はじめに

私は、美術教員になって3１年間、ずっと悩んできたことがある。
それは、『美術は、教えることができないのではないか』ということである。
もっといえば、『美術は、教えてはいけないのではないか』とさえも、思うので
ある。
この本で紹介した実践の多くは、私が、いかに『教えずに、教えようとしたか』
の苦闘の跡ともいえる。
教員になったばかりの頃は、覚えなければならないことが多く、学年が一巡する
３年ほどは無我夢中で毎日が過ぎていく。
やがて、生徒や学校の様子が分かってくると、美術教員としての自分の役割や存
在意義について考えるようになり、教員を目指した頃の理想や理念が、現実と食い
違っていることに悩む。
美術教育は、いうまでもなく表現の教科である。この教科では、技法や技術など
の習得と同時に、創造的な表現にかかわる技能を育てていく必要があるという難し
さがある。
美術という教科を通して『何ができるのか』、また『何をしなければならないの
か』を、自問自答する日々が続くのである。
かつて教育研究関係の機関に勤めていた頃に、ある図工の先生から「困ったとき
に、すぐに相談できる『駆け込み寺』があればいいのに」と言われたことがあった。
そういえば、私も若い頃によくそう感じていたものだ。そして、いつか自分がそ
の役割を果たせるようになりたいものだと思ってきた。
長年の願いがかない、本書を出版することができ
た。
私が高等学校や教育研究機関などの31年間の実践の
中で自分なりにつかんだことが、一人でも多くの「生
涯、美術を愛好する」ことを願う人たちに届き、「駆
け込み寺」としての役割を果たすことができたら幸い
である。
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「先生は、どうして美術の先生になったん？」

新着任の翌日、数人の生徒が美術室にやって
きた。

「へー、まともに答えてくれたん先生だけ
や。」という。

「先生、何やったらいいねん。」という。
聞いてみると、昨年度美術の単位を落とした

何となく気分が良くなって、

らしい。私が課題を出して認定しなければ卒業

「これでいいよ。」と合格を告げると、

できないというのである。

「ほんまに！！

ありがとう。」

照れくさそうに教室を出て行く姿に、思わず
そこで「自分の家の近くの風景を鉛筆でスケ

ほっと胸をなで下ろした。

ッチしておいで。」と画用紙を２・３枚渡した。
何日かして「これでいいか。」と持ってきた。

身長180㎝以上もある、強面の兄ちゃんたち
とのやりとりだった。

お世辞にも熱心に取り組んだといえそうもな
かったので困った。
とにかく話を聞こうと思い、

その後、すべてを見透かすようなその言葉は、
何度も私の中で反復されることになった。

「これはどこの風景？」と尋ねた。
「家の近くの川の土手。」

とっさに出た言葉に嘘はなかったが、彫塑作

「この木は君が小さいときからあったの？」

家としては食べていけそうになく、「でも、し

そんなことをしばらく話していると、突然、

か先生」と言われてもしかたのないことを、自
分が一番よく分かっていた。

「先生は、どうして美術の先生になったん？」
その学校では、芸術教科は美術しか開設され
ドキッとする質問をしてきた。

ておらず、全員必修であった。

平静を装いながらも、これは大変重い質問だ。

ば、嫌いな生徒・苦手な生徒もいる。

当然、美術の好きな生徒や得意な生徒もいれ
うかつな答え方はできないと直感した。
頭の中で、大学時代のこと、非常勤講師での
出来事などを懸命に巡らせ、手掛かりを探った。

全員を惹き付けられる題材、２時間造形活動
に集中させることができる題材はないか。
このときから今日

ふとそのとき、大学のサークルで取り組んで

まで、31年間の試行

いた絵画教室の子どもたちの笑顔や、高校生の

錯誤が続いている。

真剣な顔つき、そして好きで好きでたまらなか
った自分の子ども時代の思い出が浮かんできた。
「そうやな、僕は美術をやっているときが一
番楽しいから、みんなも楽しめたらいいなぁと
思って。」というと、
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「教えないように教える」とは、

「教えないように教える」とは、

「教えないように教える」とは、

大切なのは、その時期に絵を描くことが好き
な状態でいるということである。

学習者が、自分で答えを見つけられるように
導くこと、
あるいは、

この時期をうまく乗り越えられなかった場合
は、知識的な要求が先行してしまい、技能面で
の遅れが苦手意識へとつながることになる。

学習者が、自分で思いついたり発見したりで
きるような「しくみ」を作ること、
と考えている。

造形表現を発達段階と発達要求の面から見て
みると、幼年期の「なぐりがき」から「様式
化」への時代、少年期の「図式化」から「写実

この学習方法は、どの教科においても有効で

の芽生え」への時代、青年期の「写実表現」か

あると思われるが、表現にかかわる美術教育に

ら「抽象表現」への時代、そして壮年期の「自

おいては、最も重要なことではないかと思って

己結実」の時代へと変化していく。

いる。
では、幼年期から少年期にかけて十分に発達
『教える』が「やらせる」や「分からせる」
になってしまうと、とたんに技術や技能は身に

要求が満たされずに育った高校生には、美術教
育をどのように進めたらよいのであろうか。

付かなくなり、表現も強いられたものになって
しまう傾向がある。表現活動は、自発的に行わ
れることが望ましい。

それぞれの発達段階において要求が十分に満
たされなかった場合、その段階にさかのぼり、
満たされるまでやり直す必要があり、段階を飛

よく、「絵を見るのは好きだが、描くのは苦
手だ」という言葉を、聞くことがある。

び越えて次へと進むことはできないと考えてい
る。

苦手になってしまった理由の一つとして、小
学校高学年から中学校にかけて芽生える写実的
表現でのつまずきがあったと考えられる。
この時期には、自分も周りも写実的な表現に

楽しみだけではなく苦しみも味わいながら自
らの表現を求めて追求する、そのことが創造の
喜びであると思うのである。

対する評価が高くなってくるが、自分の表現技
術がそれにともなわないと感じたときにコンプ

この本では、幼年期や少年期に獲得できなか

レックスとなり、それが苦手意識へと結びつい

った技能や表現技法を、「自ら発見できるしく

ていくと考えられる。

み」で取り戻し、各発達段階での要求に応じた
表現へと導くことを最大の目標としている。

この時期に、興味の対象が造形に向いている
いわゆる「絵を描くことが好きな子」は、様々
な表現方法を自ら試みるので、写実に必要な技
法を獲得していくことができる。

第1章 「教えないように、教える」ために
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「教えないように、教える」ための１０のポイント
私が勤めた最初の2校10年間での経験が、こ
の本の大テーマである「教えないように、教え

ねてされていくものであり、失敗の必要性を伝
えたいと思った。

る」の考えに至らせたといえる。
それは、様々なタイプの生徒を前にして、と

現時点でできないことを恥ずかしく感じたり

にかくだれにでもできる、やる気の出る題材を

卑下したりするのではなく、何事も失敗を重ね

開発することが最優先課題になったからである。

て習得していくものであるということを理解で
きるようにしたいと考えたのである。

そこで私は、美術が好きな生徒はどんな題材
にでも意欲的に取り組めるだろうと考えので、

「先生の価値観と食い違っている」に対して

まずは「嫌い、苦手」と感じている生徒を中心

は、指導者側の評価方法や題材の目標などを明

に据えた題材や指導方法を工夫することにした。

確に示すこと、またそれが一方的なものではな
く生徒の発達段階や到達度、関心事などに応じ

美術が「嫌い、苦手」になった原因としては、
「うまくできた経験がない」「ほめられたこと

た設定ができているかを点検しながら柔軟に対
応する必要があると考えた。

がない」などの技術的な面でのコンプレックス
から起こっている場合や、「失敗が苦い思い出

これらのことをまとめると、

になっている」「自分の作品や考えを否定され
た」「先生の価値観と食い違っている」などの、

○

マイナス要素から起こっている場合が考えられ
る。

現時点で興味をもっていることや、興味
をもつだろうことをテーマに取り上げ、

○

これまで使ったことがないと思われる素
材や材料を用いて新鮮な気持ちにさせ、

そこで、例えば「うまくできた経験がない」

○

「ほめられたことがない」に対しては、題材自

失敗してもやる気をなくさないように、
またやったことが少しずつ自分のものにな

体にほめやすい要素を取り入れることや、その

っているという充実感を味わいながら、

生徒自身の上達度や習得度の差異、意欲や姿勢

○

いつの間にか熱中していき、

などを鋭く観察して、「ほめるチャンスをうか

○

案外美術って面白いな、これからも続け

がう」ことが重要だと考えた。

たいな、
と思うような題材や指導方法を開発する。

また、「失敗が苦い思い出になっている」
「自分の作品や考えを否定された」に対しては、

ということになる。

失敗の原因を生徒自身が見つけられるような段

次にそれらを10のポイントに分けてもう少し

階を追った到達目標や、生徒の力量に応じた技
術の習得方法などを取り入れた題材を工夫する
とともに、そもそも技術の習得は失敗を積み重
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詳しく述べていきたい。

「教えないように、教える」ための１０のポイント

Point.

