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描画指導をどう進めるか（その5）

　　　　…表　現　・　彩　色

佐久問 敬嘆縛轟教翻

はじめζこ

　1線礁で1ま鱗待できたのに．彩色の指導が不適

瓢であったのか，繕だか分からない表現をさせる

』二とになってし蒙った」　まか，「どうしても護1つた

購い嚢彗孟となってしまう、、彩色指導をどう進めた

らよいのでしょうか．…という！現場教麟からの櫨談

を受諺ることが多い、．線描で縁その良し悪しがあ

る難度見取ることができるし，従って糞鶴を持っ

て指導に瓢た震るが，彩色となると，撫灘毒糞｛，1

の描麟纏験や色彩1藝覚がその纂導にかかわってく

ることは確かで，それだ締1こ．この段1警を邊｝えて

指多難煮グン1瑳みはま‘宇ま言”大きくなるという2『廃ナで

ある．

　こグ〉濃墨題を解決するたダ〉紅は，指導毒’ド藝、書が実

際紅絵をかいてみるという実技｛本験や色彩感覚を

轟めるための努難をするなどダ）嚢巳欝鰺をするこ

とだといえる、しかし多忙な毎雛を送っている教

欝職場ではそ駿も難しいとな農ば，せめて銑ども

のかいた絵にもっと開毛・を持ち，艶叢グ）絵の襲覧

会1こ康i麺くなどして艶叢麟1鑑裳の機会を穣極糞壌こ

求めるようにして録しいと思う．多くの児豪蕪1に

舷齪ることによって，こ就までなかなか見えなか

一・たデ・どもならではの表環のよさやおもしろさが

次第に箆えてくる二とにもなる。事案，小学絞の

現場には，そのような1縫じ錘彗驚iによって野どもた

ちの難かな表現を瞬き撮すための搬導考を蔑め．

ε1々活躍している指導糞も少なくない。

　そしてさらに，よき指導者となるために1ま，織

果としての修験から学、鼓というだ静でなく，嶽繕

漂動に取辱緩む子どもたちめ表舞の様穣から多く

を撃iぼうとする姿勢が求めら殺ているといってよ

いだろっ、、

　さて詩稿では，線描の段暮露こお締る指導の意雛
　　　　　　　　　　　　できすとその手だてについて述べた，表現の段1襲におい

ては必ずしも線欝i→1彩色の1領でま整めら翻るとは譲

らないのだが，本、識では一縷薯室鯵こ多くなされてい

るその1藤1茎にそって、譲を展擬してきた，従って水

鶏では，織筋を終えた後の彩色をどう進めさせた

らよいか，その指導の意鑓や乎だてに絞って述べ

ていくことになる。

唯　表現の段繕での捲導

　義理段1驚での指導についての基本的な考え方に
　　　　　　　　　　じレついては薩稿でも述べたが，そ震は本稿で論を進

めていく1二でもよりどころとなるものであるので，

ここでは彩色にかかわる内容を中心としながら要

。甑をまとめて逐一くる。

1髪　捲導者《7〉繕え

　ここでも指導舞は，銑どもたちの表聡活動を箆

守り，その慧総や顯い実聡のためのi塗の援覇者的

艶場にある。嚢美髪の主重本1器である影どもが，どん

な色をどう鑓っていくかについて追求し，麟意工

夫していくことができるためのよき麟言者，脇方

蓄であ導たい．結果としての作贔の聾し悪しにこ

だわ垂／過ぎて党逢った指導となってしまうことの

ないように，また蓮に，表現の主体は子どもだか

らといってすべて許ども1二海だね，表現グ）ねらい

も持たずにぎ1嶽勝手な活動を展絹させることのな

いようiこしな1ナオ慕ま“ならない恐

櫛　褒醗の段繕で意翻したいこと

　表聡活動という恐慧，　多様な綴1いや内容が集約

された総会的な姿で麗麗される実践緯．暴雛的な

灌動である。この段i駿で意1離したいこともまた多

様にあげられるが，本教群で茨める「たくましく

糞己妻舞こ・ン1ち晦かう姿」を難侍するためには，

次の尋点について檸さえておかなけれ1まならない．

　①嚢現の主題，表現への意騒

　一こんな感ヒをこう表したい」というその董の

捷く褒聡の主題や表現への憲襲があ辱，それが色

や膨で暴瑳されたとき務めてそグ）貯の嚢芭衰聡が

なさ農たといえる。それはこグ瞳灘禦でも講様で，

彩色活動はすべてその野が措く主題の表現のため

に、そして褒聡への意麟の異境のため1こなされる

ことが縫提となる。

　ところで色彩1こは1叢々な表靖や感精があり，そ
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震らの変免や緩み合わせによってはまさに獲雑微

