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はじめに 

LDML 第２期のワークショップ活動について 

 

ルーヴル – DNPミュージアムラボ（LDML）は、フランス・ルーヴル美術館とDNP 大日本印刷によ

る新しい美術鑑賞のあり方を探求する共同プロジェクトである。ルーヴル美術館の研究成果や美術

教育に関する知見と、DNP の情報コミュニケーション分野の開発ノウハウを持ち寄り、デジタル技術

を活用し、作品との出会いをより一層豊かなものにするための様々な取り組みを行っている。 

LDML は、ルーヴル美術館において、年間 1000 万人に及ぶ各国からの来館者や、フランス北

部の炭鉱町ランスの復興を担う分館プロジェクトを背景に、多言語・異文化の来館者への「より豊か

な鑑賞体験」の解決策として、デジタル技術の可能性が構想されたことを起点としている。2006 年

10 月、東京・五反田の DNP 社屋内に設けた専用スペースにおいて、LDML が独自に開発した鑑

賞システムを利用し、1 点ないし数点のルーヴル美術館の作品を様々な観点からじっくり鑑賞する、

これまでにないスタイルの展覧会を開催して、第 1 期（2006 年 10 月～2009 年 12 月）の活動を始

動した。 

 

続く第 2 期（2010 年 10 月～2013 年 9 月）は、実際の美術鑑賞の現場へと実践の場を広げるた

め、二つの活動が加わった。 

 

ひとつは、美術館の中での活動で、五反田で実践を経たシステムをパリ・ルーヴル美術館の常

設展示室にも導入し、年間 1000 万人が訪れる大美術館での実用に挑戦した。2013 年までに、工

芸品、古代エジプト、絵画の 3 つの部門に、計 6 種類のシステムの設置を果たし、各国からの来館

者に利用されている。 

 

もうひとつが本稿の主題となるワークショップ活動で、学校の美術の授業での取り組みである。子

供たちがともに想像し、対話し、実際に手を動かしてみるなかで、作品を鑑賞する楽しさを実感で

きるワークショッププログラムを、国内の美術館や教育機関の専門家とともに構想し、趣旨に賛同く

ださった数多くの先生方の協力のもとで、実験的な、新しい鑑賞の授業を展開した。 

 

人と作品との間にコミュニケーションが立ち上がるような豊かな関係をつくりだすために。 

 

この試みの成果は、より普遍的で実践的なプログラムおよびツールパッケージとして、将来的に

は地域の美術館や教育機関でも活用しやすい形に発展させていく予定である。 
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1. LDMLLDMLLDMLLDML 第第第第２２２２期ワークショップのねらい期ワークショップのねらい期ワークショップのねらい期ワークショップのねらい    

 

1-1 前提要件 

 当該ワークショップの企画を開発するにあたり前提とした要件は以下の通り。 

（１）日本における美術教育の現状 

・ 鑑賞教育が近年ますます重視される傾向にある 

 

 

 

 

 

・ 一方で、美術の授業時間は減少している 

 

（２）デジタル機器に対する、学校現場での親和性は上昇している 

・ 電子黒板の導入、教科書の電子化の進展 

 

（３）想定ターゲット 

中学 2 年生を中心とする世代：13～15 歳 

・ 作品の歴史的/造形的文脈を最低限理解できる年齢である。 

・ ＬＤＭＬのコンセプトが広く社会において実践されるために、学校の美術の授業は重要な機

会である。 

  

（４）テーマの方向性 

・ テーマとしては美術鑑賞の普遍的主題を扱う大きなテーマを設定  

例：西洋美術と日本美術を比べてみる 

       

（５）目指すべき素材コンテンツのクォリティー 

・ 素材としては、ルーヴル所蔵作品をはじめ名品としての評価の高い作品を用いる 

 

（６）成果目標 

・ 知識取得だけではなく、参加者が自ら美術作品に接した時の気づきの「質」を変える体験を

持ち帰れるようにする。 

 

（７）想定シーン 

・ ファシリテータと最大 40 名程度の参加者（学校の１クラスが同時に参加できること）          

（中学 2、3 年次の指導要領より） 

日本の美術の概括的な変遷や作品の特質を調べたり，それらの作品を鑑賞したりして，

日本の美術や伝統と文化に対する理解と愛情を深めるとともに，諸外国の美術や文化と

の相違と共通性に気付き，それぞれのよさや美しさなどを味わい，美術を通した国際理

解を深め，美術文化の継承と創造への関心を高める 
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・ 学校現場での開催、ＬＤＭＬでの開催、地域の美術館での開催いずれにも対応 

 

1-2 基本方針 

ツール、プログラムを開発するのにあたっては以下を基本方針とした 

 

（１） 作品がない場所で、体験を通して、自分ならではの美術作品の「鑑賞」の手がかりへの「気

づき」を提供する。 

（２） アウトリーチ先としては、学校現場（中学校）に最初のプライオリティをおくが、実際の美術

作品に接するための、美術館への橋をかける体験を提供する。 

（３） 開発するプログラムは、シリーズ性をもち、トータルな体系の一例として位置づける。 

（４） ルーヴル美術館編集の教材『Découvrir des chefs-d’oeuvre du Louvre ルーヴルの傑作を

知る』と、指導者向け参考書『Histoire des arts 芸術の歴史』を参考にしながら、ルーヴル

の収蔵品をベースにテーマの設定を行なうが、関連作品、とりわけ日本美術との「比較」を

通した作品理解を進める。 

（５） 作品選定にあたっては、取り扱うテーマを表象する「スタンダード」な作品を選出する。スタ

ンダードを知ることで、その後の鑑賞体験における自在な展開が可能となる。 

（６） 広く鑑賞教育の現場で実践されている手法をベースに、画像の拡大・縮小や、重ねあわ

せによる比較などデジタル技術ならではの利点を活かす。 

（７） 操作履歴を残すことで、学習の参加者の経過を追いやすくし、より広がりのある対話へ繋

げる。 

（８） タブレット端末ならではの持ち運びやすさと通信機能によって、参加者同士や、参加者と

ファシリテータとのスムーズな連携を実現する。 

 

1-3  LDML の問題意識 

（１）なぜワークショップなのか 

LDML は、作品と観客の間をつなぐものすべてを＜メディアシオン（媒介）＞ととらえ、作品と人の

関係の最適な方法を探求してきたルーヴル美術館の考え方に着想の原点がある。また、デジタル

技術を活用することで、美術鑑賞の新しい可能性を押し広げることを本旨としている。 

LDML を通じて提供される体験は、美術の見かた、美術との関わり方を知る良質な契機であるべ

きとの考えから、LDML 以後の美術体験にも生かされるよう、留意して構想される。活動のコアター

ゲットは美術にあまり親しんでいない人々であり、美術に意味や価値をまだ見出していない人の関

心をいかに引き出すか、継続的に美術と関わることをいかに意識付けるかが重要な課題となってい

る。 

そこで LDML では、ワークショップのような教育的手法に着目し、課題解決に向け、二つの方向

でトライアルを展開した。ひとつは、結果ではなく参加者の変化と成長に重きを置く教育的アプロー
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チから生み出される、興味喚起や能動的な学びといった「心の姿勢に働きかける力」。こちらは、

LDMLが展覧会のための鑑賞システムを構想する上でも重要な観点となっており、1期、2期を通じ

て、ワークショップのファシリテーションの効果に着想を得た様々なシステムを開発した。 

（参考：第5回展「サミュエル・ファン・ホーホストラーテン≪部屋履き≫ 問い直された見る人の立

場」 http://www.museumlab.jp/exhibition/movie/movie05.html） 

もうひとつは、関心を呼び覚ましたい層にこちらから出向いて活動が展開できる「機動性」である。

五反田の展覧会はこれまで 10 回開催し、平均 95%と高い満足度を獲得しているが、来館者アンケ

ートに寄せられる代表的な感想、「作品の見かたが変わった自分に気づいた。その後の美術鑑賞

にもいかしたい。」と照らし合わせると、美術全般への関心の喚起にかなり奏功していることが伺え

た。そこで第2期においては、より一層の美術への興味喚起に挑戦するため、作品のない場所でも

美術作品に親しめるようなワークショップ活動を展開することにした。 

 

（２）中学生に向けた取り組みについて 

「美術鑑賞」は、ただ作品に視線を向けるというだけではなく、見方を深めることによって、見る人

に様々な気づきをもたらす行為である。深い造詣を持たなくても、だれもが豊かな学びのリソースと

して美術館に親しみ、作品から思いがけない発見や刺激、感動を得て新しく考えを巡らし、自分自

身や他者との対話を深めることはできないか。これは LDML のすべての活動に通底する問題意識

である。 

そうした体験が最も必要と思われるのは、歴史的、地理的な興味のフィールドが広がり、数多くの

経験を通して自分のアイデンティティが確立される 10 代半ば。現実には、美術館にもっとも足を運

ばない世代であることはルーヴル美術館においても日本の美術館においても同様である。デジタ

ル機器に対する親和性が高いこの世代に向けて美術鑑賞の面白さを実感できるプログラムを提供

することで、美術そのものへの関心を呼び覚ましつつ、美術館に橋をかけていくことはできないかと

考えている。 

次世代の美術鑑賞に向けた取り組みは、第 2 期の方向性に対する美術館関係者、教育関係者

へのヒヤリングの中でその必要性について幾度も示唆をいただいた。また、子供たちの「生きる力」

を育むため、美術の授業において「鑑賞」の重要性が増した新学習指導要領（中学は平成 24 年よ

り施行）の考え方や、「教育の情報化ビジョン」（平成 23 年）の理念にも応えるものを目指した。 

  

新学習指導要項  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/bi.htm 

｢教育の情報化ビジョン｣ 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/__icsFiles/afieldfile/2011/04/28/1305484_01_1.pdf 

 

1-4 推進体制 

上記の前提を現実のプログラムとして形作るにあたっては、アドバイザリー・コミッティのメンバー
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を中心に、日仏の美術教育の専門家の意見を反映させながら開発をすすめた。また、教育機関や

美術館に広く呼びかけ、さまざまな場所での実証実験を重ね、将来、全国の学校で利用可能な仕

組みを構築していくこととした。 

 

＜アドバイザリー・コミッティ＞ 

武蔵野美術大学 三澤一実教授（座長） 

埼玉県立総合教育センター教育課程担当教育主事 山田一文氏 

川口短期大学こども科専任講師 木谷安憲氏 

 

＜LDML ワークショップ展開ワーキンググループ＞ 

●ルーヴル美術館  

来館者対策・美術教育局 教育部長 フレデリック・ルスール 

来館者対策・美術教育局 教育部美術教育課 マルチメディア出版担当 ロランス・ブロッス 

●DNP 大日本印刷 

DNP アートコミュニケーションズ 原瀬裕孝 

DNP アートコミュニケーションズ 三好美恵子 

DNP デジタルコム 山崎兄 

ICC 本部 LDML 推進室 飯田直子 

C&I 事業部 IM&S コンサルティング室 久永一郎 
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2. ワークショップ開発の経緯ワークショップ開発の経緯ワークショップ開発の経緯ワークショップ開発の経緯 

 

2-1 当初のテーマ想定 

ディスカッションをもとに当初ワークショップのテーマを以下の 3 つに集約した。 

 

2-1.1 主題 

何を表現したかったのか、何が表現されているか、美の概念に関する日本美術、西洋美術の表

現に対する気づきを与える。 

・ 描かれているものは唯一のものか、ものが象徴する概念なのか 

・ 作者の意図だけではないとらえ方 （ex. 油彩画を水墨に） 

→ ツール：比較ツールと変換ツール 

 

