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みる 考える 話す 聴く 

～ 中学校の現場から ～ 

島根県出雲市立大社中学校 

主幹教諭 春日美由紀 

文化庁平成27年度地域の核となる美術館・博物館支援事業 
 

公開セミナー ともにみる、ともに学ぶ 

３時間目 
みなさん、こんにちは！！ 

島根から来ました！！ 
春日です！！ 

島根ってどこにあるかご存知ですよね？ 

愛媛県松山市 

出雲市大社町 

現存１２天守 

猫キャラ 

縁 
愛媛県松山市 

出雲市大社町 

現存１２天守 

猫キャラ 

縁 

思い込みって恐ろしい・・・ 
 

よくみて、考えること 
 

このことについて考えよう 

 ～ 中学校の現場から ～ 

観点別評価（美術科は４観点） 
①関心・意欲・態度 
②発想・構想の能力 
③創造的な技能 
④鑑賞の能力 鑑賞やらなくちゃ 

ヤバい 

そもそも、鑑賞なんて・・・ 

①小中学校時代に鑑賞なんて教えてもらってない！ 
②大学時代だって美術史は習ったけど、鑑賞教育は   
 指導してもらった覚えがない・・・。 

でも、観点にもあるし、やらなきゃ・・・ 

ピ～～ンチ どう 
しよう・・・ 
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アメリア・アレナスに出会う！！ 
MOMAでこの鑑賞法の開発に携わり実践を行った人物 

翻訳者は、福のり子先生 

島根県小学校図画教育研修会 
５年間にわたって来県指導！！ 

中学校教員なのに図々しく
毎年受講 

しかし、実践には一抹の不安・・・ 

中学生が、友だちの前で意見を言うかな？？？ 
 
誰も発言しなかったらどうしよう？？？ 
 
受けねらいで、ふざけた発言しないかな？？？ 

最初っから上手にやろうなんて無理。 
失敗を恐れずに始めること・・・。 
上手くいかなかったらその時考えれば
いい！！ 

この言葉に励まされて、対話型鑑賞開始 

みる・考える・話す・聴く（対話型鑑賞）の方法 

スクリーンに作品を投影 
 
静かにみる 
みえたことについて考える 
考えたことを発表する 
発表を聴く 
 
この活動を繰り返し行う 
 
教師はナビゲーター 
    （ファシリテーター）   
児童・生徒の意見をつな
いでいく役目 

どこからそう思う？ 
 

そこからどう思う？ 

出雲市立光中学校3年生出前授業 
平成２４年度 ６回 

 
中国五県造形教育研究大会 
授業公開（１０月３０日） 

5回目の実践 

中学校での実践（光中） 

光中学校での実践 
 

１回目 ひまわり：ゴッホ 
２回目 椅子：ゴッホ 
３回目 慧可断臂図：雪舟 
４回目 解放：ベン・シャーン 
５回目 四人の子等：草光信成 
６回目 切通しの道：岸田劉生 
     道：東山魁夷 
     立てる像：松本竣介 

生徒の変容 同一生徒の記述から 

同じ花を選んでいた
人が多かったようだ
けど、人によって見
方や受け取り方が
違って面白かった。 

１作品目 

パイプを吸うのはおそ
らくダンディなおじい
さんだ。定年退職をし
て優雅な老後生活を
送っておられるのだろ
う。やっぱりパイプと
きたらダンディなおじ
いさんである。根拠は
椅子の上のパイプだ。 

２作品目 

生徒の変容 同一生徒の記述から 
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今日はいつもより難しかったです。場
所もどこかよくわからないし、人が描
かれていて難しかったです。自分とし
ては、場所はみんなの言うとおりどこ
かの洞窟で、中に座っている白い人は
人間じゃなくて神のような存在なので
はないかと思います。白い服を着てい
るのでなんとなく神のように思えてき
ました。 
自分的には神と言えば白っぽいイメー
ジがあるのであの白い服の人は神的な
存在かなと思いました。もしかしたら、
あの白い服の人は病気かもしれなくて、
黒い服の人は祈祷をしているのかなと
思いました。 

