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事 例 中学校 美術科 第１学年「木曽川の水を表す」

テ ー マ 作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付け、
「発想や構想の能力」を高める指導の在り方

授業改善のポイント ・作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための
「試作の時間」の設定

・作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための
「作家から学ぶ時間」の設定

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】<題材レベル 「じっと見つめた自分～鉛筆による自画像の表現～」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様々な自画像の作品に ①顔の角度やポーズ、 ①目、鼻、口などの形 ①様々な自画像の
触れ、自画像に対する 構図を変えることで と、それぞれの部位 作品に触れ、そ
憧れをもつ。 自画像の感じが変わ のバランスに気を付 の作品に見られ

評 ②自分らしい自画像を表 ることを理解すると けて表現する。 る表現のよさや
現しようとする。 ともに、自分らしさ ②鉛筆での明暗の付け 美しさを感じ取

を出すために顔の角 方を身に付け、顔の る。
価 度やポーズ、構図を 陰影を表現する。 ②仲間の心情や意

中心に構想する。 図と表現の工夫
②線の濃さ、太さ、速 を感じ取り理解

規 さなどを変えること する。
で自画像の感じが変
わることを理解する

準 とともに、自分らし
さを出すために線質

。やタッチを工夫する

【把握方法 「発想や構想の能力」について、前題材の「じっと見つめた自分～鉛筆による自画像】
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

・生徒の姿の観察 ・生徒の姿の観察 ・生徒の姿の観察 ・授業での発言内容
・授業での発言内容 ・授業での発言内容 ・作品 ・自己評価カードへの
・自己評価カードへの記 ・自己評価カードへの 記入内容
入内容 記入内容 ・鑑賞カードへの記入

・作品 内容

学習状況の結果と分析

【結果１】<題材レベルで記載。＊の数は 状況にある生徒数（全３６名）>「十分満足できる 「おおむね満足できる」」
観点／実現状況 名5 10 15 20 25 30 35

３１名ア 美術への関心・意欲・態度 *******************************
イ 発想や構想の能力 ２０名********************
ウ 創造的な技能 ２５名*************************
エ 鑑賞の能力 ２８名****************************
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・美術への関心・意欲・態度、創造的な技能、鑑賞の能力
実現状況が比較的高い。目・鼻・口などの形やそれぞれの部位のバランス、顔の陰影などに気を

付けて表現したり、仲間や先輩の作品からよさを感じ取ろうとしたりした生徒が多かったためであ
る。

・発想や構想の能力
４観点中、実現状況が最も低い。その理由を以下に述べる。

・作品に対する自分の思いを具体的にもてていない。
例えば、 子は「全体的に優しく、柔らかい感じを表現したい」という思いをもっていた。しかA

し 「優しい」や「柔らかい」という言葉を視覚的なイメージとして捉えていないため、自分の作品、
に生かすことができなかったと考えられる。

・作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けて考えることができない。
生徒には顔の角度、ポーズ、構図に関する資料や、線質やタッチに関わる資料を提示した。しか

し、例えば「優しい」感じにするためには顔の角度やポーズ、構図をどのようにすればよいかや、
線質やタッチの工夫をどのようにすればよいかがつかめていないのである。したがって、自分の作
品に生かすことができなかったと考えられる。

【結果２】<個人レベルで記載。A子の観点別評価の結果>
・発想や構想の能力
４観点中、唯一「努力を要する」状況であった。こん

な自分を描きたいという思いは強かったが、それをどの
ような顔の角度、ポーズ、構図で、線質やタッチの工夫
で表現してよいかが明確にできないまま制作に入ってし
まったためである。評価規準「発想や構想の能力」①②
が達成されておらず 「努力を要する」状況であると判、
断した。
このことは 子に限ったことではなく、他にもこのよA

うな傾向を示す生徒が見られた。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善
（１）授業改善の方針

、 「 」 。上記の結果から 生徒の 発想や構想の能力 を伸ばすための授業改善を推進することとする
中でも作品に対する思いと表現方法とを結び付けて考えさせることに力を入れる。
授業改善の具体的な方策を以下の２点から述べる。

①作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための「試作の時間」の設定
②作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための「作家から学ぶ時間」の設定

（２）改善の具体的な方策と実践
「 」 。以下は題材 木曽川の水を表す～ダンボールによる半立体の表現～ による方策と実践である
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 ・自分が思い浮かべる木曽川の水のイ １ ・自分が思い浮かべる木曽川のイメー

メージを文章化する。 ジを文章化する。

２ ・自分が思い浮かべた水のイメージを ２ ・自分が思い浮かべた水のイメージを
基に、スケッチブックに作品のラフ 基に、スケッチブックに作品のラフ

美術への関心・意欲・態度

発想や
構想の 鑑賞のC B A
能力 能力

創造的な技能

子の観点別評価の結果A
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３ スケッチを描く。 スケッチを描く。
３ ・ラフスケッチを基に、画用紙を切り

