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作品に対する自分の願いを強くもたせ、テ ー マ

「発想や構想の能力」を高める指導の在り方について
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・ 発想や構想の能力」を高めるための指導方法の工夫「

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 「あかりに願いを込めて～和紙と木によるあかりの表現～」で記載>

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

①作品に込めた願いを ①直線や曲線のよさを ①木の特性を考え、そ ①様々なあかりの
明確にし、その願い 生かした形の工夫と の特性を生かすとと 作品に触れ、そ
を基に表現しようと 自分の主題とのつな もに、安全面や強度 の作品に見られ

評 する。 がりを考えながら構 面について配慮しな る造形的なよさ
②和紙と木の特性や作 想する。 がら美しく骨組みを や美しさを深く
品の形、和紙の加工 ②安全面や強度面にお つくる。 感じ取る。

価 の仕方に関心をもち いて問題が生じない ②和紙の特性を考え、 ②仲間の心情や意
ながら表現しようと ように構想する。 その特性を生かすと 図、創造的な表
する。 ③自分が発想した形と ともに、安全面や強 現の工夫などを

規 の特性を考えながら 度面について配慮し 深く感じ取り理
骨組みに使う材料を ながら和紙に色をつ 解する。
選ぶ。 けたり、和紙を重ね

準 ④和紙の色や貼り方の て貼ったり、和紙に
工夫と自分の主題と 穴を開けたりして美
のつながりを考えな しく表現する。
がら構想する。

【把握方法 「発想や構想の能力」について昨年度同じように実施した「あかりに願いを込めて～】
」 。和紙と木によるあかりの表現～ における生徒の様子を以下のような方法で把握した

イ 発想や構想の能力 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力ア 美術への関心・意欲・態度
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学習状況の結果と分析

【結果１】<題材レベルで記載。＊の数は「おおむね満足できる」状況にある生徒数（全３７人）>
5 10 15 20 25 30 35観点／実現状況

３３ア 美術への関心・意欲・態度 *********************************
イ 発想や構想の能力 １８******************
ウ 創造的な技能 ２５*************************
エ 鑑賞の能力 ３０******************************



美術への関心・意欲・態度においては 「おおむね満足できる」状況にある生徒数が多いが、発、
想や構想の能力においては、半分以下であった。この理由を個人レベルで分析してみる。
【結果２】<個人レベルで記載。>

これは 男の観点別評価の結果である。 男は 「美A A 、
術の関心・意欲・態度」については 「十分満足できる」、
況であったのに対し 「発想・構想の能力」については、、
努力を要する」状況であった。 男の「美術への関心・A
意欲・態度」の評価が高かった理由については、自己評
価カードに記入していたように、題材そのものに魅力を
感じていたことや、これまで扱ったことのない和紙と木

。 、という材料に興味を示していたことが挙げられる 次に
A「発想や構想の能力」が低かったという点について、

男の制作の姿から考察する。 男は、疲れている自分をA
ほっとさせてくれるような光を求めたいという思いをも
っていたが、その思いを作品に結び付けるために、骨組
み制作の段階でいろんな種類の木の中から扱う材料を吟
味したり、和紙の加工段階においていろんな加工方法を
試したりする姿が見られた。しかし、発想・構想の段階

でつまずきが見られた。こんな作品にしたいという思いが明確にもてていたにもかかわらず、こち
らが紹介した骨組みの表現方法や和紙の加工方法と結びつけて考えることができずに、自分の作品
づくりに生かすことができなかったのである。 男に対して、骨組みに使用する材料の選び方や、A
和紙の加工の仕方についての助言を行ったが、結局、骨組みには角材のみを使い、和紙の加工をほ
とんど行うことなく、その角材に貼り付けた作品となったのである。したがって、評価規準－①③
④が達成されているとは判断できなかったことから 「発想・構想の能力」を「努力を要する」状況、
であると判定せざるを得なかった。
このことは 男に限ったことではない。この学級では他にもこのような傾向の生徒が見られた。A

