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事 例 中学校 美術科 第１学年 「命の実」～ミラクルカットから広がる不思議な世界～

テーマ 粘土表現による豊かな発想・構想の能力を高めるための指導の在り方

授業改善のポイント 強い願いを連続・発展させるための試行活動の工夫・
・願いと造形要素とをつなぎ、表現に生かす資料提示の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準 〈題材レベル「池田の春 ～植物に思いを託した構想画表現～」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普段見慣れている植 ①入学の感動という生 ①気に入った植物の大 ①植物の色や形の柔
物を微視的に見るこ 活体験と自分の表現 小、角度、重なりと らかさや豊かさな

評 とでの形や色のおも したい思いをつない 自分の思いを重ねる ど自然物のよさや
しろさに気付く。 で、表現への願いを ことで、自分の思い 美しさを味わう。

価 ②中学生になった自分 豊かにもつ。 にあった画面構成を ②先輩や師範作品な
の思いを植物の生命 ②造形要素と思いをつ 工夫する。 どから多くの造形

規 力に重ね、生き生き なぎながら植物を構 ②自分の思いにあった 作品に親しむ。
と表現する。 想したり、色彩のも 色の使い方（色数の ③仲間の作品に込め

準 つイメージや彩色技 工夫 、明暗、タッチ られた思いを造形）
法を思いとつないだ の工夫をして丁寧に 要素とつないで感
りして工夫する。 表現する。 じ取る。

【把握方法】

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

・制作中や準備、後片付 ・主題についての発言 ・モチーフの特徴を捉 ・自然物の美しさを感じ
けなどの姿 や振り返りの文章 えた作品と制作の様 取る姿の観察
・主題に関わる授業での ・アイデアスケッチの 子 ・資料に進んで関わる姿
発言内容や表現 質と量 ・モチーフの位置や大 ・師範資料や仲間の表現
・資料の活用や収集の姿 ・画面構成と思いをつ きさをイメージから から表現の工夫を進ん
・自己評価カードへの記 なぐ発言内容や試行 構成して描いた作品 で取り入れたり、相談
入内容 表現 と制作の様子 したりする姿の観察

・色彩、彩色技法と思 ・色と自分のイメージ
いをつなぐ発言内容 をつなげ、彩色した
や試行表現 作品と制作の様子

学習状況調査と分析

【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３６名 〉】 ）
観点／実現状況 名5 10 15 20 25 30 35

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 名ア美術への関心・意欲・態度 32
イ 発想や構想の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 名18
ウ 創造的な技能 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 名28
エ 鑑賞の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 名31
・４観点の内ア、ウ、エの項目はおおむね良好である。

・発想や構想の能力
４観点中、実現状況がもっとも低い。
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・願いはもてるものの、発想や構想の能力が十分に身に付いていない。

題材との出合いにおける願いはもてるものの、それを連続・発展できなかったり、願いを具体化する

ために必要な造形要素を選び取ったりする力が弱い。

【結果２ 〈個人レベルで記載。Ａ男の観点別評価の結果より〉】

・発想・構想の能力

図１にＡ男の観点別評価を示した。美術への関心・意欲・態度、

創造的な技能、鑑賞の能力はおおむね良好であった。しかし発想・

構想の能力のみ唯一｢努力を要する｣状況であった。Ａ男は「池田の

春」で、作品を通して表現したい願いを以下のよう文章で表した。

中学生になって頑張りたいことは部活と勉強です。でも毎日疲

、 、 。れてしまって すぐ寝てしまったり さぼったりしてしまいます

そんなに時、○くんや△くんが一緒にがんばろうと言ってくれる

と元気が出るので そんな思いを表したいと思います。

そして写真①のようなアイデアスケッチを描いた。この作品から、

○の形に支えてくれる仲間をイメージしたものの、イメージと描きたい植物のイメージがつなげられず、

まとまらない状態となっている。

写真① 写真②

写真②は実に仲間を重ねてあるものの、不安や仲間の支えといった思いを表すための造形要素が明確で
ないので実の配置や大きさに変化が少なく、単調な表現となっている。このことから、題材を通して大切
にしたい願いはあるものの、より強い願いとしたり、願いをどんな造形要素で表現したらよいかを発想し
たりする能力に弱さが見られることが分かる。この傾向は、Ａ男に限らず、他の生徒でも見られることが
多かった。

