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幼児教育 における玩具 を用 い たオー トマ テ ィズム絵画製作 につい て
一―保育者養成校での造形実践の事例を中心 に一―
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1.は じめに
筆者 はかつ て図画工作科 ・美術科 の専科教員 として特別支援学校 に勤務 して い た。そ こ
は小 学部 。中学部 ・高等部か らなる特別支援 学校 で、学級担任 とは別 に独立 した専科
(音

楽科、美術科 、養護 ・訓練科 )が 全学部の担当科 目を受け持 つ とい う、並列 の授業体制 を
とっていた。 しか しなが ら筆者 が赴任 して数年後、勤務校 の運 営方針 の見直 しによ り専科
制度が取 り止め となる。専科教員はそれぞれ所属学部 に配当され、テ ィー ム ・テ ィーチ ン
グ制 による学級運営 の一員 となった。筆者 はそこで中学部、その後 は高等部 で学級担任 を
持 ちなが ら、所属 学部 の美術科 の授業 を担当することとなる。その授 業実践 の なかで、中
学部 2年 生の担 任時に クラスの生徒 を対 象 として、玩具 を用 い ての新 たな絵画製作 に取 り
組んだ。
その ときの実践 は「玩具 によるオー トマ テイズム絵画 と障害児 の造形活動」 (以 下、「玩
具 による造形活動」 と表記する)と 題する教育論文 として、筆者が所属す る美術教育 の学
会誌 に発表 した。その後、他 の造形実践 とともに加筆修正 した もの を自身の論集 に収録す
る作業 を行 い、先年 ようや く上梓 した。

1

実践 の題材名は「 とびはねる馬 のお もちゃで絵 をつ くろ う」 とい うもので あ った。そ こ
で用 いた玩具 は、競走馬 をかた どった色 と りど りの小 さなプラステ イック製品 で、近 隣 の
雑貨店 の店頭 にて大量 に、かつ安価 に販売 されて い た ものである。
それは空洞 になった馬の本体 に蛇腹の仕掛 けが装着 された もので あ り、そ こか らビニー
ル製 の細 い管が外部へ と延 びて、小 さな卵型の手動式ポ ンプヘ と連結 されて い る。ポ ンプ
を押 した り握 った りして ビニー ル管か ら本体 へ と空気 を送 り込む と、その圧力で蛇腹仕 掛
けが伸 びて、お もちゃの馬の後脚 を動かす。ポ ンプ を繰 り返 し押 しつづ ける と仕掛けの伸
縮が繰 り返 され、それが動 力源 となってお もちゃの馬が跳 びはねなが ら前進 す るとい う、
いたってシンプル な仕組みの玩具である。
知的障害 を中心 にさまざまに重複す る障害 を持 つ生徒 たちのいるクラスで あ つたが、ほ
とん どの生徒 たちはその題材 に高 い関心 を示 して取 り組み、大 い に楽 しみなが ら共同製作
としての絵画 を完成 させ ることが出来 たのである。 この経験 を得 て、機会があれ ば同校 の
小学部 の妃童 たちや高等部 の生徒 たちにも実践 してみた い と考 えて い たが、職場異動 にと
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もない、残念なが ら同校での実践 はで きな くな って しまった。
そ こで異動先 の短期大学 にて実践の機会 を設けることで、あ らためて玩具 を用 いた絵画
製作 にチ ャレンジす ることとなったのである。本論 はこの よ うな経緯 を踏 まえた うえで、
前任校である保育者養成 の短期大学 の授業 における、オー トマ テ イズム絵画製作 の実践事
例 を中心 に、保 育 な らびに幼児教育 に携わる ことを志望す る学生 を対 象に考察 した もので
ある。
本論 は幼児教育 における造形活動の題材 としてのオー トマ テ イズム絵画 の魅 力 と可能性
について論及す ることを企 図 しつつ 、事例研究 をより深 める観点か ら美術史お よび美術教
育史の根」
面か らも検討 を加 える ことをね らい とした、ひとつ の ささやかな試みである。

