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主体的なコミュニケーションを実現するための授業づくり 

～生活単元学習における美術作品鑑賞活動を通して～ 

                           熊本市立菱形小学校 教諭 藤本 晶子 

 

要 約 

子どもたちが主体的にコミュニケーションを図ろうとする姿を目指して、生活単元学習 

の中で美術作品の鑑賞活動に取り組んだ。本実践では「対話型美術鑑賞」を参考に作品と 

子どものコミュニケーションを促すことで、思考力や表現力を高めることができることを 

認めた。また熊本市現代美術館の学芸員さんと子どもたちとのやり取りをオンラインとオン 

サイトの両方で行えたことで、新たな学びの可能性を見いだすことができた。 

 

〈キーワード〉 ＶＴＳ ＡＣＯＰ 対話型美術鑑賞 現代美術館  コミュニケーション 

 

１ はじめに 

 知的障害の特徴として「知的障害とは、知的機能の発達に明らかな遅れと、適応行動の困難性を伴う 

状態が、発達期に起こるものを言う。」と特別支援学校学習指導要領解説（１）にあるように、現在受け持 

っている学級の児童(４年生２人、６年生１人)は、同年齢の児童と比較して学習面や体力面で遅れがち 

であったり、他人との意思疎通に難しさがあったりする。中でも適応行動の面で、言語表出能力や推 

論といった概念的スキルに課題があり、教科の学習と共に自立活動（２）の「３人間関係の形成」の「（２） 

他者の意図や感情の理解に関すること。」と「６コミュニケーション」の「（２）言語の受容と表出に関 

すること。」に取り組んできた。しかし、「友達と何を話したらいいか分からない」、「自分の考えが相手 

に正しく伝わっているのか自信がない」という不安感から、なかなか積極的にコミュニケーションを図 

ろうとする姿にまでつながらなかった。 

そこで、ニューヨーク近代美術館で始められたヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ（Visual   

Thinking  Strategies 略称：VTS ）や京都芸術大学アート・コミュニケーション研究センターが開発

したアート・コミュニケーション・プロジェクト（Art Communication Project 略称：ACOP）の

ような対話型美術鑑賞にヒントを求め、美術作品を媒介に自分が感じたことや思ったことを自由に発信

したり、自分以外の人の見方・考え方を受信したりすることで、表現の楽しさや面白さに気付き、主体

的なコミュニケーションの実現へとつながるのではないかと考えた。 

今回の実践では、熊本市現代美術館の学芸事業班主査である冨澤治子氏にオンラインでのゲスト・テ 

ィーチャー及び現地学習（現代美術館での鑑賞活動）、展覧会の出品者でもあるイラストレーターのコ

ーダ・ヨーコ氏には鑑賞活動のサポートといった協力を得ることができた。この場を借りて御礼申し上

げたい。 

 

２ 単元の構想 

（１）美術作品鑑賞の様子から 

 生活単元学習の中で美術作品の鑑賞活動に取り組むようになったのは、今から３年前のことである。 

熊本市現代美術館が、熊本市内の小学校を対象に貸し切りバス代を補助し、学芸員さんが鑑賞活動を 



2 

 

サポートする「CAMK（キャンク）アートバス」事業を行っていることを 

知ってからだった。これまでに「魔都の鼓動 上海アートシーンのダイナ 

ミズム」、「MINIATURE LIFE 展２―田中達也 見立ての世界－」の展 

覧会を鑑賞してきた。子どもたちは教室では体験できない異次元の世界に 

誘われ、作品のもつ緻密さや美しさ、不思議さといったものを全身で感じ 

取っているようだった。そして、美術作品を介することによって人との関 

わりが生まれ、必然的にコミュニケーションを図ることができていると感 

じていた。 

例えば、図１は昨年度鑑賞した「MINIATURE LIFE 展２－田中達也 見立ての世界－」の展覧 

会会場での様子である。子どもたちと学芸員さんとで作品を媒介にしたコミュニケーションが図られ

ていることが分かる。しかし、この時は学芸員さんの話を聞くという「受信」が中心で、子どもたち

が自分の考えを述べる「発信」のスキルに課題が残された。 

 

