
事例 中学校 美術科 第２学年 「暮らしに生きる彫刻～篆刻印～」

テーマ 「自分の思いと表現方法とを結びつけ発想や構想の能

力を高める指導の在り方」

授業改善 ①思いを形にするための「作家や先輩から学ぶ時間」の設定

の視点 ②思いを形にするための「抽象形の導き方をつかむ時間」の設定

１ 学習状況の把握と結果の分析

以下は２学期に行った題材「心の中の世界～ドライポイント版画～」での生徒の姿

や作品から実態を把握したものである｡

(1)学習状況の把握の方法

【評価規準】<題材レベル「心の中の世界～ドライポイント版画～」で記載>

ア 美術への関心・ イ 発想や構想の ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

意欲・態度 能力

①課題から制作を振 ①表したい思いに合 ①線や点による表現 ①作品から線や点に

り返り、試しや工 ったモチーフ、線 の効果をスケッチ よる表現の工夫や

夫をしながら表現 や点の美しい描き で表したり、正し よさを感じ取る。

しようとする。 方を考える｡ い手順で彫りや刷 ②作品を比較し、作

②必要な材料や道具 ②参考作品や試しか りをする｡ 者の意図や表現の

を準備している。 ら自分の意図に合 ②表したい感じに合 工夫を感じ取り、

③資料や仲間のよさ った彫り方を工夫 う線や点による表 交流する。

をみつけ、交流し し、刷り上がった 現を考えて下絵を

ようとする。 作品から、さらに 描き、彫りや刷り

彫り方を工夫す の効果を考えて彫

る。 りと刷りをする。

【把握の方法】

ア 美術への関心・ イ 発想や構想の ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

意欲・態度 能力

・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 ・学習記録カードへ

・学習記録カードへ ・学習記録カードへ の記入内容

の記入内容 の記入内容 ・ワークシートへの

・作品 記入内容

(2)学習状況の結果と分析

【結果】 <題材レベルで記載。＊は「十分満足できる」＋は「おおむね満足できる」状

況にある生徒数（全３８名）>

結果の数値は、上記の「把握の方法」に基づき教師が判断したものである｡



観点／実現状況 5 10 15 20 25 30 35 38 ＊＋合計

ア 関心・意欲・態度 ************+++++++++++++++++++++++ ３５名

イ 発想や構想の能力 ********+++++++++++++++++++++ ２９名

ウ 創造的な技能 **************+++++++++++++++++++ ３３名

エ 鑑賞の能力 ********++++++++++++++++++++++++ ３２名

【分析】

□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。この題材では、自分の心の中にあ

る思いを、線や点による表現の効果や、白と黒の構成の効果

を生かして、具体物の形や抽象形で表すことを目指した。

そこで、線や点による表現の効果、白と黒の構成の効果を

つかむための鑑賞活動と試作を制作に先立って位置付けた｡

鑑賞や試作によって表現の方法をつかみ、線や点で描くこ

とに慣れたことで、技能が高まったと考えられる。また、技

能面でのつまずきが軽減したことで、制作に没頭でき、関心・ 生徒作品「解放

意欲・態度も高まったと考えられる。

□発想や構想の能力

実現状況が他の項目と比べてやや低い。また、「十分満足できる」の割合も同様で

ある。自分の思いを具体物や抽象形へと変換することに困難を感じた生徒が多かった。

これは、思いから具体物や抽象形を導き出す手がかりとなる情報が十分でないこと

が原因と考えられる。また、思いを具体物や抽象形に変換する方法について理解が十

分でなかったり、経験が不足していたりすることも原因と考えられる。

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」を伸ばすために、次の二つの活動を

工夫し、行っていきたいと考えた。

①作家や先輩はどのように思いを形に変換していったのかをつかむ活動

作家や先輩は、どのような思いをどのような形に表したのか。作家や先輩の作品

を鑑賞することで、思いを形に置き換える方法を推察することができると考える。

②形を導き出す手がかりとなる情報の量を増やし、思いを形にまとめる方法をつかむ

活動

思いから連想される具体物の名称、運動の様子を表す言葉、「ぐんぐん」「きら

り」といった擬音語や擬態語などは、形を導き出す手がかりとなる。まず、こうし

た情報の量を増やす。

そして、具体物の形から単純化や強調によって抽象形を導く方法、動詞や擬音語

からリピーテーションやリズムといった美の秩序・構成の要素を用いて抽象形を導

く方法を知り、体験することで、表現方法をつかむことができると考える。



そこで、授業改善の具体的な方策を以下の２点から考えた｡