2-1.2 空間 

遠近法、間の表現、対称／非対称等空間構成に関する日本美術、西洋美術の違いに対する気

づきを与える。 

・  多くの作品の中からタイプ別に選ぶ 

・ 作品は同一でも違う興味を引き出す 

→ ツール：シミュレーションツール 

 

2-1.3 文化 

描かれていないものを見る、気持ちが広がる。コミュニティの根拠を絵の中に見出す。 

・ 恣意的な誘導をさけるため、作品をグリッド分けしてしまっても良い 

・ 恣意的であっても、選択肢を増やす、グループワークからオープンにもっていくなど「見

る」という所からイメージを広げることは出来る 

→ツール：共有ツール、コミュニケーションツール 

 

2-2 ベースプログラム開発 

  上記テーマによるワークショップを実施するにあたり、まずその基となるベースプログラムの開発

をおこなった。当初は学校教育現場に普及が進みつつある電子黒板を中核に、複数台のラップト

ップ PC を用いた集合学習を前提とした。ベースプログラムの基本機能は以下の通りである。 

 

※初回の実証授業である埼玉大学教育学部附属中学校での実践（P.30）の結果、集合学習にお

けるグループワークとしては、普及が進むタブレット端末の活用が有用ではないかとの知見を得、

基本的な機能はタブレットに移植し運用を継続した。 

当初開発したベースプログラムは、実際の作品がない環境で、体験を通して自分ならで
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はの美術作品の「鑑賞」の手がかりへの「気づき」を提供するための基本ツールとして、現状

では以下の機能を実現している 

（１）作品の分類 

  取り扱う作品は任意に選択することが可能。グループワー

クで行なう場合、1 回のワークショップあたり 12 作品程度で

展開することが妥当。参加者は提示されている作品をドラ

ッグ＆ドロップの感覚で自由に動かすことができる。背景の

画像も自由に変えることが可能で、今回採用した A,B の 2

択以外にも、あらかじめ用意した任意の背景を利用するこ

とができる。 

 

左図の事例はグループディスカッションの上でテーマを決

め、（A）実際の描かれた場所を特定できない作品、（B）周

りの情景ごと描かれた作品、に分類してみた例。 

 

（２）大きさの比較 

  実際の作品の大きさに比例した作品比較を行なうモード。

作品にはあらかじめ、作品名、作家名、サイズ、時代、収

蔵館、その他のメタデータを付与しておくことが可能で、そ

のサイズ値に応じて表示の大きさを変化させることができ

る。 

 

（３）作品の選択 

                 作品の一点をクリックすると全面に拡大され、詳細をよく

見ることができる。状況によってはあらかじめ設定した上

記のメタデータを表示することも可能であるが、鑑賞のた

めの不要な予見となる可能性もあり、表示に関してはワ

ークショップの内容により調整をすることが必要となる。 

 

（４）ルーペ機能 

拡大モードでカーソルを移動すると（電子黒板では点で

タッチ）、その部分がルーペで拡大表示される。参加者

は作品内で気になった部分を拡大して確認することがで

きる。 
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（５）ポイント機能 

作品ごとに、気がついた点や注目箇所にポイントマーク

としてのピンを打つことが可能。ピンの色は 5 色用意され

ており、状況により使い分けることができる。 

 

 

 

また、各ピンにはメモを書き入れることも可能。後のディス

カッション、プレゼンテーションの際のコメントとしても使

用。 

 

 

 

（６）ドローイング機能 

作品には、自分の気づきに応じて自由に書き込みを加え

ることができる。色は 5 色の中から選択。 

 

 

 

 

ペンは直線だけではなく、フリーハンドで使うことも可能。 

 

 

 

 

 

（７）セーブ機能 

セーブボタンをクリックすることで、出来上がった作品分

類の状態を、保存することができる。その時点での PC 上

の状態をそのまま全て保存するので、ワークショップ途中

の検討段階で一時保存することも可能。状況によっては、

その段階まで立ち返ってさらに変更を加えていくこともで

きる。 
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2-3 タブレット端末への移行 

埼玉大学教育学部附属中学校での実践（P.30）を経て、当該プログラムの利用機器を、ラップト

ップ PC からタブレット端末へ移行を行った。タブレット化に際して考慮した追加要件は以下の通り

である。 

 

（１）ドック機能 

                 プリセットされた作品から、ワークショップで用いる作品以

外を一時退避させることができる。 

 

 

 

 

（２）比較機能 

2 枚の作品を並べて比較することができる。 

作品の透明度を変更して、2 枚の作品を重ねて比較 

することも可能。 

 

 

 

（３）複数端末の連携機能 

 各デバイスを通信で接続し、各タブレットで操作さ 

 れた内容を共有することができる。各デバイス上で 

 それぞれ入力された情報が、他のデバイスに共有・ 

 反映される。 
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2-4 AR 技術による機能拡張 

 当初想定した「文化」テーマを具体化するにあたり、AR（オーグメンテッド･リアリティ

=Augmented Reality：拡張現実）の技術開発をおこなった。美術作品を学校など実際の空

間に実物大のスケールで設置するシミュレーションをおこなうことを可能とした。 

 

（１）カメラとアルバム 2 つのモード 

 参加者は「作品を展示（撮影）する」と「撮影結果 

を見る」2 つのモードを切り替えて利用することが 

できる。 

 

 

 

 

（２）作品選択 

タブレット端末に予め用意した作品を自由に選 

択することが可能。 

 

 

 

 

 

（３） 作品設置・撮影 

 作品を展示したい場所に、AR マーカーを掲示し、 

タブレットのカメラ越しで見ると実際の美術作品とし

て表示される。表示する美術作品は、マーカーの

大きさを元に、原寸サイズで展示することができる。 

 

 

 

（４）セーブ機能 

 

撮影した画像は適時記録され確認することが可 

能。グループワークの成果は、ホスト PC を通し 

て電子黒板やプロジェクタで参加者相互に共 

有化することができる。 

AR マーカー 



 
 

 
- 13 - 

 
© 2013 Louvre – DNP Museum Lab All Rights Reserved.    

3. 想定した３つのテーマについて想定した３つのテーマについて想定した３つのテーマについて想定した３つのテーマについて     

以上の継続的なプログラム検討、システム開発を経て、本ワークショップでは以下の３つのテー

マで取り組んでいくこととした。 

3-1 主題 

3-1.1 学習の目的と流れ 

学習指導要領 2・3 年 B 鑑賞（1）アに対応 

 

 

 

ルーヴル美術館の西洋絵画および、日本の美術館がもつ作品にストーリーをつけながら鑑賞し

てみる。描かれた作品の些細な点まで観察し、分析、考察することを通して、これまであまりなじみ

のない作品でも、それまでに知り得た知識を総動員して絵画に描かれている文脈を推理し、想像

を広げていく力を養う。同時に、作品に描かれた世界を解釈していくプロセスで、文化理解を深め

たり、構図や色彩などの造形的な要素に気づいたりしながら、作者の工夫や意図を感じ取る力も付

けていく。また、発表を通して他者のストーリーに関心をもつことで、自分の考えを整理していくとと

もに、自分にはない視点を共有することができる。そこで生まれる自然な話し合い活動を通し、作

品に対するイマジネーションを更に深めていく。 

数多くの意見を共有していくために、タブレット型端末の機能を活用し、自身の鑑賞が深まって

いく過程や、グループの取り組みを順次表示することで、そのプロセスを振り返りながら、鑑賞の深

まりを改めて自覚し、学びの実感を得る活動とする。 

 

3-1.2 システム要件 

（１）作品を分類する 

（２）作品並べて配置する 

（３）作品を拡大しディテールを確認する 

（４）作品上に気づいた点をマークする 

（５）タブレットの中にストーリーを書く、タイトルを書く 

（６）参加した全員と結果を共有する 

 

3-2 造形 

  3-2.1 学習の目的と流れ 

学習指導要領 2・3 年 B 鑑賞（1）ウ に対応 

 

 

造形的なよさや美しさ、作者の心情や意図と創造的な表現の工夫、目的や機能との調和のとれ

た洗練された美しさなどを感じ取り見方を深め、作品などに対する自分の価値意識をもって批

評しあうなどして、美意識を高め幅広く味わうこと。 

日本の美術の概括的な変遷や作品の特質を調べたり、それらの作品を鑑賞したりして、日

本の美術や伝統と文化に対する理解と愛情を深めるとともに、諸外国の美術や文化との相

違と共通性に気付き、それぞれのよさや美しさなどを味わい、美術を通した国際理解を深

め、美術文化の継承と創造への関心を高めること。 
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 日本絵画とルーヴルの西洋絵画を比較しながら鑑賞し、それらの造形的な特徴である対象の形

や色彩、光などに焦点をあてて分析しながらみることで、日本と西洋の表現の違いに気づく。人物

表現、遠近法、空間表現と順を追って推論をすすめることで、最初に獲得した推論が西洋と日本

の違いとして、次に見る作品の批評の視点となっていく。表現で大切にしているものの違いに気づ

きを与えることにより、両者の文化の違いや、もののとらえ方考え方などを理解していく。このプロセ

スを経ることで両者の文化理解や、またそれぞれの良さを十分に味わうことの出来る視点を身に付

けていく。今回は、一定の数の作品を的確に比較しながら鑑賞できるタブレット型端末の機能を用

いることで、より幅広い作品に触れ、自分なりにその作品の価値に気付き、他者と批評しあいながら

みる力、そこから何が言えるかを考える思考力、判断力、表現力を働かせる活動に導く。 

 

3-2.2 システム要件 

（１） 作品を分類する 

（２） 作品を 2 点選び比較する 

（３） 作品を拡大しディテールを確認する 

（４） 作品上に気付いた点をマークする 

（５） 参加した全員と結果を共有する 

 

3-3 展示（文化） 

 3-3.1 学習の目的と流れ 

ルーヴル美術館の名品美術品を、「学校」という子供たちに極めて親和性の高い空間に AR（拡

張現実）技術を用いて擬似的に設置した状態で鑑賞する。美術作品を、それを飾ってみたい空

間と結び付けることにより、よりリアルな状況で作品から意味を読み取る体験をする。作

品を配置するなかでのグループワークを通して、なぜこの作品はこの場所にふさわしいか

を考え、普段目にすることが少ない美術作品に興味と関心を抱かせ、作品に対する新たな

「気づき」を引き出していく。作品を展示するというキュレーターにも似た体験と、それ

を見る人の立場を想像することで、作品と「場」、そして「人」との関係をさまざまに考え

させる。また、他の生徒たちと結果や考え方を共有することで、それぞれの作品に対する

見方の共通点や相違点を発見することにもつなげていく。 

 

3-3.2 システム要件 

（１）展示作品を適時選択 

（２）作品をその場で入れ替える  

（３）作品サイズは原寸で表示される 

（４）作品が表示された状態を写真として保存 

（５）参加した全員と結果を共有する 
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 4.     当該ツールによる標準シナリオ当該ツールによる標準シナリオ当該ツールによる標準シナリオ当該ツールによる標準シナリオ 

4-1 「主題」的視点からのアプローチ（50 分） 

WSWSWSWS の流れの流れの流れの流れ    参加者参加者参加者参加者／／／／活動と学び活動と学び活動と学び活動と学び    ファシリテータファシリテータファシリテータファシリテータ／／／／主な働きかけ主な働きかけ主な働きかけ主な働きかけ    

