
事 例 中学校 美術科 第２学年「あかり～和紙と光のハーモニー～」

発想や構想の能力における評価を生かした指導・援助の在り方テ ー マ

授業改善のポイント ・題材の開発や指導計画の工夫改善（評価規準を明確にした題材指導計画）

・ 発想や構想の能力」を把握する評価方法の工夫「

・ 発想や構想の能力」を高める指導方法の工夫「

１．学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準 〈時間レベル で記載〉】 「あかり～和紙と光のハーモニー～」

ア 関心・意欲・態度 イ 発想・構想 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

①あかりの美しさを感じ取り、 ①つくりたいあかりの形に合っ ①自分の思いにあった形にな ①光を通した和紙を鑑賞し、あ

あかりを灯す場所や時を思い浮 た竹籤を組合せ方を見付けた るように 竹籤を組み合わせ かりの形、和紙の表面の質感や、 、

かべて、あかりに込めた思いを り、組み合わせた形から、こん 必要な量の銅線を丈夫に巻い 色、透けて見える模様など造形

文章や簡単な絵に表し、制作へ なあかりの形もできそうだと新 て、骨組みのもとになる形を 的な視点から、あかりの美しさ

の意欲や見通しをもっている。 たな発想をしたりして、あかり つくる。 やそこからわき出てくるイメー

②思いに合ったあかりを完成さ の骨組みづくりの見通しがもて ②つくりたいあかりの形に合 ジを言葉で表現している。

せるために、環境構成（資料や る。 わせて構造的に骨組みを組み ②制作過程の作品を見合い こ、「

ためしコーナー）を活用したり ②和紙をちぎる、重ねる、穴を 合わせるとともに倒れない、 んなつくり方の工夫から、こん

仲間に感じを問いかけたりしな あけるなど、思いに合ったあか 壊れないように補強剤を入れ な感じのあかりができつつある

がら、最後まで丁寧にあかりを りにしていくための和紙の加工 るなどして本体の形を組み立 ね」というように、感じ取った

つくろうとしている。 方法を見付けたり、和紙の加工 てることができる。 あかりのイメージを伝えたり、

方法の工夫によるあかりの感じ ③必要な和紙を切り取り、水 書いたりしている。

の違いから、あかりに対するイ のりや霧吹きを適切に使って ③できあがったあかりを鑑賞し、

メージを、さらにふくらませた 美しく和紙を貼ることができ 合い、作り手の思いとつなぎな

、 、りしながら、こうすればこんな る。 がら よさや美しさを感じ取り

あかりがつくれそうだと和紙の ④「こんな紙の使い方をした 根拠をはっきりともってカード

貼り方の見通しをもつ。 ら、思いに合ったこんなあか に書いたり言葉で伝えたりして

りができたよ」というように いる。

和紙の加工方法の工夫が見ら

れ、表現からもそれを感じ取

ることができる。

【把握方法】

特に、発想や構想の能力について、制作途中の作品や生徒との対話、制作中の姿から読み取るようにした。

〈時間レベルで記載〉 実態表Ⅰ学習状況の結果と分析

生徒Ａ 生徒Ｂ 生徒Ｃ

第１時 自分の部屋に置いて、そのあかり 部屋のおいて、ほんわかとした優 布団の近くの棚の上に置きたい。

ワ ー ク を見ると落ち着けるような秋の感じ しいあかりにしたい。 どんなのをつくるかは、まだ決まら

シ ー ト がするあかりにしていきたい。形は ない。

へ の 記 ドーム型にしたい。

述内容



最初にＡは、竹籤を組み合わせて アイデアスケッチに、ハート型の 第２時に欠席していたＣに、竹籤

四角形をつくった後、ドーム型にな あかりを描いたＢは、最初に土台と の縛り方を教えながら対話を図っ

るように２本の竹籤を交差させて、 なる四角形をつくった後、どうやっ た。

骨組みをつくった。 てハート型にしていくか悩んでいる Ｔ： どんなあかりにしたいの？」「

様子だった。しばらく考えた後、２ Ｃ： ・・・・」「

第 ３ 時 本の竹籤を組み、折り曲げながら隣 Ｔ： まだはっきりしないんだね」「

生 徒 の の子と相談をしていた。 Ｃ： うん」「

