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「記憶で描く／見て描く」対比における描画意識と表象
―保育・教育専攻学生の記憶画メソッドの実践から―

髙 橋　文 子

Drawing Consciousness and Representation in Comparison with Memory and Eye
：From a Practice of Memory Drawing Method by Students Studying Childcare and Education

Fumiko Takahashi

要　旨
本研究において、授業開始時に短時間で行う手慣らし的な記憶を伴う描画メソッドを、

「Memory/Eyeドローイング」と規定する。本稿の目的は、記憶を基に描くだけでなく、観察・
模写を基にした「見て描く」活動を組み合わせたこれらの方策が、学生の描画意識や表象にど
のような変化をもたらすのか検討し、その教育的効果を明らかにすることである。具体的には、
2019年 9月～翌年 1月にかけて実施した「子ども美術」（204名）、「初等図画工作科教育法」（33

名）の受講生の描画シートを研究対象として、分析を行った。その結果、本メソッドを通して、
学生はものの形態を意識し、それまでぼんやりと見ていたものを繊細にとらえる見方を得て、ア
ウトプットへの自信を得ていた。乗り物に関する描画意識は、平面 34.4％、平面から立体への
移行 41.1％、立体 24.5％を確認した。2年次学生の人物課題において「見て描く」優位は 48.5 

％、「記憶」優位は 27.3％を示し、次第に観察・模写優位から対象を参照しなくても描ける記憶
優位への伸長を確認し本メソッドの有効性を示した。
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1． 序

⑴　研究の目的
本研究は、描画の技法習得という観点から、記
憶画メソッド「Memory/Eyeドローイング」による
描画力向上の有効性を明らかにすることを目的とす
るものである。「メモリードローイング」は、文字
通り「記憶の描写」である。純粋に記憶を語るこ
とは、日常生活に数多見られるが、それを描くこと
はそう多くない。しかし、落とし物をして、その特
徴を他者に伝える時、私達はその記憶を明らかに
図像として捉えている。本研究では、授業開始時

に短時間で行う「記憶で描く／見て描く」ことを対
比させる独自の方策を「Memory/Eyeドローイング」
と規定し、その認識と表出を検討することで、その
教育的効果を明らかにする。

⑵　先行研究
『絵画の教科書』に掲載されている学生対象の渡
辺晃一の「記憶画」プログラムは、記憶を基に「千
円札」や「モナ・リザ」を描くという高度な課題で
ある。その経験を経て、人はいかにものを見てい
ないかを共有する 1）。一週間後に改めて描いた時に
は、模写をしたり、描かれている内容を言葉によっ
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て再確認したりした結果、多くの学生がかなり正
確にそれを描き出す事例が挙げられている。個性
や個人の絵の能力は、生得的な能力や器用さだけ
ではなく、注視し観察する態度や手を動かす運動
機能の熟練にも左右される。このプログラムは、特
に後者の観察眼と運動感覚を刺激することを示し
ている。
このような教育的記憶画についての実践研究は
あまりなされていない現状である。筆者は、これま
で小学生を対象に、美術作品を記憶して描き、更
に見て描いた 2枚のスケッチを対比する一連の流
れが、鋭い気付きや感受を生み、いわば「描く鑑
賞」を成立させると共に、形状ストック化を促すこ
とを検証した 2）。更に、記憶表象における形象レベ
ルと感性レベルに着目し、モデルを示した短期記
憶表象、及びモデルをもたない原風景的な長期記
憶表象について分析し、類型化を図った 3）。本稿
はその続編であり、ショート題材としての記憶画メ
ソッドを設定している。
成冨ミオリは、著書「絵はすぐに上手くならな

