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はじめに 
筆者はアーティストとしての活動を行う中で、「鑑賞」
行為に興味を持ち、研究と実践を行う中で「対話による
美術鑑賞」が、日本の美術館での美術教育において、非
常に大きな影響力を持っている印象を受けた。「対話に
よる美術鑑賞」は、従来の知識供与型の鑑賞行為を拡張
し、主体的な学習法に応用できる優れたシステムである
が、それを応用した新たな鑑賞の可能性を創造できない
かと考え、鑑賞する個人の現在の在り方を起点にする視
点と、個別の対話を推奨する鑑賞プログラムを考案し、
様々な美術館や展示場で実施してきた。以下はこれまで
の研究と実践を時系列に沿って紹介したものである。 

「対話による美術鑑賞」とは 
今回の実践のテーマとなる、「対話による美術鑑賞」に
ついて、藤田令伊の「アート鑑賞、超入門! 7つの視点」
1を引用し、最初に簡易にまとめておく。 
「対話による美術鑑賞」とは鑑賞教育の方法論であり、
「VTC」 と「VTS」という２つの源流がある。「VTC
＝Visual Thinking Curiculum」は、認知心理学者アビ
ゲイル・ハウゼンの研究を基礎とし、80年代にニュー
ヨーク近代美術館（MoMA）で開発された。ハウゼン
は、70年代から2000人にも及ぶ人々から丁寧な聞き取
り調査を行い、美術鑑賞をレベル別に分類した。ハウゼ
ンの研究に注目したフィリップ・ヤノウィンは、同僚の
アメリア・アレナスとともに館の鑑賞教育の中身を一新
し、その結果、VTCが生まれたという。 
VTCは、知識を与える美術教育とは異なり、自発的で能
動的な学びを目指すものである。少人数のグループで鑑
賞し、唯一の「正解」を求めるのではなく、進行役のさ
りげないリードのもと、作品を見て気がついたこと、考
えたことを自由に語り合う。その中では観察力、コミュ
ニケーション力、創造的思考が高められ、さらに鑑賞力
だけでなく、学力全体の向上、社会的スキルの鍛錬、人
間形成の促進など、広範な効果が認められている。ヤノ
ウィンはその後ハウゼンとともに、VTCをさらに発展さ
せて（VTS＝Visual Thinking Strategies）をまとめた。
VTC、VTSは美術教育に大きな影響を与え、現在にいた
るまで美術鑑賞の一種の世界標準になっているという。
VTC、VTSを参照して日本で考え出されたのが、「対話
による鑑賞教育」であり、鑑賞者相互の対話と、自由な
発想が重視されている。近年、このようなメソッドを採
用する美術館も増加し、かつての知識供与一辺倒のガイ
ドからは様変わりしているという。 

このことから、本論では、日本各地で行われている、
VTCやVTSを基礎にもつ、複数の他者と対話を軸とする
従来型の美術鑑賞のを総称し、「対話による美術鑑賞」
と呼ぶことにする。 

実践の前に 
まずは、実践を行うきっかけとなった試作プログラムを
紹介したい。それは、「大地の芸術祭」2の常設作品を対
象にしたもので、他者とコミュニケーションを取らず、
１作品につき１時間をかけて鑑賞を行い、２作品を鑑賞
後に経験を話し合うという内容のものであった。とにか
くただ「見る」という鑑賞の根源に立ち返る事を意図し
たストイックなプログラムであったが、結果として長時
間の孤独な鑑賞を強いる内容の割に、鑑賞者からは満足
感が見て取れた。特に意外だったのが、当初は鑑賞後に
オープンな会話によって各自の経験をシェアしようと考
えていたが、鑑賞者は特に進んで発話しようとはしな
かった点であった。その反応をきっかけに、必ずしも
個々人の経験を他者と分かち合うことが、鑑賞の豊かさ
に関係するものではないという着想を得ることができ、
オープンな他者との対話だけでなく、個々人の発話を個
別に聴取する体験も必要ではないかと感じ、以降の実践
につながっていった。 

実践１ 
鑑賞補助遊戯「饒舌な常設」 

日時：2018年1月10日（水）～ 4月15日（日） 
場所：宇都宮美術館 
参加者：来場者人数約1800人 
　　　　特別プログラム参加者11名 
対象作品：ルネ・マグリット「大家族」1963 
紹介動画：https://www.youtube.com/watch?
v=yY_rsqmRgjU 

実践の意図 
試作プログラム同様、長時間のコミュニケーション制限
下での鑑賞体験をベースに、今回はオープンな対話を廃
し、個別のインタビューによって、鑑賞者の感想を個別
に聴取した。また、試作プログラムでは、長時間の集中
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力持続のために、鑑賞のきっかけになるテキストを配布
し、その効能が見られたため、今回も簡潔なテキストを
ポストカードに印刷して配布した。（内容は巻末参照） 

方法 
美術館が所蔵する常設作品を用いた鑑賞プログラム。対
象作品１点を、約50分鑑賞する。鑑賞者には、テキスト
が書かれた３枚のカード（11種からランダムに配布。鑑
賞中15分おきに読むよう指示。）、筆記具、耳栓などが
鑑賞補助ツールとして与えられ、前回同様に鑑賞時は他
者とのコミュニケーションが制限された。展示場には、
対象作品に関連する画集などの資料、ベンチなどが配備
された。鑑賞後、特別プログラム参加者には佐藤が個別
にインタビューを行い、鑑賞体験をつぶさに聞き出し
た。インタビュー内容は録音、テキスト化し、後日会場
で、他の鑑賞者が閲覧、聴視できるよう展示を行なっ
た。 

結果 
鑑賞の聴取を個別に行う特別プログラムには、11人の参
加者があり、そのうち許可を得られた10名の記録を行っ
た。聴取した感想から全体に共通する傾向などを以下に
記述する。なお、事前予約制で拘束時間も長いため、鑑
賞や美術への関心が比較的高い参加者が多くを占めたこ
とが考えられる。 

・「たわいのない感想」 
聴取内容の特徴としては、非常に私的でとりとめもない
発話が多々含まれていることであった。妄想があてもな
く広がるものや、私的な体験に引きつけて語る内容、さ
らには鑑賞や作品にほとんど関連が感じられないような
内容すら見受けられた。これは推察するに、インタ
ビュー形式の聴取によって、複数の他者が場に存在せ
ず、発言の整合性や質を気にする意識が働きにくかった
からではないかと考えられる。従来の「対話を用いた美
術鑑賞」では、個々の発話内容に他者への意識や配慮を
感じることも多く、価値や意味を伴った発言をしようと
いう傾向があるように見える。そのため、著者は逆に空

気を読まない無手勝な発言を聴取する必要を感じ、今回
のような私的でとりとめもない、つまりは「たわいのな
い発言」が顕現するような状況を設定した。そこにこ
そ、非常に個人的で独自性を持った、感覚や思考が現れ
るのではないかと期待した。 

・鑑賞の段階　 
聴取する中で、鑑賞者全体に共通するような、以下のプ
ロセスが考えられた。 

１：観察段階 
観察し、感覚器官から様々な情報を受け取る段階。 

２：思考段階 
１で受け取った情報を元に、思考を展開してゆく段階。
物語の様に想像を広げたり、ある発見や気づきが起こ
る。なぜそう考えたのか分析を行う事や、問いを立て、
その回答を自身で発見することもある。 

３：停滞段階 
２で展開していた思考がそれ以上進まなくなり、停滞に
陥る状態。自分で立てた問いの答えが見出せない状態。 

鑑賞の中で、以上の３段階が確認できた。３で停滞した
思考は、何らかのきっかけで再活性化されることも多
く、その後、再び１や２の段階に発展し、観察や思考を
続けていく様子が見られた（１-２-３-１-２…、１-２
-３-２…など）。 

・停滞と再活性化 
（以下個々の鑑賞者を番号で識別して表記する。）３で
一旦停滞してしまった思考が、何かのきっかけで再活性
化され、状況が何らかの解決を得た場合、鑑賞者は非常
に大きな満足感を獲得する様子が確認された。 
例えば鑑賞者10は、「大家族」という作品タイトルと、
絵に描かれている「鳥」に対し、『なんで「大家族」な
のに鳥の絵なんだろう』a1『タイトルとその絵のずれと
の違和感を感じました。』a2と疑問を感じ、３の停滞段
階に陥った。しかしその後『（絵を）もう一回見てみ
て』a3と、１の観察段階に戻り、さらに『「大家族」か
ら連想することにしたんです。』a4と、２の思考段階に
入る。そして、『「大家族」から、こう「包容力」って
言うか・・なって、「翼」「鳥」「大空」ってなっていっ
て感じですかね・・で、なんとなく鳥が羽ばたいて・・
（略）家族を守っているのかなみたいな、そんな・・感
じがしましたかね。感じた違和感から、こう無理やり連
想させていってって、こう答えを見つけたじゃないです
けど、』a5とという連想によって、自身で「答え」だと
思える内容にたどり着いている。普段は違和感のまま終
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わってしまった疑問を、今回は長い時間とカードのテキ
ストや資料などによって向き合うことができ、『自分の
納得してスッキリした感じ』a6という感想を述べてい
る。このように、思考の限界を一旦迎えつつも、ある
きっかけにおいてその状況を打破した際に、達成感や自
己成長の感覚を感じており、その快感が鑑賞の楽しみと
いうべきものになっているのではないかと感じた。 

・「思い込み」と「仮解（かりかい）」 
一旦「わからない」と思考停滞状態になったものが、再
び活性化され、自分で「わかる」ようになる体験が、鑑
賞における喜びにつながるのではないかという推察を先
に挙げた。しかし、その「わかる」ことにおいてのロ
ジックの整合性は、不明瞭であることが多い。鑑賞者10
のインタビューを再度確認してみても、なぜ鳥が羽ばた
いていると「包容力」があるように感じられるのか、ま
たなぜそうなると家族を守っているように感じられたの
かは、当人のコメントではよく理解できないというの
が、著者の正直な心情であり、鑑賞者がなぜそこまで
『納得してスッキリした』のか、そのロジックを共有す
ることは困難なことのように思える。 
同様に、鑑賞者自身は深く納得している事象についての
根拠などが、他者にとっては不明瞭であるという内容は
他にも数々見られた。しかし、このようなことに対し
て、著者は否定的に捉えているわけではなく、むしろ先
に述べた「たわいのない事」、つまり非常に個人的で独
自性を持った感覚や思考が現れている部分であり、だか
らこそ他者と共有しづらい内容になっているのではない
かと捉えている。 
今日の「対話による美術鑑賞」の理念の背後にはロラ
ン・バルトの「テクスト論」に源流があると言われてい
るが3、そのように鑑賞する側の解釈そのものを重要視す
る立場からしても、鑑賞者らがなぜそのように「わかっ
た」のかというロジックの「正しさ」が重要なのではな
く、「わかった」と、ある個人的な整合性を感じている
という、認識そのものが重要であるとここでも考えた
い。直感的な「思い込み」こそ、個人が鑑賞を豊かにし
て行く上で、まず必要な要素ではないかと著者は考え
る。ある個人だけが納得できるような「思い込み」の直
感的なロジックによって導き出されたとりあえずの答え
を、ここでは整合性を保留した仮の解、「仮解（かりか
い）」と呼ぶことにする。 
そして、この「仮解」が設定できるか否かで鑑賞の豊か
さは大きく変わってくるようにも感じられた。例えば鑑
賞者１は、鑑賞が始まった最初の15分で、『何で鳥なん
だろうとか、なんで海なんだろうとかっていうふうに、
考えが向かうんですけど…堂々巡りと言うか…（略）
「なんで」から先に…疑問から先に進まない…』b1と、
すでに３の停滞段階に入っており、その後もその状態か

ら長い時間なかなか抜け出せないでいたようであった。
この時点での心境を、当人は『私が思う「大家族」…
が、この絵の本質でいいのかな …って（略）』b2と発
言しており、判断や価値付けを行うことの躊躇が感じら
れた。確かに作品について、自身がなんらかの評価を下
すことは大それたことなのかもしれない。しかし、だか
らといって、判断を保留し、解釈可能性を無限に開いた
ままでは、停滞状態から思考を進めることはできない。
「正しさ」を恐れず、とりあえずの「仮解」を設定する
ことで、思考は次の可能性に踏み出すことができる。イ
ンタビューにおいて、物語的な想像力を展開して行ける
者や、とめどなく発話が進む鑑賞者は、この「仮解」の
認定を瞬時に、おそらく無意識に、膨大な量を行なって
いるのではないかと感じられた。 