姿 と つ Ｔ： じゃあ、竹籤を組みながら考「

く り つ えてみようよ。基本形は黒板に

つ あ る 資料が貼ってあるから見てくる

作 品 や といいよ」

生 徒 と

の 対 話

か ら 、

発 想 ・ 骨組みができたＡは、その後しば

構 想 の らく考えていた様子であったが、次

力 を 読 に四角形をもう一つつくり始めた。

み取る Ｂ： ねえ、これってハート型に見え。 「

Ｔ： これは、どうなるの？」 る？」「

Ａ： この中にもドーム型をつくると Ｄ： うん、どうやって止めるの？」「 「

二重になるから（考えながら） Ｂ： 真ん中で縛るとはずれないと思 Ｃは竹籤で四角形をつくった後、２「

外側を切ったら、明るさが変わ うんだけど・・・」 本の竹籤を組んで家型の形をつくっ

るかなって思って」 Ｄ： 横にも竹籤をこうやって組み合 た。「

Ｔ： そうするとどんなあかりになる わせるとどうかなあ」 Ｔ： できてきたね。どんなふうに「 「

の」 相談をしながら竹籤の組合せ方が したいか決まったの？」

「 「 」Ａ： 明るさの変化が出て、じっと見 はっきりしたＢは、どんどん思い通 Ｃ： なんか家みたいな感じかなあ

ていてあきない感じになるかな りの形をつくっていった。」

第 ４ 時

に で き

あ が っ

た 骨 組

み

発 想 ・ 新たな発想を生み出し、自らあか 最初にもったあかりに対する思い あかりに対するイメージを具体的

構 想 の りに対する思いをふくらませながら を大切にしながら、見通しをもって な操作を試みながら、つくり出して

典型 表現していく生徒 表現していく生徒 いく生徒

発 想 や 第１時につくりたいあかりのイメ 第１時につくりたいあかりのイメ 第１時につくりたいあかりのイメ

構 想 の ージをもつことができたＡは、骨組 ージをもつことができたＢは、自分 ージをもつことができなかったＣだ

能 力 に みをつくりながら一度は完成したも のイメージに合った骨組みになるよ が、竹籤を組み合わせ、つくりなが

つ い て のの物足りなさを感じ、骨組みの構 うに竹籤の組み合わせ方を仲間と相 ら考えていった。ある程度の骨組み

の分析 造において新しい発想をし、つくり 談しながら見付け出していった。新 はできあがったが、あかりに対する

たいあかりに対するイメージをふく たな発想を生み出すことはなかった イメージは明確になっていない。そ

らませていった。そこで、Ａには、 が、イメージ通りの表現になるよう こで、具体的な操作を試みながら自

新たな発想を生み出し、自らイメー に見通しをもって制作していく力を 分のイメージをつくり出していくタ

ジをふくらませていく力をもってい もっているととらえた。 イプであるととらえた。

るととらえた。

授業改善へ

２．分析に基づく授業改善の方針改善の具体的方途と実践

学習状況の結果と分析をもとに、第３時と第６時の学習について、以下のような指導方針に基づいて実践をした。



「発想や構想の能力」を高める指導方法の工夫として、第３時の授業において、次の３点を改善点として考えた

・和紙の加工方法とその表現効果のわかる資料を工夫する。

・自ら表現の効果を試しながら活動し、しかも、試しながら発想や構想を広げ、イメージを豊かにしていくような具体的

な手だてを工夫する。

・和紙の貼り方がどの生徒にも具体的にわかるような資料を工夫する。

「発想や構想の能力」を高める指導方法の工夫

ア 課題の明確化 イ 環境構成の工夫

○和紙の加工方法の工夫 ○「おためしボックス」

本時の課題に結びつく生徒の思いを引き あかりのイメージをふくらませたり、自分の思いに照らしてあかりを吟味する

出し 「どうやって和紙を貼ったら、自分 ために実際にあかりをつけて、確かめるための箱を設置する。、

の思いに合ったあかりになるのだろう」と ○「和紙の貼り方」資料

いう話題から、教師資料の提示を行う。資 前時の資料を教室に位置付け、貼り方の手順を想起できるようにする。

料は、写真にあるように和紙の加工方法の ・ふつうに和紙を貼るときの貼り方

