
事例 中学校 美術科 第３学年 「１５歳が創る礎の器」（陶芸）

テーマ 「鑑賞活動を工夫することで、豊かな発想を生み出し、一人一人が

色や形、材料からつくりだした表現の喜びを実感できる指導の在り方」

授業改善 ①豊かな発想力を生み出す指導計画の改善

の視点 ②発想や構想の能力を高めるための鑑賞の活動の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

以下は、１学期に行った題材「１５歳の心の世界」の制作について、生徒の姿や制作後

のアンケートの分析を行い、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「１５歳の心の世界」（絵画）〉

関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

・自分の心を深く見 ・自分の心の中の世 ・思いや願いを表す ・作者の心情や意図

つめ、感じ取った 界を発想し、スケ ために、自分が選 と創造的な表現の

こと、考えたこと、 ッチなどを基に想 択した画材の特性 工夫などを理解

夢、感情などの心 像力を働かせ、願 を理解し、表現方 し、作品に対する

の世界を表そうと いの伝わる構成の 法を試しながら、 自分の価値意識を

している。 仕方などを工夫す 美しく描くことが もって批評し合

ることができる。 できる。 い、よさや美しさ

を味わうことがで

きる。

【把握の方法】

・関心・意欲・態度

制作活動に向かう姿の観察、挙手発言の様子、学習カードの記述。

・発想や構想の能力

学習カードの記述内容、スケッチブックでの試作、制作過程の観察。

・創造的な技能

作品の変容と作品の仕上がり。

・鑑賞の能力

挙手発言の内容、学習カードの記述。

アンケート結果か

ら、生徒の関心・意

欲・態度での満足度

は高いが、特に鑑賞

での満足度は低いこ

とが分かった。



2)学習状況の結果と分析

【結果】題材レベルで記載

観点 実現状況 「十分満足できる」「おおむね満足できる」状況にある生徒

関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （２０名）

発想や構想の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （１３名）

創造的な技能 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （１６名）

鑑賞の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （１５名）

上の表は、生徒のアンケート結果と教師が把握した情報をもとにして、総合的に判

断したものである。

【分析】

・発想・構想の能力

教師の判断では、４観点の中で発想や構想の能力の実現状況が低い。それは、生徒

が進路への不安や希望を表そうとするテーマはもったものの、具体的な形や色で表現

することが十分にできておらず、似通った表現になっていたからである。

これは、教師の鑑賞活動の方法に課題があり、生徒が鑑賞したことを表現に結び付

けられなかったからだと考えた。また、造形的なものの見方や考え方を身に付ける指

導も十分ではなかったと考えた。

・鑑賞の能力

生徒のアンケート結果からも分かるように、鑑賞の活動を生かして、見方や感じ方

を学ばせる部分が少なかったと考えることができる。表現と鑑賞の活動は相互に関係

し合うので、発想や構想の能力を高め、必要となる創造的な技能を高める中で、鑑賞

の活動を組み入れれば、鑑賞の能力も高まり、鑑賞する中で得たものが、自ずと表現

（発想や構想）に生かされていくようになると考える。

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、鑑賞の活動を通して「発想や構想の能力」を伸ばすために授業改善