・思考の揺らぎ 
同様に、鑑賞の練度に差が出る部分だと感じたのは、鑑
賞者の思考に「揺らぎ」が生じる頻度であった。「揺ら
ぎ」というのは、ある思考が別の視点から更新される状
況である。それは、「対話を用いた美術鑑賞」における
「他者の発話」の役割を、鑑賞者が自己生成できるかと
いうことにも言い換えられる。例えば、鑑賞者３は、当
初描かれた鳥を、『大きな旅行から帰ってきたお父さん
鳥』c1だと設定し、それに基づく物語的な想像力で作品
を語っていた。『大きな旅行で、見た一番美しい空の色
に、お父さんが染まって帰ってきた』c2と述べ、鳥が空
柄に染まっているという認識であった。それが、後に会
場に設置してあった画集を見ることで、他の作品に、風
景が入れ子状になるイリュージョンを用いたものがある
ことに気づき、『あ、そういうことを描く人だから、も
しかしたらあの絵が、あのこっち側が枠なのかなっ
て。』c3と、鳥型にくり抜かれた枠状の物体が、青空柄
の下地に重ねられているという新たな発想が生まれてい
た。 
鑑賞者４は、「他者」という他人の目線に立って思考す
る内容が書かれたテキストを読んだことで、まず自身の
状況を再認識し、『ふと思ったらこんなに幸せに、一人
だけマグリットの「大家族」…同じ空間にこんなに長く
いられるなんて贅沢じゃないからって』d1と、状況への
肯定的な感情を述べた。そして、そこから同じ展示場に
いる「監視員」という他者を発見し、『ずっとあそこに
座っていて、私よりもはるかに長い時間あの作品と一緒
にいられて、ああ、あの人になりたい！と思って…』d2
と先ほどと同様に肯定的な想像を広げてゆく。しかし、
『監視員』の何気ない所作から、『つまんないかな？美
術が好きかな？どんな人だろう？』d3と、思考に揺らぎ
が生まれ、『ずっとあの長い時間に、ずっとあそこに
座って…そういう仕事…私は美術が好きと言っても、そ
ういう仕事をさせられちゃったら、どう思うんだろ
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う？』d4と、必ずしも自身の思考や感情と、『監視員』
の内面が一致するわけではない可能性に思考が進んで
行った。 
このように、ある視点の思考が、別の視点から更新され
るような「思考の揺らぎ」を、鑑賞の中で柔軟に行える
と、新たな気づきも生まれやすく、停滞段階から抜け出
しやすくなるようにも感じられた。「いま、ここ」にあ
る自分の存在や思考を揺らし、異なる自分になる可能性
を持たせるような、思考の跳躍がそこに認められる。実
は、今回配ったカードのテキストには、多くがこのよう
な思考の揺らぎを期待した文言を設定しており、自分で
はないものに意識を送る「他者」、現在の思考を疑って
かかる「疑心」、あてもなくうろつく「彷徨」、思い切っ
て部屋の外へ出る「距離」などが用意されていた。 

・安心と不安 
他にも、鑑賞者の聴取における共通点として、「安心」
という言葉が、10人の鑑賞者のうち３名から聴取され
た。鑑賞者の心が「安心」を欲するような鑑賞状況とい
うのは、裏を返せば、その状況は非常に「不安」に感じ
られているということなのかもしれない。鑑賞者１の自
分が作品の解釈を行なって良いものかを躊躇する心境を
先に紹介したが、多くの人にとってはこのような、寄る
辺のない不安状況が、鑑賞行為であるのかも知れない。
そのような不安感が最も高まるのが、おそらく段階３の
停滞段階であろう。不快指数は高く、この段階で多くの
人は鑑賞をやめてしまうことが予期される。しかし、先
に述べたように、筆者の考える鑑賞の喜びは、一旦停滞
した思考が再び活性化する過程にある。いわば、「不
安」である状態こそがその前兆であり、むしろ勧んで
「不安」状態に飛び込んでゆくことが、鑑賞の喜びへつ
ながっていると言えるのかもしれないと感じた。 

・会言 
寄る辺のない不安な状態＝停滞段階を経験していると、
鑑賞者は状況を打破する手がかりを外部に求めようとす
る。今回の実践において、最も手にしやすい手がかりと
なるのは、会場に設置された作品に関連する画集であっ
た。多くの場合、停滞段階の鑑賞者はこの画集を手に
し、書かれたテキストを読みこんだ。何か、理解の手が
かりになるものはないかと、情報の飢餓状態のように
陥っている彼らにとって、そのテキストは、普段目にす
る時とは異なったものとして見えるらしく、まさにこれ
が自分の求めていた答えだと、内容に深く納得するよう
な傾向が散見された。今まさに必要な言葉に、ばったり
出会ったような、そのような体験を、ここでは「言葉と
会う」という意味で「会言（かいげん）」と名付けた
い。 

鑑賞者２は、『見えるものは他の物を隠す。私たちは常
に見えるものによって隠されたものを見たいと願ってい
ます。隠されたものと見えることが私たちに見えなくし
ているものに関心があるのです』e1という画集に書かれ
た作者自身のテキストに対して、『はぁ～深いなぁと
（笑）思いました。』e2と感じ入る。さらに、その体験
は『今日の見方によって、この言葉っていうのがすごい
私にとっては響いた。』e3と述べ、『なんかこう自分の
中で・・こう納得いかないと言うか・・折り合いがつか
ないと言うか・・・誰かに何か説明してもらいたい気分
になって・・で、図録を読んだら、マグリット自身のこ
の言葉があって、あ、納得。っていう感じでした。』e4
と、今回の状況において、「会言」が印象的に生じてい
る様子が見られた。 
鑑賞者９は、『図録を（略）15分ぐらい見てました』f1
と、比較的長い時間、画集に向き合ったためか、「会言」
が何度も起こり、そのことが「思考の揺らぎ」に繋がっ
て行く様子が見られた。当初、鑑賞者９は『「大家族」
という題名は（略）なぜつけたのかと・・』f2という問
いを持ち停滞段階に入ったが、『「絵の題名は説明では
ないし、絵は題名の図解ではない。』『題名と絵との繋
がりは詩的なものである。』f3というテキストに「会
言」し、『ああ、そうすると、あんまりそんなに考えな
くてもいいのかなって（略）』f4と、真正面からその整
合性に向き合わなくても良いような安心感を得る。しか
し、その後、「つまりこのつながりによって、事物から
いくつかの物質だけが取り出される。そうした物質と
は、普段は意識されていないが、時として理性によって
まだ解き明かされていない、異常な出来事に出会うこと
のように感じられるものだ。」f5というテキストと出会
い『ちょっとまた分からなくなりました』f6と混乱す
る。そしてさらに『私は無限の問題を鳥によって解決す
るという考えを思いついた。とてつもなく美しい考え
を。』f7というマグリット自身のテキストに出会い、
『あぁ、何かマグリットは鳥によって解決されたんだ
な』f8とまた、安堵しつつも、『なんだかちょっとまだ
わからないけど、彼にとってはそういうものだったのか
なとかって思いました。』f9と、「わかった」と「わか
らない」心の間を揺れ動くような心境で結んでいる。
様々なテキストに「会言」することによって、前述した
安心と不安の中を揺さぶられながらも、鑑賞者９の発話
からは、そのこと自体が愉しみであるかのような余裕も
感じられた。 
このように、一旦の停滞段階を経てから、外部情報に出
会うことで、その情報が印象的な形で受容され、内容に
おいてはより一層深く納得する傾向が見られた。この状
態は鑑賞が始まってから少なくとも15分以上が経過した
段階で起こりやすく、このことから、関連する資料など
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に触れる時間帯や、その時の心境をデザインすること
で、外部情報がより印象的に、より主体的に受容される
ようになるのではないかとが考えられた。 

課題 
プログラムを体験するハードルが高く、低年齢層への実
施が難しい面や、内容に高い関心を持たないと参加が期
待できないことが懸念された。また、初めて整った環境
下でのプログラムで大きく感じたのは、鑑賞者よりも、
全体の傾向や結果を俯瞰的に思考できる企画者の方が、
多くのことを学べるということであった。これはある意
味で、鑑賞者から様々な情報を搾取している構造にも捉
えられ、この構造の還元や相対化を意識的に行わなけれ
ば、本当の意味で鑑賞者にとっての有意義なプログラム
にはならないのではということを感じた。また、今回は
一般鑑賞者向けに行ったが、美術館の鑑賞ボランティア
のような、自身も鑑賞の構造自体に興味のある、メタ視
点を持った人たちと、プログラムを共有してゆく方が、
さらに価値を高められるのではないかと感じた。（＊そ
の後、このプログラムは平塚市美術館、北九州市美術館
のボランティア研修にて実行された） 

実践２ 
知ったかアート大学　４限目講義 
『知ったか流「超鑑賞」エクササイズ』 

第１回 
日時：2018年3月10日土曜日　13:00-16:00 
会場：茨城県取手市 
第２回 
日時：2018年3月31日土曜日　19:00-21:00 

場所：新潟県十日町市 

実践の意図 
実践２において、独自鑑賞プログラムのまとまったデー
タが得られたため、それを元に講義を作成し、内容を短
時間で簡潔に公開しようと考えた。 

方法 
著者は2016年より、主に西洋美術史や、現代アートを伝
えるためのトークシリーズを「知ったかアート大学」と
いう枠組みで開催しており、その一環として「鑑賞」を
テーマにした内容を組み立て、発表した。 

内容 
実践２で得られた内容を以下のようにまとめ、聴取した
鑑賞者の発話も紹介しながら、講義の中で伝えた。 

・「超鑑賞」 
実践２の中で、多くの鑑賞者の心境に見られた、鑑賞の
３段階、すなわち「１観察段階」、「２思考段階」、「３
停滞段階」を紹介し、「３停滞段階」を一旦経てから、
思考が再活性化されることに、鑑賞の喜びがあるようだ
ということを伝えた。それは、それまでの自分の能力で
は太刀打ちできない課題を克服したときに生じるもので
あり、その克己状態が起こる鑑賞を、以前の自分を超え
る鑑賞＝「超鑑賞」として示した。つまり鑑賞において
の思考の停滞は、「超鑑賞」が起こる前兆であり、不快
感が高まるからといって、その段階で鑑賞から離脱すべ
きではないということも伝えた。 

・「振子鑑賞」 
どの様に停滞した思考を再活性するのか、ということに
おいて、「体」と「心」を揺れ動かす「振子」のイメー
ジを持って鑑賞に望むことを促した。 
「体の振子」とは、鑑賞者の体を振子本体として捉え、
鑑賞対象との物理的距離を変化させることで、観察で得
られる情報や、それまでの思考に変化を持たせるもので
ある。多くの場合、鑑賞者は一定の距離で作品を鑑賞す
る傾向があるため、意識的にその距離を変化させる。近
づくと作品の素材や質感、細部が見え、離れると全体の
印象が見える。また額縁や壁面との印象、他の展示作品
や展示空間、他の鑑賞者の振る舞いなども目に入り、一
定距離では得られなかった思考が発生する。また、実践
２で非常に有効だったのは「距離」というカードのテキ
ストにある、対象が見えないほど距離を取りながらも、
対象のことを鑑みるという行為であった。このようにす
ることで、逆説的に対象の心的印象が確かめられたり、
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再度対象に出会う新鮮な印象が、新たな思考につながる
と言うことが確認された。 
一方、「心の振子」とは、鑑賞対象に対して自身の心の
距離を変化させることを指す。対象に心を近づけると
は、作品や作者に心を寄り添わせて思考することであ
り、表現を肯定し、良きものとして解釈してゆく対場で
あるが、おそらくこういった状態は普段から鑑賞の中で
起こっていることが想像に難くない。より重要なのは、
心を離す、つまり作品や作者を突き放し、認めがたいも
のとして捉えてみることである。また、作品や作者に対
する鑑賞者自身の第一印象と正反対の態度をとってみる
というのも一つの方法である。自分が好きな作品なら
ば、意識的に心を離し、そうでない作品であれば、逆に
心を近づけることで、普段とは異なる思考の揺らぎが生
まれることが期待できる。 

実践３ 
「親子の糸でんわ鑑賞」 
開催日時：2018年8月2日（水）～8月5日（日） 
　　　　　11:00～/13:00～/15:00～（1日3回） 
対象：親子（年長以上） 
参加人数：親子９０名 
対象作品：三岸節子「群がる馬」1938、「静物」1943、
「アルカディアの赤い屋根（ガヂスにて）」1988、「花」
1989 
内容詳細：http://s-migishi.com/pdf/
kodomo_museum201808.pdf 

