
事 例 中学校 美術科 第１学年 「自分だけのつぼ」Ａ表現（２）ア

テーマ 「どの生徒も自分の制作に対する願いをもち、意欲的に表現を追求し、発想や構想の能力

を高める指導の在り方」

授業改善

の視点

①制作に対する願いをもち造形要素の効果を考え、豊かに発想や構想する指導計画の工夫

②願いを具体的な表現に結び付ける工夫ができる指導方法の改善

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「絵文字」の制作について、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】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

参考作品を見ながら、絵

文字のアイデアを意欲的

に数多く考えようとして

いる。

文字の意味を理解し、

その内容を表す物や様子

を的確に使いながら表現

している。

色の持つ感情などの特

性を正しく理解し、輪郭

からはみ出さないように

むらなく丁寧に着色して

いる

自分や仲間の作品を鑑

賞し、そのよさを味わい、

特徴を具体的な言葉で表

現している。

【把握の方法】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

○生徒の様子

・進んで制作に取り組んで

いる

○学習プリント

・たくさんのアイデアを

考えている。

○発言内容

・思い付いたアイデアを

発言している。

○生徒の様子

・思い付いたアイデアをど

んどん描いている。

○学習プリント

・文字の意味を理解して、

それに合う形や色を考

えている。

○作品

・色の感情などを理解し

て、色を作っている。

○生徒の様子

・丁寧に着色している。

○作品

・正しく見本通りにレタ

リングしている。

・はみ出さずにむらなく

着色している。

○生徒の様子

・意欲的に作品鑑賞に取

り組んでいる。 

○学習プリント・発言内

容

・自分の作品や仲間の作

品のよさを造形に関す

る言葉を使って表現し

ている。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】

制作後、以下のようなアンケートを実施した。

ア 進んで授業に取り組むことができたか。【造形への関心・意欲・態度】

イ 自分の気に入ったアイデアを考えることができたか。【発想や構想の能力】

ウ 着色では塗りたい色を作って、丁寧に塗ることができたか。【創造的な技能】

エ 仲間の作品のよさや自分のこだわりを、プリントに書くことができたか。【鑑賞の能力】

（「はい」「どちらかといえば、はい」「どちらかといえば、いいえ」「いいえ」の４段階で回答）



以下はそのアンケートの結果である。４段階を「はい」４点、「どちらかいえば、はい」３点、「ど

ちらかといえば、いいえ」２点、「いいえ」１点として集計したものを、（人数×４点）で割り、パー

センテージで算出した。

観点 / 実現状況 20             40             60            80        100

ア 関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 85%

イ 発想や構想の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 68%

ウ 創造的な技能 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 60%

エ 鑑賞の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 75%

【分析】

アンケートの結果と生徒の実態から、以下のように分析した。

・造形への関心・意欲・態度

導入時に教師が具体的な参考作品を提示することで、生徒は、自分なりにアイデアを考え、意欲的

に取り組むことができた。またレタリングなどの技能を要する課題にも、根気強く取り組めた。

・発想や構想の能力

作品のアイデアを考える段階で、自分なりに納得できるアイデアをすぐに思いつくことができる生

徒と、そうでない生徒にわかれた。中には、参考作品を示してどれだけ時間をかけても、まったく思

いつかない生徒もいる。参考作品の提示だけでなく、どの視点を生かしてアイデアを考えるとよいの

かを、もっとわかりやすく丁寧に指導する必要がある。

・創造的な技能

中学校に入学し初めてアクリル絵の具を使用するため、これまで学んできた水彩絵の具との違いが分

からず、技能が定着しないことがあった。また、色の感情による効果の理解が不十分で、考えたアイデ