１

発達段階と発達要求を踏まえて

ローウェンフェルドは、子どもの創造活

ったり友達との敵対感情が生まれたりする

動に見られる創造性と精神の成長段階、個

など、大人への転換期であり、自我の確立

人差から発達段階を次のように考えた。

を目指す最も不安定な時期である。
これらの写実を意識する時期を、いかに

○ 自己表現の最初の段階
（なぐりがきの段階：２～４歳）
○ 再現の最初の試み
（様式化前の段階：４～７歳）

うまく過ごすかが重要であり、そのために
は「写実的な表現ができることが最終的な
目標ではない」ことを、指導者も意識して
いかなければならないであろう。

○ 形態概念の成立
（様式化の段階：７～９歳）
○ 写実的傾向の芽生え
（ギャング・エイジ：９～11歳）

生徒の造形的活動における発達要求を適
切に知り、夢と希望にあふれた生き生きと
した自己表現が実現できるように手助けを
したいものである。

続いて、11～13歳を「疑似写実的段階」
とし、正確な再現的表現を行おうとする傾

創造的活動の発達欲求と心理的発達

向が見られる反面、発想の自由性も減少し
ていくようになるとしている。

年齢

11

12

13

そして、13～17歳を「決定の時期」とし

児 ﾄﾝ

ている。中学生になって、写実的表現にさ

童 ﾑｿ

らに興味をもち自分でもそれを試みるが、

画 ﾘﾝ

視覚的に認識したことと、技巧的な手法が

の

うまくかみ合わず、そのことが創造的表現

発 ﾛﾌ

疑似写実的

能力のつまずきとして作用する現象が見ら

達 ｰｪ

段階

れるようになる。

要 ｳﾙ

そんな時期を経て、自己の理想的思考と

求 ｪド
ﾝ

抽象化能力が一層高まる高校時代を迎える。
リアルな表現に加えて表現の多様化と深
まりを増すが、中学校時代に受けた心の傷
の深さが容易に回復しない場合には、写実
的、視覚的な表現への失望から、創造的活
動全体に意欲を失ってしまうことがある。
青年期の危機ともいわれるこの時代は、
自我の意識が強く、感情の起伏が激しくな

15

16

17

写実化（レアリゼイション）と覚醒の段階
思春期と時を同じくする

－推理の
段階－

心 ﾎﾚ

14

協同の時代

決定の時期

－創作活動に見られる
青年期の危機－
協同の時代

理 ｰｲ
的 ﾏﾝ
発 ｰ

－最後の過渡期－ －思春期－

達

「美術教育の名言」より抜粋
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Point.２ 表現の３つのタイプとその傾向

Point.

２

表現の３つのタイプとその傾向

年々、子どもたちの想像力が乏しくなっ
ているように感じる。新しいことを考えた
り、空想したりする力が弱っている。

①

視覚的にとらえるタイプ

このタイプは、題材が変わっても表

何かを創造するためには、その前に必ず

現形式がほとんど変わらない特徴が見

イマジネーションを働かさなければならな

られる。側面的なところに視点を固定

い。しかし、想像力がよく伸びると思われ

して基底線を設け、空間を広くし、小

る幼児期に、昔話や童話を読み聞かせても

さめの形態にする傾向がある。また、

らう機会も少なくなったように思う。

対象を空間の中で認識するという立場
でとらえているようである。

生まれたときから、テレビなどの映像に
よる情報が一方的に入り、頭の中でお話を
視覚イメージに置き換えるなどの訓練が不
足していることが原因の一つと考えること
ができる。
一般的に思春期になると、子どもらしい
自由な表現が少なくなってくる。そして、
自分の作品を批判的にみるだけでなく、自

②

感覚的に表すタイプ

このタイプは、直感的で早描きが多
く、細部にこだわらず端的に対象をと
らえる傾向が見られる。また、ひらめ
きを呼び込んで表現に生かすようであ
る。

分自身に対しても批判的になる結果、それ
までの子どもらしさが消え、概念的な思考

③

装飾的に表すタイプ

をするようになる。
そして、子どもの創造性が、急速に変化

このタイプは、常に多彩ですべての

していく時期でもある。そのとき、知識的

ものを楽しく飾ろうとする特徴がある。

なものを焦って子どもに教え込もうとする

形態は装飾的な創造の感じが強く表れ、

と、その時期に十分に行わなければならな

羅列的な描き方となりワイドな表現の

い大切な経験を失なってしまうことになる。

傾向が見られる。

子どもを取り巻く環境などにより、子ど
もの表現にも、次の三つの大きな傾向が現

これらのことを知っておくと、その生徒

れてくるタイプに分けられると思われるの

のタイプに合わない表現を要求することに

で、そのタイプを見極め、それぞれに応じ

よって生ずる問題や、やる気を失わせる題

た指導方法を用いると効果的だと考える。

材設定を避けることができ、生徒の個性に
応じた適切な援助ができると考えられる。
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「教えないように、教える」ための１０のポイント

Point.

３

集団指導と個人指導での留意点

集団指導で気を付けたいこと

集団指導では、皆に同じ考え方で同じよ

個人指導で気を付けたいこと

絵を否定することは、その生徒を否定す

うに指導するという目的ではなく、人と違

ことと同じであり、絵をほめることは、そ

ったその人自身の表現や考え方を大切にす

の生徒をほめることと同じである。

るという観点が重要である。
今、この生徒は何を考えているのか、何
集団の中でほめるときは、一般にうまい

を迷っているのかを察知し、それらの解決

とされる模範的なものではなく、だれもが

の糸口をつかむために個々に話しかけ、そ

共感できるような要素が含まれている場合

の生徒の世界が開かれるように手助けをし

や、驚くような斬新なアイディアや発想を

てやることが大切である。

紹介すると効果的である。

そうすることによって自信を取り戻し、
描こうとする意欲が高まり、迷っていた生

興味・意欲などを喚起するプラス的要素

徒も積極的に筆を進められるようになる。

をもつエネルギーや、逆にやる気をそぐマ
イナス的要素のエネルギーでさえも、全体
の中では伝染しやすい。

絵が描けなくてじっとしている生徒は、
『素直に自己表現ができない』ということ

教員自身が極力本音で語りかけ、教訓や

を態度で自己表現していると解釈できる。

押しつけにならないようにし、集団からわ

自信をもって熱中して描いている生徒に

き起こるエネルギーをうまく活用できると、 対して、過ぎた指導はいらないであろう。
援肋も生きてくる。

そばにいて関心を寄せるだけでよく、自然
な表現をほめることによって、生徒は自信

美術教室での教員の最も重要な役割は、

をもって描き続けるようになっていく。

創造的雰囲気を作り出すことであろう。
優れた指導者には、それぞれ独自の事前
準備の苦心がある。すべてのことを教えて
しまおうとしないで、たとえ小さな発見で
も、自分で見付けた喜びを大切にさせたい
ものである。

第1章 「教えないように、教える」ために
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Point.４ みんなで集中できるルールづくり

Point.

