
事例 中学校 美術科 第２学年 「土の時計」

テーマ 「みる力や感じ取る力を養い，豊かに発想や構想の能力を高める指導の在

り方」

授業改善 ①みる力や感じ取る力を養うための鑑賞会の在り方及び言語活動の充実

の視点 ②生徒の発想や構想の能力を引き出す手立ての工夫

③生徒の発想や構想の能力を伸ばす視覚資料の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

以下は，本年度前期に行った「明日を見つめる私」（自画像）の制作において，生徒の姿や振り返

り，制作後の調査の分析を行い，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】

ア 美術への関心・意 イ 発想や構想の能力 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

欲・態度

・自画像制作のよさを ・自分の表したい「思 ・自分のもつイメージ ・仲間との作品交流か

知り，様々な技法に い」や「願い」から の世界を表現するに ら色の組み合わせの

よって表現すること 作品主題を明確にも 当たって様々な技法 美しさ，様々な彩色

に対して関心をもち， ち，それを表すため を理解し，試行錯誤 技法のよさや作者の

意欲をもって自分の の効果的な色の組み しながら自分の「思 表現意図を感じ取

イメージした世界を 合わせや画面構成を い」や「願い」に最 り，自分の制作に生

表そうとする。 工夫することができ も合うものを選び取 かそうとすることが

る。 り，豊かに表現する できる。

ことができる。

【把握の方法】

・美術への関心・意欲・態度

生徒の姿の観察，授業での発言内容，学習カードの記述

・発想や構想の能力

生徒の姿の観察，作品，学習カードの記述

・創造的な技能

生徒の姿の観察，作品

・鑑賞の能力

授業での発言内容，学習カードの記述，鑑賞カードの記述



題材終了時に以下のような意識調査を行った。 （人）

設 問 内 容 はい いいえ どちらでも

美術への関心・意 モチーフである自分を深く見つめ，自分の内面を表現しようとしたか 150 14 8

欲・態度 自分らしい表現を意欲的に求めることができたか 150 13 9

発想や構想の能力 自分の「思い」や「願い」を基に主題を決めることができたか 125 40 7

主題を表す色や形，画面構成を工夫できたか 94 70 8

主題を基にしたアイデアスケッチはできたか 92 70 10

創造的な技能 モチーフである自分を深く見つめ，描くことができたか 98 64 10

自分の主題に合った道具を選び取り描くことができたか 145 21 6

鑑賞の能力 仲間と作品を批評し合い表現を高めることはできたか 98 68 6

自他の作品を鑑賞し，よさや美しさを感じ取ることができたか 112 40 10

（２）学習状況の結果と分析

上記の意識調査のうち，生徒の意識が低いと思われる「発想や構想の能力」と「鑑賞の能力」に

ついて以下のように考えた。

①評価の観点にかかわる分析について

・「発想や構想の能力」にかかわって

作品づくりの流れの中で，発想や構想の段階においてつまずきを感じている生徒が多いこと

が分かった。その要因として，これまで限られた時間の中で「つくること」（技能）に指導の重

点がおかれ，その前提となる「発想や構想」の指導に弱さがあったことが挙げられる。制作の

流れの中で発想や構想の段階は，生徒が個性を明確に表す事ができる段階である。本来，美術

の学習においては，すばらしい作品をつくることが目的ではない。表現や鑑賞の活動を通して，

美的で心豊かな発想力・構想力を育て，自分の「思い」や「願い」を的確に美しく表現できる

ようにしていくことが重要な目的である。さらには，実生活の中でその経験を生かせるように

していくことも大切である。その中心となるものが豊かな感性に基づいた発想や構想の能力で

あり，発想や構想の段階に重点をおいた指導を行い，完成作品を評価するだけでなく制作の過

程を大切にする指導をしていくことが重要である。

・「鑑賞の能力」にかかわって

仲間が作品のよさを理解できても，制作した生徒が自分の作品のよさを理解できず制作に意

欲を失う姿も見られた。今後，鑑賞会や交流会の在り方の工夫や，視覚資料の充実などにより

様々なものの見方や感じ取り方を習得できるようにしていく。そして，習得した見方や感じ取

り方を活用して，見付けたよさや改善点について根拠を明らかにしながら豊かに発言したり書

いたりする姿につなげていくことが重要である。

②生徒の実態を基にした指導過程の工夫について

昨年度までも，生徒の実態を把握し，指導方法を見直したり指導の焦点化を図ったりしてきた