典型として「穴を開けたもの 「こよりに ・和紙をもんで貼るときの貼り方」

して裏から貼ったもの 「紙を立てて貼っ ・細い短冊状の和紙を貼る貼り方」

たもの」の３つを示し 「ふわふわっとし ・和紙を折って模様をつくって貼る貼り方、

た感じに合うのは・・・」という投げかけ

をしながら提示する。

第６時は、和紙を貼る手順を身に付けた後の学習であり、一人一人が自分の思いに合ったあかりになるように和紙を加工し

ながら貼り付けていく姿を期待している。また、和紙による新たな表現の可能性に気付くことによって、自分のあかりに対す

る願いやイメージをさらにふくらませていってほしい期待した （具体的な学習過程については指導案第６時を参照）。

第３時、第４時の学習状況の結果と分析をもとにとらえた生徒一人一人の姿から、発想や構想の典型として次の大きく３つ

のタイプとしてとらえ、タイプに応じた指導・援助を工夫する。

・新たな発想を生み出し、自らあかりに対する思いをふくらませながら表現していく生徒

・最初にもったあかりに対する思いを大切にしながら、見通しをもって表現していく生徒

・あかりに対するイメージを具体的な操作を試みながら、つくり出していく生徒

タイプに応じた指導・援助の方向を以下に示す。

新たな発想を生み出し、自らあかり 最初にもったあかりに対する思いを あかりに対するイメージを具体的な発想・構想

に対する思いをふくらませながら表現し 大切にしながら、見通しをもって表現し 操作を試みながら、つくり出していく生の典型とな

ていく生徒 ていく生徒 徒るタイプ

指導・援助 和紙を貼っていく時にもＡのもってい 和紙を貼っていく時にも見通しをもっ あかりに対する思いが弱いため、家

の方向 る発想・構想の力が発揮されると予想さ て制作していくと予想されるが、創意工 の形に和紙をそのまま貼っていくと思

れる。そこで、Ａの活動を見守り、対話 夫もなく単に和紙を貼っていく可能性が われる。そのなかでＣなりに、こんな

を図って思いを顕在化するとともにＡの ある。そこで、和紙を加工して貼ること あかりにしたいという思いを見いだす

発揮しているよさを自覚させていきたい によって、さらに自分のあかりのイメー ことができるよう資料活用を促したり、。

ジがふくらんでいくことができるよう資 対話を図ってＣのよさを引き出したい。

。料活用や仲間との交流を促していきたい



３．授業改善後の成果

第６時におけるタイプ別指導と授業改善の成果を以下に示す。

新たな発想を生み出し、自らあかり 最初にもったあかりに対する思いを あかりに対するイメージを具体的な発想・構想

に対する思いをふくらませながら表現し 大切にしながら、見通しをもって表現し 操作を試みながら、つくり出していく生の典型とな

ていく生徒 ていく生徒 徒るタイプ

導入

Ａは外側の和紙を内側と違ってもんで 「もみ和紙を使って優しい感じの Ｃは和紙を骨組みの大きさに合わせ

から貼りだした。 あかりができそうだ。今日はもう一 て切って、そのまま貼っていた。

つの面も貼り付けて完成したい 」。

Ｔ：どうしてこっちはもんでから貼った 導入のめあて交流の中でＢは、このよ 授業の導入で和紙の加工方法の工夫

の？ うに発言した。他の仲間のめあてから、 について資料提示をした。

Ａ：外側は落ち着いた感じに合わせてし 和紙の加工方法の工夫という課題点に気

わくちゃの方がいいかなあって思っ 付かせるようにし、加工方法を工夫する その後、Ｃはお試しボックスで自分

展開 て・・・ ことで漏れる和紙の美しさについて資料 のあかりを見ていた時、近くにいた仲

Ｔ：なるほど、ここにどんな穴を開けて 提示をした。 間から「なんか合掌造りみたいだね」

いこうか？ と声をかけられ、その言葉を聞いて、

Ａ：丸い形をいくつか開けて中をのぞい Ｂは反対側にももみ和紙を貼った後、 家の周りに雪が降っているような感じ

てみたくなるような感じにする。 少し考え込んでいた。 をつくれないかという発想をした。

Ｔ：そっかあ、楽しみだなあ。

Ｔ：なんだか手が進まないね。どうした すると和紙に丸い穴を開けてＣは、

の？ 重ねて貼ってみた後、再びお試しボッ