い」において、総合的に働く絵の能力を以下の 8

つの要素に分解し、デッサン・トレーニングの思考
法を提示する 4）。①「アイディア」：アイディアの
質と量が安定している能力、②「オリジナリティ」：
感覚と研究によって、独自性を打ち出す能力、③
「形状ストック」：多くの形を覚えている能力、④
「構図構成力」：視野角が広く、全体を把握するこ
とのできる能力、⑤「形を取る力」：形をすばやく
取り、形の狂いを修正できる能力、⑥「立体を把
握する力」：立体感、光と影について理解している
能力、⑦「テクニック」：線が安定しており、描写
のテクニックを会得している能力、⑧「完成させる
力」：集中力を持続させ、自分自身を管理する能力
である。本研究の記憶画メソッドは、これらの諸能
力の中では、特に⑤の「形を取る力」、②「オリジ
ナリティ」、③「形状ストック」の習得を目指して
おり、その上のレベルとして⑥立体把握と⑦テク
ニックが挙げられるだろう。
建築家田根剛は「未来の記憶」展（2018）にお

いて記憶の発掘をテーマにした 12のカテゴリーを、
過去から現代までの膨大な図像と共に示した 5）そ
れらは① ｢CLASSFICATION　記憶は整理される」、
② ｢NARRATIVE　記憶は伝承される｣、③「FIC-

TION　幻想も記憶である」、④「IMPACT　衝撃は
最も強い記憶である」、⑤ ｢COMPLEXITY　複雑
性に記憶はない｣、⑥ ｢TRACE　記憶に発掘され
る」、⑦「ACCUMULATION　記憶は蓄積を繰り返
す」、⑧ ｢IRREGULARITY　差異は記憶化される」、
⑨「CODE　記憶と暗号」、⑩「SYMBOL：象徴は
記憶の原点である」、⑪「MULTIPLICATION　増
殖は記憶を飲み込む」、⑫「TRNSFORMATION:記
憶は変貌する」であり、記憶を切り口としたダイナ
ミズムを強烈に伝えている。田根は記憶を個人的
なものとせず、考古学的なものとして捉える。個人
の記憶の限界を飛び越え、共有の財産として調査
発掘、編集、再構成などから未来を生み出そうと
する。そこに「記憶は未来をつくる原動力」という
方法論を読み取ることができる。「メモリー・ド
ローイング」メソッドで扱う記憶は、田根の考古学
的俯瞰とは対極の小さな個人内の記憶である。し
かし、どちらも記憶というフィルターを通して、イ
マジネーションの表象を探ることに変わりはない。

⑶　研究の方法
本学保育・教育専攻学生「子ども美術」及び

「初等図画工作科教育法」（秋学期 2019年 9月～翌
年 1月）受講生計 237名分の描画シートを研究対
象として分析する。また、授業後の課題としたリフ
レクションノートの記述も同様に扱う。

⑷　問題の所在
・ 記憶描写後に観察及び模写を伴う描画を組合
わせた記憶画メソッド「Memory/Eyeドローイ
ング」の実践は、学生の描画意識や描画力の
向上に、どのような変化をもたらすのか。
・ 「記憶」画と「見て描く」画の優位性に関して、
形状ストック指標の値はどのような傾向を示す
か。
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2． 記憶画メソッド「Memory/Eye ドロー
イング」の構想

授業の開始時の短時間スケッチは、主に基礎画
力の向上と、造形活動に入る前の心身のウォーミン
グアップを目的になされる。描画用シートは、出席
シートを兼ねた省察を書き込む A4用紙の表裏に作
成した。（図 1）縦 6.5㎝、横 8㎝程の矩形が、1回
の描画スペースであり、授業開始の挨拶後に 10分
弱の時間で、継続して行った。以下は、季節感等
を交えた実際に行ったプログラムである。

表 1　 「メモリー・ドローイング」（9 月～1 月）実
施題材一覧

図 1のワークシート例から、本プログラム内容を
概観する。例えば第 1回目は、秋に因んだ季節の
ものとして、質感の異なる「栗ともみじ」を描いて
いる。上段左の栗に比べ、右のもみじの葉の形を
取ることに苦戦している。その後各自がスマート
フォンで画像を検索し、その画像を参照して描く。
下段に描かれた描画は、バランスが整いそれぞれ