貼りしながら試作をする。
４ ①

・色の選び方や筆触（タッチ）につい ・モネ、スーラの作品から色の選び方
１１ て 混色や重色の効果の資料を見て １１ や筆触（タッチ）について学ぶとと、 、

彩色方法について理解し、発想・構 もに、資料を見たり、仲間が発想し
想する。 た彩色方法を聞いたり、自分で試作

１２ １２ したりしながら、彩色方法について
発想・構想する。 ②

、 、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
ワークスペース一面に作品を並べ、 ワークスペース一面に作品を並べ、
互いの作品を鑑賞し合う。 互いの作品を鑑賞し合う。

①作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための「試作の時間」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。本題材の場合、半立体の作品を制作するため、その傾向が顕著であった。そこ
、 、 。で 第３ ４時間目に画用紙を切り貼りしながら実際の作品のように試作をする場を設けた
（写真① （写真②））

子は、木曽川について以下のように書いている。A

青空の下で、太陽に当たってキラキラしている木曽川が印象に残っている。下流の方で
流れがすごくゆったりで、おだやかで、のんびりした感じが、なんとなく壮大な感じがし
た。そののんびりした感じと、壮大なスケールのところが、なんかすごく好きだった。

そして、最終的には「木曽川が周りの緑を映しながらゆったりと流れる様子」を表現した
いという思いになった。その後、スケッチブックにラフスケッチをしながら形の構想を練っ
ていた （写真③）しかし、幾つかの部品を組み立てながら一つの半立体作品に仕上げていく。
という本制作の特徴を理解するのは困難だったようである。ラフスケッチはどれも平面的な
作品に終始した。
そんな 子であったが 「試作の時間」の制作では納得のいく構想が練れたようである。A 、

それは、画用紙による部品を切り貼りするという本制作と変わらない方法で構想を練ること
ができたからである。短時間で 子は２つの試作品を制作したが（写真④ 、そこにはラフA ）
スケッチで見られた課題点は見当たらなかった。そのことについて 子は以下のように書いA
ている。

最初はなかなかいいアイデアが思い浮かばなかったけど、パーツ（部品）を組み合わせ
る中で、少しずつアイデアが浮かんできて、最終的な形が決まった。水が広がるイメージ
のパーツをはり合わせることでゆったりとした感じが出てきた。

「試作の時間」の様子（写真①） 「試作の時間」で制作された作品（写真②）
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試作の中で自分の発想に自信をもった 子は、本制作において全長３ｍもある作品をつくA
り上げた （写真⑤）大きな部品を切り取って貼り付けるのは大変困難であったが、弱音を吐。
くことなく最後まで粘り強く制作することができた。発想・構想の段階で得た自信が、その
後の制作に生きたと言えるだろう （写真⑥）。

②作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための「作家から学ぶ時間」の設定
第１１時間目には「水は水色である」という生徒の固定概念を崩す目的で、クロード＝モ

ネやジョルジュ＝スーラの作品に触れる時間を設けた （写真⑦）。
まず、生徒は、モネの「睡蓮」を鑑賞した。モネの「睡蓮」を選んだのは、時刻や天候、

反映している景色によって、水面に用いられている色が違うことに気付かせたかったからで
ある。６種類の「睡蓮」の作品を選び、班ごとに水面の部分に用いられている色を見付けさ
せた。そして、見付けたすべての色を全体で交流した。こうした活動を通して生徒は、水は
水色だけで描かれるものではなく、水面に反映されたあらゆる条件によって違ってくること
を実感していった。
次に、スーラの「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後 「グランカンのル・べック・」
デュ・オック 「ラ・グランド・ジャット島のセーヌの春 「ポール・アン・ベッサンの水狭」 」
に立つ昇降機 「ポール・アン・ベッサンの漁船団 「グラヴリヌの港」を鑑賞した。ここで」 」
もモネの作品同様、水に用いられた色に着目させた。その中で生徒は、水が単色の水色だけ
でなく、無数の複雑で細かい色点によって描かれていることに気付いていった。
その他にも、筆触（タッチ）についても着目させた。モネの一筆一筆丁寧に色を置くよう

な筆触やスーラの点描の技法は、生徒に筆触を意識させるには十分な資料であった （筆触に。
関しては、補助資料として１学期に鑑賞の授業で扱ったゴッホの作品も提示した ）。
その後、生徒は「作家から学ぶ時間」で学んだ色の使い方や筆触を生かして、彩色を進め

