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高校生 へ の写真作品 による鑑賞教育の試み
――中山岩太 《
海のファンタジー》 を題材として一―
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1.は じめに
全国各地 の美術館で写真 をテーマ とした展覧会が数多 く企画 され開催 されて い るよ うに、
近年 にい たって 日本の写真奈 とその作品へ の 関心 が大 い に高 まって い る。 この よ うな動向
は一 般的な メデ ィアの状況 に留 まらず、高等学校の美術科 の教科書 に も反映 されて い る。
た とえば光村図書 の F美 術

1』

(2010年 2月 5日 発行 )で は木村伊兵衛 の作品が掲載 され、

同 『美術 3』 (2010年 2月 5日 発行 )で は「作家 の生 涯 と作 品」 として濱谷浩が特集 され、
その代表作が 6点 掲載 されてい る。 日本文教 出版 の『美 ・創造へ
行 )で は長倉洋海 と長島有里枝が、同 『高校美術

1』

1』

(2010年 1月 15日 発

(2011年 1月 15日 発行 )で は杉 本悼

司 とやな ぎみわが紹介 されて いる。木村や濱谷の よ うに戦前期か ら活躍 した者名 な物故作
家か ら、やなぎや長島 といったフレッシュな現役 の女性作家 まで、 日本 の新 旧の写真家 と
その作品が教科書上 で も多彩 に紹介 されて い ることが 瞥見 ではあれ、判然 とす るのである。
現在 の高校 の美術教育 にお い て、多様 なカメラ機器の導入 も相倹 って「写真 を使 ってつ
くる」授業 は活発 に試み られて い るが、芸術作 品 として「写真 をみ る」鑑 賞 の授業 となる
とどうで あろうか。管見 なが ら先行研究 としては、 日本大学の秋元貴美子が芸術総合高校
での写真教育 に関す る考察 で写真 の鑑賞 につい て一 部触れ て い る事例や

1、

文教大学 の三

澤 一実 (現 ・武蔵野美術大学 )が 自身の企 画 による写真 プ ロジェク トをもとに写真 と学校
教育お よび地域 文化 との役割 を詳細 に考察 した事例が挙 げ られる

2。

ぃずれ も貴重 な研 究

成果であるが、授業 を通 しての写真作品の鑑 賞へ の取 り組みは、 よ うや く緒 に就 い た とこ
ろとい えよう。
本稿 では、わが国の新興写真の旗手 として戦前 のモ ダニズム期か ら戦後 にか けて活躍 し
た写真家 で ある中山岩太 に着 日して、中山が 1935年 に制作 した 《海 の ファンタジー》 を
題材 に、高校 1年 生の美術 の授業 で実施 した鑑賞の実践 につい て検討 を試みる。 中山岩太
に関 しては、近年 も規模の大 きな回顧展が関東 と関西 にて開催 された。東京都写真美術館
(目

黒 区)で の「甦 る中山岩太

モ ダニズムの 光 と影」展 (2008年 12月 13日

2月 8日 )お よび兵庫県立美術館
戸

(榊 戸市 )で の「写真家中山岩太

私 は美 しい ものが好 きだ。
」展 (2010年 4月 17日

‑5月

30日

‑2009年

レ トロ・モ ダン イ
申

)で ある。両展覧会 と
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も各種 メデ ィアによって積極的に取 り上げ られたこともあ り、大勢 の鑑賞者でに ぎわい を
みせて いた ことは まだ記憶 に新 しい。中山岩太 は没 後 60年 を経て も、展覧会 を通 じて多
くの人 々を意 きつ け魅了する力 を持 つ わが 国の芸術写真家であるが、高校 生 にとってはま
だまだ馴1染 みの薄 い存在 であるといえる。以下、本稿 にお い ては 中山岩太 につい ての概 説
を行 い、対象作品である 《海 のファンタジー》 につい ての考察 を深 める。その うえで この
作 品を題材 として実践 された鑑 賞教育 が どの よ うな成果 を示 したのか、その意義 と口
呆題 に
ついて検証 してい くこととす る。

