
中学校 美術科 第３学年 「絵画を味わう」事 例

～地域作家作品・山本芳翠の「浦島図」より～

「鑑賞活動を通して、鑑賞の能力を高め、表現活動におけるテーマ

一人一人の発想や構想の能力を伸ばす指導の工夫」
・生徒の興味や関心を高める題材開発授業改善の

・基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善ポイント

・生徒が主体的に取り組むための評価方法の工夫改善

・どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】

観 ア造形への関心・ イ発想や構想 ウ創造的な技能 エ鑑賞の能力

点 意欲・態度 の能力

①参考作品などから、 ①表現のための基礎的 ①表現のための基礎的 ①参考作品から、表現

その美しさを感じ取 技法をもとに、表現 技法の特性や用具の の工夫によるよさや

り、表現をするため しようとするイメー 扱い方を理解し、丁 美しさを感じ取る。

、評 の色の仕組み、配色 ジと意図を明確にし 寧に着色する。 ②仲間の作品のよさや

の工夫について興味 デザインを発想する ②色の仕組み、配色の 表現の工夫を感じ取価 。

をもとうとする。 ②表現しようとするイ 工夫を理解し、表現 り、味わう。規

②他者の作品に興味を メージを意識して配 しようとするイメー準

もち、よさを自らの 色の工夫をすること ジに近づけるための

作品の中に取り入れ で、創造的な美しさ 着色をする。

。ようとする。 を高める構想をする

【把握方法】

・関心・意欲・態度・・・活動過程の観察、授業の生徒の自己評価（授業記録プリント）

・発想や構想の能力・・・アイデアの練りとアイデアスケッチ（アイデアプリント）

・創造的な技能・・・・・制作途中の技能の観察、生徒の自己評価（授業記録プリント）

・鑑賞の能力・・・・・・鑑賞プリントの鑑賞記録、授業の生徒の自己評価（授業記録プリント）

学習状況の結果と分析

（前題材「オリジナル缶づくり」絵画・デザインより：図１）

【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）■ 、 。 34
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

図１

【オリジナル缶】



・関心・意欲・態度に関しては、作品や題材に興味をもって材料の準備などを含めて、意欲的に学習に

向かう姿が多く見られた。

・発想や構想の能力に関しては、特に作者が何を意図して何を伝えたいかつかみ、自分の作品に取り入

れていくことに弱さが見られ、発想・構想につなげきれない生徒が多く見られた。

、 。・創造的な技能に関しては これまでの既習事項を生かし道具を活用して表現する生徒が多く見られた

・鑑賞の能力に関しては、満足できた生徒がいる反面、仲間や企業デザインの作品からその仲間や企業

デザインの発想や構想のよさを見付け出すことが弱い生徒が多く見られた。

以上のことから、表現活動と密接な関係にある鑑賞活動を意図的、計画的におこなうことにより鑑

賞の能力が高まり、発想や構想の能力を高められると分析し、授業改善を行った。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

