
事 例 中学校 美術科 第２学年「マイメッセージ 心を伝えよう ～箱の中の心の世界～」

テーマ 「資料提示の工夫や試しの構成の場の設定により、発想や構想の能力を高める
指導の在り方」

授業改善の ①多様な発想を引き出す資料提示の工夫
ポイント ②主題に迫るための「発想・構想図」の作成や「試しの構成」の場の設定

③一人一人の表現の意図や願いを確かにする「中間自己評価」の位置付け

１ 学習状況の把握と分析
以下は、昨年度２学期に行った題材「マイハート ～箱の中の心の世界～」の制作について、生徒の

制作する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】〈時間レベル「マイハート ～箱の中の心の世界～」（昨年度の題材名）で記載〉

観点 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

自ら選んだ資料を基 パーツどうしの組み合 パーツどうしの組み パーツどうしの
評 にしたパーツを使い、 わせによって、前後左右 合わせ（前後左右によ 組み合わせによる
価 前後左右の変化やまと の変化やまとまり、奥行 る変化、まとまり、奥 構成の面白さや、
規 まりのある組み合わせ きの感じられる立体を発 行き）を理解し、パー 変化、まとまり、
準 等によってできる立体 想し、さらに構成の独創 ツの組み合わせ方を工 奥行きのある立体

コラージュの独創性や 性や訴えかけたい主題が 夫することで、独創的 コラージュの独創
訴えかけている主題に 作品から感じられる立体 で自分の主題が伝わる 性を味わい、さら
興味・関心をもち、意 コラージュの構想を練ろ 立体コラージュを制作 に主題を感じ取ろ
欲的に立体構成をしよ うとする。 しようとする。 うとする。
うとする。

【把握方法】
ア 美術への関心・意欲・態度 イ 発想や構想の能力 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力
・制作する生徒の姿 ◆題材終了時における授業 ・作品 ・学習ノート（導入時
・学習ノート（授業の振 評価 ・制作する生徒の の鑑賞後の感想）の
り返り）の記入内容 ◆作品 姿 記入内容

・鑑賞する生徒の姿

（２）学習状況の結果と分析
制作終了後に行ったアンケートから、下のような結果を得た。

１ 美術への関心・意欲・態度

２ 発想や構想の能力

３ 創造的な技能

４ 鑑賞の能力

グラフ１〔生徒の授業評価結果〕
「美術への関心・意欲・態度」面で、満足している生徒が多く見られた。それは、以下の４つの理由

からではないかと思われる。
１ 本校の第２学年の生徒にとって、資料をベニア板に貼り付けて、切り取るという小学校では扱われ
ることが少ない素材であり、新鮮さを感じさせるものであった。

２ 「自分の選んだ資料を組み合わせて制作していくことが楽しかった」と多くの生徒が書いていたよ
うに、構想を練って表現していくことの楽しさを感じた生徒が多かった。

３ 絵画的な技法等を使わず、パーツの組み合わせだけで立体コラージュを制作する題材であったこと
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から、上手とか下手とかいうようなはっきりした表現の差が生まれにくい題材であった。
４ 副テーマを「箱の中の心の世界」と設定し、世界にたった一つしかない自分だけの作品という意識
や作品への愛着をもたせることができた。
しかし、「発想や構想の能力」面の結果では、「不満足」という生徒が全体の約３割も存在した。そ

こで、不満足と回答した生徒たちにその理由を尋ねると、下記のようであった。

◇考えたことを制作に生かしていくのが難しいし、思い通りにいかなかった。
◇どんな形にしようかな、どのように構成しようかなという発想がなかなか浮かばなくて悩んだ。
◇いろいろ考えたことの中で、どれがいいか迷ってしまった。
◇あれこれ考えると、とても時間がかかるし、最後にはわけが分からなくなってしまった。
◇発想や構想を練ることは必要だと思うけど、いつもそれが本制作に結び付かない。

生徒の意識の中に発想や構想をすることへの抵抗が読み取れる。それは、どのように発想や構想をし
ていくとよいかが分からないからであり、発想や構想をするための十分な手がかりを与えていない、指
導上の問題でもある。
グラフ２の１は、教師がとらえた「発
想や構想の能力」の達成度である。３
６人中、１９人が「十分満足できる」
「おおむね満足できる」と判断をした
が、１７人の生徒は努力を要すると判
断した。次にグラフ２の２は、「創造
的な技能」の達成度である。１６名の
生徒は努力を要すると判断をしたが、
その中には「発想や構想の能力」で「努
力を要する」と判断した生徒８人も含
まれていた。このことは、「発想や構
想の能力」の弱さが「創造的な技能」
の伸びを弱めることにつながっている
ととらえた。
以上のことから、「発想や構想の能