実践の意図 
親子向け鑑賞プログラムの実施依頼があったことから、
これまでの実践の集大成としてを考案した。開催までに
３回の実験を行ない、さらにVTSを開発したヤノウィン
の書籍「学力をのばす美術鑑賞 ヴィジュアル・ シンキン
グ・ ストラテジーズ: どこからそう思う?」4や、佐倉市
立美術館で行われている「ミテ・ハナソウプロジェク

ト」の活動報告5など美術館での鑑賞プログラムの取り組
みをいくつかを参照し、従来の「対話を用いた美術鑑
賞」の課題を整理した。 
課題としては、親が興味を持たないと子は鑑賞の機会や
場から遠ざかってしまう点、人前での発話が得意でない
子には負担が大きい点、専門性の高いスタッフが実施す
ることで鑑賞が特異な体験であると感じさせてしまう
点、過度に管理されたコミュニケーションが強いられる
リスクなどが考えられた。それを受け、親も子もお互い
の存在があることで鑑賞がより自由に楽しめ、さらにそ
の枠組みを自由に広げてゆける仕組みを、親子に「手渡
す」ことが可能なプログラムを考案した。 
本プログラムでは、VTSで用いられる質問をレクチャー
し、親を簡易のファシリテータとして機能させた。この
事で、プログラムを自主運営可能にし、後に再現できる
手応えを感じてもらおうと考えた。これは、ファシリ
テート側により大きな学びや発見が得られるという、実
戦１の結果を受け、利益の還元を考慮したものでもあっ
た。 
またそうすることで、親は子の反応を通じて様々な知見
を得られ、「親子」単位での鑑賞の楽しみを体感し、美
術館に子供と再訪することの動機付けにしたいと考え
た。さらに、シャイな子に対しても、親が羞恥心への盾
として機能するのではと目論んだ。また、特にVTSで
は、参加者の普段状況の把握が、ファシリテートにおい
て重要な要素になるが、この点においても、実の子を親
がファシリテートする構造は、理にかなっていると考え
られた。さらに、自身の鑑賞のテーマであった「個別対
話」を自然に実施するために、「糸でんわ」をアイテム
として考案した。同時に通話できないことで、コミュニ
ケーションが適度に制限され、相手に集中すること、企
画者側が把握できない対話の盲点をあえて設計し、管理
不可能な状況を作り出す事が狙いであった。 
３回の事前実験の様子から、鑑賞を２回に分け、練習
（５分）、本番（10分）とすることや、本番では練習よ
り抽象度を高めた作品に挑戦することなどで段階を設
け、鑑賞の中で成長を感じやすい状況を作った。また、
プログラム後の親と企画者の対話が、内容聴取や、親自
身の体験整理として有効であったため、本番でも実施し
た。 
本プログラムは、専門的な知識や「糸でんわ」すら本質
的には必要ではない。「絵を見て親子で話す」ただそれ
だけで、多くの発見があり楽しめる事に気付ける仕組み
になっており、拡張性の高いシステムの譲渡と、実施後
の自主再現が期待できた。 

方法 
基本的に親子の１対１の親子ペアを参加単位とする
（きょうだい参加の場合はこの限りでない）。１回に
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２～５組の親子が参加し、アイスブレイクのゲームと全
体説明を受けた後、「糸でんわ」が配布される。以後鑑
賞が始まるが、その間は親子で「糸でんわ」でのみ対話
が可能になる。作品を５分間鑑賞する中で、子は感想を
親に伝え、親はその内容を集中して聞く。親はVTSで用
いられる３つの基礎質問「何が描いてある？」「どうし
てそう思う？」「ほかに発見はある？」などを含め、子
に質問をすることができるが、自身の意見は発話できな
い。その後全員で集合し、親に対話内容を発表してもら
う。（子が発言するかは任意。）その後、鑑賞作品を変
え、今度は鑑賞時間を10分間に伸ばし、同様の内容を行
い、再び親に発表してもらう。最後に子は親と離れて
ワークシートを実施してもらい、親は著者と内容の振り
返りや感想を発言してもらい、プログラムをまとめた。 

結果 
・鑑賞の段階について 
実践１でも個々人の鑑賞の段階が見て取れたが、今回も
鑑賞内容の聴取によって、認知の段階が以下の様に見受
けられた。 

０：羞恥心や不安感によって、判断や伝達がままならな
い状態。 

１：描かれているものや、そこから自分が感じることが
何であるかを判断、言語化し、伝えることができる。 

２：判断したことや感じたことを、短文や物語の様に伝
えることができ、なぜそう思ったのかを説明できる。画
面に描かれていない事象について、語ることができる。 

３：一度判断した事柄について、別の可能性を考えるこ
とができる。（実戦１での「思考の揺らぎ」）作者につ
いてや、一般的に事実とされる物事など、作品外の情報
から、仮説、推論を立てることができる 

段階が進むほど到達人数が少なく、また年齢も高くなる
ことが感じられたため、この様に認知が高次に発展して
ゆくものと考えられた。（厳密にはそれぞれの段階の中
でさらに細かい区分けがあると考えられたが、後述する
ように今回のプログラムではそのような発達進度を重要
視しなかったため、これ以上は分析を行なっていな
い。）またこの他にも、描かれたものの「数を数える」
という鑑賞をする子が幾人か存在し、これも子供特有の
認知方法ではないかと考えられた。 

・子の発達を気にかける親 
上記の様に、子の発話内容を分類し、より高次の段階へ
導く実施形態も考えられた。しかし、実践を行う中で、

子の発達について気にかける親が多数存在することが分
かり、上記を軸に据えた場合、親子の自尊心を傷つけた
り、不用意に増長させるリスクが予期できた。そのた
め、上記の段階に積極的に触れることはせず、「様々な
解釈が同時に存在し得ること」、「子の鑑賞のあり方を
受け入れること」などを軸にファシリテートを行なっ
た。 

・子の話をただ聞く 
（以下鑑賞者を「実施日.実施時間.認識番号」で識別し
表記する。）『絵を見て感想を聞くっていう機会が初め
てだったので、何を話すのかなって聞いてたんですけ
ど、意外となんか話が膨らみを持ってたので、色々感じ
ることがあるんだなーって思いながら…（略）やっぱり
じっくりちゃんと話を聞いてあげるっていう環境がなか
なかなかったので（略）結構向き合って喋れてからよ
かったかなと感じました。』g1と、2.15.3の親が述べる
様に、対話をしながら鑑賞をすること自体が初めての親
子が多いとともに、感想の聴取で気になったのは、鑑賞
に限らず、そもそも生活の中で親が子供の発話に真剣に
向き合う機会が少ないということであった。今回の機会
において子の発話に意識的に向き合うだけで、そこには
様々な気づきがあった様であった。 
普段は子の発話を『蔑ろにしがち』h1と述べる2.15.2の
親は、『じっくり聞くことによって、（略）こっちの心
も「あーまた言ってる」とかそういうのじゃなくて
（略）彼女も楽しめるし、私もそれにコミュニケーショ
ン取れたっていうのがとてもありがたいって思いまし
た。』h2と続け、普段と異なる環境で発話に改めて向き
合えたことが、互いの楽しさにつながったと感じてい
た。また、３人のきょうだいを持つ4.11.5 4.11.6の親は
『（普段は子が）私も私もってなるので…でも「糸でん
わ」ではたいてい、一対一の話になるので良かったで
す。』i1と、対話に個別に向き合える構造を評価してい
た。 
子の様子を観察していても、親との対話内容がどうであ
るかということよりも、親が自身の発話をしっかり聞
き、さらにそれに対して適切に反応するという、コミュ
ニケーションが正常に機能している事それ自体が楽し
さ、嬉しさにつながっている姿が見受けられた。そのた
め、やはり発話内容を分類して発展させるのではなく、
むしろ、現在の我が子の在り方を、親がどう受け止めて
ゆくかという、鑑賞のさらに前提の部分にこそ重要な要
素があるのではと考えられた。 

・親の我慢 
5.15.6の親が『糸でんわを通して聴いて、初めて自分自
身が自分の子供を理解した』j1『すごく自分がいろんな
ことを発見できました。』j2と述べる通り、聴取内容か

7



らは親の様々な気づきが見て取れた。その経緯で重要な
のは、「親は自分の意見を発話できない」という制約で
あった。子の発言を糸電話でそれを聞くしかない状況の
中で、普段聞き流している、もしくは修正してしまう発
話の中に、改めて価値を見出す親は少なくなかった。 
『普段家でいる時は、（略）寝てる時以外ずっと喋って
る性格の子なんで、（略：子が絵に描かれたものを）タ
コに見える」って言った時は、正直戸惑ったんですけど
も…大人目線で見ると、足4本ついてるしなーって、馬
だよなぁと思いつつ（略）合わせなきゃいけないのか
なって（略）、彼女にはそう見えたので、自由奔放な発
想で、普段はそれに対して、次から次へと深く深く聞い
てことはしないんで、（略）今日は色んなことを聞いて
みたら、まあすごい想像力があるなって。まあ、ある意
味それが特技と言うか、いい面だなって』k1と、4.15.2
の親は述べ、今回は発話を無条件に容認して受け入れる
ことで、普段はついていけず、聞き流している子の想像
力について、別のポジティブな可能性を見いだしてい
る。 
同様に『（子が絵に描かれている）あの赤いのが椅子っ
て言った時は、もう違うでしょ、違うでしょ、って思っ
たんですけど…』l1と、子と認識に齟齬があった5.13.1
の親も、『今日は言わない会なので、あの・・我慢して
ました。』l2と修正したい気持ちを抑えて付き合うこと
で、『いいですね。子供の話をずっと聞いてみるのも。
彼女がどうやって見てるのかっていうのがよく分かって
それも面白かったし。』l3と述べ、やはり親を主体にし
ない寄り添い方が、子の認知の仕方を再認識させ、ポジ
ティブな結果を生んでいた。 
このように、普段の対話では主権を握ってしまいがちな
親の権利を封じ、子の発話に付き合わざるを得ない状況
が、様々な発見を生み、親の「我慢」、言い換えれば、
「我が子の在りように対する無条件の受容」が親子の鑑
賞において効果的に機能することが感じられた。 

・「問いかけ」の試行錯誤 
鑑賞の前に、VTSのファシリテートの基本となる３つの
質問をレクチャーするが、現場ではそれぞれの親が、子
とのやりとりから任意の質問を投げかけており、そこに
は、子の性格や能力を加味した質問を投げかけようとす
る実践が見て取れた。 
4.15.1の親は、練習の初期段階で絵に対して「わからな
い」と連発する子に、うまく答えられず、適切に問いか
けを行えない状況があったが、『どこにいると思う？』
という具体的な内容を問いかけたことをきっかけに、
徐々に有効な問いを見出し、本番では物語のように絵を
描写してゆく子を適度にフォローできるようになって
いった。『（自分の子は）ちょっと臆病な所があって、
お友達が言ってるのを聞いて、それでもいいんだってい

うのが（略）できたワークショップではあり・・・絵を
見て感想を今まで聞いても面白いとか（略）なかなか感
想が出てこなかったのが、（略）今日はやってみて、自
分も聞き方を気をつけなければいけないなって思います
し、子供の自由に言うことが聞けてとても良かったと思
いました。』m1と述べ、子の性質に沿った問いかけを
見いだすことに苦心した末に、ある達成があったように
みられた。 
また、5.11.2の親は『（自身の子は）ガツガツ行くと、
何も話さなくなるので・・怒る感じで「もういい！」っ
てなっちゃうので 、彼が思うように見ればいいし、 親
もそばでその絵を見てたらいいなって思いながら参加し
ました。』n1と述べ、子の性格を思えば、何も聞かずに
寄り添う事こそが重要だと判断した様子が見られた。 
このように、普段の鑑賞者をよく知る親だからこそ、ま
た我が子だからこそ、どうにか適切なやりとりが行える
ようにと腐心する姿がプログラムの随所に見られ、さら
にその試行錯誤が、結果として満足感やお互いの喜びに
つながってゆく姿が見られ、やはり親がファシリテー
ターとして適任であることが感じられた。 
また、5.11.2の親のように、子の発話を無条件で受け入
れるということは、子の振る舞いや、在り方そのものを
肯定し、ただただ寄り添うことにもつながってゆくので
はないかと言うことも予期できた。 