2.金 山明のオー トマテ ィズム絵画につい て
2‐

1.金 山明のオー トマ ティズム絵画の基調

ヽ
と
理学用語であるオー トマ テイズ
元来、 自動記述あるい は自動現象 を意味する生理学 ・サ
ム について造形的な狽1面 か ら概 観すれば、フロイ トの影響下 でこの現象 を表現へ と応 用化
したフラ ンスの詩人 であるアン ドレ・ ブル トンを盟主 とす るシュル レアリス トたちの動向
に関心 を払 うことが まずは前提条件的な作業 となるで あろ う。マ ックス ・エ ル ンス トやア
ン ドレ・マ ッソンといったオー トマ テイズムの要素 を積極的に絵画制作 に取 り入 れたシュ
ル レアリス トを挙 げて、かれ らの発想のス タイルやユニー クな技 法 につい て考察する こと
は魅力的な課題 にはちが い ない。だが、それについてはここではひとまず措 いておこう。
ヽ
と
に ヨーロ ッパ で活躍 したシユル レアリス トたちは、第二 次世界
戦前期 の フランス を中′
大戦 の勃発 によって、大 挙 してア メリカヘ と渡 る。 つ ま り、 1940年 代前半 の シュル レア
リス トたちの亡 命 によって、オー トマ テ イズムはヨーロッパ半島か ら北アメリカ大陸へ と
移植 される ことになる。そ してオー トマ テイズム はシ ュル レアリスムの影響 か らも脱 しな
が ら、かの地でジャクソ ン・ポ ロ ックに代表 されるアクシ ョン・ペ イ ンターたちによる有
効 な表現手段 として再 び新 たに活用 される こととなるので ある。
拙論「玩具 による造形活動」ではオー トマ テイズム による絵画表現 を、アメリカのアク
ション・ペ イ ンテ ィングか ら、戦後の 日本 における重要な前衛芸術 グル ー プである具体美
術協会 (以 下、
「具体」 と表記す る)へ と至 る動向 のなかに捉 えた。 なかで もと くにオ ー

トマテイズムとの関連 の深 い「具体Jメ ンバーである金山明 (1924‑2006)の 活動に注
目した。金山は世界的にみて も、最 も早 い時期に玩具 を用 いて絵画制作 を行 った類稀 な
アーテイス トである。
そ こで本論が依拠す る、オー トマテイズム絵画の基本的認識事項 となる金山明の作品や
その制作方法について、最低限のイメージの共有 は欠かせない ものとなって くる。そのた
めに「玩具による造形活動Jよ り、基本的なイメージの「解説」にあたる記述を、図版 と
｀
ともに以下に引用する。
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筆者 が実見 した金山明のオー トマ テイズム絵画 は、 タテ 183cm× ヨコ 277cmと い
うかな り大 きなサイズの、1957年 に制作 された (作 品)と のみ題 された タブ ロー だっ
た。 白色 の ビニール素材 の支持体 に赤 ・黄 ・青 の三 原色 の塗料 が幾重 に も線条 に連 な
り、 さらにその上か ら黒 い塗料 による線条が画面のほとんどを覆 う よ うに重 ね られて
い た。
一見、ポ ロ ックの ドリッピングを想起 させ るが、その枯線 は どれ も均一か つ繊細 な
ため、な ぐり枯 きの激 しさとは姑極的な、ある種の理知的な静訛 さをその画 面 はたた
えていた。 [図 1]

図

1

金 山は玩具の電気 自動車 で枯画 した この よ うな絵画 を、 1957年 か ら「 具体」 を退
会する 1965年 まで制作 し続 け た。それが いつ 頃の ものなのかは筆者 には特定 で きな
いが、金山のオー トマ テイズム絵画 の制作 の様子 を記録 した写真が残 されて い る。そ
れによると車体 の後部 に塗料 の健 を積 んだ玩具 の 自動車が軽快 に疾走 してお り、そ の
缶
荏か ら流れ落 ちる塗料が 自動車 の動 いた軌跡 をその まま支持体上 に残 して い ることが
明瞭に理解 される。 また この玩具 の 自動車 には中央部 に複数個の乾電池がセ ッ トされ
て いて、それが動力源である こと も推察 される。 [図

2]2

⊂ 予

図
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この引用箇所 か らで も金 山明 の試み とい うものが 、 い かにユニー クで先 駆 的 な もので
あ ったかが伝 わるであろ う。「玩具 による造形活動 Jに お いて筆者 はつづ く文脈で、
「具体」
の リー ダーである吉原治良による金山へ の評言お よび美術館学芸員の尾崎信 一 郎が行 った
金山へ のインタヴューを引 いて考察 を重ねて い るが、 ここでは措 く。
本論 では「玩具 による造形活動」執筆後に、筆者が新 たに得 ることので きた金 山に関す
る知見 の うち、以下 の 3点 にお いてそれぞれ簡潔に述べ てい きたい。