Ｂ：優しい感じを出すのにどうやって和 クスへと足を運んだ。

紙を貼ろうか迷っていて・・・

Ｔ：そっかあ、電気をつけて試してみた Ｔ：うわあ、すごいね。裏から貼った

ら・・・ 模様が、とてもきれいに見えるよ。

これって何をイメージしてつくっ

その後、教師の資料を見に行ったり、 たの？

お試しボックスに入れてみたりしていた Ｃ：あのね、合掌造りみたいって言わ

Ｂは、何か思いついたように、和紙を短 れて、雪が降ってるみたいな感じ

冊状に切り始めた。 にした。

Ｔ：Ｃさんだけのあかりが見つかって

Ｔ：これで何をつくるの？ よかったね。

Ｂ：こうやって（ハート型にして立てに

して貼る）中に貼ってみるともっと

Ｔ：実際にためして見た？ 優しい感じになるかなあ。

。Ａ：やってみる。 Ｔ：おっ新しいアイデアが思いついたね

（お試しボックスへ入れて自分のあかり 一つやってみたらどう？

終末 を感じを確かめる ） 終末の鑑賞会でＢの発言から、ハート。

型の模様を内側から透けて見える感じが



Ｔ：どう？ 自分のイメージにぴったりだと語った。

Ｋ：うん、きれい。

Ｔ：穴から漏れる明るいあかりと外のも

み和紙のきらきらしたあかりがうま

く響き合って見ていて落ち着くね。

自分でこんなあかりの工夫を見付け

るなんてすごいね。

成果 ぴんと貼った和紙の外側にもみ和 具体的な操作によるあかりの表情 合掌造りという言葉を手がかりに

紙を重ね、丸く切り取ってあかりの の違いに気付いたＢは、自分の思い Ｃは自分のイメージをふくらませ

表情の違いを生かそうとしたＡには に照らして、和紙の貼り方を選択し た。合掌造りに静かに雪が降り積も、

よさを自覚させることによって、自 ていった。和紙を立てて貼ることに る様子に自分の美的価値観が刺激さ

ら思いに合わせて、創意工夫をして よってぼんやりと陰影が生まれる美 れ、そこにあかりのあたたかい雰囲

いく発想・構想の力を強化していっ しさがＢの美的価値観をくすぐった 気がマッチしていると考えたＣは、

た。 ものと考える。 和紙を丸く切って貼っていった。

また、Ａのつくり出した２つのあ そのなかで、Ｂは、自分の思い通 仲間との交流の中でＣは自分らし

かりの表情を組み合わせた美しさを りのあかりをつくるために、和紙貼 いあかりを見付け出し、あかりに対

価値付けることによって 「組み合わ りの工夫を構想する力を身に付けて する思いをふくらませる力を身に付、

せる」という思考を働かせる力を身 いった。 けていった。

に付けるていった。

「あかり」１０月題材のなかで具体的な姿の変容を通して実践をした結果、発想や構想の能力をとらえる方法や伸ばしてい

く手だてとして以下のこと明らかになった。

・生徒自身がもっている発想や構想の能力を引き出すという立場で、生徒と対話を図ったり、自己評価カードに記述させた

りするなどして個の思いを顕在化していく歩みを継続的にしていくことで生徒の発想や構想の能力を読み取ることができ

る。

・自ら発想や構想の能力を働かせ、つくりつくり変えていく生徒には、その子が働かせている力や造形的な価値を明らかに

して価値付けていくことが発想や構想の能力を伸ばすことができる。

・見通しをもって思い通りに表現していくことはできるが、つくりながら考えイメージをつくり変えていくような柔軟性が

乏しい生徒には、資料提示によって新たな表現の可能性に気付かせたり、意図的に仲間との交流を促したりする指導・援

助の工夫を図ることで、新たな造形的な価値に気付かせることによって、発想や構想の能力を伸ばすことができる。

また、今後の方向としては、次の点を大切にして、取り組んでいきたいと考える。

具体的な操作を通して発想・構想をしていく生徒には、今回の事例のように仲間のふとしたつぶやきが解決の糸口と

なることもある。そのために日頃から、仲間と鑑賞し合い、お互いのよさを見付けたり、相談にのってアドバイスし合

ったりできるような学習集団や学び方の育成を図っていくとともに造形性に対するこだわりをもち、ものの見方・感じ

方・考え方を養っていくことが大切である。


