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日本画材を使った美術授業における日本の美術・工芸に関する教育 

 

千葉県立 ○○○○ 高等学校 ○○ ○○ （芸術科 美術） 

 

１ はじめに 

学習指導要領（平成 21 年 3 月）の美術Ⅰ ２内容 Ｂ鑑賞では「エ 日本の美術の歴史や

表現の特質，日本及び諸外国の美術文化について理解を深めること」とあり，美術Ⅱ ２内容 

Ｂ鑑賞では「ウ 時代，民族，風土，宗教などによる表現の相違や共通性などを考察し，美術

文化についての理解を一層深めること」とある。また学習指導要領解説芸術編（平成 21 年 12

月） 第 1 部芸術編 第 1 章総説 第 2 節芸術科の目標には「『芸術文化についての理解を深

め』は，今回の改訂で新たに加えたものである。」「我が国の芸術文化に対する理解を深め，愛

着をもつとともに，我が国及び諸外国の芸術文化を尊重する態度の育成を重視することは，本

来，芸術科の重要なねらいであり，今回の改訂では，このことを目標の中に規定し，芸術科の

性格を一層明確にしている」とある。より一層日本の美術や文化についての学習を重視し，美

術文化に関する鑑賞が充実して行われているようにするとしている。それらを受けて，これま

で学校教材として様々な画材の中でとりあげられる機会の少なかった日本画材を，絵画の表現

のひとつとして生徒に紹介するのみならず，画材そのものの歴史・文化について説明した上で，

その特質を活かした授業実践を行う研究を試みた。 

 

日本画は，画材や技法が大変ユニークな絵画表現である。絵の具は，自然から採った岩石，

土や染料を精選，加工したものである（現在は人工のものが多い）。これを，膠を接着材とし，

水で溶き伸ばして使用する。この方法は，原始，南仏のラスコー洞窟の狩猟壁画や，エジプト

美術，初期キリスト教の壁画，中国敦煌の仏教絵画などにも同様の画材が使われていたという

調査がなされている。その点から日本画の画材は日本古来の物ではなく，ヨーロッパ大陸や中

国，韓国から伝播してきた素材を，日本の土壌や気候を利用し，編み出され，醸造してできた

ものであると言える。そして中国から伝わった技法や，紙，筆といった材料についても，日本

人の感性のフィルターで濾過され，オリジナリティーを加えた。したがって日本画制作，鑑賞

を通して自国の文化と他国の文化との繋がり，あるいは相違性，類似性を見出させるのに好都

合な授業課題となり得る。 

生来，日本では明治時代まで美術と工芸の区別はなかった。日本の絵画が，生活空間にあっ

た床の間や書院に掛け軸として掲げられたり，屏風や襖絵として家具や住居の一部として存在

していたことを生徒に知らせることにより，伝統的な日本文化を知るきっかけとなる。よって

日本画材を，芸術科工芸の授業においても，日本の文化を学習する際に利用できるのではないか。 

 

  本校では芸術４科を設け，新課程より芸術Ⅲの設置がなくなり，芸術Ⅰ，Ⅱを１，2 年次に

修得する。1 学年 9 クラスあり，２，２，２，３合同クラスで 1 講座 20 数名または 31～32 名

を，４講座開講する。落ち着いた授業態度で，2 時間続きの授業の休み時間も大抵の生徒が制

作を続けている。 
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２ 学習指導要領「鑑賞」と日本画材を使った授業について 