４

みんなで集中できるルールづくり

教員になって最初の頃、生徒の根気が続かな
いことに驚いた。
こんな言葉が生徒の口からよく出る。「どう
せ自分は下手だから」「自分にはとてもできそ

「説明の内容が能力的に理解できない」
「何らかの理由で説明を聞き逃した」
「説明の内容は理解できるが、自分にはでき
そうもないとあきらめた」などが、考えられる。

うにない」など、造形表現への劣等感を強くも
っていることがわかる。
これまで自己を肯定してもらえる場面が非常
に少なかったのであろう。
自分に自信をもてるような題材を開発する必
要があると感じた。

最初のうちは他の生徒から、「早くしろよ」
とか「焦ってできない」という声が出てくるこ
ともあるが、この学習ではみんなができるよう
になることが重要だということを力説し、ステ
ップをできるだけ短く設定しながら進めていく
ようにする。

そのためには、目標をやり遂げたときの達成
感や成就感が味わえるようにすること、またそ

指導者が、一つ一つの行程をできるだけ短く

れをみんなが真剣に行える雰囲気を作ることが

区切って、焦らずに進めていくと、早くできた

大切であると考えた。

という優越感や遅くなったという劣等感などが

否定的な態度の生徒が数人いると、他の生徒
はそれに引きずられてしまう。
そこで、みんなが集中できる雰囲気を作り出

だんだん薄れていき、みんなができているとい
う連帯感や充実感が喜びとして感じられるよう
になってくる。

すために、みんなが納得でき、そして守ること

そうなると、お互いに遅れないように努力す

ができる一定のルールが必要であると考えた。

ることはもちろん、遅れている人を手伝う気持
ちも生まれてくる。

例えば、

他人に教えた経験をもつ生徒は少ないが、教
えることによって自身の学習が定着するし、何

みんなができるまで、次の作業を待つ

よりも感謝されることがうれしい。

というルールを決める。
ある程度軌道に乗ってきたら、作業性による
早くできた人は、遅い人を待たなければなら
ない。遅い人は、早い人に待ってもらわなけれ
ばならない。簡単なことのようであるが、様々
な心理が働き、教員も生徒もいくつもの壁を乗

集中力増の効果が生まれてくるので、うまくい
けば終盤まで黙々と作業をする姿が見られる。
この指導方法は、集中できない生徒が多いク
ラスでは大変効果的であった。

り越えていかなければならない。
人はだれでも学びたいと思っている。それを
例えば、説明を聞き取れない生徒の場合、の
主な理由として、
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みんなで達成することが、みんなが納得し守れ
るルールにつながると考えている。

「教えないように、教える」ための１０のポイント

Point.

５

人は、だれでも学びたいと願っている

よく「学ぶ」は「まねる」から始まるといわ

どんな「方式」や「型」も、すべてに通用す

れる。例えば、書道やピアノ、空手など、習い

るわけではないので、どの部分に用いるかが、

事の多くはまねることから始まる。

指導者の技量にゆだねられているのである。

そして、それらには「型」があることが多い。
学びやすいように体系化され、基本から応用へ
と発展できるようになっている。

勉強が嫌いな人は多いが、自ら学ぶのが好き
な人は多いように思う。
人は、興味のあることは好きな場合が多いし、

また、伝統的な武道の教えに「守破離」とい
う考え方がある。
「守」は、伝統から徹底的に学び基本を身に
付けること、
「破」は、それまで身に付けたものを一端捨

強いてさせられることには抵抗を示すが、自ら
求める学びには意欲を示す傾向があるようであ
る。
人は、だれでも多くのことを学びたいと願っ
ているのである。

ててしまうこと、
「離」は、自分独自の新しいものを生み出す
こと、

学習したことを定着させるためによく用いら
れる方法として、反復練習がある。

新しいものを創造するには、これまで蓄積さ

繰り返し行うことで忘れないようにする方法

れた先人の知恵をまず徹底的に学べということ

であるが、さらにそれを推し進めたものとして

であろう。

私は、「学んだことを、人に教える」という方
法を推薦する。

美術にも「模写」という方法がある。これな
どは、まねるの典型であるが、単に技法をまね

人に教えようとすると、まずは自分の学んだ

るだけでなく、作者の考えや意図を探る方法と

ことを整理しなければならない。また、人に理

しても有効である。

解してもらえるように、教え方を工夫する必要
もある。相手の年齢や到達度に応じて工夫もし

また、「○○方式」などの一種の「型」も考

なければならない。

案されているが、私は、それぞれの良さがある
ので、学習者の学習要求や習熟度、到達度に応
じて用いたらよいと考えている。

人に教えることによって、自らの理解が深ま
るとともに、定着度が増す。そして、最も嬉し
いことは、相手から感謝されることである。

例えば、意欲が極端に乏しい生徒には、興味
をもつ話題の提供や、自分でも上達できる可能
性があると思える事柄を見つけてやるなどの工

人は、自分が知ったことを人に伝えたいと願
っているのである。

夫が必要であるし、そのために「○○方式」が
効果的であるならば、活用すべきだと思う。

第1章 「教えないように、教える」ために
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Point.６ 何かをしたくなる空間づくり

Point.

６

何かをしたくなる空間づくり

私の目指す美術教室は、「入った途端に、何

ように、思い切って「質より量」にしている。

かを創造したくなる衝動に駆られる空間」であ
る。そのための条件整備として、次のようなこ
とを心がけている。

③ 作りかけの作品を保存できる
図書館で余った書架をもらってきたり、棚の
上をできるだけ整理して場所を確保するように

①

材料が豊富にあって選べる

②

必要な道具が揃っていて使える

③

作りかけの作品を保存できる

④

参考資料や作品の閲覧・鑑賞できる

⑤

制作に必要なスペースが確保できる

⑥

やる気が起こる雰囲気を作る

⑦

相談にのってくれる専門家がいる

している。全学年で200名の作品の置き場所を
同時に確保するのが難しい場合は、場所を取る
立体作品の制作時期を学年でローテーションす
るなどの工夫をしている。
④ 参考資料や作品の閲覧・鑑賞できる
できるだけ多くの作品を掲示できるように、

①～⑤は物的環境といえ、事前準備できるこ
とばかりである。これらが十分に行えていれば、
成功したも同然なので、それぞれについて、詳
しく述べたい。

平面作品はラミネート加工することによって、
額を使用しなくても見栄えもよく、ピンでとめ
やすくなり、汚れや痛みの防止にもなる。
立体作品はワイヤーを張ってクリップでぶら
下げたり、デｨジタルデータ化してモニタで鑑

① 材料が豊富にあって選べる
学校で準備する材料は、できるだけ専門的な良

賞したりできるようにしている。
⑤ 制作に必要なスペースが確保できる

い素材を用いたものを購入するようにしたい。作品
の最も根幹になるところなので、例えば版画では専
門紙のアルデバラン、ポスターではケナフ紙を使う
など、貴重で高価なものを使っているという意識か
ら大切に扱う気持ちや、良いものを作っていきたい
という創作意欲につながっていくことが多い。
小さな投資で大きな価値を生み出すので、ここ
では贅沢をさせたいと考えている。

机を向かい合わせにして、4列8脚の島を6個
作るようにしている。机がつながることによっ
て作業スペースが増え、物の落下も防止できる。
島同士の間が広くなり、移動しやすい。
また予備の島の1つに、材料用具を並べ、い
つでも使えるようにしている。
生徒が指導者の話を聞くときに、顔や体が横
向きになるが、全体の動向は十分に把握できる。

② 必要な道具が揃っていて使える

隣同士での私語が多くなる傾向もあるが、お互
いの顔が見えることによって、雰囲気が和やか

私はよく100円ショップに通っている。カッターナ

になる効果も見られる。

イフやセロハンテープ、共同で使うほとんどのもの
を揃えることができる。40名を超える授業では、数
が必要になる。他種類の道具を待つことなく使える
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⑥はPoint.４と7を、⑦は、第3章資料「アド
バイスランク」を参考にしていただきたい。

「教えないように、教える」ための１０のポイント

Point.