授業改善へ

２、分析に基づく授業改善

（１）改善の方針

以上の学習状況の結果と分析から、生徒の「発想や構想の能力」を伸ばすための授業改善を進めるこ

ととする。具体的には題材を通して願いを連続・発展していくための手だてや、その願いを明確な造形

要素につなげて表現するための手だてが必要であると考え、授業改善の方向を以下の２つとした。

①強い願いを連続・発展させるための試行活動の工夫

②願いと造形要素とをつなぎ、表現に生かす資料提示の工夫
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図１ Ａ男の観点別評価の結果
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（２）改善の具体的方途と実践
以下は題材「命の実～ミラクルカットから広がる不思議な世界～」による方策と実践である。

①強い願いを連続・発展させるための試行活動の工夫

願いをふくらませる手立てとして、これまでは、文章にしたり、アイデアスケッチに表したりする

。 、 、 、ことが中心であった ｢池田の春｣の場合は 題材との出合いの後 中学校生活での願いを作文にまとめ

野外に出て、自然物との出合いの場をもたせた。しかし自然物と、主題から生まれる自分の願いをつな

げることに弱さがあり、前述のＡ男のようにアイデアスケッチや本制作に入る場などで表現がなかなか

豊かなものにならなかった。

そこで本題材では以下のように題材の各段階において、強い願いをもたせたり、連続・発展させる

ための試行活動を位置付けることとした。

【改善前】 【改善後】

○題材導入のみでの師範作 ○題材の導入時と発想を広げるために中心となる時間の各
品や自然物体験から、願 段階で試行活動を位置付ける。
いを文章化し 発想する 第１時…お気に入りの野菜を自由にカットし、強い願い、 。

もつ場
第１０時…再び野菜をカットする場。同時に制作した作

品もカットし、これまでの願いを強化し、発
想をより広げる場

○第１時の試行活動から
下の写真③、④は本題材の第１時において、生徒が思い思いに持ち寄った野菜や果物を自由にカッ
、 、 、 。 、トし それらの色や形 臭い 断面のおもしろさなどを味わっている場面のものである 写真③では

大きなキャベツのどっしりとした量感や凸凹したマチエールに、人工物にはない生命感を感じている
生徒が多かった。その後、写真③のようにカットした断面を見て、ギュッと折り重なった葉を見た生
徒は『命が折り重なっているみたい 』と感想をもった。写真④はまた地元の山で採集したアケビをカ。
ットしたものである。生徒達は 『外見の地味な印象と全然違う。赤くて少し不気味だけれど、たくさ、
んの命がつまっているみたいですごい 』などと、初めて見る断面の中身に思いを馳せていた。。

写真③ 写真④

生徒達は、活動の中でそれぞれの野菜や果物で、カットする時の堅さの違いがあることや、切った
瞬間に広がる臭いなど、五感を働かせながら、中に閉じこめられている“命”へのイメージを膨らま
せていった。
その活動の中でＡ男は以下のような感想をもち、願いをふくらませていった。

いつも見ていたかぼちゃだけど、自分で切ってみたのははじめて。切った感じは思ったより柔
らかくて、温かな感じだった。触った感じも表面がすごく凸凹していてごつごつしていた。そん
なところが生きているって感じがする。中の実や種の形がおもしろくて、外見もだけど、切った
ところもつくってみたい。この一つ一つの種から新しい命が広がる感じにするとおもしろい作品
ができそうだ。
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○第６時の試行活動から
下の写真⑤は、題材の第１０時間目、本体となる実が完成し、実から飛び出した命を制作する時

間の様子である。この場で生徒は思い思いに作品をカットし、それまでイメージをふくらませてき
た『飛び出す命のイメージ』をより強くしていく。この時、粘土作品のみでなく試行活動で行った
ように実際の野菜を同時にカットさせることとした。２度目のカットの後、Ａ男は以下のような感
想をもち願いを強めていく姿が見て取れた。

このかぼちゃは畑でおじいちゃんが心を込めて
つくっているんだ。最初は形がおもしろいだけだ
ったけど、このカボチャができるまでに、たくさ
んのつくった人の苦労や愛情があるんだなぁと感
じた。僕も少し手伝ったし、切ってみたら最初に
切ったときには気付かなかったけれど、種の一つ
一つの色や形が少しずつ違っていたり、繊維みた
いなものがからまっていたりしていた。そんな生
きている感じを大切にして、たくさんの命が飛び
出てくるようにつくってみたいな。新しい植物の
ツルや芽などが、太陽に向かってどんどん伸びて
いくようにしてみたらどうかな。

