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事 例 中学校 美術科 第２学年 「立体的な空間」

見たり、触れたりすることを通して、イメージを具体化テーマ

できる生徒の育成
・ねらいを明確にした資料の作成と提示方法の工夫授業改善の

・具体物の操作による画面構成ポイント

・評価規準の明確化による実態把握と個に応じた指導

・グループ交流の活用

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「立体的な空間」で記載〉】

観 造形への関心・ イ 発想や構想の能力 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力ア

点 意欲・態度

立体表現のための基 立体表現のための基礎的技 立体表現のための 自他の制作過

評 礎的技法に興味をも 法を利用し 位置関係 個数 基礎的技法を利用 程の作品の中か、 、 、

価 ち、位置関係、個数、 大きさなどの関係を変化させ し 位置関係 個数 ら、よさや美し、 、 、

規 大きさなどの関係を変 ることによる様々な組合せを 大きさなどの関係を さ（より立体的

準 化させる中で、より立 発想し、その特徴や発想を生 変化させて、より立 に見えること）

体的に見える画面を構 かしてより立体的に見える画 体的に見える画面構 を感じ取ろうと

成しようとする。 面の構想を練る。 成をする。 する。

【把握方法】

・関心・意欲・態度・・・授業の様子

・発想や構想の能力・・・作品、学習カード

・創造的な技能・・・・・作品、学習カード

・鑑賞の能力・・・・・・授業の様子、学習カード

学習状況の結果と分析

【結果】＊の数は、おおむね満足できる状況にある生徒の数 （全 人）。 38
観点 ／ 実現状況 おおむね満足できる

10 20 30
＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊ア 関心・意欲・態度

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊イ 発想や構想の能力

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊ウ 創造的な技能

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊エ 鑑賞の能力

・関心・意欲・態度に関しては、既習の技法に興味をもって、意欲的に学習に向かうことができたが、

構成の仕方が分からなくなると、集中力が途切れてしまう姿が見られた。

・発想や構想の能力に関しては、位置、個数、大きさなどの関係を変化させることはできても、それが

立体的に見える効果となっていない生徒が多かった。それは、イメージを膨らませることが難しく、

何をどう組み合わせたら立体的に見えるのかということが理解できていないためだと思われる。

・創造的な技能に関しては、単体は正確に描くことができるが、複雑な組合せになると制作の手が止ま

ってしまったり、秩序を無視した組合せをしたりする姿が見られた。

・鑑賞の能力に関しては、立体的に描くことができたと満足できた生徒が少なく、仲間の作品からもそ

のよさを見付け出すことが困難だったものと思われる。

、 、 。発想や構想の能力を高めることで 残り３観点の実現状況を高められると分析し 授業改善を行った
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授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