が，それは題材開始時と終了時の比較であったり，絵や彫刻といった同じ分野での比較検討であ

った。生徒の中には，絵を描くことは得意だが立体作品の制作は苦手であったり，ものをつくる

ことは苦手だが，鑑賞においては力を発揮できたりするなど様々な実態がある。そこで本年度は，



絵や彫刻など異なる表現において行った調査を比較検討し授業改善に努めることとする。

以下は，絵と工芸において調査を行い，本年度重点としてきた「みる力」にかかわり平面作品

制作時に学んだ「ものの見方」が立体作品の制作においても生かされているかを授業時の生徒の

様子や作品から判断した結果である。

【「わたしの手の力」鉛筆デッサン 第１学年（前半）題材 絵領域】

質問：今後あなたがデッサンを行う際，モチーフをどのようにみて描きますか。

（1７1名を対象に題材終了時に実施。記述式，複数回答可。）

・様々な方向（角度）からみる・・７６名

・細部までよくみる・・・・・・・６６名

・触りながらみる・・・・・・・・３３名

・比較してみる ・・・・・・・・ ８名

（全体と全体，部分と部分のバランス）

・分からない ・・・・・・・・・・５名

【「土の時計」 焼き物の置時計制作 第２学年（後半）題材 工芸領域】

質問：先輩の作品（参考作品）に向かった時，どのようにみると今後の制作に生かすことがで

きるでしょうか。

（1７3名を対象に題材開始時に実施。記述式，複数回答可。）

・様々な方向（角度）からみる・ １０８名

・細部までよくみる・・・・・・・８８名

・触ってみる （触感でみる）・・・５０名

・作者が何を表したかったか考えながらみる（表現意図）・・・・・・・・・３１名

・比較してみる（全体と全体，部分と部分のバランス）・・・・・・・・・・１０名

・分からない ・・・・・・・・・・３名

以上の調査結果等を総合してみると，「様々な方向（角度）からみる」という回答が伸びている

ことから，「多角的にものをみて，そのよさや特徴を捉えようとする力が付いてきている」という

ことが分かった。また，第１学年時の制作において学んだ実際にモチーフに触ることで見付けよ

うとする力（触覚を通してみる力）が土の時計（工芸）においても見られることから，多様な視

点をもって対象を見ようとする姿が増えてきていることが分かった。

一方，課題として，「比較してみる」という回答の伸びが僅かであった。比較をして見る力を養

うような視覚資料(図１・２参照)の工夫や導入の指導改善が必要であることが分かった。



２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

上記のような結果から，みる力や感じ取る力を確実に身に付けるための視覚資料や鑑賞の場な

どを充実し，１単位時間におけるねらいを一層明確にして授業を行えば，豊かに発想や構想をし

自分らしい表現の実現に向けて意欲的に取り組むようになると考えた。

（２）改善の具体的方途と実践

以下は，第２学年の「土の時計」における方策と実践である。

陶土の素材体験がある生徒は約５割であるが，ここ数年間に限っては，ほとんどが体験をして

いないため，陶土という素材は生徒にとって新鮮な素材であり，高い制作意欲につながっている

と思われる。

しかし，素材体験の少なさを考えると，発想や構想の段階におい素材に触れる時間を設定するこ

とが有効であると考えた。

従前の題材指導計画（簡易版） 改善した題材指導計画（簡易版）

１ 身の回りの工芸品を鑑賞し，制作者の １ 身の回りの工芸品を鑑賞し，制作者の

表現意図を感じ取り，用と美の調和につ 表現意図を感じ取り，用と美の調和につ

いて理解をする。 いて理解をする。

２ 作品に込める「思い」や「願い」をも ２ 粘土に触れ，基礎的な陶芸の技法を学

ち，主題を決定する。 ぶ中で素材の特性を知る。

３ 用と美の調和を考えながら，主題を表 ３ 作品に込める「思い」や「願い」をも

す形を構想する。 ち主題を決定する。

４ アイデアスケッチを基にして，試作品 ４ 使う人の気持ちや設置する場所を考

の制作を繰り返し，構想を練る。 え，主題を表す形を構想する。（平面）

５ 粘土に触れ，基礎的な陶芸の技法を学 ５ アイデアスケッチのデザインを基にし

ぶ中で素材の特性を知る。 て，粘土による試作品の制作を繰り返し,

構想を練る。（立体）

教師作成の比較資料例

「わたしの手の力」（手のデッサン）

の形をとる段階において，部分と部

分，全体と部分を「比較してみる力」

を養うため，資料を用意した。指の

長さや太さ，手首と手のひらの幅な

ど比較してみながら形をとっていく

ことでよりそのものらしい形をとる

ことができることに気付けるように

した。

図１ 教師の自作資料