発想や構想の能力を使い表現したい色や形にすること、つまり発想力、構想力の基礎・基本の力を確実

に定着させるためには、ものの見方や多様な視点がもてるような題材や資料を用意し、より効果的に提示

する必要がある。授業改善にかかわり、その題材や資料が生徒にとって身近なものであること。それが作

品に対しての興味や関心を高める。また、小集団（生活グル－プ）で交流することによって、多様な表現

や視点の中から課題解決につなげることを目指す。

以上のことから、発想や構想の能力を高めるために、鑑賞活動における授業改善のポイントを以下の４

つに絞りこんで改善にあたった。

①生徒の興味や関心を高める題材開発

②基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

③生徒が主体的に取り組むための評価方法の工夫改善

④どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法の工夫改善

①にかかわって

・地域に根ざした題材開発をする。

・生徒の意識調査から題材開発をする。

②にかかわって

・鑑賞の能力を高めるために、さらに鑑賞活動題材の位置付けをする。

・生徒の意識を予想して、その手だてを位置付けた学習展開案の作成をする。

③にかかわって

・評価につながる具体的な活動視点を示す工夫をする。

・個人鑑賞プリントの追加修正をする。

④にかかわって

・グル－プ学習を通して、個を伸ばす指導・援助の工夫をする。

（２）改善の具体的方途と実践（第１時）

①生徒の興味や関心を高める題材開発

＜改善前＞ ＜改善後＞

・世界的に有名な作家作品 ・地域作家の作品

・生徒の意識調査の実施



改善前と改善後の題材を比較する。改善前では、誰でも知っている「世界的に有名な作家作品」を設定

していたが、改善後では 「地域作家の作品 「生徒の意識調査の実施」を設定した。特に 「地域作家、 」、 、

の作品」については、生徒が作家や作品を身近に感じることができて親しみやすい。また、地域の偉大な

文化遺産であり、美のすばらしさや奥深さを理解でき、感動体験を味わえるという点から鑑賞の本質的な

題材に位置すると考える。

、 、 「 」 。そこで 地域作品や作家を意識させるために 実践クラスを対象に 生徒の意識調査 (図２)を行った

結果は、地域作品や作家に対して興味をもっている生徒が全体の半数以上であり、必然性のある題材にな

った。

以上の「地域作家の作品 「生徒の意識調査の実施」から、地元美術館にも所蔵されている身近な地」、

域作家の山本芳翠の作品（図３）に着目し、鑑賞活動の題材に取り上げた。

図２【地域作品・作家に対する生徒の意識】

図３【鑑賞資料】

②基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

鑑賞の能力を高めるために、鑑賞活動題材の設定追加をする

＜改善前の題材指導計画＞ ＜改善後の題材指導計画＞

第１時 第１時

「多様な表現を理解する場」 「興味・関心を高める場」

第２時

「多様な表現を理解する場」

生徒の意識に対する手だてを位置付けた学習展開案の作成をする

＜改善前の学習展開案＞ ＜改善後の学習展開案＞

・生徒の予想される意識 ・生徒の予想される意識

・意識に対する手だて

まず生徒にとって、より鑑賞の能力を高めるために、また生徒の鑑賞する力に合わせた指導・援助をす

るために、付けたい力を明確にして鑑賞活動内容を追加修正した。

改善前と改善後の指導計画を比較する。改善前では 「多様な表現を理解させるための場」として、鑑、

、 、「 」 。 、賞時間を１時間のみの設定にしていたが 改善後では 興味・関心を高める場 を位置付けた これは

先述した題材の開発でも述べたが、生徒の意識から設定したものであり、より生徒が主体的に取り組める

ことをねらい、鑑賞活動としての基礎・基本を確実に定着させるものとした。

＜詳細は資料３：題材指導計画で記載＞
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また 「興味・関心を高める場」として、以下の力を付けたいと考えた。、

能力面 ・作品の見方や感じ方 ・よさや美しさを感じ取る力

・作品から感じ取れる印象を聞き、個々の生徒の感じ方や見る視点の違いに気付かせ認める。また、視

覚的な情報だけでなく、作品の制作背景を知り新たな見方や感じ方ができるようにする。

・生徒は発達段階的な特徴として、本物そっくりの写実的な表現 上手な絵という考え方が強い。そこ=
でより多様な表現がある写実性の高い幻想的表現から、そのよさや美しさに気付くようにする。