2.題 材研究 :中 山岩太 《
海のファンタジー》
・
2‐ 1.写 真家 中山岩太につい て
中山岩太 は 1895(明 治 28)年 8月 、福 岡県柳川 に生 まれる。 中山が小学生の時、一 家
は東京 に移 る。長ず るに及んで画家 を志すが反対 され、1915(大 正 4)年 に東京美術学校
・東京芸術大学 )に 新設 された臨時写 真科 に入 学す る。 第一 期生 として優秀 な成績 で
へ
卒業 し、農商務省海外実業練習生の ユ
貝格 を得 て渡米。サ ンフラ ンシス コの カ リフォルニ ア
(現

州立大学に学 んだ後 ニュー ヨー クに移 り、写真館「 ラカ ン・ス タデオ」 を開設、営業写真
師 として 身 を立てる。写 真館 は評判 とな り経営 も安定す るが、1926(大 正 15)年 にス タ
ジオー式 を売却 してパ リに渡 る。
パ リでは画家の藤 田嗣治、写真家のマ ン・ レイ、未来派 の舞台美術家 エ ン リコ・プラン
ポ リーニ といった舒 々たる芸術家 たち との親交 を得て、欧州 モ ダニズムの最先端 の動向に
接す る。翌 年、ベ ル リンを経由 してシベ リア横断鉄道で帰回。 しば らくは東京 の華族会館
にて写真師 として勤めるが、1928(昭 和 3)年 、兵庫県 の芦屋 に移 って居 を構 え、以降活
動 の拠点 とす る。

1930(昭 和 5)年 、紅谷吉之助、ハ ナヤ勘兵衛 らとともに芦屋 カメラクラブを結成す る。
同年、
東京朝 日新聞社が主催 した第一 回国際広告写真展 に出品 した 《
福助足袋》で一等 (商
工大臣賞)を 受賞 し、一躍脚光 を浴 びる。 1932(昭 和 7)年 には野島康 三、木村伊兵衛 ら
と写真誌 『光画』 の 同人 となる。中山は高度 に洗練 された写真作品の数 々 を展覧会や グラ
フ雑誌等 の各種 のメディアに旺盛 に発 表す ることで、戦前期 の 日本写真 界 にお い て中心的
地位 を確立 し、指導的役割 を果た した。 しか しなが ら、戦時色が強 まるとともにその活動
も停 i帯 を余儀 な くされ る。 終戦後、 ふたたび制作 を開始す るが 1949(昭 和 24)年 1月 、
脳溢血 によ り急逝す る。 享年 53歳 であった。
中山岩太 は近代 日本の芸術写真 を牽引 した写真家であると同時に、神戸大丸 で写真 ス タ
ジオを開設 して、ポー トレイ トの名手 として もその名 をひろ く知 られる存在であった。広
告写真や観光写真、 ス タジオ写真 の分野 で も幅広 く活躍 し、 日本の写真史 を彩 るす ぐれた
表現 を数多 く残 した中山は、その早世が惜 しまれる兵庫 県 ・阪神 間ゆか りの写真奈 で ある。
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2‐

2.《 海のファンタジー》解読

中山が 1935年 に制作 した《
海のファ
ンタジー》 (図 1)は 、 この時期に写
真奈が集中的に取 り組んだ連作のなか
の 1点 である。現在、兵庫県立美術館
に寄託 されて い る ヴィ ンテ ー ジ ・ プ リ
ン トの 寸 法 は 縦 27.8セ ンチ ×横 21.6
セ ンチ 。 ガ ラス乾板 を もとにゼ ラチ ン
シルバ ー・ プ リ ン トの技 法 で 制作 され
た、 い わゆ るモ ノクロの銀塩写真 で あ
る。