生徒の変容 同一生徒の記述から 

３作品目 
自分は戦争が終わった後だと思
いました。がれきが沢山あるし
後ろには廃墟がかかれているし
がいこつがたっぷりとかかれて
いるからです。廃墟の上らへん
が黒こげになっているのはおそ
らく爆弾によるものだと考えら
れます。このことからまず、自
然災害ではないということがわ
かります。そして、人が死んで
から骨になるのにはかなりの時
間がかかりますが、この絵はが
いこつがたっぷりとかかれてい
るので戦争が終わってから何年
か経っていると思われます。 

〇記述量が増えている。 
〇自分の考えのもととなる根拠「どこからそう思うか」が３回目 
 から４回目に飛躍的に増えている。 
〇ひとつのことにこだわる記述から、複数の視点で考えられる 
 ようになっている。 

生徒の変容 同一生徒の記述から 

４作品目 

記述すること  
       ①みえているものは何か？ 
       ②どこからそう思うのか？ 
       ③そこからさらに考えられることは？ 

初回 
①サンタクロース 少年少女 女性 雲 空  
②真紅の服を着て袋をかついでいるといえば、サンタクロース 
 他の背の低い者たちは子供っぽい 
 また、青色にモヤモヤしている白といえば、雲と空 
③手前左の親子らしき人たちは、サーカス団かも。 

生徒の変容  
同一生徒の記述から 

 
筆記サンプルより 

①サンタクロース 
②純白のあごひげはありませんが、赤い帽子、赤い服というところから。 
①二人の少年 
②顔立ちがどこか幼いところから。 
①少女 
②ピンクのワンピースを着、小さいところから。 
①女性 
②髪が長く、赤いスカートをはいているところから。 
①男性 
②髪も短く、ズボンをはき、背が高いから。 
①見渡す限りの砂 
②地面のほとんどがうす茶けていて、スポンジケーキのようだから。 
①雲と空 
②白と水色に近い青といえば、雲と空だから。 
  

③私は①②より、砂漠を歩く、サーカスの人たちだと思います。なぜなら、皆、それぞれ
の衣服が独特だからです。特にサンタクロースと男性の衣服は目に付き易いです。きっ
と、サーカスを面白くするピエロか何かだろうと、私は思います。また、砂漠の部分から
想像すると、前に住んでいた、すなわち、観客たちを喜ばせていた場所を去らなくてはな
らなかったのではないでしょうか？こう考えたのは、砂漠なんてめったに人は通らないで
しょうし、尚且つ、住むことは出来ないだろうと思ったからです。去ったとなると、何故なん
でしょう。私としては、前にいた場所で、誰かが犯罪を犯してしまった、とか、前にいた場
所が、儲からなくなったのではないかと考えています。 

中学生の感想から 

みる 聴く 
 

☆今日の授業では、自分の中で絵を細かくみなけ
ればいけないというレベルが上がっていた様に
思った。あの椅子の絵ではみんなが共通に思って
いる所も多くあったけれど、逆に真逆の発想をし
ている人もいておもしろかった。みんなの中での
それぞれのイメージがあって、いっぱい想像して
いて、それをきくのは楽しかった。次の時間も楽
しみ♪（女子） 
 

中学生の感想から 

☆今日の授業で絵から何かを予想して、み
んなで意見を出しあうのはとても楽しいこ
とだなあと思いました。みんなで意見を出
し合えば出し合うほど作者の人がどのよう
なことを思ってこの絵を描いたのかがとて
も気になりました。（女子） 

はなす（意見を出し合う） 
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中学生の感想から 

 

☆今日の授業は１回目に比べて自分的には
少し難しい鑑賞だと思いました。でも、友
だちの意見などを聞いて色々な視点で見る
ことができました。あと１つの絵を見ただ
けでその絵の中に描いてある物などから、
その絵に描かれていない国名や人物、仕事
までもが分かる（想像できる）のはすごい
と思いました。（後略）（男子） 

みる 考える(想像する） 

中学生の感想から 

 

☆今日の美術は皆の色々な見方、考え方を見聞き
して、なるほどなーと感心したりしました。最初
タイルを見て思ったのは、こういうタイルの台所
だったりするのかなと思ってましたが、これは外
なんじゃないか、などの意見をきいて、いわれて
みればそれもそうだなと、色んな考えが一気にわ
いてきました。イスの上の物をタバコだとしてみ
たら、たしかにそういう風にみえてくる。どんな
人物が座っているのか想像もどんどんわいてくる。
絵の鑑賞割とおもしろいなあと思い 
いました。（男子） 

