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芸術科 美術コース・書道コース 

 Ａ３保護者・生徒各位 

                                                   浜松学芸高等学校 芸術科                                                  

美術コース・書道コース 

 科長 小川 知伸 

 

休業期間中の課題のお知らせについて 

 

 晩春の候、保護者の皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、本校の教育活動にご理

解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、今回の休業では、新型コロナウィルスの影響とはいえ、保護者・生徒の皆様に大変ご迷惑、ご心

配をおかけしております。この度、休業中の課題がまとまりましたので、ご報告いたします。 

 皆様におかれましては、体調を崩されませぬよう何卒ご自愛くださいませ。 

 

 

生徒の皆さんへ  

  １、各教科から課題が出ています。有意義なものになるよう、計画的に取り組んでください。 

  ２、課題の提出期限は、教科によって異なる可能性があります。 

  ３、課題が出ていない教科に関しても、テキストを熟読し、予習を行ってください。 

  ４、課題等に関して、不明な点や心配な点があれば、まず担任（副担任）に相談してください。 

  ５、学校がある日と同じ、決まった時間に起床をするなど、規則正しい生活を送ってください。 

 

※臨時休校の延長に伴う、全統共通テスト模試への対応 

きずなネットで配信しましたが、「全統共通テスト模試」の連絡です。5 月 2 日(土)午後および 6 日

(水)に全統共通テスト模試を予定しておりましたが、この休業期間中の実施、および日程延期による実

施は現実的に不可能です(河合塾にも提出締め切りは存在します)。しかし、この模試の位置づけはとて

も重要です。センター試験から共通テストに代わるタイミングですので、合格可能性やボーダーライン

に関してはあくまで参考程度ですが、共通テストの出題の方向性を具体的に実感することができる貴重

な模試なのです。そこで「自宅受験」による実施をお願いした次第です。 

自宅受験にしますと、緊張感などが無くなった状態で受験することが出来てしまいます。実力を把握す

ることにおいては不利な状況ですが、それでも生徒たちを信じます。自宅において時間を測り、誠実に受

験して欲しいと思います。受験するメリットはあります。一応、次の登校日までに試験時間割を進路指導

課で用意しますので、できればそれに従って受験して下さい。 

 

問題用紙、および受験に必要な解答用紙その他については、8日(金)の登校日にクラスで配布します。

10日(日)までの間で計画的に受験し、11日(月)に学校提出をお願いします。登校日に登校することは不

安で避けたいとお考えのご家庭がございましたら、配布するタイミングについてご相談したいと思いま



す。担任までご連絡をお願いします。 

なお、担任との進路相談等の希望があれば受け付けておりますので、ご連絡下さい。 

 

 

―志村けんさんの言葉― 

 なんでもそうだけど、ずっと続けているとうまくなる。うまくなると、またおもしろくなってきて、さ

らに一生懸命やろうという気になってくる。そうやって、一人前になっていくんだと思う。 

 

お笑いみたいなものでも、常識を知らないと本当のツボというものがわからない。常識は基本線で、お

笑いはその常識という基本線をひっくり返すところで、コントとして成り立っている。だから、笑えるワ

ケよ。お笑いに限らず、常識をバカにする奴に、常識を超えたことは絶対に出来ない。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

１、書道コース課題 

※提出は 5／8（金）登校日 

◇3 年生および 2 年生は第 2 期の課題を反復して行うこと。 

◆３年生 第２期［4／18（土）～23（木）］ 

①漢字の書の創作、漢字仮名交じりの書について（※第１期で終わらなかった人） 

あ）語句を決める 

い）文字調べ（検字） 

う）草稿づくり 

②高校生国際美術展（文化祭作品）の自己課題 

③仮名の書臨書課題 

 