妙な，そして多様な表構．感精を覆することにな

る．従／、て色彩は，．響1麟する感蟻騰）かこうとする

ものの表精を表現するため1こはうてかすことのでき

ない造形要素であり，この．籔縫で彩色表現は，表

現への主逡や意図の異境，i衡／分骨その感鷺や心

構の表流のために重要な議i動となる。

　②造形雅な謙譲
　表現主題やi愚1灘を嚢現するために色や彫につい

てどう涯1失していったらよいかという造形的な課

題をとβつえさせ．その課題へ晦診て麟慧二五1夫して

いく漬銚を逸して，色や彩についての感覚や技籠

を蘇めさせるとともに，表境へどう■寛煽動隔て

いったらよいのか，そのあl／弩を学鰐させようと

するのである．

　ここでは，「こんな感じを表すために全雛の色合

いを一亙1夫しよう∫動舞遣｛3な感じを表すために色の

購臨を考えて表饗しよう」など，色彩感覚を翻続

しながら取1｝羅まな睡れば’ならない課題から，ドパ

スの縫い考の工夫∫筆の縫い方の二数夫』ハレノト

の縫いぢの工夫」など．彩色を進める駈での妓法

的な課題まで実に多様な課題があげられる，従っ

て学鷲場嚢にあっては，学年の発達段欝を充分考

慰するとともに，その題耗で1ま｛再を中心的な課題

として遷求させることが有効であるかを跨線し，

課題の焦．職能を1罹ることが求められる。

　③褒現意欲命持続
　褒聡活動への主雛的な取1綜簸みを欝1待するため

には，感受段i襲での新鱗な感動，構想段購での表

現灘翼葦の薙かな握握等によって，表現へ、鼓講1か

う意欲を高めることであり，それが漆動全｛本を遽

しての意欲の持続のためにも重要であることはこ

れまでも述べてきた．とはいうものの、彩色を進

めようとする段ii皆ともなると，感受，構想，そし

て線描と，時難的にもかな導経過してきてお辱，

指導煮の意に覆して初めの感動や．藝欲が薄らいで

きていることがないとはいえない。そのようなこ

とにならないためにも，褒瑳途髪二での励ましは勿

論、表聡主題や意麟の確認，それに禽締て着棄に

興環されていくことの霧びや充壌感を味わわせる

こと，そして彩色にあたっての課題の楚犠1などに

よって意欲グ）持続を1灘るととも1こ，彩色に隣する

辮たな意欲を持って疏ち鶴かっていくことができ

るような璽多きか1ナも豆1棄していきたい，

　㊥　よ馨｝よい表現を求める態度の育成

響総軍箕鴛

　その題樗にお儲る褒現添動が難かで華実したも

グ）1こなるようにすることも大鷺であるが，それと

ll難譲こ大事にしたいことは，そ我らの表堤活動へ

の取l／績みを通して，将来生きて働くであろう態

度の奮歳を縫っていくことである．本教科で廉め

る糞ε表現グ）姿は，糞ら求め濃らのプ」で精一季翠表

幾へ一叢ち麹かうという鰹律麟な態度1こ支えら農て

初めて軽能となるわけで，そのような態度は，1垂

々の造形活動への取l／績みの申で案銭的・依験的

に身についていくように意緩しなけ蔑ばならない．，

　彩色の携嶽ではどのような態度（菱現のための

学び蒼・手だて1を奮てな経ればならないだろっ

か，その一つは．「、主題を表現するため1ここれでよ

いか…「鶴分の意図がうまく褒されているか帽な

ど，主題や憲緩の翼翼へ1醸ナて確かめながら褒現

を進める薦垂度である。そして翼｛本的な乎だてとし

ては次砕ようなものがあげられる．

・造形的な課題へ1報ナてもっと亙1夫できないだ

　ヌンうカ』。（妻素縫奎の意識と、｛㌘夫｝

・　これまでのかきむ．軽科や灘鑓跨縫い麟ま徽

　かせないか，灘蓑獅験の懇麹と活翻
．　もう…一霞：モデ膨を疑、て・みる。（じ力彗こ確かめて

　みる1

・　讃しに騨の紙に色でかいてみる．（試してみる）

，　 ときどき聾㌃繋，カ・ら離オもて欝とめて■sる。（礫≧体を

　髭て確かめてみる｝

　これらの表現グ）手だて（学びだ！を実践鑛勤を

通して体験鶴に身につ諺させることによ与，爽ら

のメ3で叢葦笛に．壷1ち1韓力・うことのできる畢舞擁藤糞，　臨

律的な態度を奮戯していきたいと鞍うのである。

2．表現（彩色〉の段階における課題と
　　　　　　　　　　　その指導の手だて

　夢叢寒垂藻までは悪いま墨彗褒章昆できたのζこ，　彩i色カジ

どうもうまくいかない」という姿がある．どうう

まくいかないのかその翼題の要購は，心構，造形，

技能や懇痩麟にかかわることだった辱，材料・壌

疑の特性や使い離こかかわることだった1｝，さら

には野どもの特権や能プ雲こかかわることだったl／

と綾羅で多様である。鍾って奉稿では，まず…ll々

の箋銭の中でと♂．えられる問題となる姿をランダ

ムにあげ．その要馨を探袴．そ農らをいくつかの

観。薮から整理することによってこの夢翼著1こおける

，課題を求め．そ震轟、の課題1こ焦．鞄づ締て指導の手

だてについて述べていくこととする。なお，以筆
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述べる瞬題となる姿は，私蓑1身の授業実践の申で