聴く 考える 

対話型鑑賞を終えて 

回を重ねるごとに、どんどん考え方が広がったし、様々な
絵を見て、考えて、心が豊かになり、絵に関する興味がわ
きました。１～５回、どの絵からも感じ取れるものが必ず
あって、今まで絵について、キレイとか、上手いとしか考
えなかったのですが、どんな絵にも見ている人に作者が伝
えたいものがあることを学びました。絵を見る以外にも、
自分の意見を伝えることや、人の意見を聞いて、自分の考
えを広げる、などほかにもたくさんのことを学べました。
鑑賞は心が豊かになったり、想像力を高めたり、いいこと
だと思ったので、絵を見たときには、ぜひやってみたいで
す。（女子） 

対話型鑑賞を終えて 

この鑑賞法に出会って、自分から発表する
楽しさを学びました。自分の知らない絵ば
かりで、毎回「次はどんな絵なんだろう」
と楽しみでした。いろんなことを考えると、
発想力や想像力もついて、おもしろかった
です。人の意見を聞くのも、新発見ができ、
納得できました。自分が変わることができ
て、とても良い経験になりました。 

（女子） 

 

対話型鑑賞を終えて 

 

やはり、春日先生は、今までの先生とは違って「どうして
そう思うのか」「どこからそう思うのか」を深く問われる
ので、春日先生の授業の時は意識して自分の発表の中に
「どうして、どこから」を取り入れようとしていました。
次第に自然と自分の考えを頭で考える時に（ここ、春日先
生につっこまれそうだな。こう答えよう。）と答えを準備
してから発表ができるようになりました。私はこの5回の対
話型鑑賞で学んだ中で1番これからに活かしたいのは「どう

して、どこから」精神です。だから、これからは今まで以
上に「どうして、どこから」精神を大切にしていきたいで
す。（女子） 

対話型鑑賞を終えて 
これまでに5回の対話型鑑賞をしてきて、一番思ったのは
「鑑賞って楽しいな。」ということです。今までは絵を見て
その絵について自分一人で考える鑑賞で「全然楽しくない
な。」と思っていましたが、この対話型鑑賞は自分で考えた
ことを発表しあって、その意見を聞いて自分の考えを深めて
いくという鑑賞で、この鑑賞方法で鑑賞してみると「鑑賞っ
てこんなに楽しいんだな。」という思いに変わり鑑賞の楽し
さを感じることができました。また鑑賞の楽しさのほかにも、
春日先生からは対話型鑑賞という鑑賞法や絵の見方、考え方
などたくさんのことを教えてもらいました。このことは僕た
ちにとってとても貴重な経験であり、これからの生活に活き
てくるものだと思うので、春日先生に対話型鑑賞を教えても
らえて本当に良かったなと思います。短い間でしたが、明る
く楽しく、かつ貴重な授業をしていただき本当にありがとう
ございました。（男子） 
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対話型鑑賞を終えて 
これまでに5回の対話型鑑賞をしてきて、一番思ったのは
「鑑賞って楽しいな。」ということです。今までは絵を見て
その絵について自分一人で考える鑑賞で「全然楽しくない
な。」と思っていましたが、この対話型鑑賞は自分で考えた
ことを発表しあって、その意見を聞いて自分の考えを深めて
いくという鑑賞で、この鑑賞方法で鑑賞してみると「鑑賞っ
てこんなに楽しいんだな。」という思いに変わり鑑賞の楽し
さを感じることができました。また鑑賞の楽しさのほかにも、
春日先生からは対話型鑑賞という鑑賞法や絵の見方、考え方
などたくさんのことを教えてもらいました。このことは僕た
ちにとってとても貴重な経験であり、これからの生活に活き
てくるものだと思うので、春日先生に対話型鑑賞を教えても
らえて本当に良かったなと思います。短い間でしたが、明る
く楽しく、かつ貴重な授業をしていただき本当にありがとう
ございました。（男子） 
 

「どうして？どこから？」を 
大切にする 

これからの生活に活きてくる 

これぞまさに 
アクティブラーニング 

生徒が実感 

「みる・考える・話す・聴く」を基本にした鑑賞
活動なので、それに対応したふりかえり項目を設
けた。4段階評価で４を最も上位の価値とした。 
 
A～Dの質問項目すべてで４の評価をした生徒が最
も多いことから、この鑑賞活動に対して「みる・
考える・話す・聴く」という行為を意識しながら、
前向きに意欲的に取り組んだことがうかがえる。 
ただし、Cの質問項目の４の評価が他の項目と比較
すると低位なのは「発言」することができなかっ
た生徒の自己評価が低いためだと考えられる。 
 
