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美術科 年間指導計画 （３学年）全３５時間

改訂版題材名： （１４）芸術家○○になろう
段ボールによる現代ポップアート表現への挑戦

題材の目標

発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力美術への関心・意欲・態度

自然や身近なもの、 感性や想像力を働か 感じ取ったことや心 自然、美術作品や生
第 美術作品などのよさや せて、対象や物事を深 の世界などをスケッチ 活の中の造形、美術文
２ 美しさ、美術文化や文 く見つめよさや美しさ に表し、想像力や創造 化や文化遺産などに親
学 化遺産などに対する関 などを感じ取ったり考 的な技能などを働かせ しみ、感性や想像力を、

、年 心を高め、自分のよさ えたり、用途や機能を 表現意図に合う新たな 働かせてよさや美しさ
及 を生かして表現や鑑賞 考えたりして、独創的 表現方法を研究するな つく者の心情や意図と
び の創造活動に主体的に で豊かな発想をし、心 どして創意工夫し、創 表現の工夫、想像力の
第 取り組み、美術を愛好 豊かで創造的な表現の 造的に表す。 豊かさなどを感じ取り
３ し心豊かな生活を創造 構想する。 味わったり、理解や見
学 していこうとする。 方を深めたりする。
年
の
観
点

身近なもののよさや 対象を深く見つめ、 対象を深く見つめ、 日比野克彦さんの美
美しさに目を向け、段 感性や想像力を働か 感性や想像力を働かせ 術作品や仲間のつくっ、

題 ボールなどの紙類の素 せ、よさや美しさなど よさや美しさなどを感 た作品、生活の中の造
材 材のよさと自分のよさ を感じ取り考えたり、 じ取ったり、用途や機 形などに親しみ、感性
の を生かして表現しよう 用途や機能を考えたり 能を考えたりして感じ や想像力を働かせてよ
目 と創造活動に主体的に して、マチエール、デ 取ったことをスケッチ さや美しさ、つく者の
標 取り組み、現代美術の ィテール、省略と強調 やエスキースで表し、 心情や意図と表現の工

おもしろさを体験する を視点に独創的で豊か 想像力や創造的な技能 夫、想像力の豊かさな
ことから美術を愛好し な発想をし、心豊かで などを働かせ、表現意 どを感じ取り味わった
心豊かな生活を創造し 創造的な表現の構想を 図に合う新たな表現方 り、理解や見方を深め
ていこうとする。 練る。 法を研究するなどして たりする。

創意工夫し、創造的に
表す。

月 本時のねらい 時 個に応じた指導時 学習活動 評価規準
Part1 「芸術家○○○」の軌跡を知る９

月 岐阜県出身の日本 ①○○○彦って知っていますか。 【鑑賞】 【補充】
を代表する現代ポッ １ 生活の中の造形物 本物と違うところ③

13 プ・アートのアーテ 芸術家○○○の段ボールアート の観察から、洗練さ を出させなぜそんな
ィストである日比野 のよさを感じよう れたデザイン化の美 表現にしたかを想像
克彦の個性を知り、 しさを感じとり、自 させる。

。その表現のよさを感 ②芸術家○○○の作品の写真や先輩 分の言葉で表現する
じる。 の作品を見て、作品から感じるこ 【発展】

とを自分の言葉で書いてみよう。 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで、芸術【関心・意欲・態度】
③表現するための主たる素材をさわ 作品やつくった人 家○○○のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

り、また道具の扱いに慣れよう。 に興味をもち、意欲 や現代ﾎﾟｯﾌﾟｱｰﾄを調
④学習のまとめをする。 的に鑑賞しようとし べるように促す。

ている。
エスキースを表現することから、発想の方法を体験するPart2

段ボールで立体を ①段ボールアートの造形体験と段ボ 発想や構想の能力 【補充】【 】
表す多様な表現方法 ールの素材体験をするために「カ ２ 他者の発想や表現 ２つのモチーフの

14 を知ったり、段ボー メラ・手」のモチーフを基に自分 を知ったり、素材に 表現方法を示した
ル等のもつ素材のよ のテーマをつくり表現する課題を さわっりしながら、 り、ディテールとマ
さを生かす表現を体 提示する。 自分の表現をどのよ チエールの意味を説
験したりする中から ②表現の条件と評価の規準を提示す うに発想をしていこ 明する。、
自分にあった表現を る。ディテールとマチエールの説 うか考えるている。 表現の条件と評価
選び、ディテールと 明を先輩の作品や実際のカメラで 規準を説明する。