２、国語課題 

＜現代文＞ 

スタディサプリで配信される次の講義動画を視聴して学習する。 

センター現代文対策講座      第 1 講～第 4 講 

＜古典＞ 

 スタディサプリの「メッセージ」で送られるプリント①～④を実施する。 

①『蜻蛉日記』「うつろひたる菊」の文法問題 

   ②『玉勝間』「師の説になづまざること」の文法問題 

③『説苑』「不顧後患」の書き下し文 



④『白鶴堂文録』「為学」の書き下し文 

 プリントアウトできる人は、そのまま印刷して取り組む。プリントアウトできない人は、各自でルーズ

リーフやレポート用紙を４枚用意し、１単元につき１枚ずつまとめる。 

すべてに記名し、休校明け最初の授業で担当者に提出すること。 

 

３、英語課題 

※全ての持ち物に記名をしてください！！ 

※提出は、５／８（金）の登校日を基本とします。 

※Lesson２は、当初予習範囲を外してありましたが、休業延長のため、加えました。 

 

（１）英語コミュニケーションⅢ 

  LANDMARK Fit Ⅲ 

   Lesson ２  Caffeine   ＆   Lesson ４  Biomimetics 

     

    ・課題① ２つの Lesson の WORKBOOK のすべての設問に取り組む。  

   

※全て○付けをして、間違いを直してくる。 

※休業期間終了後に確認テストを行う。結果によっては補習等を行うこともある。 

  ※WORKBOOK を提出する。（取り組みを成績に加味する予定） 

 

（２）Engage 全般！（前回の課題テスト不合格の生徒は、直しのノート作成も！！） 

  先日伝えたように、授業が始まったら「Engage」のテストを開始します。不得意な分野   

  や忘れてしまっている文法事項を復習しておきましょう！ この取り組みも、長文読 

解につながると思います。 

 

４、 美術コース課題 ◎〇●◎〇●◎〇●◎〇●◎〇●◎〇●◎〇●◎〇 

◎第 3 回課題提出日 登校日【高２⇒05 月 07 日（木） 高１・３⇒05 月 08 日（金）】 

《3 年生》受験を見据え充実した制作を心がけること。※返却は授業再開後に各専攻教員から。 

  ★今回の課題で、使用する紙類・画材の入手が困難な場合は、前回までに使用した紙の裏面や家にあ

る紙を使用し、画用紙やケント紙など専用の用紙でなくても大丈夫です。課題のために紙や画材を購

入する必要はありません。紙類・画材が手に入らず実技課題の実行が困難な場合は、2 学年共通で以

下の課題を実施してください。 

 ★★★紙類・画材が入手困難な場合の代替課題★★★ ※2・3 学年・全専攻共通課題です。 



【作家・デザイナーを知ろう】 

  自分が所属する専攻の著名な作家・デザイナー（ウィキペディアに載っており、優れた実績を上げて

その国や世界の美術館に作品が収蔵されている、もしくは美術史に名を残した人物）を日本人・外国人

それぞれ 1 名ずつ合計 2 名を選び、インターネットや手持ちの本などで調べること。そして、①その

人物の氏名・年齢・出身地・略歴 ②代表作（3 つ以上）とそれらの作品の特徴 ③実績 を調べ、①

～③の順に 400 文字以上で記載すること。記載する紙の種類は問わない。また、同じ内容をスタディ

サプリより 2 学年全員に配信する。そちらに入力・提出してもよい。 

 