を推進する。中でも鑑賞の活動を通して作者の表現の意図や造形要素の見方や考え方を

明らかにし、鑑賞の活動から感じ取ったものを発想や構想に結び付けて考えれるように

することに力を入れたいと考えた。

(2)改善の具体的方途と実践

①豊かな発想力を生み出す指導計画の改善

例：「１５歳が創る礎の器」による具体的方途と実践

従前の指導計画（簡易版） 改善した指導計画（簡易版）

１ 鑑賞から器の形の機能美を味わ １ 素材である粘土に触れ、粘土の

い、器をつくることへの願いや憧 特性に学ぶことで、素材の可能

れを文章に表す。 性を知る。

※粘土に触れる時間の設定



２ 用途を明らかにし、美しさのある ２ 味わった粘土の可塑性と作家の

器のスケッチをする。 作品をもとにして、主題を考え

る。

３ 用途を明らかにし、美しさと機能 ３ 使いやすく美しい器のスケッチ

性を備えた器のスケッチをする。 をする。

４ アイデアスケッチを形にすること ４ スケッチを形にすることができ

ができる技法を見付けながらスケ る技法を見付けながら基礎とな

ッチをする。 る形をつくる。

５ 試しを基にしながら、アイデアス ５ 粘土の強度についても試しなが

ケッチを形にすることができる技 ら、スケッチを形にする技法を

法を見つける。 身に付ける。

６ 正しい接合の方法を身に付け、全 ６ 粘土の厚さが均一になるように

体の形が垂れ下がらず、触って外 基になる器を成形し、丈夫に接

れない強度がある接合をする。 合したり締めたりする。

７ 粘土の厚さが均一になるように基 ７ 鑑賞活動を通して、粘土の特性

８ になる器を成形し、丈夫に接合し を生かした肌合いや、主題を達

たり締めたりしながら成形する。 成する肌合いについて思考し、

つくる。

９ 成形や加飾によってなめらかさや ８ 成形や加飾によってなめらかさ

風合いや美しさの感じられる器を ９ や風合いや美しさの感じられる

つくる。 器をつくる。

10 マチエールをつけたり、表面の艶 10 マチエールをつけたり、表面の

をつけたりすることで美しさや土 艶をつけたりすることで美しさ

の風合いを生かした仕上げをす や土の風合いを生かした仕上げ

る。 をする。

11 主題をもとにマチエールをつけた 11 主題をもとにマチエールをつけ

り、表面を磨いたりするなどの方 たり、表面を磨いたりするなど

法を選択して仕上げる。 の方法を選択して仕上げる。

12 主題をもとにマチエールをつけた 12 主題をもとにマチエールをつけ

り表面を磨いたりして作品を美し たり表面を磨いたりして作品を

く仕上げる。 美しく仕上げる。

本題材「１５歳が創る礎の器」は、本校の総合的な学習である「礎」という年間を

通して花を育てる活動との関連が深い。自然のよさや土という素材の生かし方を考え

ながら陶芸を行う活動であるが、彫刻的要素を多く含んだ活動である。また、実体験

を通して自分や対象となる自然を見付めるため、主題がもちやすく、発想や構想の能

力も高めやすい題材であると考えている。

しかし、授業を改善する前の作品は、マチエールが整った作品が多く、土の風合い



を十分に生かした肌合いになっていなかったという課題

もある。それは、題材の導入時の鑑賞活動で提示する作

品の質や種類に課題があったからではないかと考える。

そこで、改善後においては、次のような試みを行った。

まず、導入時に素材に触れる時間を組み入れることで、

粘土での制作活動の可能性や素材の特性を知る時間を設

けた。それは、机上で考えることと実際に素材に触れて

考えることは大きな違いがあるからである。

二つ目は、制作の進んだ第７時において、粘土の特性

を生かした肌合いについて、いくつかの作品を提示して、

比較する鑑賞を行ったことである。

比較する視点は、粘土の特性を生かしているのは、どの作品であるかということと、

自分の主題を達成する肌合いはどうなのかということである。

②発想や構想の能力を高めるための鑑賞の活動の工夫

生徒の発想や構想の能力を十分に引き出せていない原因に、鑑賞時間の設定の在り

方があることは前述した通りである。

そこで、鑑賞の活動を毎時間の表現の時

間に組み入れることと、美術室の環境整備

に努めることにした。

鑑賞の活動においては、提示した作品の

主題や素材の特性、土の風合いの生かし方、

器としての機能性、作品の存在感などを比

較する視点として設けた。その結果、短い

時間ではあるが、お互いが感じ取った内容

を仲間と交流する中で、作品に対するいろ

いろな見方や感じ方を学びあえると感じたからである。

美術室の環境整備としては、現代陶芸美術館の陶芸作家の作品資料を美術室に設置し

た。それにより、日常的に鑑賞の活動を行える環境が整備されてきた。過去の生徒作

品も多く展示するようにした。生徒作品には主

題もつけて展示をした。表現意図と表現方法が

結び付き、自分の表現に生かしやすいと考えた

からである。



３ 授業改善後の成果

〈題材レベルで記載〉

観点 実現状況 「十分満足できる」「おおむね満足できる」状況にある生徒

関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （２２名）

発想・構想 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （２２名）

創造的な技能 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （１７名）

鑑賞 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（２３名）

上の表は、完成した生徒作品と学習カードなどから教師が総合的に判断したものである。

(1)豊かな発想力を生み出す指導計画の改善

指導計画の中で、題材導入時に粘土の特性を知り、味わう時間を設定したことで、押

す・伸ばす・ちぎるなど粘土の可塑性を知り、素材の

特性を生かした発想を行うことができる姿が増えた。

「思っていた以上に」ボリュームがあり、柔らかく、

小さな部品をつくってもひび割れたりしないという感

想を述べていたことからも分かるように、自分が想像

していた以上の素材の特性

によって、素材から発想す

る力を高めるこ とができ

た。

そして、 7 時間目におい

て、「表面を整えた作品」

と「表面がでこぼこで、土

の感じを生かしている作品」と、「ざらざらした表面の作品」

を提示したことで、主題である「礎」について再度考える

ことができた。

また、提示した作品の肌合いを比較する中で、主題であ

る「礎」に対する思いについて考えさせると、「つるつるし

た形にしようと思っていたけど、でこぼこしている作品を見て、その方が礎に対して自分

が考えている、一生懸命取り組んでいるけど、うまくいかないことや不安が表わせると思

う。」という意見や「ざらざらした表面から、礎の土という感じが伝わるし、温かさも感

じるようにすることができる。柔らない感じから植物への優しさも感じる。」という意見

が出た。以前は、表面の肌合いを整えて終わるだけであったが、肌合いを意識することで、

より深みのある肌合いをもつ作品ができあがった。

また、「凸凹したり、ざらざらしたりするのも礎らしさが伝わるが、私は、花のきれい

に咲く感じが出したいので、つるつるに仕上げていきたいと思う。」というように、機能

美から肌合いを考える生徒もいた。



(2)発想や構想の能力を高めるための鑑賞の活動の工夫

鑑賞の機会を増やすことで、たくさんの造形要素から感

じ取ることができ発想の幅は広がった。また、現代陶芸美

術館などの資料から、掲示物や授業中に自由に鑑賞できる

資料を作成したことで、日常的に造形に優れた作品を目に

することができるようになった。

また、過去の生徒作品についても、制作のスタートや制

作途中でいつでも見て参考にできるようになり、自然と足

を運ぶ生徒が増えた。

また、毎時間の鑑賞活動を行うことで、提示された作品

の造形要素から制作方法や願いについて仲間と批評し合う

ことができるようになった。