・集中力の谷 
特に１０分間の鑑賞中では、多くの子に中盤から集中力
が切れる姿が見られた。ただ、特に対処をせずとも、あ
る時間を置くと、再び鑑賞のモチベーションが自然に高
まってゆく姿もまた多く見られた。会期後半に気付いた
この傾向を「集中力の谷」と名付け、本番の鑑賞が始ま
る前の事前情報として開示した。そうする事で、自身の
子の鑑賞は適切なのかを不安がる親の心理に先回りし、
むやみに干渉せずに子のペースに合わせて放置し、再び
興味を持ち出すのを待つように促した。今回は子に体験
の聴取をしなかったが、ここでは実践１で見られた、停
滞と再活性化にも似た段階を経ているのかもしれないと
も感じられた。 

・プログラム自主再現への期待。 
今回の実践の目的の一つに、再現可能な鑑賞プログラム
の譲渡があるが、その可能性について期待が持てる聴取
が散見されたので、以下に一部ではあるが挙げておく。 

『普通の昔ながらの絵というかこういう系は、なかなか
反応しなかったんだけど、その時にこうやって見せれば
いいんだってのが、少しなんか色々やってみたらできる
気がしました。』o15.15.2の親 
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『家だと意見は色々言ったりする方なんですけど、作品
を見て自分はどう思うっていうことを伝えるのはまだ難
しいみたいで・・これをやってみて 、お話を作っていく
ように絵を感じるということは、すごくやりやすいんだ
ろうなっていうのを、自分が学びました。』p1 2.15.1の
親 

『 私も美術に疎い方で、じっくり見るっていうことが未
だにあまりなくて、（略）今回は子供と10分間話しなが
ら見れることで、やっぱり自分的にも、この絵をじっく
り見られたなってと思ったので、これからは見方を変え
ようと思いました。』q1 3.15.3の親 

『今日なんか一番印象に残ったことが、絵って自由で、
見方なんて自由でいいんだなっていう（略）娘のや今の
（他の発表を）聞いてても、全く自分が思わないような
世界を想像してたり…あ、でも自分もそれでいいのか
なっていうのがすごく勉強になって、そうするとまた何
か、絵を見るのも楽しいし、今までよりも100倍楽しく
なるっていうか・・で、また娘にそういうことを聞いて
あげればいいんだなっていう事を思いました。』r1 
5.11.3の親 

このように、本プログラムが親子の自主的な興味の拡張
や、互いの認知についての学びの枠組みとして機能し、
それぞれの親子に沿った展開を促している事が認めら
れ、今後それぞれが鑑賞を楽しむ上で非常に有用に機能
するのではないかと感じられた。 

・親と子の認知のずれ 
『2歳だから、美術館なんてわからないんだろうなと
思ったけど、一応何が描いてある？って聞いてくと、2歳
は2歳なりに感じているんだなっていうのが今日わかっ
たので、』s1と5.11.1の親が言うように、今回の実践を
通して、子は大人が想像している以上によく観察し、
様々なことを感じていることが実感できた。 
しかし、そのような子の正常な鑑賞状態は、親にとって
は「集中していない」「ふらふらしている」「よくわか
らないことを言っている」「あそんでいる」等とみなさ
れ、多くは矯正や干渉の対象になってしまうということ
も同時に観察できた。そしてその認識の齟齬に親子鑑賞
の大きなポイントがあるのではと考えられた。 
実践では、親子の鑑賞に向かう関係のあり方、お互いの
存在の受容を、いかに寛容に行なってゆくかが重要だと
感じられた。眼に映る様子がどのようであっても、親は
子の鑑賞はすでに完成していると信じ、その状態を肯定
する事が重要で、まだ客観視や言語化が得意でない彼ら
に対して、様々な配慮を駆使してサポートを行い、感じ
ていることを表出させる事、またはただ寄り添い、子を

よく観察する事で、様々な知見を得る事ができる。その
驚きや喜びがお互いのモチベーションの向上に繋がり、
そこに自然と成長や内省が起こってゆくというのが、実
践の中で描けた親子鑑賞の理想である。 
作品ではなく、自己や我が子の鑑賞自体をまず肯定して
深めるというあり方は、実戦１にもつながるが、そのよ
うな自身の鑑賞はすでに完成しているという視点を起点
とする「帰納法的な鑑賞のあり方」が、著者自身が求め

ている個別対話型鑑賞のもう一つのテーマではないかと
いうこともプログラムを通して感じられた。 

課題 
今回のプログラム内容では、高学年以上の年齢層には
リーチしにくい事が分かり、対象を広げる場合には、内
容の改善の余地が考えられた。高学年になると年齢的に
外部の情報も扱えるようになるため、例えば、作品につ
いてのある解釈（仮解）と断片的な情報を与え、自分な
りの仮説を立てる帰納法的なワークなど、思考すること
を取り入れた内容などが対応として考えられる。 
今回は実践の中で、子の発達などに関わる内容を扱うこ
とは非常に繊細な対応が必要である事が明らかになった
ため、子の発言を評価するのではなく、親も含めた認知
状況そのものを肯定するという方向性にプログラムをシ
フトしていった。この結果を受け、そもそもそういった
鑑賞者の展示場での在り方そのものが、柔軟に受け入れ
られるような形の企画が今後必要なのではと考えられ
た。また、親の話から「子供が迷惑をかけるかもしれな
いから」「自身がアートに関わりが薄く、会場でどう振
る舞ったら良いのかよくわからないため」美術館へ行き
にくいというような実情も多く聞かれた。実際美術館へ
来ている親からの談話のため、実際はこのように感じ、
そもそも美術館へ一度も行かない家庭がほとんどではな
いかと推測できる。よって、親子の鑑賞プログラムを考
える以前に、まず「家族で美術館へ行く」ということの
ハードルを解消するような取り組みが必要なのではない
かと考えられた。美術館デビューを促す企画を行う中
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で、コンテンツの一つとして親子向けの鑑賞プログラム
があるという形が望ましいものなのではないかという知
見を得た。 
今後の取り組み 
以上のような結果を受け、今後の指針として「いこ～よ
美術館」（仮）という、美術館デビューを促す展示企画
の構想を最後に記して置く。 

概要： 
「いこ～よ美術館」（仮）は、美術館デビューを応援す
るための架空の美術館であり、親子などを中心とする、
普段は美術館にあまり馴染みのない方々に、緩やかな入
り口を提供することを目的とする。 
既存施設と常設作品を利用し、「個々人が美術館でのび
のび過ごせる自由」と、「本来の美術館で求められる社
会性」の、両方の側面から、その場にあるべき美術への
向き合い方を探ってゆく。本企画は、オープンソースの
システムであり、理念に反さない限りにおいて、非物理
的な財産を誰でも自由に活用し、それぞれの現場で開館
することができ、誰かが開き続ける限り、巡回展が続い
てゆく、ネットワーク型美術展である。 
構成： 
（ハード面） 
・常設作品 
広い空間に美術館所蔵の常設作品を数点配置。 

・クッション床 
会場にクッション材の床面を敷く。土足禁止。座ったり
寝転んだりできるほか、作品に近づき過ぎないような
ゾーニングを行う。足を取られ歩きにくくすることで、
「走る」行為の抑制も期待できる。 

・座卓、クッションなど 
くつろいで過ごせるような家具を配置。 

・手作り画集 
展示作品や作家についての画集を制作。美術館所蔵の画
集などを利用し、子供でも読みやすく見やすいように、
文章を簡素化し、絵の部分を拡大した画集を再制作す
る。 
・天候 
「晴れ」「雨」「夜」の天候を設定。会場の照明や音楽
を変更する。 
「晴れ」：明るめの照明。 
「雨」：少し暗めに調光。雨の音が会場に流れ、集中し
やすく、雑音が聞こえづらくなる。 
「夜」：暗めの調光。展示作品はピンスポットで照らさ
れる。会場では私語が制限され、静かになる。 

耳栓、イヤーマフ 
集中したい人は自由に使用可能。 

（ソフト面） 
各種鑑賞プログラムの実施 
・「親子の糸でんわ鑑賞」（年長～低学年対象） 
・鑑賞ボランティアによる対話型鑑賞（全年齢対象） 
・ワークシートを用いた謎解き鑑賞（中～高学年対象） 
・テキストチャットを用いたスマホ鑑賞（高校生対象） 
・体を使っての身体鑑賞（年長～中学年対象） 

読み聞かせ 
紙芝居を利用し、展示作品や作家についての読み聞かせ
を定期的に行う。地元の読み聞かせボランティアなどに
協力を要請。紙芝居制作は作家や作品を知るきっかけに
なるため、ボランテイアの研修や、公開WSなどによって
制作で作られることが望ましい。 

ワークシート 
絵の中の一部分をヒントに、どの絵のことなのかを探す
ワークシートを配布。 

描く・書く 
会場内では鉛筆を用いて絵や文章を書くことができる。
描いたものはデータ化し保存。 

その他 
美術館ボランティア企画、自主企画WS、パフォーマン
ス、音楽ライブなど、やりたいことがある人は申請して
会場で実行可能な仕組みを作る。 

コンセプト： 
親子の鑑賞プログラムを行う中で、様々な理由で美術館
から足が遠のいているという声が多数あった。親子歓迎
の企画展は存在するが、アトラクションのような内容も
多く、美術館で本来求められる振る舞いとかけ離れてい
るという矛盾も感じられる。そこで「個々人の自由な鑑
賞のあり方」と「美術館で求められる社会性」の間を考
えてゆく企画ができないかと考え、本企画を構想した。 
会場は「はしらない・さわがない・さわらない」という
ような、美術館での基礎的な振る舞いを学びながらも、
「はなす・うろつく・くつろぐ」などの、個々の鑑賞を
広げる行為が、緩やかに許容される場に設計したい。ア
トラクション化した美術館ではなく、美術館本来の役割
や、求められる鑑賞者のあり方を見つめ返すために、間
口を広げ、接続部を増設してゆく内容を考えたい。 
展覧会のシステムはオープンソースにし、各実施場所で
独自の展開も可能にする。ログを丁寧に残し共有し、公
開することで、各所で開催するごとに内容が進歩してゆ
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ことも期待できる。複数の館で実施されることになれ
ば、美術館ボランティアのネットワーク創造も可能にな
るだろう。またこの企画を美術の側面からのみでなく、
発達科学、認知科学、福祉、教育分野などにまでリーチ
を広げてゆけば、異業種近接領域とのコラボレーション
も期待でき、様々な変容可能性を持った企画にしてゆき
たいと考えている。 
脚注＜1＞ 
1「アート鑑賞、超入門! 7つの視点」藤田令伊 (集英社新
書) 2015 p58-63 
2「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」 
新潟県越後妻有地域において2000年から3年に1度開催
されている大規模な展覧会 
http://www.echigo-tsumari.jp 
３「対話による美術鑑賞教育の日本における受容につい
て」上野行一　帝京科学大学紀要Vol.8　2012 p80-81 
http://www.ntu.ac.jp/research/publication/pdf/
kiyou/vol8/v8pp79-86.pdf 
4「学力をのばす美術鑑賞 ヴィジュアル・ シンキング・ 
ストラテジーズ: どこからそう思う?」フィリップ・ヤノ
ウィン（淡交社）2015 
5「佐倉市立美術館　ミテ・ハナソウプロジェクト　活動

報告と評価　2013-2017」佐倉市立美術館　2018 
「饒舌な常設」カードテキスト　全11種 

「以外」 
目の前にあるものは、 
「それそのもの」の本質ではないのかもしれません。 
むしろ、それがそこにあることで、 
見えてくるもの、想起されるもの、起こる状況、 
「それそのもの以外」のものこそが、 
「それそのもの」の本質なのかもしれません。 
視界を反転させて、 
「それそのもの以外」を見ることです。 

「五感」 
「見る」ことにおいて、 
目に頼りすぎていたのかもしれません。 
聞き、嗅ぎ、触れ、味わうことも、 
見ることに多くを働きかけるようです。 
こちらが気づかないだけで、 
いつも五感全てが、何かを感じているような気もします 
どれかの感覚が 
「無」の瞬間というのはありえないようにも思えます。 
ここぞというときは、感覚を全てオンにしておくのが、
大切なのかもしれません。 
＊耳栓を使用している場合は外す 

「他者」 
私でありながら、私ではないものになってみます。 
ここにいる誰かでも、 
そうではない誰かでもいいでしょう。 
つまりは、他人になりきることです。 
その誰かだったら、 
この状況をどう感じ、受け取るのか？ 
目線の端に映るこの人は、今何を考えているのか？ 
誰かを経由することで、 
思考はまた自身へ帰ってゆきます。 