（２）手がかりとしての対話型鑑賞 

「はじめに」で触れた VTS や ACOP は、対話型鑑賞として国内外で着目されている実践で、『教 

 えない授業』（３）では、その可能性を次のように述べている。 

「教えるのではなく問いかけることによって、主体的な学びを可能にするものであること。新学習指 

導要領の掲げる『主体的・対話的で深い学び』に合致したものであり、そのため学校教育に幅広く活 

用できる可能性を持っている（以下省略）」 

鑑賞者に問いかけることが柱となるこの対話型鑑賞は、子どもたちの主体的なコミュニケーション

能力を育成するための有効な手立てになるのではないか、アートバスの企画がそのためのよい機会を

提供してくれるのではないか、と着目した。さらに『どこからそう思う？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』（４）には「多くの鑑賞の初心者は絵をみたとき、作品の中

に物語を紡ごうとする。その思考パターンは『作品の中で、どんな出来事が起こっているのだろう？』

と言い換えることができる。だからこの質問を鑑賞の初心者に投げかけることで､彼らがすでに持っ

ている思考プロセスを触発し、鑑賞への積極的な参加を引き出すことができるのだ。」とあり、以下の

３つの問いかけが紹介されている。 

 

   ①この作品の中で、どんな出来事が起きているのでしょうか？ 

   ②作品のどこからそう思いましたか？ 

   ③もっと発見はありますか？ 

  

これらの問いを参考に、子どもたちが自分の思ったことや考えたことを述べる発信中心の美術鑑賞活

動に取り組むことにした。 

 

３ 具体的実践 

（１）単元について 

今回の実践は、生活単元学習の中で行った。「美術館に行って本物の美術作品を鑑賞する」という最

終目的に向けて、生活単元学習「感じたことをあらわそう」では、図２のようなコミュニケーション

 【図１ 説明を聞く児童】 
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の流れをイメージした。①の「自分と美術作品」では、作品から得られる情報と自らの経験を重ね合

わせながら見ること。②「自分と美術作品と他者」では、作品を見て思ったことや気づいたことを互

いに出し合い共有すること。③は①と②の体験を重ね、自信を持つことによって対人関係における緊

張や記憶の保持の困難さのある子どもたちが、日常生活の中で主体的にコミュニケーションを図ろう

とする姿である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）田中達也氏の作品から 

① 写真をよく見る 

昨年度、アートバスで熊本市出身のミニチュア写 

真家である田中達也氏の「MINIATURE LIFE 展 

２」に行ったことから、最初の鑑賞作品として田中氏  

の写真を選んだ。田中氏は作品に食べ物や文房具な 

ど身の回りにある物をモチーフに選んでいることか  

ら、子どもたちにはわかりやすく、作品から受けるイ 

メージを膨らませやすいだろうという思いもあっ 

た。使用した作品（図３）には、チョコレートやキャ 

ラメルといった馴染みのあるお菓子が使用されてお 

り、学年を問わず興味を持って見ることができるだろうと考えた。 

作品の見せ方としては、見立ての世界の面白さを味わってもらいたいと考えたので、ポイントと

なるお菓子を見せることにした。子どもたちが予測しやすいように、「これは何に見えるかな」と作

品を部分的に切り取った写真（図４）を一つ一つ見せて問いかけることによって、すぐに発言が出

るだろうという考えもあった。しかし、実際には子どもたちの口からなかなか言葉が出てこなかっ

た。 

 
【図３ MINIATUR LIFE at HOME より】 
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【図２ 美術作品を介したコミュニケ-ションの流れ】 
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しばらく様子を見ていると、色や形を手掛かりに「ソフトクリーム」や「アイスクリーム」、「チ

ョコレート」、「キャラメル」といった言葉が発せられた。また、中には「きのこ」や「ひらひらの

スカート」といったユニークな発想をする子どももいた。日頃気付くことのできなかった、子ども

たちそれぞれの見方・考え方を知る貴重な手掛かりとなった。 

 

提示された写真を見ることによって、子どもたちは「これは何だろう」という問いを持ち、さら

に注意深く見ることで「ある物」を認識し、言葉にすることができていた。これは、子どもたちの

作品への働きかけと作品から子どもたちへの働きかけの流れが言語化され、発信されたものと言え

るだろう（図２①）。 

しっかり作品の部分的な写真を見せた後、「実はね…」と全体の写真を見せると、子どもたちから

「あ～！」という声が上がった。オセロの駒が一瞬にしてひっくり返されたように、子どもたちの

思考の中で、食べ物が電化製品やインテリアへと変貌していった。「テーブル」、「テレビ」、「木（観

葉植物）」などの言葉が次々に発せられた。 

 