力」を高めることが、「創造的な技能」 グラフ２〔教師がとらえた学習状況〕
だけでなく、「関心・意欲・態度」、「鑑
賞の能力」を高めていくことにつながると考え、授業改善を行っていくことにした。

２ 分析に基づく授業改善
（１）授業改善の方針

学習状況の結果と分析から４観点のうち、「発想や構想の能力」を高めるための指導方法の改善を図
ることに主眼を置き、授業改善を図った。

①多様な発想を引き出す資料提示の工夫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【授業改善１】
②主題に迫るための「発想・構想図」の作成や「試しの構成」の場の設定・・・・・【授業改善２】
③一人一人の表現の意図や願いを確かにする「中間自己評価」の位置付け・・・・・【授業改善３】

（２）改善の具体的方途と実践
①多様な発想を引き出す資料提示の工夫【授業改善１】
【実践１：主題決定の足がかりとなる資料提示】

昨年度の第１時では、「自分が今思っていることや感じていることを、立体コラージュで表現しよう」
と投げかけた後で主題を決め、完成までの流れを示した。しかし、主題そのものが浮かばなかったり、
安易な主題を選び取り、その後の主題と構成とのつながりがもてなくなったりする生徒が多く見られた。
先のアンケートで、発想や構想を本制作に生かすことに不満足と回答した生徒が１１人いたことでも、
理解が不十分だったことが分かる。そこで、本年度は次のような手順で進めることにした。

①複数の資料を提示し、完成までの制作の流れを理解させ完成までの見通しと制作への意欲をもつ。

分野設定→主題決定→発想・構想→資料収集→試しの構成→資料接着→資料切り抜き→構成→完成

②主題と構成のつながりについて、手がかりとなる資料を提示し理解を深める。
③メインテーマ〈将来への夢と希望〉を提示し、言葉による「発想・構想図」を作成する。
④「発想・構想図」から主題を設定する。
⑤決定した主題に迫るために必要な資料を考える。

上の①から⑤の制作の流れのように、本年度は、発想や構想の手がかりとなる複数の資料を提示し、
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作品の完成のイメージをもたせた上で、主題を考えさせるようにした。

小・中・高の姿 アテネオリンピック金メダル獲得

北京オリンピック金メダリスト北島康介を素材と

し、主題『夢をあきらめない』を幼少からメダルを勝

ち取るまでの軌跡を「流れのある」構図で表現した。

北京オリンピック金メダル・世界新達成の瞬間

メダリスト達の集まり メダルが取れなかった選手の集まり

北京オリンピック選手を素材とし、主題『敗者も勝者

も精一杯』を左右の「集合をつなぐ」構図で表現した。

握手

メダリストの集合

北京オリンピック選手を素材とし、主題『敗者復活』を左

右の「集合と個」の構図で表現した。期待され負けた鈴木選 敗退しても精一杯戦う選手の姿

手も精一杯戦い、復活させてやりたいという思いを表現した。

以上のような資料を提示し、主題と構成とのつながりについて理解させることで、発想や構想のポイ
ントを指導した。

【実践２：発想や構想の足がかりとなる資料提示】
「同じパーツであっても、配置を変えることで違った感じを得ることができる」というとらえから、

２種類の資料を提示した。これは、主題と構成とのつながりに着目させ、画面構成の工夫をさせていき
たいと考えたからである。



〔Ａ〕 〔Ｂ〕

〔Ａ〕ボックス内におさめた構成

〔Ｂ〕ボックス外に飛び出した構成

〔Ａ〕 〔Ｂ〕 〔Ａ〕 〔Ｂ〕

〔Ａ〕すべての資料を横並びにした構成 〔Ａ〕溝に沿って垂直に立てた構成

〔Ｂ〕資料を順に貼り重ね上に伸ばした構成 〔Ｂ〕斜めに立てた構成

〔Ａ〕 〔Ｂ〕 〔Ａ〕 〔Ｂ〕

〔Ａ〕同じ大きさの資料で構成 〔Ａ〕同じ位置に横並びにした構成

〔Ｂ〕大きさを変えた資料で構成 〔Ｂ〕３列に少し重なるように配置した構成

②主題に迫るための「発想・構想図」の作成や「試しの構成」の場の設定【授業改善２】
【実践１：主題決定に迫るための「発想・構想図」の作成】

昨年度、なかなか主題が決まらず、本制作の時間に影響があったことから、今年度は、「発想・構想
図」を作成させることで、生徒自身の発想や構想を整理させることを考えた。そこで、下のような２種
類の「発想・構想図」のいずれかを作成させた。