「振子」 
目の前のものと私の間には、 
どのくらいの距離があるのだろうか？ 
とても近くのような気もすれば、 
信じられないくらい遠い気もする。 
どこかで関係しているようで、 
何も関係していないような。 
近づき寄り添って、じっくりと感じ入ること、 
遠いところから、ぼ～っと眺めること。 
近づけば近づくほど、どんどん離れて行くような、 
離れれば離れるほど余計に近く感じるような。 
近づき離れることを繰り返す。振り子のように。 

「減速」 
動きの速度を落とす。 
考える速度も落ちてゆく。 
周りの世界もいつもよりゆっくりになって、 
よく見える気がする。 
呼吸も深く、遅くなる。 
じっくりと感じ、考える。 
周りから取り残されるくらいでちょうどいい。 
もっと深くへ潜り、もっと奥へ向かう。 

「疑心」 
疑う心は、素直な心と同じくらい、 
いやそれ以上に尊いものにも思える。 
疑いが、 
「かもしれない」という可能性を生み出してゆく。 
世の中は「かもしれない」事ばかりのような気もする。 
そんな中で「そうだ！」と納得するには、 
考えられる限りの「かもしれない」を 
想像することが必要「かもしれない」。 

「静寂」 
私が黙っているだけではなくて、 
周りにも黙ってもらいましょう。 
自分自身が一つの目になって、 
周りから離れてもっとずっと孤独になってみます。 
言葉は外側ではなく、自分の内側奥深くへ発してみます 
私一人だけ、目の前の世界と異なる、 
平行世界の中で存在していたのかもしれません。 
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静寂、そして鼓動や体温への気づきが、 
また違う何かを見せてくれるかもしれません。 
＊耳栓、イヤーマフを使用する 

「彷徨」 
うろつく、ポジションを変え続ける。 
縦に、横に、縦横無尽に。 
でも、目と心は離さないでおく。 
頭の回転、思考の巡りは、歩くほど進んでゆく。 
さまよい、歩き続けて、また元の位置に戻ってくる。 
さっきと同じ場所かもしれないが、 
見える景色は違っているかもしれない。 
そして、また進み出す。 

「距離」 
心はここから離さず、体をここから離して見る。 
部屋の中から外へ。 
屋根のないところまで行くのもいいかもしれません。 
もうこの場所が見えなくなるまで。距離を取る。 
離れていながら、心はここから離さない。 
離れているからこそ、こことつながるものがある。 
離れているからこそ、ここがよりはっきりと見えてくる 
＊地図を受け取る。 

「参照」 
詳しく書かれているものを紐解いてみる。 
自分にとって正しい言葉がそこにあるとは限らない。 
むしろ、そうではない言葉の方が多いかもしれない。 
目的はそこではない。 
他者の言葉を使って自分を省みる。自分に立ち返る。 
他者の思考を迂回して、また自分に戻ってくる。 
答えを見つけるためではなく、 
よく惑うためにページを開く。 
＊資料を読む 

「一息」 
さて、いろいろ疲れることもありました。 
ここらで一息入れて、こしかけてみます。 
立ち止まり、休むことで、 
ピントが合ってくるものもあるでしょう。 
整理したり、振り返ることで、 
練られるものもあるでしょう。 
深く腰掛け、深く呼吸することが、 
思考を循環させるでしょう。 
休みながら、立ち止まることで、 
進むこともあるでしょう。 
＊椅子に座る 
 

「饒舌な常設」インタビューログ抜粋 

鑑賞者10 

Q：1枚目って何でしたか？ 

A：1枚目は「五感」でした。 

Q：「五感」。カードを引いて、どんなことをされまし
たか？ 

 A：引いて最初は・・・えっとですね、何も資料も何も
見ずに、まず作品を見たんですね。 でも、正直何も感じ
なくて（笑）「五感」て聞いて、見ることやいろん
な・・・聞いても無音だったし、何か誰も周りにいなく
て静かだったので、とりあえずヘッドホン（耳栓）？音
を聞こうと思って、他人の声を聞いたんです。はい。
で、そのあとでもう一度作品に向き合ったら、なんか鳥
が飛んでるような感じ、羽ばたいてるような感じに見
え・・た感じがしましたね、はい。 

Q：何かこう・・他人の声を聞いてみて、そこから何か
思ったこととかってありましたか？ 

A：思ったことね・・なんか作品・・音を感じたって言
うか・・うん。そうですね・・ 

Q：それはその・・誰かがそういうことを言ってらっ
しゃったと・・ 

A：そうですね。 

Q：ご自身はどうでしたか？飛ぶ感じは・・また作品を
見て、飛んでる感じがしたけれども・・音自体は・・別
に作品からはそんなに・・・ 

A：うんうん。 

Q：じゃあ、「五感」的には何かそれ（他人のインタ
ビューの声）を聞いてみて、あちょっと飛んでるかもな
というところで・・・ 

A：うんうん。 

Q：で、次のカードに移ってくる感じですかね？ 

A：次が・・・えーっとね「他者」。 「他者」なので今
度音じゃなくて、何かそばにあった、この鑑賞プログラ
ムの何かインタビュー（の文字起こし）を読んでみたん
です。他人の意見と言うか、はい・・で読んだり、あと
はこの空間に人がいましたよね、あの監視員みたいな
方・・・でその人を見て、まぁずっとその人ってその空
間にいて、ずっと絵を見てて、どう感じてんのかなとか
思ってみたり・・して、あれつまんなくないのかなとか
思ったり、はい。あと本もあったので、本も参照にした
りして、そん時にタイトルって「大家族」じゃないです
か。最初「大家族」って、あたしその作品て初めて見た
んですが、見たことなくて・・・印象とは何か違うなみ
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たいな・・なんで「大家族」なのに鳥の絵なんだろうa1
と思ったり、感じましたねはい。 

Q：何かそこの「ずれ」みたいな・・ 

A：そう。何か違和感って言うか・・うん。 

Q：何でこのタイトルなんだろう・・みたいな。 

A：そうそうそうそう・・・最初見たときにタイトル気
にせずに絵だけ見ちゃったんで、何かタイトル気にしな
かったんですけど、次の時はタイトルとその絵のずれと
の違和感を感じました。a2 

Q：そっか・・違和感があって・・・何でこれにしたん
だろうみたいな事って、どうですかね？その時考えたり
したんですかね？ 

A：その時は・・でもそんなに深くは考えなかったです
かね・・うん。 

Q：何かその・・他人のインタビューのテキストを読ん
で、何かあの・・残っていることとかって・・考えられ
たこととかってあるんですかね？ 

A：その時には、何か自分が持っている（カードの）言
葉と（インタビューされている人が持っているカード
の）言葉が違う言葉だったので、あの、感じ方違ったの
かなと思ったり・・そうですね その時はそう、作品と絵
の、なんだ・・違和感の方が、すごい・・ずれを感じ
て・・ 

Q：それが何かこう・・ 

A：そう。結構後を引いて・・はい。 

Q：３枚目は・・？ 

A：3枚目は「参照」。で、「参照」になって、でも『資
料手に取る』とあったんですけど、すでにヘッドホンで
音を聞いたり、他人の事を見てたんですけども、再度も
う一回見てみて、そこからあのタイトル「大家族」から
連想することにしたんです。「大家族」から、こう「包
容力」って言うか・・なって、「翼」「鳥」「大空」っ
てなっていって感じですかね・・で、なんとなく鳥が羽
ばたいて・・最初見て鳥が羽ばたいてると思ったから、
家族を守っているのかなみたいな、そんな・・感じがし
ましたかね。感じた違和感から、こう無理やり連想させ
ていってって、こう答えを見つけたじゃないですけど、
a5はい。 

Q：確かに。自分の中でこうつなげていって・・・ 

A：そうそうそう。 

Q：納得できる関連性みたいなのが・・ 

A：連想していって、だから「大家族」という名前なの
かなーって・・・そうそう。曇りの中にその青空があっ
て、なんか寂しそうにも感じるけど、でも青空があるか
らからこそ、力強さがあるっていうか・・ですね。 

Q：だからその・・・違和感が効果的な・・・ 

A：そうですね、はい。 

Q：曇りだけでも、青空がそこにあることで・・ 

A：うん。 

Q：結構メモを取られてますね。 

A：（笑）そうそう。思ったことをバーっと書こうと
思って・・ 

Q：何か言い忘れたこととか・・ 

A：あと何だろう・・・そうですね。いろいろ色使
い・・・ちょっと私も絵を描いていたことがあったので、
色使いが暗いなーと思ってました。そうそうそうそう。
あと、鳥にもちゃんと雲だけど目があるなとか、足があ
るねとか思いましたね、はい。・・・・・でもなんで「大
家族」なんだろうなと思いました。タイトルは。 

Q：それは答えは出ず・・・ 

A：う～ん。まぁ無理やり（笑）連想していって・・う
ん。そんな感じなのかなみたいな・ 

Q：イメージ的には何か・・まあまあ・・納得・・ 

A：そうですね・・でもそれも何か資料とか、他の他人
の意見とか、本の解説を見て・・あ～だからだなみたい
な感じですね。 

Q：あの・・参照したものにもなんかそういうようなこ
とが書いてあって・・ 

A：書いてありました。はい。 

Q：何かそれはその書いてあることと・・他人の意見っ
て割とすっと納得いきましたか？ 

A：うんそうですね。はい。 

Q：「大家族」なんだなみたいな。 

A：はい。 

Q：全体を通して、今回のこのプログラムどうでした？ 

A：そうですね、一つの作品にこんな長い時間向き合っ
た事って、あんまりめったにないので・・はい。貴重な
体験かなとは思いました。  

Q：時間かけて向き合うと、どうですかね？ 

A：そうですね、想像は膨らみますよね。 
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Q：イメージが・・ 

A：イメージが、はい。 

Q：連想ゲームみたいな・・ 

A：そうそうそうそう。そうまさにそうですね。最初
は、ぱっと見は何か・・・ね、何も・・鳥の絵だなとか、
空の絵だとしか思わなかったのが、こうタイトルから関
連付けたり、後他人の意見から、あ、こういう感じ方も
あるんだとか、って思ったりとかですかね。イメージは
膨らみますね。 

Q：そこはじゃあ、資料とかインタビューがうまく作用
して、色々こう広がっていた感じがあると・・・ 

A：ですね。 

Q：何か全体通して、こう印象に残ったこととか・・・ 

A：印象・・・全体を通して・・う～んそうですね何だ
ろう・・・う～ん・・・「大家族」・・・なんでしょう
ね・・（沈黙）・・こうやってカードを出されると、い
ろんな感じ方がするのかなって、うん。 

Q：なんかこうそれが、なんだろう、とっかかりになっ
て、いろんなことを考えてもらえれば・・みたいなとこ
ろでちょっとね、こちらも・・・・ 

A：なかなかないですよね、こういうカード見たりす
る・・ 

Q：そうですね。ちょっと逆に言えば、負荷をかけるよ
うな内容なんですけど、そこら辺のその・・縛り的な感
じはどうでしたね？ 

A：ああ確かに、ちょっとね・・めんどくさいとか思っ
たりもありました（笑）。あ、ちゃんと考えなきゃって
思ったり（笑）そうそうそう。そういうのはありました
けど、うん。・・・でも、そうでもなきゃ深く考えなかっ
たかもしれないですね、はい。 

Q：普段はじゃあ逆に、今日と比べるとどんな感じ
で・・・ 

A：そうですね、普段は別にこういうのがなければ、タ
イトルと絵を見て・・・確かに・・違和感にそんなね・・
その作品の名前はその違和感のまま終わってたのが、自
分の中で納得した答えに終わるまで出さずに、終わって
しまってるって言うか・・・ 

Q：今日は何か、じゃあそこのちょっと心持ちがわり
と・・ 

A：そうですね。なんか連想させてって、自分の納得して
スッキリした感じですかね、a6はい。 

鑑賞者1 

Q：1枚目ってなんだったしょうか？ 

A：これでした、「疑心」・・ 

Q：どんなことをされましたか？ 

A：どんなことをした？・・・・まず・・ちょっと文章
に引っ張られちゃうんですけど・・（笑）。なんか『素
直な心と同じぐらい』って書いてあったので、素直に疑
いました（笑） 

