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1 はじめに

　美術の時間，生徒を対象に行った授業アン
ケートの中で，生徒の多くが自分の描く力に
満足していないと答えていた。「上手く描け
ないから。」「自分は手が不器用だから。」「描
いた絵が描こうと思ったものに似ていないか
ら。」などの理由が多くみられた。
　小学校高学年から中学校にかけてのこの時
期，見たままに描きたいという欲求が強くな
る一方で，自らが描いた絵と描きあがった絵
とのギャップから絵を描くことが嫌いになっ
てしまう生徒も多い。
　絵画，デザイン，彫刻，工芸，平面作品で
あろうが立体作品であろうが，制作のはじめ
にはイメージスケッチ，アイデアスケッチな
ど絵を描くことが必要になる。美術の授業を
するうえで絵を描くことを避けて通ることは
できない。美術の基礎・基本がスケッチなど
の「描く力」であると言われる所以である。
　しかし，本当の基礎・基本は描くことなの
だろうか？　絵を描く行為を分析すると，
　①描こうとする対象を見ること
　② 対象を見て捉えた形を手の動きに伝える

こと
　③手を動かして描いている形を見ること
　④ 描こうとする対象と描いた形を見較べる

こと
以上の四つのプロセスに分類できる。実際の
描く場面ではこれらのプロセスが複雑に入り
組んで「絵を描く」という行為が成り立って
いると思われる。これまでの自分の指導を振

り返ってみると②で生徒の描いたものを見て
「この形は違う」とか，描かれた形に対して
の指導は具体的である。しかし，どう見るか
という指導に関しては「もっとよく見なさ
い」とか，「はじめは大まかに形を捉えて
…」という曖昧な指導になっていたのである。
正直なところ，苦手意識を持ってしまってい
る生徒に対しては満足な指導ができず悩んで
いた。実はこの描く前の段階である「物を見
ること」ができなければ「描くこと」はでき
ないのである。むしろ描くためには，自分の
名前を文字で書いて，それを他人が読める程
度の手の器用さがあれば十分である。見るこ
とが確実にできれば，後は見たままに手を動
かし，対象と描かれた形を見較べて修正して
いくだけである。
　美術とは目と手を使う教科である。そして，
手を使う前に目で物を見ることが実は大変重
要なことだと考える。「見ること」とは，見
て「感じ取ること」であり，作品の制作にお
いても鑑賞においても「感じ取ること」は不
可欠な作業である。これまでの自分の指導を
振り返ると「感じ取ること」の指導は不十分
だった。「感じ取ること（＝見ること）」をし
っかり教えることが本当の美術の基礎・基本
なのではないだろうか。こうした結論に至る
までにはある描画法との出会いがあった。　

2 右脳モードによる描画法

　大学時代の指導教官から「脳の右側で描
け」（注）という本を紹介された。大変興味
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深い内容であったが，なかなか自分の教科指
導に取り入れることはできずにいた。数年前，
自校内の個人研修のテーマに右脳を使った描
画指導法を設定したのをきっかけに，５日間
のワークショップに参加する機会を得たので
ある。
　これは脳の認識の仕方を「左脳による認識
モード」から「右脳による認識モード」へ切
り替える方法を学ぶことによって，誰でも絵
を描く能力が飛躍的に向上するというカリフ
ォルニア州立大学のベティ・エドワーズ女史
が提唱している教育理論である。エドワーズ
女史によると，「描く」という技能は読書や
車の運転，スキー，歩行などと同様に，全体
として一つの技能に統合されるいくつかの技
能によって構成されており，その構成要素を
いったん習得し，統合することができれば後
は描けるようになるというのである。
　習得した後は何か付加的な基本技能を加え
る必要はなく，その後の進歩をもたらすのは
練習であり，技法を洗練させ，技能を何に対
して用いるのかを学ぶことが大切になると著
書の中で述べている。
　女史の説明によると，見えている物を描く
包括的な技能はたった５つの基本技能だけで
構成され，その構成要素となる技能は描く技
能ではなく，次のような右脳による知覚する
技能であるという。