（１）日本画の定義 

「日本画」という言葉も，明治初期に西洋画との対概念として生まれたとされている。これ

はアメリカの美術研究家アーネスト＝フェノロサが 1882 年に講演し，同年出版された「美術

新説」がきっかけだったと推定されている（「『日本画』概念の形成にかんする試論」北澤憲昭 「明治日本画

史料」青木茂編 中央公論美術出版 1991 年）。油絵よりも日本画を優れたものとし，当時の日本人が西

洋画に急速に傾いていることを引き止めようとしている内容がそれに続く（「フェロノサ美術論集」

山口静一編 中央公論美術出版 1988 年）。しかしフェノロサはそれまでの日本絵画を丸ごと容認したの

ではなく，日本人の描く絵は色数が乏しいとみなして西洋から絵の具を取り寄せて，狩野芳崖

を指導した。筆による線描表現の水墨画よりも，色彩を強調する「塗る」絵を推進した。西洋

では線を描く「ドローイング（素描）」は「ペインティング（塗る絵）」の予備的な作業として

いるからである（「「日本画」の転位」北澤憲昭 ブリュッケ 2003年）。それが今日に至る「塗る」日本画

となっているのではないか。明治時代より以前の日本の絵画は，「唐絵」「漢画」に対して「倭

画」「大和絵」など，常に中国の絵画との比較で言い表していた。 

「日本画」は，日本の歴史の絵画様式全体を包括できる言葉ではない。しかしここでの定義

は，「画材として墨，古来使われている鉱物やそれを模した岩絵の具，また泥絵の具を，接着

剤に膠を用いて水で溶き伸ばし，筆に含み，基底材として和紙，絹，板，綿布，麻布等に描く

ことに加え，日本人の好む工芸性のある空間やモチーフを画面に構成，表現した，明治時代以

前から今日まで繋がりのある絵画表現技法をいう」としたい。伝統的な日本絵画様式に加え，

明治以降の近代思想からさまざまな様式が広がって発展してきた現代日本画を勉強し，制作を

続けている筆者は，今日の表現方法の一つとしての日本画技法をも，ひとつなぎにとらえて生

徒に伝えたいと考える。それは，芸術文化についての理解を深めるとともに生涯にわたっての

制作活動と鑑賞の源となることに繋がるからだ。 

 

（２）学習指導要領「鑑賞」と日本画材を使った授業について 

鑑賞の時間を設けての解説は要だが，作品制作前の導入部において，制作へ繋がるような鑑

賞の場も非常に有効である。その後制作工程を辿ることで，既成の作品についての認識が深ま

り，自己の作品と他者の作品のもつ特色やよさ等の鑑賞力が高まると考えられる。 

平成 21年３月改訂の学習指導要領解説芸術（音楽 美術 工芸 書道）編 の第２章各科目 

第４節美術Ⅰ ３内容 B 鑑賞「エ 日本の美術の歴史や表現の特質，日本及び諸外国の美術

文化について理解を深めること。」の解説文の一部である，「指導に当たっては，文化遺産など

を特定の時代や地域のみに限定された独立したものとしてとらえるのではなく，過去から現在

に続く大きな歴史の視点からとらえ，伝統的価値観が，現代の生活にも息づいていることに気

付かせるとともに，その価値を尊重し継承しようとする心情や態度を育成することが大切であ

る。」という一文からも，日本画材を使った授業において，制作を通して「古典から繋がりのあ

る現代での美術制作」という意識づけを目標とし，常に古典の鑑賞と連動させることが，生徒

にとって鑑賞への効果的な入口になるのではないか。手を動かさないことには，「日本の美術は

古くさいもの」というイメージしか，生徒には捉えられないのではないか。 
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３ 平成 25〜26年度 美術授業「日本画」実践報告          