Q：素直に疑ってみると・・・どうでしたか？ 

A：あのね、「これは鳥なのかな？」とか、「これは海
なのかな？」とか、「これは雲かな？」とか「青空か
な？」とかでさらに疑ってみたんですけども、もう鳥に
しか見えないし、もう海にしか見えないみたいな感じ
で・・（笑）。だから何て言うんですかね・・何で・・
鳥なんだろう？とか、そっちに・・疑いって言っていい
のかなそれは・・何で鳥なんだろうとか、なんで海なん
だろうとかっていうふうに、考えが向かうんですけ
ど・・・堂々巡りと言うか・・そこからう～ん・・例え
ば・・分からないので、何で鳥なんだろう・・鳥の理由
が結局見つからないので、うーんと・・なんで犬じゃダ
メだったんだろうとか、なんか「かもしれない」・・「か
もしれない」ってこのカードには書かれているんですけ
ど、「かもしれない」っていうよりは、「なんで」・・
「なんで」から先に・・疑問から先に進まない・・b1「か
もしれない」って答えですよね？でも、「なんで」から
先に進まなかったです・・ 

Q：結構じゃあ、「？（ハテナ）」がこう・・巡っていっ
てと言うか・・・そこからこう・・糸口みたいなのが、
なかなか・・・ 

A：全然（笑）はい。 

Q：例えば、なんかさっき仰ってた犬だとしたら、みた
いなところで・・そっからこう・・犬だったらみたいな
ふうに考えなかったですか？ 

A：ああ、考えなかったです。。犬だったら？・・犬だっ
たら・・・犬だったらどうですかね？（笑）。全然・・
なんかそこから、全然進まなかったです・・なんで犬じゃ
ないんだろう・・から、鳥じゃなきゃいけない理由があ
るんだろう、みたいな・・・進み方ですね・・思考は。 

Q：やっぱりその先が・・・ 

A：見えない・・ 

Q：なんだろうっていうところで、じゃあ結構この「疑
心」の最初の時は・・ずっともう、その悩みの中で・・ 

A：そうです（笑）15分。 
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Q：もがいていて・・じゃあそこから次は・・？ 

A：次が・・「以外」 。 

Q：この時はどんな感じでした？ 

A：以外は・・まあきっとその・・・『見えてくるも
の』、『想起されるもの』、『起こる状況』をまず考え
なきゃいけないのかなと思いまして、でもなかなか・・
見えてくるものは何も見えてこなかった（笑）。なんか
結局その・・『想起されるもの』？ですかね・・何て言
うのかな・・「大家族」っていう題名から自分がするイ
メージとか、鳥の・・飛んでるような鳥から自分がする
イメージと・・・ そういうふうに・・・うん、考えよう
と思うんだけど・・それが本質なのかな？・・なんて言
うんですか・・何て言うのかな・・難しいな・・・私が
思う「大家族」・・が、この絵の本質でいいのかな ・・
b2って言う・・また「？（ハテナ）」です。「？（ハテ
ナ）」で「。（マル）」みたいな・・・ 

Q：なんかその・・割と毎回その問いの入り口は入っ
て・・それから悩み初めて・・こう・・着地点がこう・・
見つからないって言うか・・そこら辺の原因というか理
由っていうのは・・何か自分で思い当たったりしますか 

A：まったく。何ですかね（笑） 

Q：なんでわからないんだろうっていうところで・・う
んうん。 

A：なんだろう・・全然・・分からない（笑）・・ 

Q：何かこう聞かれてることは、なんとなくこういうこ
となんだろうなっていうことで、想起されて・・でも、
自分の考えることが、そこで着地点的にはここら辺なん
だろうな、っていうのがあるんだけども、じゃあ自分の
考える「大家族」っていうのは、なんだろうっていう・ 

A：そう・・ですね。「大家族」・・なんとなくイメー
ジ・・ 

Q：どういうイメージですか？ 

A：「大家族」、私あの・・え～背景が、 最初は朝かなっ
て思ったんですけど、私の「大家族」のイメージって夜
なんですよ。夜の団欒みたいな・・だから私だったら夜
だなとか・・（笑）そういう鑑賞ですかね。 

Q：まあでも、なんかそれだと・・結構最初の「なんで
鳥なの？」とかも、結構出てきそうな感じがしますけど
ね・・そういう、こう・・関連で考えていくみたい
な・・・ 

A：あ、自分の思う鳥って・・ 

Q：なんで鳥だったんだろう？って言うのとかも、う
ん、なんか・・今の家族の話とかも、すごい何か 素直と

言うか、すーっと入ってくるなっていう意見だなって、
いうのがあって、「大家族」から繋がって、夜の・・・ 

A：私は夜なのかなーって、でもなんかちょっと・・荒々
しい海ですよね。そこが違うって思っちゃうんです
（笑）。 

Q：ちょっと「大家族」っていうニュアンスと、この海
の感じが・・みたいな・・・ 

A：そうなんですね・・ 

Q：３枚目は・・ 

A：３枚目は 「一息」。 

Q： これはどんなことを・・ 

A：いやもうこれ完全に、2枚目のカードを引いた時点で
もう椅子に座ってたんで、やっちゃったって思いました
（笑）。 あの・・でも・・そうですね。今、佐藤さんに
お話ししたようなことは、やっぱり椅子に座って考えた
ことだと思います。あの絵の前・・では、もうわけわか
んないぐらいにしか・・思えない。考えられないから
（笑）。椅子に座って考えた気がします。 

Q：なんかちょっと腰を据えて落ち着くと、ちょっとそ
こが巡ってきて、落ち着いて考えられるみたいな・・ 

A：うんうん。 

Q：「一息」でもう最後の方は、どういう感じだったん
ですか？ 

A：いやーもうひたすら、この3枚のカードを・・3枚っ
て言うか、「疑心」と「以外」を見て（笑）。 

Q：見返してたって感じですね。 

A：うん。見返してたって感じですね。 

Q：で、そこでまたちょっと悩みが・・・ 

A：悩みが始まって、答えが出ないままは終わりました
（笑）。はい。 

Q：なるほど。なるほど。どうですか、普段と比べ
て・・今回のこのやり方っていうのは・・普段もそれぐ
らい悩んで見てたりするんですか？ 

A：悩んで答えが出ずに、通り過ぎて来るんですけ
ど・・・まずこれだけ時間をかけて見ないです。一枚の
絵でも、何にしても・・それは新鮮だと思います。 

Q：時間をかけることで、何か変わったこととかってい
うのは・・・ 

A：時間をかけることで？・・・う～ん・・・難しいな、
何が変わったかな・・・時間を、今回は時間をかけ・・・
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たっていうより、このカードの存在の方が大きかった気
がします。 

Q：どういう風にこう、それは影響を・・・ 

A：あんまり・・あの普段鑑賞する時に、なんでこう描
いたんだろうとか・・は考えるんですけど、「かもしれ
ない」「こういうことかもしれない」っていう答え・・・
答えっていうか・・まで自分がたどり着くかって言われ
たら、ちょっと一人ではそこまで行かないかも、そうす
る前にやっぱり通り過ぎちゃうと思うので、その作品の
前を。だから一枚時間かけて、こうやって「かもしれな
い」とかって提示していただくと、いつもよりも考える
ことは多かったかもしれないです。 

Q：そんな中でも、何かその、朝と夜のっていうところ
は、結構ゴールまでいった感じはありますよね。 

A：本当ですか？（笑） 

Q：自分の中で答えが見えたみたいな・・・ 

A：それでいいですかね？私は夜。みたいな感じなんで
すけど・・・ 

Q：でも多分おっしゃってる、やりたい事っていうの
は、そういう・・・ことだと思うんですけども・・何
か・・そうだな、なんか「一個出たな。」みたいな感じ
がしますよ。 

A：ふふふ（笑）ああ、そうですね。うん。そうです
ね。今日鑑賞して、それだけかもしれないです。私だっ
たら夜みたいな。固まった答えみたいなものは・・ 

 Q：うんうん。なんかそれはそれで逆に・・不思議な気
がしますよね・・やっぱそれだけは、こう・・パッと出
てきたみたいな・・・何かこう・・えっと、展示場に
色々・・音源だったりとか、カタログというか、そうい
うものがあったと思うんですが、そういうのは特に・・ 

A：カタログは、もうほんとちらっとですね。音源は結
構じっくり・・・じっくりっていうほどでもないですけ
ど・・・聞いてきました。 

Q：音源どうでしたか？ 

A：なんかぜんぜん・・まずみんな違うカードをもらっ
てるって事に衝撃を受けました（笑）。ああ、そうなん
だと思って、それであれですね、やっぱり人それぞれだ
なーって。私だったらそんなふうには考えなかったなっ
て・・・とかありました。 

Q：うんうん。 

A：なんかねあの・・・美術関係の仕事されてるってい
う方が・・私はやっぱりそういうお仕事しないから、そ

ういう風には考えないだろうなとか、そういうのはあり
ましたけど・・ 

Q：じゃあちょっと総括すると、今日どうでしたか？ 

A：総括すると・・え、どうだったんだろう・・あ、で
もやっぱり・・面白かったです。あの自分じゃ考えない
こととか・・・いつも鑑賞するとき一人なので、自分の
枠から出ないって言うか、いつも通りの・・・何て言う
んですかね、私・・何て言うのかな・・私っぽい（笑）。
私の鑑賞みたいなの・・から出られないと思うんですけ
ど、こういう・・何ていうんですかね、ちょっと人の手
を借りるとか・・うん。面白いなって思いました。 

Q：ありがとうございました。 

鑑賞者３ 

Q：１枚目に引いたカードは何ですか？ 

A：「減速」・・「 減速」って引いたから、何か行動と
かをゆっくりしなきゃなんないのかなと思ったのね。だ
けど、やり方がいまいちよくわかん分かんなくて・・あ
の、最初焦っちゃったっていうのがあって、「減速」し
てないなっていうの思ったのと・・あと、その絵を見た
時に・・その・・私がパッと見て思ったのは、大きな旅
行から帰ってきたお父さん鳥c1だなって思ったの。で、
その大きな旅行で、見た一番美しい空の色に、お父さん
が染まって帰ってきたc2なっていう風に感じたのね。
で、その絵の下の方は・・あの海とさ、そのお父さん
の・・この鳥の羽根の一番下の所が・・なんか吸いあげ
てるような感じがしたの。だから、この辺から・・なん
かダークなものを吸い上げて・・きてるのかなと思っ
て・・美しいものを吸い上げてるような感じがして・・
で、なんか「減速」だったから、そのお父さんはゆっく
り帰ってくる感じ・・で、波も何かゆっくりこう・・ざ
ぶーんって、なんかこう・・さっきよりはゆっくり・・
さっきっていうか・・何かきっとこの時間よりもっと前
はこうもっとガンガンきてたんだけど、さっきよりは
ゆっくりになってるような感じがして・・で、今からだ
んだん夜が明ける感じ・・この、ここのラインが、オレ
ンジっぽかったから、暗い中からオレンジの線がなんか
希望っぽいなーって思ったのが、「減速」の時間で・・
で、「減速」の時間は立って見てた。で、ちょっと斜め
左から見てて、最初は。で、その後、ちょっと移動して
まっすぐ見て・・なんか最初は、最初からまっすぐより
はなんか斜め見たから見た方が・・・なんか左側のさ・・
あの・・羽が大きかったから・・そう、なんかそっち側
に寄せられて・・無意識に左に行った。っていうのが「減
速」の時間。意外に15分が短かった。 
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で、その後が「静寂」の時間。で、私はあの耳栓がなん
か微妙だったから、このパコってやつ（イヤーマフ）し
たんだけど・・なんか「静寂」ってさ、あんまり字を見
ることなかったんだけど・・なんか静かなことって、す
ごい寂しいなと思ったのね。で、そしたらなんか今度は
絵を見たら・・あ、今度はこっち側の椅子に座ってみて
たの。こうやって・・そしたらなんか寂しい感じがあっ
たから、そしたら、絵の下の方になんかこんな感じのね
（雛鳥が数匹巣で鳴いているようなイラストがノートに
描かれていた。）、こういうなんかこうピーピーピー
ピー 泣いている感じの・・お父さんが帰ってきて嬉しい
感じ・・だから自分自身はすごい寂しい気持ちになって
るから、なんか賑やかさがほしかった。で、なんか、
（自分の）息とかその脈とかもだんだん聞こえてくる
し・・・なんかカードにも書いてあったじゃんね。で、
なんかその音をだんだんを想像するようになって・・静
かだから。だけどなんか空の音とか聞こえなくて、その
お父さんの羽の音と・・それよりもこのこちらから5～
６匹がピーチピーチって言ってるような音がすごい想像
できて・・でそれはきっと、想像で・・なんか静かだか
ら、多分反対のことを感じたのかなと思って・・で、「静
寂」の時間は、その絵を見る他に、こっちの画集を見た
の。で、右側の画集の一番左のところの最初のページ
が、なんかこう馬のさ・・馬の・・なんか森に・・ここ
がこう森の色になっているやつ1（馬上の人物と森の風景
がイリュージョンを起こしているような作品）・・あ、
こういう絵を描く人なんだなーって、その時知ったの
ね、で、こんな風な絵を描く人なんだなーって思った時
に、「こんな風」って具体的に何かなと思って、それは、
この・・同じ世界を違う世界に見せるとか、違う世界を
同じように見せるとか、異質なものを同質に見せると
か、そういうふうに・・なんだろう・・そういう・・そ
ういう風な絵を描く人なんだな～って思ったのが「静
寂」の時間。  