 【油  絵】 

①「図と地：課題Ⓐ」⇒『自分の顔』を主題（図）とした素描作品を描きなさい。 

その際，図だけを描く。※図以外は描かない。（A4 ｻｲｽﾞ以上の任意の紙/縦横自由/素描画材/1 枚以

上） 

②「図と地：課題Ⓑ」⇒『自分の顔』を主題（図）とした素描作品を描きなさい。 

 その際，地だけを描く。※地以外は描かない。（A4 ｻｲｽﾞ以上の任意の紙/縦横自由/素描画材/1 枚以

上） 

【日 本 画】 

① 気になった作品(日本画、油、版画、彫刻、イラスト、写真などなんでも可）の画像をた

くさんストックして、ファイルにスプラップしてまとめよう！映画や漫画、実写やアニメ

なんでも構いません。PINTEREST や PIXIV、ファッションサイト、ポーズ集などでもい

いでしょう。 

② 自分の好きな色、構図、モチーフなど、どんなところに魅力を感じたのか、分析して気にな

る要素の法則や共通点を見つけたら文字に起こしてみよう！それをもとに、エスキースを

10 枚描いて、スクラップしてまとめてみよう。A4 ｻｲｽﾞ以上の任意の紙/縦横自由/素描画材/10 枚

以上） 

 

【彫  刻】 

① 任意の生活用品（飼っているひとはペットなども可）を 2 つ以上細密デッサンしなさい。（A4

ｻｲｽﾞ程度/縦横自由/鉛筆/7h） 

② 卒業制作専攻別課題 （90×90×45 の発泡スチロール使用。追加したい人は各自用意/テーマ

は自由） 

のエスキースを A４のコピー用紙等（紙種は自由）に、正面・後ろ・上からの 3 面図を描き、

コンセプトやどのような構造・質感なのか等、作品の詳細が分かるように工夫して描くこと。 

③ スタディサプリで送信された画像から各自、二枚以上選択し、A4 サイズで出力したものを細

密に模写してください。出力できない場合は配信された画像を見ながら実施してください。 

画材：鉛筆（紙は自由） 

・画材は鉛筆を使用し、適宜ハッチング技法（線の集積）によって「立体感」や「量感」を

意識した描写の習得に努めてください。 



・巨匠の素描を模写することにより、描画法の修練のみならず、有機的な「動き」「生命

感」を感じる力を養うことを目的とします。 

 

【デザイン】 ※新しい紙が手に入らない場合は、以前の作品の裏面に制作すること。もしくは紙が入

手困難な場合の代替課題を実施すること。 

① 任意の生活用具を 4 つ以上組み合わせ、構図が小さくならない・遠近空間と立体感を感じさせ

るように留意し丁寧にデッサンしなさい。（B3 画用紙/横/鉛筆/8h） 

② A~Z までのうち、任意のアルファベットを 5 つ選び、それらを組み合わせて自由に構成しな

さい。 組み合わせた文字に意味はなくともよい。（B3 ケント紙/横/アクリル/7h） 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

 
※以下は、卒業生の松尾さんの文章です。時間があるときに、芸術につい
て、美術について、書道について考えることも大切だと思います。 

 
ベネッセ情報教育サイト(子育て・教育・受験の総合情報)より 

2016.10 

 
「第 6 回 高校生アートライター大賞」大賞受賞者インタビュー 松尾華子さん 

「アートライター大賞」とは、アートについて自分の言葉で考え、伝える力を育む、高校
生のためのエッセイコンテスト。第 6 回の今回は、3 名が大賞を受賞しました。（応募総数
823 編の内、大賞 3 名の一人に選ばれました！） 
その中のひとり、香川県直島にある「地中美術館」でインスタレーション（空間全体を作

品として体感させる芸術）にふれた体験を『地中からの美』というエッセイにし、大賞を受
賞した浜松学芸高等学校 3 年生の松尾華子さんの想いをご紹介します。 
 
「空間にも美がある」と気づかされた地中美術館での体験 
私は、高校の芸術科美術課程で、油絵を専攻しています。油絵は、平面のキャンバスに描

くので、日頃は主に平面上の美しさを意識していましたが、地中美術館の「タイム／タイム
レス／ノー・タイム」というインスタレーションを見て、自分の考えの狭さに気づきました。
コンクリートの壁が広がる空間に黒い球体、そこに自然光が差し込む光景に、”美しさ”は平
面上のみならずもっと広く、空間や建築にもあるのだと発見したのです。その発見を自分の
言葉でエッセイにすることで、美術の可能性を第三者に伝えたいと考えました。 
 