（１）日本画の基礎的な技法についての指導内容 

本課題は美術Ⅱで実施した。平成 25 年度は 2 学期後半～3 学期，26 年度は 1 学期に 20 時

間行った。1 講座は 2 クラス合同 20～22 名，3 クラス合同では 31 名である。教材費は 1,700

円程度である。 

ア 導入  

➀「日本の絵画（美術史）」講義 １時間 

日本の絵画のはじまりとして，古墳壁画から明治以前の絵画の変遷をプレゼンテーション

にまとめ，それをワークシートとして特に常識的な用語，名称について写し取りながら学習

させる。本校の日本史授業で使わせている図説からも図を引用し，参照させている。これか

ら制作する日本画の歴史的背景を知らせる手立てとする。 

➁「日本画についての基礎的技法と材料，用具の説明を受ける」 

絵の具の特質として，水彩画，油絵，日本画では展色剤が大きく異なる。代表的なものと

して，アラビアゴム，乾燥性油，膠を紹介する。膠は主に牛や鹿の皮や骨を煮出してゼラチ

ン状にしたものを乾燥させたものであることを説明し，三千本膠を掲げて見せる。 

また日本画材の泥絵の具と岩絵の具について，泥絵の具の方は被覆力があり，岩絵の具は

粒子の間から下地の色が透けて見えるので透明感が出せる等その効果を説明する。また岩絵

の具には粒の大きさにより，色の鮮やかさの段階があることを知らせる。 

➂「和紙に『どうさ引き』を試し，その効果を知る」 

和紙は，画用紙のように，細かいパルプでできているものと違い，繊維が長く丈夫である

ことを説明する。「どうさ」は膠とミョウバンを水に溶かしたもので，紙の滲み止めの効果が

あることを説明する。あらかじめ準備した紙片にどうさを半分引いて乾かしたものを全員に

配布し，水を筆にふくませてどうさ引きの部分とそうではない部分にまたがって引かせ，に

じみの具合を確かめさせる。（②と③で１時間） 

イ 展開  

  ➀「静物モチーフのデッサンを行う」４時間 

   画用紙に，モチーフのおおよそ実物大のデッサンを，鉛筆で行わせる（図 1）。まず画面全

体の中でモチーフをどう配置するかを考えさせる。デッサンの細部を描き込む際には，よく

観察させ，節目や形の変わり目に着眼するよう指示する。若干の影を描くことで，立体感や

質感を表現することを知らせる。通年利用するアクリルガッシュを薄く溶きのばして，水彩

風に彩色させる（図 2,3）。生花モチーフをこのように記録の意味で描かせて「小下図」とし，

これをもとに「本画」として日本画を描くことを生徒に知らせる。 

  図 1  図 2  図３  
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➁「どうさ引き」 

   制作する F８サイズの和紙にどうさ引きを表から２回，裏側を１回，デッサンの合間に乾

かしながら行わせる。和紙は雲肌麻紙という，厚手の丈夫な和紙を使用する。 

➂「デッサンを和紙へ転写する」１時間 

   トレーシングペーパーをデッサンに被せ，鉛筆で線をなぞる。和紙の上にチャコペーパー

を載せ，その上にトレーシングペーパーを重ねて和紙へデッサンを転写させる（図 4,5）。 

 図 4  図 5  

 ➃「『骨描き』を行う」「『隈取り』を行う」２時間 

   抑揚のない，一定の線の太さで描く筆法を，骨描きということを説明する。面相筆で墨汁

を含ませて軸を立て，チャコペーパーの線をなぞる（図 6）。「隈取り」は，歌舞伎役者が顔

に皺や立体感を施す化粧のことを表していることにも説明時に触れ，モチーフの立体感や，

部分の重なり，影になっている部分に水干「藍」絵の具をのせ，絵の具の濃淡を，水を含ん

だ筆でぼかしながら表現することで，後にのせる絵の具の色の深みやモチーフの質感に影響

することを知らせる（図 7,8）。筆の動かし方については，実物投影機で実演して見せる。 

     

            図 6              図 7         図 8 

➄「下地づくり」１時間 

下地づくりとして画面全体に水干絵の具を塗る。共有机に膠鍋，絵の具瓶，水入れを用意

し，生徒が必要に応じて絵の具を溶く状況にする。絵皿に水さじ１杯の絵の具をとり，それ

に膠をさじ１杯入れて，指でよく練ってなじませてから，水をさじ３杯入れるよう指示する。 

   水干絵の具は，必要な量の絵の具を紙片にあけて紙片を二つ折りにし，その上から太い軸

の筆を手のひらで転がして潰したものを，絵の具瓶にあらかじめ用意する。後で紙を木製パ

ネルに水張りするため，のりしろ部分に軽くはみ出る程度から画面全体に，溶いた水干絵の

具を塗る。画面が乾かないうちに水筆でモチーフに被った水干絵の具をぬぐう作業を行う

（図 9，図 10）。 
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     図 9   図 10  

➅「岩絵の具で背景の調子をつけ，揉み紙技法で余白を作る」２時間 

余白の背景として揉み紙技法を施すことで，日本画特有の象徴的で装飾効果のある表現を

目指させる。水干ではなく岩絵の具を載せることで，しわ加工が効果的になる。ドライヤー

を使って時間短縮させて和紙を乾燥し，モチーフを避けて余白にしわをつける（図 11）。 

今度は岩絵の具から色を選び，モチーフ以外の余白に絵の具を下地が透ける程度に塗る。

しわのへこんだところに岩絵の具がたまることで，しわの装飾的効果をねらう（図 12,13）。

岩絵の具は砂状のため絵の具皿に沈殿するので，皿をやや傾けて筆にすくい，画面では絵の

具を「置く」ような感じで塗るよう指示する。 

       

図 11            図 12           図 13 

画面が乾いてから，パネル側面にでんぷんのりを塗った後，和紙の裏に水を刷毛でぬり水

張りする。 

➆「モチーフの固有色を置いて，表現する」６時間 

主に岩絵の具を用いて，モチーフ固有の色を画面に載せていく作業をする。同じ色味でも，

明るく細かい絵の具をまず花びらや葉にのせ，乾いてから，比較的つぶの大きく荒い，鮮や

かな色を重ねていくと，先に置いた色が荒い絵の具の隙間から見えて色に深みが出る。また

塗り重なった絵の具が層となり，しっかりと画面に定着する。さらに筆の運び方により，質

感も表現できる。筆の軸は立て気味にすると，砂状の絵の具が画面に降りやすい。アクリル

ガッシュ他の絵の具のように筆を寝かせて何度も塗り込めるような扱い方をすると，先に塗

った絵の具の膠が水分によって溶け，はがれる原因になる。生徒は使い慣れた絵の具の塗り

方と違うことで戸惑いをみせていたので，注意が必要だ。皿に残った絵の具は，膠と水を足

せば引き続き次の講座で使うことができる。 

➇「『砂子』を蒔く」１時間 

   日本画特有の，工芸的な技法として行う。余白を抽象的，象徴的に表現することが，古来

の西洋画にはない表現であることを生徒に説明し，背景の表現を意識させる。 

  ➈「講評，生徒の作品鑑賞」１時間 

   授業の最後に全員の作品を掲げて一つずつ制作の感想を生徒に言わせてから，教員が作品
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のよさを挙げる。 