ていった （写真⑧ （写真⑨）その際、作家の作品が間近で見られるように、資料コーナー。 ）
を設置してモネやスーラ、ゴッホなどの作品を準備した （写真⑩）。
Ａ子は、モネの「睡蓮」の中に見られる水面が周りの風景を映し出す様子を作品の中に取

り入れたいと考えた。彼女は、木曽川が周囲の緑を反映し、青々としている様子を表現しよ
うとした。そして、青と緑を中心に使い、緑が反映した感じを出そうと彩色していった。筆

子のラフスケッチ（写真③）A 子の試作品（写真④）A

子の作品Ⅰ（写真⑤）A 子の制作の様子（写真⑥）A
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、 、 。触については スーラの点描の技法を取り入れ 細かい無数の色点を描いていくことにした
（写真⑪）

３ 授業改善後の成果
<題材レベルで記載。＊の数は 状況にある生徒数（全３６名）>「十分満足できる 「おおむね満足できる」」

観点／実現状況 名5 10 15 20 25 30 35
３３名ア 美術への関心・意欲・態度 *********************************

イ 発想や構想の能力 ２９名*****************************
ウ 創造的な技能 ２８名****************************
エ 鑑賞の能力 ２８名****************************

・発想や構想の能力
前題材「じっと見つめた自分～鉛筆による自画像の表現～」において「十分満足できる 「おおむ」

ね満足できる」状況にある生徒数は全体の５６％（３６人中２０人）であった。それに対し、授業

子の彩色方法（写真⑪）A

「作家から学ぶ時間」の様子（写真⑦） 生徒が見つけ出した彩色方法Ⅰ（写真⑧）

生徒が見つけ出した彩色方法Ⅱ（写真⑨） 資料コーナー（写真⑩）
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改善を行った本題材における生徒数は全体の８０％（３６人中２９人）にまで増加した。

（１）作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための「試作の時間」の設定について
「試作の時間」を設定したことで、作品をこうしたいという構想通りに作品化することが

できた生徒が増えた。特に、本題材のような半立体の作品や立体の作品を構想するには、こ
うした試作をすることが有効である。ラフスケッチでは構想しきれない部分まで構想するこ
とができ、豊かな表現に結び付いたのも成果である。ラフスケッチをして試作をするという
過程を経ることで、十分構想を練ることができたのが、豊かな表現に結び付いたと考えられ
る。

（２）作品に対する自分の思いと表現方法とを結び付けるための「作家から学ぶ時間」の設定につ
いて
「作家から学ぶ時間」を設定したことで、生徒の発想・構想に広がりが生まれてきた。生

徒の発想・構想は、他者との関わりの中で広がり、深まっていくものである。その他者とは
同じ教室で制作を共にしている仲間や教師のことであるが、今回は作家の質の高い表現であ
った。モネやスーラの作品とその表現に触れたことで、生徒の発想・構想は確実に質の高い
ものとなった。

次に個人レベルでの成果を記す。題材を通して着目した 子についてである。以下は、その 子A A
が書いてきた制作後の振り返りである。

表現したかった「木曽川の周りの緑を映しながらゆったりと流れる様子」が表せたと思う。特
に、スーラの点描をやってみるなど、色ぬりについては工夫できた。他にも 君の色づかいを取B
り入れる（青や緑を中心に使う）など 「周りの緑を映している」感じを出すために工夫した。、
あと 「ゆったり」した壮大な感じを出すために、できるだけ筆のあとがかすれないようにした。、
（部分的には流れの急な感じを出したかったので、かすれさせた部分もあるが）このように工夫
してきたことで、自分が表したかった木曽川の感じが出てきたと思う。

・発想や構想の能力
前題材において「努力を要する」状況であったのが 「十分、

満足できる」状況にまで到達した。

この振り返りの文章から分かることは、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というこA
とである。
例えば 「試作の時間」を設定したことで、アイデアが整理、

されてきて、自分が表現したかった形になったことは前述の
通りである。
また 「作家から学ぶ時間」を設定したことで、発想・構想、

に広がりが生まれ、モネのように周りの景色を反映した感じ
、 。を表現しようとしたし スーラの点描を取り入れようとした

その結果、自分が表現したかった木曽川の感じが表現でき、
満足のいく作品を制作することができた。
発想・構想の段階で自信を得たことによって、最後まで粘

り強く制作しようとする意欲が生まれたのも、大きな成果であった （写真⑫）。
終わりに、今後は、生徒の「発想や構想の能力」の把握の仕方と評価方法の工夫に一層力を入れ

ていきたいと考える。

美術への関心・意欲・態度

発想や
構想の 鑑賞のC B A
能力 能力

創造的な技能

子の観点別評価の結果A

子の完成作品（写真⑫）A


