
第一印象 深めた考え 授業の感想・反省

1 ・色の使い方がうまいと思った。 ・人間の人生について描かれた絵だと思います。嫌な事を忘れて、楽しく人生
を送ろうと呼びかけていると思います。

・絵には、描く人の個性が表れる事を改めて感じま
した。

2 ・色々な絵が混じり、組み合わせてあ
る。

・この絵は作者の心の中を描いたと思う。例えば電球があって、明るい部分も
あれば、暗く重そうなシャッターで閉ざした部分もある。言いたい事が言えな
い気持ちを、この絵に込めたのではないか。

・最初は、「変な絵」としか印象を持たなかったけ
ど、深く考えていくうちに、作者の気持ちが少しだ
け分かったような気がしたので、嬉しかった。

3 ・色合いがとてもきれいだと思った。
ハートがいっぱい描いてある。

・一番大きなハートが印象的だった。変な感じの絵だと思った。 ・自分なりの考え方を持つ事ができたけど、積極的
に発表できなかった。

4 ・各窓に何かが描いてあると、必ずと
言っていい程、ハートが描いてある。
青を基調としているから夜のような印
象を持つ。

・作者の気持ちをまとめた絵だと思う。各部屋は作者の心の中で思い出だった
り、気持ちだったりするような気がする。部屋の枠は明るい色だけど、中は暗
い色だから明らかに中と外で雰囲気が違って見える。鑑賞している人に考えさ
せようとしているようにも思える。（ハートの吹き出しとか）シャッターみた
いなのは、ＴＶで言う「砂あらし」みたいな物に私は見えるから、見せたくな
い物や思い出したくない事が入っているような気がする。

・鑑賞と言っても奥の深い授業だった。

5 ・ハートが多い。 ・絵を楽しく見せるため。
6 ・ハートが中心的になっていて、いろ
んな工夫がされていて、とてもかわい
らしい絵だと思った。四角の中の奥行
きの感じや、一部の景色も良いと思っ
た。

・あの絵はもしかしたら作者、又は知人の人の心の中を表しているのかも知れ
ないと思った。良い思い出や、思い出したくない嫌な思い出などが描かれてい
るのかなあと思った。

・一枚の絵について、いろんな考えや興味を持つ事
ができました。人の意見を聞いたりする事もでき
て、とても良い勉強になりました。

7 ・ハートが沢山あって不思議な絵だと
思った。小さな部屋のような物が沢山
ある。

・沢山の部屋は、それぞれ作者の心で、色んな思い出があるのだと思う。僕が
一番気になったのは、秤がある部屋で、ハートが違うのに釣り合っている理由
は、平等とか自由などの表れだと思う。

・一つの絵を見るのにも、その中に沢山の思いが込
められていて、とても勉強になった。もっと絵を見
てみたい。

8 ・ほとんどの場所に、ハートの絵があ
る。

・このハートのような物や、風景は、もしかしたら作者の思った気持ちを、場
面のように表していて、シャッターのような物は、人に知られたくないよう
な、隠れた気持ちなのかなと思いました。

・一つの絵について時間をかけて考える機会もあま
り無いので、このような授業もたまには良いなと思
いました。色々な感想を持つ事が出来た。

9 ・ハートを中心に描かれた絵だと思っ
た。とてもかわいい絵だと思う。

・はかりに乗っていつやつは、夫婦で愛が同じだから釣り合っているのかなあ
と思った。要するに２人の愛。

・めったにない授業なので、たまにはみんなで絵を
鑑賞するのも、とても良かったと思う。とても勉強
になった！

10 ・よく分からない絵。ハートが多い。 見方によったら、心が落ちているように見えたり、ハートから魂が抜けてた
り、電球で光が差していたりして、深い絵だと思った。作者は、愛が足りな
かったように感じた。

良く絵を見る事が出来たる。色々な見方や感じ方が
出来る事が分かった。

11 ・不規則に描かれていて、不思議な感
じがした。

・この絵は作者の心の中を表していて、一つ一つの部屋が作者の感情や、思い
出などを表しているんじゃないかと思った。

とても印象に残る絵で、色んな事を考えた。

12 ・ハートの形が使われている事が分
かった。

・色々なハートがあって、一つ一つに色んな思いがあると思う。 ・色々な考えがあって、面白い考え方のやつは、
笑ってしまいましたが、色々勉強になった。

13 ・一つ一つ絵が違っていて面白いと
思った。

・一つの絵で、作者が色々考えていたり、思っていたりして、一つの絵の場面
が描かれているのかなあと思いました。

・自分の考え方や表現力がついたんじゃないかなと
思いました。鑑賞だけで、こんなに色んな事が考え
られるんだなと思いました。

14 ・ハートマークが多いと思った。不思
議な感じがすると思った。

・部屋の一つ一つが作者の心で、一番下の大きなハートは作者の言いたい事を
表現していると思った。

・一つの絵の、一つ一つの場面について、よく考え
る事が出来たと思う。しかし、自分の意見を積極的
に発表する事は出来なかった。
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15 ・風景画などのように、一つの絵が描
かれているのではなく、一ます一ます
に別々の絵が描かれていてつながりが
ないので、とても不思議な感じがしま
した。