７

やる気が出る題材の設定

(1)

作業性を取り入れて、集中力を付ける

落ち着きのない生徒にやる気を出させ、最後

私はこれまで、「セットもの」をあまり使わ

まで根気よくやり遂げられるように導くにはど

ないようにしてきた。それは、自分で工夫する

うしたらよいだろうか。

部分が少なく、独創性や創造性を期待しにくい

私は、こう考えている。
一つ一つの到達目標をなるべく低く設定する
とともに、作業的な要素を取り入れ、これなら
自分にもやれそうだという気持ちが起こるよう
にする。
一つ一つの達成感がそんなに大きくなくても、

と感じてきたからである。
しかし一方、私は「セットもの」の代表のよ
うなプラモデルが大好きである。
プラモデルには、説明図通りに作れば必ずで
きるという安心感がある。そして、複雑なもの
でも少しずつ組み立てていくと完成でき、一定

積み重なることによってだんだんとやる気が増

の見映えもするようになっている。一から自分

し、それに伴って集中力も増してくる。

の力で作り出すことが難しいものでも、適切な

そして、最初はとても無理だと思っていた大
きな目標にも、いつの間にか到達することがで
き、やれたという自信につながっていく。
まとめると、

ガイドがあれば達成できる例である。
私の場合、何よりも単調な作業そのものがス
トレスの解消に役立っている。仕事に疲れたと
きでも、「帰ってからあの続きをやろう」とい
うわくわくとした気持ちになれる。

作業的要素を取り入れながら、やれそう
な小さな目標と達成感を積み重ねていくこと
によって集中力を養い、大きな目標を達成で
きるようになっていく題材を開発する。

単純な作業ほど、慣れてしまえば苦にならな
いものである。
私は中学高校と陸上部であったが、跳躍が専
門だったので長距離走が苦手だった。駅伝にか

ということになる。
さらに、

り出され、練習していたときのことである。
ある距離を超える所まで走ると、体が急に楽
になって幾らでも走れそうな気分になる。

ステップ学習と作業性を組み合わせると
ともに、それぞれの力量に合わせて難易度の
違う目標を選択できるようにする。

脳内にドーパミンが分泌され、一種のトラン
ス状態になるのだろう。
制作にも同じことがいえる。オリジナルで独
創的なものを作り出そうと力んでいるときは苦

と、より効果的である。それらの考え方を取

しくてはかどらないが、エスキースから徐々に

り入れた題材例として、次ページ(2)達成でき

大きくしていったり、作業性の高い行程を多く

そうな目標の設定と選択の題材「切り絵」を参

取り入れると取り組みやすくなる。

考にしていただきたい。

単調な作業の繰り返しがリラックス感を生み
出し、集中力につながっていくのであろう。

第1章 「教えないように、教える」ために
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Point.７ やる気が出る題材の設定

(2)

達成できそうな目標の設定と選択

ここでは、前頁で述べた「作業性」を導入部

Ａ … 自分でオリジナルの図案を作る

に取り入れ、さらに達成できそうな小さな目標

Ｂ … 自分で探した図案を模写する

を設定した題材として、「切り絵」を紹介する。

Ｃ … 準備した図案から模写する

題材例「切り絵」

Cレベルで準備した図案は、当時、毎週朝日

制作手順
①

図案を選び、トレーシングペーパーに輪郭
を鉛筆でトレースする。

②

黒の台紙の裏面に白のカーボン紙を当て、
線をなぞって図案を写し取る。

③

白い線に沿って、デザインカッターで切り抜

のカラー作品で、学校図書館司書がスクラップ
していたものを使った。
小さな事柄でも、自分で決めるという行為は
大変重要であると考えている。題材の各所に、
自分で選択するしくみをちりばめておくことが、

く。
④

新聞に掲載されていた切り絵画家「滝平次郎」

配色を考え、トレーシングペーパーの輪郭

意欲的な活動へと結びつけると考えた。

線を手掛かりにして色紙を切り、裏面に貼り付

切り絵は、完成までの行程を

ける。

①「図案の転写」

準備物
（黒台紙１枚、白カーボン紙

②「切り抜き」

１枚、和紙10色、透明板１枚、デザインカッタ

③「色の決定」

ー1本）

などの行程に分けることができる。

「切り絵」セット

トレーシングペーパー、カッターマッ

ト、のり、はさみ

それぞれの行程には、
この「切り絵」の題材では、下絵の善し悪し
が出来上がりに大きな影響を及ぼす。
切り絵独特の線と面の処理による図案化には、
相当の考える力とデザイン力が要求される。
そこで、生徒の力量に応じてA～Cの三つのレ
ベルから選択できるようにした。

①「うまく写すことができた」
②「きれいに切ることができた」
③「バランスよく色を配置して、きれいに貼
ることができた」
などの到達目標が設定できるので、その結果
を自分で判定することができる。
また、これらの小さな積み重ねによって、高

さらに、それぞれのレベルの評価の最高点を、

次から自らの行動を見通すメタ認知力が向上し、

100点、90点、80点とし、自分の力量を技術面

大きな目標を達成するときに必要な能力である

と意欲面の両面から総合的に判断して、どのレ

と考えている。

ベルで挑戦するかを決めさせた。
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「教えないように、教える」ための１０のポイント

(3)

苦手意識からの解放

私は、小さい頃から暗記科目が苦手で、英単

の制作」を取り上げてそのことを考えてみたい。

語や社会の人名・地名、歴史の年代などを覚え
ることに苦手意識があった。出来事を関連づけ
ずに丸暗記しようとしたからであろう。

題材名「CDジャケットの制作」
制作手順
①

反面、体験や経験を重ねて習得していく美術
や音楽、体育、書道などの分野は好きで得意で

つ用意する。
②

もあった。

CDにしたいテーマを決め、それに関係する
絵や写真を集める。

③

これらのこともあり、美術の授業では体験の
中から自ら気づき、習得していくことができる

12㎝×12㎝と12㎝×15㎝の画用紙を1枚ず

スパッタリングや墨流しなどでできた模様を
背景などに生かして使う。

④

絵や文字を模写・転写・コピーして貼る。

手法を取り入れていきたいと考えてきたのであ
る。

この題材では、「実際に使えるもの、使いた

様々な体験を通じて、生徒が自分自身で表し

いもの」という目標を立てている。自分で実際

方や技法を見つけ出せたと思えることが大切で、

に使っている姿をイメージすることによって、

そのことが大きな自信となり、次へのやる気に

普段の生活に結びついた美術を意識させたいと

つながったり、技能の向上や心情の充実に結び

考えたのである。

ついたりしていくと考える。
スパッタリングや墨流しなどの技法によって
また、それらの気持ちを起こさせるためには、

できた模様を、背景やコラージュの素材として

指導者がじっくりと待ってやることが最も重要

用いる。写実的な描写力の不足による苦手意識

であろう。支援とは耐えることだといっても過

を、一時的に解放することが目的である。

言ではないと思う。

さらに、素材として用いる人物などの写真や
絵についても、コピー機で拡大縮小したり、そ

すぐに答えを教えないで、自分で見つけよう

れらをトレースしたりしてもよいことにした。

という気持ちを起こさせることは、直接教える
ことの何倍も根気がいることである。

全作品100点を超えるCDジャケットの、表と
裏の両面が見られるような展示方法を考えた。

「学び」は、生徒自身の問題であり、指導者
は学問や芸術という旅の案内人といえるであろ
う。創造の過程は、人生そのものであり、自己
克服の過程ともいえる。

教室後部の壁面前にクリップを通したワイヤ
ーを数本張り、作品をぶら下げて展示した。
なるべく多くの人が用いた技法やアイディア
を共有し合えるように、全員の作品を展示する
ことにしたのである。

ここでは、様々な技法を用いた「CDジャケット

第1章 「教えないように、教える」ために

25

Point.８ 小さな作品にでも、思いは込められる

Point.

８

小さな作品にでも、思いは込められる

ここでは、３校目の学校での実践例を紹介す

を見せたいと思った。

る。この学校は、美術教室が大変狭く、水道の
蛇口が三つしかないという厳しい環境であった。

その頃、宮崎駿の「トトロ」の映画を見る機

そんな条件下でできる題材を開発するために、

会があった。小さな頃から漫画好きの私は、ア

次のような目標を立てた。

ニメも大好きで宮崎駿の大ファンであった。
トトロが、木の上で丸い楽器を吹くシーンが

○ 準備と片付けがスムーズに行えること
○ ５０分単位で展開できること

あり、「ボーーッ」という低い音色に惹かれた。
どうもオカリナらしい。

○ ゴミの処理を簡単にできること
○ 基本的な道具の使い方を学習できること
○ これまでしたことがない題材であること

音の出るしくみを本などで調べながら、20㎝
位の椰子の実のような形の土笛を作った。
まともに音が出るまでには、何度も歌口を作

そして、これらの条件をすべて満たす題材と
して「オカリナづくり」が生まれた。
★

題材２「土笛からオカリナへの進化」
参照 ⇒ P56

り直さなければならなかったが、「ボーーッ」
と鳴った瞬間、「やったー」と年甲斐もなく叫
んでいた。この喜びを、生徒と分かち合いたい
と思った瞬間でもあった。

箱づくりから彩色までの一連の行程を、一年
次の２学期から約半年かけて展開したのである。

工夫を重ね、一オクターブほどの音階が出る
ようになり、第1号の「オカリナを吹くトトロ

この題材では、材料用具の基礎的基本的な使
い方や扱い方を確実に身に付けられるように、
また一つ一つの工程を丁寧に粘り強く取り組む
ことを目標としている。
この授業の後、生徒の取り組む姿勢が大変よ
くなったことは、忘れられない思い出である。

