
事例 高等学校芸術科（美術）デザイン分野 Ｓ高等学校事例 高等学校芸術科（美術）デザイン分野 Ｓ高等学校事例 高等学校芸術科（美術）デザイン分野 Ｓ高等学校事例 高等学校芸術科（美術）デザイン分野 Ｓ高等学校

１ 題材について１ 題材について１ 題材について１ 題材について

（ ）対 象 学 年 高等学校 全日制 普通科・理数科・生活福祉科 第一学年 選択

学習指導要領 美術Ⅰの内容 Ａ表現（２ 「デザイン」）

題 材 名 パッケージデザイン ＜全２８時間＞

題 材 目 標 ○身近なパッケージに目を向け、色彩や形体の役割や効果を理解す

ることができる。 【関心・意欲・態度】

○デザインのもつ情報伝達性を理解し、創造的な表現に生かす工夫

をすることができる。 【芸術的な感受や表現の工夫】

○模写やアイデアスケッチを重ね、計画的な作業を身に付ける。そ

して材料の使い方を工夫し、美しく完成することができる。

【 】創造的な表現の技能

○作品や商品について関心をもち、さらに積極的に調べ、自分の表

現の参考にすることができる。 【鑑賞の能力】

配 慮 事 項 基礎的・基本的な内容の確実な定着の工夫

○題材の指導計画上の工夫

・箱の型紙を切って実際に作り、作業を通して制作への動機付けと

する。

・商品としてあるパッケージを持参し、模写することで興味と意欲

を喚起する。

・作業した内容はすべてＢ４の企画書の中に納め、完成に至る流れ

が分かるようにする。

、 。・最後に一人２分間のプレゼンテーションを行い 発表の力を養う

○単位時間における工夫

・作業内容と目的、制作にかける時間を具体的に明示する。

参 考 資 料 参考文献１．デザイン講座 パッケージ・デザイン

監修 河野鷹思（美術出版社）

参考文献２．デザイン戦略シリーズ 色彩戦略

編集 南雲治嘉（グラフィック社）

参考文献３．デザインの解剖①＝ロッテ・キシリトールガム

著者 佐藤卓 （美術出版社）

資料１． 箱の型紙

資料２． 中間プレゼン用ワークシート

資料３． プレゼンテーション評価表



２ 題材の評価規準２ 題材の評価規準２ 題材の評価規準２ 題材の評価規準

ａ関心・意欲・態度 ｂ芸術的な感受 ｃ創造的な表現 ｄ鑑賞の能力ａ関心・意欲・態度 ｂ芸術的な感受 ｃ創造的な表現 ｄ鑑賞の能力ａ関心・意欲・態度 ｂ芸術的な感受 ｃ創造的な表現 ｄ鑑賞の能力ａ関心・意欲・態度 ｂ芸術的な感受 ｃ創造的な表現 ｄ鑑賞の能力