の特徴を押さえている。この学生は、陰影のある
表現を好み、形態の認識レベルはやや高い。
前半のどの回も上段の「記憶」画に比べ、下段

の「見て描く画」に情報が込められている。特に、
カブトムシとクワガタは、枠からはみ出す力強さが
ある。その他鳥等の描画からは、鳥や樹木などに
はあまり関心がなく、学生生活の中で遠い認識で
あることが伺える。第 6回目の「令和イメージ」は、
官房長官が令和の文字を掲げるシーンが多く見ら
れたが、富士山と羽ばたく鳥を組み合わせて学生
のもち味が発揮された秀逸なイメージ画を創作し
ている。7回目のキャラクター課題では、記憶画の
段階から強い執着を確認した。

図 1「Memory/Eye ドローイング」ワークシート例

3．「Memory/Eye ドローイング」の実際①

全 15回のテーマ毎の描画は、殆どが平面的でイ
ラスト風の描画スタイルであった。その中で、特に
乗り物の描画例は、立体感の獲得に苦戦していた。
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以下に、その描画の傾向を類型化することで、学
生の描画意識を検討する。

⑴　乗り物 2 種課題に見られる描画意識
図 2～図 4群は、「記憶」画と「見て描く」画を
比較して、その乗り物を捉える視点の変化を 3つ
に分けている。類型 1「平面から平面」、類型 2「平
面から立体」、類型 3「立体から立体」への推移で
ある。上段の曖昧な「記憶」画に比べ、下段の「見
て描く」画は、検索資料を得て、画像に込められ
た情報量が増え、精緻な描写に移行している。
図 2-1は、乗用車と自転車が描かれている。記
憶の乗用車は一筆で輪郭線を描いており、タイヤ
も一体化している。これは、5～7歳の児童によく
見られる図式的描法である。一方、自転車はハン
ドルとサドル、タイヤは認識しているが、それ以外
は把握していない。ここにペダルの位置を加え、
サドルとハンドルをそれぞれ繋ぐ V字型の構造を
加えると、難しい自転車の骨格を整えることができ

る。この学生は、下段の描画では、部分の形を捉
え、水を得た魚の如く堂々と描いている。
図 2群 は記憶画の時から、真横の視点を選択し

ており、「見て描く」画に移行しても、その視点は
変わらない。乗り物は奥行きの情報を示すために
斜め上からの視点で描かれたり、撮影されたりし
た資料が多い。そのために、資料に即発されて立
体的に描く必然性を得た学生が多い中、自分の記
憶イメージに合う画像を選択したといえるだろう。
特に図 2-4 は、必ずしも真横からの視点が簡略な
描画に止まらないことを示している事例である。
図 3の上段のシンプルな記憶画群からは、真横
の視点と詳細に語ることのできない日頃の形態への
関心のなさが伺える。図 3-4 のように、飛行機を
平面的な一筆描きの輪郭線で描き、モデルを参照
後に立体感を得た描画例は数多く確認された。
図 4群は、記憶画から立体物として斜め上の視
点を得て表出している、いわば対象物の構造を認
識している上級レベルの描画例である。

図 2-1～2-4　平面から平面への描画例

図 3-1～3-4　平面から立体への描画例

図 4-1～4-4　立体から立体への描画例
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⑵　平面描写と立体描写の傾向
次に、乗り物群の描写において、前出の 3類型

（類型 1「平面から平面」、類型 2「平面から立体」、
類型 3「立体から立体」への推移）の相対度数の
傾向について、分析結果を示す。
モチーフを 2種選択したため、「平面から立体」

と言っても、2点とも立体に推移したのか、1点だ
けなのか混在が見られる。そこで表 2のように、1

点でも確認できた場合は、その認識を得ていると
見なした。事情により最初の実施クラスは、計画と
異なる内容を行ったため、5クラス 167名のうち、
欠席分と未完成の描画部分があり判断できない場
合などの 16点を除き、151点を有効数とした。