抽象的な物事を人に伝える難しさ 
ふだん、なにか美しいものを見たり、感動したりした時に、自分が感じたことは心の中に

はたくさんあふれています。でも、その心の中にあることを文字にして伝えるのには苦労し
ました。感情という抽象的なものを言葉にするのはとても大変で、思っていたことを伝える
のにぴったりの表現がなかなか見つからないのです。 
今までエッセイのような、自分の考えを文章にする経験はなかったので、正しい書き方が

あるのかもわからなかったのですが、できる限り自分の言葉で書こうと、夏休みを削ってが
んばりました。今回のエッセイを書いてみて「今、私は何を感じているのだろう」と、改め
て自分を客観的に見つめなおし、考えていることを整理できました。 
 
のびのびと育てられて育まれた自主性 
「タイム／タイムレス／ノー・タイム」がある地中美術館へは、夏休みの家族旅行で訪れ



ました。もともと、両親が美術館を訪れるのが好きで、私も自然と小さい頃から美術館に足
を運んでいました。今でも一緒に美術館に行った時には家族と「どうしてあの作品はいいん
だろうね」と、話したりしています。 
私は、中学生の時に美術部に所属したことがきっかけで、アートに興味をもち、高校も美

術について専門的に学べる美術課程がある学校を選びました。両親から「勉強しなさい」と
か「これをやりなさい」「あれをやったらダメ」と言われたことはまったくありませんでし
た。私はそれがかえって不安で、「何も言われないからちゃんとやらないと」と思うことが
よくあります（笑）一方で、私がやりたいことに関しては「妥協せずにやりなさい」と、応
援してくれるので、それがとてもありがたいです。 
 
興味の幅の広がりが、進路選びにも影響を与えた 
今は、卒業制作となる油絵を描きながら、美大受験に向けて準備をしています。進路につ

いて、今までは「美大の油絵科に行って、平面作品を作る」と思っていたのですが、このエ
ッセイを書いたことで、立体作品やインスタレーションにもチャレンジできる分野にも興味
がわくようになりました。 

 
 
主観で評価されるなど正解が定まっていない”アート”と日々向き合っている松尾さん。自

分の作品に関しても、先生の指導を受ける一方で、どうしても納得できない場合は曲げずに
やりたい方向にチャレンジすることを心がけているとのこと。やりたいことを見つけるため
に、日々、好きな画家の画集を見たり、インターネットで表現の素材になるものを探したり
してインプットを増やすことを意識しているそうです。 
アートライター大賞がきっかけで、視野が広がり興味がわく分野が増えたという松尾さん。

これからも作品作りを通して自分の表現をもっと研究したいと話してくれました。 
 

http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~awa/ 
主催：筑波大学芸術専門学群 共催：毎日新聞社 

後援：文部科学省 全国高等学校美術工芸教育研究会 
 協賛：株式会社ベネッセコーポレーション 

 
 
 

地中からの美 
松尾 華子  浜松学芸高等学校２年 

 
 「空間が美しい」、そう感じたときに、私はコンクリートに囲まれていた。 
「美しい」という感覚はどこから生まれてくるのだろうか。景色、絵画など美しさの源

は数えきれないほど存在するが、私は空間そのものに強く美しさを感じた。 
香川県、直島にある地中美術館。そこは地下に埋設された自然と一体化した遺跡のようだ
った。初めからそこに埋まっていたように見えるが、建物はコンクリートでできている。
自然と人工が入り混じる奇妙さは心地よくてたまらなかった。 
 館内には様々なアーティストの作品が展示されていて、どれも魅力的であった。なかで
も、ひときわ私の心を揺さぶる作品、その空間に足を踏み入れたときに私の目をくぎづけ
にした作品は、「黒い球体」。ウォルター・デ・マリアの「タイム/タイムレス/ノー・タイ
ム」それは私の意識を集中させるのに十分なインパクトだった。一つの球と金色の木彫た
ち。 
そしてそれを取り巻く空間により、私は異空間にいるような感覚に陥った。静寂の中に存
在している物体、周りを見渡せばコンクリートの壁が広がっている。無機的、虚無的であ
りながら、一方で温かみを強く感じる。そこには自然光が天井から降り注いでいたのだ。 



