
１ 学習状況の把握と結果の分析
以下は、１年生で行った「じっとみつめた自分（自画像）」［Ａ表現（１）ア・イ］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・意欲・態度 イ 発想・構想の能力 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

・自画像のよさを知り、
多くのスケッチをした
り、意欲的に線質を試
したりしながら、イメ
ージした自画像を表そ
うとしている。

・中学校生活で頑張って
いる自分を主題に、顔
の表情やアングル、大
きさや配置などの構
成を工夫している。

・主題に迫る表現にする
ために、光と陰の明度
差や線質による表現
の違いを理解して、効
果的な光と陰の明暗
や線質で描いている。

・先輩や仲間の作品か
ら、主題と照らし合わ
せながら、形や色に至
った「見方・考え方・
感じ方」を味わい、よ
さを感じ取っている

【把握の方法】

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

・ 生徒の姿の観察
・ 授業での発言内容
・ 美術ノートの記述

・ 生徒の姿の観察
・ 作品
・ 美術ノートの記述

・ 生徒の姿の観察
・ 作品

・ 授業での発言内容
・ 美術ノートの記述
・ 鑑賞カードの記述

（２）学習状況の結果と分析

十分満足(人) おおむね満足(人) 努力を要する(人)

ア 美術への関心・意欲・態度 11 15 9

イ 発想・構想の能力 7 16 12

ウ 創造的な技能 9 15 11

エ 鑑賞の能力 10 16 9
【分析】
上記の調査結果から、「美術への関心・意欲・態度」と「鑑賞の能力」の観点では、「十分満足できる」

「おおむね満足できる」生徒が多く見られた。それは、この時期の生徒の発達の段階として「立体感を表
したい」という意識が強く、レンブラントやラファエロなどの光と陰を追求した写実的な表現へのあこが
れをもっていることが考えられる。

「発想・構想の能力」「創造的な技能」の観点において、「努力を要する」生徒が他の二つの観点よりも
多くみられた。「創造的な技能」の観点において、「目」や「口」、「鼻」といった目の前の形や色を追求す
る意欲は高いが、主題を形や色に結ぶ力に弱さがあると分析した。またこの点にかかわって、「発想・構想
の能力」の観点において、顔の「表情」、「アングル」や「構図」、「光と陰」や「線質」といった造形要素
は示しているが、主題設定が弱く、生徒が自分の主題を表すことと造形要素を十分結び付けることができ
ていないこと、表現を追求する多様な試みの方法が十分身に付いていないことなどが課題であると考えた。
これらの課題を踏まえて、主題を表現するための造形要素の働きについて、生徒一人一人が十分理解し、
自分の表現に生かすことができる指導の工夫が必要であると考えた。

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、「発想・構想の能力」を高めるための指導方法の改善に重点を置く。

事例 中学校 美術科 第２学年 「願いを表す手」 Ａ表現（１）ア・イ

テーマ 「主題を表現するために造形要素の働きを考え、豊かに発想や構想する能力を高める指導の
在り方」

授業改善
の視点

①主題を生み出し表現を追求するための指導計画の工夫
②生徒の発想や構想の能力を引き出す指導方法の工夫

① 主題を生み出し表現を追求するための指導計画の工夫
② 生徒の発想や構想の能力を引き出す指導方法の工夫



（２）改善の具体的方途と実践
① 主題を生み出し表現を追求するための指導計画の工夫

本題材は、第１学年の「自画像」（絵画）の学習を通して高められた「対象を見つめ、特徴や美しさ
を感じ取り、心豊かに表現する力」を発展させた題材である。生徒たちの形や色を追求する意欲を大
切にしながら、モチーフを「手」に限定し、感性を一層働かせて「手」の形や色のもつ豊かさや生命
感、存在感などの内面までも深く感じ取り、「感性や想像力を働かせ、単純化や省略、強調などを考え、
創造的に心豊かに表現する力」を育てることを目指している。そこで、本題材の「付けたい力」を以
下のように設定した。
〈本題材で付けたい力〉 主題を基に、手の「ポーズ」「アングル」「構図」「彩色」といった造形要
素を効果的に使って，単純化や省略，強調をしながら，形と色で豊かに表現する力。
従前の学習指導計画（簡易版） 改善した学習指導計画（簡易版）

１ 先輩や作家の作品を鑑賞し、手で主題
を表現している作品のよさや美しさに気
付き、制作の意欲をもつ。

１ 学校生活を振り返り、「今の自分が目指
している姿や心」を主題として設定する。
量感を表す線で描いた手の作品のよさや
美しさに気付き、量感を表す線を使って
スケッチする。

