る福井氏の心か らの言葉 が,子 どもたちの心
と共鳴 して い くのが伝 わつてきた。作品 と作者 ,そ の
どちらもが同時に輝 き,日 の前 でダイ レク トに想 い を
伝 えてくれ る。また,作 家 が 自分達 の言葉に耳を傾 け

,

応 えて くれる。その濃密 な他者 Ft15対 話 の時間 が,生 徒
達 の美術へ の意識をより高 めたの は間違 い ない。本実
践 の最後 には,授 業 のま とめ として 「あなたに とつて
美術 とは」の問 い を生徒 に投げかけた。生徒達 は,福
井 氏の作品鑑 賞や対談 での言葉 と三年間の 自分 の美術
における学びをつ なげて言及 してお り,表 現活動及び
鑑賞活動 に,高 い意義や価値 を見いだす ことができて
いた。 これ こそ が,最 大 の成果 であつた と感 じてい る。
しか し,作 家 と連携す る授業 の実施は,決 して簡 単
な ことではな い。課題 としては ,時 間的問題 ・ スケ

議 0‑1

モ来‐籠 く:滋 1 0Xp● ■鶴

な鐵作轟
̀月

ジュール調整の難 しさがあげ られ る。本実践 では, 3
年生の学年運営 の時間を活用 したため,時 間 の融通が
利 いたが,通 常授業では,作 家 のスケジュールに合わ
せて時間を組む ことは,他 の授業や活動 との兼 ね合い
もあ り,思 うよ うにはいかないだろ う。
また,作 家 と連携 しさえすれば成果がある とい うわ
けではない。今回は,単 元計画 の 中に意図的 に作家 と
の連携による鑑賞授業を組み込 んだ。事前 の丁寧な打
ち合わせを通 して,作 家 にも鑑賞 のね らいだ けではな
く,表 現 (切 り絵制作)の ね らいや内容等 も理解 いた
だ いたため,生 徒達 の表現活動 と本実践 (鑑 賞)が
一本 の線 で結 ばれたのだ と考 える。作家 と生徒 の互い
,

歯 6‑2

の想 いが伝わ りあい,高 ま つたのだ と考 える。福井氏
には,事 前 の打ち合わせや メール のや りとりで,生 徒
の制作活動 の様子 (過 程 ),作 品に込めた想 い,義 務

:螢

囃:′ よ0ヽ お
'c磯

先生は 4月 か らの 中学 3年 生 の美術 の授業を 1年 を
通 して 「命 の輝 き」をテ ーマ に、切 り絵 の手法を取
り入れて下 さい ま した。 (中 略 )2年 生最後 の修学
旅行 に訪れ た沖縄 のひめ ゆ りの塔で学んだ事 もふ ま
え、 3年 生で の授業に、戦争や命 、平和 な どについ
て考 えて作品制作を行 つたそ うです。夏には、私 の
ワー クショップに先生方が実 際 に参カロして下 さり、
切 り絵 につ いて学 んで くだ さいま した。そ して 、 1
年間取 り組んだ美術 の授業 の最後 の締 めに実際 の作
家 を呼び、本物 の作品も見て、話 を開 くとい う一 貫
した素晴 らしい取 り組み をされた のです。 (中 略 )
美術 はこれで最後になる子達 もい ます。そ ういった
新 しい門出をむかえた生徒 さん達に美術 の大切 さを
伝 えてほ しい との事で、 ご依頼 い ただきま した。や
は り、中には 「美術 つて必要 なの ?Jと 思 う子 もい
るそ うなのです が 、先生は人 Fn5形 成 にお いて美術は
とて も必要な物 と捉 えていて 、それ を最後に伝 えた
い とい う強 いお 気持 ち と情熱 があ りま した。 (中
略 )高 校にな つて美術 にふれ あ う機会 が無 くなって
も、 ここまで美術 をや つてきたことは、確実 にその
子 の糧 とな っているはずです。私 の 中学時代は美術
の授業 に救われて い た と言 えるくらい、 自分 にとっ
て重要な時間 で した。 自分 自身 と向き合 う事 の でき
る大切な時間です。

教育を終 える生徒達 に とつて,本 実践 が最後 の美術 の
授業であること,「 美術 が何 の役 に立つのか Jと 考え
ている生徒 もい ること等 ,お 伝え した。その ことを踏
まえて,「 福井 さんにとつての美術 Jに ついて語 つて
ほ しい と依頼 していた。綿密 な打ち合わせ の 中で,授
業計画や授業 のね らい,生 徒 の実態等を共通理解 して
お くことが,連 携授業 にお いては必要不可欠であると
いえる。また,作 家 との連携 による授業については
,