類型１：平面⇒平面

内訳
平面⇒平面
平面⇒平面

平面⇒平面
平面⇒立体

平面⇒立体
平面⇒立体

立体⇒立体
平面⇒立体

立体⇒立体
立体⇒立体

52

23 39 26 11

34.4%

15.2% 25.9% 17.2% 7.3%

類型２：平面⇒立体 類型3：立体⇒立体

62 37
度数

（N=151）

相対度数
41.1% 24.5%

表 2　「乗り物 2 種」の捉え方の推移の 3 類型

どちらの描写も平面に終始していた類型 1は、
52名、34.4％であった。次に、平面から立体的描
写に推移した類型 2は、62名、41.1％であり、最も
高い割合を示した。記憶画の時から立体的描写で
あった類型 3は、37名、24.5％であり、前出の図 4

群のように全ての描画が立体的認識と表出であっ
たのは 11名、7.3％であった。その割合から 3名に
一人は図式的な平面性の捉え、4人に一人は、立
体的描写のスキルを得たことが明らかになった。
これらのスキルは、時間は要するが、認識と経
験による身体性の習熟を積むことで習得できる内
容である。しかし三次元空間のものを的確に表す
ことは一つの方法論であり、美術の学習で最も重
要視されるのは、表したいイメージの主題表現で
ある。目に見える要素と見えない要素が小さなド
ローイングの中にも統合されている。

以上、これまでの写実的な描画の経験値の幅を
確認し、「Memory/Eyeドローイング」メソッドを経
た 3類型の描画群から、特に立体的な描画情報を
認識し、画面に取り込む方法を得ている実態を明
らかにした。　

4．「Memory/Eye ドローイング」の実際②

次に、その主題表現に着目して、2年次生の描画
群として、選んだ絵葉書をモチーフにした複数回
の短期記憶による「メモリー・ドローイング」の描
画、及び第 15回目の人物課題について検討する。

⑴「記憶」画と「見て描く」画の優位性
この学年は、1年次に同様の本メソッドを経験し
ているため、前半は「100枚の絵葉書から」という
あらかじめ並べておいた絵葉書を選択し、それを
用いた短期記憶の記憶画を中心に実施した。

図 5-1　 サヴィニャック
作品の描画例　　

図 5-2　 ルオー作品の
描画例

図 5の描画例は、同一学生の 2回目と 6回目の
「Memory/Eyeドローイング」である。左側は記憶
を基に、右側は絵葉書を見ることを基にして描い
ている。
筆者は、これまで目に見えない部分の感性の尺度

として、「表出の統合性と強さ」の観点から、これ
らの感じられる方を優位と呼び、検討してきた 6）。
これらはあくまで主観的な捉えであるものの、そこ
に通底する感性の見える化を模索している。図 5に
おける 2つの描画例の対比は、どちらが優位とい
えるだろうか。
毛糸メーカーのポスターを描いた図 5-1は、明ら

かに右図の「見て描く」画が優位であろう。視線
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と腕の動きに一体感がある。それに対して左の記
憶画は、要素を羅列するに止まり手を挙げたポー
ズは万歳型であり、学生のもつ描画意識が反映し
ている。図 5-2左図の「美しい人」の記憶画は、
迷いのない線に統合性が抜きん出ている。人間の
内面性を強く感じることから、「記憶」画優位と判
断した。Memory/Eye表現の優位性は未だ直観的な
判断領域にあり、更に検討が必要である。モチー
フである絵葉書作品の選択によって、同一学生で
も優位性が異なった事例である。

⑵　人物課題の形状ストックレベルの実際
①形状ストックレベル
実際の画面から立ち上るまとまりや強さの優位
性について、さらに、第 15回目の「人物」課題に
おける形状ストックレベルを指標として検討した。
人を描くことは、本学学生だけでなく美術を学ぶ
者の殆どが、最も苦手としながら、且つ最も面白
いテーマといえるだろう。
授業の導入では、最後の 15回目の「Memory/

Eyeドローイング」において人物を選んだ上記の理
由を述べ、身近な友達や人でなく、広い範囲から
描く人物を選定してよいことを告げた。33名中、
選んだ人物は、友人 60.6％、家族など身近な人
12.1%、芸能人 12.1％、その他（歴史上の人物など）