アを美しく表現する方法がわからない生徒がいた。各題材で身に付ける造形的な資質や能力を明確にし、

関連付け積み上げることが必要である。

・鑑賞の能力

作品完成後に行った鑑賞会では、自分や仲間の作品を見て、その様子やそこから表れるよさを詳しく

説明することができた。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

上記の結果と分析から、「発想や構想の能力」と「創造的な技能」に課題を抱えていることが分か

る。しかし、「創造的な技能」の多くは、発想の段階でどのようにしていくべきか目的や見通しをも

つことができれば解決できると考えられる。そのため、特に課題の多い「発想や構想の能力」を培う

ことを大切にして授業改善を行う。

その参考とするため、美術に関する意識調査を行った。発想や構想することがあまり好きでないと

いう生徒は、理由を以下のように答えた。

「何か描きたい物やつくりたい物、どんな色やどんな形にしようか考えることは得意ですか。」

の問いに対して、「どちらかといえば、苦手」「苦手」と答えた生徒の理由

・なかなか思いつかない。 ・どうやって描いていいのかわからない。

・描くことやつくることが苦手。 ・うまく描けない。 ・思い通りに描けない。



この結果を分析すると、発想・構想することがあまり好きでないという生徒は、大きく分けて以下の

３つのつまずきを感じていることがわかる。

１．願いをもつことができない。

２．願いを絵や形にすることができない。またその自信がない。

３．願いと表現手段が結び付かない。

１のつまずきを感じている生徒には、願いを強く抱くことができるような指導・援助が必要である。

そして、２・３の生徒には、自分のもっている願いを表現するために、どうすればいいのかを示してい

く必要がある。そこで以下の２点を、本題材の授業改善の方針とすることにした。

（２）改善の具体的方途と実践

① 制作に対する願いをもち造形要素の効果を考え、豊かに発想や構想する指導計画の工夫

生徒が意欲的に取り組むためには、生徒が願いをもち、題材の導入でつくりたい作品のイメージを

明らかにすることが大切である。またその願いから豊かに発想・構想をしていくためには、指導計画

の願いをもつ過程で、どのようにアイデアを出していったらよいか示すことである。

まず題材そのものについて、より生徒が願いをもちやすくなるように再考し、改善を加えた。

これまでの題材では、成形の技法が紐づくりに限られ、そのためつぼの形体も必然的に丸みを帯び

たものが多くなっていた。また、つぼの形体と描く模様が切り離され、並列的な扱いになっていた。

そこで、改善した本題材では、紐づくりだけでなく板づくりも取り入れてつぼの形体の多様化を図る

こと、形体の特徴と模様の造形要素を関連付けてアイデアを発想することに重点をおいた。

従前の題材指導計画（簡易版）

「つぼづくり」

改善した題材指導計画（簡易版）

「自分だけのつぼ」

１

作品鑑賞を通して美しさや表現方法につ

いて理解し、用途と美しさの調和を考え、

作品の構想を練ることができる。

１

作品鑑賞を通して美しさ・表現方法・日本美

術の伝統について理解し、デザインの効果を

考え、作品の構想を練ることができる。

２

３

紐づくりによる成形方法を理解し、つぼの形

を考えることができる。

２

３

紐づくり・板づくりによる成形方法を理解し、

つぼの形を考えることができる。

４

~
７

イメージスケッチをもとに紐づくりによって成

形し、用途と美しさを兼ね備えた作品を制作

していくことができる。

４

~

７

イメージスケッチに合った技法で成形し、用

途と美しさを兼ね備えた作品を制作していく

ことができる。＜形体の多様化＞

８
作品の表面組織を整え、支持体として成形す

ることができる。
８

作品の表面組織を整え、支持体として成形す

ることができる。

９

10

様々な自然物や模様を鑑賞することを通して

その美しさを理解し、つぼに描く模様のデザ

インを考えることができる。

９

10

様々な自然物や模様を鑑賞から造形要素を

理解し、つぼの形に合ったデザインを考える

ことができる。＜造形要素の明確化＞

① 制作に対する願いをもち造形要素の効果を考え、豊かに発想や構想する指導計画の工夫

② 願いを具体的な表現に結び付ける工夫ができる指導方法の改善



11
12
13
14

・施釉の特性、焼成見本を参考に、表現方

法を考えて絵付けや施釉をする。

・絵付けの方法を理解し、美的に表現する

ための技能を身に付けることができる。

・模様のデザインをもとに、より効果的な組

み合わせになるように試行錯誤しながら表

現することができる。

11
12
13