図 1 中山岩太 《
海のファンタジー》1935年
まず はプリン トの画面上 に写 されて い る ものについて、個 々 にみて い きたい。中央で向
き合 うよ うに置かれて い るのはタツノオ トン ゴである。 ヨウジウォ科 の魚 で、 そのユニー
クな外見 と、オスが腹部 にある育児裏 で卵 を保護す る繁殖形態 をもつ ことで もよく知 られ
て い る。その右下 に写 っている大 きな貝 はスイジガイである。成 貝 は殻長が 20セ ンチ を
超 え、 6本 の突起が特徴 的な巻貝である。和名 はこの長 く尖 った突起 の形が漠字 の「水」
に似 ることがその 由来 とされる。画面 の右 上 にあるのはホネガイである。多数 の長 く発達
した棘が魚の骨格 を連想 させ るところか ら、 この和名 で呼 ばれる。画面左上、左側の タツ
ノオ トシ ゴの背後にシルエ ッ トとして写 つているのは リンボウガイである。貝 の周囲に 7
〜 9本 の細 い棘状 の突起があ り、仏具 の輪宝 に似 てい ることか らこの和名が つ け られて い
る。 日本の代表貝のひ とつ で、 日本貝類学会の紋章 になって い る。 さらに細 部 に目を凝 ら
してい くと、左狽Jの タツノオ トシ ゴの右正面 にあってライ トに照 らされて い るのはアラム
シロ ガイと思われる。粗 い藁む しろの ごと き外見がその名 の 由来であるが、殻の長 さは 2
セ ンチに満 たない巻貝 で ある。そ して、 さきの タツノオ トン ゴの真下 に、時計 の針が「 3
時」 を示 す よ うに置かれた 2個 の貝 はウミニ ナで あろう。成貝の殻長 は 3〜 4セ ンチ、 螺
層 (巻 き)は 8層 ほ どの水滴形 をやや伸 ば した形状である。 さいごに、その ウミニ ナの左
下 にあるシルエ ッ トはウノアシと確認 される。輪郭が鵜の足の形 に似 ていることか らその
和名が つ け られた、潮間帯 の岩 の表面 に付着す る笠状 の貝 である。
中山 はこれ らの素材 を転居先 の芦屋 の海岸 で 自ら採集 した もの と思われる。その当時の、
写真家 一家が暮 らした声屋の環境 について、生涯連れ添 った妻 の正子が後年、次の よ うに
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回想 して い る。

昭和 三年 の夏、一軒家 を借 りたか ら子供 を連れて芦屋 に来 ないか とい うことで、ほ
んの夏休 みちゅ うだけのつ もりで子供 たちを連れて芦屋 に行 った。その借家 は精道 村
の 申新 田 とい う ところの二 階建ての西洋館 で、松 の木 に囲まれ た外 国ふ うの青 いペ ン
キ塗 りだ つた。 (略 )芦 屋 とい う ところはパ リー の 町によ く似 て、気候 もあ ま り変化
のない静かな美 しい 町だ。 (略 )海 岸 は広 々 としている。水着の ままで家か ら行 くこ
とがで きる。波 も静かだ。ただ貝殻や ガラスのかけ らが多 くて足 をい ためるので足袋
をは く。 きれい な貝 もある。ホウズ キ も流れつい てい る。そ して別荘 に住 む夫人 たち
が美 しい水着 を着て海 に入 るで もな く、犬 を連れて歩 くあでやかな姿 も目につ く。3
さらに妻の正子 は 中山の制作 の様子 につい て も、以下の よ うに述 べ て い る。
「海岸へ 行 っ
て貝殻 をひろい、ぜ んまい、かんざ しの こわれた ものなど箱 に集め、まるでジャンクシ ョッ
プさなが ら、何 にするのだろ う と見 てい た。子供たちはそれ をまねて、セ ミのぬ け殻やカ
ラカラになった虫、終 りには傘 の骨 まで拾 って くる。 これ らを使 ってガラスの上 に並 べ る
作業が は じまった。 (略 )貝 殻、 タツノオ トシ ゴな どあ らゆる ものに取 り組み、毎晩の よ
4
うに制作 をつづ ける。」

生前 にまとまった者作 を残す ことの なかった中山は自身の作品について も述べ ることは
少 なかったが、
《海 の ファンタジー》につい ては次 の よ うな「作 品解説」を記 して い る。
「海
の底 を、想 像 してみ ました。 もちろん、水族館 を非常 な興味 を持 つ てみて きた後の事です。
造化 の神様 は、何 んなつ もりで、斯 くも異 つ た形 を与へ たのでせ う。夫れが皆当 り前 の様
な顔 を して生活 し、聞争 してゐるのをみるとをか しくてた ま りません。
J5
ここで注 目すべ きは「水族館」 とい う表記 についてであろ う。中山が芦屋 に転居 して き
た当時、阪神電鉄が西宮 ・甲子園地域 の 開発 を進めてお り、 1929(昭 和 4)年 に敷地面積