や表現の工夫 の技能や表現の工夫 の技能や表現の工夫 の技能や表現の工夫 の技能

【表現】 ・身の回りでデ ・自分のイメー ・作品の特徴や内内内内

・色彩や形体が身近な ザインが果たし ジが着実に具体 ねらいを感じ取容容容容

環境で果たす役割を理 ている役割につ 化できるよう、 り、自己の意見のののの

解しようとする。 いて理解し、美 意図に応じた制 を述べる。まごまごまごまご

【鑑賞】 しさや魅力的な 作の方法を工夫とととととととと

・デザイナーの考えや 表現を考慮し構 する。まのまのまのまの

作品のねらいを感じ取 想する。 ・材料や用具のり評り評り評り評

ろうとする。 創造的な生かし価価価価

方などを工夫す規規規規

る。準準準準

【表現】 ・商品の顔であ ・ひとつの発想 ・プレゼンテー題題題題

・色の組み合わせを考 るパッケージが を基にして調査 ションを通し、材材材材

えて色彩計画を行い、 もつ情報伝達性 や試作を重ね、 自分の作品の対のののの

美しい画面を制作しよ を探り、理解す 完成に向けて作 象者やねらいを評評評評

うとする。 る。さらに、自 業を進めていく 正確に伝える工価価価価 。

【鑑賞】 らの表現に生か ・マーカーを使 夫をする。同時規規規規

・パッケージデザイン すよう工夫す 用し、機能的か に他の作品につ準準準準

、 。に興味をもち、積極的 る。 つ効果的に表現 いて 理解する

に調査をする。 をする。

①興味をもって課題に ①ロゴタイプや ①参考とする商 ①他者の作品の学学学学

取り組み、制作に対す 色彩の効果を的 品の色彩などを 特徴を捉え、効習具習具習具習具

る意欲をもつ。 確に感じ取る。 忠実に再現する 果的な表現のた活体活体活体活体 。

②最後まで、より美し ②それぞれのパ ②アイデアスケ めの工夫を感じ動的動的動的動的

く完成させるよう、ね ッケージが伝え ッチを通し、自 取る。になになになにな

ばり強く制作を進め ようとする事柄 らのイメージを ②プレゼンテーお評お評お評お評

る。 や対象を考え 具体的にしてい ションにより、け価け価け価け価

る。 く。 情報の交換を活る規る規る規る規

③学習したこと ③情報やねらい 発に行う。準準準準

を集約し、新し が的確に伝わる

。い形を生み出 ように表現する

す。



３ 指導と評価の計画 （全２８時間）３ 指導と評価の計画 （全２８時間）３ 指導と評価の計画 （全２８時間）３ 指導と評価の計画 （全２８時間）

（１）授業の流れ

第１次 箱の型紙を作製する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３時間）。 （

第２次 市販の菓子箱を用意し、模写する ・・・・・・・・・・・・ ８時間）。 （

第３次 オリジナルの菓子箱制作のためのコンセプトを考える ・・・ １時間）。 （

第４次 アイデアスケッチにより構想をまとめる ・・・・・・・・・ １時間）。 （

第５次 ロゴやマークを確定し、版下を作製する ・・・・・・・・・ ３時間）。 （

第６次 版下を用いて描写したものに着色し完成させる ・・・・・・ ８時間）。 （

第７次 １人２分間のプレゼンテーションを行う ・・・・・・・・・ １時間）。 （

第８次 完成作品とすべての資料をまとめ、企画書を作製する ・・・ ３時間）。 （

ねらい 学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助

○型紙を切 ＜学習課題１＞ ａ－① パッ ○関心・意 ○カッター

る作業を通 パッケージの型紙を ケージの仕組 欲 の使い方、

して、身近 考える。 みに興味をも 特に折れ線

１ にあるパッ つ のためのハ

２ ケージに興 ｃ－① 時間 ○生徒作品 ーフカット

３ 味をもつ。 ＜学習課題２＞ や手順を考え （パッケー の技術を指

実際のパッケージの ながら、丁寧 ジ５点） 導する。

参考文献１型紙を切り取り、組 に作業をす

に掲載の型み立てる。 る。

紙を使用す

る

○漠然とし ＜学習課題３＞ ａ－① デザ ○関心・意 ○ごく細部

た印象で見 市販の菓子パッケー イン的に美し 欲・態度 の描き込み

ている市販 ジのうちで気に入っ いパッケージ と省略の仕

４ 品のパッケ たものを用意し、模 を選ぶ。 方を示す。

５ ージを見て 写を行う。そして描 ａ－② 計画 ○生徒作品 ○配色に加、

６ デザイナー 画用マーカーペンで 的で丁寧な作 （市販パッ え近似色の

７ の意図や苦 で着彩をする。 業を集中して ケージの模 作り方を示

８ 心を感じ取 進める。 写） す。

９ る。 ｂ－① ロゴ

タイプや色彩10

の効果を感じ11

る。

ｃ－① ロゴ

や色彩を忠実

に再現する。



○模写作品 ＜学習課題４＞ ｂ－② パッ ○ワークシ ○ワークシ

のねらいを 模写した菓子パッケ ケージが伝え ート ートのまと

分析し、オ ージを基にして、ど ようとする事 （コンセプ め方、考え

リジナルパ んな展開をしていく 柄や対象を考 ト） 方を示唆す12

ッケージの かなどについて考え える。 る。

コンセプト をまとめ、ワークシ

資料２を決める。 ートに記入する。

＜学習課題５＞ ｄ－① 他者 ○プレゼン ○プレゼン

まとめた内容につい の作品を鑑賞 テーション テーション

て、１分程度のプレ し、効果的な の仕方と心

ゼンテーションを行 表現の工夫を 構えを指導

う。 感じ取る。 する。

○オリジナ ＜学習課題６＞ ｃ－② アイ ○アイデア ○発想した

、ルパッケー パッケージの具体的 デアスケッチ スケッチ ことを基に

ジのコンセ な色や形を、アイデ を通して、自 （Ｂ４上質 アイデアを

プトについ アスケッチにまとめ らのイメージ 紙） まとめてい13

て、絵を使 る。 を具体化して ○企画書 けるように

い考えを整 いく。 （考えの進 指導する。

理する。 め方、カラ

ーリング）

参考文献オリジナルパッケージ

２・３を模写した商品パッケージのリメイクをする模写した商品パッケージのリメイクをする模写した商品パッケージのリメイクをする模写した商品パッケージのリメイクをする。。。。

資料としてまたはニューバージョンをデザインする。またはニューバージョンをデザインする。またはニューバージョンをデザインする。またはニューバージョンをデザインする。