内容面 ・美術作品などの表現の意図や方法の理解 ・美術と人間とのかかわりの理解

・参考資料から作者の表現意図や作品に込められた思いに迫る。また、表現活動では自分の作品に対す

る意識を高めることにつなげる。

・絵を見るだけでなく、作家の生き方や作品が生まれた背景を知ることで作品を作者と関連付けて理解

できると考える。そこで、鑑賞活動の中でグル－プ学習を設定し、少人数でお互いの意見を聞くこと

やその理由などを交流することでより自分の考えを深める。

次に、生徒の意識を位置付けた指導計画（学習展開案）とは別に 「おおむね満足できる」状況の生徒、

にするために、生徒の意識への手だてを考えた学習展開案を考えた。

（ ） 、「 」 「 」本時の学習展開 本時の位置１／２時 での おおむね満足できる 状況の生徒Ａと 努力を要する

状況の生徒Ｂの予想された言動と 「おおむね満足できる」状況の生徒にするための手だてをまとめた。、

・…予想される生徒の反応 ●…手だて ＜本時の学習展開案は資料２で記載＞

学 習 活 動 「おおむね満足できる」 「努力を要する」過程

状況の生徒Ａ 状況の生徒Ｂ

・今回はどんな絵かな楽し ・前回と比べるとこの絵は○本時の活動内容を知る。

みだ なんかよく分かるな必然を感じる場

、 。導 ○掲示された作品から 感じた印象を発表する

●鑑賞に対するアンケ－トを実施して、生徒の意識から入 「 」はじめに心に浮かんだことを発表してみよう。

今回の授業が設定された必然を伝える。

●前回の鑑賞作品と比較をして、２つの作品のよさを印○本時の課題を理解する

象としてとらえ、興味・関心をもつことができる。課題をつかむ場

課

作品から作者の願い（気持ちや工夫）を感じ取 ・こんな絵を描いた人が自 ・この絵のどこにそんな気題

り、表現のよさや美しさを味わおう。 分の身近にいるのか 持ちがでているかな把

握

●作品・作家・願いを知ることができるように、美術○作者･作品名を知る。（山本芳翠「浦島図 ）」

館のワ－クシ－ト説明文章を伝える。○作者について知る。

○表現内容について知る。

・私の見付けたことや感じ ・こんな見付け方や感じ方課題を追求する場

たことは、みんなもよく があるのか…ぼくもこれ○個人で考える。

見つけ感じたりしたな は見つけ感じたりしたぞ課 学習テ－マ

洋画（油彩画）を広めるために、作者はこの絵題 「

のどんなところをどんなふうに工夫して表現した ●自分の考えを伝えたり、仲間の考えを知ることで、よ追

のだろうか り考えが深まるよう生活班を活用したグル－プ活動を求 。」

する。

●誰もが共通した見方ができるように、鑑賞のポイント○班でどのような部分に視点をもって話し合う

視点を３つに絞り込んで考えをまとめる。か決める。

ま よさを感じる場

・私は味わうことができた ・あまり鑑賞に関心がなかと ○授業の振り返りを自己評価プリントを通して

さあ、次回も鑑賞がある ったけど見方などの方法め 評価する場おこなう。

けど楽しみだ が分かればできそうだ○教師による授業のまとめ評価を聞く。



③生徒が主体的に取り組むための評価方法の工夫改善

＜改善前＞ ＜改善後＞

・作者の願いを探る ・ア、作者の願いを知る

・イ、鑑賞する視点を焦点化する

（題材名・色・形）

ア、作者の願いを知る

。 、「 」 、 、改善前と改善後の題材を比較する 改善前では 作者の願いを探る ものとしていたが 改善後では

「作者の願いを知る」ものとした。特に「作者の願いを知る」という点において図４の内容を生徒に伝え

ることをした。これは、生徒自身が表現活動における発想・構想につながるものであると考える。このこ

とにより、作品に対しての作者の願いが生徒に事実として伝わり、これをもとにして生徒自身が本時の課

題に主体的に迫るひとつの手だてとなった。なお、下記の図５は、願いにつながる作家自身やその時代背

景を生徒に伝えた内容である。

作者がこの作品を描くきっかけになったのは、洋画（油絵）を広めるためと言われています。この絵

はフランスから帰国後に描かれました。ちょうどこの当時の日本は西洋の文化を多く取り入れた時代で

もあった。しかし、日本美術は、絵画は日本画、彫刻は木彫が主流となった時代であった。そのため、

伝統的な日本美術のみが重視され、油絵に対しての風当たりが強い頃でした。作者は自分の学んだ油絵

のよさを広め、もっとみんなが油絵を描いてもらえるようにするために「浦島図」を描きました。