　１　端部の知覚（縁の感覚）
　２　スペースの知覚（空間の感覚）
　３　相互関係の知覚
　　（角度とプロポーションの比例感覚）
　４　明部と暗部の知覚（光と影の感覚）
　５　全体の知覚（ゲシュタルトの感覚）

　この右脳を使った知覚を妨げているのが左
脳の知覚なのだそうである。左脳は言語的，
分析的，象徴的，論理的であるが，右脳は，
非言語的，総合的，具体的，直感的と考えら

れている。

　例えば椅子の絵を描くことを想定してみる。

　まず，眼からある物体の情報が入ってくる。
この情報を左脳がこれまでに蓄積したデータ
ベースに照らし合わせて椅子だと判断する。
「これは人間が座るために作った椅子と名付
けられた物体であり，すでにどんなものであ
るかは十分知っている。」だから左脳はそれ
以上細かなところまで観察したり情報を得よ
うとはしない。これが左脳の知覚の限界であ
る。そこで，絵を描く場合にこれ以上の情報
を得ようとすれば，左脳の知覚を抑え，右脳
による知覚へ切り替えることが必要になる。
左脳は眼から入ってきた物体に対して名前を
つけて分類をし，形や色などの複雑な情報を
切り捨ててしまうのである。これに対し右脳
は形や色などの複雑な情報を細かく捉えるこ
とができる。
　この描画法では左脳の知覚を抑えるための
方法が確立されており，そこには普段の授業
に使えそうなヒントがたくさん隠されていた。
現在，美術の基礎・基本を右脳を使って「見
る力」と考え，描写力の向上をねらった指導
法の研究に取り組んでいる。これまで授業で
実践してきた事例で検証してみたい。

3 授業実践

（1）コントゥール（輪郭）ドローイング
　毎回授業の始めに５分間行っている。手や
丸めた紙を持った手，バドミントンのシャト
ルコック，松ぼっくり，バラの花（造花）な
ど，複雑な形の物をクロッキー帳に描かせる
ようにしている。
　初めは生徒も慣れないので短い時間で行い，
慣れてきたところで徐々に時間を伸ばす方が
良いようである。参考までに，ワークショッ
プでの実施時間は約25分間であった。



39

　手を描かせる場合を例にとって説明する。
まず，生徒に手のポーズを決定させる。次に
右手を机上に残し，上半身を左に捻って（左
利きの場合は全て左右逆）手の絵を描き始め
る。この時，決して描いている方（クロッキ
ー帳）を見てはならないことを指示する。そ
して，約１秒間に１ミリぐらいの速さで，対
象である手の輪郭，細かなしわの一本までを
眼で追い，同じく約１秒間に１ミリぐらいの
速さで，目の動きに合わせて鉛筆を動かして
描くようにさせるのである。作品としての完
成は要求せずに，ものの見方の訓練として行
っている。見るスピードも描くスピードも，
遅ければ遅いに越したことはない。これが右
脳モードに切り替えるのに効果的な方法だそ
うである。この訓練のねらいは，通常より多
くの時間をかけて対象を観察することにより，
普段では考えられない，しかも，あまり意味
のない多量の情報を眼から脳に伝えることに
より，無駄を嫌う左脳をギブアップさせ，右
脳モードに転換することにある。訓練に取り
組んだ生徒の左脳は私語をしている余裕がな
かったはずである。
　実際の場面では，絵を描くことに苦手意識
のある生徒でも，この訓練に取り組んでいる
時は，一言も話さず描くことに集中している
姿が見られた。クロッキー帳に描かれた絵は
一見めちゃくちゃな絵に見えるが（見ないで
描いているので当然），絵を部分的に見ると
とても表情の豊かな線を描いており，部分的
に正確な形を描いている場合も多く見られる
のである。この訓練を入学当時から３年間続
けてきたのが現在担当している３年生である
が，この生徒達は訓練の時だけでなく，課題
制作時も深く集中する習慣が身についており，
作業が始まるとほぼ全員が黙々と作業に取り
組んでいる。
　しかし，何度かこの訓練を続けている間に，
やりたがらない生徒がでてくるという問題も
ある。描かせる対象の種類を増やし，飽きさ