学校 の授業計画及び内容 と切 り離 された単発 的なもの
ではなく,学 校 の年間指導計画や単元計画 の 中に意図
的に組み込み,そ の教育効果 を高めてい く必要がある
だろ う。

7

生空修轟

おわ りに

実践後,福 井氏 の公式ブ ログに本授業 に関 して,写
真 と共に作家 の感想 が掲載 された (図 7)')。 この
言葉 から,福 井氏 が授 業者 の題材へ の思 いや単元を通
して生徒につ けた い力な どを理解 し共感 して くれてい
ることがわか る。 また ,作 家 が参カロした鑑 賞授業 のみ

図7
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ならず ,こ れまで取 り組 んで きた表現 (切 り絵制作)
のね らいや 内容 を踏 まえ,授 業 に臨んでいたのが伝

高橋智子

7)横 浜市芸術 文化教 育 プ ラ ッ トフォー ム

学校 プ ロ

グ ラム事例集

わ つて くる。

http://y― platfOrm org/data/2014jireishu pdF

作家 が学校 を訪問 して,直 接生徒達 と表現 した り鑑
賞 した りす る授業は,そ れだけで魅力 的である。 ただ

26年 12月 26日 ア クセ ス)

(平 成
,

すでに先述 しているが ,作 家 と連携 しさえすれば教育
的な効果があがるとい うわけではな い。事前 の打ち合
わせ等を通 して ,授 業者や作家が生徒 へ の思 いや願 い
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ト・ステー ジ装飾、手塚治虫 X福 井利佐 byUNIQL0
での Tシ ャツデザイ ン、桐野夏生氏 の小説 へ の挿
画、 「婦人画報」 (ア シェ ッ ト婦人画報社 )表 紙
へ切 り絵 での参加 などがあ る。
福井利佐公式 HPよ り引用

http://w■ w/nOt̲rt― museum jp/edu/schoo1/artist htロ

26年 12月 26日 アクセス)
ロ
プ
グラムは応 募制 となつてお り,ア ーテ ィス
本
トの講師料 ,交 通費は美術館側で準備 を し,授 業
で使用する材料や道具は各学校で準備す ることに
な つてい る。
4)朝 日新聞 「オー サー・ ビジ ッ ト2014」 HP
(平 成

http://www asahi com/shimbun/dOkusho/authOrvlslt/
(平 成

14)辻 泰秀 他 ,同 上 ,2013 3
15)切 り絵 アーティス ト。 1975年 静岡県出身。多摩

26年 12月 26日 ア クセ ス)

http://risaFukui jp/ヽ /contents/biography

平成 26年 度 の募集 は既 に終 了 してい る (平 成 26
年 12月 26日 現在 )が ,絵 本作家や 写真 家 ,宇 宙

(平 成

26年 12月 26日 ア クセ ス)

飛行 士 な ど 18名 が 講師 一 覧 であげ られ てい る。

16)交 通費及 び謝ネLに つい ては,学 校 の経費 か ら捻 出

http://www/children― art net

17)TV番 組 や 映像 作 品 の DVDは ,福 井 氏 の マ ネ ー

5)芸 術 家 と子 どもた ち P
(平 成

した。
ジ ャー よ り借用 した。

26年 12月 26日 ア クセ ス)

18)フ ジテ レビ毎週木曜 23時

6)ASIASで は ,教 員 の 希 望 を も とに ,学 校 の状 況や
実 態 に応 じて ,教 員 ,ア ー テ ィ ス ト,ス タ ッ フ

0亀

20121129放 送。

19)福 井利佐 プ ログ
http://blog goo ne jp/risaFukui̲cutOut/m/201403

ーデ ィネー ター)が 話 し合 い,意 思疎通を図
りなが ら,ワ ー クシ ョップ型授業 を組み立ててい
く。教員 か ら直接依頼 (メ ール や 臥X)す る場合
や教育委員会や 自治体等 を介 して依頼す る場合が
ある。原則 として,首 都圏 の公立小学校 を対象 と
してお り,学 校側 に財政的な負担はない。
(コ

(平 成

26年 12月 26日 ア クセ ス)よ り引用。
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