２ 量感を表す線を使って、スケッチを数
多く行うことで、手の形を大まかに短時
間でとらえるスケッチの技能を高める。

２
３
４

手の「ポーズ」「アングル」「大きさ」
「位置」を変えることで、イメージが変
わることを理解し、これらの造形要素を
効果的に用いて、単純化、省略、強調を
しながら主題に迫るスケッチをする。

３ いろいろなアングルによるイメージの
違いを理解し、主題に迫るアングルや位
置、大きさを考え、スケッチする。 

４ 主題を基に、配色や彩色計画を立てる。 ５ 主題を基に、配色や彩色計画を立てる。

５
｜
10

主題を基に、量感を表す線を使って、
光と陰をよく見て立体感のある彩色をす
る。

６
｜
11

主題を基に、量感を表す線を使って、
光と陰をよく見て立体感のある彩色をす
る。

11 自分や仲間の作品を鑑賞し、学習過程
を振り返りながら、形や色による表現の
よさを認め合う。

12 自分や仲間の作品を鑑賞し、学習過程
を振り返りながら、形や色による表現の
よさを認め合う。

上記の「付けたい力」に迫るために、第１時の主題設定の場面では、
学習活動や係活動、部活動といった中学校生活を振り返り、「めざす自分」
を主題として設定した。また、「手」の形のよさに気付かせるために「輪
郭線で描いた手」と「量感を表す線で描いた手」（図１）を比較させるこ
とで手の関節や肉付き、筋の形よさに触れさせた。第２・３時のアイデ
アスケッチでは、「量感を表す線」でスケッチすることを大切に、手の「ポ
ーズ」「アングル」といった造形要素を常に関連させて考えさせ、創造的
にスケッチを追求することを大切にした。

各時間のねらいを設定するとともに評価規準を位置付け、一人一人の学習状況に応じた指導を行っ
た。例えば、第３時の「アイデアスケッチ」では、以下のように評価規準を設定している。

生徒たちに主題を表すためには４つの造形要素があることを気付かせ、アイデアスケッチをさせた。
また、本制作と同じ大きさ（Ａ３）のコピー用紙にスケッチをさせ、「大きさ」については、コピー機
を使って「拡大・縮小」することができることや、「位置」については本制作の用紙に写す際にずらす
ことができることを説明し、「ポーズ」と「アングル」といった要素に焦点を絞り、限られた造形要素
の中で感性や想像力を働かせながら、スケッチにおいて単純化や省略、強調することの必然が生まれ
くるように取り組ませた。

② 生徒の発想や構想の能力を引き出す指導方法の工夫
ア 資料提示(比較資料)の工夫

生徒の発想や構想の能力を引き出していくためには、どの表現に気付かせて、何を学ばせたいのか
を、単位時間ごとに明確にしていかなければならない。

本題材の第４時で述べる。本時は、主題に迫る下描きを追求する時間である。これまでアイデアス

〈評価規準〉 手の「ポーズ」「アングル」「大きさ」「位置」を変えることで、主題を表せることを
理解し、これらの造形要素を効果的に用いてアイデアスケッチをしている。

図１「スケッチ」

【資料 A】 【資料 B】



ケッチで「ポーズ」「アングル」「大きさ」「位置」を大まかに追求してきた生徒たちの中には、上記の
形の表現だけでなく、今後の制作である彩色を意識した強い線や優しい線などの線質の表現にも気付
く生徒もいる。ここで、主題を基に、手の関節や肉付きなどの部分の表現や、手と背景といった画面
全体の表現といった両面を工夫することに気付かせて制作を行う。そこで本時のねらいを以下のよう
に設定した。
〈本時のねらい〉 画面全体、部分の形及び線質に着目し、強調や省略をすることで、自分の主題を
表現できることに気付く、全体および部分の形を表す線を強く描いたり、優しく描いたり、消したり
して、主題に迫る表現を生み出すことができる。
前時の授業後の生徒の作品から一人一人の「見方・考え方・感じ方」を把握し、ねらいに到達する
までにどのように生徒一人一人の「見方・考え方・感じ方」を生かすことができるかを分析した。

生徒たちは、これまでに学習してきた造形要素（手の「ポーズ」「アングル」「大きさ」「位置」）を
試しながら、アイデアスケッチしている。しかし、「主題にもっと迫る表現はできないか。」という思
いをもっている生徒が多いことが分かった。

ここで生徒たちのスケッチを分析していくと、「部分的な形を追求しているが、画面全体の主題に対
する表現の弱い生徒」と、「画面全体を追求しているが手の部分的な主題に対する表現の弱い生徒」が
いることが分かってきた。そこで、「手の部分」と「画面全体」の２つの「見方・考え方・感じ方」の
よさが生かされるように、資料提示を下記のように工夫した。