・この絵は作者の心の中が描かれていると思う。黄色や青を使っているのは、
楽しかった気持ちや、その反対の気持ちを表現しているのだと思う。それに
シャッターのような物は、誰にも知られたくない物などを隠しているのかなと
思った。

・絵を最初に見た時の感想が、友達の意見を聞いた
事によって、大きく変わり絵は奥が深いなと思っ
た。もっと手を挙げて発表できれば良かった。

16 ・ものすごく個性的な絵だと思いまし
た。

・ハートの形や見える風景など、絵を描いた作者の気持ちが表れている作品だ
と思いました。

・ものすごく特徴的な絵のお陰で、自分なりの感じ
方や考え方を得る事が出来たので良かったです。

17 ・通気口みたいな窓の中に、それぞれ
違った物が入っていてとても不思議な
絵だと思った。青が使われているから
か、暗く感じました。

・一つだけ影のある絵がある。一つだけ風景がある。不規則な絵だけれど、
ハートはどの絵にもある。…など、とにかく不思議な絵だと思いました。見れ
ば見る程不思議になってきます。大きなハートは何を言いたいのだろうか…。
なんて。

・絵を見るのは好きだったけれど、今日のように
じっくりは、あまり見た事がなかったので、とても
楽しかったです。またこういう授業が…

18 ・主色は黄色で全体的に明るく色のま
とまりが分かりやすく、鮮明である。

・青色で描かれている事から、本当は寂しい思い出を表現しているのではない
かと思う。

・もっと、自分なりに感じた意見などを多く持つべ
きだった。

19 とても大きい絵。黄色を多く使ってい
る。

・キャラクターや重要な所がハートで描かれている。細かい所までしっかりと
色が塗られている。それぞれの空間が違っている。暗くて寂しい。

・初めて長い時間をかけて絵を鑑賞できて、とても
楽しかった。細かい所まで気付く事が出来て良かっ
た。

20 ・窓かと思ったが、部屋と考える事も
出来る。

・なぜ窓かと思った理由：黄色い区切りみたいな物があるから。部屋と考えら
れる理由：奥行きのある場面があるから。結論：ハートが多く登場し、窓（部
屋）の中が暗いので、作者の暗い心情を表現したかったのかなと思った。

・絵を見て感想を述べる事で、物事を感じる事が大
切だと改めて思った。

21 ・不思議な感じがした。背景が暗い青
色で少し寂しい感じがした。

・色々な所にハートがあったので、この絵は作者の心を表しているんではない
かと思った。背景が暗い感じがしたので、作者は今、寂しいのではないかと
思った。

・一つの絵で、こんなに感想が出るとは思わなかっ
た。たった一つの絵の中にも、作者の気持ちがすご
く込められているんだと思った。面白い授業だっ
た。

22 ・黄色と青が印象的だった。 色々な空間がある。作者の心の中を描いているように見える。 ・みんなそれぞれ感じ方が違う事が面白いと思っ
た。

23 ・色々な部屋があり、まるで心をうつ
しだしているかのようだった。

・色々な部屋は心を表していて、その心は作者自身の心で、作者は色々な部屋
に自分の想いを詰めているのではないかと思った。

・いつもと違って緊張したが、何とか出来た。

24 ・ハートが沢山あった。ハートが沢山
あるのに寂しいという印象がある。

・ハートがあって、暖かい感じはするけど、全体的に青色や黒色が多く使われ
ていて寂しい感じもする。作者の気持ちなら、様々な気持ちがあって、寂しい
事も楽しい事もあった。

・積極的に挙手できなかった。

25 ・一つの絵の中に風景などの色んな絵
がありとても面白い絵だと思った。

・やっぱり、色んな絵があるのは面白いが、一つ一つが大切な役割をして全て
合わせて一つの絵だという事が、とても不思議であって面白い。

・いつもの授業と違って、とても面白かったし、と
ても良い勉強になったと思う。

26 ・ハートが多い絵だなと思った。 ・全部まとめて言うと、この絵は作者の何かの思い出だと思う。シャッターは
嫌な事、それか、これから起きる事だと思います。

・最初は何の絵だろう？と思ったけど、みんなの意
見を聞くと、色んな事が分かってくるという事を学
びました。

27 ・ほとんどハートで描かれている。 ・この絵は作者の心の中の事を中心に描かれているのかと思いました。 ・あの絵がとても面白かったです。でも、何でこの
絵を描いた人は、ハートを多く使っていたのか不思
議に思いました。