（ 男の場合）B
・ 男は、自分を癒してくれる光が得られる作品を制作した。骨組みに使用する木材として角材とB
丸材、自然木、竹籤を準備したが、彼は丸材を使用して骨組みを制作した。使用した木自体は丸
みを帯びているが、できあがった形は全体的に直線的で、彼が求めようとしていた「自分を癒し
てくれる光」とは少しかけ離れたものとなってしまい、満足度の低いものとなってしまった。
（ 男の場合）C
・ 子は、優しい光が得られる作品を制作した。和紙の加工方法として、和紙を染色して透過するC
光の色を変えること（赤、紺、緑、橙、紫、茶の６色を準備した）や、和紙を重ねて貼ることで
透過する光の明るさを変えることを紹介した。その中で彼女は、和紙を赤く染めることにした。
しかし、赤く染めた和紙は、自分がイメージした光を透過しなかったため、作品に対する満足度
は低いものとなってしまった。
「美術への関心・意欲・態度」が「十分満足できる」状況であるにもかかわらず 「発想・構想、

の能力」が「努力を要する」状況であるのは、こんな作品にしたいという自分の願いと、こちら
が紹介した骨組みの表現方法や和紙の加工方法とを結びつけて考えることができなかったためで
あると思われる。ここで、その要因を分析してみる。
①こんな作品にしたいという自分の思いを具体的にもてていないと考えられる。 男であれば、疲A
れている自分をほっとさせてくれる光を求めたいという思いはあるが、その光の明るさはどれぐ
らいで、その光の色はどのような色であるかなど、イメージが具体化されていないのである。
②自分の思いと表現方法とをどのように結び付けてよいかが分からないと考えられる。例えば、全
体的に落ち着いた感じの作品にし、落ち着いた光が漏れてくるようにしたいという思いがあると
するなら、落ち着いた作品にするためには骨組みにどのような材料を用いればよいのかというこ
とや、落ち着いた光を得るためにはどのような和紙の加工を行えばよいのかということがつかめ
ていないのである。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善
( )授業改善の方針1

本年度、第３学年において本題材を実施するに当たって、こんな作品にしたいという思いをより
具体化することや、自分の思いと表現方法とを結び付けて発想・構想することを高めるために、題
材指導計画を見直すとともに、指導方法の工夫改善を行うことにした。

美術への関心・意欲・態度

発想・
構想の 鑑賞のC B A
能力 能力

創造的な技能



( )改善の具体的方途と実践2
①「発想や構想の能力」を高めるための指導計画の工夫

従前の題材指導計画 改善した題材指導計画
学習活動 学習活動

１ ・自分が求める光の感じを文章化する １ ・自分の今の願いについて文章化し、
ことで作品づくりのイメージをもつ 作品に込めたい願いを明確にする。。

ア①－
２ ・自分の主題を表現する形を構想し、 ２ ・自分の主題を表現する形を構想し、

アイデアスケッチをする。 アイデアスケッチをする。
８ ・選んだ材料で骨組みを組み立てる。 ８ ・班内で作品交流を行い、骨組みにつ

いて材料の選び方や強度面で問題が
９ ９ あるところなどを指摘し合い、その

。交流を生かしながら骨組みをつくる

イ①－
１０ ・光を和らげたり拡散させたりすると １０ ・光を和らげたり拡散させたりすると

、 、いう和紙の特性を理解するとともに いう和紙の特性を理解するとともに
和紙の色や厚さの違いで透過する光 和紙の色や厚さの違いで透過する光
の色や明るさが変わってくることを の色や明るさが変わってくることを
知り、和紙の色と貼り方の工夫を構 知り、試作をつくりながら和紙の色