本時の授業では、「優しく励ましてくれる手」を主題に、温かさや柔らかさを表現しようと、手と背
景の構図といった画面全体に着目し表現を追求しているＡ子と、「精一杯目標をつかもうとしている
手」を主題に、指を伸ばした時にできる筋や力強い肉付きといった手の部分に着目して表現を追求し
ているＢ男の「見方・考え方・感じ方」に焦点をあてた。生徒たちがさらに制作に向かう中で、双方
の「見方・考え方・感じ方」に気付かせることが、表現の質の向上につながると考えたからである。

本時の導入では、これまでの制作を振り返り、Ａ子とＢ男から感想を発表させ、本時の課題となる
造形要素と「見方・考え方・感じ方」を位置付けた。

さらに互いのよさを位置付け、気付かせることを通して、より
質の高い表現に結ぶ「見方・考え方・感じ方」を補充・強化する
ことを意図した。ここで互いのよさに気付かせるために、主題と
手の「ポーズ」と「アングル」が同じでありながら、手の「大き
さ」と「位置」、「線質」の違う２つの比較資料アとイ（図２）を
提示した。この資料作品は、「目標に向かって精一杯頑張る手」
という主題で、「①逞しさ、力強さ」や「②苦しいけれど努力し
続けたい（可能性）」というイメージが込められている。資料ア
は「できるだけ画面いっぱいの手の大きさ」で「肉付きや筋を強い線で描き込む」ことで強さや逞し
さを表し、部分の表現の大切さに気付かせる。資料イは「指先の空間を広くし、画面半分くらいの手
の大きさ」で「腕は暗く、指先に向かって明るくなっていくように線を描く」ことで努力し続ける感
じを表し、全体の表現の大切さに気付かせることを意図した。

イ 感性を働かせ、美的価値を高める鑑賞の指導の工夫
生徒が豊かに発想や構想して表現を追い求めるためには、一人一人の形や色の表現に至るための「見

方・考え方・感じ方」を育てることが大切である。そこで、作品や表現について話す場では、作品を
見せながら主題と表現に結ぶ考えを明らかにして話す姿を大切にした。また、作品が見えるところま
で移動し、仲間の主題と表現を結ぶ考えをまとめたり、新しい考えを見いだしたりしながら聴く姿を
大切にした。これらの姿勢を早期に定着させ、各題材において４つの授業を設定しながら、それぞれ
の授業において学ぶ姿勢を大切にした。本題材においては、次のような学ぶ姿勢である。
［Ⅰ 主題を設定する授業］
・作家や先輩の作品から、形や色を基に作者の思いやその背景を想像し、仲間に話す姿 
・自分の生活を見つめ、主題を設定する姿
［Ⅱ 形と色による表現を試す授業］
・手をじっくりと見たり、積極的に触ったりして、形や色を追求する姿
・頭で考えるだけでなく、美術ノートに積極的にアイデアスケッチをする姿
［Ⅲ 主題を基に形と色を錬る授業］
・主題をもとに追求した作品を仲間に見せながら、その表現に至った「見方・考え方・感じ方」を話
す姿 

［Ⅳ 形と色による表現を仕上げる授業］
・なぜこの形や色に至ったのかを考えながら仲間の作品を鑑賞し、表現のよさを見つける姿
Ⅰの授業では、作者の思いや願いが伝わってくる質の高い作品を多く鑑賞するようにしている。そ

図２ 【資料イ】

【資料ア】 



の際、作者の表現意図や表現の背景について考えることができるように、鑑賞コーナーの工夫や鑑賞
の視点をもたせる問いかけの工夫を行った。

Ⅱの授業では、より多くのアイデアスケッチをすることが表現を追求する上で効果的であることを
実感できるように、多様なポーズやアングルからとらえたアイデアスケッチの資料を提示し、そのよ
さを味わう鑑賞の場を位置付けて。また、モチーフを積極的に研究する姿や、家庭で積極的に資料を
見付けてくる姿を価値付け。

Ⅲ・Ⅳの授業では、仲間の形や色の表現に至った過程を大切にしていくために「見方・考え方・感
じ方」を書いている生徒のノートを紹介した。また、学級や班の交流の場で、作品を基に形や色に至
った「見方・考え方・感じ方」を発表している生徒の姿を全体に紹介し価値付けた。