とらえられた姿に癩えて，現場の指導者からの饑

き取きタによるものも含めその主なものをあげてい

くものとする。

／舞　実践紛車でとらえられる隠題となる婆

　運）パスによる蓑現（i・2年の実践から）

○　一遜垂）あつさ彗色をつ1ナるとヂできました」

　線でかいたものにバスでさあっと色をつけ，全

鯵1に一癖色がつくと完絞ということで「先生，で

きました」というわ酵である．全線が羅かに彩色

さ震てはいるが，たくましい難かな表聡とはいい難

い姿である．

○　ぬ音｝絵的な段車になっている。

　カを入れてかいているが，線でかいた形に忠実

にただ色を塗っているという，いわばぬ毒｝絵をか

いているような姿にも総題があろう。

○　彩色を進めていくうちに俸｝をかいているグ）か

　が次第に不聡確になる。

　ノぐスで色をつ診ているうち線でかいた彫がだん

だんはっき継しなくな景1，｛擁をかいたグ）か分から

なくなってくる姿である。電気のよいタッチでぐ

いぐいかいていくのはたのもしく慰しられるが，

線でかいた彫にほとんどこだわらずに大きくはみ

だした垂）しながら彩色が進められている姿である。

○　いわ懸る凝念色でかいている。

　髪の毛は黒，くちびるは嶽，木や地麟は茶，葉

は緑というように，綴金色といわれる色をそのま

ま縫い，韓の不糞然さも感じないでかいている姿

である．

○　いわ織｝るノくックまで，慰二蒸二しくぎつち辱とカ・

　いている．

　ノくックをかくこと雑体に馨1題があるとはいえな

いが，その子にとってそれ程の意鎌もなく単なる

｛乍業としてぎつち鱗と塗彗込んでいくのだとすれ

ば，それは題題である．本来かきたいものだ1ナを

かくことで充分満足することのできるこの期の子

どもに対して，「灘醸全体に亀がついていないと未

完成だ」という指導者の誤った意識から，バック

をかくことを無礫強いした糖譲畿てくる姿であり，

その責任は指導者にあることが多い。

　②水彩による表現偉～暮年の実践から｝

○　かき進めていくうちに｛弩をかいているのかが

　わからなくなってしまう．

　瞬様な姿がパスの項でもあったが，彰をかいた

線にこだわらずに彩色を進めていくうちに，その

彫が色の中に埋没し，鱗をかいているのかが不窮

確になってしまう姿である。絵の具で線を消して

しまったためにそうなってしまう場合や，鐙色の

工夫の是鞍なさから彫の箆分けがっかなくなって

しまう場合などがあるようである。

○　綴念色でかいている。

　3年になってもまだ，表理薄象の色や画面全誌

の色の調子などにかかわ弩なく，髪の毛韓黒，く

ちびるは癒，木は茶というように，チューブから

覆した絵の具の色そのものを使い，鰐の不爵然さ

も感じないでいわ簿る織念色でかいている。

O　麟藤の色が溝ってしまう。

　醸嚢全体にさわやかさが慰むられず．どんよ彰）

と曇った感じがする程露醸一tの色が濁ってしまう。

麓色によって婬書｝鐵した色でかいていることは望

ましいが，多くの色を混ぜ一遍ぎた辱麟藤一とで濁色

をした1）するなど麗琶の仕右に問題がある場合や，

重色のし遺ぎなど重色の縫方に問題がある場合が

ある，

○　立体感，量感があまぎ｝感じられない．

　かかれたものが平版な講子で彩色されているた

めに，そのものの立雛感．量感が感ビられず実在

感が表されていないという姿である。彫をかいた

線にあまを簸こもこだわ善｝遍ぎてかいたために震い

表椿の表現になった場合とか，ものの購暗につい

てほとんど醗憲されていない表聡の場合とか，あ

るレ冠ま秦会の翼の綾さや筆繋鉾、カ｛あま鯵1こも一様だ

った穿）する場合など，その要欝電ま多様1こあろう。

○醸麟全鉢の色講こまとまりが感じら就ない．

　主題にそぐわず全雛にどぎつい原色が多く綾わ

就てお弩，従って強さや華やかさは感じられるが，

いささ力縄手1ま“けは“しく落ち善きカご感ヒら乏しない場

合とか，補色縫孫に近い色講志が特需の意緩もな

く蔑され，受ける感じがどぎつくあま概こも強熱

遍ぎるという場合などがある．全依の色合い，そ

して醗色に関しての気醗｝〉が不充分だという姿で

あろう。

O　麟露全体の色の講子がまとまを｝過ぎておもし

　ろくない。

　まとま｝｝がない場合とは逆に，主題にそぐわず

金棒が講じ色講でまとめられ過ぎていて，強さや

楽しさがあま弓感じられない場合である。主講色

についてあま靴こも気を懐い遜ぎてそうなってし

まうこともあるが，色彩の変化の美しさや多様な

色の醗鯵のおもしろさに対する醗憲が不達してい
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る姿だといえよう。

　表現の主題や意図具現のために全雛の色講の変

化とまとま弩のある嚢現を意i翼することは，かな

l／藷変な色彩感覚が要求されることであるが，学

年の発達段賠，子どもの実態1こ繕じてぜひ取『1緩

ませていきたい造形譲ミ題の一一つである心

0　筆使いに気が魏られていない．

　いつも翼じ講子の筆縫いで全輝が袈聡されてい

るとか，色を塗るという感じで平綴なタッチでか

か農ているとか．あるいは筆の運びが慎重過ぎて

勢いや動きが感じら蕊ないなど，筆養いに対する

工夫が足鯵ない姿である。

O　ごてごてとしていて藪苦しい感じがする。

　どろっとした絵の糞でべたべたとかいたために，

鳶際で力強い感じがする夜露，怠が叛けずに重苦

しい感じがするという場合である。

○　全体にあっさりとしていて弱々しい、

　水で薄く浚いだ絵の翼でさっと彩色しただけで

あるために，金棒が淡い感ビでさっ1ま1｝とはして

いるが，主題をアピーノレする力強さが感じられず

もの是1）ないという場合である．

G　ノぐレットの緩い方方ご不適当である．

　必要以一ヒに多量の絵の翼を溶くことが多かった

華1，パレット全捧をすぐに汚してしまった量｝，さ

らに汚れたままで色作圭）をするために意鍾する色

が｛乍震ず醸嚢一｝二の色まで濁してしまった1｝するな

ど，バレ・アトの基本的な整い際ができていない姿

である。

　以1二，実践の中からとらえられる黙題となる姿

を翼挙した．これらグ）一つ一つは確かに問題とし

たい姿であるが，時にはそのような表現が都分的

にしろ生きた表現となった彰），主題によってはむ

しろ遂に幾果的な表現となった1），また莞お1こよ

っては嚢牲的な表現として嚢撫廓こ感じられること

にもなった1〉するなど，そグ）響難iが逆になってし

まうこともないとはいえない。たとえばカラフル

でどぎつい表幾が．箆む1こよっては強くたくまし

い表琴とともとらえられるというように，零多色の表

現はそれだけ微妙なのだともいえる，そ蕊だ酵に

子ども一弄、一入の表現の姿をとらえようとする場

合には，疑定的，綴金的な見方をすることなく，

鑛広く襲軟な嚢で慎重に見とるようにすることが

必要となる．

　（塾　彩色《舞殿驚繁こお鯵る指導の課題

嬉8§奪鋒舞

　ここでは，麟にあげた瞬題となる姿について分

析し整難ずることによポ｝，指導にあたっての課題

を探ってみたい．

　パス，水彩のいずれの場合にも共通する蚕要な

君イントとしてまずあ1デておきたいことは，表褒

主題や罫馨分の表現の意騒へ癖けて，意騒的な表現

蠕動が展開さ農ているのかどうかということであ

る。翼題としてあげられた姿の多くに其逸して，

主題表現のための意馨的，意欲的な取l／緩みが不

充分であることがその大きな要霞として捲機さ震

るように思えてならないのである。簸灘全体に一一

応色をつ韓就1ぎ……とか，色をつけて楽しむだけ

というように，安笏に彩色をしていくというので

は難かな糞匙三表現縁：簸そ寺できない，，あくまでも糞

己のイメージを翼残するという套1的へ麟1けた，意

緩約，奮欲的な彩色蠕動への取1｝緩みが求められ

るということである．これが，この蓑灘警において

も健グ）課題の麟鍵としてある中心的な課題となる。

　さて次に，開題となる姿を整驚・分極し，彩色

にかかわる翼捧的な課題を探ってみよう。

○　機念色でかいている，立雛感や量感が悪しら

　れない、麟蕪全然の色合いのまとま暑）がない，

　逆にまとま童舞基ぎの姿。

　こ農らの姿は．いずれも色彩そのものについて

の配欝がもっと欲しいという姿である』かこうと

するものをどんな色でかき表したらよいか∫対“象

から受けた感ビをどんな亀合いで表t、たらよいカ㍉

　「羅にかいた色の隣鯵にはどんな色が合っている

か、そして「全体の色講をどうまとめ，どう変化

をつ縫たらよいか」など，色彩，色合いに！）いて

翻意．王1二失することができるようにさせたい。

○　さっと色をつけて済ませている，彫をかいた

　線にこだわらずに彩色したので侮をかいたか不

　明確になってしまう，亀が濁ってしまう，ぬ1）

　絵的な｛主事になっている，ごてごてとして霞藷

　しい感じにな一，ている，全体にあつさ辱として

　いて力掻さが慈じられない，筆使いに工夫が足

　ぎ／ないなどの姿．

　これあの姿は，色そのもの1こついてどうかとい

うよ老君ま，かき表し拶1こついてもっと気を醗って

欲しいという姿である』彫がはっきりわかるよう

にする1こ1まどうするか」聾澄んだ感じ，すつき辱と

した感ヒ，あるいは寿強い感じをかき表すために，

バスや絵の翼をどう健ったらよいか∫饒分の叢し

たい感じの色をどのようiこして作るか∫生き生き
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と表すために，絵の翼の水かげんや筆縫いをどう