 

（２）生徒の作品例と考察 

 ア 授業実践についての考察   

日本画の基礎的な技法を体験することで日本画への理解と，これまで使用してきた絵の具と

の違いから，表現方法の幅を広げることを指導目標にした。 

  チューブからひねり出す絵の具と違い，顔料をまず接着剤となる膠と混ぜ合わせることは，

生徒にとって驚きであったようだ。岩絵の具が，これまで使用してきた水彩絵の具のような状

態になると思い込み，皿で膠と混ぜ合わせながら「絵の具がなかなか溶けない」と訴えてくる

生徒は少なくなかった。また砂状の絵の具は「塗る」より「置く」ように筆を動かすように扱

うことが大きな特徴であることも，生徒に独特な体験をさせる機会になった。 

生徒は，始めのデッサンから粘り強く制作を行うことができた。どうさ引きやパネルの水張

りが乾く間に，デッサンの指導をじっくり行うことができるのは効率的である。着彩の際には，

葉の緑色の中でも，表側と裏側の色，また葉の先と茎の側で色の違いがあることなどよく観察

することを強調し，塗り分けるよう指示した。デッサン以外にも生花を撮影し，プリントした

ものを参考にさせた。 

  背景づくりは，絵の雰囲気を作る重要な過程である。色の選択は，全く生徒の感性に任せた。

２回目に砂状の違う色味の岩絵の具を塗り重ねることで，下地が透けて見え，空間効果が出る。

刷毛の運び具合で，滲みや塗りむらが絵の表情となる。同じ材料や作業工程を経ながら，出来

上がる作品は正に千差万別で，生徒の感性が表れる。 

イ 生徒の作品例 

     

図 14 平成 25年度日本画   図 15 図 14の下図    図 16 平成 25年度日本画   図 17 図 16の下図 

         

図 18 平成 26 年度日本画   図 19 平成 26 年度日本画  図 20 平成 26 年度日本画 
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（３）題材の評価規準 

 美術への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 

題
材
の
評
価
規
準 

日本の美術や文化に関心

をもち，歴史的背景を踏ま

えた上で，日本画材や技法

についてその特徴を理解

し主体的に表現しようと

している。 

対象の形や色の美しさを

見出し，画面で再現する

ために創造的な表現の構

想を練っている。 

日本画特有の表現方法を

理解し，自己の制作につな

げようと表現方法を追求

している。 

古典を通して日本の美術の

特徴を知り，他国との文化の

繋がりを理解している。 

自他の作品のよさや美しさ

を感じ取っている。 

学
習
活
動
に
即
し
た
評
価
規
準 

・日本の絵画史の概要を知

り，理解しようとしてい

る。 

・対象の花をよく観察し，

絵画表現の動機をつかも

うとしている。 

・日本画材の扱い方を理解

しようとしている。 

・対象を観察してデッサ

ンを確実に行っている。 

・モチーフを美しく見せ

る形体，画面構成を行っ

ている。 

・色彩について感性を生

かして選択し，色の組み

合わせを行っている。 

・日本画材の特徴をとら

え，それを生かした表現を

している。 

・余白について装飾的，空

間的にとらえ，独自の絵画

世界を築こうとしている。 

・美術史と関連させて日本画

の特色を感じ取っている。 

・自他の表現を比較し，違う

よさや美しさに関心をもち，

味わっている。 

 

 