まず、発想や構想の能力を高めるための方法として、指導方法の工夫改善にスポットを当て、具体的な

授業改善のポイントを以下の４つに絞りこんだ。

①ねらいを明確にした資料の作成と提示方法の工夫 ②具体物の操作による画面構成

③評価規準の明確化による実態把握と個に応じた指導 ④グループ交流の活用

想像力をはたらかせて表現したいもののイメージを膨らませること、つまり想像力、発想力、空間・立

体の把握力という、発想・構想の基礎・基本の力を確実に定着させるためには、ものの見方がわかり、多

、 。 、 、様な視点や新たな発想がもてるような資料を用意し より効果的に提示する必要がある そして 同時に

本時のねらい（つけたい力＝基礎・基本の力）を明確に示すことが求められる。

授業改善にかかわり、その資料を一方的に提示するだけではなく、具体物を操作するという試行錯誤を

繰り返す中から、自ら作品に取り入れられる資料をつくらせ、また、グループで交流することによって、

多様な表現（視点）の中から課題解決のための糸口を探らせることを目指す。

（２）改善の具体的方途と実践（第 時）8
本時のねらい： 美しさや迫力を出すために、奥行きを意識することの大切さを理解し、パーツの組

合せを工夫することができる。

①ねらいを明確にした資料の作成と提示方法の工夫

これまで（昨年度まで）提示していた資料は、教師の見本作品、昨年度までの生徒の参考作品、発想

を高めるための立体構成に関する作品（エッシャーなど）が主なものであった。これらは、生徒が目指す

表現の一つの方向としては参考となるかもしれないが、より立体的に表現するにはどうしたらよいかとい

う、制作の手順や方法が具体的に示された資料ではない。また、どう工夫し、自分の作品にどう取り入れ

るかという個々の課題解決のための共通の足場となっていなかった。

そこで 『立体的な画面＝奥行きがある』という共通のねらいを設定し、奥行きを表現するための対象、

物の前後関係を、平面での資料ではなく立方体モデルを使って表した。その際 「この組合せはいいぞ 、、 」

「この角度から見るといいぞ」という発見のつぶやきを聞くために、教師側が事前に生徒の組合せパター

ンを予測し、生徒の願いに対してその方向へ意図的に誘導できるような資料となるようにした。

昨年度までの資料の例 本時の資料に用いた立体パーツ

また、これまでの資料提示の方法は、黒板による資料提示、教師の示範などで手順を見せるというもの

だった。題材によってその方法は、より生徒に伝わりやすいものを選択していくが、本題材において生徒

が頭の中のイメージで立体を求めているのに、資料が平面的でどれも画一的なものでは意味がない。

そこで、生徒一人一人の「こんな感じにしたいなぁ」という願いを表現するために、いくつかの立方体

を糸で吊るし、様々な角度からその前後関係を見せ 『立体的な画面＝奥行きがある』というねらいがよ、

り明確に伝わるような資料提示を行った。

本時の資料提示

美しさや迫力を出すた

めの奥行きを、様々なパ

ーツを組み合わせて実際

に目の前で表現し、その

制作方途を理解させる。

また、それを表現した実

際の画面を用いても説明

した。
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②具体物の操作による画面構成

昨年度までは、資料提示の後にすぐに制作を開始し

た。しかし、今年度は、各自が用意した単体のパーツ

を自由に組み合わせ、実際に迫力や美しさが表れるよ

うな立体的な空間を表現させた。これにより、頭の中

のイメージを具体的に表現することができ、それをも

とにアイデアスケッチを描く際の発想の手助けとなる

と考えたからである。

個数、使うパーツの形状には制限を設けず、机上の

表現でも空中表現でもどちらでもいいようにした。組

み立てができた生徒から、デジタルカメラで自分の名

。前を書いた紙と組み立てたモデルを同じ画面内に撮る

これは、後からまとめて印刷したものを渡せるようにするためである。また、撮影の際の注意として、ど

の角度から見たらより立体的に見えるかということを意識させた。以下は実際に生徒が撮影したモデルの

例である。

③評価規準の明確化による実態把握と個に応じた指導

これまで 観点それぞれの評価規準を考えるとき、特にデザイン分野において設定しにくいと感じたの4
は、発想・構想の項目である。それは 「量と質」のようにここまでできたら達成と明確に線引きをする、

ことができないのではと感じていたからである。その迷いが、曖昧な評価規準を生み出し、指導に生かす

ことができないことがあった。

本時のねらいは、題材を貫く課題でもある「立体感」というものを 「画面上においては迫力や整った、

美しさであり、それは奥行きを出すことによって表現できる」と明確に打ち出したものである。そのねら

いの達成度を表す評価規準を、今年度は文章だけでなく、以下のように生徒の組合せパターンをモデルで

予測し、それを資料にも生かして、生徒に伝わりやすくなるようにした。
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Ｃの状況の姿：組合せに前後関係（奥行き）が出ていない。