のオカリナ」が完成した。素焼き焼成し、アク
リル絵の具で彩色した。
「蓮の葉を持つトトロ」「紅の豚」「テト」
「猫バス」などのキャラクターや、生徒のリク
エストで「Ｆ１カー」「私の自刻像」などもオ
カリナにした。
当時、小学２年の次男が遊びで作った粘土の

数をこなすよりも、一つのことをじっく

魚のオカリナも残っている。

りと最後までやり遂げること
オカリナを作るための７つ道具とオカリナの
前任校で、「土鈴づくり」を教材化したとき、

作り方を冊子にまとめ、各校種の教員・児童生

粘土を触っているときの嬉しそうな生徒の顔が

徒学生、県民講座や開放講座で主婦からお年寄

印象に残っていた。幸い、小さい七宝焼の窯が

りまで、これまで千人を超える人たちとオカリ

あり、詰めたら一度に10個ぐらいは焼ける。授

ナづくりを楽しんできた。

業中に生徒の前で焼成し、真っ赤になった粘土
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「教えないように、教える」ための１０のポイント

Point.

９

遊びと発想の関係

遊びは発想の原点であると考えている。

遊びは発想の準備段階とも考えられる。

例えば、「なぞなぞ」は答えを見いだしてい

子どものときの遊びの経験は、大人になって

く遊びである。発想を転換したり、飛躍した考

から発想するための必要条件である。

え方をしたりすることが大切で、言葉の表層的

小学校の図画工作科では、これまで中学年で

な意味やイメージにとらわれずに一般化してい

扱われていた「造形遊び」が、高学年にまで広

く訓練になると考える。

げられているが、これは遊びの中で培われる大
切な要素を造形教育に生かすことができると考

抽象化の訓練の代表に「ジグソー・パズル」

えられたからであろう。

が挙げられる。これは断片の組み合わせから意
味のある結合を見いだす訓練になる。

三宅芳雄氏は「個人知識の外化に基づく思考

「クロスワード・パズル」は、ヒントから適

支援環境」の中で、「人は一足飛びでよい考え

切な言葉を見つけなければならないので、与え

を産み出すことはなかなかできない。思い付い

られている条件から目的に至る過程を見いだす

た考えを吟味し、問題点を見つけ、それを改善

訓練になる。

しながら、次第によい考えを形づくっていくの

「４コマ漫画」は、最も一般的な起承転結に

が普通である。」と述べている。

よってストーリーを考える訓練になる。
動画やアニメーション、小説などのストーリ
このように考えていくと、遊びの中には発想

ー性のあるものを作るときは、問題を解決する

するために大切な要素が、いかに多く含まれて

過程で必要な吟味や批判などを頻繁に行う力を

いるかがわかる。

養うことができる。

勉強や学習を遊びにしてしまうだけのしたた
かさが必要ではないだろうか。
また、遊びにしようと意識することで、奇想
天外な発想が呼び起こされとも考えられる。

これは、構想を練ったり発想を引き出したり
する力を育てることにもつながると考えられる
ので、次の項でアイディアの生まれ方について
もう少し詳しく考えてみたい。

私たちは、遊びを通じて発想や創造の基礎訓
練をしてきたのであろう。
遊んでいるときは、好奇心が持続する。遊び
はとにかく面白いので熱中できるし、遊びだか
ら失敗しても致命的な事態にはならない。子ど
ものときに遊びに熱中できなかった人は、成人
しても発想が広がりにくくなるともいわれるほ
どである。

第1章 「教えないように、教える」ために
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Point.10 アイディアが生まれるとき

Point.

10

アイディアが生まれるとき

野口悠紀雄氏は、「超発想法」の中で、発想
を生み出す基本５原則として次のことを挙げて

描いたり作ったりしながら考えていることが多
い。創造は試行しながら行われるといえる。

いる。
頭に情報となる材料が詰まっていれば、環境
① 発想は、既存のアイディアの組み替え
で生ずる。模倣なしに創造することはで
きない。
② 強いモチベーション（動機付け）が必
要である。
③ データを頭に詰め込む作業（勉強）が
まず必要である。
④ アイディアの組み替えは、頭の中で行
われる。
⑤ 環境が発想を左右する｡

が少し変わることでアイディアが生まれやすい
状態となる。そんな場や状態として、散歩、風
呂、ベッド、運転中の車の中などを挙げている。
私の場合、たまに乗る電車の中で新しいアイ
ディアが浮かぶことがよくある。
それでは、これらの状態を授業の中でつくり
出すにはどうしたらよいだろうか。

野口氏は、創造性のある人とない人とのたっ
た一つの違いは、「創造的な人々は自分が創造

例えば、グループ活動によって複数の考え方

的だと思っており、創造的でない人々は自分が

を参考にできるようにしたり、授業の途中で気

創造的でないと思っている。創造力は生まれつ

分を変えられるように場所を移動したりすると

きの能力ではない｡｣と述べている。

よいかもしれない。
特定の相手だけとの付き合いでは新しい発想

そして、脳の眠っていた部分を刺激し活性化
させるためには、視点を変えたり、ルートをた

が生まれにくくなるので、美術の授業でも席替
えを定期的にしてはどうだろうか。

どって考えたりできるように、次のことが大切
としている。

また、思い付いたアイディアを忘れないよう
に、メモ用紙を教室や校内のあちこちに準備し

・ 逆の立場から考えてみる。
・ 二つの要素を取り出し、組み合わせを
考えてみる。

ておくというのはどうだろうか。
「ちょっと点検タイム」などの時間を授業の
途中に設け、他人の意見を聞いたり自分のもの

・ 別の考えに接触してみる。

を客観的に見たりできるようにすることも考え

・ 特殊なケースを考えてみる。

られる。

さらに、新しいアイディアを出すためには、

学内に、ポプラ並木の散歩道がある大学があ

本題から離れてわずかな「ずれ」を生じさせる

ると聞く。アイディアは、授業中などの堅苦し

必要があるとも述べている。

い場所ではなく、みんなと雑談しているときな
どのリラックスした雰囲気の中で生まれること

普段、私たちは文章を書くとき、書きながら
考えている。同じように、絵や彫刻の制作では、
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が多いので、そんな雰囲気づくりを心掛けるこ
とが重要である。

第２章

実践事例

この章では、「教えないように、教える」を目指して
実施した題材を、分野領域別に紹介する。

コラム１

生涯学習の視点でとらえる

P 30

Ⅰ

絵画・工芸

P 31

Ⅱ

彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

P 49

Ⅲ

版画

P103

Ⅳ

映像メディア表現・鑑賞

P113

この章の見方と特徴
・各題材につき、2～4のポイントを付けた
・指導案は、左右見開きで展開
・指導案には、アドバイスのためのポイントを記載
・豊富な写真や図、解説、作品例、資料
・★「○○○」⇒ P○○ は、参考箇所へジャンプ
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コラム１

生涯学習の視点でとらえる

教員になって16年目、社会教育センターとい
うところに異動になった。生涯学習という言葉
が広がり始めた頃である。
そこでは専門員という肩書で、様々な県民講
座の企画運営が主な仕事であった。
全く学校とはかけ離れた仕事内容だったので、
最初は随分面食らった。
半年が過ぎて仕事にも慣れた頃、生涯学習で
は盛んに「支援・援助」という言葉が使われて
いた。
生涯続ける「学び」は、勉強ではなく学習で
あり、指導するものではなく支援するものだと

す材料の一つにもなっている。
私の場合は、自分の授業の中で小テストを行
うこともあったが、学習指導要領の改訂に伴っ
て時間数が減少したこともあり、実習時間を確
保するため最近ではほとんど実施していない。
さらに、学校での指導方法は主に集団で行わ
れるため、例えばペースの遅い生徒を急がせて
しまうこともよくあり、個人差を尊重すること
が難しい環境なのである。
それらのことが、自己表現に対する苦手意識
を生み出してしまう原因の一つにもなっている
と考えられる。