４ 平成 25〜26年度 美術授業「扇面制作」実践報告   

（１）制作過程実践報告 

本課題は平成 25，26 年度共，美術Ⅰにおいて 1 学期に 20 時間行った。1 講座は 2 クラス

合同 20～22名，3 クラス合同では 31名の受講者数である。教材費は，例年 2,000円程度である。 

ア 料紙制作についての指導内容 

➀課題設定の意義 

扇面は，伝統的には扇形の紙に絵や模様を施すが，筆者は「料紙制作」を行い，それを扇

形に成形することを取り上げた。料紙とは，書を引き立てる紙を装飾的に加工したものであ

る。装飾的な料紙は古いものでは奈良時代から残っている（江上 緌「日本の美術６ 397 料紙

装飾 箔散らし」 至文堂 1999 年）。日本へ料紙をもたらした中国では，25〜220 年に紙が染め

られるようになり，およそ２世紀後半〜５世紀後半には５色の染紙が製造されていた。「正倉

院文書」ではさまざまな色名の染紙が大量に納められていたことが記されている。平安時代

には日本の自然や風土に根ざした，より和風な色彩感覚が反映されている（図録「彩られた紙 

料紙装飾」徳川美術館 2001 年）。以後中世から江戸時代まで，中国からの舶来品の珍重を経て，

国内でも様々な技巧が凝らされてきた。 

料紙の様々な加工方法として，版木で模様を摺り出す「唐紙」，金銀箔を散らす「箔散らし」，

筆で描く「金銀泥絵」，型紙の上から色料を吹きかけて図様を紙に写す「吹き絵」，水面に油

分として浮く墨を揺り動かして模様にし，紙をあてて写しとる「墨流し」，具引き（胡粉を紙

面に塗ること）や雲母を引いた紙を揉んで，皺の様子を模様とする「揉み紙」等が今日に伝

わっている。奈良時代には美的に工夫された技法紙を唐から輸入し，平安時代には国内で高

度な技術で制作されるようになった。「紙継ぎ」の優秀な「本願寺本三十六家人集」や「箔散

らし」の美しい「平家納経」は，図版を生徒に見せている。材料に和紙や墨，金，銀箔，雲
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母，膠等，伝統的な日本画材を用いることも，日本の美術を紹介する一助になる。 

   授業で専門的な装飾用具を取り揃えるには難いが，模擬的に行うことはある程度可能であ

る。様々に装飾した紙をつなぎ合わせて１枚の紙にする「継ぎ紙」を行い，それを扇形に切

り取って「扇面制作」し，課題としては完成にする。扇子に仕立てる工程は専門職に任せる。 

   このように，日本文化の歴史を紹介しながら，それぞれの装飾技法を模擬体験させる課題

である。 

 

➁「扇面制作」の授業実践 

「料紙装飾」プレゼンテーションでは，料紙の定義と代表的な古典の例を示す。図版とし

て，「本願寺本三十六人家集」，「平家納経」，「古今和歌集」を見せる。また生徒が行う技法の

例を，技法書「趣味の金銀箔 色紙・料紙づくり—箔の基本技法のすべて」（飯島秀雄著 マール

社 1992年）に掲載されている図版を示して説明する。プレゼンテーションを示しながら説明

した後に，「唐紙」についての DVD「匠の世界 和紙その他 二 手すきの伝統 和紙 雅の景色を装う 唐

紙 千田長次郎」グレートデン制作）の視聴を行う。内容は，京唐紙の伝統を守る職人，故・千田長

次郎の実演の様子を写した映像である。生徒の唐紙制作は版木ではなく，筆者がゴム板に模

様を彫ったもので代用することから，本来の技法を知らせる目的で見せる。 

「扇面制作」プレゼンテーションでは，扇子の由来や古典の例を示す。現在の日本家屋で

は少なくなった床の間，また掛け軸や屏風などの調度品についても言及する。奈良時代から

始まる檜扇の図版や俵屋宗達の扇の図版を示す。実習前には，和紙の歴史や，和紙の原料，

西洋の紙との比較からその特質をプレゼンテーションソフトで説明する。「和紙」についても，

紙漉の様子の映った DVD（「匠の世界 和紙その他 二 手すきの伝統 和紙 細川紙技術者協会」グレートデ

ン制作）の視聴を行って伝統工芸の紹介をする。紙漉きの場面を生徒に見せ，制作工程を知ら

せることが目的である。 

   和紙は都内の老舗和紙店より購入する。越前和紙の様々な色を用意し，A4 版が 8 枚取れ

る大きさにカットする。生徒各個人に色紙 2 枚，白紙 2 枚の計４枚を選ばせる。 

a)「墨流し」は白紙に行う。墨汁製作会社のマーブリング教材キットになっている染料を用

意する。受講クラスを 6 班，１班 4 人として 6 班分の６セット用具を用意し，交代で作業

させる（図 21，22）。 

b)「揉み紙」は，必ず色和紙で行う。これも班に一つの絵皿に「雲母」と胡粉（日本画絵の

具の白），布糊を溶いたものを用意し，刷毛で墨流しの合間に塗るよう指示する（図 23）。

ドライヤーで完全に乾かし，絵の具のついた側を内に包み込むようにくしゃくしゃに丸め

で皺をつける（図 24）。後に，紙のへりを上下左右に引っ張るようにして伸ばす。 

c)「唐紙」は白をはじめ淡黄・淡紅などの具引き地に，雲母や具を用いて唐草文や亀甲繁文

などを彫った版木の文様を摺りだした紙をいう。平安時代の文献には，中国から唐紙が多

く舶来されていたことが記され，12 世紀初頭以前の作例は，ほとんどが舶来品であること

が確認されている。12 世紀に入ってから次第に日本でも舶来唐紙を模した唐紙が制作され

た（江上 緌 「日本の美術６ 397 料紙装飾 箔散らし」江上 緌 至文堂 1999年）。ゴム板での唐紙制

作は，筆者が，平成 20 年に東京国立博物館で行われた特別陳列「装飾料紙と鑑賞料紙」に

ちなんだ一般向けワークショップ「唐紙もようのオリジナル料紙を作ってみよう」に参加
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したことを活かした。ワークショップでは樹脂製の，平安時代の唐紙模様が写されたもの