 これほど柔らかくて豊かな光は無いと思うほど、私は虜になった。最初に感じた好奇心
や興奮は、心地よさにかき消されていた。意識を緩めて空間に身を任せて刻々と変化する
光と影を眺めると不思議だ。神秘的でまるで、時間が止まったように感じるのに光と影は
少しずつ変化している。時間は確実に流れているのだ。「静」と「動」は私を現実から引き
離し、一つの空間に取り込んだ。私は逃げられない美しさにつかまってしまったのだ。 
 美しさの余韻に浸るとともに、この作品を生み出したウォルター・デ・マリアのことを
知りたくなった。彼はアメリカ合衆国カルフォルニア州で生まれた彫刻家であり、音楽家
でもある。様々な芸術活動に関与し、数多くのインスタレーション作品を生み出した。イ
ンスタレーションとは、現代美術の表現手法であり、様々な素材を組み合わせて構成した
「空間」全体を作品とする芸術のことである。私が地中美術館で見た作品もインスタレー
ションであるが、やはり空間そのものに美しさを感じた。空間の物質全てが関係をもち、
互いの魅力を引き出す作用をしているようだ。もしそこに自然光が降り注ぐのではなく、
人工の光が照らしていたら、いや、いっそのこと光を遮ってしまったらどうなるだろう
か。美しいと思うかもしれないし、気に入らないかもしれない。いずれにせよ、その空間
に私が当初感じたものと同じ感想を抱くことはないだろう。一つの要素を変えるだけで、
そこには全く違う作品が生まれるのだ。それこそがインスタレーションの面白いところだ
と思う。作者の意図は正しく感じ取れていないかもしれないが、むしろその点は気にしな
くていいと思う。作品は私たちが鑑賞して初めて、「芸術作品」となり、私たちの内側へと
取り込まれるのだ。人が対象にもつ印象は三者三様、人の数だけあると言ってよいだろ
う。人の美的感覚が作品を変化させるのだ。 
 
地中美術館を設計した安藤忠雄は、デザインを極限までシンプルにしている。鉄、ガラ

スやコンクリートを使用した空間は空虚感を感じさせながらも、開放的な建物から差し込
む光により充実した安心感を感じさせる。矛盾しているように思えるかもしれないが、そ
こにこの美術館の魅力があるのではないかと思う。 
むき出しのままのコンクリートから、押し返すような硬い「物質」を感じる。触れると

冷たい。しかし、もう少し広い範囲で空間を見れば、そこには光がある。温かい。視点や
範囲を自身で変化させることで、新しい見方を見つけ、自分の空間を作り出すのだ。「空間
の構築」は無意識に行われ、私たちの日常から「美しい」という感動を生み出している。
その感動は日々人々が生み出し、積み重ねて芸術の糧とするのだ。それは誰もが知らず知
らずの間に日常生活の一部としている。 
この先もずっと。 
 「美」の対象は少しずつ広がっていくと思う。一部だけを対象にし、他は全て排除して
しまう考えは幼稚だ。少し離れて周りを見れば、「美」は無限に広がっている。そこに一歩
足を踏み入れると、自分の中の美の価値観が変化していくだろう。絵画だけを美しいと思
っていた私は消極的で極端であったが、空間の美へと目を向けることによって視野を広く
することができた。地中のコンクリートと光は作品たちの魅力を引き出し、私に「空 
間の美」を教えてくれたのだ。 

図版出典「Shikoku Anthroposophie Kreis」 
(http://www.shikokuanthroposophiekreis.com) 

 

 