Ｂの状況の姿：組合せに前後関係（奥行き）を出している。

Ａの状況の姿：組合せに前後関係（奥行き）を出しつつ、ずらしたり、ねじったり、パーツ同士を

離したりと、構成の工夫をしている。

パターンの考え方 パターンの考え方 パターンの考え方C B A

・すき間をつくる

・いくつも重ねる

・ねじって積む

・etc・・・

奥行きがない 奥行きがある

このことにより、机間巡視中も生徒の実態把握がしやすく、また、そのパターンに応じた指導がしやす

くなった。

個に応じた指導に関しては、よさを意味付け、価値付け、意欲を喚起する言葉がけということを心がけ

るが、これは上記に示したような生徒の実態に合っていなければならない。そして同時に、意欲付けにと

どまらず、確実に力を付けさせることが求められる。そこで、個への指導を、気付かせる→理解させる→

C B B A表現させる、というステップとしてとらえ、 と評価された生徒を の段階へ、 と評価された生徒を

の段階へ高めることを目指したとき、机間巡視中に個々の課題達成状況を評価し、それをもとに上記のよ

うなステップで指導・援助ができるようにした。

本時において「組合せに前後関係（奥行き）を出している」に達している生徒や達していない生徒「組

（ ） 」 、 。 、合せに前後関係 奥行き が出ていない に対し 下記ア～ケのような支援をした 留意することとして

生徒の発想力を高めることを目的としてるため、どのようにしたら上のステップへ進めるかという具体的

な解決策を「気付かせる」ことに重点を置く指導・援助を心がけた。

組合せに前後関係が出ていない生徒が、奥行きを表現することができる ）Ｃパターン → Ｂパターン（ 。

ア、資料作品や パターンの生徒の構成と自分のものを見比べさせ、気付かせる。B
イ、対話の中から、組合せに前後関係が出ていないことを気付かせ、理解させる。

ウ、導入時の資料や示範モデルを使って、奥行きの表現方法を理解させる。

エ、教師が実際に生徒の目の前でモデルを組み立て、具体的な奥行きの表し方を教える。

オ、声かけによって認め励まし、自信をもって取り組ませる。

Ｂパターン → Ａパターン（ ）奥行きだけではなく、より立体的な空間になるような工夫ができる。

カ、資料作品やＡパターンの生徒の作品を見に行かせ、気付かせる。

キ、対話の中から、さらに立体的に見せるためにはどうしたらよいかを考えさせ、いくつかのパターン

を導き出す。

ク、教師が実際に生徒の目の前でモデルを組み立て、具体的な工夫のヒントを教える。

ケ、声かけによって認め励まし、意欲を引き出す。

④グループ交流の活用

昨年度までのこの題材における授業形態は、一人一人

が机を離し、前を向いて黙々とアイデアスケッチに取り

組むというものだったが、今年度はグループ形態に変更

した。このことにより、グループ内でパーツの貸し借り

ができたり、お互いのモデルを見ながらアドバイスをし

合う姿が出るのではないかと考えたからである。

また、個人での組立てがある程度進んだら、グループ

内での中間交流の時間をとり、自他の作品を見つめる中

から、本時の課題の達成具合を確認させるようにした。
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３ 授業改善後の成果

（１）授業改善のポイントにかかわる成果

ねらいを明確にした資料の作成と提示方法の工夫①

「ねらいがわかりやすい資料」ということを考えたとき、一番の成果は教師側が本時何をどう指導す

るべきかをハッキリと自覚できたことである。同じような資料をただ並べるだけでなく、紙芝居のよう

に、指導すべき内容を順序立てて説明することができた。また 「ねらいが伝わりやすい提示方法」と、

いうことからモデルを使って説明したが、どの生徒もみな視線はモデルに集中し、興味をもって説明を

聞くことができた。

②③具体物の操作による画面構成および評価規準の明確化による実態把握と個に応じた指導

以下の作品は、(ⅰ)学習状況を調査した時間の斜投影、等角投影を用いて自由に描いた画面から、

(ⅱ)デジタルカメラに撮影したモデルをもとに行ったアイデアスケッチへの変容である。

また、右枠中内の文章は、生徒が表現しようとしている想いと、その実現のために、モデル組み立て

時における教師が行った個への指導・援助である。

(ⅰ) (ⅱ)

生徒の想い

「奥から降り注い

でくるイメージ」

エ、オの支援をした。

また、どの角度から

見たらより奥行きを感

イメージがまとまらず、描き じるかを考えさせた。

出せなかった。

(ⅰ) (ⅱ)

生徒の想い

「 」迫ってくるイメージ

イ、エの支援をした。

また、ただ重ねるだ

けでなく、どのような

重ね方をしたら画面に

単体からの変化が少ない。 リズムが表現できるか

を考えさせた。

(ⅰ) (ⅱ)

生徒の想い

「静と乱のイメージ」

キ、ケの支援をした。

また、整った美しさ

に対して、乱れたイメ

ージをどう対比させる

いくつもの面が見え、立体的 かを考えさせた。

に見える。面の向きが不揃い。
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(ⅰ) (ⅱ)

生徒の想い

「 」流れてくるイメージ

ク、ケの支援をした。

、 「 」また どんな 流れ

を表現したいのかイメ

ージさせ、パーツの種

離したりくっつけたりしてい 類や重ね方をどうする

て、立体的に見える。 かを考えさせた。

(ⅰ) (ⅱ)