で、その次が「参照」の時間で、「参照」だからなんか
あの・・他の・・最初は絵を見なかったの。で、こっち
側はさっき見たから、今度はこっちを見たの（逆の壁側
の資料）。こっち側のあの・・画集見たら、これと同じ
画集（「大家族」が表紙の画集）があったじゃない。
あ、なんだあるじゃん！と思って、それを見たのね。
で、その最初の・・何ページ目だろう・・結構最初の方
にその・・文字だけ書いてあるところがあって、そこに
『夢見る権利』って書いてあったの。あ、『夢見る権利』
か～と思って・・そしたらなんか・・なんか誰でもね、
自由に表現していいんだなとか・・なんかこう好きに羽
ばたいてもいいのかなと思って・・で、（「大家族」は）
なんかこう暗いの絵だったけど、何か希望・・暗い中で
も希望があるんだなーって思ったのね。で、だんだんそ

の後、集中力がなくなってきたわけよ（笑）。で、だん
だん、あ～そうなんだと思って、じ～っと絵を見て・・
で、今度は真ん中の椅子に座ったのね。そしたらなんか
さっきは気付かなかったけど、なんか足が変・・足が2
本あるなとか、そんなの最初気付かなかったんだけど、
足がだんだん気になってきて・・・そしたらなんか、も
しかしたらその・・空の方が本当の絵で・・本当の絵っ
ていうか、本当の空で、あの枠？額？の方がもしかした
らああいう枠で、で、それをなんか・・ここに穴が空い
てて・・こうやって見たら空が向こう側に見える絵だっ
たのかなーって言うか・・・ 

Q：空以外の部分が一体化してて、それが空の下地にペ
コってはめてるような・・ 

A：そう、最初は・・最初はあの鳥のお父さんに空が染
まってると思ったのね、だけど他の画集とかみたら・・
例えばさ、この絵の中に何かこうなって・・ここにキャ
ンパスがあって、それが普通の絵と一体化してるやつ2と
か（風景を描いている絵のキャンバスと風景自体が一体
化している作品）・・あ、そういうことを描く人だか
ら、もしかしたらあの絵が、あのこっち側が枠なのか
なって。c3で、あれがもしかして嘘だったのかなって
ちょっと思ったのね。でそう思ったらだんだん、記憶と
言うか、集中力がなくなっていって、鉛筆久しぶりに
持ったなとか（笑）。で、だんだん足の話から、足の下
の方になんか波が２つあって、何で２つなのかなと
か・・で、だんだんそういうことを・・あの集中力が取
れてきて思って・・で、じ～っと鳥の顔見てたら、鳥の
ここがなんかカモみたいな・・ちっちゃい・・あの多分
雲なんだろうけど、それがなんか頭と胴体がちっちゃく
なって見えて・・なんかちっちゃい鳥みたいに見える
なーって思ったのね。で、だんだんなんか疲れたな～と
思ったら、あ、そっかなるほどと思って・・絵はなんか
その描いた人が『コレを伝えたいんだ！』ていうような
感じじゃなくて、なんかこう・・見た人が・・その・・
何かを考えるための、気づくための装置なんだなって
思ったのね。で、それは・・それはさっきの空の方が本
当で、あの額がただの枠だったから・・そういう装置で、
なんかこう自分の回路を変えさせてくれるもの？なんだ
なーって最後思って、『ふう～』ってなってた（笑）。 

Q：今回、普段の鑑賞と何か違うところがありましたか 

A： あのね・・あの、やっぱこれ。イヤホン（耳栓）。
イヤホンだと、あの・・なんだろう、本当にあまりにも
静かで・・そうすると音が聞こえて・・・音っていうか、
音を想像するようになるのは、なかった・・・だいたい
美術館とか行っても、まわりがガヤガヤしてるし、後な
んかもし聞いたとしても、絵の説明とかじゃない。で、
全く聞かないで、だから、そういうことじゃなかったか
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ら、絵から音が聞こえてきたのはびっくりした。で、そ
のさっきも言った、絵の音、ピーチクパーチクの・・こっ
ち側を想像するとは思わなかった。その絵の中の、以外
のもの・・そういう・・それはすごくびっくりした。 

鑑賞者４ 

（略） 

Q：２枚目に引いたカードは何ですか？  

A：2枚目ね、「他者」というカードでした。これは難し
かったですね。『私でないものになってみます』え？私
じゃない誰になれるんだろうなと思って、あそこで一生
懸命作品を見ていた自分を誰が見ていたの？って難し
かったんです。けれども、ふと思ったらこんなに幸せ
に、一人だけマグリットの「大家族」・・同じ空間にこ
んなに長くいられるなんて贅沢じゃないからって思いま
した。d1こんな高価な作品・・こんな素晴らしい作品と
私だけ・・ここ、ここにいられるなんて、同じ空気の中
に私とその作品だけ・・ふっと思ったら、あの監視員と
言うか、監視員さん？ずっとあそこに座っていて、私よ
りもはるかに長い時間あの作品と一緒にいられて、あ
あ、あの人になりたい！と思って・・d2でもあの人が目
をつぶって・・つまんないかな？美術が好きかな？どん
な人だろう？と思いました。d3ずっとあの長い時間に、
ずっとあそこに座って・・そういう仕事・・私は美術が
好きと言っても、そういう仕事をさせられちゃったら、
どう思うんだろう？d4と。物事は相対的なものですよ
ね。あそこで自分の何て言うのか・・自分があそこにい
る意味を作り出さない限り、あそこに長くいてもしょう
がないじゃないですか。その自分が幸せっていう風に感
じなければ、単なる作品と一緒にいられる時間の長さを
羨ましいと 思ってた自分。その監視員さんになりたいっ
ていうのも、その人の気持ちは分からないかもしれない
なと思いました。 

（略） 

鑑賞者２ 

（略） 

Q： 2枚目に引いたカードは何ですか？ 

A：2枚目は・・「以外」。 それそのものは、本質では
ないかもしれないので、『それそのもの以外を見ること
です』で、『視界を反転させて』って書いてあったんで
すけども、これがちょっと・・なんかよく意味が分から
なくて・・でも、作品を見に来たんだけども、じゃあ作
品以外を見てみようと思って、図録とかあそこにあった

ものを見ました。で、その中で、面白いなあと思ったの
が・・メモしたんですけれども・・「ルネ・マグリッ
ト」っていう本で、12ページのところに、『見えるもの
は他の物を隠す。私たちは常に見えるものによって隠さ
れたものを見たいと願っています。隠されたものと見え
ることが私たちに見えなくしているものに関心があるの
です』e1って、マグリットの言葉が書いてあって、はぁ
～深いなぁと（笑）思いました。e2で、なんか今日の見
方によって、この言葉っていうのがすごい私にとっては
響いた。e3 

Q：このカードがなかったら、そうは受け取らなかった
と。 

A：逆の意味にとってたかもしれないと思っていました 

Q：と言うと？ 

A：と言うと？と言われると・・（笑）ちょっと具体的
にあれなんですけど・・ 

Q：文面通りに取っちゃったと。 

A： うーんなんか・・そのだから・・何だろう・・ちょっ
とそこまでは整理できてないんですけども、なんかとに
かくこの言葉が・・この言葉っていうのが、ちょっとい
いと思って。で、他にも説明があったんですけれど、な
んかそれは・・なんか『「大家族」っていう題名はとて
も納得できる』みたいなこと書いてあって、それを読ん
だ時には、何でこの人は納得できるんだろうなと、すご
い不思議でした（笑）。あと、なんかえーっと・・やっ
ぱり『鳥が今にも飛び立とうとしてるところです』と書
いてあったんですね。私は今日見て、いやこれは飛び立
とうとしているんじゃなくて、海に引き込まれそうに
なっているんだろうという風にすごい感じたので、
えっ？て思いました。だから、多分この今日の見方をし
てなかったら、そういう絵だなってすごいこの言葉に共
感したと思うんですけれども・・ 

Q：なんとなくその・・カードがあることによって、疑っ
てみるっていうか、穿った見方的になったってことです
かね。 

A：そうですね。 

Q：３枚目は？ 

A：3枚目は、さっきのこの言葉にグッときて、もっと見
たいなというところに、３枚目の時間が来たんですけれ
ども・・「距離」。『部屋の中から外へ』。ここでもっ
と見たいのに・・・で、『屋根のない所まで行くのも良
い』と書いてあったので、屋根のないところまで行きま
した。あそこの広場まで・・あのすぐ下の・・ところま
で行きました。 
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Q：このカードを引いて本当に建物の外に出た人って、
なかなかいなくて・・・ 

A：あーそうなんですか？（笑）だって『屋根のないと
ころに行くのもいいかもしれない』って書いてあっ
て・・屋根のない所って言ったらもう建物の外に出るし
かないと思って・・ 

Q：でもね、時間の制約とかがやっぱりあって、結構皆
さん窓辺とかで済ませちゃて、なかなか外へは出てもら
えないんですよね・・ 

A：でもお天気もいいし・・あのバスを降りた時に、す
ごいこの広場が気になってたので、あ、じゃあと思って
行きました。  

Q：どうでした？ 

A：なんかここの美術館って、「大家族」が売りの美術
館なんですよね？で、なんかこの広場を使って、「大家
族」ワークショップみたいなやったらすごい楽しそうだ
なぁ・・と。で、ちょうどこっちから日が当たってるの
で、この木の影がすごいレースみたいになっていて、す
ごい綺麗で・・・で、なんかこのこっちから何かを投影
して・・その広場で何かを広場に何かを投影して・・・
何かやったらすごい楽しそうと思って・・ね。なんかこ
うちょっと、こう・・妄想が広がって、一人ワクワクし
てました（笑）。 

Q：今回、普段の鑑賞と何か違うところがありましたか 

A：そうですね・・「大家族」なので、筆のタッチとか
も・・そんなに・・なんて言うだろう・・・まあポスター
みたいな感じなので、割と平面的な絵じゃないですか。
いや、平面的って言ったら変かもしれないけど・・なん
かその・・筆のタッチがどうのっていう絵ではないじゃ
ないかなと思ってたんで、それを・・約1時間見て、何が
出てくるんだろうとかって思って・・で、結構こう鑑賞
する前もあの絵だよなーとか思いながら、思い浮かべて
いて・・でも実際に見たら、さっきも言ったみたいに、
全然印象と違ったので・・なんかいろいろこの絵につい
て調べてみたいなと思うようになりました。 

Q： ポスターという感覚・・非常に分かりやすいですよ
ね・・何が書いてあるか一瞬でわかっちゃうから・・ 

A：そうですよね。ぱっと見て、ああ面白いとかで終
わっちゃう絵かなと思ったんですけど・・そうではなかっ
た。で、この（カードの）言葉・・なので・・ 

Q：今日のその・・言葉があることで、「大家族」がも
うちょっとこう・・違う風に見えたじゃないかなと 

A：このカードがそうですね。この言葉（マグリットの
言葉）は、鑑賞した後に見たので・・ 

Q：あーそうなんですね。 

A：なんかだから、えーっと・・その・・ペたーっとし
た絵じゃないかなと思ったんだけれども、実は違ったっ
ていうのを・・今日実際に見て、なんかこう自分の中
で・・こう納得いかないと言うか・・折り合いがつかな
いと言うか・・・誰かに何か説明してもらいたい気分に
なって・・で、図録を読んだら、マグリット自身のこの
言葉があって、あ、納得。っていう感じでした。e4 

Q：もう1回読んでもらってもいいですか。 

A：マグリットの言葉ですか？はい。読みますね。『見
えるものは他の物を隠す。私たちは常に見えるものに
よって隠されたものを見たいと願っています。隠された
ものと見えることが、私たちに見えなくしているものに
関心があるのです。』 なんかなぞなぞみたいな・・・
（笑） 