①思いを形にするための「作家や先輩から学ぶ時間」の設定

②思いを形にするための「抽象形の導き方をつかむ時間」の設定

(2)改善の具体的方途と実践

以下は題材「暮らしに生きる彫刻～篆刻印～」における方策

と実践である｡

本題材は、篆書の文字を刻む表現と、持ち手の部分を彫刻作

品としてとらえ、持ちやすくしかも美しい抽象形で立体的に表

現していく題材である。一般的に印章の持ち手には龍や動植物など具体物が彫刻され

ているものもあるが、この題材では、思いを美しい抽象形に変換していく表現の過程

を大切にすることで、発想や構想の能力を高めることをねらった。

昨年度の実践では、自分の思いや自分が美しいと感じるものから形を導き出すこと

に指導の重点を置いていなかったため、安易に先輩の作品の形を真似たり、既製のキ

ャラクターの形を取り入れる生徒が見られた。そこで今年度は、思いを形にする段階

での指導を充実させた。特に、第４時については、正面、横、斜めなどの様々な角度

から平面でとらえても、それを立体に結ぶことに抵抗を感じる生徒が多かった実態を

踏まえて挿入したものである｡

従前の指導計画（簡易版） 改善した指導計画（簡易版）

１ 彫刻としての美しさと工芸品として １ 印章の歴史や使われ方を学び、作品

の用の美を鑑賞する｡ を鑑賞し、作品に込める思いをもつ。

２ 美しさと使い勝手の両立した持ち手 ２ 抽象彫刻作品を見て抽象形の持つ美

のデザインを考えアイデアスケッチ しさを味わい、抽象形から感じられ

をする｡ るものを交流して抽象表現の可能性

を知り、抽象化の試しをする。

３ 思いから連想される具体物、動詞や

副詞（擬音語・擬態語）を挙げ、そ

こから単純化や強調、変形などによ

り抽象形を導く。

４ 導き出された抽象形をもとに粘土で

立体的にデザインを考える｡

３ 彫る手順とその過程の形を考え、彫 ５ 彫る手順とその過程の形を考え、彫

り方をつかむ。 り方をつかむ。

４ 棒やすりや彫刻刀を用いて、およそ ６ 棒やすりや彫刻刀を用いて、およそ

５ の形に荒彫りする。 ７ の形に荒彫りする。

６ 様々な方向から見て形を確め、少し ８ 様々な方向から見て形を確め、少し

７ ずつ彫り進め、ねらう形に近づける。 ９ ずつ彫り進め、ねらう形に近づける。

８ 彫刻刀や紙やすりで表面を整え、コ 1 0 彫刻刀や紙やすりで表面を整え、コ

９ ンパウンドで仕上げ磨きをする。 11 ンパウンドで仕上げ磨きをする。



10 文字の大きさや配置、陽刻と陰刻の 12 文字の大きさや配置、陽刻と陰刻の

違いを考えて印面をデザインし、印 違いを考えて印面をデザインし、印

面に転写し、彫り進める。 面に転写し、彫り進める。

11 印面を彫り、作品を完成させる｡ 13 印面を彫り、作品を完成させる｡

12 制作を振り返り、仲間と交流する｡ 14 制作を振り返り、仲間と交流する｡

①思いを形にするための「作家や先輩から学ぶ時間」の設定

□作家の作品から学ぶ

右図は本校の中庭に設置されている抽象彫刻である。この

ような身近にある作品に触れながら、抽象形のよさや美しさ

を味わい、作者がどのような思いをどのような形に表したの

かを知る。こうした鑑賞活動によって、自分の思いを美しい

抽象形に表したいという憧れをもち、自分の思いを抽象的な

形に表していく見通しをもつことができると考えた。 田口一己氏作「内在」

[作者の思い] [思いと形とのつながり（作者の制作意図）]

…誰もがその中に光り輝 ・球体＝希望、可能性といったよさや美しさ

く美しいものをもってい 「光り輝く」だから表面が磨かれている。

る。…希望、可能性、優 ・四角柱＝球の輝きを強調するために割ったまま

しさ、勇気、情熱…。そ 成長途中の姿を表している。

うしたよさや美しさを見 ・球と弧にくさびを打った形＝目のように見える

出せる目をもちたい。 内に在るよさや美しさを見いだす「目」

・先輩の作品から学ぶ 保育士や産科の

また、先輩の作品を鑑賞し、 看護師など小さ

その発想の過程を推察すること な子どもに関わ

ことで、思いを抽象形に変換す る 仕 事 を し た

る方法に迫ることができるよ い。

う、例えば右は、思いから具体

物を連想し、その形を単純化し [思い] [具体物] [抽象形]

て抽象形を導いたものである。

②思いを形にするための「抽象形の導き方をつかむ時間」の設定

□発想を引き出すための手法の開発や工夫

思いを抽象形に変換することは生徒にとって容易なことではない。ともすれば「優

しさ＝ハートの形」というように記号化したり、「野球を頑張る＝球（ボール）と

円柱（バット）」というように、すでにシンプルな幾何学形となっている道具の形

を採用したりということが起こりやすい。

ハートの他に優しさを感じさせるものはないか、スイングの軌道やボールをとら

える目など野球のどこに課題をもって頑張るのか、というように、他の視点から

考えたり、より具体的に考えたりすることが有効であると考えた。



こうした発想を引き出す手法として、「ウェビング」「ブレーンストーミング」

が有効であると考えた。

[ウェビング] [ブレーンストーミング]