ウ想する。 と貼り方の工夫を構想する ①－
１１ ・和紙の特性を考え、その特性を生か １１ ・仲間の作品や参考資料を見て和紙へ

すとともに、安全面や強度面につい の加工の仕方を見直すとともに、光
て配慮しながら和紙に色をつけたり の明るさに変化をつけるために和紙、

１２ 和紙を重ねて貼ったり、和紙に穴を の厚さを変えたり、光の色を変える
開けたりして加工し、美しく骨組み ために和紙に色をつけたりするため

エに糊付けする。 の構想を練る。 ①－
１３ １２ ・和紙の特性を考え、その特性を生か

すとともに、安全面や強度面につい
、１３ て配慮しながら和紙に色をつけたり

１４ 和紙を重ねて貼ったり、和紙に穴を
１４ 開けたりして加工し、美しく骨組み

に糊付けする。
、 、１５ ・これまでの制作を振り返るとともに １５ ・これまでの制作を振り返るとともに

仲間の作品を鑑賞し、作者の心情や 仲間の作品を鑑賞し、作者の心情や
意図と表現の工夫などを深く感じ取 意図と表現の工夫などを深く感じ取
り理解する。 り理解する。

①－ についてア
・作品づくりに対する自分の思いを深めイメージを明確にするための導入の工夫

従前の題材指導計画では、第１時に自分が求める光を文章化させていた。しかし、前述の
ように、これだけでは作品づくりに対する思いを深めたり、作品づくりに対するイメージを
明確にしたりすることができなかった。そこで、作品づくりに対する思いを深めるため、自
分の今の願いを作品に込めさせるようにした。生徒には広島で８月６日に行われている灯籠
流しの模様を写真で紹介した。原爆による犠牲者に対する慰霊の意味合いが強いが、その灯
籠には平和への願いも込められている。水面に浮かぶ無数の灯籠には平和へのメッセージが
刻み込まれているのである。広島研修に出かけた生徒にとって、このことは非常に興味深い
ことだったようである。その後、生徒は作品に込める自分の願いを明らかにしていった 「何。
事にもあきらめない自分になりたい。そして、目標に真っ直ぐに突き進んでいきたい 「将。」
来は建築士になりたい。まずは高校に合格したい 」など、第３学年特有の進路に対する願。
いを込めようとする生徒が多かった。次に、その願いを作品づくりに対するイメージに結び
付けるために 「どのような光を求めたいのか」ということや 「その光の明るさ、色はどの、 、
ようなものか」といった内容を文章化させていった。例えば、 子は 「自分の疲れを癒しなD 、
がら勉強を進めたい。そして、テストで目標点をとりたい 」という願いを作品に込めよう。
とした。そこからさらに 「疲れた自分を癒してくれる落ち着いた光が欲しい 「光は紫色、 。」
で、そんなに明るくない色にしたい 」という作品に対するイメージを少しずつ明らかにし。
ていった。



①－ についてイエ
・作品に対する思いを交流する場の位置付け

自分の思いと表現方法とを結び付けて発想・構想
することができない理由として、いろんな作品がど
のような思いを基に制作されているのかをつかんで
いないということが挙げられる。表現方法を理解し
ても、それをどのように自分の作品に生かしてよい
のかがわからないのである。そのため、骨組みの制
作については第９、１０時に、和紙の加工について
は第１１時に、作品に対する思いや表現方法の工夫
について交流する場を設けた （写真①）こうする。
ことで、なかなか自分の思いと表現方法とを結びつ
けて発想・構想することができない生徒でも、仲間
の作品に対する思いや表現方法を聞いて、表現方法
の生かし方や表現のきっかけになるようなことをつ 作品交流の場面（写真①）
かむことができるようになるのである。第１１時に
は先行して和紙の加工に取り組んでいる 子の作品E
を取り上げ、作品に込めら
れた思いと表現方法の工夫
について語ってもらった。
「自分や他人までもほっと
一息できるような落ち着い
た光にするために和紙を橙
色に染め、骨組みに貼り付
けた。和紙と和紙の間にす
き間をあけることで、直接
光が漏れるようにした。こ
れからは、その上に白い和紙 試作をする生徒の様子（写真②）
を細かくちぎって、少しずつ
重ねながら、雲が広がるようなイメージで加工していきたい 」こうした語りを聞き、例え。
ば、同じように落ち着いた光を求めているものの、これまで自分の思いと和紙の加工方法と
を結びつけて考えることができなかった 子は、紫色に染めた和紙の上に細かくちぎった白D
い和紙を貼り付けようという発想をもつことに至った。

①－ についてウ
・試作ができるような場の設定

作品をこのようにしたいという構想が固まったとしても、その構想通りに作品化できると
。 、 。 、は限らない 特に染色をしたり 和紙に墨を垂らしたりする場合はその傾向が強い 例えば