 ② 会話を文字にする。 

次に、子どもたちが作品から読み取った物語を意識化し共有 

するために、付箋紙を鑑賞シートに貼り、家族間の会話を予測  

させ、自由に書かせた。その後、どのような会話を考えたのか   

互いにシートを見せ合うようにした（図５）。 

〈児童 A の例〉 

まず付箋紙に、会話をしている人物として「お父さん」、「お母さ  

ん」、「お姉ちゃん」、「弟」、「ねこ」と書いた。次に、お母さんの「今  

日は何にしようかしら」という言葉をきっかけに会話を展開させていた。興味深いことに、動物の  

猫が「おなかすいたニャ～」と会話に参加しているのに、人間の赤ちゃんには言葉がない。なぜ赤

ちゃんが会話に参加していないのか。赤ちゃんはまだお話ができないとするならば、猫はなおさら

のことである。何か意図があるのか、赤ちゃんの存在を見落としているのか。その理由を本人に聞

くと「赤ちゃんは、お母さんのお乳を飲んでいてお腹が空いていなかったから」という答えが返っ

てきた。時間いっぱい考えて鑑賞シートを仕上げた児童 A は、会話の背景までイメージしていたこ

とが分かった。文字だけを見ていては分からない、その子なりの意味付けがなされていることに気

付かされた。 

     

 

【図５ 鑑賞シート】 

【図４ 作品を部分的に切り取った写真】 
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この時間のふりかえりカードに、児童 A は「家族でどんなお話をしているかを書くのが楽しかっ

た」と記し、作品から会話を考えて文字にする活動を楽しんでいたことも分かった。この学習活動

から、子どもたち一人一人が作品と対峙できるような時間の確保や視点の促し、感じたことや思っ

たことを意識化し言語化するために、子どもの力を信じて「待つ」こと、しっかり子どもの思いを

「聴く」ことが大切であると感じた。 

 

（３）田名網敬一氏の作品から 

  ① 授業のデザイン化 

   今年度、アートバスで鑑賞する展覧会は、熊本地震

をテーマにした「こわいな！恐怖の美術館展」であっ

た。田中達也氏のミニチュア写真とは異なり、子ども

たちにとって非日常の世界観であるため難度の高い作

品展であると感じられた。そこで事前学習としての作

品選びは学芸員さんと相談の上、身近な動物が登場し、

鮮やかな色彩が施されている田名網敬一氏のアニメー

ション作品に決めた（図６）。その際、『主体的・対話

的で深い学び実践ハンドブック』（５）で提案されていた

ピクトグラムを活用した単元デザインのアイディアを

参考に、指導案とは別に授業デザイン（図７）を作る

ことにした。 

前回の授業では、授業後のふりかえりが仕上げられ

た鑑賞シートに頼るところが大きかったため、自分の

授業の課題をよく点検できなかった。そのため今回は、

自分の授業の流れと共に、授業のどの場面で、どのよ

うな学びの姿を目指すのかを視覚化しようと思った。

初めての試みで作成した授業デザインシートであった

が、文字と写真を併用することで授業計画に具体性を

持たせ、頭の中で立体的に捉えるのに役立った。美術作品を

取り扱う学習ということもあり、写真を活用することによって、どのような授業にしたいのかとい

う理解が深まり、授業のふりかえりも、指導案を見直すよりもハードルが低くなった。ただ、指導

案とデザインシートの両方を作るとなると、それなりの時間と労力が必要となる。そのため、あら

かじめデザインシートの型を作り、写真ははめこむだけ、言葉は手書きにするといった簡略化した

デザインシートを作ることが次の課題となった。 

 

② 見る 

   作品の情報量が多すぎると着目するものが焦点化しづらいことから、最初に作品を提示する際に

は、登場人物だけが見えるようにした。また、目に映るものを見るのではなく、意識をもって作品

を見ることができるように電子黒板で拡大して提示した。 

作品を見た子どもたちは、「鳥がいる。」、「着物を着ている。」、「口が黄色。」など、目に見えた気

【図７ 授業のデザインシート】 

 