写真⑤

②願いと造形要素とをつなぎ、表現に生かす資料提示の工夫
これまでも指導過程の中で、必要に応じて資料提示を行ってきた。しかしいつも同じように効果

を発揮したわけではなかった。要因として、もった願いを具体的な造形要素と結び付けられないこ
とが挙げられる。そこで以下のように改善をすることとした。

【改善前】 【改善後】

○資料提示はするものの ○ねらいにそうだけでなく、生徒の実態把握からその子に必要
ねらいに即してなかっ な造形要素を描き出し、以下の視点で資料を提示する。
たり、生徒の実態に応 ア、イメージを表すのに必要な造形要素を明確にする比較資
じりしていない。 料の活用

イ、イメージを強化するための新しい視点を示す資料の活用

ア、イメージを表すのに必要な造形要素を明確にする比較資料の活用
○第７時のアイデアスケッチの場で

生徒が、願いを思うようなイメージに表現できない場面は指導過程の中で幾つかあるが、特にア
イデアスケッチと制作の初期の段階での場面で顕著であることは前題材「池田の春」でも明らかで
あった。そこで、第７時の飛び出した命をイメージするアイデアスケッチの場で、生徒のイメージ
を形に表現できるよう写真⑥、写真⑦のように比較資料を提示した。

写真⑥ 写真⑦
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Ａ男は、実から飛び出した命を“太陽に向かってぐんぐん伸びる”というイメージで描いた。し
かし、どうしても力強さが出ない…と感じていた。写真⑥を提示し、感想を求めた。Ａ男は 『伸び、
ていく感じはあるけれど。どうも単純な感じがする。物足りない。自分のもそんな感じなのだ 』と。
語った。続いて写真⑦を提示すると 『おおっ 』というつぶやきをもらし、次のように語った 『力、 。 。
強く伸びていく感じがこっちのほうがずっとある 』比較資料を提示し、力強さを表すのに必要な造。
形要素に気付かせることとした。Ａ男は『ぐるんとした茎の動きや太さがある。太陽の光の大きさ
や数も。太陽の位置も違うな 』と語り、その発言から描きたいものの大きさ、太さ、数、角度、位。
置を工夫することが、自分の願いにより迫ることであると気付き、制作を進めていった。

○第１０時・制作の初期の段階で
第１０時においてＡ男は、自然の恵みと人の愛情をたっぷり受けてたくましく成長する命をイメ

ージして制作を開始した、しかし思うような“ぐんぐん伸びていく”イメージに近づかなかった。
そこで、写真⑧、⑨のような比較資料を提示し、粘土制作の場でも、イメージをより表すのに必要
な造形要素を意識させた。

写真⑧ 写真⑨

Ａ男は、写真⑧に自分の作品と同じ表現の弱さを感じた。その後、写真⑨からたくましさを感じ
取り、その理由を 『茎に凸凹があって、生き物らしいし、たくましく伸びていく場合は、悩みもあ、
るので、曲がった方が自分のイメージにあうと思う。土台の方が太くなっているところや、他の他
の材料が使ってあるところもおもしろと思うから 』と語った。そこで教師が凹凸、動き、太さ、他。
の材料との組み合わせという造形要素の視点を与え、制作に向かえるようにした。

第１０時の学習カードの振り返りにＡ男は以下のように書いた。

カボチャでつくった時のように、粘土で凸凹を工夫したほうが、生きている感じが表現でき
た。茎もぐっと太くしてどっしりした感じの方が自分の表したいイメージにぴったりの感じが
したので、この調子でつくっていきたい。

その後Ａ男は、実の中から、伸びていく植物の茎の太さを工
夫したり、身の回りに自然材を配置したり、茎や葉のマチエー
ルに凹凸の変化をつけたりして自分なりの願いを表現しようと
制作に取り組んだ。
写真⑩は意欲的に取り組むＡ男と、互いにアドバイスし合い

ながら制作に取り組む班の仲間たちの様子である。

写真⑩
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イ、イメージを強化するための新しい視点を示す資料の活用
制作が進むにつれて、手が止まることが多くなったＡ男。理由を聞いてみると願っている力強さや
広がる感じが出せないためであることが分かった。 そこで、写真⑩のような茎が自由に伸びていっ
たり、写真⑪のような粘土以外の材料の活用を意図したりした資料を用意し、Ａ男に提示した。