【関心・意欲・態度】マチエールを考えな 説明をする。
がらエスキースをつ 表現の条件と評価 【発展】
くる。 段ボール等の素材をさわり、マ の規準をしり、素材 カメラの種類によ

チエールを試しながら、エスキー の性質を感じながら るディテールとマチ、
スのアイデアを考えよう 自分らしい表現を創 エールの違いに着目

意工夫しようとする させたり、手のポー。
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③マチエールの表現を体験したり、 ズに着目させたり
エスキースをつくり始める。 と、発想の多様性と

④学習のまとめをする。 ヒントを示す。
段ボールアートの ①前時の確認をする。 【補充】【発想や構想の能力】

造形体験と段ボール ②学習コーナーの利用を説明する。 他者の発想や表現 ディテールとマチ
の素材体験をするた ・素材の多様な表現例 ３ を知り、そのよさな エールの具体的な表

15 めに「カメラ・手」 ・芸術家○○○の作品の写真、先 どを生かして自分ら 現のヒントを示し、
10 のモチーフを基に自 輩のカメラ作品、多様なカメラ しく豊かな発想をし 表現の見通しをもた

分のテーマをつくり ている。 せる。月 、
④ ディテールとマチエ ディテールとマチエールを工夫

ールのアイデアを考 し、自分らしさのあるカメラ・手 ４ 【発展】【関心・意欲・態度】
16 えエスキースで表現 のエスキースをつくろう 試行錯誤をし、素 部分のディテール

する。 材の性質を感じなが やマチエールの工夫
③段ﾎﾞｰﾙの素材の多様性を表現に生 ら、自分らしい表現 ににこだわったり、

かしたり、他の素材を利用したり を追求しようとする 全体の表現の統一性。
して自分らしい表現を追求する。 を考えたりして、完

④表現の振り返りをするために、評 成度の高い表現を目
価カードを記入する。 指すように促す。

Part3 「芸術家○○○になろう
生活の中で使って ①前時の学習から、つくった感想を 【補充】【発想や構想の能力】

いるものや人類がつ 求める。 ５ つくりたい対象を 例えば、楽器やエ
17 くり出したものに焦 調べたり、スケッチ ンジンなどのおもし

点を当て、それを段 生活の中で使っているものや人 したりして、形の全 ろい形、好きな形を
ボールなどを使い再 類がつくり出したものに焦点を当 体を把握する。 聞き 「私だったら、
構成するポップアー て、それを再構成するポップアー 自分の表現にする こんなこんな再構成
ト表現を理解し、モ トを発想しよう。 ための発想を色々考 を発想するよ 」と。
チーフを選んだり、 え、スケッチしたり 例を示したりして、
アイデアを練る。 して練る。 発想をする楽しさを

表現する上での条件の提示 ６ エスキースで得た 感じさせる。
18 評価の方法についての説明 力を使いながら素材 【発展】

の活用方法を考える アイデアをスケッ。
自分の学習内容の設定 チしたり、考えた発

②表現したいと思うモチーフやテー 想を言葉で表したり【関心・意欲・態度】
マを考える。 既習学習を生かし したことをさらに高

③資料を集めたり、スケッチしたり たり、素材を選んだ めるためにどうすべ
して、つくりたい形の再構成し、 り、再構成のアイデ きかを考えるヒント
テーマを練る。 アをスケッチしたり を与える。

④つくりたいモチーフやテーマを決 と、自分らしい表現 新しい発想や違っ
め、全体のスケッチや部分のこだ を創意工夫しようと た発想を紹介する。
わるところのディテェールのｽｹｯﾁ する。
などをし、全体のイメージを鮮明
化する。

⑤表現活動の振り返りをする。

①つくりたいと思う ① 【補充】学習の進度と本時の学習内容を考える。 【発想や構想の能力】
・ 工作』と『美術』はどこが違うか。 好きなものをイメージ対象に新たな意欲 テーマを具現化す『