6.1％という内訳であった。
これらの「Memory/Eyeドローイング」を、筆者
が設定した記憶画の形状ストック指標に照らして
数値化を試み、5段階指標を以下のように定めた。
 レベル 1：表象として視覚化できない　　　　　
 レベル 2：要素が不足している不十分な描画　　
 レベル 3：一般的な要素を満たした描画　　　　
 レベル 4：要素数を満たし特徴をやや捉えた描画
 レベル 5：要素数を満たし、特徴を捉えた描写　
これらは、形態の特徴という質的な内容を含む

ものであり、形態レベルの「形象」と感覚・感情
レベルの「感性」を統合した指標である。

33の描画の形状ストックレベルの平均は、「記憶」
3.65、「見て描く」4.06であった。筆者の 2017年の
キャラクター「ぺこちゃん」の調査（記憶レベル
2.8、見て描くレベル 4.5）に比べると、狭い範囲の
推移になっている。人物課題は、「記憶」表象段階
でその特徴を踏まえて高い値を示している反面、
見て描く段階ではそれらを十分にとらえた表象に
至っていないことがわかる。

②「見て描く」優位の描画例から
図 6群は形状ストックレベルが上昇した描画例
である。図 6-1と図 6-2は、どちらも共通して記
憶表象の顔の輪郭が円に近く、見て描くことを通
して卵型の輪郭へ移行し、リアリティを得ている。

図 6-1～6-4（上段）図 6-5～6-8（下段）「見て描く」画 優位の描画例
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どちらもレベル 3から 4への上昇が図られている。
図 6-2は、口元をどのように描いたらよいか迷い
があり、他の部分に比べ、統合性を欠いている、
レベル 4から 5へ移行した描画は、図 6-3～図

6-8 の 6作例である。よりその人物の特徴が強く示
され、強く引き付けられる表象への移行を確認した。

③「記憶」優位の描画例から
次に「記憶」優位の描画例（図 7群）の詳細を
検討する。図 7-1は　左図の身近な友人の笑顔の
表情の描写に比べ、右図は髪と顔の輪郭線のみで、
顔のパーツを描き入れるまでは至っていない。形
状ストックレベルは、4から要素が不十分なレベル
2となり、記憶優位の事例である。同様に、図 7- 2

は、全体がまとまっている左図に比べ、右図は口
の部分が強調され「見て描く」際に部分しか見て
いない状況である。顔の大きさと部分のまとまりに
苦戦しているため、形状ストックレベルは 4から 3

と下降した。図 7-3では、小さいながら左側に描
かれたイラスト風の描写は実物の特徴をとらえレベ
ル 5、写実的に描かれた右図は逆に実物イメージと
乖離があり、レベル 4と判断した。
今回の分析で非常に興味深かったのは、「記憶」、

「見て描く」の別なく、ほぼ同じ図像を結ぶという
事例であった。（図 7-4～図 7-7）左から、シンプ

ルな男子学生の笑う表情、教師、祖母、自分を描
いた 4つの対比は、驚くほど類似している。この 4

つの対比はどちらもレベル 5の形態と特徴を兼ね
備えた描画であり、このメソッドで目指す、実物を
参照せずとも描くことができる力を備えていると共
に、そのパターン以外を遮断しているともいえる。
また、図 8は「見て描く」画像において、イメージ
画像の描写に至った「優位を特定できない」事例
である。美術教育の場において、時に逸脱は、型
にはまらない心象表現を出現させる。
両描画の形状ストックレベルの実態をグラフ化

したものが図 9である。「記憶」画は、レベル 3と
4を中心とした山なりに、「見て描く」画もレベル 4

を中心とした山なりの分布を示してしている。先に
示したキャラクター課題では、「見て描く」画はレ
ベル 5を頂点とする右上がりの傾向を示した。モ
デルを参照することで形状ストックレベルが上昇す
ることは当然と言える。しかし、モデルを参照して
もレベル 5に至らないこの推移から、人物課題の
難しさを読み取ることができる。