、 。 、染色をする場合 和紙を染色液に浸した時間によって染まり具合が変わってくる そのため
自分の思い描いた色に染めることは非常に困難なのである。そこで、必要に応じて試作をさ
せることにした （写真②）第１０時には試作用の和紙（制作に使用する和紙と同じもの）。
を準備し、作品化することに不安を抱いている生徒に勧めた。 子は、和紙を紫色に染めたD
いという構想をもっていたが、濃く染めることで「そんなに明るくない色」にしたいようで
あった。そこで、試作用の和紙を使い、３０分ほど染色液に浸すことで自分のイメージした
色になることをつかんだ。そして、実際に和紙の加工をする際にも紫色の染色液に３０分ほ
ど浸して染めることにしたのである。

②「発想や構想の能力」を高めるための指導方法の工夫
従前のアイデアスケッチ段階、骨組み段階で 改善したアイデアスケッチ段階、骨組み段階
の提示資料 での提示資料
・昨年度までに制作された先輩の作品を提示 ・他校や作品展で発表された作品の中で先輩
した。 の作品には見られなかったような傾向を示

・骨組み段階での資料提示は行わなかった。 す作品を中心に 「発想の転換」という資、
料を提示した。
・角材や竹籤、自然木といった材料の生かし
方やそれらを用いて組み立てていく上での

アポイントを示した資料を提示した ②－
従前の教室環境 改善した教室環境

・制作をしている部屋（美術室）とは別に光 ・常に光を通しながら制作できるように美術
を通した状態を確認するための暗室を設け 室全体を暗室にした他、各テーブルに延長

イた。 コードによる電源を引いた。 ②－



②－ についてア
・提示資料の工夫

第２時のアイデアスケッチの段階で、先輩の作品を見てきたことで固まっている生徒のあ
かりの作品に対するイメージを崩すため 「発想の転換」という資料を提示した。これは、、
他校や作品展で発表された作品の中で先輩の作品には見られなかったような傾向を示す作品
を中心に紹介したものである 「針金やつるに和紙を巻いて、それらを組み合わせて形づく。
ったもの 「光源を二重に包むという発想で形づくったもの 「自然木を骨組みに使うだけで」 」
なく、作品の周りに飾りとして用いたもの 「墨を使って和紙に模様を描いたもの 「和紙を」 」
何枚も折り込んだり、重ねたりして光源の周りを覆ったもの」などを紹介した。
第４時には骨組みに使う材料を選ぶのであるが、ここでは準備した角材や竹籤、自然木と

いった材料の生かし方やそれらを用いて組み立てていく上でのポイントを紹介した。以下は
その詳細である。

骨組み段階で提示した資料

子は 「骨組みのパターン②」を見て、自然木を組み合わD 、
せて骨組みをつくろうという思いを固め、細い枝を組み合わせ
た骨組みを制作した （写真③）。
第１０時には和紙の加工についての資料を提示した。昨年度

は、和紙を染色液で染めた色見本のような資料と、一枚貼った
和紙の上にさらに細かくちぎったり、正方形に切ったりして貼
り付けた資料を提示した。今年度は、あまり発想・構想を広げ
ることにつながらなかったという昨年度の反省を生かし、新た
な資料を作成し生徒に提示した。まず、和紙をいろんな染色液
で染めた資料については、光を通したときのイメージがつかめ
なかったことから、実際に光を通すとどのような色になるのか
が一目で分かるものを提示した （写真④）他にも、もみ和紙。
の効果がわかる資料や、墨によって模様を描いた資料、和紙に
切り込みを入れ、直接光の効果を得る資料などを提示した。 子の作品ⅠD D
子は、それらの資料を見て、紫色に染めた和紙を一度もんでか （写真③）
ら骨組みに貼り付けることにした （写真⑤）。