いうことであろう。
苦手意識は、人との比較によって生じること
指導という言葉に慣れていた私にとっては、
少し生ぬるい考えのように思われて、最初はな

が多く、残念ながら学校にはそれらを生み出し
てしまう要因が多くある。

じめなかった。しかし、講演で何度かその提唱

これからは、造形表現を生まれてから死ぬま

の主旨を聞くにつれ、生涯学習の考え方に共感

での生涯学習の視点でとらえ直し生徒ひとり一

をもつようになった。

人が、造形活動を通じて生きている喜びを味わ

そして、美術教育こそ生涯学習の延長線でと
らえるべきではないかと、考えるようになった
のである。
学校教育の中だけで美術教育を考えようとす
ると、様々な弊害が起こる。
定期考査で行われるペーパーテストもその一
つであろう。紙面による出題では、知識や記憶
の定着度を測る傾向がどうしても強くなる。
他教科と歩調を合わせるために実施される場
合もあると思われるが、そのことによって「つ
まずき」や「苦手意識」、もっといえば「美術
嫌い」の原因を作り出しているようにも思える
のだ。
定期考査は、評価の根拠を保護者や生徒に示
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えるようにしていきたいものである。

Ⅰ 絵画・工芸

Ⅰ

絵画・工芸

１ 「手づくりペン画」

P 32

２ 「樹木の細密描写」

P 40

コラム２

P 48

オカリナづくりのエピソード
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題材１ 「 手づくりペン画 」

美術Ⅰ

絵画・工芸

１年

９時間

題材１ 「 手づくりペン画

カラー頁 ⇒ P１

」

この題材は、平成元年頃から美術の最初の授業で行ってきたもので、まず星野富弘氏の「花
の詩画集」VTRを鑑賞して作者の生き方から表現について考えようというものである。続いて、
タッパを持って校庭へ出かけて落ち葉や枯れ枝などのモチーフを集め、手づくりの竹ペンで描
写し彩色していく。ものをじっくり観察しながら、自分なりの表現の大切さを感じ取れるよう
になることが目標である。

題材の特徴
ポイント１

表現するとは

星野富弘さんは、首から上しか動かせない体のため、ベットに横になって妻に助けられな
がら、口に割りばしペンをくわえて少しずつ懸命に描く。その姿と絵を見て、感動を受けな
い人はいない。絵は、技術から始まるのではなく、表現を切望する心構えから始まるという
ことを感じさせてくれる。ビデオの鑑賞後に書いた感想文を、スケッチブックの表紙の裏に
貼り、これから使う度に思い出せるようにした。
見た人に感動を与える作品について考えることから、最初の授業はスタートする。
ポイント２

竹ペンを作る

鉛筆を小刀で削った経験のある生徒は、年々少なくなっている。
道具を作るための道具でもある小刀を、是非体験させておきたいと考えた。素材には竹の
割りばしを使い、鉛筆削りの要領で先端をとがらせ、何度か書き味を試しながら、自分の好
みの線が出るように調整していく。
墨入れには小さなタッパを使い、吸水性の良いスポンジに墨滴を染みこませ、こぼれにく
いように工夫した。すべてホームセンターで材料を揃えた手づくりである。
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Ⅰ 絵画・工芸

ポイント３

モチーフは校庭にある

VTRを鑑賞後、手に乗るぐらいのタッパを持ってみんなで校庭に出かけた。入学して初めて
出会う校庭の草花である。4月の頃は、まだ秋に落ちた木の葉が残っている。気に入ったもの
を何枚か拾う。木の実や、小枝でもよい。生きている草花はすぐに変色してしまい、何週間
にも渡る素材には適さない。
ポイント４

緊張感から集中力アップへ

竹ペンに墨を付けて描くので、間違っても消すことができない。緊張するが、その分集中
力が増す。できるだけゆっくり描くように助言する。
思い込みで描いている生徒は、手元を見て描いている時間が長い傾向がある。せっかく目
の前にモチーフがあるので、じっくりと観察しながら描くように助言する。

１

題材の目標
星野富弘「花の詩画集」VTRの鑑賞
作者の生き方から学ぶとともに、物をじっくり観察することを通して、自分なりの表現の大切さ
を感じ取れるようにする。
手づくり竹ペンで校庭の落ち葉を描く
校庭を散策して描きたい素材を探し、手づくりの竹ペンでそれをよく観察して描くようにする。
自然の造形の美しさや巧みさなどに気づきながら、自分なりの表現方法で制作することの大切さ
を知る。
ペン画の特徴である緊張感によって集中力を養うとともに、描写力の向上を目指す。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

全身で校庭の自然を感じながら、描きたいもの

感性を働かせて、自然の中の形や色の美しさ

と出会おうとしている。集中して取り組むことが

を感じ取り、自分なりの表し方を工夫してい

できている。

る。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

自分の好みにあった線が描けるように、ペンを

制作過程を振り返って自分の表現を見つめ直

工夫して作っている。淡彩画における水彩絵の具

したり、展示した作品を鑑賞したりして、次の

の使い方を理解し、自分の表現に合わせて使うこ

制作に生かそうとしている。

とができている。
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題材１ 「 手づくりペン画 」

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

１ 導入（２）

ポイント

◎「絵がうまくなりたい」とのぞむ生徒の多く

・ 題材の説明

は、そのための技術習得を願うが、「何のため

・ 星野富弘「花の詩画集」のVTRを鑑賞する。

に描くか」が大切であるかをこのVTRで考えさ

・ 感想文をスケッチブックに貼り付ける。

せたい。

★ アドバイス①「VTRを鑑賞した感想文」 ⇒ P36
★ アドバイス②「VTRからペン画と水彩画の魅力を感じる」 ⇒ P36

２ 素材集め（１）
・ 入学したばかりの校庭を散策して、描きたい素
材を集める。

◎ 身近な素材ほど、愛着が生じる。学校に入学
した喜びと不安、これからの生活への期待を落
ち着いた気持ちで取り組めるようにさせたい。

３ 制作（５）
・ 竹箸を削り、自分に合ったペンを作る。

★「墨入れの作り方」 ⇒ P38
★「竹ペンの作り方」 ⇒ P38、39

・ 完成後に切り取れるように、スケッチブック
（A3）の真ん中に描くようにする。
・ 出会ったときの感動を大切にして、収集物の特
徴がよく表れるように配置する。

★ アドバイス③「モチーフを見る時間と手元を
見る時間の関係」 ⇒ P36
★ アドバイス④「線の強弱で立体感を表現する」

・ 形や色をよく観察し、自然の美しさや巧みさを
感じながらペンで描写し、水彩絵の具で淡彩す

⇒ P37
★ アドバイス⑤「自分流のペンを作る」⇒ P37

る。

４ まとめ（１）
互いの作品を鑑賞し合う

◎ 生徒は、身近な友達の絵などから影響を受け
ることが多い。自分が関心をもった表現は互い
の作品から、それぞれの取り組む姿勢や使われ
ている技法を読み取り、自分の表現に生かそう
としている。

※

作品をラミネートし、展示しやすくするとともに、長期間保存できるようにした。
★「ラミネートの活用」参照 ⇒ P157
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評価の観点

○ 自分とは違った物の見方やとらえ

評価方法

① 収集時の観察記録

材料・準備物等

・ 星野富弘「花の詩画集」VTR

方、線や形の表し方を知り、その良
さや特徴を認めることができる。

・ 感想文用紙

(鑑賞の能力)

○ 全身で校庭の自然を感じながら、描

・ 参考作品

② 制作過程の記録

・ タッパ

③ 作品（観点別）

・ 竹箸

に、ペンを工夫して作っている。淡

○ ペン

・ 小刀

彩画における水彩絵の具の使い方を

・ 使いやすさ

・ 墨入れ

理解し、自分の表現に合わせて使う

・ 小刀の使い方

・ スケッチブック

ことができている。

○ 淡彩画

・ 水彩絵の具一式

きたいものと出会おうとしている。
集中して取り組むことができてい
る。
(関心・意欲・態度)

○ 自分の好みにあった線が描けるよう

（創造的な表現の技能）

・ 構図や大きさ
・ 特徴のとらえ方

○ 感性を働かせて、自然の中の形や色

・ 彩色時の明暗の調子

の美しさを感じ取り、自分なりの表

・ 塗り方

し方を工夫している。

・ 総合的な表現技能

(芸術的な感受や表現の工夫)