【図６ 田名網敬一氏の作品】 
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児童Ｃの作品 

すずめ１   「そこにおばけがいます。」 

すずめ２   「大きいおばけがいます。」 

空中の人物１ 「つかまえる。」 

空中の人物２ 「おいかける。」 

 

 

付きを挙げることができたが、その後はなかなか発言がなかった。そこで、この作品の中で着目し

て欲しい部分を指さし「鳥の羽の部分がこの作品ではどうなっているかな。」と問うと、児童 A が

「人間の手になっている。」と答えることができた。次に「動きはどうなっているかな。」と問うと

「（鳥が）踊っているみたい。」と児童 B が答えることができた。また空中に浮かぶ 2 つの登場人物

に関しては、右側は「龍」、左側は「亀」、「馬」、「鳥」に見えると、それぞれ発言することができた。 

  子どもたちから絵から受けた印象や見えたことの発言を促すことはできたが、VTS や ACOP の  

 ような対話型鑑賞を参考にするのであれば、「どこからそう思ったのか」と、根拠を述べる場 

面を作るべきであった。この場面では、教師対子どもとのやりとりになってしまい、子ども同士の 

やりとりにまで広げることができなかった。教師自らが求める言葉を子どもたちに要請するのでは 

なく、発言された言葉をいかに他の子どもたちにつなげていくことができるかが鍵となった。 

 

③ 考える 

作品中でどのような会話が展開されているのかを考える段階で  

は、誰が最初に話しかけるかが課題になった。話しかける内容次第 

で出来事の展開が大きく変わり、収束しづらい可能性があったから 

である。そこであらかじめ、口を開けているすずめが最初に話をし 

ているという設定にした。まずは「右の方向を指さす鳥の手」に着 

目させ、その先に何がいるのかを子どもたちに考えさせた。そこか 

ら会話を展開させ、付箋紙に言葉を記入するようにした（図８）。 

すると図９の児童Ｂのように、提示した例を聞いてアイディアが 

すぐに浮かんだ子どもがいた。その一方で、「何か」がなかなか思 

い浮かばずに考え込む児童Ｃがいた。そこで、いくつか興味を示しそうなワードを挙げると、納得 

するワードが見つかり、その後はスラスラと会話文を作ることができた。早めにシートの取り組み 

が終わった子どもには、授業支援アプリ「メタモジ」の音声入力を利用し、登場人物の会話を録音

する活動に取り組ませた（図１０）。登場人物に合わせて声色を変え、何回も録音しては聞き直す主

体的な姿が見られ、音声入力が子どもの主体性を引き出すツールになると考えられた。 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図８ 構想を練る児童】 

【図９ 付箋紙に書いた登場人物の会話】 

【図１０メタモジに録音した画面】 

児童 B の作品 

すずめ１  「た…たすけて！チ…チーターが」 

すずめ２  「どどどどうしよう、おねがい」 

空中の人物１「しょうがないなー、きみたちはすぐにげろ！」 

空中の人物２「おれたちでやっつけてやろう。」 
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④ 話す 

作品を見て考えた「会話」は、オンラインでつながった学芸員さんに発表した。画像越しのやり

とりで話しづらさはありつつも、事前の授業で教頭にオンラインで発表するという経験していたこ

とから見通しを持って取り組むことができた。自分の言葉で話すことが得意でない児童にとっては、

前に出て発表することが苦手に感じられるため、話型を提示して、それを参考にしながら発表する

ようにした。また付箋で文字を見ることも発表の際の助けになると考えたことから、鑑賞シートを

テレビ画面に映す一方で、子どもは鑑賞シートを撮影したタブレットを持って発表できるようにし 

た。子どもたちは緊張しながらも、付箋紙を頼りに全員発表すること

ができた（図１１）。 

授業者としては「よくぞ、オンラインで学芸員さんに伝えることが

できた」と思っていたが、子どもたちから聞き取ったアンケート結果

を見ると「うまく自分の考えを伝えることができた」と答えたのは 3

人中 1 人であった。形として発表することができたとしても、自分の

考えを伝えることがうまくできたと実感できていなかったのだろう。

もっと子どもの立場に立ち、緊張する場面では、録音した音声を流す

など発表の選択肢を広げることで、子どもたちが「うまく考えを伝え

ることができた」と実感できるものになったのではないかと考える。 

 