2‐ 2‐

1.藤 野忠利 の金 山明へ の視座

ひ とつ めは造形作家 の藤野忠利 による ものである。1936年 生 まれの藤野は、 1962年 に
「具体」 の主軸 メンバーの一 人だ った 白髪 一雄 と出会 い、白髪の死去 (2008年 )ま で師弟
関係 を結ぶ。その 白髪 の薦め もあって、藤野 も 1965年 か ら 1972年 の「具体」解散 まで展
覧会へ の 出品をつづ けた。 この ように「具体 Jと 関 わつた藤野 はその後、 自身を「具体探
検家 ア ー ティス ト」 と称 して、メ ンバ ーヘ の 聞 き取 り取材 を行 い、2004年 の夏 にその 資
料 をパ ネ ルに仕 立て、大阪 の「ス タジオ ・アー カ」 にお い て展示 して い る。2011年 には
それ らの資料が一冊 の書籍 として まとめ られたので、そこか ら金 山の作 品制作 につい ての
記述部分 を抜粋 してみる。

金山さんはオモチ ャの 自動車に フェル トペ ンを取 り付 けた り絵 の具 の入 った缶詰 めを
つ けてキャンバ スの上 を走 らせ るので知 られて い る。金山さんの弟 は、大阪南 区谷町
人丁 目、上六の ま横 にある妙法寺のお坊 さんである。そ この離れに四畳半 の茶室があ
る。そ こが金山さんのア トリエ で あ った。 (略 )そ の 頃金 山さんはそのア トリエ に木
枠 の大 きなオモチ ャ箱 を作 り、中にキャ ンバス を敷 いて、オモチ ャの 自動車や タンク
を電池仕掛けで走 らせた。 この オモチ ャはフェル トペ ンや絵の具 をつ けた筆 などが取
り付 け られ、全 く機械的に走 らせ る事 によ り、 さまざまな曲線や直線 を描 く行為が試
み られた。木枠 にぶ つかったオモチ ャはその反動で また向 きを変 えて走 り出す。何千
回 もこれを繰 り返 し、キャンバスの上 に走 る曲線 は見事 なア ンフ ォルメル とな り、 ま
さに反芸術作 品である。
西欧的な美術表現の概念に囚われない全 く違 った物が生み出された。何で もない子 ども
の遊びを、真父Uに 絵画の世界に取 り入れ、遊びをキャンバスの上 に演 じた人である。3

ここで藤野は当時の金 山明の制作空間についての貴重な聞き取 りを行 っている。そこが
工場用地のような無間にひろい空間ではな く、
「四畳半の茶室」 とい う小 さな空間をア ト
リエ として使用 していたことは大切なポイン トである。限定された狭 い空間であるがゆえ
に、その囲われた空間のなかで玩具を動か して遊ばせるとい う発想がうまれ、そ こか ら偶
然による線描の軌弥を作品へ と展開させる (試 行錯誤 も含 めた)面 白さへ と金 山を導 いた
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と考え られる。
藤野 の引用箇所、そ の最後 の一 文、「何 で もない子 どもの遊 びを、真剣 に絵画の世 界 に
取 り入れ、遊びをキャ ンバスの上 に演 じた人である。
」 も、非常 に効 いてい る。 表現 に対
して常 に理知的であ りなが らもけっして醒め きった冷やか さを感 じさせ ず、 さらなる絵画
世界 の可 能性 を求めてひたむ きで あ った金山の姿 を、その一文 は紡彿 とさせ る ものである。

2‐ 2‐

2.小 沢剛による 《醤油絵

ついて

(金 山明)》
̀こ

次に藤野の世代か ら30年 程隔たった、1965年 生 まれの現代 アーテイス トである小沢剛
の絵画作例について触れてみたい。
小沢は 1999年 に開催 された「第 1回 福岡アジア美術 トリエ ンナー レ」 の 日本代表に選
出され、会場 となった福岡アジア美術館にて 《
醤油画資料館》 とい うインス タレーシ ョン
へ
を発表 した。自ら設計 した仮設的な建築物 =ン貝料館 の各部屋 に中世 ・近代 。現代 の絵画作
品を展示 したもので、展示 された絵画 も小沢 自身が醤油で描 いた模写 であった。たとえば
中世のスペースでは曾我請白の達磨の掛け軸を展示 し、近代の コーナーでは高橋由―の豆
腐図や岸田劉生の麗子像 を、現代の部屋 では草間輛生の増殖す るファルスを、描画材 に醤
油 を使用 して制作 ・展示するとい う奇抜な作品 三空間を現出させて、大 いに観衆 の度肝を
抜 いた。
小沢はその後 も同様の コンセプ トで単体 としての作品制作 を行 い、2004年 には 《
醤油
画