○ 制作過程を振り返って自分の表現を

④ 作品の感想文

見つめ直したり、展示した作品を鑑
賞したりして、次の制作に生かそう
としている。

・ 作品
(鑑賞の能力)
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題材１ 「 手づくりペン画 」

アドバイス

①

「VTRを鑑賞した感想文」

このVTRは、約20年前にNHKで放映されたもの

目にするたびに、できるだけその気持ち忘れず

である。中学校の体育教員だった星野富弘さん

に創作活動を続けていってほしいという気持ち

は、体操の指導中に鉄棒から落下して頸椎を骨

を強くもつようになった。

折し、首から下が動かなくなってしまった。ベ

そこで、感想文をスケッチブックの見開きペ

ットの上で口に筆をくわえ、妻に助けられなが

ージに添付することにした。スケッチブックを

ら花の絵を描く姿は、見た人の心を揺さぶる。

開くたびに、VTRでの感動が脳裏をよぎるだろ

自分の生き方はこれでいいのだろうか、自分

うと考えたからである。私もこれまで、数え切

にもできることがもっとあるのではないだろう

れないほどの感動を体験してきたが、それを持

かと、多くの人たちはそんな気持ちに駆られる。

続する難しさを感じている。

これまで千人を超える生徒たちとこのVTRを

何年か経って本当に忘れてしまった頃、この

鑑賞してきたが、感動を綴った生徒の感想文を

感想文が役に立ってくれたらと思うのである。

アドバイス

②

「VTRからペン画と水彩画の魅力を感じる」

このVTRに写る星野さんの姿は、真に迫った

りも、やって見せる方が効果があり、さらにま

記録映像だけに、単なる技術解説にない説得力

ねて慣れながら徐々に自分のものにしていく必

がある。

要がある。

絵の具の混色の仕方、筆の運び方、余白の残

解説書などでたやすく入った知識は、忘れる

し方、運筆など、水彩絵の具の基本的な使い方

のも早く定着しにくい。反対に何年もかけて自

と実践が端的に見て取れ、技術書のような解説

分の身体の一部になった技能は、考えなくても

がない分、鑑賞者の読み取ろうとする意志が働

身体を自然に動かしてくれる。そのレベルが高

くように思う。

いほど、創造の幅が広くなる。

実際の技術指導においても、言葉での解説よ

アドバイス

③

「モチーフを見る時間と手元を見る時間の関係」

対象物の形をしっかりとつかみ取れている生
徒と、そうでない生徒との大きな違いは、対象

ないことが多く、意識しないと目の前にあるも
のでも見えないようになっているらしい。

物を見る時間の長さと見方にあると思われる。

私たちの周りにはあまりにも多くの情報量が

例えば、木の枝が幹から分かれるとき、幹も

あり、すべてを処理することができないので、

枝と反対方向に少し傾く。変化させずにまっす

生きていく上で最も必要なものから処理してい

ぐに描いた絵と、そのように描いた絵を同時に

るというのである。普段私たちは、そのことを

見せると、ほとんどの生徒は本当の形に気づく。

意識していないので、いつも見ているのにどう

しかし、普段私たちは見ているようで見てい

して形を正確に思い出して描けないのだろうと
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悩むことになる。

のことを同時に学習していく必要があると考え

私は、写実的な表現を可能にするためには、

ている。

ものを意識の対象下に置いて自然のフォルムを

これまでは、後者に対する指導が多く実践さ

鋭敏に感じ取れる感覚を常に働かせるようにす

れてきたが、前者のような見え方について意識

るとともに、平面を立体的に錯覚させる透視図

し、その優先順位を上げていく指導法が重要で

法などの技法を理解し習得していくという二つ

はないかと考えている。

アドバイス

④

「線の強弱で立体感を表現する」

ペンの彩色画では、線描した物に着彩すると

漫画が分かり易いのは、物の特徴を端的にと

いう技法が多く用いられるが、気をつけないと

らえるとともに､デフォルメや省略を巧みに用

塗り絵風になりがちである。

いて多くの人が理解できる視覚的共通言語で表

そこで、輪郭について少し考えてみたい。

されているからである。

物には実際には輪郭は無い。物と周りの物と

また鉛筆で描写する場合は、線の集合によっ

の間に境目があるだけだ。数学でいうところの

て面を作り立体感や質感などを表現するが、ペ

点が移動してできる軌跡としての線の概念と同

ン画の場合は性質上濃さを変えるのは難しく、

じで、太さも無いはずである。

線で面を作ると強い調子になってしまう。

物の輪郭を線で描写する際の状態を考えてみ

そこで、ペンの方向や力の入れ具合で線の太

ると、便宜上目に見える線にするという以外に、

さを変えて立体感をもたせたり、線をとぎれさ

形の単純化や象徴化が行われていることに気が

せて空間を感じさせたりするたりする毛筆画に

付く。漫画やイラストはその良い例である。

も用いられる手法を習得させたい。

アドバイス

⑤

「自分流のペンを作る」

手づくりのペンには、自分流の線を作り出せ
る楽しみがある。市販のものは使いやすいよう
によく研究されている。
しかし、例えばチューブになった絵の具は、
いつでも手軽に描けるように工夫された優れた

の考え出された経緯を追体験してみるとよいだ
ろう。
P39の図３のように、ペン先を２つに割って
万年筆のように墨の溜まり場を作ると、長い線
が引けるようになる。

画材であるが、絵の具の緑が自然の緑であると

ペンの材質や削り方によって線の調子も変わ

思ってしまったり、絵の具が何でできているの

るので、何度も試し描きをしてみて自分好みの

かということも考えたことがないということも

ペンになるようにしたいものである。

起こってしまう。
ときには、道具や用具を手づくりしてそれら
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題材１ 「 手づくりペン画 」

資料

「墨入れの作り方」

① 「タッパ」

② 「吸水スポンジ」

100円で3個パックのビニールタッパを使い、
1クラス（44個）分を用意した。

吸水性のよいウレタンスポンジを、タッパに
入る大きさに切った。100円で6枚分取れる。

③ 「墨滴」
タッパと同様、100円ショップで購入したも

④ 「貸し出し用セット」（１クラス42人分）

ので、原液では少し濃いので、2倍位に薄めて
使っている。

資料

「竹ペンの作り方」

① 「切り出し小刀の構造と研ぎ」

さらに、図１右のように鋼の裏部分を窪ま

カッターナイフの場合は、刃は鋼だけでできて

せることに

おり、切れなくなったら折って新しい刃を使用す

よって、削

るが、すべて鋼なので刃が欠けやすい。

りかすを逃

小刀の場合は、図1左のように鋼に軟鉄を合わせ

がして抵抗

ることによって、削ったときの力が柔らかい軟鉄

を少なくし

で逃がすようになっている。

ている。

軟鉄

図1

鋼面
窪み

鋼
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研ぐ場合は、まず表面を荒砥で形を整えてから
仕上げ砥石で返りが出るまで研ぎ、次に裏面を砥
石にぴったりと付けて返りがなくなるまで数回研
ぐ。

裏面の鋼は、錆びないように油などで磨き、
使った後の手入れを十分にしておく。
刃物は、刃を研ぎ出すことによって、相当長
く使用できる。

図２
「返り」が出るまで研ぐ

荒砥 → 中砥 → 仕上砥石

仕上げは、「返り」が取れる程度でよい

中砥 → 仕上砥石

② 「ブレーキとアクセル」
小刀の使い方は、右写真のように利き手で小刀

指の働きを車にたとえると、押す親指がア

を持ち、もう一方の親指を小刀の背の部分に当て

クセルで、小刀を持つ手がブレーキの役割に

て他の指で割りばしを包み込むようにして持つ。

なって進みすぎるのを防ぐことになる。

荒削りでは、利き手に力を入れるが、細かい作
業の工程では、利き腕は小刀が安定する程度に握
り、実際に削るのは刃の背に当てた親指の押す力
と、親指以外の握っている他の指で手前にしゃく
る動作によって削っていくようにする。
このとき、利き腕は刃が進みすぎないように、
心持ち手前の方に戻す気持ちで持つとよい。
③ 「先端から削る」

図３

慣れないうちは、先端から少しずつ削っていく
ようにすると抵抗が少なくて済み、削りやすい。
墨が溜まるように、図３のように真ん中で割った
り、さらに割れ目の途中に錐で穴を開けて万年筆
のペン先のようにしたりして工夫すると楽しい。