活用する。

○美しい完 ＜学習課題７＞ ａ－① 形を ○意欲・態 ○考えるこ

成作品とな ロゴ、マーク、キャ 整え、バラン 度 とと手作業

るよう、丁 ッチコピーなどの形 スを意識し、 のフィード14

寧に版下を を整えてバランス良 意欲的に制作 バックの大15

完成する。 く配置し、トレーシ する。 ○版下 切さを指導16

ングペーパーにコピ ｂ－③ 学習 （構成・バ する。

ーするための版下を したことを集 ランス・て

制作する。 約し、新しい いねいさ）

形を生み出

す。

○作品を完 ＜学習課題８＞ ａ－② 計画 ○意欲・態 ○修正点に17

成すること オリジナルのパッケ 的で丁寧な作 度 早く気付く18



を通して、 ージを、前時で作製 業を集中して ようアドバ19

。20 自分のねら した版下を用いて丁 進める。 イスをする

いを具体的 寧に模写し、彩色を ｃ－③ 商品 ○生徒作品21

な形にする 施して完成する。 の情報やイメ （配色・完22 。

ージが的確に 成度）23

伝わるように24

表現する

○完成作品 ＜学習課題９＞ ｂ－③ 学習 ○プレゼン ○筋立てを

、のねらいを 作品のポイントを示 したことを集 テーション しっかりし

効果的・印 しながら２分間のプ 約し、印象に （内容、発 まとまりの

象的に人に レゼンテーションを 残るように伝 表態度） ある内容に25

伝える。 行う。 える。 なるよう指

ｄ－① 他者 導する。

＜学習課題 ＞ の効果的な表 ○評価表 ○評価表は10

意図やねらいを大切 現と努力を感 （記述の内 発表者に渡

に他者のプレゼンを じ取る。 容、聴く姿 し、企画書

聞き、鑑賞する。 ｄ－② 活発 勢） に貼付する

評価表に記入する。 に情報を交換 よう指導す

する。 る。

資料３

○考えた経 ＜学習課題 ＞ ａ－①② 意 ○関心・意 ○Ｂ４ケン11

過や作品の 完成作品と、アイデ 欲をもち、製 欲・態度 ト紙で表紙

完成に至る アスケッチやコンセ 本を丁寧に行 を作製する

流れが分か プトのまとめ、収集 う。 ように指示26

るようにす した資料などを一冊 ｃ－③ 表紙 ○企画書 する。27

る。 にまとめ、企画書を や目次を工夫 （制作の流 ○大きさの28

作製する。 する。 れが分かる そろわない

表紙を付けＢ４の冊 ｄ－① 製本 こと・見や 資料等は、

子として完成する。 に関する他者 すさ・美し Ｂ４上質紙

の工夫を感じ さ・内容） に添付する

取る。 よう指示す

る。



４ 単位時間の授業展開例４ 単位時間の授業展開例４ 単位時間の授業展開例４ 単位時間の授業展開例

（１）本時のねらい

・美しい作品を完成させるため、前時までに考えたコンセプトとアイデアスケッチ

を基に、版下をバランスよく作製することができる。

（２）本時の位置

１ ／２８時間4

（３）展開案

過程 学 習 活 動 評価について 指導・援助

○ワークシートにまとめ ○コンセプトを意図的、 ○コンセプト・アイデア

導 たコンセプトとアイデ 計画的に、まとめよう スケッチについて修正

アスケッチを確認し、 としている。 箇所などをアドバイス

入 本時の作業手順を考え ○アイデアスケッチによ する。特に本時からは

る。 りバランスの良い構成 機械的な作業の段階に

を工夫している。 入るので、ここまでの

「考える」作業を大切学習課題学習課題学習課題学習課題

にするようにアドバイバランスを考えてバランスを考えてバランスを考えてバランスを考えて

スする。版下を作製しよう版下を作製しよう版下を作製しよう版下を作製しよう

○ロゴタイプ・マークの ○コピーする時に下記の

展 作製は、模写作品のも 事項に配慮するよう確

のを使用する。コピー 認する。評価規準評価規準評価規準評価規準

により倍率を変えて作 ａ－① ・確実な倍率を計算す

製する。またはレタリ ・形を整え，バランス る

ングにより自作する。 を意識し，意欲的に

・ここでの出来映えが完 制作する。

開 成作品に投影されるの ｂ－③ （ｃ）の状況の生徒に対

で、コピーやパソコン ・学習したことを集約 する手だて

を積極的に利用し、一 し，新しい形を生み ○前時に行ったアイデア

つ一つの部品をきれい 出す。 スケッチがまとまらな

に作る。 い生徒には、描く作業

・裏面やバーコードは、 から一度離れさせ、ロ

模写した商品のものを ゴなどの部品を並べて