導入（5 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 開 [1](25

分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

○準備を整える。○準備を整える。○準備を整える。○準備を整える。    

・4～5 人の班に分かれる。 

・電子黒板（プロジェクタ）とタブレット端末

が問題なく使えるかを確認する。 

○本時の活動の内容について理解する。○本時の活動の内容について理解する。○本時の活動の内容について理解する。○本時の活動の内容について理解する。    

 

・目的は美術館に関心を持つこと 

 

・内容は鑑賞のワークショップであること 

 

・ルーヴル美術館の概要を知ること 

 

・タブレット端末を使って鑑賞すること 

 

 

 

 

 

 

 

・1 点ずつ拡大し、ルーペを使ってディテー

ルを見る。 

 

 

 

○タブレット○タブレット○タブレット○タブレット端末端末端末端末を使って作品を分類する。を使って作品を分類する。を使って作品を分類する。を使って作品を分類する。    

・班で話し合いながら、12 枚の作品を 2 分

類するテーマを決める。 

 

・気になる作品は、ルーペ機能で拡大し、

ディテールを確認する。 

 

○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。    

・班編成や座席の指示。 

・タブレット端末で確認することの明

示。 

・配布物の確認。 

○電子黒板○電子黒板○電子黒板○電子黒板を活用して本時の学習を活用して本時の学習を活用して本時の学習を活用して本時の学習

での要点をでの要点をでの要点をでの要点を明確に説明する明確に説明する明確に説明する明確に説明する    

・美術館に関心をもたせ、鑑賞のワ

ークショップであることを伝える。 

「みんなが知っている、又は行ったこ

とのある美術館は？」 

「ルーヴル美術館は知っています

か？（簡単な説明をする）」 

「今日はこのタブレット端末を使って

美術館にある作品を鑑賞します。」 

「タブレット端末にはルーヴル美術館

の絵画と日本の絵画作品 12 枚が入

っています。」 

「今日はこのタブレット端末を使って

美術館にある作品を鑑賞してもらい

ます。」 

「ひとつずつ作品をじっくり見てみま

しょう。」 

 

 

○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。    

「タブレット端末の 12 の作品を、みな

さんが考えたテーマで 2 つのグルー

プに分類してください。」 

「テーマは一つ一つの作品をよく見

て、分類に適したものを班で話し合

って決めてください。」 

12 点の作品を 2 つのグループに分けてみよう。 
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展 開 [2](15

分) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ（5

分） 

 

 

 

・12 枚の作品を、タブレットのエリアに移動

させて、2 つのグループに分類する。分類

が困難な作品は真ん中に置く。 

・分類のテーマ、分類したグループのタイト

ルを記録する。 

 

 

 

○班の話合いの成果を○班の話合いの成果を○班の話合いの成果を○班の話合いの成果を共有共有共有共有する。する。する。する。 

・各班は分類の結果や記録をタブレット端

末にセーブし、電子黒板に順番に送る。 

・各班の代表が、班で決めたテーマを順

番に発表する。 

・指示された班の代表は、実際にどのよ

うな考えを経てテーマを決め、それぞれ

の作品の何を見て分離したのかを、電子

黒板を活用しながら発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体で発表された内容について、意見

を交換する。 

 

 

 

 

    

    

    

    

「分類にあたっては、なぜ？その

グループなのか、その理由をよく

考えて決めよう。」 

・タブレット端末の簡単な機能説明。

実際の作品の大きさ比較にも言及す

る。 

 

 

○発表の指示と注意を示す。○発表の指示と注意を示す。○発表の指示と注意を示す。○発表の指示と注意を示す。    

「これから各班がどんなテーマで

作品を分類したのかを発表してく

ださい。」 

・各班のテーマを板書する。 

「みなさんが気になるテーマの分類を

紹介してもらいましょう。」（意見を聞く

か、ファシリテータが指定する。） 

・分類の視点や理由の要点を板書す

る。 

「この分け方を見て思ったり、考えた

りしたことを発表してください。」 

・発表はすべて受けとめる。 

「なるほど」「よく考えてくれました」 

・必要に応じ発表内容を掘り下げる。 

「どうして、そう思うのですか」 

「もう少しくわしく教えてください」 

・意見の交換から次に気づかせる。 

「作品を鑑賞する上でのテーマは 

多様であり、どのようなテーマでも間

違はないこと」 

 

 

 

 

 

 

タイトルを発表しよう。 

今日の活動で感じたこと考えたことを発表しよう。 
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○本時の活動○本時の活動○本時の活動○本時の活動の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。    

・本日の取組みを振り返り、テーマをもって

鑑賞することで、より充実した鑑賞につなが

ることを確認する。 

・ワークシートに今日の感想を記入する。 

 

○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。    

・活動を振り返りながら、次の内容に

気づくようにする。 

 

「自分の考えをもって鑑賞すると、他

者の考えにもより刺激を受けることが

できる」 

「作品を見るテーマ（視点）をもつこと

が、鑑賞を充実したものになる。」 

 



 
 

 
- 18 - 

 
© 2013 Louvre – DNP Museum Lab All Rights Reserved.    

4-2 「造形」的視点からのアプローチ 

 

  4-2.1 人物表現（50 分） 

WSWSWSWS の流れの流れの流れの流れ    参加者参加者参加者参加者／／／／活動と学び活動と学び活動と学び活動と学び    ファシリテーファシリテーファシリテーファシリテータ／タ／タ／タ／主な働きかけ主な働きかけ主な働きかけ主な働きかけ    

導入（5 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 開 [1](20

分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 開 [2](15

分) 

  

 

 

 

 

 

 

 

○準備を整える。○準備を整える。○準備を整える。○準備を整える。    

・4～5 人の班に分かれる。 

・電子黒板（プロジェクタ）上に PC でタブレ

ット端末と同様の画面が表示されている。 

・タブレット端末で比較の機能を操作してみ

る。 

○本時の活動○本時の活動○本時の活動○本時の活動のののの内容について理解する内容について理解する内容について理解する内容について理解する 

・目的は人物表現に関心を持つこと 

・内容は鑑賞のワークショップであること 

・タブレット端末を使って鑑賞すること 

 

 

 

○人物画○人物画○人物画○人物画をををを比較比較比較比較し、それぞれの特徴につし、それぞれの特徴につし、それぞれの特徴につし、それぞれの特徴につ

いて考える。いて考える。いて考える。いて考える。    

・タブレット端末から比較する作品を、西洋 

1 点、日本 1 点、合計 2 点を選ぶ。 

・選んだ 2 点をタブレット画面の左右に配

し、よく鑑賞して気が付いたことを記録す

る。 

 

 

 

○西洋と日本の人物画の特徴が、どのよう○西洋と日本の人物画の特徴が、どのよう○西洋と日本の人物画の特徴が、どのよう○西洋と日本の人物画の特徴が、どのよう

にしてにしてにしてにして生まれたのかを話し合う。生まれたのかを話し合う。生まれたのかを話し合う。生まれたのかを話し合う。 

・西洋と日本の人物画の特徴を確認する。 

・班で特徴が生まれた理由について推論

し、考えをまとめる。 

・班の代表が、電子黒板を活用して話合い

の成果を発表し、全体で考えや情報の共

有をする。 

○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。    

・班編成や座席の指示。 

・タブレット端末で確認することの明

示。 

・配布物の確認。 

・タブレット端末の比較機能の説明。 

○電子黒板○電子黒板○電子黒板○電子黒板を活用して本時の学習を活用して本時の学習を活用して本時の学習を活用して本時の学習

での要点をでの要点をでの要点をでの要点を明確に説明する明確に説明する明確に説明する明確に説明する    

・タブレット端末には、ルーヴル美術

館の人物画 3 点、日本の人物画 3 点

計 6 点が入っている。 

 

 

○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。    

「タブレット端末の比較機能と鉛筆ツ

ールを活用して考えよう」 

「形と色彩に注目してみよう。」 

「光のあたり方に注目してみよう。」 

「比較して気がついたところに、鉛筆

ツールで印をつけよう。」（コメントを

書かせても良い） 

 

 

○活動の注意を示す○活動の注意を示す○活動の注意を示す○活動の注意を示す。。。。    

「なぜ、そのような描き方になったの

だろう。班や全体で考えよう。」 

「各班の考えた成果を、電子黒板を

活用して発表してください。」 

・各班の考えや気づきを整理しなが

ら板書する。 

 

西洋と日本、2 つの作品を並べ比較してみよう。 

西洋と日本、表し方の違いについて考えてみよう。 
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まとめ（10

分） 

・全体で発表された内容について、意見を

交換する。 

 

○本時の活動○本時の活動○本時の活動○本時の活動の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。 

・西洋と日本の人物の表現の特徴とそのよ

さについてワークシートにまとめる。 

 

 

 

○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。    

・西洋と日本の人物表現には、明ら

かな違いがあり、それぞれの国の風

土や考え方、生活等が関係してい

る。 
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  4-2.2 空間表現（50 分） 

WSWSWSWS の流れの流れの流れの流れ    参加者参加者参加者参加者／／／／活動と学び活動と学び活動と学び活動と学び    ファシリテーファシリテーファシリテーファシリテータ／タ／タ／タ／主な働きかけ主な働きかけ主な働きかけ主な働きかけ    

導入（5 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 開 [1](15

分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 開 [2](20

分) 

  

 

 

 

 

 

 

 

○準備を整える。○準備を整える。○準備を整える。○準備を整える。    

・4～5 人の班に分かれる。 

・電子黒板（プロジェクタ）上に PC でタブレ

ット端末と同様の画面が表示されている。 

・タブレット端末で比較の機能を操作してみ

る。 

○本時の活動○本時の活動○本時の活動○本時の活動のののの内容について理解する内容について理解する内容について理解する内容について理解する 

・目的は空間表現に関心を持つこと 

・内容は鑑賞のワークショップであること 

・タブレット端末を使って鑑賞すること 

 

 

○西洋と日本のそれぞれの空間表現の特○西洋と日本のそれぞれの空間表現の特○西洋と日本のそれぞれの空間表現の特○西洋と日本のそれぞれの空間表現の特

徴を、作品を鑑賞しながら考える。徴を、作品を鑑賞しながら考える。徴を、作品を鑑賞しながら考える。徴を、作品を鑑賞しながら考える。    

・西洋画班と日本画班に分かれ、全ての班

が、分析するそれぞれの作品を選ぶ。 

・選んだ作品を見ながら、その作品では 

空間がどのように表現されているかに 

ついて話し合い、気がついたことを記録 

する。 

・作者が、その作品で一番強調していると

思う場所に指でチェックをする。 

 

 

○選んだ作品の目線をヒントに、空間表現○選んだ作品の目線をヒントに、空間表現○選んだ作品の目線をヒントに、空間表現○選んだ作品の目線をヒントに、空間表現

についてさらに考える。についてさらに考える。についてさらに考える。についてさらに考える。    

・作者の目線の高をグループで推論する。 

・目線の高さと、作者が強調していると思う

場所には、どんな関係はあるかについて、

班で話し合いながら考えをまとめる。 

 

 