したらよいか」など．表瑳の娃鞍，技法について

もっと、鉱夫させるようにしたい。

○　パレットの縫い右が不適幾であるという姿

　これは，観灘材や購輿の縫い布．擾い方がよく

う｝寿・らず，　そ才む寿ご表多野ξ：文藝章をきたしてしまうこ

とにもな鯵かねない姿である．バス，絵の翼を拷

めとして，筆．パレット，筆洗などの基本的な縫

い弩，議い苔を身につ隷させ，褒聡を効果的・効

導壌｛箕こ進めることができるようにさせたい。

　以飯のよう1こ，零多色にかかわる異体的な課題麺1

大きくまとめると次の三つ1こなる、

　一つは，色そのものに馨する課題である一．こ，も

な感じにするために，どんな色をどう醸して，全

体ゲ）色合いをどうするかなど，その予の色彩に対

するイメージや感覚．センスを生かして，いかに

讐かな彩色表琴とを展購させるかという、課題である毎

　　　　　　　　　　　〈色彩鶴ついての工夫〉

　二つ慧．そのためにどう二表すかという表現ぢ法

や表瑳披法に聴する課題である。1箋分のイメージ

する亀をどのようにして難三るか，そ農を健ってど

うかき慶すかなど、羅蓼の義義方法や技法を墓に

いかに工夫して表現瀬i動1こ取1｝緩ませるかという

課題であるひ　　　　〈嚢現の1方法・技法の工炎〉

　その三つは，それらの表境を支える基本的とも

いうべき環異や経料の縫い古葉援い方を身につ汁

させ，麟果的な表現が進められるためにどう£夫

させるかという課題である。

　　　　　　　　〈驚異や繕料の援い方4〉工夫〉

　麟　彩色砂段購における指導砂手だて

　色による裏堤活動では．その子の表幾への患い

悉瀞蒙襲いをメく舞舞こしなカ｛ら激暑）護歪ませるこ二とゴま鯵、塗

のこと，その思いが表現できるよう1こ色彩に帰す

る感覚を懇絶して彩色表現に取辱緩むことができ

るようにすること，そしてこれまで学習した褒翼

海法や技法を墓に表現の仕方を工夫していくこと

ができるようにすることなどが，こグ）段購1こお謬

る指導のあ弩アぎとなる。異体鼠算こは，学：年1こよっ

て．その子によって，あるいは題馨，ねらい，横縫に

よってというように，ケース・バイ・ケースによ

ってのあllむが求めら蔑るが，ここではバス，水

彩による表現のそれぞれについて，基本的に踏ま

えておきたい括導のあ1ラ寿，その乎だてに絞って

述べていくこととする。

①　パスによる嚢1現（童としてi・2年）

〈偲をかいたか分かるようにするために〉

　ぐいぐいと庵気よく彩艶しているうちに，舞を

かいているのか分からなくなってしまうことがあ

る。「雰懸気として簿となく楽しい∫雑然としてい

るがその子らしさが表現できていてよい」という

ことも無いわけではないが，かいたものが鱗なの

か説鱗を馨かないと分からない表瑳となってしま

ったグ）では，かいた水入察身も充分に灘i達するこ

と1まできない。窪率び｛牢毒窯とむ・〈ことカ｛できた」　と

いうのは，かいたものが鰐なのかが縁づき富｝して

いることが繭提としてあっていえることであって，

愚昧の無い色で講懲奔数にかか蔑ている表現につ

いていえることではない亭

　欝をかいているのかはっき彗分かるようにかか

せるためには，　まず，彫をかいた線を大事にしな

がらかくよっにさせる　とである．絵錘衰瑳と

いうの慧，糞分の悪いを彫と色1こ託して表現する

活動であ喜／，その意味では彫も色も共に大事にす

ること，そして姦いに響き合ってその表現が生き

生きとしたもグ）となるようにすることが大難とな

る、，特にこの撮め子どもたちにとって，彰をかき

表す線諺，それが簿なのかを示すための大切な表

舞の手段となl／．そ綬だけに心を込めて真鰯に線

力ごきに取季）藩践むのである。急送ってせっかく毛・を込

めてかいた織が，彩色によって安易に薦されてし

まったのでは｛導をかいたのかがよく分からなくな

ってしまうことにもな1），また，彰と色で造られ

るべき造形の美しさも半減してしまうことにもな

辱かねないわけである。

　また，かいているものがはっきl／分かるように

するためには，そグ）ものの色と縫を》の色との鱒係

に醗憲して表現させるようにすることである。

こでは，「隣りに違う饒を鍵ってかくと，かこうと

するものがはっき讐する」という程度の初歩的な

鑑色グ確鴛導で充分であろう．

〈概念邑で推《段繕からの旛導〉

　もともとこの暮寺莫緯ま1灘式其弩といわ才とる段豫｝の｛愛

楽で．野どもたちは好きな色で楽しむという状態

であ蓼，いわゆる凝念色でかくことにそ農程の不

轟然さは感じていない。しかし，色にはいろいろ

な色があることや，対象の色とバスの色とのかか

わ1擁こも徐々に気付かせていくなど，色1彩による

表現に録する関心を高めていく方向での指導も大

饗にしていきたい．

　対象の色にこだわらず露分の好きな色で叢密に
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かかせることによ酵，色でかく楽しさを充分に蘇