和紙の加工に関する資料（写真④） 資料コーナー（提示した資料はこの 子の作品ⅡD
ように掲示しておいた） （写真⑤）

この提示資料の工夫によって、他にも以下のような作品がつくられた。

角材を組み合
わせて骨組み
をつくる。形が
ゆがまないよう、
正確に寸法を
測り、切断する
ことが必要。

浮かび上がるシルエッ
トにも注意。木をどこ
に何本入れるかをよく
考えよう。

自然木を組み
合わせて骨組
みをつくる。自
然木独特の曲
がり具合を生か
しながらも、作
品がぐらつかな
いように注意す
ることが必要。

接地している部分に使
う木については、でき
るだけまっすぐなもの
を選ぶとよい。 風船やボールを使って成

形すると、ゆがみがなくな
ります。

竹籤やつるを使って骨
組みをつくる。接合す
る部分にはホットボン
ドだけでなく、糸で縛
るようにする。

風船の周りに
ちぎった和紙
を貼り付けるこ
とで球体をつく
り出すこともで
きる。こうすれ
ば骨組みは必
要なし。

和紙を染めたり、同じ
形に切って貼ったりす
ることで、自分の願い
と結びつけよう。



墨による模様付け 風船で形づくった 和紙を短冊状に切 直接光が漏れる部
と染めた和紙を切 球体に切り込みを り、交互に貼るこ 分に枝を貼り付け
り抜いて貼った作 入れて直接光の効 とで直接光の効果 光量を調節し、映
品 果を得ようとした を得ようとした作 し出される影につ

作品 品 いても考えた作品

光を通しながら制作する生徒（写真⑥） 授業の終末の様子（写真⑦）

②－ についてイ
・環境構成の工夫

自分がイメージしている作品になったかどうかは、その作品に光を通して初めて分かるもの
である。そこで、常に光を通しながら制作できるような環境設定を行った （写真⑥）また、。
教室全体を暗室にし、第１１、１２、１３、１４時の授業の導入と終末には必ず教室の電気を
消し、自分の作品がイメージ通りになったかどうかを光を通した状態で判断させるようにし
た （写真⑦）。

３ 授業改善後の成果
<題材レベルで記載。＊の数は「おおむね満足できる」状況にある生徒数 （全４０人）>。

5 10 15 20 25 30 35 40観点／実現状況
３５ア 美術への関心・意欲・態度 ***********************************

イ 発想や構想の能力 ３０******************************
ウ 創造的な技能 ２８****************************
エ 鑑賞の能力 ３０******************************



昨年度、本題材を実施したときには 「発想や構想の能力」について「おおむね満足できる」状況、
にある生徒数は全体の４９％（３７人中１８人）であった。しかし、授業改善を行った本年度の生
徒数は７５％（４０人中３０人）にまで増加した。
成果は以下の通りである。
①「発想や構想の能力」を高めるの指導計画の工夫

（ ）①－ について 作品づくりに対する自分の思いを深めイメージを明確にするための導入の工夫ア
導入を工夫し、作品づくりに対する自分の思いや作品のイメージを明確にさせたことで 「自、

分の疲れを癒しながら勉強を進めたい。そして、テストで目標点をとりたい 」という願いや、。
「疲れた自分を癒してくれる落ち着いた光が欲しい 「光は紫色で、そんなに明るくない色に。」
したい 」など、作品のイメージを具体的にもつ生徒が増えた。。

①－ について（作品に対する思いを交流する場の位置付け）イエ
作品に対する思いを交流する場を位置付けたことは、互いの表現方法を学び合うことに結び

付いた。
①－ について（試作ができるような場の設定）ウ

試作ができるような場の設定をしたことで、自分の発想・構想した通りに作品を制作するこ
とができた生徒の数が増えた。また、その作品に対する満足度が高い生徒の数も増えた。

②「発想や構想の能力」を高めるための指導方法の工夫
②－ について（提示資料の工夫）ア

提示資料を工夫したことは、生徒の発想・構想を広げることに結び付いた。
②－ について（環境構成の工夫）イ

光を通しながら制作できるような環境設定を行ったことや、授業の導入と終末には必ず教室
の電気を消し、自分の作品がイメージ通りになったかどうかを光を通した状態で判断させるよ
うにしたことが、多くの生徒にとって光を通した状態で納得のいく作品づくりをすることに結
びついた （写真⑨）。