６ 試作品の構想を基にして，自分の願い ６ 試作品の構想を基にして，自分の願い

７ に合った表現技法を選択し，大まかな形 ７ に合った表現技法を選択し，大まかな形

８ をつくる。 ８ をつくる。

９ 用と美の調和を意識し，様々な方向か ９

10 ら見ながら立体的に作品を捉え制作する。 10

11 主題をより引き立てる飾りを付け加え 11 総体的に作品を捉えながら，主題をよ

12 る。 12 り明確に表すための部分の表現を行う。

13 時計を付けることを意識しながら形を 13 また，角のシャープさや曲面の滑らかさ

14 整え，細部の仕上げを行う。 14 などに気を付けて細部の仕上げを行う。

15 互いの作品を交流し，仲間の作品から 15 交流会を行い，互いの作品のよさを味

今後の自分の制作に取り入れられるよさ わい，今後の制作に生かすことのできる

を見付ける。 点を見付ける。

①みる力や感じ取る力を養うための鑑賞会の在り方及び言語活動の充実

鑑賞や交流を行う際，生徒に具体的な視点や方法を特に示さずに行うと，「きれいだ」「うまい」

といった表面的な交流に終わってしまったり，１つの視点からのみの交流にとどまり深まりが見

られなかったりする場合が多くある。

しかし，その作品や対象がもつ性質，それから受ける感情など視点を与えて交流を行えば，様

々な発見があり深まりが生まれてくる。そこで，鑑賞会ではその場に応じた，視点を与えること

で見る力や感じ取る力の充実を図ってきた。

また，何かを書いたり発言したりする前には，頭の中で考え，整理してから発信していくもの

である。つまり，授業において振り返りを書いたり，仲間の前で自分の考えを述べたりすること

は，思考力・判断力を養うこととなる。つくったり鑑賞したりする中で，ものの見方も養われる

と考え，言語活動の充実を図る実践を行ってきた。

［鑑賞会にかかわって］

「土の時計」の鑑賞会においては，仲間へアドバイスをする際，言葉だけでなく粘土で形を示

しながら，立体で自分の考えを伝えることを指導した。その結果，粘土のもつ可塑性を生かして，

試作品に付けたり取ったりしながら「自分ならこうする」という考えを言語だけでなく，視覚で

も伝えることで，助言者の考えが伝えやすくなった。また，制作者だけでなく，班の全員の理解

につながり，多くの仲間が考えるきっかけとすることができた。

このような仲間同士の交流の中で，教師は，生徒が見付けた新しい見方を認め，広めたり，違

った視点で問題を投げかけたりして多面的にものの性質やそのものから受ける感情を捉えられる

ようにした。

［言語活動の充実にかかわって］

造形用語などを使いながら話したり書いたりするなどの言語活動の充実によって，生徒の思考

力・判断力を養うとともに，自分なりの考えをもつことができる。また,それを仲間と交流するこ

とで，さらに深まりのあるものの見方につながると考えた。

美術科における言語活動を以下のように捉える。

ア 形や色，材料などにかかわる造形の言語を豊かに捉えて表現したり鑑賞したりする活動

イ 美術作品などを鑑賞し，感じたり考えたりしたことを文字や言葉で表す活動



これら２点を考慮し，交流会や学習カード等の振り返り，発言の中で生徒が意味を理解しながら

使っていけるような手立てを講じていく。その１つの方法として，題材全体や１単位時間の中で本

時のねらいに基く重要語句や造形用語を本時のキーワードとして板書に位置付けた。そして，その

キーワードを必ず個人課題の設定や振り返りの中で使用することを約束とし，生徒がキーワードを

意識しながら制作することで内容の定着を図った。

時間 ねらい 本時の 【第２学年「土の時計」の実践より本時の

学習活動 キーワード ねらいに基づくキーワード】

２・３時間目 ・粘土に触れ，基礎的な ・可塑性 全体のフォルムを美しく見せるためには

陶芸の技法を学ぶ中で ・手びねり，板 角のシャープさや曲線の滑らかさが重要な

素材の特性を知る。 づくり 要素になってくる。

過去の指導では，面と面が合う角が鋭く

５時間目 ・用と美の調和や使う場 ・リピテーショ なかったり，曲面や平面が滑らかではない

所を考えながら，主題 ンや組み合わ ために全体の形が鈍くみえる作品が多かっ

を表す形を構想する。 せ，シンメト た。（図２参照）そのような部分が整った

リーなどとい 作品は全体に緊張感があり，見ていて（使

った構成要素 っていて）気持ちのよいものである。

そこで，「土の時計」９時間目では，「角

９・１０時間 ・全体の形を美しく見せ ・角のシャープ のシャープさ」「曲面の滑らかさ」「面を平

目 るために，角のシャー さ らに」を本時のキーワードとした。そうし

プさや曲面の滑らかさ ・曲面の滑らか たことで，生徒たちは常にその内容を意識