⑶　人物表現の優位性の傾向
描画例を挙げて優位性を検討してきたが、人物

表現課題における全体の傾向はどのようなもの

図 7-1～7-3（上段）図 7-4～7-7（下段）「記憶」画 優位描画例

図 8　優位を特定できない描画例
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だったのだろう。3類型に分けて集計したところ、
a記憶優位：27.3％、b 観察優位：48.5％、ｃ 優位
が明確でない：24.2％という値を示した。このおよ
そMemory/Eyeが 3：5の比率は、これまでの調査
の中でも記憶優位の値が高い。2年次学生の 2年
間の経験の蓄積の結果であろう。

図９　形状ストックレベルの分布図

表３　人物課題の優位性の傾向

改めて「記憶で描く／見て描く」一連のメソッ
ドの表象に現れる学生の人物描写に関する描画意
識とその実態を検討した。特に記憶を通してイメー
ジを描く類型 a記憶優位の統合性の高さは、形状
ストックの平均が「4.7（⇒ 4.2）」という高い値に
示されている。一方、モデルを参照してその表象
の細部を描き込むことで強さを得た類型ｂ観察優
位の表象は、統合性だけでなく象徴性も加味され、
形状ストックの平均は「3.2⇒ 4.4」の上昇を示し

た。優位の確定できない類型ｃの描画群の形状ス
トックの平均の推移は「3.4⇒ 3.4」を示した。（表
3）更に、個人内では次第に観察優位から、対象を
参照しなくても描ける記憶優位への移行が見られ
た。また、身体性との関わりから、「記憶」画は、
Brain Drawing、 「見て描く」画は Eye Drawingと解
釈できるのではないだろうか。これらについては別
稿で論ずる。

5．記憶画メソッドの教育的効果

⑴　学生の省察より
記憶画メッソド「Memory/Eyeドローイング」は、

おぼろげな記憶を自力で眼前に示し、その描けな
さに失笑し、見て描いた描画と対比する中で、描
画力の向上を実感するところに醍醐味がある。「記
憶で描く」「見て描く」どちらか一方だけでは得ら
れない、認識の上昇を得る新たな枠組みであった
といえる。
学生の授業総括の振り返りの記述から、次のよ

うな気付きと実感を確認した。教育的効果として、
「描画スキルの習得」、「アウトプットの自信」、「方
法の有効性」の 3つの視点を抽出した。以下に詳
述する。（表 4参照）

　 「 メモリードローイングを通して、今までぼん
やり見ていた物が繊細なところまで見られる
ようになった」

　「 絵を描く事は本当に苦手で、最初はMemory 

Drawingは苦労しました。ですが、毎回授業
の始めで描いていくうちに、大まかに描ける
様になりました。」

　「 メモリードローイングも回数をかさねるごと
に、上手く描けたり、特徴をとらえて描くこ
とができ、描きながらどうしたら良いかを考
えられるようになりました。」

描画のスキルとして重要なこの「ぼんやり見て
いた物を繊細に見る」という見方は、正にぐっと細
部にフォーカスして事物をとらえている姿勢であ
る。また、「大まかに描く」とは全体像をつかむこ



57「記憶で描く／見て描く」対比における描画意識と表象

とであり、描画の初歩においてまずはラフに描くこ
とが第一のステップであることを示している。さら
に、「描きながらどうしたら良いか考えられるよう
になった」は、迷いの活動があったからこそ得られ
た達成感であり、その小さな判断の統合が描画を
司っていることを改めて確認した。
　「 全 15回のこども美術をやってきて、最初はメ
モリードローイングで絵を描くことにためら
いがあった。私はすごく絵が下手なので、だ
れかにその絵をみられるのが好きではない
し、嫌だな～と思っていたけど回数を重ねる
事で、下手さは 15回までに変わらなかった
けど、描く事への嫌さは消えて、みんなと絵
を見せ合えるようになった。」