(金 山明)》

を完成させる。その作品は諺賀県立近代美術館が購入 し、同館 の コ レクショ

ンとして収蔵されてい る。同館 のホームページ上の収蔵品目録 をみると、同作 には「分類

:

現代美術」「種別 :油 彩」「材質・技法・形状 :醤 油、膠・画布Jと いった項 目が記 され、
「作
品解説」 として以下のような情報が公開されている。
1954年 に関西で結成された前衛芸術家集団「具体」の代表的な作象、
金山明の 《
Work
1961》

(本 館蔵)を

引用 した小沢阿Jの 作品である。金山は、絵筆ではな く、絵具 を滴

らせて走 るリモ コンカー を使って絵画を制作 し、具体の リー ダー吉原治良の「人のマ
ネをするな。今 までにない ものを作れ」を合言葉に数 々の大胆な実験 を繰 り広げた具
体 のなかで、最 もユニークな試みの一つ として評価 されている。小沢の作品において
も、醤油を入れた缶 をモニ ターカーに乗せ、醤油 を ドリッピングさせて描かれている。
このような作品を制作する際、小沢はオリジナルの作品を徹底的に研究 し、制作 に臨
む。表面 に描かれたイメージは言 うまでもな く、使用 されたキャンバスのメーカーや
品呑、木枠の仕様などについても詳細 に調査 し、可能な限 り同様の素材 を準備す る。
また原作者の金山明にも面会 して、現存 しない リモコンカーについてのインタビュー
を行 う。こうした調査過程を含めて小沢の作品であ り、
小沢の醤油画 とい うフィルター
を介 して、金山明の仕事 の重要性が結果的に浮かび上がることになるのである。4
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小沢が聞雲 に過去の作品の「引用」 =再 制作 を行 っているのでは ない、 とい うことは上
記 の引用文か らも明 らかである。小沢は絵画表現 の歴 史を見渡 した うえで金山明 の重要性
を認識 ・評価 し、敬意 をもって 自身の制作 に組み入れてい るのである。そ こに小沢剛の表
現者 としての誠実 さと明晰 さが うかが われ よう。

2‐ 2‐

3.林 道郎 のグラフ ィック論から

さいごに美術批 評家 の林道郎 に よる評言 を一 瞥 してお こ う。2012年 の秋、東京 国立近
代美術館 の 開館 60周 年記念事業 の一 環 と して「実験場

1950s」

展が開催 された。その展

覧会 にあわせて同名の論文集が刊行 されるが、そ こに掲載 された林のテクス トに金山が登
場 してい るのである。
美術 に限定せず、文学、写真、映画 といった多 ジャンルにまたがる論考 によって、 日本
の 1950年 代 を多角的に読み解 くことを企図 した論集 にお い て、林 はグラフイック・ デザ
イ ンの動向をあ らためて捉 え直そ う としている。
林 のテクス トでは、戦後 の混乱期 を経て、高度経済成長 を加速化 させて いった社会 の 自
己表現 として、あるいはその実現 の媒介者 の役割 を果たす もの としてグラフイック・デザ
イ ンがあった、 とい う前提が示 される。その うえで林 は「 グラフイック圏Jと 呼 ぶべ き空
間で視覚表象にかかわる表現の現場が熱 く交錯的に形成 されて いったのが 1950年 代 だっ
た として、現在 にお いて再考 に値す る重 要 な表現者 を順 久召喚す る。 岡本太郎、河原温、
山下菊二 、そ して「具体 Jの 作家 のなかで もとりわけ金山明 と田中教子 の存在 につ よ く喚
起 を促す のである。 この よ うな文脈 にあることを押 さえた うえで、金山に対す る林 の次の
評言 をみてお きたい。

〈
具体)の メンバーだった両者、 ことに金山は、当初か らリー ダー吉原 の美学 とは
ズレを感 じていた作家であ り、その玩具の トラックを使ったポ ロック流の抽象絵画
の制作 は、グラフイックな行為がその起源において招 き込まざるをえない運命にあ
る「模倣」
「複製」 といった現象を、あ っけらかんとした直接 さで実演 してみせた
のだった。自由を信 じる主体 は、機布 によつて上書 きされ、その ことを通 じて、
「自
l夜