2万 坪 に温 浴施設、運動施設、映画館等 を備 えた「 甲子園娯楽場」 をオー プ ンさせてい る。
その後、 1932(昭 和 7)年 に動物園 と遊戯施設が増設 され「浜 甲子園阪榊 パー ク」 と改称
される ことで、阪榊間のみな らず大阪や榊戸以西か らも大勢の人 々が訪れる一大 ア ミュー
ズメ ン トセ ンター として賑 わい をみせ た。そ して 1935(昭 和 10)年 3月 には隣接す る海
水浴場 の用地内に阪神水族館が開設 される。建築史家 の橋爪紳也 は「頭 の上 に泳 ぐ
『l里 を見
せる展 示、 わざわざベ ルギ ーか ら板硝子 を取 り寄 せて建設 した 日本 一の水槽 など、話題性
のある試みが展開された」と述べ てお り、当時 の水族館 としては トップレベ ルの施設 で あ っ
た ことが うかが える 6。 中山の記述 にある水族 館 とは、おそ ら くこの施設 の ことで あ り、
そ こで体験 した刺戟が作品制作 の直裁的なモ ティー フとなっていることが示 されて い るの
である。 中山の 自作解説は以下の ようにま とめ られて い る。
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吾 々の常識 では理 由のわか らない「 トゲJみ たいな ものの出た貝、さては「 オ コゼ」
だ とか「台湾 ドゼ ウJ等 々、斯 うなさけない形態 も、生 きる為か と思 ふ と実 に面 白
いではあ りませんか。斯 んな貝設や「オ コゼ」 にも太陽があ り、月の夜があ り、 ロ
マ ンスがあ り…… と思ふ と一層面 白いではあ りませんか。そんな考へ か ら、同 じ材
料 を使 つ て七 点、聞争、 ロマ ンス、 ノス タルジー等 と云 つ た風 に作 つ てみ ま した。
7

其 の 中の一 点です。

《海 のフアンタジー》 は、朝 日新聞社が発行するその年度の 『日本写真年鑑』 (1935年
12月 刊行)に 収載 された。 また同年、中山が盟主の芦屋 カメラクラブは全 国会募展「ア

シヤ写真サロン」を開催 し、クラブ自ら作品集

[ア

シヤ写真サ ロン』 を刊行するのである

が、その表紙 には中山によるこの連作 の別ヴァージ ヨンが使われてい る (図 2)。 さらに
、
翌年、大阪・サ
と
斎橋そ ごうの 2階 に開設されたテイー ・サ ロンの壁面に、当時最新スタイ
ルの装飾デザイ ンであった写真壁画がセ ッテイングされるが、その写真壁画 《
大阪 フォ ト
ミュラル》 に使用されたイメージの 1点 は中山の 《海のファンタジー》 を トリミングした
ものであった

(図 3)。

このように 《海のファンタジー》 は中山にとって会心 の作であ り、

この時期の代表作 とされる ものである。

図 3 写真壁画 《
大阪そどうフォ トミュラル》1986年
(左

:室 田庫造

右 :中 山岩太)

図 2『 アシヤ写真サロン』 1935年 版
(表 紙写真 :中 山岩太)

2‐

3.貝 殻形象とシュル レア リスム
ここで中山が 《海のファンタジー》 を制作 した当時の 日本 の美術界一般に視線を転 じる

と、貝殻がモテイー フとして枯かれた絵画作品がかな りの点数存在することに気づかされ
る。古賀春江 《白い貝殻》 (1932年 )、 古家新 《海女 の庭》 (1933年 )、 川口車
九外 《少女 と
貝殻》 (1934年 )、 今西中通 《
貝殻景観》 (1937年 )。 これ
真珠》 (1935年 )、 小牧源太郎 《
ら油彩画ばか りでな く、
川端龍子の 日本画 《
真珠》(1931年 )、 恩地孝四郎 の多色木版画 《
南
海への思念》 (1942年 )等 が同様のモ ティー フを描 いた作例 として挙げられる。そのなか
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でも貝殻の形象が もっともE日 象的に描かれた作品 として人口に1曾 久 しているのが、三岸好
太郎の油彩画 《海 と斜光》 (1934年 )で あろう