○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。○準備の指示を出す。    

・班編成や座席の指示。 

・タブレットで確認することの明示。 

・配布物の確認。 

・タブレットの比較機能の説明。 

○電子黒板○電子黒板○電子黒板○電子黒板を活用して本時の学習を活用して本時の学習を活用して本時の学習を活用して本時の学習

での要点をでの要点をでの要点をでの要点を明確に説明する明確に説明する明確に説明する明確に説明する    

・タブレット端末には、ルーヴル美

術館の風景画 4 点、日本の風景画 4

点計 8 点が入っている。    

    

    

○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。    

・クラスの班を西洋画班と、日本画班

に分ける。 

「タブレット端末の拡大機能と鉛筆ツ

ールを活用して、選んだ作品の空間

の表し方について考えよう」 

「気になるところに、鉛筆ツールで印

をつけ、コメントを書いてみよう」 

「作者が一番強調していると思う場所

についても考えて記録しよう。」 

 

 

○活動の指示をする。○活動の指示をする。○活動の指示をする。○活動の指示をする。    

    

「選んだ作品の目線の高さは、どこに

なるでしょう。鉛筆ツールで線を引き

ましょう。」 

「目線の高さと、作者が強調している

場所には、どんな関係があるか、各

班で考えましょう。」 

西洋と日本の風景画どちらが好き？それぞれ 1 点選んでみよう。 

作者になったつもりで考えよう。 
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まとめ（10

分） 

 

 

 

 

 

 

・話し合いの成果を電子黒板などで映し出

し、クラス全員で共有する。 

・全体で発表された内容について、意見を

交換する。 

○本時の活動○本時の活動○本時の活動○本時の活動の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。    

・西洋と日本の空間表現の特徴とそのよさ

についてワークシートにまとめる。 

 

 

 

 

「作者はどんなシチュエーションでこ

れをみているのか想像してみよう。」 

・各班の考えや気づきを整理しなが

ら板書する。 

○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。    

「西洋班と、日本班、発表に結構違

いがあるみたいだね。」 

「この絵は、本当に見た風景を描い

ているのかな。それとも、想像で描い

ているのかな。」 

・西洋と日本の空間表現には、明ら

かな違いがあり、それぞれの国の風

土や考え方、生活等の関連が予想さ

れることに気づくようにする。 

 

 

 

 

西洋と日本の描き方の違いで気づいたことを発表しよう。 
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4-3 「展示」を通して作品の見かたを広げる （50 分） 

WSWSWSWS の流れの流れの流れの流れ    参加者／参加者／参加者／参加者／活動活動活動活動と学びと学びと学びと学び    ファシリテータ／主な働きかけファシリテータ／主な働きかけファシリテータ／主な働きかけファシリテータ／主な働きかけ    

導入（5 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影ワーク

(15 分) 

 

 

 

 

 

 

○○○○本時の活動内容について理解する。本時の活動内容について理解する。本時の活動内容について理解する。本時の活動内容について理解する。    

［ねらいや方針に関すること］［ねらいや方針に関すること］［ねらいや方針に関すること］［ねらいや方針に関すること］    

・目的は美術館に関心を持つこと 

・内容は鑑賞のワークショップであること 

・ルーヴル美術館の概要を知ること 

・タブレット端末を使って鑑賞すること 

［具体的な活動に関すること］［具体的な活動に関すること］［具体的な活動に関すること］［具体的な活動に関すること］    

・本時のワークショップはタブレット端末を使

って実際の作品がその場にあったらどう見

えるかをシミュレーションする活動である。 

・始めに教室内でサンプルのマーカーを用

いて体験し、使い方を学ぶ。 

・どのような活動を行うかよく理解し、タブレ

ット端末の面白さに夢中になりすぎないよう

に注意する。 

・タブレット端末使用上の留意点や、活動

の注意を守る。 

 

 

 

・割り当てられた作品をみて、班内で意見

交換する。 

 

 

 

    

    

    

○実際の作品がその場にあったらどう見え○実際の作品がその場にあったらどう見え○実際の作品がその場にあったらどう見え○実際の作品がその場にあったらどう見え

るかを、タブレットるかを、タブレットるかを、タブレットるかを、タブレット端末端末端末端末を使ってを使ってを使ってを使って作品設置の作品設置の作品設置の作品設置の

シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションををををする。する。する。する。    

・意見交換の結果を生かし、校内の様々な

場所に作品設置のシミュレーションをする。 

○○○○活動の要点を活動の要点を活動の要点を活動の要点を明確に説明する明確に説明する明確に説明する明確に説明する    

・今回のワークショップの内容を説

明。 

・タブレット端末の使い方の簡単なガ

イダンス。（シンプルな操作なので自

由に使ってもらう） 

［ツール［ツール［ツール［ツールの使用上の留意点］の使用上の留意点］の使用上の留意点］の使用上の留意点］    

1．マーカーは隅々まで画像に写るよ

うにする。手で持ったとき指で隠さ

ない。 

2． マーカーの設置については、垂

直に配置できるように工夫する。 

［活動の留意点］［活動の留意点］［活動の留意点］［活動の留意点］    

1．3 人 1 組で役割を分担する。 

（マーカー設置、カメラマン、監督） 

2．活動範囲を指示。 

3．画面を見たままの後ずさりは大変

危険なので、細心の注意を払う。 

 

 

・1 作品あたり 3 つの班が扱う割合で

各班に作品を割り振る。 

・まず、作品をじっくり見ることを指示

する。 

 

    

    

    

○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。○活動の注意を示す。    

 

・この作品を学校のどの場所に、どう

いった形で展示すると面白いかを考

えさせる。 

課題作品について感じたことを言い合おう。 

この作品、学校のどこに飾ったらよいだろう。 
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発表・鑑賞

（25 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ（5

分） 

 

 

 

 

 

・トライアンドエラーで何度でもやり直しをし

つつ、自分たちならではの見方を探す。 

・ユニークかつ効果的な展示 3枚をタブレッ

ト端末に写真として保存し持ち帰る。 

・班内で役割を変えながら実践する 

 

 

 

○班で考えた展示を発表し、その成果から○班で考えた展示を発表し、その成果から○班で考えた展示を発表し、その成果から○班で考えた展示を発表し、その成果から

効果的な展示について考える。効果的な展示について考える。効果的な展示について考える。効果的な展示について考える。    

・持ち帰った作品から 1 枚を選んで、ホスト

PC に画像を転送する。 

・班毎に前に出て発表を行う。 

・発表を聞いて、質問や意見を出し合う。 

・発表と話合いから、効果的な展示につい

て意見交換をする。 

 

 

 

 

○本時の活動○本時の活動○本時の活動○本時の活動の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。の成果を認め合う。    

・ファシリテータの話を聞き、次の内容を確

認する。 

・美術作品の味わい方や楽しみ方を、想

像力を働かせながら、自由に展示する喜

びを体験することができたかどうか。 

・選んだ作品の作品解説をすることを通 

して、作品鑑賞への興味を喚起すること 

ができたか。 

・学んだことをワークシートにまとめる。 

 

 

・実際の作品解説を通して、興味を喚起さ

せる。 

・そこに置かれることで作品はどういう

意味をもつのか。また作品があること

でその場所はどう変わるのか。 

 

 

 

 

 

○発表と話合いの指示をする。○発表と話合いの指示をする。○発表と話合いの指示をする。○発表と話合いの指示をする。    

 

・同じ作品の 3 つの展示について、

発表を聞き、それぞれのよさと課題に

ついて注目させる。 

・発表の内容を参考に、最も効果的

な展示とその理由について、よく考え

させる。 

「この作品のどこに注目して、この展

示を選んだのですか」 

 

 

○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。○本時の活動を整理し評価する。    

「作品を、展示してみることで、見え

方は変わったはず。これは美術館の

学芸員の仕事である。」 

「他の人たちの作品から得られる印

象や、気がついたことを通して、鑑賞

には多様な方法がある。」 

「実際の作品の「主題」と「造形

的構成」に気づかせ、作品の文化

的な背景に興味を持たせる。」 

「必要に応じて、作品の実施のコ

ンテキストを簡単にまとめたプリ

ントを配布する。」 

「興味があれば、この作品をさらに調

べてみよう。」 

他のグループの作品展示を見てみよう 

今日の活動で感じたこと考えたことを話してみよう。 
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5. 開発ツールマニュアル開発ツールマニュアル開発ツールマニュアル開発ツールマニュアル 

  

5-1 「主題」「造形」ツール 

・作品の登録について 

使用されるコンテンツは、下記のファイルから構成されている。 

①作品画像（JPG）：作品の画像。拡大表示などに使用。 

②作品サムネイル画像（JPG）：作品のサムネイル画像。メイン画面で作品を並び替える画像として

使用。 

③作品管理情報（CSV）：作品のタイトルや実寸等を管理するファイル。 

 

上記 3 ファイルを差し替え・更新することで、使用する作品を自由に変更することが可能。 

 

・作品管理情報について 

作品管理情報には、以下の情報が記述されている。これらの内容を書き換えることで、作品の入れ

替えや、作品の実寸比較が可能となる。 

項目名 内容 備考 

ID 作品管理用 ID 1 から連番で設定 

タイトル 作品タイトル  

幅(mm) 作品の幅（実寸）  

高さ(mm) 作品の高さ（実寸）  

解説 作品の解説文 作品拡大画面の（i）アイコンを

押下することで、解説文を表

示。 

 

 

＜基本画面＞  

様々な作品を画面上でサムネイル表示し、テーマに沿って分類したり、並べ替えたりする。 

 

●各ツールの機能 

 

① ペンツール 

画面上に線を描くことができる。 

   線の色や太さ、形（直

線・曲線）などを選択可能。                     

 線を消すことができる。 

①①①①    
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②②②②    

② ピンツール 

画面上にピンを打つことができる。 

ピンの色は選択可能。 

 

③③③③    

③作品のサイズ比較 

 作品の実寸に基づいた比率に

作品画像（サムネイル）を切り替え、大き

さの比較ができる。 

 

 

④ドッグ機能 

作品画像（サムネイル）をいっ

たん収納したり、画面上に出したりするこ

とが可能。 

 

④④④④    

⑤保存機能 

 保存画面に切り替わり、画面の状

態を保存したり、読み込んだりすることが

できる。  

⑤⑤⑤⑤    
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＜拡大画面＞ 

作品を全画面に拡大して、細部まで確認するモード。ルーペ機能により、さらに細部を拡大するこ

とが可能。 

 

 

 

＜作品比較モード＞ 

２枚の作品を並べて比較することができる。 

 

 

＜保存画面＞ 

       ⑩保存 

保存したい番号（ブロック）を選択する 

と、該当のブロックに、各端末上の学習状 

態を保存することができる。保存先は、 

ファシリテータの PC に設定でき、保存さ 

れた各端末の学習状態を確認できる。   

 

⑧⑧⑧⑧    

⑧ルーペ機能 

作品画像に触れるとルーペが現れ、作

品の細部が確認できる。 

ルーペはドラッグして操作する。 

 

ルーペによって画面の細部を拡大 

⑥⑥⑥⑥    

⑥作品比較 

2 枚の作品を選択すると、作品比較モー

ドに切り替わる。 

 

⑦保存と共有 

保存画面に切り替わり、 

画面の状態を保存、共有できる。 

 

⑦⑦⑦⑦    

回転 

拡大・縮小 

⑨⑨⑨⑨    

⑨透明度 

作品の透明度を変更することが可能。 

半透明にして、2 枚の作品を重ねて比

較することができる。 

 

⑩⑩⑩⑩    
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5-2 「展示」AR ツール 

 

コンテンツはルーヴル美術館の作品 12 点が入っている。 

 