由」の ドラマが英雄的な達成ではな く、むしろ、遊戯の領域 として再規定 されるか
のようだ。調和的な秩序か、無政府的な個人の自由かとい う相補的な二項対立に風
穴を開ける「遊戯」 としての層が、 このような試みを通 して、グラフイック圏に重
b
合させ られたと言つてもいい。

金山のオー トマ テ イズム絵画 について触れ たテクス トとしては、最新の文献 と呼べ るも
のであろう。そ して林のね らい は、ただ単 に作家論 として金 山の絵画表現の特質 を述べ る
といったところにあるのではない。戦後、新 しく形成 された都市大衆によって支 えられる
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と同時に、その大衆に向けて深 く文化的な影響 を及 ば して きたグラフイック ・デザイ ンと
い う視覚表象 の文化 の系譜上 に、金山のオー トマ テ イズム絵画 を組み込 もうとしてい るの
で ある。
この系譜にお いて、玩具 を用 いて軽や かに刻 まれた「線J=グ ラフイックは、狭義 の美
術 ・デザインといった範疇 を逸脱 して、 よ りひろい文化活動 にお け る「遊成 の領域」 に特
権的な地位 を占めてい るのではないか。その ことを林の論 考 は、ある種 の大胆 さをもって
示唆 して い るのである。

3.短 期大学での実践事例――共同製作 「絵の具あそび :カ エルの さんぽ」
ここまではオー トマテイズム絵画 の重要なモデルとなる金山明の表現について、
「玩具
による造形活動」の当該箇所を補 うか たちで考察 を行 って きた。それでは以下において、
保育者養成を担 う短期大学で実施 されたオー トマテイズム絵画製作 の実践事例について検
討 してい きたい。
実践対象は兵庫県 ・阪神間にある女子短期大学の幼児教育学科 Ⅱ回生の うち、選択科 目
「造形表現 Ⅱ」 を受講 した学生である。実施時期は 2010年 6月 24日 、同科 目の授業内の
1コ マ (90分 )を 使 って実施 した。
まず授業 の事前準備 として図工室の 6人 掛けの作業台を縦に 2台 つなげて新聞紙を敷 き、
その上か ら自の ロール紙 を覆った。今回の実践では、 この縦幅 90セ ンチ ×横幅 400セ ン
チの白色 ロール紙が作品の支持体 となる。そ して着色に使用する描画材には、扱 いやす く
発色 も鮮やかなアクリル絵 の具を用 いることとした。色数 としては青 。水色 ・黄緑 ・黄 。
オレンジ・ピンクの 6色 を選び、それぞれ水 で溶 いたものを紙皿に注 いで、支持体の上に
適当な間隔をあけて並べ置いた。 [図 8]

fr ttF轟 謀

図

.

3

製作 にあたってポイン トとなる描画道具 の玩具 について、今 回は カエ ルをかたどった市
販 のお もちゃ (商 品名は「 エ アぴ ょんガエ ル」)を 使用 した。 これ も「玩具 による造形活動」
の際に使用 した競走馬の玩具 と同様 に、安価 で容易 に入手で きる ものである。仕掛 けは単
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犬態 の後脚部が ゴム製 となっていることが 、競走馬 タイプ
純 で、カエ ルの折 りたたまれた】
「遊び方 :ホ ー
との相違点 として挙げ られる程度である。商品に封入 されていた説明書 には、
スでつ ながれたポ ンプ を握 りこむ と空気 の圧 力 でカエ ルの後脚部が ぐ〜 ん と一気 に伸 び、
」 と、明瞭簡潔に記 されてい る⑤
勢 い よ くジャンプ します。
今 回の実践 にあたって、受講学生 には事前 に「絵の具あそび」 をす る、 とい う告知 のみ
であった。学生 たちは筆や ロー ラー、あるいはフ イ ンガーペ イ ンティ ングによる活動 を予
想 していた ようで あ った。当 日、学生たちにお もちゃを使 って絵 をつ くる とい う活動内容
を伝 え、カエ ルの玩具 を提示す ると、彼女 たちにとって もは じめて試 みる活動 とい うこと
ヽ
で、一様 に高 い興味 ・関′
と
を示 した。
そ して製作活動 に入る準備段階 として、別の作業机 の上で実際に玩具 を動か して遊ぶ時
間を確保 した。
「め っちゃかわいい」
「 なんか懐か しい」「小 さい時 に、弟 と遊 んだことが
ある」「あ ら、 この子、思 った よ りも跳ね るわ ―」等 々、学生たちは日 々 に感想 を述 べ な
が ら積極的に玩具 とのかかわ りをもった。 [図 4]