わわせるという樽めの段購から，次第に対象の色

にもっと遍い色は無いか，鰐象の色には機念色跨

ほかにどんな色が混じっているかなど，発てとら

える色や硬う色の輻を広げてやるようにするとと

もに，色そのものの持つ感精些ついても機をとら

えては，具体的に感じとら量た讐箋づかせた曇）し

ていくようにしたい。さらに選んで，二つの色を

重ねてかくことによって違う色ができることにも

気づかせ，自分で新たな色を峯乍き｝鐵すことによっ

て対象によ1》遍い色で表そうとする試みも経験さ

せていくようにしたい。

　また，このように色に対する関心を持たせ，色

彩への感覚を高めるための活動としてこの蒔鯨こ

ぜひ誌験させたいことは，「色遊び」である。透彫

的な遊びとしてなされる色水遊び，色群書遊び，

色益べ遊び，色捜し遊びマさらには泥絵の異を使

ってのスタンピング，ボデイペインティングなど，

楽しく遊ぶ活動を通して色に越する開毛・は羅iかに

高められていくことになる。

　さて，籔念琶で表さざるを得ない要霧のもう…

つとして，子どもたちの持つパスの色数が少ない

ということカ｛あεずら重しる。色数フうごi2色と㌧、うので

は露分の思う色も選べないことになるし，瀧色に

よって意慰する蓮を作ろうとしてもパスではなか

なか、意うようにはいかないわけで，健って色でか

く楽しさも半減してしまう．いろいろな色がある

ことに気づかせるためにも，また，多様な色を縫

った豊かな表現を通して色彩に対する感覚を高め

るためにも，せめて2§色以上の色麩；のあるものを

持たせておきたいと、悪う。

〈たくましく豊かな彩色活動を求めて〉

　表現対象に対する感動の趨ま診｝があっても，そ

れが彩や色で黒斑されなければ豊かな造影表現と

はな琶〉得ない。またその表し寿が，ぬ婁｝絵のよう

に色を塗を｝込めるだけとか一通量）色をつければ終

わぎ｝というのでは，力強いたくましい表現とはなら

ない．その子の感動；が露ll藷にストレートにかかれ

るようにするためには，パスをどう健ってかいた

ら欝己の思いを表すことができるのか，その方法

や技法を学びとらせておくことが必要となる。

　子どもたちにぜひ学ばせたいパスという描材紛

特質を生かした褒聡の方法・技法として，次のよ

うなものがあげられる。

i986隼i瞬

O重ねてかく一一一㎜一度色をつ診た1二に重ねてか

　　　　　　　く方法で，力強い表理となる．

　　　　　　　童ねる色をどんな急にするかを

　　　　　　　工夫するようにしたい．

　　　0混ぜる一一一…重ねがきしたところを指先や

　　　　　　　撫切れなどでこすって色を醗ぜ

　　　　　　　る方法で．溝ちかな感じや霧い

　　　　　　　慰しなどの質感表現もできる。
（〉こ重る㎜㎜一一一全藩疑じょう1ここすってしま

　　　　　　　うと平板にな幸｝，変髭グ）あるお

。消

。購

　このようなノ《スの妓法を学びとらせ，

駆使して表現へ立ち鹸かわせることによって，

暑）たくましい豊かな表現を求めさせたいと思っ．

　　　　　もしろさはほとんど無くなって

　　　　　しまうので涯意したい．

○ぼかす一一”一かいた色をこすった暑）濾した

　　　　　畢｝してぼかす海法と，力を入れ

　　　　　ずにかくことによってばかして

　　　　　いく古法とがあr｝．柔らかい雰

　　　　　1霜気の表現となる。

『す…一一■…一一完全には構えないが，濃しゴ

　　　　　ムで力を入れてこするとかなl／

　　　　　縫える。失敗したところを消す

　　　　　というだけでなく，光ったとこ

　　　　　ろを表すために溝すというよう

　　　　　に，その効果を意緩して試みて

　　　　　いきたい技法である，

る一㎝■…㎜一一度色をつけたところや重ね

　　　　　がきしたところを．　ドライノぐ一

　　　　　や麟概ましの髭などを使って麟

　　　　　導取るお法で，質感や動勢感な

　　　　　どを表すために効果のある技法

　　　　　である。表現にあたっては灘る

　　　　　向きや魑などを工夫すればさら

　　　　　に麟果的な表現となる。また，

　　　　　馨1違った部分を窮すため1こも役

　　　　　立つ技法である。

　　　　　　重ねがきしたところを麟ると

　　　　　いうの1まスクラッチといわれる技

　　　　　法で、　この場合には簸祷1こかい

　　　　　た色が表れる。最初につけた色

　　　　　が麟霧紙1こ染み込んでしまって

　　　　　いるからである。縫ってその鶴

　　　　　果を難待して意図的にかき進め

　　　　　ることも薄書老である。

　　　　　　　　　　　　　　　それらを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ
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なお，　ぐいぐいカ・きi丞ん丈ごりこ『ポつた辱藝舞っ孟こ