Eの質問はこの鑑賞の授業についてどのような感情
を抱くかを質問したものである。ここでも４の評
価をした生徒が多く、この鑑賞法を好意的に受け
入れていることがわかる。 
 
Fはこの鑑賞に対する評価である。興味や関心がわ
いたのであれば「またやりたい」と思うであろう
し、そうでなければ、そのような評価が下される
ことになる。生徒たちはこの鑑賞法に興味・関心
をもち、意欲的に学んでいることがこの結果から
もわかる。 

A

4 3 2 1 合計
5月9日 15 1 0 0 16.0
6月6日 14 3 0 0 17.0
7月7日 15 1 0 0 16.0
10月3日 14 2 1 0 17.0

大会当日 15 2 0 0 17.0

% 88.5 10.9 1 .2 0 .0 100.6

B

5月9日 16 0 0 0 16.0
6月6日 14 2 1 0 17.0
7月7日 14 2 0 0 16.0
10月3日 14 2 1 0 17.0

大会当日 16 0 1 0 17.0

% 89.7 7 .3 3 .6 0 .0 100.6

C

5月9日 11 5 0 0 16.0
6月6日 8 3 4 2 17.0
7月7日 7 6 2 1 16.0
10月3日 10 3 0 4 17.0

大会当日 10 2 2 3 17.0
% 55.8 23.0 9 .7 12.1 100.6

D

5月9日 14 2 0 0 16.0
6月6日 14 2 1 0 17.0
7月7日 15 1 0 0 16.0
10月3日 14 2 1 0 17.0

大会当日 14 1 2 0 17.0
% 86.1 9 .7 4 .8 0 .0 100.6

E

5月9日 15 1 0 0 16.0
6月6日 14 3 0 0 17.0
7月7日 13 3 0 0 16.0
10月3日 13 3 1 0 17.0

大会当日 14 2 1 0 17.0
% 83.6 14.5 2 .4 0 .0 100.6

F

5月9日 13 3 0 0 16.0
6月6日 15 2 0 0 17.0
7月7日 15 1 0 0 16.0
10月3日 11 5 1 0 17.0

大会当日 13 3 1 0 17.0
% 81.2 17.0 2 .4 0 .0 100.6

％ 80.3 13.7 4.0 2 100.0

このような鑑賞をまたやりたい

しっかり絵をみることができた

絵をみてしっかり考えることができた

自分の意見を言うことができた

友だちの意見をしっかり聞くことができた

今日の授業は楽しかった

アクティブラーニングとは？ 
【アクティブ・ラーニング】（ｐ3、4、9）  
 教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への
参加を取り入れ た教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、
認知的、倫理的、社会的能力、 教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図
る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査 学習等が含まれるが、教室内での
グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク 等も有効なアクティブ・ラー
ニングの方法である。                    （出典：用語集：文部科学省） 

ACOP共同研究者 平野智紀氏 2月22日東京工業大学博物館にての講演「博物館のアクティブラーニングとは」において 

                                   話されたこと 
         

1．学習者がすでにもっている疑問、知っている知識からはじめること 
2．教員が教えるのではなく、一歩先行く仲間が学習者を「引き上げる」こと 
3．考える・議論するためのツールとして、「モノ（資料）」と「言葉」を利用すること 

このアクティブラーニングの視点で、美術作品を用いた対話型鑑賞をみてみると・・・ 

1．生徒は今までの学習で獲得した知識や生活体験をもとに自分の解釈を根拠に基 
  づいて行う（ALでは、根拠（エビデンス）にもとづく論理構築を重要視している） 
2．教員が教えるのではなく、ナビゲーターとして、生徒の発言をつないでいく 
3．考える・議論するためのツールとして「美術作品」を利用する 

アクティブラーニングとは？ 
【アクティブ・ラーニング】（ｐ3、4、9）  
 教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への
参加を取り入れ た教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、
認知的、倫理的、社会的能力、 教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図
る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査 学習等が含まれるが、教室内での
グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク 等も有効なアクティブ・ラー
ニングの方法である。                    （出典：用語集：文部科学省） 