図

4

次に この活動が保育や幼児教育 の現場 で行 われる共 同製作 を想 定 してい ることを述べ 、
学生 には幼児 の気持 ちにな って 自ら楽 しみなが ら取 り組む よ うに伝 えた。そ して今回の実
施時期が 6月 であることか ら、梅雨 とい う季節 をあ らためて喚起 させ た うえで、題材名 を
「絵 の具あそ び :カ エ ルの さんぽ」 とした 旨を述 べ た。そ うした説明 の後、学 生 たちに、
支持体 の上の絵 の具 の入 った紙皿は何か と尋ねた。その問 いかけに対 して、彼女たちは即
座 に「水 たま り !」 と反応 した。
この よ うなや りと りが な された後 に、
「 それでは色 と りど りのカラフルな水 た ま りに、
元気 よ くカエ ルを飛 びこませて、 自由に散歩 させ てみ よ う」、 と授業者が呼 びか けて、学
生たちは活動 を開始 した。
現実的には自然 な環境下で、 ピンクや レモ ンイエローの水 たま りな どはあ りえない。 し
か しなが ら、カエ ルの玩具 に触れる こと、その名詞 の入 つた題材名が提示 された こと、実
施 の時季等、 い くつ ものイメー ジが重 なる ことで 、紙皿のなかの ピンクや レモ ンイエロー
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の絵 の具が「水 たま り」 として認知 されて くるので ある。 この よ うに姑象 を他の ものにな
ぞ らえて表現す ることは「見立 て」 と呼 ばれ、芸術表現 の一 つ の技法 として も古 くか ら用
い られてい るものである。そ して この見立 てを援用す ることは、本題材 に とって も、その
導入 にあたってたいへ ん有効 に作用す ることが確認 された。
活動 を開始 した学生たちの様子 をみて い ると、は じめの うち は玩具 の扱 い も不慣れであ
り、絵 の具 のはね返 りを恐れて腰が引けて しまい、カエ ルの動 きもかな りぎこちない もの
で あ つた。 [図 5]

図5
しか し、 しば ら くす る と操作 の コ ツをつ かむ学 生 が徐 々 に増 えて い き、 つ い に は全 員 が
カエ ルの 玩具 を 自分 の思 い 通 りに コ ン トロールす る術 を身 につ けて い った の で あ る。 そ れ
に と もな って学 生 同士 で の コ ミュ ニ ケ ー シ ョン もよ り盛 ん にな って い った 。 もはや授 業 者
の指示 はほ とん ど必 要 が な くな り、彼女 た ちの活動 の 様子 を見 守 る こ とに徹 す る段 階へ と
移 行 して い った。
そ のなかでい くつ かのユ ニー クな活動が観 察 された。活動 当初 、玩具 の カエ ル は各 自にひ
とつ ず つ渡 されて い たが、授業者 は予備 として受講学生数 よ りも多 くの個 数 を用意 して い た。
す る と学 生 の なかか らひ とつ の カエ ルで は飽 き足 らず、 日ざ と くス トック分 の玩具 を見 つ け

ては、その使用 の許可 を求めるものが現れ た。そ して「わた しは二刀流 よ I」 と周囲に
アピール しながら、両方の手で巧みにカエルを操作 し、支持体の余白スペースに向かって勢
いよく玩具を跳ねさせては、絵の具の痕跡を残 してい く姿がみられたのである。 [図 6]

図

6
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また別の場面では、オレンジの絵 の具 の紙 皿にカエ ルを浮か ばせていた学生が 、ふ と思
いついたように「わ―い、 ここは温泉が出ているみたい。 いい湯だなあ―」 と演劇的な身
振 りを交えなが ら嬉 しそ うに声 を挙 げた。す ると、周 りの学生たち も「わた しも温泉 に入
りたい―」 と一斉 にその紙皿のポイ ン トを目指 して殺到 した。そ して瞬 く間に玩具のカエ
ルで密集状態 となったオ レンジの紙 皿は「温泉」 と呼ばれるポイ ン トとなったのである。
つづいてそこでは、誰か らともな く、にわかに幼児 の遊戯 の見立てである「押 しくらまん
じゅう」が カエ ルを用 いては じま り、学生たちは自ら思 いついたその遊びに大騒 ぎで興 じ
ることとなった。 [図 7]