　「 ミニチュア verのようなものを、Memory 

Drawingでたくさん描いた。そのおかけか、
二度描きなどがイラストを描く上で少なくな
り、スッキリとした線でササっと描けるよう
になった。」

ともすると指導者は、多様な個の学習者の視点
を失いがちになる。この「描く事への嫌さは消え
て、絵を見せ合えた」という苦手意識をもつ学生
のアウトプットできた成長を素直に喜びたい。ま
た、「二度描きしないでスッキリとした線でササっ
と描ける」ことは、本メソッドで習得を目指す具体
的な姿でありこれらの習得は大きな自信につながる
と想定できる。
　「 Memory Drawingを毎回行っていて、自分の
覚えている中で、描いていると何を描いてい
るかわからなくて、ケータイで調べても全然
似ていないが、何回か続けていくうちに、想
像だとあまり成長はみられないが、調べて描
いている方はだんだんとそのものに近づいて
きたので、成長したと思いました。」

この学生の「だんだんとそのものに近づく」実
感は、本メソッドのハイライトの部分である。また、
記憶表象を「想像する」、観察・模写表象を「調べ
て描く」と称していることから、学生にとって未知
なる世界の描画体験だったことがうかがえる。

表 4　 「メモリー・ドローイング」に関する学生記
述　省察の総括　

　「 メモリードローイングは、あらゆる年代の
人々に、おすすすめしたいと思いました。な
ぜなら、若い年代の人たちは『何の絵だっ
け？』と会話のネタになり、大人の世代はボ
ケ防止になると思いました。」

この指摘は、本メソッドが、教育的に有効な刺
激と習得につながり、それは、共に学ぶコミュニ
ケーションのきっかけともなることを示唆する。

⑵　形状ストック化への働きかけ
本研究で着目した「形状ストック」は、記憶画

の形態を出入力する能力である。短期記憶から長
期記憶への移行には、反復が有効である。図 9は
第 2回目の授業後にスケッチブックに記したリフレ
クションノート例であり、課題のゴリラとサルが登
場し、形状ストック化が図られている。
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図 10　リフレクションシート例

⑶　記憶画における統合性と象徴性
本稿で言及してきた記憶画における意識・関心

の側面、形象にこめた作者の主題やイメージの側
面、手との連動を図る身体性の側面、今回特に着
目した立体／平面の描画意識と表現スタイルの側
面など、1枚の記憶画の結実には、様々な問題解決
が包まれていた。これらを含めた形象と感性の融
合は、筆者の問題意識と重なるものである。
本研究で用いた形状ストック指標は、その扱い
易さから 5段階の尺度を用いた。4章の記憶画レベ
ルの数値化においては、総計 4回程見直しを行い，
時間を要した。それは形態だけでなく、「まとまり
や強さ」の変容をどう捉えるかという問題であっ
た。本調査では、「まとまり」の中に「強さ」が含
まれ、不可分なものと解釈して数値化を行った。
まとまりは「統合性」、強さは「象徴性」の問題と
もいえるだろう。これらの指標については、さらに
検討していくと共に、ベルグソンの記憶に関する
「現実に対して統合をもたらすものはイメージであ
る」という示唆から、統合の基となるイメージ概念
との関連についても検討していく 7）。

6．結論

「記憶で描く／見て描く」を対にした実際の描画
を類型し問題の所在に対する以下の結論を得た。
・ 記憶と観察及び模写を伴う「Memory/Eyeド
ローイング」メソッドを通して、学生はものの
形態を意識し、それまでぼんやりと見ていたも

のを繊細にとらえる技能を得て、アウトプット
への自信を得ていた。乗り物の描画意識とし
て、平面描写 34.4％、平面から立体的描写へ
の移行 41.1％、立体描写 24.5％という実態を
確認した。

・ 2年次学生の人物課題において「見て描く」
優位は 48.5 ％であり、形状ストック指標の平
均値は 3.2から 4.4へ推移した。一方「記憶」
優位は 27.3％であり、形状ストック指標の平
均値は高レベルの 4.7から 4.2へ推移した。優
位が明確でない描画群は 24.2％であった。個
人内では、次第に模写・観察優位から、対象
を参照しなくても描ける記憶優位への伸長を
確認した。
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の東京オリンピックスタジアム案は、土を山形に盛り、
彫り込んだ古墳型スタジアムであった。

6） 髙橋文子 「美術作品を記憶して描くことの教育的効果
─児童の形状ストックという観点から─」p. 322
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