生徒の想い

「 」積み重なるイメージ

キ、ケの支援をした。

また、上下左右の中

心のバランスを、どの

位置にとったら美しい

奥行きを表現しようという意 構図となるかを考えさ

識はあるが、平面に見えてしま せた。

う。

このように、モデルを組み立てることによって自分の想いを具現化させ、それをもとにアイデアスケ

ッチを描き出したり、その一部を参考にして新たな発想を生み出したりする姿が見られた。また、この

時間以降の授業後の感想では「写真を見ながらだったから、一つ一つの立体を描くのも簡単だった 、」

「どうやったら立体的に見えるかが分かった」という声が多く聞かれた。

④グループ交流の活用

、「 」、「 」 、自分が組み立てた立体について ここを重ねたのがいいだろ こっちから見るといいんだよ と

進んで仲間に見てもらおうとする姿が多く見られた。これは、そのモデルの組立て方に意図がなければ

できないことである。また、仲間の作品を見た後で、組立て方を変えてみたり、色々な方向から見回し

たり姿も見られた。これらのことは 『立体的な画面＝奥行きがある』という共通のねらいで制作して、

、 、 。いるため その視点をもって仲間の作品を見て 自分の作品を振り返ることができたのだと考えられる

（２）第 時の学習状況の結果から9
下の表は、授業改善を行った次の時間の学習状況の結果である。

【結果】 （全 人）38
観点 ／ 実現状況 お お む ね 満 足 で き る

10 20 30
＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊ア関心・意欲・態度

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊イ発想や構想の能力

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊ウ創造的な技能

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊エ鑑賞の能力

・意欲・関心・態度に関しては、どの生徒も意欲的にアイデアスケッチに取り組み、モデルを撮影した

写真をもとに、より奥行きが感じられるような画面構成を考えようとしていた。

・発想や構想の能力に関しては、多くの生徒が奥行きを表現するために、位置、個数、大きさなどの関

係を変化させることができていた。＊がついていな生徒は、写真を見ながらであっても奥行きを表現す

ることができなかった。これらの生徒はモデルの組み立てはできていても、奥行きのを表現するための
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仕組みが理解できていなかったと考えられる。前時の資料などを用いて援助をした。

・創造的な技能に関しては、多くの生徒が写真をもとに単体をより正確に描くことができ、奥行きが感じ

られるように組み合わせることができていた。＊がついていな生徒は、写真を見ながらであっても基礎

的技法を使って思うように描くことができなかった。写真で描きやすくなったと言ってもあくまで平面

の資料なので、立体モデルを取って置くなどして、援助できるとよかった。

・鑑賞の能力に関しては、立体的に描くことができたと満足できる生徒がほとんどで、自他の作品からよ

さや立体的に見える美しさを見付け出すことができていた。＊がついていな生徒は、アイデアスケッチ

で奥行きを表現できていなかった生徒がほとんどで、仲間の作品からもよさを見付ける視点が身に付い

てなかったと考えられる。繰り返し立体表現の仕方を指導する中で、見る力を養っていきたい。

発想や構想の能力を高めることで、残り３観点の実現状況も高まった。

以上のことから、制作の手順や方法が具体的に示された資料を利用したり、立体モデルという具体物を操

作させたりすることによって、生徒は明確な目標に向け意欲的に学習に取り組むことが分かった。さらに、

生徒の組立てパターンを予想して、それらに応じた個への指導を行ったことで、困難であった「平面に立体

表現をする」ことの有効な手立てとなり、自ら気付き、理解し、表現する生徒の育成につながった。そして

その過程の中で、発想や構想の能力が高まったと考えられる。

、 、 、最初の学習状況の結果と分析にあったように デザイン分野の題材においては 豊かな発想ができてこそ

それを表現するために基礎的技法を生かしたり、意欲的に取り組んだりすることができるということが言え

る。今回取り組んだ授業改善は、発想や構想の能力にスポットを当てたが、構成の美しさを表現するだけで

なく、いかにテーマ性のある作品にさせて、それに近づけるためにどのような手立てを打つのかということ

を考えていかなければならない。それとともに、短時間で効果を生む題材の研究開発や発達段階に応じた題

材の組立などは、長いスパンで考えた改善をしていかなければならない。具体的に本題材でそのことを考え

たとき、現段階での作品は制作途中であるが、例年アクリル絵の具を使って着彩をしてきた。しかし、時間

数やこの題材の中で一番付けたい力を考えたとき、何時間もかけて着彩することが妥当とは言えない。立体

モデルを撮影した写真そのものやそれをパソコンで取り込んで画像編集ソフトで色を塗ったもの、ペン画、

鉛筆による白黒表現など、題材の出口でどのような作品づくりをするかを考えていかなければならない。