北海道 ・札幌市出身の三岸好太

(図 4)。

郎 (1903‑34)は 戦前のモダニズムを代表する画家であ り、その早す ぎる晩年の 1934年
に油彩 と水彩、素描による多彩な「喋 と貝殻」 シリーズ を発表する。なかで もこの 《海 と
斜光》 は三岸 の代表作 である。

図 4 三岸好太郎 《
海 と斜光》1934年

研究者 の大熊彼之は「貝殻が 日本の超現実主義的絵画のなかに多 く描かれるようになる
の も、昭和 9年 以降のことである。そ して、そこに三岸好太郎 の 『蝶 と貝殻』連作 の影響
を考 える ことは、 ご く自然 な ことか もしれない」 として、「荒 涼 とした平原 に貝殻状の事
物が散 るさまが、『死』 を強 く感 じさせ る作品 で ある。 (略 )貝 の描写か ら感 じられるのは、
8と

深 く沈i帯 した画家の内面性である」

論 じてい る。そ して大熊 は 1932年 に東京 を立 ち上

が りに大阪 ・京都 ・名古屋等 を巡回 した「巴里 東京新興美術展」 に三 岸が大 きな影響 を受
け た点 に触 れ、次の よ うに述 べ て い る。「 この展覧会 には、 エ ル ンス ト、 アルプ、 ミロ、
タンギ ー、キ リコ、 マ ン・ レイらの作品が出品 されて いたのである。そ して、 ヨーロッパ
の超現実主義者が しば しば蝶や貝殻 をモ ティー フとして制作 をお こなって い ることも、 昭
和 9年 当時 の 日本ではよ く知 られて いたことで あ った。」

9

この大熊 の見解 は当時 の美術批評 を踏 まえた ものであるが Ю、近年、研究者の速水豊が
この時期 の貝殻形象について耗 義 を呈 し、再検証 を行 っている。速水 によると、 ヨーロッ
パ のシュル レア リスム絵画 にそれ らの形 象 を見 つ けだす のはか な り困難 で あ り、「三岸が
シュル レア リスムの常套的なモ ティー フを採 り上 げた とい う言 い方 はむ しろ州
買序が逆」 で
はないか と、次の よ うに述べ ている。

三岸 の作 品以降、蝶 と貝 は 日本の シュルレアリスム的な造形作品にお い て数多 く描
かれる ことになる。 つ ま り、喋 と貝 をシュル レアリスム特有 のモテ ィー フとす る見
解 にお い ては、他 な らぬ三岸 の作 品に もとづ くところが大 きい とさえ思われるので
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あ り、む しろ三岸の描 く喋 と貝 こそが、 これ らを日本のシュル レアリスムの主要 な
モ ティー フとして私たちに印象 づ けたのではないだろ うか。11

中山は 《
海のファンタジー》の「作品解説」で三岸について言及することはなかった。
阪榊水族館での見聞が直哉の制作動機になっていることは明らかであるが、かつては画家
ヽ
を志望 し、写真家として活躍 しながらも絵画表現に高い関′
をもちつづけた中山であるゆ
し
えに、三岸の 《
海 と斜光》および「蝶 と貝殻」連作には当時すでに接 していた可能性がき
わめて高いと考えられるのである。
中山はその後 もタッノオ トシゴや各種の貝殻 を大切な「材料」 として扱 い、積極的に作
品のモテイー フとした。後年の代表作 と呼べ る 《
創生》 (1942年 )は 国画会展に出品され、
《デモンの祭典》 (1948年 )は 彼の絶作 となった。