＜美術館ワ－クシ－ト説明文より＞

図４「作者がこの絵に意図したもの」

１８５０年７月。岐阜県恵那郡明智町の農家の長男に生まれた。幼少から絵が好きで、１５歳のとき

葛飾北斎の描いた北斎漫画を手に入れて感銘し、絵の道を志した。京都、横浜で修行したのち、明治９

年、東京の美術学校で学び、明治１１年、２８歳でちょうどその時行われたパリ万博の事務局員として

フランスに渡り、パリ美術学校教授のアトリエに入って洋画を本格的に学んだ。

明治２０年に帰国したが、帰る途中作品を多く積み込んだ巡洋艦が行方不明となり、彼の作品多数が

海の藻屑と消えているため渡欧中の作品が少ない。

帰国後、東京で画塾を設立したり、日本の洋画壇で宮廷画家として、初代総理大臣伊藤博文や明治天

皇の肖像画を描くなど活躍、数々の名作が天覧され 「日本近代洋画界の父」とも言われた。明治３９、

年（１９０６）１１月東京の自宅で５６歳で他界したが、日清・日露両戦争に従軍して従軍画家として

戦争時の様子を描くなどして活躍したこともある。その生涯は波乱に満ちていた。

日本の油絵普及、洋画の大衆化に貢献した画家である。 ＜美術館ワ－クシ－ト説明文より＞

図５「生徒に伝えた作家や時代背景」

イ、鑑賞する視点を焦点化する

生徒がその作者の願いが込められている部分を学習テ－マとして、題材名・色・形の３つのポイントに

絞り込み、評価の視点とした。鑑賞の視点を絞り込んだことで、生徒に評価内容が分かりやすく、主体的

に活動すると考えた。

また、個人鑑賞プリントや発表で 「○○のところが△△だから」というまとめ方を統一することでも、

評価の視点に結びつけた。そして、評価の観点は、班内の活動交流を通して考えを深められたか、それに

よって絵画の見方が広がったかを確認した。手だてとして、教師から全体に評価をするだけではなく、プ

リントに自己評価をすることで生徒自身の鑑賞力の深まりを確認させた。

次に、生徒にとってより主体的に活動し鑑賞の能力を高めるために、また、生徒が常に評価につながる

学習内容を振り返り見つめられる内容を、個人鑑賞プリント（図６）に追加した。



＜改善前の個人鑑賞プリント＞ ＜改善後の個人鑑賞プリント＞

・課題 ・課題

・学習テ－マ ・学習テ－マ

・振り返り ・振り返り

・作家、作品の紹介と願い

・鑑賞の視点

図６【個人鑑賞プリントより省略抜粋】

３学年 月 日

組 氏名鑑賞プリント

山本 芳翠 「浦島図」○鑑賞作者・作品：

…「 」本時の課題

山本芳翠（概略）

作者がこの絵に意図したもの

「洋画（油絵）を広めるために、山本芳翠はどんなところを工夫して表現したのだろうか」テ－マ …
（日本画との比較・その当時の人々の暮らしや文化を考えよう）

＜題名から＞ ＜色＞ ＜形＞

授業を振り返ろう

（特に鑑賞について、現在の制作中の篆刻印につなげてまとめてみよう）

挙手発言 回 班内での発言 回

④どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法の工夫改善

＜改善前＞ ＜改善後＞

・個人での課題追求 ・グル－プ学習での追求

ア 班長用鑑賞プリント

イ 縮小コピ－作品資料

改善前と改善後を比較する。改善前では 「個人での課題追求」としていたが、改善後では 「グル－、 、

プ学習での追求」として追加した。特に「おおむね満足できる」状況が達成できるように小集団＝生活班



（図７）を単位として、個を伸ばす指導・援助としてグル－プでの鑑賞活動を行った。

、 、他者の作品に感動できるようになるには ある程度客観的にものを考え判断できる素地が必要であるが

、 、 。 、グル－プ学習を通して さらに 作品に対する見方や考え方が広がることに気付かせたいと考えた また

小集団によるグル－プ学習の内容を、学習テーマとして具体的に示すことにより、話し合いが深められる

のではないかと考えた。実際、これまで、自分の感じたことや思った事柄に自信の無かった生徒や、感じ

たり思ったりできなかった多くの生徒が、仲間との対話の中で課題解決に向かうことができた。

ア、班長用鑑賞プリントの作成と活用

小集団での学習力が高めるために、その小集団であるグル－プ学習を司会進行する班長が活動しやすい

よう「班長用鑑賞プリント （図８）をつくり、班長に方法を教え、話し合いを深められるようにすると」