【発想・構想図ア】 【発想・構想図イ】 〔主題〕

【分野】 〔主題に迫る画面構成〕

〔主題〕

〔主題に迫る画面構成〕 〔資料〕

〔資料〕

【発想・構想図ア】は、題材のテーマ「将来の夢やあこがれ」にかかわり、自分の思いや願いを言葉
で書き、そこから主題を設定していくというものである。【発想・構想図イ】は、言葉で自分の思いや
願いが描けない生徒に対して、まず、題材のテーマから閃いた分野（ジャンル）を決め、そこから連想
する言葉を枝状に広げ、主題を設定していくものである。【発想・構想図イ】（ウェブマップ）につい
ては、一人で何枚も作成する生徒が見られ、その中から自分の思いに一番合う主題を選ばせた。



【実践２：主題に迫るための「試しの構成」の場の設定】
昨年度は、切り取ったパーツを本制作の場で構成をした。授業後の振り返りでは、下のような生徒の

声があった。
・本制作いきなりでは、どのように構成したらよいか、考えがまとまらない。
・後から構成を変えようと思っても接着した後ではどうにもならない。だから、不安で思い切って
接着ができない。

・もし違う資料が使いたいときでも、本制作に入ってしまってからでは交換ができにくい。事前に
試せるといい。

このことから、試しの場の必要性を痛感した。左の写真は生徒の試しの様子
である。
「試しの構成」とは、事前にコピーしておいた資料を切り抜き、マスキング

シートの粘着部分を貼り付けた台紙に資料を置きながら構成していくものであ
る。マスキングシートの粘着性は弱いため、何度でも貼り替えが可能であり、
自由な発想を促すことができる。
生徒たちは、「発想・構想図」で記したレイアウトを参考にしながら、制作

を進めていった。生徒の中には、一度資料をすべて貼り終えたが、自分の思い
につながっていかないと感じ、すべて取り外して再度構成をし直す生徒も見ら

「試しの構成」の様子 れた。また、資料が足りないと感じた生徒や、資料が多すぎて主題に近付いた
めの資料はどれがよいのかと考える生徒も見られた。

【実践３：主題に迫るための「試しの構成」の見つめ】
「試しの構成」が終わった段階で、生徒の意識を把握するためにアンケート調査を行った。その結果

は次のようであった。
○思うように「試しの構成」ができた。この構成で主題に迫る。 ・・・・・・１８人
○困っている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７人

※困っている内容
・主題と構成がつながっているか不安である。
・主題につながるための、もっと別の構成があるのではないか。
・資料が少ない。

以上の実態から、半数の生徒が「試しの構成」が思うようにできたものの、どうも納得がいかないと
考えている。そこで、「主題と構成とがつながっているか不安である」「自分が考えた願いにつながっ
ていかない」という不安をかかえた生徒の「試しの構成」（下の資料）を使って、同じ悩みをかかえる
生徒に見通しをもたせたいと考えた。そこで、自分の「試しの構成」を見直す視点を下の資料から導き
出し、主題に迫るための「試しの構成」を見直す学習の場を設定した。

（資料１－ア〉 〈資料２－ア〉 〈資料３－ア〉

見直しの視点【資料の位置を変える】 見直しの視点【資料を減らす（増やす）】 見直しの視点【強調する】

〈資料１－イ〉 〈資料２－イ〉 〈資料３－イ〉



〈資料１－ア〉は、主題「みんなちがってみんないい」に迫りたいと願う生徒の構成である。「楽器
一つ一つの個性を出したいという願いで構成したけど、まとまった感じになってしまう。バラバラとし
た構成にしたいけどうまくできない」という悩みをかかえていた。〈資料１－イ〉のように、他の生徒
の意見によって、重なっている楽器を離したり、向きを変えたりすることで、まとまりのある構成から
バラけた構成に変えた。そして、授業では、この資料から見直しの視点『資料の位置を変える』を導き
出した。
〈資料２－ア〉は、主題「美しき地球への復活」に迫りたいと願う生徒の構成である。「汚れた環境