が用意され，ゴムローラーで塗料を塗って和紙に摺った。樹脂の版は特注で高価なものだ

と，係の人に聞いた。筆者はワークショップで配られた資料にあった古典の唐紙「合生文」

を元にして模様をつくり，版画用ゴム板に写し取って２枚彫った。こうして版と塗料とし

て「雲母」と版画絵の具の白，布糊を溶いたものを２セット，唐紙制作用具として準備し，

共有机に用意して，他の料紙制作の合間に順次制作に来るよう指示する（図 26～29）。 

   

図 21 「墨流し」         図 22 模様を紙に移しとる    図 23 「揉み紙」具引き 

   

 図 24 紙をくしゃくしゃにする  図 25 揉み紙の完成      図 26「唐紙」ローラーに絵の具を塗る 

             

図 27 版にローラーで絵の具をのせる 図 28 紙を版にのせて手で擦る  図 29 摺りあがり   

d)「継ぎ紙」を行う。扇形の型紙をプリントしたものを配布し，４種の料紙をどう繋げるの

かを各自で考えさせ，型紙につなぎ目を記入させる。４種の紙の面積を同じような大きさ

にすると単調な画面になってしまうので，必ず変えることと，切り口に直線と曲線の両方

を取り入れることで，画面にリズム感を与えることを知らせる。また，紙を２分するのに，

はさみ等の道具ではなく，手で引き裂くことで和紙特有の繊維の長い「毛羽立ち」が出る。

それが，装飾的効果があることを伝える。その後型紙を料紙の上に被せ，必要な面を切り

抜く作業をする（図 30）。直線ははさみで切る。曲線は錐で２ミリ間隔に型紙の上から穴

を開け，水を含ませた筆で穴をたどったあとに指で押さえながら切り裂く（図 31，32）。

しょうふのりを筆にとってのりしろに塗り，型紙に重ねて位置を合わせてから貼り合わせ

る（図 33，34）。 
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  図 30 錐で切り裂く線に穴を開ける  図 31 穴を水で湿らす    図 32 両手で左右に切り裂く 

  

  図 33 2 ミリ幅にのりを塗る      図 34 型紙に合わせて糊しろ同士を貼り合わせる 

e)「吹き絵」を行う。料紙は本来書を引き立てる脇役なので，それ自体は単なる装飾紙にと

どまってしまう。そこで厚紙に花や鳥などのモチーフを穴として切り抜き，インクを霧状

に吹き付ける「吹き絵」が画面の「主役」になるようなモチーフを作るよう指示し，「扇面

画」に近づけるようする。例えば「墨流し」を水流や雲，風などに見立て，モチーフを

イメージするようにという型絵の発想のヒントも与える。イラスト集を数冊用意して，

参考にさせる。絵柄はシルエット的にとらえるよう指示する。デザインカッターの使

い方を説明し，怪我のないよう注意させる（図 35）。インクの吹付の際は，何度か位置

を変えて型押しするなど，画面全体の中でのモチーフの配置についてリズム感やバランス

も考えさせる。用具は，既成のスパッタリング用具を使用させる（図 36）。 

          

図 35 ボール紙に型紙づくり          図 36 吹付作業 

f)「箔散らし」の説明をする。「金箔」について，プレゼンテーションソフトにまとめたもの

や，図録を書画カメラで投影したものを使って説明する。金箔の発祥について，洋の東西

の例を示す。金箔の箔打の様子の映像を取り上げた NHK 教育テレビ番組「美の壺」（2008

年２月６日放送）を録画したものを視聴させて，金箔についての理解を深めさせる。なお，NHK

のホームページには，録画した番組を学校で授業教材として自由に見せてよいと明記して

ある。 
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g)「砂子，截箔」の作業を行う。砂子とは，霧状の細かい箔をいう。砂子筒は本来竹筒であ