・教師が考えた作品ができるまでのデザ させ、つくりたいものをの高まり発想の練 るための形や色の強
インの練りと作品から意欲の高揚と発 決める考え方を勧める。りとひらめきを求 調省略、ﾃﾞｨﾃｰﾙを描

関心める 強調と省略 いたりしながらアイ。 、 想の新たな展開を求めて提示する。

スケッチで表現し、考ディテールとマチ デアを練っている。発想や構想の練り 創造的な表現活動
発想エールなどを発想 テーマを具現 ﾃｰﾏを表すため ７ えの整理を促す。

自分のイメージする形19 の視点とする。ま 化するための形 の工夫を含めた 【創造的な技能】
、 、 、 、た、大まかな制作 や色の強調省略 創造的な表現を ﾃｰﾏを表すための工、 に 切る 曲げる 接着

材料の性質と合わせて考の手順、全体の構 ﾃﾞｨﾃｰﾙを描いた しようと、段ボ 夫を含めた創造的な
えるように促したり、ヒ成を考えることが りしながらアイ ール等の性質、 表現をしようと、段
ントを出したりする。できる。 デアを練ってい 道具の機能を理 ボール等の性質、道

技能②創造的な表現を求 る。 解し、表現活動 具の機能を理解し、
めて表現活動をす をしている。 表現活動をしている 【発展】。

さらに自分らしさの発るためには、対象 ③自己課題を決め、自己課題を追求
想を考えるように促全体の形をつかみ する。、 【関心・意欲・態度】
す。また、私ならこう考材料の性質を理解 工作ではなく美術
えるという教師のアイデし、それにあった をするという意識を
アを出し、発想のヒント道具を選び、適切 もち、主体的に発想

発想に使うことがわか ④今日の学習を振り返り、自己課題 しスケッチしたり試 を与える。

さらに自分のイメージり、既習事項を活 に対する自己評 価をする。次の したり、表現活動を
を膨らませて表現できる用しながら制作が 時間のめあてをもつ。 している。
ように素材の扱い方の工できる。
夫や表現方法の工夫を考

えさせて制作を進めさせ
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技能る。

短い時間で表現す ①見通しをもとに必要な材料の準備 【補充】【発想や構想の能力】
スケッチや話から全体るには、表現全体の や表現の手順を確認する。 省略と強調を考え、

像を確認し、省略と強調中でこだわってつく 今ある完成のイメージから、省 今あるイメージを再
を示唆し再構成することるところと省略して 略と強調を考え、作品全体の表現 構成しようとする。
を促す。 発想１ １ あっさりつくること バランスを考え 表現を考えよう ８ 【創造的な技能 ・、 。 】

具体的な形の造形の構月 が必要であることが 表現意図と表現の
成を考え、それをつくりわかったり、初めに 【自己学習】の設定 方法や技術との適否、
出すための展開図や制作④ イメージしたものに ②省略と強調の見通しを立て、つく 美しさやおもしろさ、
のヒントを与え、表現の固守をしないで制作 りたいところを決め、全体のスケ ユニークさなどを総
方向を示す。2 途中に表現を変えた ッチや部分のこだわるところのデ ９ 合的に考えながら自

0 りと自分らしさの表 ィテールのｽｹｯﾁなどで確認し、表 分らしく創造的な工 【発展】
新しいアイデアが浮か現を求め、表現活動 現活動をする。 夫をして表現する。

んだら、全体とのバランをする。 ③材料や道具をそろえて、効果的な 【 】関心・意欲・態度
スや自分のイメージと合手順を考え、表現活動をする。 既習学習を生かし
わせて取り入れていくよ10 たり、試行錯誤をし
うに促す。 発想21 て、素材の性質を感

強調、省略を意識し、④表現活動の振り返りをする。 じながら、自分らし
自分らしさの追求をいつい表現を創意工夫し
も意識し表現の追求が進ようとする。
むように示唆する。

技能22
①全体の表現の中で ①完成までの表現の見通しを確認す 【創造的な技能 ・ 【補充】】

大まかな形の上に立っのバランスを考え る。 表現意図と表現の
て強調する部分の構成をながら、マチエー 表現意図を意識し、完成までの 方法や技術との適否、
考え、つくり出すためのルやディテールの 見通しをもって、表現方法の工夫 美しさやおもしろさ、
材料や制作のヒントを与工夫を再考したり を考えたり、創造的に表現活動を 11 ユニークさなどを総
え、表現のまとめの方向して、全体的な造 しよう 合的に考え、自分ら
を示す。 技能形のまとまりも考 しく創造的な工夫を