写真⑪ 写真⑫
これらの資料はＡ男が制作に行きづまりだした第１２・１３時にそれぞれ提示したものである。写

真⑪の資料は第１２時で、一本の茎だけでなかなか広がりを表現できない面で提示した。写真⑫の資
料は、粘土の質感や特性では表現しにくい、ふわふわした感じや、飛び出していく感じを表現するの
に、他材料の活用が有効であることをつかませようと意図したものである。Ａ男は、飛び出す感じを
細い粘土のひもで表現しながらも、強度が足りずしっかり固定できないため悩んでいた。そこで粘土
以外の材料を活用することで願いに迫れるとという新たな視点を与えた。

写真⑬ 写真⑭
写真⑬、写真⑭は第１２時終了時のＡ男の飛び出した命を表現した作品の部分である。願いに迫るよ
うに茎の太さや広がる感じ、他材料の活用が意図的に行われていることが分かる。

３ 授業改善後の成果
本題材後に捉えた実現状況は以下のとおりである。

〈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３６名 〉）
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

３０名イ 発想や構想の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ウ 創造的な技能 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ２８名
エ 鑑賞の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ３２名
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・発想や構想の能力
前題材「池田の春」においては｢十分に満足できる｣｢おおむね満足できる｣状況にある生徒は全体の約半数

であった。それに対して改善を行った本題材における生徒数は全体の約８３％まで増加した。

①強い願いを連続・発展させるための試行活動の工夫

豊かな発想をするためには “こんな表現にしてみたい”という強い願いが必要である。今回の題材を、

通して、題材との最初の出合いでは、切るという行為から、対象の造形的なよさや今まで見たことのな

い新しい視点のおもしろさに十分浸らせることができた。また再度制作中に切る場面をつくり、そこで

は、対象とともに、自らの作品もカットすることで、形の変化が生み出すイメージの広がりから発想の

源を見つけ出したことで、制作への願いを連続・発展できたと考える。

②願いと造形要素とをつなぎ、表現に生かす資料提示の工夫

資料提示とは、新しい表現の質を投入することであり、効果的な資料を提示することの有効性を改め

て感じた。今回は造形要素を明確に意識させる比較資料の提示と、イメージの広がりを意図させる資料

の提示の２つの視点で取り組んだ。その結果、Ａ男をはじめ、多くの生徒が自信をもって制作に取り組

むことができるようになってきた。そのために生徒の願いやつまずきを的確につかむための常時的な会

話や学習カードの分析など、日々の累積的な評価を行いながら、意図的な資料提示を行い、新たな表現

の質を投入することで、生徒は願いにあう表現を獲得し、より豊かな発想をしていくと考える。

次に個人レベルでの成果を記す。題材を通して寄り添ったＡ男についてである。Ａ男は、制作への関

心・意欲は高いものの、満足した表現の高まりを味わうことがなかなかできなかった。特に、自分なり

の願いが表現の中に生きてこないことに不満を感じていた。そこで、彼のイメージを具体化する造形要

素をその都度明確に示すことで、満足する表現を獲得させようとした。

以下に制作後のＡ男の観点別の評価の結果と感想を示す。

Ａ男は、何種類かの野菜や果物をカットする中で、外から見
た印象だけでなく、断面の形のおもしろさにも着目し、つくり
たいものへの願いをふくらませていった。後半の粘土制作の場
では、Ａ男の表現への思いをつかみ、そのイメージのふくらみ
を支えていく累積的な資料提示を行ったことで、これまで、自
信のなかった彼の制作が大変ダイナミックな表現となり、多く
の仲間から賞賛を受けることになった。写真⑮、⑯は賞賛を受
けた鑑賞会の時のＡ男の作品である。
これまでの制作を振り返りＡ男は 『僕は、今までなんとな、

くつくりたいものがあってもはっきりしなくてなかなかまとめ
られなかった。でも今回の制作では、つくりたいものをはっきりさせることができた。そしてそのつく

、 、 、 、りたいものは今回は つるや太陽 雨などだったけれど その数や太さや大きさなどをいろいろ考えて
“育てた人の愛情を受けてどんどん伸びる”感じをよく出せたので楽しかった。特に粘土の表現をごつ
ごつさせたり、光のパーツの大きさや並べ方、向きを工夫した。こういうことを工夫すれば今までと全
然違うすごい表現になることが分かってうれしい。これからも、つくりたいものをどう工夫すればよい
かを意識してつくっていけるとよいと思った 』と語った。。

写真⑮ 写真⑯
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図２ Ａ男の観点別評価の結果




