
第２学年 題材「立体的な空間」A表現（２）の評価規準
内容のまとまりごとの評価規準

◎デザインすることの喜びや楽しみとともに本題材の課題に興味をもち、意欲的に制作に取り組もうとする。

（ ）美術への関心・意欲・態度

◎立体的な空間を表現するための組み立て方（画面構成）を考え出し、形や色彩などの構成を工夫するなどして、美

しく心豊かなデザインをする。 （ ）発想や構想の能力

◎用具の扱い方、画面構成の工夫、色の仕組み、配色の工夫など、デザイン分野における基本的な技能や知識を身に

付け、自分なりに表現方法を工夫して美しく表す。 （ ）創造的な技能

◎仲間や先輩の作品のよさや美しさを感じ取ることができる。また、美術の学習で学んだ色彩や画面構成の知識をも

とに、身の回りのものをデザインされたものとして見る目を養う。 （ ）鑑賞の能力

題材の評価規準

ア 美術への関心・意欲・態 イ 発想や構想の能力 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

度

自然や身近なもの、美術作 感性や想像力を働かせて、 感じ取ったことや心の世 自然、美術作品や生活の

品などのよさや美しさ、美術 対象やものごとを深く見つめ 界などをスケッチに表し、 中の造形、美術文化や文化

文化や文化遺産などに対する よさや美しさなどを感じ取っ 想像力や創造的な技能など 遺産などに親しみ、感性や

関心を高め、自分のよさを生 たり考えたり、用途や機能を を働かせ、表現意図に合う 想像力を働かせてよさや美

かして表現や鑑賞の創造活動 考えたりして、独創的で豊か 新たな表現方法を研究する しさ、作者の心情や意図と

に主体的に取り組み、美術を な発想をし、心豊かで創造的 などして創意工夫し、創造 表現の工夫、創造力の豊か

愛好し心豊かな生活を創造し な表現の構想をする。 的に表す。 さなどを感じ取り味わった

ていこうとする。 り、理解や見方を深めたり

する。

学習活動 における具体の評価規準

①参考作品などから、デザイ ①立体表現のための基礎的技 ①立体表現のための基礎的 ①前年度の作品から、表現

ンすることの美しさを感じ 法を用いて、様々な画面構 技法の特性や用具の扱い の工夫によるよさや美し

取り、課題に興味をもとう 成を発想する。 方を理解し 正しく描く さを感じ取る。、 。

とする。

②立体表現のための基礎的技 ②ポスターカラーの使い ②仲間の作品のよさや、表

②立体表現をするための基礎 法をもとに、表現しようと 方（筆やパレットの扱い 現の工夫を感じ取り、味

的技法ついて興味をもち、 する空間のイメージと意図 方、水の加減など）を理 わう。

意欲的に描こうとする。 を明確にしながらデザイン 解し、ムラ無く丁寧に着

を発想する。 彩する。

③色の仕組み、配色の工夫に

興味をもち、表現しようと ③表現しようとする空間のイ ③色の仕組み、配色の工夫

する空間のイメージに合う メージを意識して配色の工 を理解し、表現しようと

ように意図的に着彩しよう 夫をすることで、より創造 する空間のイメージに近

とする。 的、かつ独創的な美しさを づけるための着彩をす

高める構想をする。 る。

④他者の作品に興味をもち、

よさを自らの作品の中に取

り入れようとする。



第２学年 第２課題「立体的な空間」 指導計画（全２１時間）
時 ね ら い 学 習 活 動 評 価 規 準 評 価 方 法 基礎・基本

１ 前年度の作品 ○参考作品を鑑賞し、課 アー① ☆姿勢・自己反省 １ ものの見方 視． （

を鑑賞して、作 題を理解する中で、表 参考作品などから、デ 主体的に取り組 点）と感じ方を

者の内面と表現 現方法の工夫や作品の ザインされたもののよさ もうとする意欲が 深めることがで

との関わりを理 美しさを感じ取る。 や美しさを感じ取り、課 感じられるか。 きる。

解し、自分なり 題に興味をもとうとする イメージを感じ。

のイメージをも エー① 取ったか。

つ。 前年度の作品から表現

の工夫によるよさや美し

さを感じ取る。

２ 本制作におい ○斜投影・一点透視の描 アー② ☆スケッチブック ４．形や材料、用

て立体表現をす き方とその効果を理解 立体表現をするための の練習作品 具等にかかわる

るための表現技 する。 基礎的技法ついて興味を 技法が正確に使 基礎的な技能を

３ 法と用具の扱い ○等角投影・二点透視の もち、意欲的に描こうと え、丁寧に描けて 身に付けること

方を習得する。 描き方とその効果を理 する。 いるか。 ができる。

解する。 イー① 技法を利用して ２．新しいものを、