第一印象 深めた考え 授業の感想・反省

1 ・色が違うので、下の森の絵と、何か
しゃべっているものが目立った。

・人形の心（ハート？）が、抜け落ちているという意見を聞いて、そうだなと
思ったけれど、なぜ少し人形が笑っているように見えるかがよく分からない。

・良く分かりにくかったけど、頑張って分かろうと
した。

2 ・窓から見た外の様子を描いているよ
うに見える。

・作者の気持ちが絵になっているような気がする。ハートの抜けた人の絵や、
その隣の人の絵には淋しい感じが伝わってくる。また、枠から飛び出している
ハートの顔の人は、見ている人に何かを伝えようとしているような気がする。

・最初はどんな絵を描いているのか理解できなかっ
たけど、友達の意見を聞いてなんとなく絵の様子が
分かった。

3 ・いくつかの部屋に分けられてる。 ・これは、作者自身の心の中を描いたと思った。変なハートの人は、何も言え
なくてふくらんでいったという意見を聞いて自分もそう感じた。

・自分では、あまり絵を見て、それについて考える
という事をした事が無かったので、考えるというこ
とはとても難しいものだと分かった。

4 ・ハートがいっぱいある。 ・変な絵。 ・本当は、どういう絵なのか知りたい。
5 ・ハートの形が沢山描かれている。何
を表しているのか難しくて良く分から
ない。

・ハートは、人の心を表しているのだと思った。 ・絵が何を表しているのか、自分では良く分からな
かったけれど、友達の意見を沢山聞いて、なるほど
と思ったりしました。一つの絵でもよく見てみる
と、色々なことが分かってきて面白かったです。

6 ・丁寧に描いてあって細かい所までよ
く描けていた。しま模様なものが、
シャッターに見えた。

・なぜ、一つの枠だけ風景が描かれているのかが不思議だった。でも、作者は
何について描いているのかが、良く分からなかった。

・今日は、一つの絵について鑑賞しました。何につ
いて描いてあるのかが分からなかった。

7 ・ハートが沢山あって、いくつかの四
角に区切られていて、まとまりのある
絵。怒ったハートや、光っているハー
トなど、心の中のように見えた。

・この絵が作者の心だとすると、怒った心や、心が抜け落ちてしまった自分、
言いたいことが言えず、ふくらんでしまった心、行きたい所があって、記憶に
はあるけど道が分からないなどあって、不思議でした。シャッターみたいなの
は、思い出したくないこと、何も描かれていない所は、まだ心がない。

・全員が自分自身の感想を発表できていて良かった
と思います。友達の意見をきちんと静かに聞けませ
んでした。

8 ・なんだかよく分からない感じでし
た。

・よく見ていましたが、ハートが多いような気がします。この人は何を描きた
かったのか…そんなことを考えていると、何か共通点がある気がしますそれ
は、人の心です。一番上の絵の「人を愛する」心、「心の抜け落ちた人」の心
「差別をする人」の心「美しい風景」を見た作者の心、電球は、「発明」と感
じた作者の心、何か思いがつのっているような顔をしている作者。何かを感じ
たりやったりするのは人の心だと言いたいのではないでしょうか。

9 ・一つの空間に、色んなハートが隠れ
ていたり、空間がつながっていたり、
一つは風景だったりと、とても不思議
な感じ。

・作者の心の中だという意見を聞いて、今まで気付かなくて、確かに言われて
みれば、あの絵は作者の絵を描いたのではないかと思う。

・一人一人考え方や意見が違い、気付かなかったこ
とや考えに驚いたこともあって、楽しかった。

10 ・作者の表現していることが難しく、
良く分からなかった。

・やっぱり何を表現しているのかが分からなかった。皆が発表しているよう
に、作者の心の表れなのかも知れない。

・見たこともない絵が出て来て、どんな人が描いた
のか気になった。

11 ・青・黄・黒の色が中心となって目立
つ。

・意味が分からない。現実ではあり得ないことが描かれている。とても暗い感
じがする。ハートがかなり描かれている。何を作者が書きたかったのかが分か
らない。

・今日は絵を見て感じたことを考えると言うことを
した。とても苦悩させられる絵だったけど、ものを
考えるということをしたので、とても良い勉強に
なった。

12 ・一つ一つの枠の中に必ずハートがあ
る。ハートが多い。

・みんなの意見を聞いて、この絵は多分、僕も作者の心の中を描いたものだと
思いました。普通に見たら、良く分からない絵だと思いました。

・ここまで絵をきちんと見るということはめったに
ないので今日真剣に見られて良かったです。絵は、
よく見れば見る程分かるものだと思いました。

13 ・最初、ぱっと見た時、色遣いや描い
てある絵が、かわいいなと思った。

・友達の「心の中」という意見を聞いて、だんだんそう思えてきた。だけど、
やっぱりまだ不思議な所が沢山あった。見ていると色々と考えが出て来た。

・友達の発表を笑ったりしてしまって、あまり真剣
に聞くことができなかった。
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14 ・不思議な絵だと思った。 ・人の心と答えた人がいて、自分も心の中を写しだしている絵じゃないのかな
と思った。