るが，ボール紙の芯材に，金網を貼付けて代用品を作った。高価な金箔の代わりに真鍮加

工の洋箔，あわせて銀箔を購入している。截箔は截金技法に従って準備する。純金箔や銀

箔を，アイロンで熱して 2，3 枚貼り合わせたものを箔切り用の革台に載せ，竹刀で刻む。

５ミリ四方の截箔，また細い短冊状の「野毛」を，金銀それぞれ６班分，小袋に用意する(図

37)。接着は，どうさ（ミョウバン＋膠水）を用意する。銀の酸化防止及び「揉み紙」の白

絵の具剥落防止のためにも塗るよう指示する。 

        

図 37 班毎に用意した箔セット  図 38 竹ばしで箔をつまむ   図 39 砂子を蒔く  

   

 図 40  銀の截箔，野毛    図 41 箔を置いた様子       図 42  扇子仕立て 

イ 生徒の作品例 

   

図 43                   図 44 

  

図 45                   図 46  
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（２）授業実践についての考察  

古典鑑賞と美術史，工芸史，伝統技法の紹介をからめた授業実践を目指した課題である。 

扇子は折りたたむ形態自体が，中国ではなく日本が発祥だと知られている。たたむ形態の例と

して屏風，布団，ちゃぶ台など，日本独自の文化も紹介できる。 

料紙制作自体は各々の装飾技法はやさしい作業だが，伝統技法に近いものを体験できる。「紙

継ぎ」は，生徒は集中して制作しており，方法を理解しようとする意欲が感じられた。実践を

通して和紙がいかに丈夫かを実感したという声も聞こえた。また，それぞれの装飾紙を，どの

くらいの分量で配置するかが，デザイン性を問われる。色彩感覚に各自の感性が表れる。 

「型絵」を扇面の主役に見立てたモチーフづくりにした点が，書のための料紙を扇面作品に

転換させて，美術授業で扱う意義になった。この効果が作品の出来栄えに大きく影響する。 

「金箔」を扱う際には金箔の貴重さを，歴史や高度な制作技術を知識としてくみ取ったから

こそ，慎重な作業につながった様子に見える。和紙の風合いの中で異質で装飾効果が大きいせ

いか，感想の中では箔散らしが一番多く挙がった。箔の扱いが難しかったというものがあった

が，作品が華やかになり，楽しかったとしたものが多かった。また，DVD の手漉き和紙や金

箔づくりに携わる職人に感心したという意見もあった。 

同じ材料で，工芸的に同じ作業工程を踏みながらも毎年各々個性的な作品が仕上がり，担当

者としても楽しみな課題である。 

１学期の当初にこの課題をもってくるのは，例年新入生の芸術科目希望調査では，美術を第

１希望とする生徒は定員の約半数で，最も人気のある工芸から第 2 希望者を受講人数に入れる

ので，工芸的な課題をまず行わせて幅広い美術のよさを教えたいのと，班ごとの共有用具なの

で新学期の緊張をほぐしたいというねらいもある。 

 