＜作品を展示（撮影）する＞ 

 

 

 

 

 

 

  

カメラモード  を選択する。 

ルーヴル美術館所蔵の 12 点の作品の

中から、1 点作品画像を選択する。 

 

選んだ作品が表示されたら、 

右下の撮影ボタン  を選択すると 

タブレット端末のカメラが起動する。 

AR マーカーを展示したい場所に設置

し、タブレット端末のカメラ越しに実際の

作品を確認しながら、撮影ポイントを決

定する。 

 
AR マーカー 
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＜撮影結果を見る＞ 

 

 

 

 

 

シャッターボタン  を押して 

撮影する。「カカカカシャッシャッシャッシャッ」 

見るモード  を選択する。 

 

撮影した画像一覧から、見たい画像を選

択する。 

 

選択された画像が表示され、確認するこ

とが出来る。 

右上の提出ボタン  から、撮影デ

ータをホスト PC に送信することができる。 

撮影したものを確認する場合は、 

左上の「戻るボタン」  で 

はじめの画面に戻す。 
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＜撮影結果を共有する＞ 

 

不要な画像は、 

左上の「ごみ箱ボタン」  を選ぶと 

データを消去することができる。 

確認画面で、決定ボタン  

を選択すると、データは消去されます。 

キャンセルボタン を選択すると、  

前の画面に戻る。 

右上の提出ボタン  を選択し、 

ホスト PC に画像を転送する。 
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6. これまでの実施結果これまでの実施結果これまでの実施結果これまでの実施結果    

 

6-1 実施報告①  

主題―１ 美術鑑賞プログラム実証実験授業 

 

■開催概要 

会場：埼玉大学教育学部附属中学校 

日時：2011 年 10 月 26 日 各 50 分 

対象：中学 3 年、中学 2 年 2 クラス 

ファシリテータ：美術担当教諭 安藤栄信先生 

 

使用システム： 

ノート PC 8 台、ホスト PC、電子黒板 

 

実施内容（50 分）：   

1． 美術館に関心をもってもらい、ルーヴル美術館と東京国立博物館の所蔵作品 12 枚を電子黒

板上に映す。 

2． 手元の PC で作品をよく鑑賞し、班で話し合って、12枚の作品をあるテーマで２つに分類する。 

3． 各班がどんなテーマでグループを分けたのか発表し、それぞれの視点を共有するとともに、違

った見方があることのおもしろさに気づく。 

4． ただ作品を見るのではなく、テーマを持って鑑賞することで、より充実した鑑賞につながること

に気づく。 

 

【参加者の感想より】 

・ 12 作品を２つに分けるだけでも、いろいろな分け方があるというのが驚きました。 

・ 1 人 1 人絵の見方や絵に対する考え方が違い、またその見方がおもしろい。 

･ 絵の描き方などにも国、地域にばらつきがあることを知った。 

・ それぞれの作品をかいた作者には、なにか思いがあって描いていたと思います。 

・ 見た目でも分けられるけれど、中身でも分けられることもおもしろかった。 

・ 班の人と協力して話し合いをすることが出来ました。 

・ 絵の細かいところまで見ると、作者の意図や矛盾を理解することが出来たのでルーペ機能はと

ても素晴らしいと思いました。 

・ 鑑賞の授業で初めて楽しいと感じられました。 
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6-2 実施報告② 

主題―2  

展覧会「ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」（以下「出会い展」）連携 ※ 

鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」 

 

【開催概要】 

会場：岩手県立美術館 スタジオ 

日時：2012 年 4 月 27 日 13：20～14：10 

対象：盛岡スコーレ高等学校総合学科 

美術選択した生徒 17 名 

ファシリテータ：主濱建明氏 

（岩手県立美術館教育普及担当） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容（50 分）： 

１．「出会い展」とルーヴル美術館、岩手県立美術館の概要を知る。 

2．「出会い展」の作品から 12 点の作品画像を、タブレット端末で観察・比較しながら分類する。 

3．対話により互いの分け方の視点を共有する。 

4．鑑賞にあたって注目したいことについて考える。 

5．展示室に移動して、「出会い展」を鑑賞する。 

 

 

【参加者の感想より】 

・  自分の考え以外にも他の人の考えや意見を聞くことができ参考になりました。 

・  皆それぞれ十人十色の物の見方があるのだと知った。自分では思いつきもしなかったような視  

点から観察している人がたくさんいて、とても刺激になった。また機会があれば積極的に参加

してみたいと思いました。 

・  あまり「美術館に行く」ということがないのですごく新鮮でした。どうしたらああ言う風に色を出せ

るのか、どうすれば色のぬり方で表現できるのだろうかと改めて考えさせてくれたのでいい勉

強になりました。 
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■ その他岩手県立美術館でのワークショップ開催実績   

①日時：5 月 15 日（火） 

場所：岩手県立美術館 スタジオ 

対象：岩手県立盛岡第一高等学校／13 名 

    ファシリテータ：主濱建明氏 

  

②日時：5 月 27 日（日） 

場所：岩手県立美術館 スタジオ 

対象：盛岡市立松園中学校／11 名 

    ファシリテータ：主濱建明氏 

 

③日時：5 月 27 日（日） 

場所：岩手県立美術館 スタジオ 

対象：野田村の小学生／12 名 

    ファシリテータ：主濱建明氏 

  

④日時：6 月 1 日（金） 

場所：岩手県立美術館 スタジオ 

対象：専修大学北上高等学校／12 名 

   ファシリテータ：主濱建明氏 

 

⑤日時：6 月 2 日（土） 

   場所：岩手県立美術館 スタジオ 

   対象：遠野市立遠野中学校／15 名 

   ファシリテータ：主濱建明氏 
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6-3 実施報告③ 

主題―3 

「ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」連携 

鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」 

 

【開催概要】 

会場：宮古市立津軽石中学校 

日時：2012 年 5 月 22 日  

対象：津軽石中学校 3 年 A 組 21 名、B 組 23 名 

ファシリテータ：主濱建明氏 

（岩手県立美術館教育普及担当） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容（50 分）： 

１．「出会い展」とルーヴル美術館、岩手県立美術館の概要を知る。 

2．「出会い展」の作品から 12 点の作品画像を、タブレット端末で観察・比較しながら分類する。 

3．対話により互いの分け方の視点を共有する。 

4．芸術作品に出会う面白さや作品の見方の多様性について考える。 

 

 

【参加者の感想より】 

・  美術品には、絵なのか、物なのかわからないものがけっこうあるということが分かりました。 

   岩手県立美術館に足を運んでみたいと思いました。 

・  いつもはやらないワークショップをできてよかった。いろんな事を考え発見できたこと、そして発

言できたこと、すべて楽しかったです。 

・   いろんな絵や物を見て、いろいろなものがあるんだなあと思いました。他の人の意見を聞いて

「なるほど」と思ったものもありました。美術館に行きたいと思えたし、おもしろかったです。 

・ 今回のワークショップで、12 個の作品を見ました。石や紙にかかれた絵や、形を作ってできた

ものなど様々なものがあり、「この絵にはこんなことがあるのか。」「この形は何なのか。」いろん

な思いが出てきて、とてもおもしろかったです。 

・ タブレット端末を初めて使いながら、楽しく共通点を見つけたりすることができた。美術館はあま

りいかないので、たくさんの作品を見れてよかった。 
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6-4 実施報告④ 

主題―4 

「ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」連携 

鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」 

 

【開催概要】 

会場：宮城県美術館 佐藤忠良記念館会議室 

日時：2012 年 6 月 9 日 9:30～11:00 

対象：一迫商業高等学校 美術部 16 名 

ファシリテータ：中 秀司氏、菅原 裕氏  

（宮城県美術館教育普及部）  

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容（90 分）： 

１．「出会い展」とルーヴル美術館の概要を知る。 

2．「出会い展」の作品から 12 点の作品画像を、タブレット端末で観察・比較しながら分類する。 

3． 対話により互いの分け方の視点を共有する。  

4． 宮城県美術館所蔵とルーヴル美術館所蔵の各１点ずつを選び、その作品の物語を読み取り、

発表する。 

5．展示室に移動して、「出会い展」を鑑賞する。 

 

【参加者の感想より】 

・ 絵を 1 枚 1 枚じっくり見て、想像する楽しさをじっくり学べました。とっても楽しかったです。 

・ 今まで絵を見ても物語を考えたり、絵から何が伝わってくるかあまり考えたことがなかったのです

が、ルーヴル展の前にみんなで話し合いながら物語を考えたりすることで、実際に絵をみたとき

に絵に対する理解や関心を深めることができました。 

・ 教科書で見るよりも、タブレットな分、拡大できることができて見やすかった。とても創造力を惹き

たてられ、楽しんで鑑賞することができた。 

・ 初めてタッチパネルを使ったのですが、とても楽しく、新しい感覚で絵とふれ合うことができまし

た。絵を拡大してみたり、みんなと話し合いできる場が作れ、今までにない感覚で絵について学

ぶことができたし、ほんとに楽しかったです。 

・ 何を表している絵なのか分からない作品もあったけど、自分の感じたままで良いんだと思った。 
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■ その他宮城県美術館でのワークショップ開催実績 

①日時：7 月 4 日（水）  

場所：宮城県美術館 佐藤忠良記念館会議室 

対象：仙台市木町通市民センター社会学級 19 名 

ファシリテータ：中秀司氏、菅原裕氏 

 

②日時：7 月 12 日（木） 

場所：宮城県美術館 佐藤忠良記念館会議室 

対象：仙台市教育センター研究会に参加した小中学校教員 17 名 

ファシリテータ：中秀司氏、菅原裕氏 

 

③日時：7 月 22 日（日） 

場所：宮城県美術館 佐藤忠良記念館会議室 

対象：丸森町立丸森中学校美術部 22 名 

ファシリテータ：中秀司氏、菅原裕氏 
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6-5 実施報告⑤ 

主題―5 

「ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」連携 

鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」 

 

【開催概要】 

会場：福島県立美術館 講義室・企画展示室 

日時：2012 年 7 月 28 日 9:30～11:00 

対象：福島県立福島南高等学校 美術部 7 名 

    桜の聖母高等学校 美術部 10 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 橋本淳也先生 

（福島県立福島南高等学校） 

          美術担当教諭 有馬 亮先生 

          （桜の聖母高等学校） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容（90 分）：  

1．「出会い展」とワークショップの概要を知る。 

2．「出会い展」の作品から 12 点の作品画像を、タブレット端末で観察・比較しながら分類する。 

3． 対話により互いの分け方の視点を共有する。  

4． 企画展示室に移動し、実際の作品の前で「アート・キューブ」を用いて、「五感（視覚・聴覚・味

覚・触覚・臭覚）」をテーマに作品を鑑賞し、発表しあう。 

 

ワークショップの実践に先立ち、ルーヴル美術館のバルバレ副館長と生徒との交流の時間が持

たれた。また、福島県立美術館の従来の鑑賞ツール「素材キューブ」を使用して触覚、聴覚を含

めた知覚的な鑑賞を実際の作品の前で体験し、より多角的な鑑賞を行った。 

 