今度は、個人レベルで見ていく。題材を通して注目してきた 子は、制作後の振り返りでこのよD
うに書いてきている。

【骨組みについて】
角材を使うと自分が求めている落ち着いた感じが表現できないと思ったから、資料を見て自然木

を使うことにしました。他の人と違った形になるように努力しました。側面は広くて面白さがなか
ったので、木を２本ずつ付けて光を通すと和紙の上から木が透けて見えるようにしました。
【和紙の加工について】
最初、和紙の資料を見たときに、紫色が一番きれいで落ち着くように感じたので、和紙を紫色に

染めることにしました。ただ、普通に貼っただけでは光を通したときに自分の思った感じと違った
ので、和紙をくしゃくしゃにして貼ることにしました。また、作品交流で 子さんのことを知っE
て、自分も紫色の和紙の上に白い和紙をちぎって重ねるようにしました。このように工夫してきた
ことで、自分が求めてきた落ち着いた感じが表現できたと思います。

この振り返りの文章（写真⑧）から分かることは、授業改
善として力を入れてきたことが 子にとってプラスになったD
ということである。例えば、導入を工夫し、作品づくりに対
する自分の思いや作品のイメージを明確にさせたことで 「自、
分の疲れを癒しながら勉強を進めたい。そして、テストで目
標点をとりたい 」という願いや 「疲れた自分を癒してくれ。 、
る落ち着いた光が欲しい 「光は紫色で、そんなに明るくな。」
い色にしたい 」という作品のイメージをもつことができた。。
また、提示資料を工夫したことで、 子は骨組みに自然木をD
使ったり、和紙の加工としてもみ和紙の効果を取り入れたり
することができた。作品に対する思いを交流する場を位置付
けたことは、 子から一枚貼った和紙の上から細かくちぎったE
和紙を貼り付けるという表現方法を学ぶことに結び付いた。
他にも、光を通しながら制作できるような環境設定を行った

子の観点別評価の結果 ことや、授業の導入と終末には必ず教室の電気を消し、自分のD
作品がイメージ通りになったかどうかを光を通した状態で判断
させるようにしたことが、 子の作品づくりに生きているといD
うことがわかる （写真⑨）。

美術への関心・意欲・態度

発想・
構想の 鑑賞のC B A
能力 能力

創造的な技能



子の作品ⅢD
（写真⑨）

子の自己評価カード（写真⑧）D
次に、 子以外に目を向けてみると、D

こちらの予想を遙かに上回るような発想
・構想を基に制作する姿が見られたこと
も大きな成果である。例えば、 男は透F
過光だけでなく、直接光の効果について
も構想を深め、作品づくりに生かすこと
ができた （写真⑩）パーツを少しずつず。
らすことで漏れてくる直接光は美しく、
第１５時に実施した作品鑑賞会でも多く
の生徒が感銘を受けた作品として挙げて
いた。また、 男は光源を二重に和紙でG

。覆うような作品を制作することができた
（写真⑪）風船で形作った大小の球体を
制作し、大きい方の球体の中に小さい球
体を入れるという非常に難易度の高い制

男の作品（写真⑩） 男の作品（写真⑪） 作に挑戦し、完成させた。 男、 男に共F G F G
通して言えることは、最初の作品に込めた

願いが強く、しかも明確であったということである。だからこそ、作品に対するイメージも膨らま
せて考えることができたし、発想・構想についても試行錯誤を繰り返しながら意欲的に取り組むこ
とができたのである。
このように、作品づくりに対する自分の思いを深めたり、作品のイメージを明確にさせたりした

ことで作品の発想・構想に対する意欲が大幅に高まったことが、生徒の「発想・構想の能力」を高
めたことに結び付いたと言える。さらに、作品に対する思いを交流する場を位置付けたことや、試
作ができる場を設けたこと、提示資料を工夫したこと、環境構成を工夫したことも、生徒の「発想
や構想の能力」を高めることに繋がったと考えられる。
終わりに、今後は、生徒の「発想や構想の能力」の把握と評価方法の工夫に一層力を入れていき

たいと考える。