3.写 真作品による鑑賞教育
3‐

1.対 象生徒の意識調査

今回の実践の対象 となった生徒 は、筆者の前任校であ った阪神間に位置する短期大学の
系列校 である高等学校

(女 子校

)1年 生の「美術 I」

選択者 29名 である。写真作品によ

る鑑賞 を実施するにあたって、事前 に以下のような写真に関す る記述式のアンケー ト調査
を行 った (2011年 5月

)。

「①写真 に興味があ りますか」には、930/Oの 生徒が「 はい」 と回答 し、「②写真 を撮影 し
たことがあ りますか」には全員が「はい」 と答えている。生徒 たちにとって写真を撮影す
ることは日常的行為 であ り、高 い興味をもつことが うかがえる。
「③何 を使 って撮影 しま
したか」では「複数回答可」で問うたところ、
「携帯電話Jが 28名 で最 も多 く、以下「デ
ジタル コンパ ク トカメラ」が 24名 、
「 フイルムカメラ」が 19名 、「プリクラ」 と称 される
プリン トシール機器 の使用者が 18名 、
「デジタルー眼 レフカメラJが 6名 、パ ソコンに設
置されている「ウェブカメラ」 の使用者が 2名 であった。「④写真 を撮影す ること ,見 る
こと、 どちらが好 きですかJに は「両方」 と回答 した生徒が 41%と 最 も多 く、35%の 生
徒が「見ること」、24%の 生徒が「撮影す ること」 と答えた。 これ らの回答か らは、生徒
たちが普段か ら様 々な撮影機材 を使用 して積極的に写真 を撮影 している姿が伝わって くる。
「⑤ どんな写真 を見るのが好 きですか (複 数回答可)」 では 19名 が「人物写真」 と答 え、
続 いて 18名 が「風景写真」、9名 が「静物写真」、6名 が「その他」 と回答 した。
「その他」
の内訳は、
「動物写真」が 3名 、
「 プリクラ」が 1名 、
「廃墟写真Jが 1名 、そ して「盛 り
写 メ」が 1名 であった。ちなみに「盛 り写 メ」 とは、普段 の 自分以上に

(超 越 した)か わ

いさが盛 り込めた状態を、携帯電話のカメラで撮影 した写真画像のことを指す。「⑥写真
の展覧会を見たことがあ りますか」の質問に「はいJと 答えた生徒は 14%に 留まり、
「い
いえ」が 86%で あった。
「⑦写真集を見たこと・買ったことがありますか」の問いには、
「見
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たことが ある」 と答 えた生徒が 590/0、 「買 ったことがある」が 33%、 「 どち らもない」 と
回答 した生徒が 8%で あ った。 さいごに「③知 っている写真家 の名前 を挙げて ください (複
数回答 )」 との質問を行 った結果 は、「タロらない」が 19名 と圧 倒的に多 く、 9名 が「渡部
陽一 」、 2名 が「星野道 夫」 の名前 を挙 げた。渡部陽一

(1972‑)は 静 岡県出身の戦場 カ

メラマ ンで、近年、TV呑 組 の コメンテ ー ター等 としてメデ ィアに頻出す ることで タレン
ト的な人気 を得 てい る。星 野道夫

(1952‑96)は 千葉県出身の ネイチ ャー写真家で 1990

年 に木村伊兵衛賞受賞。 ロ シア ・ カムチ ャッカ半島 で取材 中に ヒグマ に襲 われ、44歳 で
逝去 して い る。
以上の回答結果か ら、対象 の生徒 たちの 身の 回 りには写真 を撮 る機材や道具が十分 に存
在 し、それ らを用 い て撮影す る (撮 影 される)機 会 も日常的にふんだんにある ことが理 解
される。ただ し、その よ うな環境 にあって も自らが写 真 の展覧会 に赴 くことは少な く、写
真集 を手 に とって見 る機会 は多 くあ って も、それが誰 によって撮影 された ものか といった
ことを意識す ることは非常 に少 ない。生徒たちにとって写真 とは作者 とその作 品を鑑賞す
るもの とい うイ メー ジはたいそ う希薄 で あ り、各 々の好みに応 じてセ レク トした情報 の一
方向的な享受 とい うかたちでのみ 日常生活のなかで機能 して い る存在 である、 と捉 える こ
とがで きそ うだ。

3‐

2.写 真作品鑑賞の実践

上記 の調査 を実施 した うえで「
、美術
年 7月

I」

の授業 として 1時「民の鑑賞活動 を行 った (2011

)。

A3サ イズ

(横 向 き)の 左狽1に

《海のファンタジー》 を印刷 し、右側 に設間を記 したプ

リン トを用意 して、当日に配布。写真作品についての具体的な情報を伝えることは一切な
く、生徒たちは個別に記述 していった。設間 は以下の 3間 。

1

何が写 ってい ますか ? 写 つている ものをすべ て書 きましょう。

2.写 真家 はどのような思いでこの作品をつ くったので しょうか ?