３ 授業改善後の成果
（１）生徒の実態を踏まえた題材開発の工夫

アイデアスケッチの中で、造形要素（「ポーズ」と「アングル」）を大切にスケッチしている生徒の
姿を見届けながら、生徒の実態に応じて、次のような指導の手立ての工夫を行った。「一つのアングル
を何枚も描いている子」には、ほんの少しだけアングルを変えることにも目を向けるよう助言した。
「主題とアングルを結ぶのに悩んでいる子」には、同じ形でありながら「アングル」を少しずつ変え
た参考作品を見せながらイメージの違いに気付かせ、主題と表現を結ぶ方法を考えさせた。このよう
に生徒の実態に応じた指導を工夫することで、どの生徒もＣ子（図３）ように３枚から５枚のアイデ
アスケッチをすることができるようになった。

昨年度のアイデアスケッチ 今年度のアイデアスケッチ

・ 本制作の１０分の１の大きさ ・ 本番と同じ大きさ（A３） 
・ 「ポーズ」「アングル」「大きさ」「位置」

を工夫して、大まかな輪郭でスケッチする。
・ 「ポーズ」「アングル」を工夫して、形を

表す線で量感をとらえてスケッチする。
・ 「大きさ」「位置」はコピー機で変更する。

昨年度よりも紙の大きさが大きくなったにもかかわらず、多くのアイデアスケッチができるように
なったのは、自分が一番描きやすい大きさでできたことや、造形要素を整理したことで、生徒たちが
表現を追求しやすくなったことが考えられる。Ｃ子は、「思いやりをもって仲間にかかわる手」という
主題のもと、作品１を制作した後に、「アングル」を少しかえた作品２を制作した。２つを見比べなが
ら「指の先を上にした方が求めている感じが出る。」ことに気付き、さらに作品３と作品４を制作した。
少しの「アングル」の違いを実際にスケッチしてみることで、見るだけでは気付かなかった印象に違
いが表れることに気付き、質の高いアイデアスケッチが生まれ、生徒たちにも充実感をもたせること
につながった。

（２）生徒の発想や構想の能力を引き出す指導方法の工夫
① 資料提示(比較資料)の工夫
交流後の制作で、画面全体の構図を追求していたＡ子は、「特に人差し指を強調することで求めてい

く感じを表すことができそうだ。」ということに気付き、少し人差し指の大きさを大きくしてみたり、
関節や肉付きを表す線を強く描き込んだりしながらスケッチを追求した。

また、部分のつくりを追求していたＢ男は、「腕や親指を強調することで、もっと必死さが表せそう
だ。」ということに気付き、腕や親指と小指の付け根の部分の千を強く描いたり、太くしたりしながら
スケッチを追求した。こうして質の高い変容が見られ、この変容に生徒たち自身が喜びを感じること
ができた。
② 感性を働かせ、美的価値を高める鑑賞の指導の工夫
授業の終末で班ごとに「『ポーズ』『アングル』『線質』から作者の表現の意図することがわかります

か。」と視点を与えて仲間の作品を鑑賞した。その中で、以下のような作者の意図を考えた感想や意見
が多く出てきた。

図３ Ｃ子のアイデアスケッチ［Ａ３大］
〈１作目〉 〈２作目〉 〈３作目〉 〈４作目〉



Ａ子さんの作品は、空手をやっているＡ子さんらしさが手の『ポーズ』からよく出ている。けれ
ど、まだまだ力が入っていない感じもする。力を入れた瞬間の筋肉や筋を形を表す線でもっと描き
込んでいくと、緊張感やもっと苦しみを乗り越えた力強さが出てくると思う。
はじめは、形や色の感想や意見しか話せなかった生徒が、上記のように、形と色を主題につなげた
り、仲間の人柄にもつなげたりする意見がうまれてきた。こうした一人一人の「見方・考え方・感じ
方」をもとにしながら語る姿は、質の高い表現への意欲につながった。
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図４ 「Ａ子の変容」
画面全体の雰囲気を追求

て表現』

積極的に仲間にかかわっ

いく手」をテーマに手と

景の全体のイメージを追

している。

『全体の雰囲気を大切にしながら手のつくりを追

求』

「全体の雰囲気で目標に向かっていっている感じを表

そうとしていたから、なんとなく向かっている感じは

出せていても緊張感が出なかった。人差し指の大きさ

や関節や肉付きの線を強くしよう。」
図５ 「Ｂ男の変容」
手の部分を追求して表現』
精一杯目標をつかもうとし
いる手」をテーマに、手の
付きや筋などの部分的な形
追求している。

『手の部分と全体との関係から躍動感を追求』

「手の筋や肉の盛り上がりに魅力を感じて、この

勢いばかりにこだわっていたけれど、親指や小指

の付け根や腕の線の強さや大きさを変えることで

勢いや動きがもっと強く表せそうだ。」