ともに、話し合いの際には教師が机間指導し、特に活動の際に進行に対して、鑑賞の視点から外れうな班

を中心班長への方向付けをする援助をおこなった。班長に共通した進行内容を伝えたことにより、限られ

たグル－プ学習活動時間を時間一杯有効に活用できたことや、次時の「多様な表現を理解させる」鑑賞活

動のグル－プ学習活動につながる動きが、多くの班でできるようになった。

図７【グル－プ活動風景】

図８【班長用鑑賞プリント】

イ、縮小コピ－作品資料の作成と活用

資料提示という点では、これまでは黒板の資料や各生徒が持っている資料集をもとに学習を展開してき

たが、今回の改善授業の中では、全体資料はもちろんであるが各班に対して図７のグル－プ活動風景に見

られる縮小コピ－作品資料を用意した。

この資料提示により、その縮小コピ－作品資料をもとにして自分の思いや考えを伝えたり、仲間の思い

や考えを知ったりすることができる生徒が多く見られるようになり、鑑賞活動の深まりにつながることに

なったと考える。

下記は、本時の授業振り返りを個人鑑賞プリントから抜粋したものである。グル－プ学習を通して、３

「 」 。 、つの鑑賞の視点が書けなかった 努力を要する 状況の生徒Ｂが色についてまとめることができた また

表現活動に対して、発想や構想につながる思いをもてたことが分かる。



「おおむね満足できる」状況の生徒Ａ・鑑賞プリントより

・題名から…浦島太郎を連想させて、誰もが興味を引きつけられるようにしている。

・色から…全体的に暗い色を使い、天候を表している。このことから幻想的で絵に吸い込まれそうな雰囲気をつくって

いる。このことから、宗教的なにおいも漂わせている。

・形から…西洋文化がどんどん日本に取り入れられている時期で、西洋の服や装飾品を描くことで、西洋に対する憧れ

をもたせようというねらいを感じる。憧れをもたせることで身近なものにさせようとしている。竜宮城も描

いてあるが、西洋の宮殿のように描いてところからも。

＜授業振り返り＞

私は、鑑賞にとても興味があります。今回の授業では、こんなに身近なところにいた人が、明治のはじめに自分のや

っていたことを広めたいと頑張っていたことにまず驚きました。私も授業で作品を作るけど、それほど自分の願いをよ

く考えて表現したことはありませんでした。アイデアを考えるときにもう一度 「何をどのように伝えたいのか、だから、

こういう表現をした」といったことを見直してみたいです。このことがいい作品と呼ばれるものになっていくことを再

認識しました。

「努力を要する」状況の生徒Ｂ・鑑賞プリントより

・題名から…浦島太郎はきっとこの時代のどの人も知っていたと思う。

・色から…（原色ではなく、柔らかいそうな色を使うことでほんわかとした雰囲気を出して見る人を落ち着かせる）

（ ）は、個人で考える場の時には書けなかったが、仲間との交流から書けた。

・形から…この時代に裸の人を描くことはなかったと思う。だから余計にインパクトがある。西洋画はこういったこと

がされていて興味をもつことができる。

＜授業振り返り＞

ぼくは鑑賞にあまり興味がなかったけど、今日の授業で、ぼく自身にインパクトのある絵を鑑賞したことから興味が

できてきました。また、鑑賞するポイントや方法が分かってきたことや、グル－プで交流したことで、ぼくが考えてい

たことと同じことを考えていたり、友達の意見から発見できたりして、楽しかったです。あと、今つくっている篆刻印

も、ぼくなりに願いを込めてしっかりとつくりたいと思いました。

以上、抽出した生徒の振り返り文章から、まず鑑賞活動の方法を知ったことで、鑑賞活動に対しての興

味や関心を高めたことである。そして、作品にはその作者の思いや願いがあることが分かり、その思いや

願いを大切にすることは、自分自身の作品の質を高めることにつながると理解したことが共通してあげら

れる 特に 努力を要する 状況の生徒Ｂに対して まず生徒の興味・関心を高めるための鑑賞題材 資。 、「 」 、 （

料）設定をして刺激を与えたことや、テ－マに向けて仲間とグル－プ鑑賞活動をすることで、自分の考え

。 、 、 、が認められて自信ができたことである また 仲間からの考えを取り入れることで さらに考えが深まり

表現できるようになった。このことから「おおむね満足できる」状況になったことが考える。

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