活用する。 画面を作るよう指導す

る。

ま ○作業が予定通り進んだ ○イラストレーション部

と か評価する。 分の参考品や、キャッ

め ○次時に用意するものを チコピーを活字で打ち

確かめる。 出したものを準備する

よう伝える。



５ 評価の実際と個に応じる指導例５ 評価の実際と個に応じる指導例５ 評価の実際と個に応じる指導例５ 評価の実際と個に応じる指導例

【関心・意欲・態度】

「 」 （ ）学習活動における 「十分満足できる」状況（Ａ）を 努力を要する 状況 Ｃ

具体の評価規準 実現していると判断した具体的な と判断した生徒への指導の

状況例 手だて

①課題に興味をもち ○パッケージ型紙の組み立てにお ○模写すべき商品パッケー

資料を準備して、制 いて、作る喜びと開ける喜びを求 ジの持参が２時間遅れた。

作に対する意欲をも めて、２個の型紙をていねいに制 ＊ロゴタイプの説明を個別

つ。 作しようとした。 に行い、練習をさせながら

○自分が制作を進めている商品に パッケージに興味をもつよ

ついてのホームページを閲覧し、 うにした。

商品群のバリエーションを知った

上で考えをまとめようとした。

【芸術的な感受や表現の工夫】

「 」 （ ）学習活動における 「十分満足できる」状況（Ａ）を 努力を要する 状況 Ｃ

具体の評価規準 実現していると判断した具体的な と判断した生徒への指導の

状況例 手だて

①ロゴタイプや色彩 ○構想したアイデアを実現させる ○会社のマークなど必要な

の効果を的確に感じ ため、手描きとコピーを適切に併 部品が落ちていた。

取る。 用し、最良の構成を選択した。 ＊デザインでは冷静かつ機

械的に、行うべきことがあ

る点を強調した。

②それぞれのパッケ ○アイデアスケッチに、注意点や ○考え込んでしまい手が動

ージが伝えようとす 気付いた点、色の指定などもどん かない。

る事柄や対象を考え どん書き込み、要点をはっきりさ ＊切り貼りし部品を組み合

る。 せていった。 わせるだけでも、自分の作

品となることを指導した。

【創造的な表現の技能】

「 」 （ ）学習活動における 「十分満足できる」状況（Ａ）を 努力を要する 状況 Ｃ

具体の評価規準 実現していると判断した具体的な と判断した生徒への指導の

状況例 手だて

①参考となる商品の ○数種類の配色を考えて、それを ○色が決まらない。

色彩などを忠実に再 下書きに試し塗りしてみた。最適 ＊コンセプトを考える段階

現した。 な色彩を選択し、さらに明度・彩 に戻し、パッケージをどう

度を調整して彩色をした。 変えたいのか思い出させた

②アイデアスケッチ ○コンセプトを的確にまとめ、資 ○アイデアスケッチの内容

を通し、自らのイメ 料を家庭で用意して持参し、それ があいまいであった。



ージを具体的にして を参考にしながら、数種類のアイ ＊コンセプトを再度考え

いく。 デアスケッチを行った 。 て、版下作製作業との目的、

の違いを理解するよう指導

した。

【鑑賞の能力】

「 」 （ ）学習における 「十分満足できる」状況（Ａ）を 努力を要する 状況 Ｃ

具体の評価規準 実現していると判断した具体的な と判断した生徒への指導の

状況例 手だて

①他者の作品の特徴 ○商品のホームページを開き、展 ○とりあえず手に入るパッ

を捉え、効果的な表 開について興味をもち，効果的な ケージを準備した。

現のための工夫を感 表現の工夫を感じた。 ＊じっくり見て理解できる

じ取る。 ○コンビニなど商店で、菓子の陳 ことが多いので、最後まで

列を意識して見た。 続けるようアドバイスし

た。

②プレゼンテーショ ○描写がうまくいってる生徒の作 ○中間プレゼンで、自分の

ンにより、情報の交 品を、中間プレゼンの後間近で見 発表準備にとらわれて、聞

換を活発に行う。 せてもらい、描画材料の種類と工 くことに集中できない。

夫を学んでいた。 ＊狭い視野にならないよう

注意を与えた。

６ 参考資料６ 参考資料６ 参考資料６ 参考資料

参考文献１ デザイン講座 パッケージ・デザイン

監修 河野鷹思 （美術出版社）

参考文献２ デザイン戦略シリーズ 色彩戦略

編集 南雲治嘉 （グラフィック社）

参考文献３ デザインの解剖①＝ロッテ・キシリトールガム

著者 佐藤卓 （美術出版社）

資料１ 箱の型紙

資料２ 中間プレゼン用ワークシート

資料３ プレゼンテーション評価表