ACOP共同研究者 平野智紀氏 2月22日東京工業大学博物館にての講演「博物館のアクティブラーニングとは」において 

                                   話されたこと 
         

1．学習者がすでにもっている疑問、知っている知識からはじめること 
2．教員が教えるのではなく、一歩先行く仲間が学習者を「引き上げる」こと 
3．考える・議論するためのツールとして、「モノ（資料）」と「言葉」を利用すること 

このアクティブラーニングの視点で、美術作品を用いた対話型鑑賞をみてみると・・・ 

1．生徒は今までの学習で獲得した知識や生活体験をもとに自分の解釈を根拠に基 
  づいて行う（ALでは、根拠（エビデンス）にもとづく論理構築を重要視している） 
2．教員が教えるのではなく、ナビゲーターとして、生徒の発言をつないでいく 
3．考える・議論するためのツールとして「美術作品」を利用する 

 みる 考える   アクティブ   
            ＝ 
 話す 聴く    ラーニング 

生徒の解釈より 
 
 

わたしは左下のお坊さんは右上のお坊さん
の弟子になりたくて手をさしだしていると
思います。理由は、右上のお坊さんは誰も
いないような洞窟にいるから、位は高くて
も、弟子とかはいないんじゃないかなと思
いました。でも、左下のお坊さんはどうし
てもその人の弟子になりたかったから、自
分の手をきって、「私はこんなにするほど
あなたの弟子になりたいんだよ。」という
気持ちを表しているんだと思います。この
絵がなぜ今まで残っているのかというと、
人に本気でたのむのはここまでしないと伝
わらないというのを描いているから残って
るんだと思います。(女子） 
 

生徒の解釈より 
 
 

あそこはどうくつだと考え
て、位の高いおぼうさんが
そこでしゅぎょうをしてい
て、位の低いおぼうさんが
位の高いおぼうさんにでし
入りしようとしたけどだめ
で、最後の最後に自分の腕
まで切って、でし入りをせ
がんでいるシーンだと思い
ました。（男子） 
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生徒の解釈より 
 
 

あそこはどうくつだと考え
て、位の高いおぼうさんが
そこでしゅぎょうをしてい
て、位の低いおぼうさんが
位の高いおぼうさんにでし
入りしようとしたけどだめ
で、最後の最後に自分の腕
まで切って、でし入りをせ
がんでいるシーンだと思い
ました。（男子） 

生徒は今までの学習で獲得
した知識や生活体験をもと
に自分の解釈を根拠に基づ
いて、ここまでたどり着くこと
ができる！！ 
仲間と協働して！！ 

中学校は教科担任制・・・ 
 
美術作品でやるのなら、他教科では実現不可能・・・ 

でも、考えてみてください 
 
美術作品を他教科のヴィジュアルなものに置き換えると 
応用可能では？？？ 
☆地図 
☆グラフ 
☆画像（顕微鏡写真・スポーツプレーの一瞬など） 

道徳の教科化（これは誰もがやらないといけなくなります） 
 
美術作品で道徳の授業も可能 

立てる像 
松本竣介 
価値項目(例) 
4-(10)世界平和・人類の幸福 

四人の子等 
草光信成 
価値項目(例) 
4-(6)家族愛 

中学校・中学生だから、できる  とか、よく言われます 

だから、全部のカテゴリーで実践しました！！！ 

中学校・中学生だから、できる  とか、よく言われます 

だから、全部のカテゴリーで実践しました！！！ 

実践経歴（2007年～今日） 
勤務校 
斐川東中学校（２年間） 
河南中学校（４年間） 
大社中学校（１年間） 
校外実践 
中部幼稚園（２年間）神門幼稚園（２年間） 
大社幼稚園（１年間）神戸川小学校（２回：６年生） 
神西小学校（３回）日御碕小学校（１回：全校） 
大社小学校（１回：５年生） 
光中学校（６回） 
出雲西高校サッカー部（１回） 
島根大学医学部学生（５回） 
出雲JC（2回） 

大事なのは・・・ 
発言をつなげて対話を深める 
ナビゲーターのスキル 
これは 
基本を身につけることが必要 
研修は大切・・・ 

「みるみるの会」結成 

「生涯にわたって美術を愛好する心情を育てたい」 

「鑑賞の素晴らしさを生徒に味わってほしい」 

「その一方策として、この学習スタイルの有効性を授
業に生かしたい」 

そのためには・・・ 

 
ナビゲーター（ファシリテーター）の力量が重要 

授業者のスキルアップには、仲間との切磋琢磨が必至。。 
• 会員相互のコーチングによるナビのスキルアップを目ざす。 
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みるみるの会のブログ 