などに重点をおいて制 さ しながら制作でき，内容の定着を図ること

作する。 ・面を平らに ができた。

【指導後の生徒作品】

個人課題の中でキーワードを使うことで生徒同士の鑑賞会や交流会において，キーワードを使いな

がら具体的によさを認め合い，課題に対してアドバイスを行う姿が多くみられた。そして，交流から

得た新たなる課題をもとにさらに自分の「思い」や「願い」に迫る表現を追求する姿が多くみられる

ようになった。

角や曲面や平面の

作り込みを大切に

制作したことで，

全体が美しく見え

る作品が多くみら

れた。



【Ａ子の学習カードの記述より】

時 間 個 人 課 題

９時間目 全体の形を美しく見せるために，面と

面が出会う角のシャープさや曲面の滑ら

かさを大切に制作しよう。

個人課題を受けた振り返り

今まで，板づくりでつくった部品を組

合わせて制作してきたが，どこか全体の

形が美しく見えなくて困っていた。今日

のキーワードを意識して文字盤の角をシ

ャープに出したり，それを支える月型の

部分のカーブを滑らかにしたりしたこと

で前の時より全体の形が引き締まった感

じにみえてきた。また，交流会で仲間か

ら，それらの部分を支える水の流れをイ

メージした部分の自然な形との対比が明

確になり，前より曲線や曲面から主題で

ある「安らぎ」が伝わってきている。と

いう言葉をもらいうれしかった。

②生徒の発想や構想の能力を引き出す手立ての工夫

生徒に作品づくりに必然をもたせるために，まず学習プリ

ント（図３参照）を使い，設置する場所とそれを見る人にど

のような気持をもってもらいたいか（作品に込める「思い」

や「願い」）を考えデザインを決定していくこととした。ま

た，そのようにして出てきた主題を基にウェブマップ（図４

参照）を使い，構想の基となるキーワードを増やした後，そ

れらを基として造形要素（図５参照）をふまえながら構想し

ていった。

Ａ子の試作品と本番の作品

作品主題：安らぎ

図３ 学習プリント

使う場所，人，込める「思い」や「願い」を明らかにした。



③生徒の発想や構想の能力を伸ばす視覚資料の工夫

昨年度までも，生徒が自ら課題解決をしていく支えとなる視覚資料の充実を図ってきた。しか

し，教師や先輩，画家の完成作品や制作の見通しをもたせるための手順として示すことが多かっ

た。先輩や画家の完成作品を参考資料として並べるだけでは，生徒はその作品の模倣をする域か

ら脱することができず，ある程度の質の作品はできても自分らしい表現の追求にはいたらない。

生徒が自分の「思い」や「願い」の実現のために，支えとなるような資料を提示していくべき

であると考えた。

本年度は，昨年度の反省を受け，導入時の提示資料や壁面資料において，特に発想や構想の能

力が培われるような資料の作成を行った。以下の壁面掲示は，同じ主題のもと，リピテーション

やシンメトリーなど様々な構成美の要素を用いることでいくつかの表現があることを示し，制作

に可能性を感じられるようにしたものである。

図４ ウェブマップ

中心に最も伝えたい「思

い」や「願い」を書き，

そこから連想するものを

挙げていくことで発想を

広げた。また，本番に使

えそうなキーワードを赤

丸でマークし，構想の基

とした。

図５ 構成要素の

学習に使用した視

覚資料

リピテーション

やリズムといった

美しさの基となる

要素を学ぶことに

よって，作品のデ

ザインも変わって

くる。

本番の生徒作品



３ 授業改善後の成果

（１）みる力や感じ取る力を養うための鑑賞会の在り方及び言語活動の充実について

本時身に付けたい内容にかかわった語句をキーワードとして位置付け，課題設定や振り返りの

中で活用できるようにした。そうしたことで表現活動の中だけでなく，鑑賞会や交流会の中でも，

これらの言葉を活用しながら豊かに語り仲間との交流の中から新たなるもののみ方や考え方を導

き出し，より自分らしい表現につなげる姿が多く見られた。言語活動の充実により，生徒のみる

力を養ったことで発想や構想の能力を伸ばすことができた。

（２）生徒の発想や構想の能力を引き出す手立ての工夫

学習プリントを使い，設置する場所や作品に込める「思い」や「願い」を整理したり，ウェブ

マップを使い構想の基となるキーワードを増やしたりしたことで，制作の方向や課題がより明確

になった。また，視点をもって考えたり，視覚資料みたりすることで，発想や構想に広がりや深

まりが見られた。

（３）生徒の発想や構想の能力を伸ばす視覚資料の工夫について

生徒の思考力・判断力を養うような視覚資料の充実を図ったことで，資料を参考にしながら主

題を表すために，試行錯誤しながら自分だけの表現を模索する姿が増えた。