●コントゥールドローイングの様子

●図2／松ぼっくりを描いたもの

●図1／手を描いたもの

●図3／シャトルコックを描いたもの
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せずにこの訓練に取り組ませる指導者側の工
夫が大切であるのは言うまでもない。
　最近では鉛筆の代わりに全員にハサミを持
たせ，動物など複雑な形の物を切り取らせた
り，紙に印刷したレタリングなどを切り取ら
せる方法も行っている。この訓練でも，黙々
と取り組む様子が見られた。生徒は，初め文
字を切っているつもりだったのがいつの間に
かレタリングの一部の形や，余白の形（ネガ
のスペース）を意識するようになり，文字を
切っているという感覚ではなくなると話して
いた。また，動物の写真を見せて，コントゥ
ールドローイングのように手元を見ないで見
た形に切り取らせる訓練も取り入れている。

（2）上下逆さまで描く
　右脳モードを生徒に体験させるために１～
２時間で取り組ませた課題である。
　ピカソの描いたストラビンスキーの肖像画

を逆さまに模写させた。上下を逆さにした状
態で絵を見て，そのまま逆さまに描くという
未知の体験に生徒は戸惑っていた。逆さまに
したことで，今まで意味を持っていた形は無
意味な形として認識される。生徒は逆さまの
肖像画を見慣れてくると，意味の無い曲線や
形を写す作業が案外やりやすいことに気付き
始めていた。途中で上下を元に戻して見ると
先ほどまで意味を持っていなかった形はその
意味を主張し始め，恐ろしく複雑な絵に見え
てくるから不思議である。実際取り組んだ生
徒の作品も，本に載っていた学生の作例とほ
とんど同じような結果がでた。生徒は，はじ
め難しそうだという感想だったものが課題終
了後に感想を書かせると逆さまの方が案外描
きやすかったいう生徒が多かった。
　また，逆さまにして描いても難しかったと
ころは，手や顔のパーツだと答えていたとこ
ろも興味深かった。

（3）分割して描く
　上下逆さまに描くことからさらに発展させ
て，模写するための元の絵を６分割し，分割
されたそれぞれの細切れの絵をさらに上下を
逆にしたり，90度回転させたりして，さらに
何を描いているかわかりにくくさせたもので
ある。同じ絵を普通に模写したものと比べて
みると，分割したものの方が多少のずれはあ

●作業の様子

●図4
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とする対象の形を意識し，対象からだけ形の
情報を得ようとしていた。しかし描こうとす
る対象を除いた余白の方にも，意味はないが
形としての情報があり，こちらを描かせるこ
とで左脳はギブアップする。
　そして，実際に絵を制作する場面では，
「描こうとする対象の形の情報」と「余白の
形からの情報」の二つの情報を使うことがで
きれば，情報量のアップとともに描写力のア
ップが期待できると考える。

るが，元の絵に近い感じになっていることが
わかる。実際に課題に取り組んだ生徒も，分
割した方が「楽だったしうまくできた」「難
しく考えないで上手に簡単にできた」という
感想を書いていた。