⑤ 聞く 

   発表した後にすぐ、学芸員さんからコメントをもらうことで自      

分の伝えたかったことが相手にきちんと伝わったかどうかを確認 

することができた（図１２）。発表者以外の子どもたちも、どのよ  

うな言葉が学芸員さんから返ってくるのか意識して聞くことがで  

きていた。 

この場面についてのアンケートでは、3人中2人の子どもが「（学 

芸員さんに）自分の話をしっかり聞いてもらえた」と答え、残る   

1 人は、「（自分の話を伝えて）自信が持てた」と答えた。    

「自分の考えをうまく伝えることができなかった」と感じ  

ていた子どもも、的確な学芸員さんのコメントで「聞いてもらえた」、「自信が持てた」という満足

感につながったようである。 

 

⑥ ふりかえり 

この時間のめあては、子どもたちの言葉をもとに「感じた  

ことをわかりやすく伝えよう」とした。普段のふりかえりで 

は「たのしかったです」や「がんばりました」と書くことが  

多く「何が楽しかったのか」、「何をがんばったのか」をさら  

に尋ねる必要があった。しかし、この授業のふりかえりで児 

童Ｃは「聞いて」「話して」「つたわるように」と自分なりに 

キーワードを考えて記していた（図１３）。めあてを自分たちで   

 

 

 

【図１１ 発表の様子】 

【図１３ ふりかえりカード】

お 

【図１２ コメントする学芸員さん】 
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考えたことによって、目的意識を持って授業に参加することができたのではないかと考える。他の

児童も友だちの作品のよさや自らの頑張りについて、それぞれふりかえることができていた。 

 

（４）現代美術館での鑑賞活動 

  事前に作品に関する学習をしていたことから、熱心に学芸員さ

んの話を聞く子どもたちの姿が見られた。自分から作品について

質問する子どもや作家さん（コーダ・ヨーコさん）から質問され、

自分の言葉を探す姿もあった（図１４）。これまで受け身であった

子どもたちが、今回は全く違う姿で美術作品と向き合っていた。 

美術館での活動に対して、子どもたちはアンケートで「また

学芸員さんと絵の話がしたい」、「作家さんと会えて嬉しかっ

た」と全員の子どもが答えた。当日は、鑑賞終了予定時刻を過ぎても、子どもたちはなかなか展覧会

会場を後にしようとしなかった。この時、学芸員さんは「作品の持つ力でしょうね」と言われていた。

私は、子どもたちの感性と美術作品が共鳴し合っているのだろうと感じた。 

学校にはないダイナミックな場や日頃出会うことのない作品と人、そして人と人との結びつきを美

術館は提供してくれる。このような美術館と学校教育とがもっと連携できれば、これからもっと面白

い活動を生み出すことができるのではないだろうかと考える。 

 

４ 成果と課題 

（１）子どもたちの声から 

  ふりかえりカードや事後アンケートから、単元について「ためになった」と答えた子どもは、3 人

中 3 人であった。ためになったこととして「絵を見る楽しさを感じることができた」と全ての子ども

が挙げていた。また、「授業を受ける前と受けた後で変わったことはありますか」という問いに対して

も全員の子どもが「はい」と答えた。「（自分が）変わった」と思うこととして、全ての子どもが選ん

だ項目は「自分の頭で想像することができるようになった」と「自分の考えをしっかり書けるように

なった」の２つであった。それは驚いたことに、『どこからそう思う？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』においてフィリップ・ヤノウィン氏が既に著書の中で述べてい

たことと一致していた。 

 

  「本書でここまで述べてきたことは、子どもたちの興味関心を喚起し、発言を促すアートの特性と、

そのアートを介した対話が子どもの思考力と筆記力を育成する理由についてである。」 

 

ただ、この単元のねらいであった「相手に思ったことを伝える力がついた」と答えた子どもは 1 人

だけだった。子どもたちの活動場面やふりかえりシートなどから「伝える力がついた」と評価してい

ただけに、このアンケート結果から自分の足りなかった点があぶり出されたように思われた。それは、

子どもが伝えたかった内容が相手にしっかり伝わっている事実を示すことができなかったこと。勇気

を持って発表した子どもに対して評価する声かけが不足し、子どもたちへのフィードバックが十分に

できていなかったこと。そして、子どもたちが伝えたい言葉を見つけるまで「待つ」ということがで

きず、こちらからたたみかけるように問いかけ、言葉を促そうとしてしまったことである。 

 