受けとめる 「成長」から思い浮かぶもの

ｷｬｯﾁｬｰ ど真ん中 上から下へ 子ども→大人 芽生え 種 双葉

上へぐんぐん伸びる 元気モリモリ

指示 守備 ブン ! 軌道 夢 希望 強さ支える 親 栄養

たくましさ トレーニング 可能性

ﾁｰﾑﾜｰｸ 野球で優勝！ ｽｲﾝｸﾞ 段階 スーッと上がる 卵 鳥 …

声 走る 攻撃 脳の中に嵐を起こすように、次々と

打つ 思い浮かぶものを挙げていく。

励まし 気合 集中

課題設定や問題解決のために用る手法。物 ・人の意見を批判、否定しない。

や事、その動きや状態など連想されるもの ・質より量を重視する。

を次々に挙げてはチャート図にしていく。 ・３～５分の短時間で行う。

どちらも個人で行うより、小集団で行うほうが、お互いの発想を聞くことができ、

自己の発想の幅を広げていくことができると考えた。仲間との交流で出されたアイ

デアをもち帰り、さらに自分の思いから付け足しを行うこともできからである。

こうして導き出された言葉の中から形につながると思われるものを選び出す。特

に、「上から下へ」といった運動の方向を表すものや、「ど真ん中」といった位置

関係を示すもの、「スーッ」「ぐんぐん」といった勢いやリズムを感じさせるもの

は、有効な手がかりとなった。これによって、「野球＝バットとボール」という発

想から、「上から下へするどくバットを振り下ろす軌道が大切だ」というように、

発想の視点が変わったり、発想がより具体的になったりした。

□抽象形を導き出す手法の開発や工夫

抽象形を導き出す手法として、次の三つを参考例として示した。

[具体物の形を単純化・強調・変形する] 抽象形

自然物から美しい形を導き出す 具体物

平面構成で用いる手法で、具体物

をスケッチしながらその中に見ら 成長する

れる特徴的な形を見出し、単純な →芽生え

形に表したり、デフォルメしたり →ゼンマイ

して、美しい形の構成を追求する｡ 思い



[運動の方向や勢いをとらえる] 抽象形

例えばバットを振った軌跡やそ

の勢いをとらえ、形に表す。 バットの軌跡

速さやリズムの感じを擬態語で

表すのも効果的。スピードの違い 肩が下がらないように体

を太さや幅の変化で表したり、リ の軸を意識して体を回転

ズムやリピテーションといった美 させながら斜め上から下

の構成・秩序を取り入れながら、 へとブンッ！と振る

美しい形を追求する｡ 思い

[意味や関係から幾何学図形を導く] 抽象形

例えば「高まる」イメージを螺 ロープ

旋の上昇で表し、「仲間と互いに」 螺旋

をロープのようなひも状のものが

巻きついたような形をイメージす 勉強でも部活でも、仲間

るというように、言葉の意味や要 を大切にして、お互いに

素の関係から幾何学的な図形を導 高め合っていきたい。

き出し、美しい形を追求する｡ 思い

上記の資料を提示し、スケッチを繰り返した。伸び伸びと手を動かしながら、いく

つものアイデアスケッチを描いたり、微妙な線の曲がり具合や大きさのバランスなど

を吟味したりすることで、納得のいく形が導き出されてくると考えたからである。

３ 授業改善後の成果

<題材レベルで記載。＊は「十分満足できる」＋は「おおむね満足できる」状況にあ

る生徒数（全３８名）>

結果の数値は、生徒のスケッチや作品、学習記録カードなどから教師が判断したも

のである。学習状況の把握と結果の分析で取り上げた学級と同じ学級で記載する。

観点／実現状況 5 10 15 20 25 30 35 38 ＊＋合計

ア 関心・意欲・態度 *************++++++++++++++++++++++ ３５名

イ 発想や構想の能力 ***********+++++++++++++++++++++ ３３名

ウ 創造的な技能 ************++++++++++++++++++++ ３３名

エ 鑑賞の能力 ************++++++++++++++++++++++++ ３６名

□発想や構想の能力

前題材「心の中の世界～ドライポイント版画～」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２９人であった。それに対し、授業改善を

行った本題材では、その生徒数が３３人に増加した。



(1)思いを形にするための「作家や先輩から学ぶ時間」の設定

・作家や先輩の抽象彫刻作品を鑑賞することで、抽象彫刻のよさや美しさを味わ

い、表現の可能性を感じることができた。これによって、「自分も思いをこん

な美しい抽象形で表したい」という憧れや願いをもつことができた。

・作家や先輩が抽象彫刻に込めた思いを知り、思いがどのような形に表されてい

るか、思いをどのように抽象形に変換していったのかを知ることによって、思

いを抽象形に変換する方法をつかむことができた。

(2)思いを形にするための「抽象形の導き方をつかむ時間」の設定

・一人一人の思いについて、ウェビングやブレーンストーミングを小集団で行っ

たことにより、一人で考えていた以上のアイデアが出され、自分の思いを違っ

た視点から進められるようになり、より具体的に考えられるようになった。

・「具体物の形を単純化・強調・変形する」「運動の方向や勢いをとらえる」

「意味や関係から幾何学図形を導く」といった抽象形を導き出す手法を例示し

たことで、自分に合った方法で豊かに形を思い描くことができた。