（4）ネガのスペースを描く
　椅子の絵で椅子以外の形，椅子と絵の枠と
の間の形に注目させ右脳モードに切り替える
方法である。今まで絵を描くときには描こう

●図5 ●図6

●図7／図7と図8は，生徒Aの比較 ●図8

●図9／図9と図10は生徒Bの比較 ●図10
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（5）レタリング
　入学当初，学級の掲示物制作やポスターの
基本としてレタリングの指導を行っている。
これまでは，見本のレタリングを参考にしな
がら全体のバランスを考え，骨がきをし，肉
付けをしていくという指導であったが，これ
にネガのスペースと絵を逆さまに描くという
手法を応用して取り組ませている。見本のレ
タリングを逆さまにし，そのまま上下逆の状
態でレタリングをしていくのである。その時，
見本の字の形を見るのではなく，字を除いた
余白の形（ネガのスペース）を見て写すので
ある。最初はかえって難しそうだと言ってい
た生徒もいざ取り組んでみると集中して取り
組んでいた。レタリングが完成し上下をもと
の状態に戻した時には驚きの表情さえ見られ
た。それまでの方法に比べ，満足のいく結果
になった生徒が多かったように思う。

（6）風景画への応用
　これまでの風景画の授業では，描こうとす
る対象の捉え方を重視してきた。これに対し
て対象の余白の形から捉える方法が（4）で紹
介したネガのスペースの手法である。そして
ワークショップに参加して再認識したことは，
ビューファインダー（見取り枠）の重要性で
ある。ネガのスペースを捉えるためにはビュ
ーファインダーを使って，対象をどこからど
こまで描くのかはっきりさせる必要がある。

この作業がないと，ネガのスペースがどこま
でなのかはっきりしないからである。風景画
の指導の中で，練習課題として，印刷された
風景をスケッチする課題に取り組ませている
が，この時ネガのスペースを意識させるよう
にした。建物のある風景画ならば，まず地面
や建物の形を除いた空の形を捉えさせるよう
にすると，苦手意識を持っている生徒も比較
的スムーズにスケッチに取り組む様子が見ら
れたのである。

　このような取り組みをしている中で，これ
まで生徒の発想力を伸ばすといわれている課
題の中にも，右脳を使っていると思われる課
題があった。図形からその中にいろいろなイ
メージを連想していく課題である。基本にな
る図形は例えば地図にある都市の形にしてみ
る。一見して意味の無い形であるが，この形
の中に具体的なイメージを当てはめていくの
である。この意味のない形の中に別の形を探
していく過程で，右脳モードによる見方が必
要である。このように，豊かな発想をする上
でも右脳モードによる物の見方は基礎・基本
になっていると考える。

●図11

●図12
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　鑑賞の学習についても述べてみたい。言う
までもなく，鑑賞の授業は見ることが基本で
ある。右脳を使ったものの見方を身につける
と，自分を取り巻く世界が今までとは違った
新鮮なものに見えてくる。鑑賞の学習では見
方の幅を広げることになる。そして芸術作品
を鑑賞することは，右脳にとっては質の高い
刺激が与えられることになるのである。

4 終わりに

　生徒は，小学校高学年の頃から中学校にか
けて，美術教育の中で危機的時期といわれる
時期に入る。本物らしく描きたいという欲求
が生まれてくるとともに，自分の描いたもの
に満足できなくなっていく。そしてしだいに
描くことから遠ざかるようになる。苦手意識
を持ってしまった生徒に対する有効な指導法
はなかなか見つからない。実際に描くことを
気にせずに取り組める有効な課題もあるが，
描くことを避けて通っていればいずれ限界が
くる。自分の思い（イメージ）を忠実に作品
に表すことのできる技能（基礎・基本）を身
に付けさせてこそ，思いを表現する創造活動
は可能になるのだ。「描く力」とは，実は
「見る力」であり，「見る力」は目前の物を単
に見るだけではなく，目に見えない物まで視
覚を通して「感じ取る力」である。感じ取る
ことは新たな発見をすることであり，発見は
すでに創造である。ゆえに「見ること（＝感
じ取ること）」はあらゆる造形活動の基本と
なるのである。
　右脳モードによる描画法は決して本物そっ
くりに描くことが最終目的ではない。美術を
通して生徒の右脳を活性化させ，発想力を伸
ばし，感性豊かな生徒を育てることが本来の
美術教育のなすべきことだと考えている。

（注）　カリフォルニア州立大学ベティ・エド
ワーズ女史の描画指導法である。
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