４ ○三点透視、リボンの描 立体表現のための基礎 工夫した画面構成 考え出す発想力

き方とその効果を理解 的技法を用いて、様々な が描けているか。 や創造的思考力

する。 画面構成を発想する。 を養うことがで

５ ○線織面の描き方とその ウー① きる。

効果を理解する。 立体表現のための基礎

６ ○球の描き方とその効果 的技法の特性や必要用具

を理解する。 の扱い方を理解し、正し

く描く。

７ より奥行きの ○空間構成のための、様 アー② ☆ ２．新しいものを立体パーツ制作・

ある立体的な空 々な立体パーツを制作 立体表現をするための 考え出す発想力空間写真

間を構成する。 し、組み立てる。 基礎的技法ついて興味を 丁寧に制作でき や創造的思考力

もち、意欲的に描こうと ているか。 を養うことがで

する。 きる。

組み合わせに前８ ○ イー①美しさや迫力を出すた

後関係を出し、よ

（

めに、奥行きを意識す 立体表現のための基礎

り奥行きのある立本 的技法を用いて、様々なることの大切さを理解

。時 画面構成を発想する。し、パーツの組合せを 体にできているか

工夫する。

）

９ 表現しようと ○表現しようとする空間 アー② ☆ ３．考えやイメーアイデアスケッチ

10 する空間のイメ のイメージから、作品 立体表現をするための 表現しようとす ジをまとめ、組

ージをもち、そ に利用する技法やメイ 基礎的技法ついて興味を る空間のイメージ み立てることが

れを表現するた ンとなる色のイメージ もち、意欲的に描こうと と利用する技法と できる。

。 ． 、めの画面構成を を考え、いくつかのパ する。 の整合性があるか ５ 創意工夫して

考え、アイデア ターンでアイデアスケ イー② アイデアスケッ よりよく表すこ

ス ケ ッ チ を す ッチをする。 立体表現のための基礎 チ内の技法は正し とができる。

。る。 的技法をもとに、表現し く描かれているか

ようとする空間のイメー 画面構成に工夫が

ジと意図を明確にしなが してあるか。

らデザインを発想する。



11 用 具 の 使 い ○ポスターカラーの特徴 アー③ ☆練習プリント ４．色や材料、用、

方、色彩、配色 筆やパレットの使い方 色の仕組み、配色の工 水の量を調整し 具等にかかわる、

の工夫を理解す 適切な水の量について 夫に興味をもち表現しよ て、はみ出すこと 基礎的な技能を

る。 学ぶ。 うとする空間のイメージ なくムラの無いよ 身に付けること

に合うように意図的に着 うに塗れているか ができる。。

12 ○色の３要素 色の感情 彩しようとする。 ・水の量や筆の使、 、

類似・対称色相、色の ウー② い分け。

組合せ方について学び ポスターカラーの使い ・３原色の仕組み、

着彩の練習をする。 方（筆やパレットの扱い と、色相環を利

。方、水の加減など）を理 用した色彩構成

解し、ムラ無く丁寧に着 ・色ムラ、水ムラ

彩する。 を作らないため

。の塗り方の技法

、 ． 、13 配色の工夫を ○配色の工夫をしながら アー③ ☆ ５ 創意工夫して作品

しながら、ムラ ムラ無く丁寧に着彩す 色の仕組み、配色の工 配色の工夫をし よりよく表すこ

14 無く丁寧に着彩 る。 夫に興味をもち表現しよ ながら、ムラ無く とができる。

する。 うとする空間のイメージ 丁寧に着彩できて ・配色の工夫をし

15 に合うように意図的に着 いるか。 ながら、ムラ無

彩しようとする。 く丁寧に着彩す

16 イー③ る。

表現しようとする空間

17 のイメージを意識して配

色の工夫をすることで、

18 より創造的、かつ独創的

な美しさを高める構想を

19 する。

ウー③

20 色の仕組み、配色の工

夫を理解し、表現しよう

とする空間のイメージに

近づけるために丁寧に着

彩をする。

21 自他の作品を ○互いの作品を見合い、 アー④ ☆鑑賞プリント ７．作品を通して

鑑賞し、よさや よい点、学べる点を発 他者の作品に興味をも 本題材の学習内 コミュニケーシ

美しさを感じ取 表する。 ち、よさを自らの作品の 容を振り返り、自 ョンや批判をし

る。 ○自分の表現について自 中に取り入れようとする 己の制作態度や作 合い、互いよさ。

己評価し、工夫やよさ エー② 品を冷静に見つめ や個性などを理

についてまとめる。 仲間の作品のよさや、 直し、自己評価で 解し合うことが

表現の工夫を感じ取り、 きているか。 できる。

味わう。 ☆発表 ８．自分の作品に

仲間の作品に対 愛着をもち、大

して思いを伝えら 切にすることが

れたか。 できる。