【図１４ 質問を受ける児童】 
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VTS や ACOP では、教師がよきファシリテーターになることが対話型鑑賞の鍵になると言ってい

る。子どもたちにコミュニケーション力を付けようと求めるからには、まず教師がコミュニケーショ

ン能力を高めておかなければならない。作品を見て会話を生み出すという作業は、一見たやすいよう

に思われるが、意外と難しい。1 人で取り組んでみて、同僚と取り組んでみて、その難しさと面白さ

を味わった。自分が思い描いた授業に近づくためには、対話型鑑賞の経験と共に、よきファシリテー

ターになるための日々の努力が必要であることが分かった。まずはファシリテーション関連の書籍（６）

や対話型鑑賞のオンライン講座（７）などから学びを積み重ねていきたい。 

 

（２）教科で生かす 

  アンケートでは「この授業で身に付いた力は教科の学習で役立つと思いますか」という項目を設け、

子どもたちの率直な感想を聞いた。すると、全ての子どもが「はい」と答え、表１のような点で役に

立つと考えていることが分かった。 

 

 

 

 

  

 

 

役立つと思う教科として、図画工作が出てくることは想定していたものの、外国語活動や社会とい

った教科が出てくるとは正直思っていなかった。ここまで子どもたちが自分の考えを持ち、述べるこ

とができるようになっていたことに驚いてしまった。また、いずれの学習も「思考力・判断力・表現

力」につながっており、子どもたちの先見性を目の当たりにした思いだった。 

  私は、もし学級の子どもたちに教科で主体的なコミュニケーションを成立させるなら算数が取り組

みやすいのではないかと考えていた。文字から情報を読み取ることが得意でない子どもたちにとって、

計算式が美術作品の代わりを果たすのではないかと考えたからである。 

そこで試しに、「小数のかけ算」の計算問題に取り組む際、教師が提示した式と答えを見て、そこか

ら気付いたことを自由に発言する場を持つことにした。すると子どもたちは、じっと計算式と答えを

見比べ「かけ算なのにたし算をしている」と一斉に気付きを言うことができた。発言が最も速かった

児童Ｂが、みんなの代表として計算式を黒板に書いていると、児童Ｃが突然「なんか抜けている」と

つぶやいた。よく見ると、児童Ｂが書いた計算式には小数点が抜けていたのである。それを聞いた児

童Ａと児童Ｂは、再度計算式に着目することとなった。児童Ｂは「あっ、そうだった」と言って、自

分の間違いに気付き、訂正することができた。児童Ｃは「そう、そう」と頷き、児童Ａも納得してい

る様子だった。この後も仕掛けを含んだ計算式から、子どもたちは気付きを発見し、意欲的に計算に

取り組むことができた。実際に算数の授業をしてみて、対話型鑑賞は、活用次第で教科の学習におい

ても幅広く活用できることを実感した。 

 

５ おわりに 

  本実践で取り組んだ生活単元学習「感じたことを伝えよう」は、美術鑑賞が中心の学習だった。小

児童 役立つと思う教科     役立つと思う場面 

A 図画工作 絵を描く時 

B 外国語活動 英語で考えを表現する時 

C 社会 調べ学習をする時 

【表１ アンケートの質問項目と回答】 
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学校学習指導要領解説 図画工作編（８）には、鑑賞について「指導の効果を高めるために鑑賞を独立

して設定する場合には、その必然性や児童の実態などを十分考慮し、児童一人一人が能動的に鑑賞で

きるようにする必要がある。」とある。 

今回は熊本市現代美術館のアートバスに参加するという必然性から単元を構想し、子どもたちは美

術館での鑑賞を堪能することができた。しかし、アートバスへの参加は､応募をしたとしても抽選で

決められるため、定期的に実施できる保障はない。そのため、アートバス以外の方法で子どもたちと

美術館が繋がるための手段を学芸員さんと相談してきたい。そして熊本市在住のコーダ・ヨーコさん

のような作家さんとも繋がり、美術鑑賞にとどまらず、表現活動にも取り組んでいく中で、子どもた

ちがコミュニケーション手段を増やし、様々な人に対して主体的なコミュニケーションが図れるよう

にしていきたい。今後も人とのつながりを大切にしながら、子どもたちの発信が中心となる授業づく

りを目指していきたい。 
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