14

・施釉の特性、焼成見本を参考に、表現方

法を考えて絵付けや施釉をする。

・絵付けの方法を理解し、美的に表現する

ための技能を身に付けることができる。

・模様のデザインをもとに、より効果的な組

み合わせになるように試行錯誤しながら表

現することができる。

15

本焼きされた自分の作品を振り返り、作品の

よさや工夫を確かめる。また仲間の作品のよ

さや工夫を味わうことができる。

15

自分や仲間の作品を振り返り、作品のよさ

や工夫を確かめる。また、日本美術の伝統

に対する理解を深めることができる。

② 願いを具体的な表現に結び付ける工夫ができる指導方法の改善

「願いを絵や形にすることができない。またその自信がない。」「願いと表現手段が結び付かない。」

と考えている生徒が自分なりに表現していくためには、生徒が願いを具体的な表現に結び付けること

ができるような単位時間の指導方法の改善が必要である。

具体的な手立てとして、工夫の拠り所となる造形要素を理解し、その効果に気付くように、意図的

に教師の参考資料を提示した。具体的な資料で工夫の仕方を提示することにより、生徒は、自分の願

いやつぼの形とつなげて、豊かに発想・構想すると考えた。

例：第１学年「自分だけのつぼ」 第９時

従前の授業展開案（簡易版） 改善した授業展開案（簡易版）

導

入

展

開

終

末

○参考作品から制作の進め方を確認す

る。

○仲間の作品のよさから、本時の制作の

見通しをもつ。

○制作する。

○自分や仲間の作品のよさから、次回の課

題をもつ。

導

入

展

開

終

末

○教師の参考作品から造形要素（拡大・繰

り返し・左右対称・変形など）を理解し、

その効果に気付く。

○仲間の作品のよさから、本時の制作の見

通しをもつ。

○造形要素とその効果を考え制作する。

○自分や仲間の作品のよさから、次回の課

題をもつ。

３ 授業改善後の成果

（１）制作に対する願いをもち造形要素の効果を考え、豊かに発想や構想する指導計画の工夫

従前までは成形技法を紐づくりに限っていたが、今回は板づくりを取り入れた。自分のつくりたい

形や思いに合わせて技法を選択することにより、さらにこだわりを追求していくことができた。紐づ

くりでは丸みをおびた曲線的な形を目指し、板づくりでは均整のとれた直線的な美しさを目指した。

また板づくりの中でも、大きな板を丸く巻きつける技法と、板状の粘土を張り合わせて立方体のよう

自分のつぼの形に合った模様の並べ

方を工夫し、部分と全体のバランスを

考えてアイデアスケッチを描こう。

模様の並べ方を考えながら、全体の

アイデアを考えよう。



な形をつくる技法の２つに分かれた。それぞれ直線的であるが、円柱と角柱の形の美しさの違いがは

っきりと表れた。表面に描く模様のデザインを重視するため、単純であるが美しい形を目指した。

また、これらに形体の特徴と模様の造形要素を関連付けてアイデアを発想するように指導計画を改

善することで、生徒一人一人が「自分だけのつぼ」に対する願いをもって模様のデザインを考えるこ

とができた。

（２）願いを具体的な表現に結び付ける工夫ができる指導方法の改善

どの生徒も自分のつぼの形に合った模様の並べ方を工夫できるように、工夫の拠り所となる造形要

素を示し、その効果に気付くことができる資料を教師が意図的に提示した。その結果、生徒は、①で

述べたような形の特徴と模様のデザインのつながりを考え発想することができた。紐づくりでは曲線

的な形をいかして動きや流れのある模様を考えた生徒が多かった。また、板づくりでは、まっすぐな

直線的な形や平らな面を生かし、左右対称や単純な形を繰り返すなどの均整のとれた模様を考える生

徒が多く現れた。ただ何となく模様をつけるのではなく、願いと表現を結び付ける活動に発展できた

と考える。

そして、日本美術の理解という観点からは、家紋の成り立ちや形の素晴らしさをとらえることができ

た。円・四角・三角などの単純な形や、様々な自然物を明確に単純化した家紋は、生徒たちにとって興

味のわくものだった。どれも左右対称や繰り返しなどで形も成り立ち、その美しさを容易に感じ取って

表現することができた。

＜形体＞ ＜形体の特徴と模様の造形要素との関連付け＞

板づくり（巻き付け） 
丸い、ふくらんだ形

体を生かして、覆う

ように幾何学模様を

繰り返し、広がり流

れるような感じを表

現している。
紐づくり
板づくり（張り合わせ）
平らな四角い面を生

かし、中心に配置さ

れた模様から、左右

対称の造形要素を意

識し、落ち着いた感

じを表現している。
円筒形の特徴を生か

し、一枚の絵を描く

ように表現してい

る。丸い家紋を広げ

たデザインが、大き

く描かれている。