鑑賞者９ 

Q：1枚目は何を引かれましたか？ 

A：1枚目は「振子」ですね。 

Q：どういうことされてましたか？ 

A：「振子」ということなので、え～っと・・こう前に
近づいたり、ちょっと離れてみたり、そういうことをや
るのかなと思っていまして・・でも、行った時にもう
ちょっと見てる・・座って見てる方がいたので、邪魔に
なっちゃうかなと思ったんで・・ちょっと・・・待って
ましたね、うん。で、行かれたので、最初は近くで見
て、今までも誰もいないところで見る機会が多かったの
で（笑）、この今回の沈黙ということがちょっとよくわ
かってなかったので、またかなって、ちょっと思って見
てました（笑）。で、え～・・まあいつも沈黙で静かな
ところで見ていることが多かったのですが・・まあ見な
きゃいけないかなって思って・・（笑）。最初近づいて
見ていると、その鳥が飛び立っているのか、または降り
ているのかとか、いろいろこうありますが、どちらかな
と思って・・見ていて、まあ近づいてみると、あの・・
海の波の色が、え～そのスカイブルーの色を反射し
て・・水色になっていたということに気がつきました。
今まではあまり気がついてなかったので、で～・・鳥の
尾が（海面と）繋がってるから、もしかしたら降りてく
るところなのかなと、ちょっと思ったりしましたね。空
が海に近づいてくるという感じがしたので、離れて行く
んじゃなくて、何か海と繋がってるなと思って・・で、
今度は遠くに離れて見てみると、あの・・・鳥以外の暗
雲立ち込めている空が、実は青空の上に塗られているん
じゃないかなって、近くでは分からなかったんですが、
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え～・・青空の雲の・・こう続きが？うっすら見えてい
るような感じがして・・マグリットはあの青空を・・青
空と雲を描いてから、鳥の形を残して塗ったのかなと
（笑）。ちょっと思っていました。 

Q：こう・・描く工程と言うか・・ 

A：ええ、描く工程を・・もしかしたら最初に青空を描
いて、雲を描いて、で黒い・・・夜なのか、天気が悪い
のが分かりませんが、それをこう塗ったのではないかな
と、近づいて見るとただ空が暗いとしか思わなかったん
だけど、やっぱり3mくらい離れると・・・うっすら、
あ、もしかしたら雲の続きかなっていう感じで見えてき
ました。 

Q：なるほど・・何かあれですよね・・絵の具の経済的
な使い方ではないですが・・（笑）。コンセプト的には、
何か・・・ その方が何か・・その考え方も確かに・・あ
りな気も・・ 

A：うん・・・はい。だからまあ近づいてみていると・・
あまりそういうところには気がつかなかったんですが、
後ろに行くと、どうもあの後ろに雲見えてるかもってい
う感じにちょっと思ったので（笑）・・そこがちょっと
今までとは違う・・感じで鑑賞できたのかなと思います。
で、その後は、う～ん・・まあずっとこの「大家族」と
いう題名はなぜかと、なぜつけたのかと・・f2あんまり
あの図録とか本を読んでも書いてないですよね・・で、
結構（マグリットが）こだわってた人だって言う割には
よくわからないでずっといて、スッキリしてなかったの
で、周りにあるあの・・図録をちょっと15分ぐらい見て
ました。f1で、あの・・・何だろう何かに「見えるもの
が見えないものを隠している」という言葉があったの
で、 何を隠してるのかわからないなと、いつも常々思っ
ていて（笑）。で、ちょっとその図録何冊かで同じよう
な絵が載っているのを、６つぐらい見て・・見てみまし
た。はい。そうすると、似たような形のが・・まああの
1950年代から66年の間に６つぐらいあって、その題名も
みんな違ってましたが、鳥と海と空と雲のその・・載っ
ていたのを見たとき、ある図録を見た時に、「絵の題名
は説明ではないし、絵は題名の図解ではない。」f3
と・・書いていらっしゃっていて（笑）、「題名と絵と
の繋がりは詩的なものである。」ということを書かれて
いました。ああ、そうすると、あんまりそんなに考えな
くてもいいのかなってf4（笑）思ったりもしましたね。
なんか・・ でも、その後に書いてあったのが・・「つま
りこのつながりによって、事物からいくつかの物質だけ
が取り出される。そうした物質とは、普段は意識されて
いないが、時として理性によってまだ解き明かされてい
ない、異常な出来事に出会うことのように感じられるも
のだ。」f5って言うので、ちょっとまた分からなくよう

になりましたf6が・・・（笑）。とりあえず詩的なもの
というのは・・うん。ちょっと私も安心したかなって。
で、また別なものを見ていて、「私は無限の問題を鳥に
よって解決するという考えを思いついた。とてつもなく
美しい考えを。」f7って書いてあったところを見て、
あぁ、何かマグリットは鳥によって解決されたんだな
f8・・っていう・・・なんだかちょっとまだわからない
けど、彼にとってはそういうものだったのかなとかって
思いました。f9 

（略） 

「親子の糸でんわ鑑賞」ログ抜粋 

2.15.3の親 
こういうちゃんとした絵を見て感想を聞くっていう機会
が初めてだったので、何を話すのかなって聞いてたんで
すけど、意外となんか話が膨らみを持ってたので、色々
感じることがあるんだなーって思いながら・・・おっ
しゃってたように、なんかやっぱりじっくりちゃんと話
を聞いてあげるっていう環境がなかなかなかったの
で・・弟も邪魔してきますし（笑 ）・・なので、結構向
き合って喋れてからよかったかなと感じました。g1 

2.15.2の親 
うちの子はとにかくしゃべるんで、普通に付き合わされ
て、ああいう会話はいくらでもあるんですけど、私がつ
いて行くのも大変なので、蔑ろにしがちh1（笑）なんで
すけど、あえてこういう機会だと、それをこうまとめて
説明して、段取りしていただいたりとか、私も心構えが
できているので、快く聞いてあげるという気持ちになれ
るので、ちょっとあえて、あの普段からある言葉ををま
とめてくれる機会に来れたっていうのが、すごく嬉しく
て。そういうふうにじっくり聞くことによって、もっと
面白い彼女の飛んだところが・・上手にフォローして綺
麗に言ってくださるので、こっちの心も「あーまた言っ
てる」とかそういうのじゃなくて（笑）。自分も楽に入
れると言うか、彼女も楽しめるし、私もそれにコミュニ
ケーション取れたっていうのがとてもありがたいって思
いました.h2 

4.11.5 4.11.6の親 
子供が三人女で、私も私もってなるので・・でも糸電話
ではたいてい、一対一の話になるので良かったです。そ
れがすごい良かったと思います。i1 

5.15.6の親 
私も最初のゲーム大人でもドキドキ感があって、子供会
とかあるので、やるときっともりがあるかなって。鑑賞
はもともと小さい頃から絵を描くのも、作ったりするの
も大好きで、今も続いてるんですけど、何か一つの絵を
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見てこんなに思ってることとかあるんだっていうの
が・・さっきも最初はさ～っと鑑賞してただけなんで、
そんなに中に何があるっていうこととか、糸電話を通し
て聴いて、初めて自分自身が自分の子供を理解したj1と
言うか、そういうのがあって、いろいろ考えさせる所が
嬉しいなと思って。後、他のお子さんも、すごく年齢は
違うんですけど、その年齢が違ってても色々感じるとこ
ろから、それぞれあるんだなっていうところで、すごく
自分がいろんなことを発見できました。j2 

4.15.2の親 
普段家でいる時は、一人で話を作ったり、一人で歌を
作ったり、本当に一人でもうずっと喋ってる・・寝てる
時以外ずっと喋ってる性格の子なんで、僕らもそういう
の・・タコに見えるって言った時は、正直戸惑ったんで
すけども・・・大人目線で見ると、足4本ついてるし
なーって、馬だよなぁと思いつつ・・・タコって言われ
ちゃうと、合わせなきゃいけないのかなって（笑） 次も
犬っていう話で、犬には実際自分は見えないんだけど、
彼女にはそう見えたので、自由奔放な発想で、普段はそ
れに対して、次から次へと深く深く聞いてことはしない
んで、「よかったね」「そうだね」っていうぐらいで終
わっちゃうんですけど、今日は色んなことを聞いてみた
ら、まあすごい想像力があるなって。まあ、ある意味そ
れが特技と言うか、いい面だなk1っていうことを思いま
した。 

5.13.1の親 
そうですね親が自分の意見を言わないというところで、
私も結構言いたい気持ちでいっぱいになったのですけ
ど・・そうですね、今日は言わない会なので、あの・・
我慢l2してました。あの赤いのが椅子って言った時は、
もう違うでしょ、違うでしょ、って思ったんですけど・・
l1まあ、いいですね。子供の話をずっと聞いてみるの
も。彼女がどうやって見てるのかっていうのがよ、く分
かってそれも面白かったし。l3 

4.15.1の親 
今日実は絵を描く宿題を終えてか来てて、ちょっと苦戦
してそうだったので・・幼稚園の頃はすごい絵を描いて
たんですけど、それがなんか急に小学生になってちょっ
と何か自信がなくなってきたみたいで、それに自身をつ
けようかなと思って連れてきたんですけど（ 笑）なん
か、やっぱりちょっと臆病な所があって、お友達が言っ
てるのを聞いて、それでもいいんだっていうのがなんと
なくこう・・・できたワークショップではあり・・・絵
を見て感想を今まで聞いても面白いとか・・本を読んで
も面白いって・・長く聞いていかないと、なかなか感想
が出てこなかったのが、絵の方がやっぱり早く出てきた
ので、今日はやってみて、自分も聞き方を気をつけなけ
ればいけないなって思いますし、子供の自由に言うこと
が聞けてとても良かったと思いました。　m1 

5.11.2の親 
美術館はあんまり来ない人なので、絵を見ても、子と一
緒で、う～んっていう感じだったので、いい機会だなあ
と思って、絵を見ました。ガツガツ行くと、何も話さな
くなるので・・怒る感じで「もういい！」ってなっちゃ
うので 、彼が思うように見ればいいし、 親もそばでそ
の絵を見てたらいいなって思いながら参加しました。n1 

5.15.2の親 
今２階でやってる絵本展とかだと、しっかり見れて、自
分が絵本読んでるからとかがあるんですけど、こういう
普通の昔ながらの絵というかこういう系は、なかなか反
応しなかったんだけど、その時にこうやって見せればい
いんだってのが、少しなんか色々やってみたらできる気
がしました。o1 

2.15.1の親 
彼女今、年長なんですよ。それで家だと意見は色々言っ
たりする方なんですけど、作品を見て自分はどう思うっ
ていうことを伝えるのはまだ難しいみたいで・・これを
やってみて 、お話を作っていくように絵を感じるという
ことは、すごくやりやすいんだろうなっていうのを、自
分が学びました。p1 

3.15.3の親 
 私も美術に疎い方で、じっくり見るっていうことが未だ
にあまりなくて、美術館には来るんですけども、あ、絵
が変わったとか、これは何を描いてるのかよくわからな
いけど、こっちはよく具体的に描いてるから見やすい
なー・・くらいにしか思ってなくて、この絵も何度も見
てるんですけど、ちょっと見てるだけだったっていうと
ころがあって、今回は子供と10分間話しながら見れるこ
とで、やっぱり自分的にも、この絵をじっくり見られた
なってと思ったので、これからは見方を変えようと思い
ました。q1 

5.11.3の親 
今日なんか一番印象に残ったことが、絵って自由で、見
方なんて自由でいいんだなっていう・・私が割と美術館
が好きで行くんですけど、まずタイトルを見て、「あー
こういうことを言ってるんだ」「こういう感じかな」と
かも、自由には発想をせずに、「こんな感じで描いてる
んだな」とか、割と現実的な見方をしちゃうところが
あったんですけど、娘のや今の聞いてても、全く自分が
思わないような世界を想像してたり・・あ、でも自分も
それでいいのかなっていうのがすごく勉強になって、そ
うするとまた何か、絵を見るのも楽しいし、今までより
も100倍楽しくなるっていうか・・で、また娘にそうい
うことを聞いてあげればいいんだなっていう事を 思いま
した。r1でも本当にすごい偶然にちょっと参加したんで
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すけど、とても良い時間を過ごせてもらって、本当にあ
りがとうございました。 

5.11.1の親 
2歳だから、美術館なんてわからないんだろうなと思っ
たけど、一応何が描いてある？って聞いてくと、2歳は2
歳なりに感じているんだなっていうのが今日わかったの
で、s1まあ、またちょっと機会があったら、行ってみよ
うかなっていう気持ちになりました。
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