辱という多様な・表現技法を駆楚して取彗緩ませよ

二1、とする場叙こ，その弩1線ま，辮輿の麟1簸や薄

薪の色難緯1紙よりは嚢鐸季の幽繕紙，ド1ボーノレ紙，

黄ボー膨紙跨ヂyが遍しているといえる、．饗紙が丸

ま・ってしま・一，た辱長痩1ナてしまった辱することグ）な

いようにするためである．、、どのような衰残捧、験を

させようとするのかということも，覆紙選毅グ）一

つの璽1要な醗、毒！となる、．

　あ一．さ酵かいたりカー一杯かいたりできるように

させるためには，バスのいろいろな持ちだを身に

つけさせて，場に縫ヌじて廃蔑渠醤糞1こ萎藩発することが

できるようにさせたい、パスの持ち方としては次

の三つがあ1■鴛フれる響

〔）鉛筆｝のように持つ持ちみ一　■　一一一般的でよく・瞬

　惨1雛褻携1ち！　綬ている持ち苔て“あ喜ナ，安健fし

　　　　　　　　　た・表幾ができる、．

○髭旛で麗って持つ詩ち蒼　　”　力を入れてぐい

　縫餐琴蓄撃ち）　　ぐいカ・き5墨も・童舞｛｝に選重している

　　　　　　　　持ち芳で一ある、広い露積1こ塗辱

　　　　　　　　　1丞むようかくプ｝に1まよい寿ご、　薩

　　　　　　　　　麟がきかないので纏かい鑛分の

　　　　　　　　　褒現1こは1甕さない、、

○つまんで讐つ持ちむ一　■一…一一　一　あつさ鯵さっと

　1つまみ持ち1色をつ捗るときに選重した持iちむ

　　　　　　　　　である。　手爵をうまく縫った与

　　　　　　　　　肇彪全r養奉を垂髫力・したりして毒・くこ二

　　　　　　　　　とになるので，やや轟度な持ち

　　　　　　　　　だであるとも鍵える、、場合によ

　　　　　　　　　ってはバスを鐡にしてつま，るで

　　　　　　　　多落ち，　審議蓮＝くカ・くこともて“きる、、

　　　　　　　　　そグ）ためには，色の勲績を覚え

　　　　　　　　　たらハスグ〉巻紙をむいてしまつ

　　　　　　　　　ておくことも一・弩法である．、

〈バックの無意殊な塗辱込みはさiせ癒いように〉

　絵蘇蜜こお1ナるノぐγクというの1ま，かいた焼象の

後ろの聖経を袋織するものて・，縫って空鵜，　輿蒼

きを意識し，その表麗を意絶することができる段

階になってから指導すべき事項である。紙学年で

はまだ空翼表現への意識1ま無く，かきたいものだ

1ナを大きく群華む響牢む野とかくこと、磨で’き教1ぎょい至愛

階であるので，いわ懸るバックまで全麟三色を塗り

込ませる必要はない。重■・どもにとって聡昧も意欲

もわかない挙なる色塗リグ聴乍業を強いることにな

一．てしま一，ては，まったく無意練て一あるばか纏で

なく，絵をかくことの嬢いな野を｛乍ってしまうこ

とにもな辱かねない，

　それでもバー・クグ）余震力ζ気になるという場合に

は，色麟濡紙．11iホー蔦紙の褻，黄ボー馬紙など，

擁めから多少色のついている紙を縫えば，ざ1い露

購紙にかかせた童舞金とは違一，てその余欝はそ震種

麹にならなくなる。、．題舞によってその鶴果を予想

して絹織を濾1殺することを，考えていかなければ

ならない、、また，活動中にいつの聡にか金髪‘iにつ

いたノ＼ス．グ）汚オ導ま，むしろ野どもの糞擬柔な肇．でyか

いを慰むさせた辱，晦撫の襲らかな雰欝1気を懲ヒ

させた聾する嬉繋となることも知っておくべきで

あろう。

　ハスグ）縁かの棒状韓藩麟孝としてよく綾才）れるも

のにクレヨン，　コンテカボあるカご，　ここで一はノ・ス丈ご

けを取りあ搾て述べてきた。、クレヨンやコンテも，

基本嚢壌こはハスの場合とほぼ講様！こ考えてよいと

、響、われるので，窮に取llあげて述べないこととす

る、ξ

②　水彩による褒現ll髭として3～6・年｝

〈かいたものが簿なσ〉かが分かるように＞

　線量銑ゆ彩色グ矯舞茅で進められる衰場グ）場合，　彩

色を進めるにつれて線でかき養した彫が鰐なのか

分からなくなってしまったのでは，主題表現どこ

ろではない、、そうならないためにはバスの酸でも

述べたように，毛・を込めてかいた線を大璋魏こしな

がら彩色を進めるようにすることが第一一の条件と

なる。、筆．1華婦ばしベン，水性ベンヤコンテなど

で心を込めてかかれた線は．そこに色が縁どこさ

れることによって、導に彫を表すための織であるだ

けで“なく，　ず慕六感．　雛懲あふれたものの輪郭線と

しての霞一襲な後釜講を麟負うことになる。、生き生．き

とかか駿た輪郭線と讐かな色彩とが緩まって造形

グ）箋し、さ力種羨き1嚢され，　・褻題力｛よ｝｝嘩捧嚢1こ夢乏琴芝さ

れることになるわ汁である．、そして講時に，線を

大窪季にしながらていねいに表堤を進めさせること

！こよ一．て，心の込も・・．た彩色活動の襲麟も期待し

ようというわけである。

〈緩怠色での表理となら巻いために〉

　茎・2・年のときに韮疑に乗り越えなくてはならな

い諜■題であるともいえるが，現実には3一垂年で

も，　庵誌ま蕎蕃，　葉翼ま湊糞、　墨髭藩季無と㌧・う三菱力慈色らオしな

いわ締ではない．．そこでここでは，一表瑳の婦象へ

黙を拶撰ナさせて色探しをさせること，穀象の講鳶
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色，さらに1ま琴と象色を求めてξ琵琶1こよる色舞三寿を