仲間のよいところをほえつつ、表現活動 【自己学習】の設定 して表現する。
めるように勧める。自分をする。 ②自分のつくりたいところをスケッ 【鑑賞】
のつくりたいイメージを②仲間と相互評価を チ等で確認し、部分のディテール 仲間と相互評価を
語らせる。 鑑賞23 して、互いの作品 とマチエールを考え、表現活動を して、互いの作品の

のすばらしいとこ する。 すばらしいところを 【発展】
マチエールやディテェろを認め合ったり ③見通しを立て、効果的な手順を考 認め合ったり、完成、

ールの工夫をしたりし表現の意図を交流 え、材料や道具をそろえて表現活 のイメージや表現の
て、全体的な表現のまとするなかで、自分 動をする。 意図を交流し合った
まりも考えつつ、制作のの表現の完結性を ④自分の表現活動の振り返りをす りする。
仕上げをするように促考えることができ る。仲間と相互評価をして、互い 【 】関心・意欲・態度
す。また、教師だったらる。 の作品のすばらしいところを認め 既習学習を生かし
こんな発想をするという合ったり、完成のイメージや表現 たり、試行錯誤をし
アドバイスもし、さらにの意図を交流し合ったりする。 て、素材の性質を感
豊かな発想を引き出す。じながら、自分らし

技能い表現の完結までを
仲間との交流をし、自見通していこうとす

分のイメージをさらに高る。
めるように促す。 鑑賞

マチエールやディ ①完成までの見通しをもとに表現の 【創造的な技能 ・ 【補充】】
テールの工夫をした 手順を確認する。 表現意図と表現の これまでの活動の
りして、全体的な表 表現意図を意識し、全体の表現 方法や技術との適否 肯定的な評価をし、、
現のまとまりも考え のバランスを考えつつ、完成にむ 美しさやおもしろさ さらに完成のための、
つつ、表現の仕上げ けて表現活動をしよう ユニークさなどを総 着彩や素材の付け加
をする。 12 合的に考え、完成を え等の制作のヒント

【自己学習】の設定 意識し、自分らしく を与え、表現のまと
②全体的な造形、部分の表現等の確 創造的な工夫をして めの方向を示しなが

12 認をし、より高い完成度を目指す 表現する。 らつくるようにさせ
ために、欠けているところやさら 13 る。月

③ に表現すべきところを考え、表現 【 】 【発展】関心・意欲・態度
24 する。 既習学習を生かし 創造活動の喜びを

③表現活動の振り返りをする。 たり、試行錯誤をし 感じているかを確認
て、素材の性質を感 しつつ、制作の仕上
じながら、自分らし げをするように促

25 い表現の完結までを す。また、教師だっ
創意工夫しようとす たらこんな表現をす
る。 るというアドバイス

もし、さらに豊かな
発想を引き出す。
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仲間の多様な表現 ①鑑賞会をする。 【鑑賞】 【補充】
作の品のすばらしさ ・仲間のすばらしい作品を見て、 自分のよさと仲間 仲間の作品に込め
を認め、表現のよさ そのいいと感じたところを見付 のよさを見付け、仲 られた願いと作品を
を味わう。また、現 けよう 間の表現の意図と自 感じて、思ったこと
代ポップアートの意 ・芸術家○○○の気持ちを考えよ 14 分との違いを認識し を言葉で表せるよう、
図を感じる。 う 作品のよさを書くこ に問いかける。

②仲間の作品を見たり、作品表を読 とができる。
み、表現の意図を確認しながらそ 【発展】

26 の発想のおもしろさや表現のすば 【 】 現代ポップアート関心・意欲・態度
らしさを感じる。 仲間の作品に興味 の意図を考えさせる

③仲間へのメッセージを書き渡す。 をもち、意欲的に鑑 ように促す。
。④表現活動の振り返りをする。 賞しようとしている

・評価カードを記入し作品を提出
する。