すべての実践が掲載されています！！ 
興味があればご覧ください！！ 

私は、この対話型鑑賞をして、普段の生活で活かされたこと、変
化がありました。 
まず、話している人の気持ちを考えられるようになったことです。
今までは、人の話も「そうなんだ。へえ～～。」特に深く考える
こともありませんでした。でも、高校に入って、中学校と比べも
のにならないくらいの人の多さで、たくさんの考えをもつ人に出
会いました。すると、「えっ、なんでそう思うんだろう？」と感
じることが増えました。ですが、その話を聞きながら「あっ、こ
の人は、こう考えているから、そう思うんじゃないかな？」と相
手の気持ちを想像できるようになりました。また、部活動やクラ
ス等で話し合いがあった時、今まで、自分の意見をつい推してし
まったり、伝えたいことがありすぎて結局何が言いたいのか分か
らなかったりすることがありました。ですが、高校に入って話し
合いに参加すると、自然に他の人の意見をもっと聞きたいと思っ
たり、自分の中で簡潔に文を作り、できるだけ分かりやすく理解
してもらいたいと思うようになりました。こういう気持ちの変化
は対話型鑑賞をして、たくさん頭と心を働かせて考えることで変
われたのではないかと思います。 

（島根県立大社高等学校1年 岡 千尋） 

春日先生との授業から学んだことでこれからの生活の中
で一番心に留めておきたいなと思った言葉は「どうして、
どこから」です。 
授業の時、春日先生は１枚の絵をみて感じたことを発表
するときに「どうしてそう思ったのか。どこからそう考
えたのか。」をよく私たちに問われていました。その時
は１枚の絵をみてだったのですが、高校生になった今改
めてこの言葉の大切さを実感しています。例えば、部活
動や勉強で上手くいかなかった時にどうして失敗したの
か、逆に上手く行った時はどうやったから良い結果に
なったのかを考えて分析するからこそ成長できるのだと
思います。 
この言葉の大切さは、中学校だったあの頃よりもほんの
少しだけ大人になった今だから、より分かってきました。
これからたくさんの言葉や人に出会うと思いますが、ど
んなに小さな出会いだったとしても、そのひとつひとつ
に感謝して過ごしていきたいと思います。 
春日先生や中学時代の仲間・先生方との出会いに感謝し
て・・・。（島根県立大社高等学校1年 清水久美香） 

僕は中学3年生のときの美術の時間に初めて対話型鑑賞とい
うものに出会いました。それまで美術の授業では自分で作品
を作り上げることがほとんどで実際に絵画を鑑賞するという
ことは経験したことがありませんでした。初めの頃は正直絵
を見てもあまり感じるものがなかったし自らの考えをみんな
の前で発表することなど自分の性格を踏まえても不可能でし
た。しかし授業を重ねていくうちになんだか絵が好きになっ
てきたように思います。それと同時に対話型鑑賞という授業
も好きになり、自ら発表することでまた新たな発見もあり楽
しいと思えるようになってきました。対話型鑑賞を通してま
ず絵が好きになりました。そして感情も豊かになり、考えを
分かち合うことに対して恥ずかしさというものが薄れ共有す
ることの楽しさへ変わっていきました。この機会に振り返っ
てみると現在高校生になった今でも中学生のころに体験した
対話型鑑賞で得たことは生きているように思います。自分で
考えること、人の意見を聞くことそれを踏まえて自分の意見
を整理して相手に説得力を持たせるように話す事などのコ
ミュニケーションの基盤となる大切なものを学んだ気がしま
す。美術に関して理解を深めるだけでなくこの体験は自らの
次のステップへ押し上げてくれた良い機会だったと思います。 

島根県立平田高等学校 1年 清水 椋太 
 

あなたもあさのようにファーストペンギンに！！ 

だんだん 
 
 

だんだん 
 

愛媛も島根も 

（ありがとう） 

島根県出身 森鴎外 

愛媛県出身 正岡子規 

この二人にも接点が・・・ 
縁ですね・・・ 
詳しくは「坂の上の雲」で・・・ 