図

7

それか ら次 々 にその他の紙皿ポイ ン トヘ の名付 け行為が行われていった。青 の絵 の具 の
紙 皿は「海」、水色の紙皿は「泉」、責緑 は「高原」 といった具合 に。そ うして彼女 たちは
「 ツアーJと 称 して、各ポイ ン トを玩具のカエ ル とともに集 団で巡礼す るとい う活動 へ と
展開させていつた。活動当初 はこわごわ と小 さな動 きしか示せ なかった学 生たちであるが、
活動 の終盤にはす つか りとリラックス して相互でのや りと りも楽 しみなが ら、活発 な動 き
で玩具 を用 いた絵 の具あそ びに没入す る姿がみ られた。 [図 8]

図
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この ように十分 に学生たちが楽 しんだ様子 を確認 した授業者 は、全体 に声 をかけて絵 の
具 あそびの活動 を収束 させた。そ して支持体 に描画 された絵の具が乾 くまでの時間の確保
も兼ねて、全員で描画道具 となったカエ ルの玩具 に付 いた汚れを洗 い落 した り、支持体以
外 の机や床面等 に飛び散 った絵 の具 を丁 寧 に拭 きとるといつた後片付 け活動 の取 り組みヘ
と移行 した。
こ う して今 回の共同製作 による「絵の具あそび :カ エ ルの さんぽ」 は完成 した。 [図 9]
後片付 け と掃除を終えた学生 たちが作 品の周囲に集 ま り、鑑賞 を行 って授業 を終 えた。活
動 をは じめる前の、真 っ白だった ロール紙が、単純 な仕掛 けの玩具 を使 って絵 の具あそ び
を楽 しんだ結果、予想 もしなかった無数の色の線 と交錯 した色斑が響 く絵画へ と変貌 した
ことに、受講 した学生 たちは感嘆 の声 をあげ、 自身の活動 に対 して充実感や満足感 といっ
たポジティブな感情 を抱 くことがで きた ようで あ った。

図

9

課題 を挙 げ るとすれ ば、活動 にかかわるス ペース と対象人数 の 点 で あろう。 もっと も、
このことは今 回の題材 に限った ものではな く、他 の多 くの題材 に も共通す る課題 ではある
のだが。本実践 は短期大学 の 工回生 に開講 された選択科 日であ ったが ゆえに、受講 した学
生の数 も少数であ ったことが結果的に幸 い した といえよ う。 しか しなが ら、少 々汚れて も
か まわない大 きなスペースがあれば、直接床面 に支持体 をひろげる ことで、かな りの人数
にも姑応 はで きるはずである。その際に支持体 となる素材 は ロール紙 に限る必要性 はな く、
状況 に応 じてダ ンボール紙や布 といった選択 も当然 なが ら可能である。
本実践 は保育や幼児教育 の現場 を目指す短期大学生 を対 象 に展 開 された ものであったが、
玩具 によるオー トマ テ イズム絵画 の製作 とい う題材 に取 り組 むにあたって、その意義は十
分 にあった とい えるものである。
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4.大 田耕士の 「版画」思考 に触れて
さきに筆者 は林道郎のグラフイック論か ら、金山明のオー トマテイズム絵画が発する刻
線の遊成性についての指摘 に注目した。林は同論 で、金山や同時代 のアンフォルメルの作
家たち、またその周囲にいた前衛書道家たちの多 くがグラフイック圏の一層を構成 してい
ると述べてお り、その文末の脚注で、
「
「刻むJと い う意味でのグラフイックとい う観点か
ら言えば、版画にこそ、その典型的な交錯点があるはずであ り、事実、五〇年代 における
6
版画の隆盛は、本論 の視点に とっても重要な問題」であると補足 している。

残念なが ら林の問題指摘は以上でとどまっているのだが、この注釈が有効 な補助線 と
なって、筆者の実践 した「絵の具あそび iカ エルの さんぽJに 、一人の版画家が接続 され
ることになる。 日本版画運動協会の中心的存在であ り、戦後の版画教育に大 きな足跡を残
した大田耕士 (1909‑1998)で ある。以下では美術教育者 とい う狽J面 か ら大田耕士 の活
動 を振 りかえり、本論で提示 した「絵の具あそび」の実践 を、
「版画」 とい う視座か ら照
射 してみよう。
1949年 に日本版画運動協会が結成され るが、飯野農夫、滝平二郎、鈴木賢二 らととも