（３）題材の評価規準 

 美術への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 

題
材
の
評
価
規
準 

日本の美術や文化に関心

をもち，歴史的背景を踏ま

えた上で，日本画材や技法

についてその特徴を理解

し，主体的に構想を練って

追求しようとしている。 

扇子の形や和紙の美

しさを見出し，配色

を意識している。 

料紙特有の表現方法

を理解し，自己の制作

につなげている。 

・古典を通して日本の美

術の特徴を知り，他国と

の文化の繋がりを理解

している。 

・自他の作品のよさや美

しさを感じ取っている。 

学
習
活
動
に
即
し
た
評
価
規
準 

・扇子の歴史的概要や料紙

制作の装飾技法を知り，理

解しようとしている。 

・材料や用具の扱い方を理

解し，表現方法を工夫しよ

うとしている。 

・和紙の特徴をとら

え，それを活かした

加工をしている。 

・色彩について感性

を活かして選択し，

色の組み合わせを行

っている。 

・数々の装飾技法を自

己の感性に引き付け

て表現している。 

・材料の特性やそのよ

さを感じ取り，創意工

夫をした作業を行っ

ている。 

・歴史的な扇子や料紙技

法の特色を文献や映像

から理解している。 

・自他の表現を比較し，

違うよさや美しさに関

心をもち味わっている。 
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５ おわりに                                    

（１）日本画材を使った授業についての課題とまとめ 

日本画授業では，古典的な制作工程をふませることで，絵の具の基礎的な使い方を体得させ

ることができる。付随して伝統的な，写実性のある日本の古典絵画を鑑賞する力を養うことが

できると考えられる。筆の扱い方，どうさ（滲み止め）の効果，絵の具の特質等，画材の歴史

や特性，成り立ちについて，制作に先立って説明することにより，日本の歴史や美術史の面か

らも高校生に認識させることができるのではないか。 

日本画は技法書が様々にあるせいか取組が難しいというイメージをもたれやすい。しかし教

育現場では材料の特性を知らせればさほど細かい作法など気にせず，和紙の丈夫さにゆだねる

ように取り組ませればよいのではないか。絵の具は接着剤である膠が水で洗い流せるので，水

銀の混じった色（本朱や天然辰砂など）以外はバケツに沈殿させて上澄みだけ処理すれば心配

なく，自然に近い素材で処理はたやすい。材料費が決して安価ではないが，和紙や合成絵の具

については種類が多く出ているので，選択方法を工夫したい。 

また自然をモチーフにしたときに，背景は絵の雰囲気づくりを果たし，その色の選び方は生

徒の感性が表れる。背景に「揉み紙」や「箔散らし」を用いたのは，背景がリアルな状況説明

的な表現ではなく，モチーフを象徴的に見せる舞台背景のようなものとして，生徒に考えさせ

る意図がある。今回の研究で示した例以外に，日本画独自の背景つくりに「余白の美」と呼ば

れる，空か地面かと，判別が観る者に委ねられるような空間表現があることを，鑑賞教育の際

に知らせることができる。制作をきっかけとすることで，生徒は意識を向けやすくなるであろう。 

 

扇面制作において，日本画の材料を扱うには，作業工程が多様にある。そのステップを積み

重ねることにより，生徒は制作への関心が出てくる。材料を手にし，道具を扱っている中で，

創意工夫が芽生えてくるように見える。また，この課題は工芸分野にも大きく関わりがある。

工芸が伝統を振り返ることに端を発する性格上，古典に範を求めやすい。鑑賞教育と連動して

制作を行うことで，生徒の作品の質の向上に繋がるのである。このことは，自ずと伝統継承の

流れを作ることができる。また日本画が従来絵画という独立した形ではなく，今日でいう工芸

との表裏一体で表現されてきた点から，日本画材を工芸材料の一環と捉えて利用することは自

然である。日本人は，表現する以前に材料の精選から行ってきた。吟味した材料から用具の改

良を積み重ね，その結果，用具自体が工芸性の高いものとなった。その用具を駆使する技術も

世界に誇るものである。特に和紙は，ヨーロッパで古典絵画の修復に利用されているくらいで

ある。そのような歴史の厚みも今後の授業を通じて，簡単に既製品が手に入る今日の高校生に

ぜひ伝えたいものである。 

 

（２）日本画材を使った授業を通した日本の美術・工芸に関する教育についての今後の課題とま

とめ 

  日本画は繊細だというイメージがある。それはかつて細密に花鳥風月をモチーフに，絵絹に

線描した作品を代表のように思い描く人が多いからではないか。現代の高校生に取り組ませた

い日本画は，描き方は時代性をもって変遷しながらも，一貫して対象に意識を集中して観察す

ることで感情移入し，物の見方や感性を育む力を養うような表現でありたい。それが自ずと対
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象を表現するために，形や色の情報が多く作者の中に蓄積し，繊細な表現へとつながるのでは

ないか。日本が国外で称賛されるのは，豊かな色彩感や繊細なものづくりにあるのも，そのよ

うな姿勢があり，日本の美術全般に共通するのではないか。 

  さらに今回のような画を描くばかりではなく，その他の画材の取り上げ方として，中国を源

とする「水墨画」を行い筆や墨について話を掘り下げたり，箔を取り上げた作品制作を手掛か

りに，日本が世界で名を馳せる蒔絵，漆まで話を発展させるなど利用する余地は大きい。いず

れにせよ日本画材の特性を活かした課題を取り上げていくにあたって大切なことは，自国の文

化のみならず，諸外国の文化の理解まで繋げていくことが肝要なのではないか。おおよそ日本

文化の源泉が明治以前は中国にあること，明治以降は西洋の文化を吸収して今日があることを，

授業を通して学ばせる格好の材料として活用したい。日本は美術表現において常に外国，すな

わち中国，欧米を鑑にしながら自己を位置づけ，アレンジしてきた。国際社会での国のあり方

も，そのような日本美術の変遷と重なっているところがあるのではないか。美術・工芸授業に

おいても，生徒が日本美術を学ぶことが，ひいては国際社会での日本の在り方をも知る手がか

りとなると考える。日本文化をしっかり把握することで，自己を日本人として根源的に認識し，

海外でも躊躇することなく，日本の若者は自己を発揮できるのではないか。そのようなことを

指導目標の高みに掲げながら，これから益々日本美術の授業研究の研鑽に励みたい。 

さらに筆者のまわりでは，若いときより長じてから日本の湿潤な地に適し，感性に即した日

本画に取り組みたくなったという声が少なくないことから，生涯学習に大いに繋がる教材とし

て今後ますます注目するべきであろう。 
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