から、順番にきれいな環境に変わっていく流れを表現したいけど、ぐるっとまわりながら流れる感じが
表現できない」という悩みをかかえていた。〈資料２ーイ〉のように、資料を減らすことで、回転して
いく流れをつくることにした。そして、授業では、見直しの視点『資料を減らす（増やす）』を導き出
した。
〈資料３－ア〉は、主題「瑠璃色の地球よ、永遠に」に迫りたいと願う生徒の構成である。「地球の

自然環境を私たちの手でよくしたいという願いを表したいけど、動物や木を並べただけで環境問題が伝
わってこない」という悩みをかかえていた。「生き物を両手で支えているような構成にするといいので
は」という他の生徒の意見によって、両手で支える資料を付け足すことにした。そして、授業では、見
直しの視点『強調する』を導き出した。
以上のような『資料の位置を変える』『資料を減らす（増やす）』『強調する』という３つの視点で、

自分の「試しの構成」の見直しを行った。しかし、〈資料１〉〈資料２〉については、位置を変えたり、
資料を減らしたりするだけに止まり、主題への迫りという点では弱かったようにとらえた。〈資料３〉
のような温暖化で地球が熱くなっている様子や地球に棲む生き物を両手で支えていくといった新たな資
料を組み込んでいくことで、主題に迫っていくという点をより強調すべきであった。

③一人一人の表現の意図や願いを確かにする「中間自己評価」の位置付け【授業改善３】
【実践１：指導計画の見直し】

下の右側の題材指導計画は、「主題の設定」と「主題と構成のつながり」を重視して改善したもので
ある。特に、下線の「主題のメッセージ性の理解」「試しの構成の制作」「試しの構成の見直し」を位
置付けて題材指導計画を改善した。

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）

時 学習活動 時 学習活動

１ ○作品を鑑賞し、こんな作品にしたいと １ ○主題と構成とがつながる作品を鑑賞し、作
いう願いをもつ。 品から受ける感じを交流し、主題のもつメ

ッセージ性やつながる構成について理解す
る。その上で主題を考え、こんな作品にし
たいという願いをもつ。

２ ○主題を考え、資料を収集する。 ２ ○自分の決めた主題に基づいて収集してきた
資料から、さらに主題に迫ることができる
資料を選び取る。

３ ○資料をベニア板に貼り付け、パーツの ３ ○集めた資料をコピーしそれを切り抜き、配
基を制作する。 ４ 置を考えながら構想を練る。（「試しの構成」）

５ ○仲間の構成を基にして、自分の構成を見直
し、さらに主題に迫る構成を練る。（「試し

４ ○ベニア板に貼り付けた資料を、電気糸 の構成」の見直し）

５ 鋸で切り取り、パーツを制作する。 ○「中間自己評価」により、自分の制作上の
６ つまずきを確認し、改善点を探る。

〈本時：第５時〉

７ ○切り取ったパーツの配置を考え、接着 ６ ○資料をベニア板に貼り付け、パーツの基を
８ する。 ７ 制作する。
９ ８ ○ベニア板に貼り付けた資料を、電気糸鋸で

切り取り、パーツを制作する。

10 ○必要に応じて着彩しながら、作品を完 ９ ○「試しの構成」で制作した作品を基に、さ
11 成させる。 10 らに構想を練りながら、ボックスに接着し

11 ていく。
○必要に応じて着彩し、作品を完成させる。

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



【実践２：「中間自己評価」によって生徒の実態をつかみ、個別指導に生かす】
生徒一人一人の実態に応じ個に応じた指導を展開していくことは、非常に大切なことである。しかし、

生徒がどんなつまずきをかかえながら制作しているのかが、なかなか把握しきれないのが現状である。
そこで、下のような「中間自己評価表」を提示し、自己評価をさせることで一人一人のつまずきをとら
え、一人一人への個別指導に生かす授業改善をした。