・自分が思ったことをうまく表現できなかったと思
う。絵の鑑賞は奥が深いと思った。

15 ・不思議な絵だと思った。 ・ハートの電気が、なぜ３つの四角形の中でつながっているのか、そしてその
光が左下の四角形に何でつながっているのかが不思議だった。

・絵を見て、自分の思ったことや作者の気持ちを考
えるのは、とても大切なことだなあと思いました。

16 ・色々な所にハートが使われていて面
白いと思った。

・灰色のシャッターみたいな所がなぜ閉まっているのかが不思議に思った。 ・色々な意見が出て来て面白かった。

17 ・夜の感じがしました。 ・天秤の絵で何で釣り合っているのか気になった。作者は何を表したいのか良
く分からない。

・絵を見ても最初は良く分からなかったけど、友達
の意見を聞いてみると、なるほどなと思いました。

18 ・暗い感じの絵だと思った。 ・顔のついている大きなハートが、一番目立っていて気になった。人や草原な
ど様々なものが描いてあって不思議だった。

・絵を真剣に鑑賞できて、色々考えることができ
て、良かった。

19 ・ハートが沢山描いてあり、色々なも
のがハートの形になっていた。少し暗
いような感じがした。

・ハートが心だとすると、とても悲しい気がする。希望のない寂しい絵。見れ
ば見る程分からなくなり、作者の気持ちが分からない。

・絵をしっかり見ることができて、自分の意見も
はっきり言うことができた。

20 ・沢山の穴からのぞいているような感
じがした。色がはっきりしていて不思
議だった。

・四角形のは作者の頭の中で、色々な思いを表していると思った。ハートを見
ている人は、自分の心を捨ててしまい、背景の青は、心を捨ててしまった人の
冷たさだと思った。大きなハートは、捨てられた心が助けを求めていると思っ
た。

・初めにみた時は、色がはっきりしていて、不思議
な絵だなと思った。でも見ているうちに作者が描い
た理由のようなものが少し分かった。

21 ・ハートと四角い窓のようなものが沢
山ある。

・なぜ天秤が釣り合っているのか。電球のケーブルが描かれている部屋はなぜ
つながっているのか。なぜ大きなハートは窓から出ているのか。

・とても不思議な絵を見れたので、とても楽しかっ
た。

22 ・気持ち悪い。 ・部屋一つ一つに思いが入っている。作者の考え、記憶。暗い。 ・考えても、この絵の意味が難しい。
23 ・窓？から見える景色が、色々な場面

になって見えている。
・この作者は、ハートをイメージして描いた作品なんだなと思いました。心の
絵。

・この絵の作者は何を頭の中で描いたのかが分から
なかったので、気になります。作者一人一人には、
自分なりの想いが絵で表されているんだと思った。

24 ・これは何の絵だろうと思った。いっ
たい何をしている絵なのか分からな
い。何で四角形で区切られているのだ
ろう。

・なぜシャッターみたいなので、その窓（部屋）みたいな所を隠しているの
か。もしこれが作者の心の中だとしたら、何か知られたくないものなど、ある
いは、ふさぎ込んでしまった心の一部を表しているのかも知れない。

・一枚の絵を見るだけで、ここまで様々な意見が出
てくるとは思わなかった。これから僕は絵を見る
時、ただボーっと見るのではなく、作者の気持ちな
どを考えながら鑑賞したい。

25 ・人や花、黒く閉まっている所などが
沢山あり、心の中のような感じがしま
した。

・ハートが沢山あり、作者は愛が欲しかったのかなと思いました。そして様々
な愛を見てきた作者の心を描いたのかなと思いました。

・最初は分からない絵だと思いましたが、その一枚
で、沢山考えさせられ感じさせ、とてもすごい絵
だったなと感じさせられました。とても良い時間で
した。

26 立体感があり、浮いているように見え
た。

・この絵は作者自身の心なんだと思いました。 ・今日の授業は、とても想像力を付けられたと思い
ます。あと、この授業では、絵の豊かさが、とても
理解できました。