3

あなたは この作品に どんなタイ トル (題 名)を つけますか ?

設問 1に つい ては、生徒全員が「 タツノオ トシ ゴ」 と「貝 (巻 貝 )Jを 記入 した。
「 ホネ
ガイ」 と書 い た生徒 も数名み られた。その他 の記入例 として、「 タコ」「 ヒ トデ」「細胞膜」
「海草」
「サ ンゴ」「マ イマ イ」「ワニ」「アメーバ 」「太陽 の光」「カメ」等がみ られた。
設問 2に つい ては、以下 の よ うな多様 な反応が返 って きた。重複 を避 けて主だった記述
を列記 してみる。
「海 の不思議 と 自然 の美 しさを写 真 で表 して い る」「海が好 きだか ら」「 た くさんの人 に
今 の海 の状況 を知 らせ るために作 った。そ して環境 問題 を伝 えよ う としたの か と思 った。
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海 にはた くさんの生 物が い る」
「 タツノオ トシ ゴが近づ いて きて い る と恋人 の再会 に見 え
る。 この作品 はキ レイな何か を表 して い るのか …」「悲 しい気持 ち (思 い)」 「恋 におぼれ
る複雑 な気持 ち !!」 「 日
音い イメー ジ ?」 「深 い海の奥 にある神秘的な世界 をつ くりたい思
ヤヽ
J。
設問 3に ついては次 の ような 3つ の タイプに記述が分類 される。
一番多か ったのが「海」 とい う言葉 を入れた タイプであった。「海 の不思議」「深 い海 の
中」「海 の仲間たち」「夏 の海J

tt。

次に画面内 のモティー フに着 目した タイプ として「 タ

ツノオ トシ ゴ と貝」「 タツノオ トシ ゴの 出会 い」「双子」 といつた タイ トルが提示 された。
「迷 い」
そ して抽象的イメー ジの タイプとして「化石化 してい くものJ「 僕 の世界」
「涙」
「光J
といったタイ トルが挙 げ られた。
奥をはか った。生
各 自が記述後に各項 目について発表する時間を と り、そ の後、意見交↓
徒 たちは互 い に意見 を聞 きあい、領 いた り吹 き出 した り、様 々 な反応 を示 しつつ 、 自らも
意欲的に発言す る姿勢が全体 を通 してみ られた。そ してひとしきり意見が出揃 った時点で、
教師が作者名 と制作時期 を板書 し、写真家について簡略ではあるがプロフィールを述べ て、そ
のカタログレゾネである芦屋市立美術博物館監修の 『中山岩太
(淡 交社、2003年 )か

MODERN PHOTOG馳 唾ⅥY』

ら年代順 に代 表作例 を示 した。その後、生徒 たちはプリン トの別枠

のスペース に鑑 賞 を通 しての感想 と、写真作 品に対す る興味 の変化 につい てのアンケ ー ト
を記入 して、授業 を終 えた。

3‐

3.成 果 と課題

鑑賞当 日に配布 したプリン トには別枠で「友だちの意見や先生の説明 を聞 い て、あなた
が気 づい た ことや考 えた ことを書 きま しょう。
」 とい うスペース があ り、授業 に参加 した
生徒全員が記入 を行 った。そ こには以下の ような記述がみ られた。
・写真 にも命 が吹 き込 まれてい るんだな と思 った。 タツノオ トシ ゴだけでな く、貝 も同
じ生 き物だか ら生命力があふれているよ うにみえた。
・今 日、初めて知 った人だけ ど、 とて もす ごい人なんだな と思い ました。 こ うい う発想
がす ごい と思った。
・聞 いた事 のない人で よ く分か らなか ったけ ど写真 はキ レイだ と思 い ま した。 これまで
写真 をあま り意識 して見た りはなかったか らまた見てみた いです。
・作者 が地元の写真家 だ と思わなか ったです。他 の もの も見てみたい し、 い ろんな人の
写真 も気 にな ります。
・ 1枚 の写真 で もい ろんな意見があ るか ら、みんなで話 し合 うことはいい ことだと思 っ
た。
・ 自分 の思 ってたの と違 う意見や感想が た くさんあった。人の と自分 の を聞 き比べ てみ
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るの もお もしろい。
身近 にこんな有 名 な写真家の方が い たなんて知 りませんで した。 白黒 ですが とて も美
しく私 は結構好 きです。 また改めて この方 の作品にふれたい と思いま した。
私 は、 この写真 を見て何故か悲 しさを感 じます。最後 の 自然 って感 じが します。私 は、
この写真家 の気持 ちがわかるので しょうか ?