【参加者の感想より】 

・ タブレット端末などを使ってワークショップをするのは初めてだったので、とてもたのしかったで

す。写真で見るのとちがって、本当の作品は大きさや形などが違かったので驚きました。 

・ １つの絵にも、たくさんの見方があるなと思いました。絵の大きさや素材を見たりすることが楽し

かった。 
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   【参加者の感想より】 

・ 普段は、ただ見て満足するだけで終わっていたけれど、今回、班の皆で１つの問題について

考えるという経験をして、当時作者はどのような思いで絵を描いたのかなど自分なりだけど推理

してとても良い経験ができました。これからも意識して作品を鑑賞してみようと思います。 

・ ルーヴル美術館の展示物を見て、大きそうだなと思っていた作品が意外と小さかったり、石板

の厚みがとてもあったりして、タブレット写真だけ見ていたらわからなかったことをたくさん見つ

けられて楽しかったです。 

・ 同じ絵を見ていても、見ている人の感性などによって、全く違う見方があるということを改めて考

えることができました。 

・ ルーヴル美術館の作品でワークショップをやれることがとてもぜいたくで、本気で取り組みたい

と思いました。オーラを感じる作品が多数あり、写真でみるとは全く違った印象を受けました。

五感で作品のキャプションを想像するのが新鮮で楽しかったです。 

 

※展覧会展覧会展覧会展覧会「「「「ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」連携ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」連携ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」連携ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」連携    

作品鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」作品鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」作品鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」作品鑑賞ワークショップ「くらべてみよう、見てみよう」    

 

【会場】 

2012年4月27日-6月2日  岩手県立美術館 

2012年6月9日-7月22日  宮城県美術館 

2012年7月28日-9月17日 福島県立美術館 

 

【概要】「ルーヴル美術館からのメッセージ：出会い」（「出会い展」）は、東北大地震の被災地に寄り添う気持ち

を伝えたい、芸術と触れることによってもたらされる心の平和と豊かさを届けたい、との思いから、ルーヴル美術

館が企画し、岩手・宮城・福島の県立美術館3館とともに開催する展覧会。DNPはこの展覧会の趣旨に共感し、

2006年よりルーヴルと共同で推進するプロジェクト「ルーヴル - DNP ミュージアムラボ」で開発中のタブレット

端末を利用した作品鑑賞ワークショッププログラムを提供、さらに各県立美術館での開催にあたっての実施・運

営の支援を行った。ワークショップは各館の教育普及活動の一環として中高生を主な対象者に行われ、要請

に応じ、地域コミュニティ施設などの成人向けプログラムとしても活用されている。参加者は、タブレット端末を

使ったグループワークを通じて、「出会い展」に出品されるルーヴルと県立美術館の所蔵作品の画像を観察・

比較しながら、自分独自の作品の見方を発見し、芸術作品と出会う面白さを実感していく。美術館内での「出

会い展」見学の導入プログラムとしての実施と、展覧会場に足を運ぶことが難しい被災地沿岸部での出張ワー

クショップとしての実施という、2つの実践が行われた。 
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6-6 実施報告⑥  

主題―6 

「物語る絵から物語をつくる ― 絵を組み合わせてストーリーを考えてみよう！」 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル プレゼンテーションルーム 203 

日時：2012 年 11 月 20 日 16:00～17:00 

対象：中野区立第五中学校 美術部 13 名 

     

ファシリテータ：美術担当教諭 花里裕子先生 

（中野区立第五中学校） 

           

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容(60 分)： 

事前に LDML 第 9 回展 の鑑賞を行う。 

1． ルーヴル美術館の概要を知る。 

2.  ルーヴル美術館所蔵のスペイン絵画の人物画 10 点の作品画像を、タブレット端末のルーペ

機能を使って、隅々までじっくりと観ていく。 

3.  10 点の作品から 5 点を選び、ルーヴル美術館に展示するようにテーマを決めて、タブレット端

末上に並べ、展示のストーリーを考える。 

4.  ストーリーを発表する。 
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6-7 実施報告⑦  

主題―7 

「物語る絵から物語をつくる ― 絵を組み合わせてストーリーを考えてみよう！」 

 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル プレゼンテーションルーム 202 

日時：2012 年 11 月 24 日 16:00～17:00 

対象：港区立港南中学校 美術部 6 名 

     

ファシリテータ：美術担当教諭 齊藤由香里先生 

（港区立港南中学校） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容（60 分）： 

事前に LDML 第 9 回展 の鑑賞を行う。 

1．  ルーヴル美術館の概要を知る。 

2.  ルーヴル美術館所蔵のスペイン絵画の人物画 10 点の作品画像を、タブレット端末のルーペ

機能を使って、隅々までじっくりと観ていく。 

3.  10 点の作品から 5 点を選び、ルーヴル美術館に展示するようにテーマを決めて、タブレット端

末上に並べ、展示のストーリーを考える。 

4.  ストーリーを発表する。 
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6-8 実施報告⑧   

造形―1 人物表現 

美術鑑賞プログラム実証実験授業 

「日本と西洋の絵画って違うの？」 

 

【開催概要】 

会場：荒川区立第五中学校 

日時：2012 年 12 月 18 日  

対象：荒川区立第五中学校  

中学 1 年 1 組、2 組、3 組 

ファシリテータ：美術担当教諭 大黒洋平先生 

（荒川区立第五中学校） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ、ワークシート 

 

実施内容（50 分）： 

1.  西洋美術（ルーヴル美術館所蔵）と日本美術の人物画6点の作品を手元のタブレット端末でよ

く鑑賞して、グループで話し合いながら、それぞれの作品についてモチーフ（表情・ポーズ・服

装）や背景に注目して気づいたことをワークシートに記入する。 

2.  西洋美術と日本美術から２つの作品を比較し、構図や描き方に注目しながら、気づいたことを

ワークシートに記入する。 

3.  各グループが発見したことや気づいたことを発表し、他のグループの意見を共有する。人物

画における日本美術と西洋美術の描き方の特徴、違いに気づく。 

 

【参加者の感想より】 

・  電子端末を使い絵の細部まで見ることができた。そのため、西洋の絵と東洋の絵をくわしく比

べることができた。西洋の絵は、立体的で東洋の絵は、平らな感じだった。また、色使いも全

然違っていて、西洋と東洋では、物の見方が違っていたのだなと思った。 

・  日本と西洋では大きい差があることを知った。一番分かりやすいのが陰影があるかどうかであ

る。日本は一つの物に対して集中して描いてある。西洋は全て色がしっかり塗られている。 

・  複数の作品を比較することによって分かることも沢山ありました。表情をじっくりと観たり、周りの

物や背景を観ることによって、どんなところで、どんな時代をモチーフにして描かれたものなの

かが分かることを知りました。なので、これから美術館へ行った時には、作品の構図や服装、

色の使い方などに注目して鑑賞しようと思います。 
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6-9 実施報告⑨ 

造形―2 人物表現 

鑑賞ワークショップ「自分だけの展覧会ポスターを作ってみよう！」 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル ホール 

日時：2013 年 2 月 4 日 18:00～19:00 

対象：目白研心高等学校 美術部 20 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 花里裕子先生 

（目白研心高等学校） 

           

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ、 

キーワードカード 

 

実施内容（60 分）： 

1. ルーヴル美術館の概要を知る。 

2. 西洋美術（ルーヴル美術館所蔵）と日本美術の人物画 6 点の作品から西洋と日本の作品を各 1

点ずつ選び、美術展「西洋 VS 日本絵画」の展覧会ポスターを作成する。 

２つの絵の対決ポイントやつながりを探し、タブレット端末のペンツールでキャッチコピーも書き

加えてみる。 

3. 各グループが作成したポスター画像を見せながら、この展覧会の見どころや着目した点を発表

する。 

 

【参加者の感想より】 

・   絵についてあんなに深く掘り下げて鑑賞することを初めてやりました。自分でも調べてみよう

と思います。私は、こういうワークショップはどんどんやっていくべきだなと思います。歴史の

授業でやるのは、暗記を目的としているだけになってしまいがち・・・だから作品をじっくりみる

ことをしないので、今回みたいな機会があれば、興味が出て自分でも調べてみようと思うと考

えます。 

・   自分たちが発見できなかったところを他のチームが発見していて、「それもあったか！」と

色々気付かされました。 

・   想像すること、考えることが改めて楽しいと感じる体験をさせていただきありがとうございまし

た。 
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6-10 実施報告⑩   

造形―3 人物表現 

鑑賞ワークショップ「自分だけの展覧会ポスターを作ってみよう！」 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル ホール 

日時：2013 年 2 月 16 日 14:00～15:00 

対象：中野区立第五中学校 美術部 6 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 花里裕子先生 

（中野区立第五中学校） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ、 

キーワードカード 

 

実施内容(60 分)： 

1. ルーヴル美術館の概要を知る。 

2. 西洋美術（ルーヴル美術館所蔵）と日本美術の人物画 6 点の作品から西洋と日本の作品を各 1

点ずつ選び、美術展「西洋 VS 日本絵画」の展覧会ポスターを作成する。 

２つの絵の対決ポイントやつながりを探し、タブレット端末のペンツールでキャッチコピーも書き

加えてみる。 

3. 各グループが作成したポスター画像を見せながら、この展覧会の見どころや着目した点を発表

する。 
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6-11 実施報告⑪ 

造形―4 空間表現 

鑑賞ワークショップ「深川不動産広告会社：絵の世界をセールスしよう」 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル ホール 

日時：2013 年 6 月 29 日 11：00～12：00 

対象：江東区立深川第四中学校 美術部 22 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 髙﨑美也子先生 

                    木寺菜穂子先生 

（江東区立深川第四中学校） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ、ワークシート 

 

実施内容(60 分)： 

1.  ルーヴル美術館の概要を知る。 

2.  西洋の風景画（ルーヴル美術館所蔵）4 点と日本の風景画 4 点、計 8 点の作品を手元のタブ

レット端末でよく鑑賞する。 

3.  8 点の作品を分類し、その根拠を発表しあう。 

4.  各グループで 1 点の作品を選び、不動産会社のセールスマンになったつもりで絵に描かれた

物件（空間）を売るための広告をグループで相談しながら作成し、発表する。 

   ・何がセールスポイントかを考えることで作品を深く見ながら思考する活動へ結びつけていく。 

 

 

【参加者の感想より】 

・  物件を説明したり、作品を紹介したり、少し楽しかったけれど、むずかしいと思いました。 

・  みんな短時間で面白い広告ができていた。タブレットの仕方が分かった。地下室やプールなど

おもしろい案が出ていて、広告紹介を見ていて楽しかった。 

・  みんなで意見を出し合って、協力できたと思う。今までやったことのないような見方で面白かっ

た。 
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6-12 実施報告⑫ 

造形―5 空間表現 

美術鑑賞プログラム実証実験授業 

「絵画に入って現場中継しよう」  

【開催概要】 

会場：足立区立青井中学校 

日時：2013 年 7 月 5 日 5 校時、6 校時 

対象：足立区立青井中学校 2 年 1 組 33 名 

                   2 年 2 組 34 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 三浦悦子先生 

          （足立区立青井中学校） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、モニター、ワークシート 

 

実施内容（50 分）： 

1． ルーヴル美術館の概要を知る。 

2． 西洋の風景画（ルーヴル美術館所蔵）4 点と日本美術の風景画 4 点、計 8 点の作品を手元の

タブレット端末を使ってよく観察し、「室内」の絵か「外」の絵か分ける。 

3． 班ごとに割り当てられた絵画の「現場中継」原稿を考える。 

   ・絵の中に何が描かれているか 

   ・自分（いる場所）は絵の中のどこか 

   ･絵の中で何が起きているか（事件を探す） 

   ・報道時のテロップを考える（言語表示） 

4.  各班が発表する。 
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6-13 実施報告⑬ 

造形―6 空間表現 

鑑賞ワークショップ「絵の世界を旅しよう TV ディレクタ＆レポータは君だ！」 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル ホール 