試みさせてみること，さらに．それらグ〉色による

麦聡鉢験を遷して自分で舞った色で表現できたこ

とのよさを感じとらせることなどによって，色彩

に縁する護1老・を薦め．色彩饗かなもグ）グ）雛弩，表

しヂぎ寿ごできるようにしていきたいのである。　そし

て実践活動の申でできるだ酵鑓体的1：，さらに纏

験的な活動を題して色彩に懸れることができるよ

うに酸i織したい。

　たとえば入物の髪の彩色での指導であるが，ま

ず勧めに．左遷iの髪を発て色捜し1色雛つ締1を

して茶っぽい色のあること1こ気付いた．そこで次

は色｛乍りである，黒に茶を少し混ぜて色誓三りをし，

その色で試しに彩色してみたが，まだ黒のままの

感ヒで不満足である，そしてもう少し茶を滋ぜて

みたら………と，　このような色捜しせひ色脅聾｝1二よ

る彩色の誌験を遷して，暴嫁的・体験的に多くの

ことを亨二び取っていくことになる．ものの色は単

純でないこと，色舞l／では一1『1で混色したと分か

る鉱色を1琵ぜるとよいこ，と．そして彩色した色の

微妙な変費ニグ）美しさに気盤くなどである。このよ

うな彩亀捧験が次の色捜し，色群三辱の場薇でも雀

かされていくことになる．，

　綴念色でかくグ麗ま．　色彩ζこ無｝する発考，夢乏しノf

グ搾齢が狭いというこ。とである，縫／．て難かな色彩

表聡を難縛するため1こ慧，その・“つグ）手だてとし

て色数の多い紛紛興を㌻えることがあげられる．

麩色ではなく，せめて鈴色鍛1二の絵の翼は撃柔意

い。勿、途．蔭銀造のような窪色色による色賛辞ナ稀至尊

も進めな1ナればならないが．それに権えて，滋色

によってもなかなか作1｝議せない鮮やかなだいだ

い，群青，紫，エメうんドグリーンなどの色も持

たせておいて，よ弓轍グ）広い色彩表現を毒i侍した

いと患う，各羅人に持たせることが難し締れ建，＿、

学級で準備し，必要に慈ヒて続騰できるようにし

ておきたい。

〈承彩の基本雅な捲導として〉

　／銭学年ではパスを主とし、それとの繕羅という

彫で水彩が楚われる。承彩絵グ）姦、という嶽縁を体

験するというねらいもあって綾瑠さ震るわ1ナで，

そこでは教麟の準縷1した集講絵の翼を綾繕するか，

あるいは馨1入持ちグ建募金でも教齢と一強姦に色｛㌻辱

をするという彫で進めら震るのが望ましい．そし

て3年生ともなると，筆1で使ってかくというデl／

ケートな操作もかなl／．惹転業譲雛こできるようになる

緯書§年i曝

憂隻1蕪で，いよいよ承1彩1こよる糞垂疑の指妻導力で奉こ絡霧∫

になさ震ることとなる、

　まず，羅具の綾羅彗こついて基本的に踏濠えたい

ことを次1こ達べておきたい。

絵の興

・　チューブから絵の翼を康すときは．いつも戯

　しゃすくしておくたダ〉にお1完の厚から華変iる、

・　どの石鼓1うか楚熟をつ酵，∫壷鞭を撫す．、

・　乾燥しないようにふた諺きちんとじておく、

　蕪が汚れていたら藩、いてから．豊、たをする．

辞　絵グ）翼は際轟として愛色穆養毒しておく，色

　数が少ないとその色しか縫わないことになり．

　鶴かな彩色蓑原が欝1侍しにくくなるからである

パレット

亀　絵の垂もは色グ）繊序（讐1紅かいてある1に従っ

　て，…■詮の疑ジ「培覇嚢。≦に織すh　l　　’　ンて鑑す

　のは，隣1短篇色瞬．む瀧じっても大きなダメージ

　を養1諺ないように．決まったところに！戴いて鞍！

　いやすくするため1こ，醗桑色ゲ｝1髭色が無理なく

　できるようにするためなどがその理鑛である．

・　絵の翼はi《／勝1え饒の大きさに溶く．

　らぬように，また，欝獲iにも分けて色作1｝をさ

　懸轍妙な変fとのある褒髪を期待するため、

幽　零9色グ）とき繕諦金力・きさ／1しのよう1こ残iT榑こ素謡／λ

　1華纏藩全纏が常に疑渡せるようにしておくため

拳　綾羅後はいつもきれいに洗雪．ておく．

筆

噸　太さの繋な…、た繁，叢／氏3～窪尋｛は必要一学

　年が進むにつれて懲緩も多様になるので柔らか

　い繁（彩色，膿取．麟麟i｝や癒維1分離も持たせ

　たい．誉碧欝｝で｛菱つた綜鉾遼箏1も浮誉馨できる

華　ll的に応じて太さ，襲らかさを考えて使う

脅　穣甕を1篭めないためや，の移が湊汁て取れて

　しまわないようノ郵にータ酵’たままにしておかない

筆洗

・　絵の翼が汚れない舞度に承の取零替えをする、

奮とテイッシ漁ペーパー

・　衛縁蒙の承霧り，バレソトふきに縫う勇で畷

　承娃のよいガーゼ伽・ンカチなどを準備する

　スポンジ1まそのままで1ま承を嫌わないので不要、

・　ティー・シ．コーは1磯総数の余分な絵グ）騨や汚れた

　諜分の饑い取l／に盤！舞．着色虜難い取蓼→藻分

　に毒1ねて春色などの災斑分たダ庭こも1糞繕できる

　ダ）で，ボケ『・トティ・・シュを必ず入れておく、

　こするのでなく押しつ汁てi吸いとるようにする．
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〈豊かを彩邑表理を求めて〉