この写真が全国の人に届 くと良 い な と

私 は思います。すば らしい作品なので私 は家に置 いてお きたいです。 この人が もし居
た ら会 ってみたい と思います。私 もこん なすば らしい作 品が撮 りたい です。本当にす
ごいです。だか ら私 は撮 りたい と興味が でて きました。

また、
「 この時間を通 して、写 真

鑑賞の授業を通 して写真作品に対する
興味が変化 しましたか n=29

作 品に姑す る興味が変化 しま した

全 く変 化 は 凛

か ?」 とのアンケー ト結果 は、グラ

かった
とて も興 味が
深 ま った

7%

フとして久のように示 されるもので
あった

(表

1)。

あまり変化は
なかった
21,っ

少 しだが興 味
が 深 ま った
う之,も

表

1

鑑賞後 の感想文か らは、クラスメイ トの多様 な意見 に感心 しつつ も、 自分 の受 け とった
印象 を大切 に して、それを明快 に述 べ る ものが多 くみ られた。 また、作者が芦屋 に在住 し
て活躍 した写真家 だったことに関心 をい だいた とい う記述 も多数あ った。それ らが生 徒 自
身の言葉 でい きい き と記 されて いた こと も、授業の成果 として加味 される事柄 であろ う。
中山が活動 した神戸 。芦屋 を主 とす る阪榊 間は、今 回の鑑賞授業 に参加 した生徒 たちの多
くが住 まう生活圏である。本実践 の ね らいのひ とつが、表層的な名作鑑賞 に終 わることな
く対象 となる写真作 品 と鑑賞者の背後 にある地域的関連性 に気 づ くことで あ った。その点
については一定 の成果 をみることがで きた。 しか しなが らもう一 方で、鑑賞後のア ンケ ー
トか らは課題 も浮かび上がって くる。なん らかの興味が深 まった と回答 した生徒 は全体 の

7割 に留 ま り、残 りの生徒 にとっては、 この授業 を通 して写 真作 品へ の興味 の向上 はみ ら
れなかったか らである。 この 3割 の生徒 たちへ の有効 な働 きかけを、授業 を通 して いかに
構築 してい くべ きかは今後の課題である。
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4.お わ りに
筆者 は今 回、中山岩太 の作品を題材 としたが、その選択 にあたっては必 ず しも過去の物
故作家 のみに固執 して い るわ けではない。 しか しなが ら、現代 の代表的な写真家 で コマー
シヤリズムと切 り離 された状態で地域 と密接 にかかわ りなが ら制作 を行 っている事例 はた
いへ んに少ない。そ して写 真家 お よびその作品の評価 について も、
一 定 の 時間的 (歴 史的)
作用 は求め られるもので あろう。
その よ うな事柄 を考 え合 わせての題材選択 で あ ったが、モ ダニ ズム期 の阪神 問お よび関
西圏 はす ぐれた写真家が輩 出 した写真史上の豊穣期 にあた り、中山以外 にもこの 時期 にl舌
躍 した写真家は幾人 も存在す る。そ してその写真家 たちの影響 は関東や東海、山陰、九州
等 の広範 な地域 に及んで い る。その点 も踏 まえなが ら、今後 は阪神 間に限 らず異 なる多様
な地域 におい て も教育実践の機会 を得 るよ うに努 め、写 真作 品に よる鑑賞教育 を試みて い
きたい と考える。
主
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