日時：2013 年 7 月 6 日  

対象：足立区立第十四中学校 美術部 17 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 坂東由香里先生 

          （足立区立第十四中学校） 

 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ、ワークシート 

 

実施内容(60 分)： 

1.  ルーヴル美術館の概要を知る。 

2.  西洋の風景画（ルーヴル美術館所蔵）4 点と日本の風景画 4 点、計 8 点の作品を手元のタブ

レット端末を使って自由に分類し、その分け方と根拠を発表しあう。 

3.  その中から日本の絵画と西洋の絵画の表現の違いについてさらに考えを述べ合う。 

4.  各グループで 1 点の作品を選び、旅番組のレポータになったつもりで、絵に描かれていること

に着目し紹介する。 
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6-14 実施報告⑭ 

造形―7 空間表現 

鑑賞ワークショップ「時空旅行社 この季節、一押しの旅はこちらです」 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル ホール 

日時：2013 年 7 月 29 日  

対象：足立区立第一中学校 美術部 19 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 平岡紀子先生 

          （足立区立第一中学校） 

使用システム： 

タブレット端末、ホスト PC、プロジェクタ、ワークシート 

 

実施内容（60 分）： 

1. ルーヴル美術館の概要を知る。 

2. 西洋の風景画（ルーヴル美術館所蔵）4 点と日本美術の風景画 4 点、計 8 点の作品を手元のタ

ブレット端末を使って、グループで相談しながら、様々なテーマで分類する。 

3. 代表のグループがどんなテーマでグループ分けしたのか発表し、共感できる点や違った見方が

あることに気づく。 

4. 各グループで 2 点の絵を選び、2 つの絵の共通点を考えながら、描かれた 2 ヶ所を回る旅行ツ

アーの企画広告を作成し、発表する。 

  ・旅のテーマ、ツアーのキャッチフレーズを考える。 
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6-15 実施報告⑮ 

展示―1 

「学校をルーヴル美術館にしよう」 

 

【開催概要】 

会場：港区立笄小学校 

日時：2013 年 7 月 12 日  

対象：港区立笄小学校 4 年生 2 クラス 

ファシリテータ：図工科担当教諭 江原貴美子先生  

          （港区立笄小学校） 

使用システム： 

タブレット端末、マーカー、ホスト PC、電子黒板 

 

実施内容（90 分）：  

１.  ルーヴル美術館の概要を知る。 

2.  グループに分かれ、タブレット端末と AR マーカーを持って、ルーヴル美術館の作品を展示す

る場所を相談しながら見つけに行く。 

3.  ルーヴル美術館の作品 12 点の中から、その場所にふさわしい作品を選択し、撮影する。撮影

する人、マーカーを持つ人など役割を交代しながら 3 点撮影をする。 

4.  撮影した画像から各グループで 1 点を選び、見つけてきた場所や発見したこと、気づいたこと

を発表する。 

 

■ 参加者の作品展示例（見つけた場所と感じたこと） 

 

      

 

 

 

・静かな所にあると思ったから。 

･太陽の光が当たってよりきれいに見えました。 

・笄小学校が本当にルーヴル美術館になったみたい

でした。 
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・馬と男の人がななめを向いているので、空が上にある

方が良いと思ったから校庭にしました。 

・大きいので広いところがいいと思いました。 

 

 

 

・ 暗い所に窓がついていたので、窓をかくしつつ、

ライトアップされたように工夫した。 

・ 場所やとり方を工夫することで、作品がより本物ら

しく見える事が分かった。 
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6-16 実施報告⑯ 

展示―2 

「学校をルーヴル美術館にしよう」 

 

【開催概要】 

会場：中野区立第五中学校 

日時：2013 年 7 月 26 日  

対象：中野区立第五中学校 美術部 16 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 花里裕子先生  

          （中野区立第五中学校） 

使用システム： 

タブレット端末、マーカー、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容： 

１.  ルーヴル美術館の概要を知る。 

2.  グループに分かれ、タブレット端末と AR マーカーを持って、ルーヴル美術館の作品を展示す

る場所を相談しながら見つけに行く。 

3.  ルーヴル美術館の作品 12 点の中から、その場所にふさわしい作品を選択し、撮影する。 

撮影する人、マーカーを持つ人など役割を交代しながら撮影を行う。 

4. 撮影した画像から各グループで1点を選び、見つけてきた場所や発見したこと、気づいたことを

発表する。 

 

■   参加者の作品展示例（見つけた場所と感じたこと） 

 

       

 

 

 

上のメッセージと作品のイメージ 

から場所を選択 

目がいろいろなことを考えて 

いるようで、はげまされているように 

感じた。 
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【参加者の感想より】 

・ 最新機能のタブレット端末を使用したことから、今までに観たことのない絵画に興味が出て、

「もっと他の絵も観てみたい！」という気持ちもありました。 

・ 最近のタブレット端末の技術とルーヴル美術館の素晴らしさに驚きました。「こんなに大きいん

だぁ」などと実際にフランスのルーヴル美術館にいるような感覚がしました。あり得ない写真や

面白い写真がたくさん撮れて良かったです。 

・ 「どこに飾ったら、その作品が美しく見えるか」というのは、なかなか難しかったです。作品が美

しく見えるようにと考えるほど、「?????」となっていきました。でも案外何も考えずに直感でや

ると、おもしろい構図ができたりして、楽しかったです。作品の良い所も見つけられた気がし

てよかったです。 

校庭からよく見える位置に配置。 

部活をやっている人やみんなが見える位

置に置きたい。 

像のイメージ＝女神 

モナ・リザを見ている人 

道行く人に作品を見て欲しい・・・ 
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6-17 実施報告⑰ 

展示―3 

「学校をルーヴル美術館にしよう」 

 

【開催概要】 

会場：荒川区立諏訪台中学校 

日時：2013 年 8 月 26 日  

対象：荒川区立諏訪台中学校 美術部 10 名 

                    吹奏楽部 5 名 

ファシリテータ：美術担当教諭 大黒洋平先生  

          （荒川区立諏訪台中学校） 

使用システム： 

タブレット端末、マーカー、ホスト PC、プロジェクタ 

 

実施内容： 

１.  ルーヴル美術館の概要を知る。 

2.  グループに分かれ、タブレット端末と AR マーカーを持って、ルーヴル美術館の作品を展示す

る場所を相談しながら見つけに行く。 

3.  ルーヴル美術館の作品 12 点の中から、その場所にふさわしい作品を選択し、撮影する。 

4.  撮影した画像から各グループで 1 点を選び、見つけてきた場所や発見したこと、気づいたこと

を発表する。 

 

■ 参加者の作品展示例 
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6-18 実施報告⑱ 

DNP 社員デー 「この絵はどっち？」鑑賞ワークショップ 

 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル プレゼンテーションルーム 203 

日時：2011 年 11 月 19 日 10:00～18:00 

対象：DNP 社員とその家族  

参加人数：77 名 

プリントアウト数：51 枚 

 

使用システム： 

ノート PC 2 台、インクジェットプリンター 

 

実施内容： 

1. 実践①の埼玉大附属中学と同じくルーヴルの作品と日本美術の作品計 12 点を PC 上で２つの

グループ分けを行い、分類したグループそれぞれの名前を記入してもらう。 

2. 分類の結果画面を A3 サイズにプリント。 

3. 出力物に何故、そのような分け方にしたか、どの点に注目したかを自由に記入してもらい、それ

をホワイトボードに貼る。 

4. ほかの人の出力を見て、同感したり、面白いと感じたものに「いいね」シールを貼り、投票する。 
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6-19 実施報告⑲ 

DNP 社員デー 「ひとこと言わせて！」鑑賞ワークショップ 

 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル プレゼンテーションルーム 202 

日時：2012 年 9 月 8 日 10:00～18:00 

対象：DNP 社員とその家族、近隣にお住まいの方  

参加人数：99 名 

プリントアウト数：50 枚 

 

使用システム： 

タブレット端末 4 台、ホスト PC、インクジェットプリンター 

 

実施内容： 

1.  ルーヴル – DNP ミュージアムラボ第 9 回展に関連して、ルーヴル美術館所蔵のスペイン絵画

の人物画 10 点の作品を手元のタブレット端末でよく見て、自由にテーマを考えて 2 つのグルー

プに分類する。 

2.  各グループに描かれている人物から 1 名を代表に選び、その人物のセリフを想像しタブレット

端末のペンツールを使って記入する。 

3.  結果画面を A3 サイズに出力後、壁に掲示し、ほかの人の分け方やセリフを共有する。 
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6-20 実施報告⑳ 

DNP 社員デー 「五反田をルーヴル美術館にしよう」ワークショップ 

 

【開催概要】 

会場：DNP 五反田ビル  

日時：2013 年 5 月 25 日 10:00～18:00 

対象：DNP 社員とその家族、近隣にお住まいの方  

参加人数：85 名 

プリントアウト数：38 枚 

 

使用システム： 

タブレット端末 10 台、ホスト PC、インクジェットプリンター 

 

実施内容： 

1. 展示したい場所に AR マーカーを掲示し、タブレット端末に予め用意したルーヴル美術館の作

品 10 点の中から、作品を選び、撮影する。 

2. 撮影した画像から 1 点を選び、A3 サイズにプリント。 

3. 出力物にコメントを自由に記入してもらい、壁に掲示する。 

4. ほかの人の出力を見て面白いと感じたものに「いいね」シールを貼り、投票する。 
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6-21 これまでの実践から得られた知見 

実践①～⑳までの実施から得られた知見は以下の通りである。 

 

（１）ツール 

・  実践①（埼玉大学教育学部附属中学校）では、「電子黒板」を用いたグループワークツールを

前提に、15 インチのラップトップ PC を用いて展開したが、指向性のあるディスプレイ PC では、

傍観者となる子供たちも出るため円滑なグループワークには少々無理がある。 

その知見を得、タブレット端末でのツール開発に移行した。 

・ 子供たちとタブレット端末の親和性は高く、多くの参加者が抵抗なく操作を行い、作品鑑賞ツ

ールとして可能性が高いことが実証された。 

・ 端末 2 台を通信で連携させ、グループワークを行った場合、別の端末と体験を共有することに

戸惑いもあったが、グループワークツールとしては対話を活性化する使い方が出来た。 

・ デジタルツールを使うことにより、コミュニケーションはより活発になる。実際、きわめて活発な言

葉のやりとりが展開された。 

・ アートカードでは出来ない機能（作業のやりかえ、ルーペ機能、保存機能）などデジタルを用

いるメリットは大きかった。 

・ 各グループの作業結果を、ファシリテータのＰＣに集約・保存し、電子黒板やスクリーンに映し

出し、他のグループの意見を共有することは、とても重要な機能であることが確認できた。 

 