　彩色グ痔讐鞍で1ま．ド1己のイメーージを色彩に、絶し

そ麓らグ）緩い変化とまとま峠　1続一一）グ）ある美し

さを求めつつ繁を進めることによって，表至難グ〉主

題や惹騨iをよl／鵯かに表現しようとすることにな

る．こ鈴ように，この段欝麺おいて造影の美しさ

を求めようとす“るとき．全｛本の．あるいは多燵を

善無謬交する餐装々な要素グ）…変｛乞とまとま蓼1葦髭一一・1

の美しさ、について考えないわけ1こはいかない。

金棒の色合い，色グ）薦購や濃淡，肇縫いの変化や

まとま辱をどうするかというように，その観．点は

多様にあ鯵られようが，難かな彩色嚢堤を求めさ

せるためにぜひ験れておかな酵素、ばならないこと

を取辱あ1デて，身方ド述べていくことにする．

〈色彩の軽質や感精事配点の魏梁〉

　色彩には．緩かい懇意寒い慈慧がするとか，羅予な

感じや雄賑な感1二がするというように、既に感鱗

を凝す性毅がある．その飽，とび饑したl／後退し

たり，膨張したぎナ駿辮iした辱するなどの替i質も持

．ている　これら色彩の欝つ、じ．鷺や馨三駿をうまく

生かして彩色を進めることによ蓼，1三題爽瑳へ醗

けて飽くド1馨のイメージや心構を異饗するように

するとともに，蕪1撫ヒの色彩の変姥とまとま弓の

ある美しさを擢iき織そうとするわ諺である、

　さて，1’1己ダ）イメージを表鱗あや㌔れた，そ髪て

色蒙ヨ鷲乏　な衰耄発として季善きま暮すため1こは，　色零まの

持つ惑鱗や姓駿を生かすよう玉1夫しながら影邑を

遵夕）ていくことだということになるが，だからと

いって色彩に陰1する窯，識を慕に．理羅つぼく検討

し正1棄していくというのではない．基本的にナく農

にしたいことは，色轟持つ懲精や盤i質は鯵撫，そ

農らの色と色とが織彗なす綾羅織蜜∫’な表嬉キ感覚

約，総合纏こ感廷とることであl／、キ、差して難分の

色彩そのものにかかわる課題としては．まず色の

二三鵜鷺三である色繕、瞬穫，彩度に離する課題があ

1デヰ，震る「もっとさびしい感じ1こするため1こ．　ど

んな系統の色を綾ったらよいか！主として色嶺1．

Hかいたものの戴体感や雛感を表聡しよう　髭と

して曝1鑛一　「地縁な感ヒにするためにはどうした

らよいか（1三として彩度・色揚〉．というような異

捧鯵があげられよう，そしてもう一一つあ締ておか

な縮れ1まならない課題慧，藍と色の緩み会わせに

か力畷）る、靉靆である。「1まっき彗星重甑つようにする

のにはどうするか（色の慧箆・藪三色，」F錘1獲茎全｛本

の色合い分綾i一一と変化を11策しよう　妊蒙講1色・醗

色｝．というように，色の対箆や醗色による麟果，

色の講愁など，色と色と力擁聾し出す美しさを描き

議そうとするための造形的な課題である。．

〈混琶紅よる色の変位〉

　微妙な色彩紛変化を求1めさせようとする嚇合に

は，混色による色作導の搬導が必要となる．，と二撫

すると．豪灘1する色が作れるかについイ礫解すゑ、な

めには，多線な色誓三弩を棒験することである．

　綾織の色を混ぜ奮わせて中綴の色を作l／戯すと

いう1発色の手本験も必要であるが，縫1錘i表現1こおい

ては，混織こよ）て濁イ蕊まうこζ、銃型誌窟、

嚢謹戴＿ながら色作りをさせるようにしたい。その

ためには，違，5色と漉ぜるのでは堂、≦．色麹室

8色どま辱とすること，そして袴めのうちは，縫

糸色霧志の滋色によって濁らない状態でグ）縫麹室

色の変｛とが養せるようにすること，さメ）iこ縫を燦

えて曙色．黒を換え一縷色を｛乍る経験を遽して，

色の醗1鱗に対する驚心を高めるなどしていきたい．

　学年が進むにつ實てさらに複雑な色作辱にも取

り緩まれることになるが，いず震の場合にも．ド1

分グ）意離した感じの色が燐きたかを攣1の紙！こ看互い

i惑覚でと・、えた感1二“穿購にしながらさらに鵯か　　て確かめながら、彩色が進め㌃震るようにしたい、

な表聡を求めるようにしげいくこ＞である　あく

までもド1巳の感覚．感｛轡を基盤にしながら．　嚢己

のイメージ疑舞のため硲彩色蠕動が表鱗警かに綾

羅されることを望みたいのである、．そして、そ農

らの彩色｛本験を選1して，色彩に籍する1講’むや色彩

の感薯・鷺i鷺を醸iかに感ヒ取ることのできる感賛i

が1窪まることを霧1籍したいのである

　本瓦の感一甕や．懇酵をヌ，紅顔こしながらも．　さ」異こ

よ弓よい表董発を求めさせるたダ）1馨ま，彩色へi拷1ナて

どう1二起してい／．たら，払いかという透彫紛な課題

を鳶：識させ，意1鱒納にi1襲させていくことである

く全体傍色合いのまと漢書ナと変化〉

　全躍本1の包含・いグ）蜜とま辱グ｝よさカご感二琢気質るよ

うになってくる跨難をとらえて，　1三、羅色を惹離し

た表現に取辱組ませたい、．そのためにはまず，艶

麗べ〕意1騰艮琴老ゲ〉ためξ二どんな色でまとめるかにつ

いてグ踏舞葱をし・．か彗講’，せること．そしてでき

れ謹糞分分イメージする色て’、試しがきをし．その

感じを確かめるレう1こさせた・、彩色1こあたって

は，薩系統の色，そ農らの混色による色，、1’1や黒

を鑛えた色など，｛以ている感ヒグ）蓮を綾　て全稼

の色合いをまとめるノヲ霧でかき進めていくことに
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なる．．窃ゴ六感． 質感などの糞瑛、には摂てい

る色を整いながらも．その色合い，鱗賠．濃淡な

どの微妙な変化・や筆使いなどを，意馨麟に£丸し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　また1三濁色というのは，絵の中の主となる色，

1醗i霧を支醒する色ということで，欝1箏にいえば，

麟雛薙で一一番多く鐘わ震ている色ということであり，

鍵ってすべて譜系色でまとめなけオしばならないと

いうことではない、その系統以外の色をうまく魏

ながらかき進めていかな締れ1ごならない。

してその変化による動きや承イントを至二失するこ

とによって，三盆題がよ身｝強請さ震る表聡を求める

ようにさせたい．

〈水撫滅による絵の具｛舞濃淡〉

　瞬1露全蕪があつさ脅している，ごてごてしてい

るというように，絵の翼の濃さがほとんど変わら

ないという麦環がある　誓三題によってはそれが効

果的な場合もあるが、遂に鰹藤が整版だったl／準

講だ一、た1｝してもの足りなさを感ヒる場合が多い、

水彩絵の翼の讐牲を踏まえ，その水簾識の違いに

よる表環効果を意麟しながら彩色が進められるよ

うにしたい。その狂夫によっては，瞬結，雛感，

甑｛本感の表現．柔らかさや難さ．整酷な感乞など

の質1惑の褒章昆，　さら1こは三養響毅惑あずぶれる鬢髪王疑」く褥炎

彩による濤潔感のある表瑳も轡能となる．そして

瞬時に，瞬藤1こ嶽かれた絵グ）翼の濃淡の控1い変化

が灘1趨全纏を生き重きと感ヒさせることにもなる、

〈筆使いの工夫〉

　水撫1藏による絵グ〉翼の1濃淡ともかかわって，筆

縫いによる表現鶴果も童馨しながら彩色が進めら

才とるよう1こした㌧玉。　萎走塁冤の、髭題艦）愚蒙講1こもよるカで，

いわ毛留るくミタぬり1こよる茎乏蚤建は縁擁癖霧翼こなり，ぬ

l／絵のような襲講で、1楚ll鱒｛」な爽瑞となl／やすい．

た一，、曇辱食ませた絵の巽を一一筆一繁i曝1かめながら．

絵iの翼を置くようにしながらかいていくこと，か

こうとするもグ）や場所によって難を動かす韓きや

鶴1，速さなどを凱夫すること，そしてそれらの熱

泉を罐かめながらかき進めることなどにより，筆

グ）タッチグ〉変でとによる，垂ききや摸纏携の1惑ヒら震る

・ひ鷺あふれた災幾を求めさせていきたい．

おわ蓄｝に

　彩色の段謙にお搾る指導の意図とその予だてに

ついて述べてきたがヤ鹸達のようにこの殺ll皆にお

ける課題とその‡静撃のあリノ葺ま多様であり，その

すべてについて態れることはできなかった　そ蕨

睡書6年1纏

1．ごかl！か本縞執筆にあたって資料をまとめ．その考

えを整馨ミしているうち1工むしろ嚢たな，譲題が発え

てくることになり，この夢灘箸にお1ナる指導，綴1蓬を

より多様な角穫iからとらえることグレ1呂要盤三を強く

1感じさせら凝ること1二なった　全話憂、発遵罪窒1箸！こ

応じた色彩1こ裟郵ギる系睾糞ゴ馨な蓄旨導グ）進めぢや，彩

色活動への取辱組みのありむなど．実践を遷1した

講究をさらに深めていきたいと思う．

　瞬き堵1二彩色指導にあたっては，指導者糞身の色

彩に対する感ぢ£．　さら1こは鐵i霧表魂への誕1、むの姦

さや実技捧験の有無が少なからずかかわってくる

こと，そして少なくとも児童ゲ）鯵i撫軽重1鉱こ暑して

グ）1灘・むを捲ち，それに羅1駿る機会を績馨纏繞こ求め，

嚢己欝韓教こ1薦む姿勢がぜひ欲しいということを改

めて感ヒさせられた、

　最後1こ本稿をまとめるにあたって．本学壽嚢簿羅

ノ1・学校の韓il麺1ぎ唯癌i三教」霞を袴め、公疏学報重織薦『1二

！乍観護1孫め多くの先生ノ∫に，実践データやその飽

の資審磐是供の議おをいただいた、溝三く感、謝したい

　　　　　註及び参考交戦

縫！機縞「欝i露姦導をどう進めるか（その尋）、

　　福鯖大学教欝単離載薄実践講究紀要第9馨・

　　近藤馨一著「学｛ノ轡ぎ学習の秦灘、　明治観護

翁　大矯購豊著　実践造形教養至穴系尋

　　　　　「野どもグ）発ま窒と3塵i葺ヨ表現」　　瞬li玉条摩1

韓／　蔓藝稿「幸奉薯美童藷麟1季重の秦奪馨三を珪三寿・した柔藩露鋒支謹ξ一1

　輿脇難備罫遺影の基礎技法」第3蒙建繕疑

嬢　芸縫教蓄舞茸発犠編

　　　　　「描撫のための色彩指導」　黎墾、圭季餐

鰭　大飯鷺豪箋徳醗突全編

　　　　　「薪美籏教育慕麟憲嚢辞典■1明治灘叢

嬢　野圭1二舞三郎著　「発熱轟1の犠導」　菱繕患蔽縫

麟　清水澄夫著

　　　　一計供の絵グ廃業y導き毎、竃鰍蚤醤雛≧麟

麟砂場三舞礒二　「撰導の潔イントー一騎霧、群書三、1

　　　　　　　　　　　臨本文教ま穣漫株式会鍾

麟有無簸遠藤著　「嶽1趣1指導の潔イン1㌧

　　　　　　　　　　　雛本文教墨叛株式金毛t