ア どうやって見直せばよいか、今ひとつ分かりにくいので、見直しができない。

項 イ 「試しの構成」の見直しができたが、主題と構成とがつながっているのかどうか不安である。

目
ウ ア、イ以外で困っている。

エ だいたい思うようにいっている。（この構成で主題に迫る）

上記ア～エに該当する生徒への指導
〔アに該当する生徒への指導〕

ここに該当する生徒は、主題への強い願いがもてないでいると考えられる。したがって、これらの生徒へは、主題

とのかかわりで、どこをどのように見直すとよいかという視点を与え見直しをさせるように助言する。

〔イに該当する生徒への指導〕

ここに該当する生徒は、確かな主題をもちこんな作品にしたいという作品のイメージをもって制作を進めている。

そこで、どこが不安なのかを聞き出し、見直しのポイントを与える助言をする。

〔ウに該当する生徒への指導〕

困っている点を聞き出し、個々に助言する。

〔エに該当する生徒への指導〕

ここに該当する生徒は、確かな主題をもち、主題をどのような構成で表現するとよいかを理解している。そのため

作品の完成イメージをもって制作している。したがってこの生徒には、実際にパーツをボックス上で構成させていく

ように助言する。また、生徒の中には、自分では思うようにいっているものの、主題と構成とのつながりが弱い「試

しの構成」もあると予想する。こうした生徒には、その弱い部分を指摘し、再度見直しをさせていく。

３ 授業改善後の成果
（１）「多様な発想を引き出す資料提示の工夫【授業改善１】」
【実践１：主題決定の足がかりとなる資料提示】にかかわる成果

昨年度は、完成した教師の作品を提示し、完成までの制作の流れのみについて理解させた。しかし、
今年度は、３つの異なる主題に基づいて制作した作品と図で表した構想を提示した。そうすることで、
主題と構想とを結ぶことの大切さを認識させようと考えたのである。すると、３つの資料を基にして

提示した３つの構成以外の構想図を考える生徒が多く見られ、発想や構想の広がりがあった。下は、生
徒の発想や構想の意図である。

【主題】挫折からの復活 ～やればできる！～

〔構想の意図〕
引退したオリックスの清原選手は、ルーキーの時から活躍

していました。でも、スランプやけがで挫折を味わいました。
－中略－ 挫折を乗り越え、復活した清原選手の努力をメッ
セージとして表現したいと思いました。挫折する姿を中心に
努力の輪が広がっていく構成にしようと思います。

【主題】大切な仲間 ～友情～

〔構想の意図〕
私には、大切な仲間がたくさんいます。そうした仲間を大

事にしたいという思いをメッセージとして表現したいと思い
ます。－中略－ 私のまわりを囲むように仲間の輪が広がっ
ていくような構成にしたいと思い、このような構成を考えま
した。



【実践２：発想や構想の足がかりとなる資料提示】にかかわる成果
「試しの構成」という平面から、ボックス上に配置する立体にしていくのは、生徒にとって大きな抵

抗があるのではないかと考えた。そこで、実践で記したように６種類の資料を提示し、ボックスに資料
を接着する段階での構成の足がかりを与えた。
Ａ子は、将来、生き物とかかわる職業に就きたいという夢をもっている。そこから、「夢の実現」と

いう主題を設定し、中心の資料を温かく囲むような構成にしたいと願
っていた。
始めは、資料１のように資料どうしの間隔をあけて配置していたが、
「中心の資料を囲むように配置して、温かく包み込むような感じにし
たい」というような願いにならず困っていた。そこで、教師の提示資
料を参考にして資料２のように、ボックスの溝を利用して、資料と資
料とを重ね合うようにずらして配置した。さらに、資料を増やしボッ
クス内から外に出すことで、温かく見守っていくという願いに近付こ
うと工夫することができた。これは、教師の提示した資料が生徒の発
想や構想の広がりに影響を与え、主題をいかにして構成と結び付けてい 本制作の授業の様子

くかという意識を生み出すことができたと考える。

資料１

参考とした教師資料 資料２

（２）「主題に迫るための「発想・構想図」の作成や「試しの構成」の場の設定【授業改善２】」
【実践Ⅰ：主題決定に迫るための「発想・構想図」の作成】にかかわる成果

下の資料１の「発想・構想図」は、自分の思いから主題を決めていくものである。Ｂ子は、以前から
強い思いを抱いていた内容で主題を決定していった。
Ｃ男は、心に響いた出来事やぜひ伝えたい強い思いが見付からなかったことから、資料２の「発想・

構想図」を使って、主題を決定していった。

資料１ 資料２