（２）シナリオ 

「主題」 

・ 作品を「分ける」という行為はある意味単純なワークであるが、作品に対する視点を深め、新た

な鑑賞に向けての闊達な意見を引き出すのに有効であった。 

・ ファシリテータが複数の分け方を誘導することで、より多彩な視点の獲得につながることが確認

できた。 

・ 最初の作品選択は非常に重要である。実際に作品を見る時間を考慮すると、12 作品（西洋 6

作品、日本 6 作品）でも多過ぎると思われる。 

・  生徒たちのプレゼンテーションを的確にまとめていくために、ファシリテータの臨機応変な合い

の手や発問が極めて重要である。 

・ 実践④（宮城県美術館）では、1 点の作品を選び、絵の中に描かれている物語を読み取り、そ

の作品のタイトルをつけるという活動を行った。参加者からは創造性に溢れた様々なストーリー

が生まれた。同じツールを用いても、多様な多展開に発展させられる可能性が感じられた。 

・ 最終的なタイミングで、作品についての背景知識を与えることで、もっと知りたいという気持ちを

持ち帰ってもらうことが出来る。作品のコンテクストの提示の仕方は、考慮が必要である。 

・ 出会い展の連携として、美術館で実際の作品鑑賞の導入としてこのワークショップ実施したこと
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はとても効果的で、展示室で、実際の作品を前にしてからも、継続して生徒たちの活発な意見

交換を誘発することになった。 

・ 実際に作品のない場所での実施を通し、美術館への来館が日常的に難しかったり、美術館か

ら遠ざかってしまいがちの生徒たちに美術の面白さを伝える美術館のアウトリーチ活動として

の可能性も感じられた。 

 

「造形」 

・ 人物表現と空間表現を分けてシナリオ作成を行う。 

・ 人物表現では、公立中学校の 1 年生の美術の授業で実施。50 分で日本と西洋の作品計 6 点

を 1 点ずつ鑑賞し、比較させ、気付いたことを発表するには、時間的に足りなかった。 

・ 空間表現では、不動産会社やＴＶディレクタ＆レポータ、旅行会社など生徒たちの興味や関

心を刺激するようなアプローチを行い、参加意識を高めることに成功した。（実践⑪～⑭） 

・ シナリオの最終的なタイミングでも、作品についての知識を与えることで、作品に対して、もっと

知りたいという気持ちに導くことも必要。 

・  ファシリテータの発問の問い方や導きによって、参加者は作品にぐっとひきつけられ、鑑賞をよ

り深めていくきっかけとなる。 

 

「展示」 

・ 小学 4 年生の美術の授業での実践では、子供たちは、身体全体で作品を感じ、活動を行って

いた。また、作品は立体物がよく取り上げられていた。作品を展示するという活動を通し、子供

たちは、作品をよく見て、形や大きさなどを感じとろうとする様子が見られた。 

・ 中学校の美術部での実践では、作品をよく見て、作品の意味や描かれている内容を考えて展

示を行っていた。また、作品と人との関係性に対する気づきにもつながった。 

・ 事前学習によって目的意識を持たせることで、参加者の活動への集中力が違ってきた。 
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 7. 成果と課題 

 

学校での実践を中心に 20 回の実証を経て、プログラムの有用性やユーザビリティの検証という点

で、今後に資する大きな気づきを得た。 

 

（１）鑑賞の授業という観点から 

LMDL のワークショッププログラムが「活動を生み出す力」に可能性を見出せたことが大きな成果

であった。道具立ての目新しさや操作の楽しさが、授業の中心的主題への興味の喚起や、生徒間

の自発的な発話を促しているのが伺われ、デジタル機器だからこその有用性が確認できた。 

操作自身に夢中になり、教師の想定した学びにまで到達していないケースもしばしば見受けられ

たが、タブレットや画面の中の作品画像への関心が途切れることはなく、生徒各人としての活動は

継続して行われた。 

一方で、ワークショップを通じて何を学んだのかという点では、アプリケーションとシナリオの両面で

課題を残した。個人の活動は確かに生まれ、かなりの集中力をもって行われているが、各人個々の

生徒の中に起こった変化や成長を確かめる手法を設計できていなかった。さらにはクラス全体での

気づきの共有が最後の発表の機会のみとなり、50 分の時間配分に無理が生じる場面が多々あっ

た。気づきをいかに「可視化」していくか、その仕組みづくりは重要な課題である。 

また、指導者の鑑賞の授業やワークショップのファシリテーションに対する経験が、クラス全体の

活動の「学び」の到達点に大きく関わることは否めない。たとえば、鑑賞を深めるキーワードをあら

かじめ作品ごとに設定することで、学びのゴールが明快になり、協働学習の運びにも大きく寄与す

るものと考える。 

美術は個人の価値観が尊重される重要な役割を担う教科であり、他の生徒との対話の中で他者

との相違や共通点に気づき、多様性を体得していくことができる「鑑賞の授業」の持つ意味は大き

い。そうした観点から、経験値に寄らずに「鑑賞の授業」の実践に滑りだすことができるモデルシナ

リオは、今後の様々な実践を通してより一層の充実が必要になるだろう。 

 

（２）ワークショップ用デジタル機器の開発という観点から 

中学生は、まさに外界の環境に自己を合わせていく成長期であるため、積極的に新しい道具と

の関わり方に挑戦し使い方を習得して、未知なるワークショップを楽しみながら体験する様子が伺

えた。今回実践に用いたアプリケーションはプロトタイプであり、まだまだ改善の余地があるインター

フェースであるにも関わらず、ツールを自由に使いこなす順応性はこの世代ならでは、であった。 

また、美術に興味のある生徒も無い生徒も、例外なく、実に自然に、鑑賞ワークショップに参加して

いたことが示すように、提供された道具への興味が、提供される内容への興味を喚起させるという

結果は、今後のメディアシオン開発の研究テーマとして興味深い。一方で、内容よりも道具への興

味が勝ってしまうと、集中力を阻害することになる。道具が前に出過ぎない設計が重要となる。 
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現行のプロトタイプ版では実証実験の難しかった課題、たとえば通信環境に多くを負う「個人の活

動とグループワークの連携」や「情報・体験の共有の方法やタイミング」といった問題は、モデルシ

ナリオの精査とともに新たな機能要件として再考する必要がある。 
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8. 第 2 期ワークショップを終えて 

 

・アドバイザーコメント 

 

情報化社会とグローバリズムに突き進む今日において、今まで以上に国や地域固有の文

化の尊重と、個人の自立した考えが求められている。その中で、芸術鑑賞を通した文化理

解と、個の確立はなくてはならない学びとなっている。今回のワークショッププログラム

は来るべき時代を見据えた鑑賞プログラムの検討であり、それをデジタルデバイスでどの

様に展開できるかを考えた挑戦であった。学校、企業、美術館という異なる業種、そして

日本とフランスという異なる文化での共通性の発見は、今後の鑑賞教育のあり方を示唆す

るものであった。当初の PC 上でのプログラムはタブレットに移行し、今後も技術発展で多

様な展開を見せるであろう。同時に基本となるプログラム、すなわち鑑賞の視点もより明

快に且つ汎用性の高いものになっていくであろう。 

鑑賞が個人の内面で起きる心の動きを起点に展開していくものであると考えると、世界

の人々と共有できる価値はよりシンプルな明快なものであるはずだ。その追及は今後も続

けなければならない。 

武蔵野美術大学 教授 三澤一実 

 

  

 芸術作品を表面的に楽しむだけでなくより深く味わうには、作品に表現されたよさや美

しさを感じとることに加えて、その作品の内と外の出来事について想像力をもって向き合

い、鑑賞者が自分なりの価値意識を創造したり更新したりすることが必要である。すなわ

ち、より深い鑑賞には想像力と創造力は、極めて重要と考えることができる。 

 この度、LOUVRE - DNP MUSEUM LAB で開発したツールやプログラムは、まさに鑑賞者

の想像力や創造力を活性化させ、より深い鑑賞を生み出すものであった。実施されたワー

クショップでは、どれを見ても、生徒たちが主体的に作品とかかわり、自分なりの考えや

価値を見いだしていた。このような成果は、共に美術を愛し、美術を愛好する輪を広げて

いきたいと強く願う DNP スタッフと教員方とのコラボレーションの賜である。特に DNP の

技術を生かして開発されたツールやソフトウエアは、教員がイメージしても実現しえなか

ったものである。より豊かな美術教育を創造するためにも、この度のプロジェクトででき

た繋がりを大切にしていきたいと思う。 

埼玉県立総合教育センター教育課程担当教育主事  山田一文 
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このプログラムのアドバイザリー・コミッティに参加した私の一番の変化は、ルーヴル

美術館所蔵の作品に対して親しみを持つようになったことである。有名な絵を有名な絵と

して認識すると、それ以上感じようとする回路が自動的に断たれたりすることがある。だ

が今回のようにタブレットで絵を選んだり比較したりしながらいろいろ話をしていると、

自然と感想が出てくる。これは、ワークショップに参加した中学生達も同じように感じた

に違いない。そして自分から遠いような気がしていた作品でも、何らかの感じるものがあ

ることに気づいただろう。 

その意味においてデジタルツールを使った鑑賞教育では、今まで触れていなかった芸術

世界に触れるよいチャンスになる。こういったデジタルツールが身近な世代にとってはな

おのことだ。面白く鑑賞体験ができることから、今後は学校教育の中にも入っていくこと

が予想される。そのためには先生にとっての質問例のようなものが必要になるだろう。 

川口短期大学こども科専任講師 木谷安憲 

 

・おわりに 

 

LDML 第 2 期のワークショップは、フランスのドキュメンタリー映画『クラス・ルーヴル』を LDML が

ローカライズし、2008 年日本で初めて上映したことに端を発する。上映終了後も美術館、あるいは

美術教育関係者から相次ぐ上映の要請に応え、『クラス・ルーヴル』の貸し出し上映を始動させた。

三澤先生は、『クラス･ルーヴル』でとりあげられたフランスの公立高校とルーヴル美術館との鑑賞ワ

ークショップの存在を日本の美術教育界に積極的に紹介され、話題を喚起されていた中心人物の

一人であった。 

第 2 期ワークショップの取り組みは、その三澤先生をアドバイザリー・コミッティの座長に、山田先

生、木谷先生の参画が叶い、ワーキンググループが具体的に動き始めることになった。ルーヴル美

術館側のメンバーであるフレデリック・ルスールは『クラス・ルーヴル』の主題であるフランスの公立

高校のプロジェクトをルーヴル側でサポートする部署の責任者であり、美術教師のバックグラウンド

を持つロランス・ブロッスとともに、作品の選定からシナリオの流れまで、日本側のメンバーとのディ

スカッションを重ねながら、3 つの視点からのワークショッププログラムを形作っていった。DNP は原

瀬をリーダに、ワーキンググループのとりまとめとアプリの開発、実証実験の推進を担った。日本と

フランス、2 つの文化や教育の相違と共通点への多くの気づきを与えるもので、対話と相互理解を

狙いとする本ワークショップにふさわしいものとなった。 

ＬＤＭＬのワークショップの方向性や中学生というターゲッティングについては東京国立近代美

術館の一條彰子研究員から、実際の中学校の授業として 3 つのワークショップの基本シナリオを組

み立てるにあたっては、荒川区立第五中学校の大黒洋平先生とのディスカッションに多くの示唆を

いただいた。何より、プロジェクトの趣旨に賛同くださり、実験授業をともに実践くださった先生方、

生徒のみなさん、学校関係者各位にあらためて感謝申し上げたい。 
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「ルーヴル - DNP ミュージアムラボ 第２期 ワークショップ活動報告書」 

ルーヴル － DNP ミュージアムラボ ワークショップ展開ワーキンググループ 

2013 年 11 月 28 日 Ver1.0 

2013 年 12 月 27 日 Ver1.1 

 

本報告書に関するお問い合わせは下記 URL のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 

https://museumlab.jp/CGI/jpn/query/send.cgi 