に大田耕士 もその中心メ ンバーだった。同会 は機関誌 『版画運動Jを 発行 し、1950年 に
は複数名の版画奈による集団的な制作スタイルの「群作」で注 目される等、旺盛な活動を
示 した。その後、大田は版画教育の活動にも力を注いでいった。このような大田の美術教
育者 としての成果 として、大田が編者 となって 1984年 に刊行 された大判の指導書 『やさ
しい版画教室』が挙げられる。
この指導書 の「 まえが き」に大田は、
「この「やさしい版画教室Jは 、どのクラスの人も、
みんな入れる大 きな大 きな教室です。そ して、たの しく、みんなで、版画をつ くりましょ
7こ

」 と記 している。
う。

の時点での大田の肩書 は、日本教育版画協会委員長である。大田

を含 め 10名 の執筆者 の解説に よってこの指導書 は成立 してい る。大田を除いた 9名 は全
員が東京や千葉、神奈川の小 ・中・特別支援学校 の現場教員 (退 職教員 1名 を含 む)で あ
る。「紙 はんがのつ くり方」か ら「バ レンのつ くり方」まで、11の 章立 てで木版画、ステ
ンシル、エ ッチ ング等 の技法が多 くの図版 とともに、やさしい言葉づかいで解説 されたも
のである。
そしてなによりも筆者が同書において意 きつけられるのは、巻末に収められた大田自身
による「はんがのはなし」 と題 された一文である。それは彼が想定する子 どもの読者に向
けて、久のように語 りかけられている。
版画 のは じま りは

うつ る"と い うことの発見か らです。

人間がなか まをつ くって、狩 りを して くらしていた、石器時代 の ことです。動物 の
姿 を見つ け る前 に、 これはシカの足あ と、 これはイノシシの足あ と、 これはクマ 、 こ
れはキツネ、 これはウサギ、そ して、 これはなかまの人間の足 あ と、 と見分 ける こと
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は、だい じな、だい じなことで した。
また、森の中、山の中を歩 きまわる とき、 日印に泥 を手 につ けて、木や岩 に、手型
をつ ける こと もあ ったで しょう。 この足 あ とや手型 は、型 押 しの版画 です。み んな、
くらしにむすびついた、だい じな ことで した。 (略 )
版画がお もしろいの は、 うつ ること、 うつす ことがお もしろいだけでな く、 うつす
ことについて、考 える こと、 くふ うす ることがた くさんあって、それがたの しい とい
えます。
みなさんは、雪 で版画が で きるかな、 と思 ったことが あ りますか。8

このあ と大 田は真 っ 白な雪原に足跡 をつ け ることがで きたな ら、
「 これ も版画です Jと
何 らの躊躇 もな く言 い切 るのである。
そ こに脈打 つ大田の 明快 な「版画」思考 は、 まさに金山明のオー トマ テ イズム絵画 の造
形思考 と通底す るものである。そ して当然 なが ら、筆者 が実践 して きたオー トマ テイズム
絵画製作 の基 底部 にあるもの とも、それは等 しく重 なる ものである。

5.お わりに
短期大学の学生 を対 象 とした実践活動 を中心 として、
「具体」 グループの金 山明の先進
的な絵画表現 と美術教育者 の大田耕士 による「版画」思考 とを接続 しなが ら、幼児教育 に
おけるオー トマ テイズム絵画 の意義 とその可 能性 を考 察 して きた。
泥のつい た手 を岩肌や樹 の幹 に押 しあてた り、雪原に足跡 をつ け る活動 を、大 田は「型
押 しの版画」 と呼 んだ ように、本実践 の「絵 の具あそ び :カ エ ルの さんぽ」 もまた、幼児
教育におけ る玩具 を用 いた型押 し=ス タ ンピングによる版画活動 として捉 える ことも大 い
に可能である。
筆者 は現在、大学 とい う教育現場 で造形分野 の実践 を試行 錯誤 して い る立場 であるが、
やは り実践 を行 うにあた っては、それが深 く思考 した結果 として面 白 くて心地 よい ものに
なった と き、そ の実践 の成果は一段 と有効的価値 を増す と感 じて い る。おそ らく教育実践
とは、その試行錯誤 の果 て しなき追求であろう。先駆者 ・金 山明の姿か ら筆者 はいまもな
お示唆 を与 え られてい るのである。
ささやかな実践 か らの考察 ではあったが、幼児教育 におけるオー トマ テ イズム絵画製作
の教育的意義は十分 に認め られるものであ り、今後 もさらに多 くのアイデアが加 え られる
ことで、 この題材 のヴァリエー シ ョンが ます ます洗練 され、多様 にひろがってい くことを
願 うもので ある。
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