①生徒の興味や関心を高める題材開発

３年間で付けたい力を考えて地域に根ざした題材設定をおこなったり、生徒の意識調査から、学年の

発達段階を考えた適度抵抗のある題材設定により、生徒の鑑賞活動に対する興味・関心を高めることが

できた。

②基礎・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

鑑賞活動としての基礎・基本となる、付けたい力である能力面としての作品の見方や感じ方、よさや

美しさを感じ取る力や、内容面としての美術作品などの表現の意図や方法の理解、美術と人間とのかか

わりの理解について、興味・関心を高める場の設定を追加したことにより、改善前より確実に鑑賞力を

高めることができた。

③生徒が主体的に取り組むための評価方法の工夫改善

本時での課題を明確にして、その課題に迫るための視点を絞り込み生徒に伝えたことにより、何をど

のようにしたらよいのか理解して主体的に取り組みをおこない、教師も生徒も共通した評価項目で活動

することができた。

④どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法の工夫改善



改善前では、個人での鑑賞活動が中心であったが、グル－プ学習をして交流し、班長や仲間から教え

てもらうことで、自分の考えに自信のなかった生徒が、思ったり感じたりしたことに自信をもち、プリ

ントにまとめることや発表することにつなげることができた。

（２）次時の学習状況の結果から

（次題材「篆刻印づくり」デザイン・彫刻より：）

【篆刻印づくり】

下の表は、授業改善を行った次の題材学習状況の結果である。

【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）■ 、 。 34
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取り組み、アイデアスケッチを何枚も描いたり、家

での課題としたりして取り組む生徒が多くなった。

・発想や構想の能力に関しては、自分の願いを大切にする生徒が増え 「自分の願い」を「どんな方法」、

で伝えていくのかを考えた作品が多くなっていった。また、自分が心に浮かんだ形にするために、制作

過程の中で何度も発想や構想の確認をしたり、より願いにあった形にするために、完成予想の具体物と

して粘土で完成物を制作することを発想したりする生徒も多く現れた。

・創造的な技能に関しては、多くの生徒がアイデアをもとに願いにあった道具を選択して制作することが

できた。また、自分の願いにあう形にするために、より効果的な道具の活用を考える生徒も増えた。

・鑑賞の能力に関しては、自分の願いにつながった視点で表現することができたと、満足できる生徒がほ

とんどで、仲間の作品からも作品よさや見える美しさを見付け出すことができていた。前題材のときに

は満足できない生徒も、作品の見方やそのよさや美しさの見付け方を再確認したことで力が高まり、満

足できる状況になっていったと考える。

鑑賞活動を通して、鑑賞の能力を高めたことにより、自分の願いをどんな方法で伝えていくか考える生

徒が増え、願いをより具体化するために完成予想物を自主的に制作したりする姿などが見られたことか

ら、発想や構想の能力が高まったと考える。

以上のことから、題材に対する鑑賞活動はもちろんのこと、作家作品の鑑賞活動をすることによって、

生徒は明確な目標に向けて意欲的に学習に取り組むことが分かった。さらに、生徒の意識から求めている

、 、鑑賞題材や資料を予想して それらに応じた個へつながるグル－プ学習を取り入れた授業を行ったことで

、 。表現活動での発想や構想をすることの有効な手立てとなり 表現したい形にする生徒の育成につながった

今回の授業改善では、発想や構想の能力を高めるために鑑賞の能力向上に視点を当てたが、自己満足だ

けの表現をするだけでなく、自分の心に浮かんだ色や形に近づけるために、作品に対しての願いをもたせ

ることなど、どのような手立てを打つのかということを常に考えなければならない。それには、一題材に

合わせた鑑賞の内容はもちろん、その時期やタイミングを大事にすることも必要である。また、直接的に

その題材につながるものととらえず、長期的に渡った指導の過程で培われる力として考え、常に改善をし

ていかなければならない。