穴を空けた例

④ 「試し書きをして調整する」
実際に墨を付けて描いてみないとどんな線が描
けるか分からない。ペン先の形状を様々に変えて
試し描きし、気に入った線になるまで削って調整
していく。
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題材２ 「樹木の細密描写」－じっくり自然と向き合う－

美術Ⅰ・Ⅱ

絵画

1・2年

13時間

カラー頁

⇒ P１

題材２ 「樹木の細密描写」 －じっくり自然と向き合う－
学校には、季節とともにゆっくりと変化していく樹木がたくさん植えられている。季節の良
い秋には、校庭に出て自然とじっくり対話させたい。このスケッチブックと鉛筆による樹木の
精密描写は、自然の力を借りながら写実的な描写力を向上させようというものである。

題材の特徴
ポイント１

自然観察は、描写力の基礎基本

私たち人間の美の基準は、どこにあるのだろうか。私は、その人が生まれてから今日までに
接してきた自然そのもの、それが生命と美の基準を作り上げていると思う。ゆえに、美の基準
は長い年月をかけて作られてきた自然そのものにあると思う。
ポイント２

校庭に出て、秋の空気に浸ろう

さわやかな風が吹く秋の季節になると、教室を飛び出して緑に囲まれた校庭に行く。
生命にあふれた木々たちは、この上ない絵のモチーフとなる。気に入った一本の樹木との二
ヶ月に及ぶ対話が始まる。
ポイント３

ひとり一人とじっくり対話できる機会

多いときには40人を超える教室での授業では、全体での指導が多くひとり一人に話しかける
機会は少なくなる。広い校庭を渡り歩きながら、他の生徒を気にすることなく、個々の悩みに
じっくりアドバイスできる絶好の機会である。

40 第２章 実践事例

Ⅰ 絵画・工芸

ポイント４

いつもは気づかない木との対話

「あれ、この前と随分違う！」
よく耳にする言葉である。大きな木は不動に見える。数日で変化していく樹木の様子に、驚
きながらもその移り変わりを実感する瞬間である。そのようにして、自然とかかわりながら自
分の表現を探し求める。

１

題材の設定理由と目標
日本の国土の70パーセントは山林である。樹木は平地にも多く見られる。私たちは、木の中で暮
らし、木の恩恵をたくさん受けている。しかし、緑とともに生活している割に、身近にある木は加
工されたものが多く、普段じっくりと木を観察することは少ない。
学校には、創立時に植樹されたと思われる樹齢百年を超える木を始めとし、多くの種類の樹木が
ある。毎年、９月の中頃になってさわやかな秋の訪れを感じる頃、教室を飛び出して校庭へと出か
ける。11月の肌寒くなる時期まで、毎時間外へ出て自然と対話をするのである。
写生が始まると、生徒たちは自然が日々刻々と変化していることに気づいてくる。
雨の次の日は、木がしっとりと濡れ黒ずんで見える。サルスベリの木は樹皮がめくれ､巻き付いた
草花はあっという間に背を伸ばす。日差しも、できる影も、昨日と同じものは何一つないことに気
づくのである。
物の表面の形や色に心を奪われていた生徒は、絵づくりのために何をどう描いたらよいかに悩
む。しかし、それがまた絵を描く楽しさでもあることを知る。
この授業は、校庭にあちこちに分散した生徒と、少しずつであるが、毎時間話ができる機会でも
ある。普段教室では他の生徒の存在を気にするシャイな生徒とも話しやすい。遠近の表し方や茂っ
た葉の表し方など、困っていることが比較的明確にわかるのでアドバイスもしやすい。確かな描写
力が身に付くことが、この題材の目標である。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度
自然の中にある美の法則を感じ取り、自分の
表現の中に取り入れたいと思っている。

芸術的な感受や表現の工夫
刻々と変化する樹木とそれを取り巻く環境の変
化を観察し、その樹木の表情に適した描写方法を
選んで表現しようとしている。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

全体の中の部分、部分の中の全体という自然

自分とは違ったものの見方やとらえ方、線や形

界のフラクタルな関係を感じながら、自然が作

の表し方を知り、その良さや特徴を認めることが

るフォルムやリズムを絵に取り入れようと工夫

できる。

している。
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題材２ 「樹木の細密描写」－じっくり自然と向き合う－

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

１ 導入（１）

ポイント

◎ この題材では、徹底的な観察に裏付けられた

・ 題材の説明

確かな描写力を身に付けることが目的である。

・ 作品例の中から、自分の表したい技法で描かれ

描きたい樹木にできるだけ近寄り、木の鼓動を

ているものを選び、その理由を書く。

感じながら表情を写し取るようにする。
★ アドバイス①「描画材について」⇒ P44

２ 集合場所での説明（１）

◎ 友達と一緒に行動し、集中できないと予想さ

・ 自分の行動に責任をもつ

れる場合は、一人に一本の木を選ぶようにする

・ 選んだ木・場所、選んだ理由を地図に記入して

とよい。

集合すること
［留意点］
☆ できるだけ近づいて細部が観察できるような樹
木を選ぶこと
☆ 虫さされに気を付けること
☆ 寒暖の差に気を付け、衣服での調整すること

◎ 雨天時は裏番組の「Webアートコラボ（音楽・
美術）」を、コンピュータ室で実施する。
◎ 鉛筆とシャープペンシルとの描写方法の違い
を作品例で示し、自分の表現に適した素材を選
ばせるようにする。
★ アドバイス④「虫との戦い」 ⇒ P47

☆ 日射病にならない場所を選ぶこと

３ 制作（10）

◎ 事前調査で人気の高かった作品例をラミネー

・ スケッチブック

トし、それを持って巡回指導することによって

（A3）に、樹木の

個々の生徒の課題に具体例に答えられるように

どこまで入れるか

している。

を決める。
・ 作品例で選んだ
描写方法を思い浮
かべ、自分の表し
たい樹木の表情を
意識して描く。

４ まとめ （１）
・ 互いの作品を鑑賞し合う。
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◎ 50分の間に、なるべく全員を巡回するように
する。その際、生徒の進捗状況を把握するとと
もに質問したいことはないかを確かめる。
★ アドバイス②
「見ることから、表現することへ」⇒P44-46

★ アドバイス③「描き方について」 ⇒P46-47

◎ 自分の表したい技法を身に付け、描けるよう
になったかを確認する。

Ⅰ 絵画・工芸

評価の観点

○ 自分の気に入ったものの見方、線や

評価方法

① 説明時の姿勢・態度

形の表し方を見つけることができ

材料・準備物等

・ 参考作品
・ 投票用紙

る。
(鑑賞の能力)

○ 自然の中にある美の法則を感じ取

② 説明時の姿勢・態度

・ 参考作品

り、自分の表現の中に取り入れたい

・ 場所・樹木記入地図

と思う。

・ スケッチブック
(関心・意欲・態度)

○ 全体の中の部分、部分の中の全体と
いう自然界のフラクタルな関係を感

・ 鉛筆
③ 場所選択プリント記入
内容

・ 消しゴム
・ 蚊取り線香

じながら、自然が作るフォルムやリ

・ マッチ、ライター

ズムを絵に取り入れようと工夫して

・ 虫除けスプレー

いる。

・ ハンディ蚊取り線香入れ
（創造的な表現の技能）

○ 刻々と変化する樹木とそれを取り巻

④ 活動状況

く環境の変化を観察し、その樹木の
表情に適した描写方法を選んで表現
しようとしている｡
(芸術的な感受や表現の工夫)

○ 自分とは違ったものの見方やとらえ
方、線や形の表し方を知り、その良

⑤ 作品

・ 作品

⑥ 鑑賞態度

さや特徴を認めることができる。
(鑑賞の能力)
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アドバイス

①

描画材について

○ 鉛筆とシャープペンシル
自分の考えを文字にする筆記具として、最も
よく用いられる鉛筆とシャープペンシルは、描
画材としても優れた性質をもっている。
自分の表現に適した描画材を選択できるよう
に、それぞれの特徴をおさえておきたい。
鉛筆は、９H～９B位までと種類が大変豊富で
ある。デッサンするときは、芯が太めなので長

変化をつけることができる。折れにくいので勢
いのある強い調子で表すものに適している。
シャープペンシルの芯の濃さは2H～2B位で、
太さは0.3～1.2ミリと細めだか、線の太さが均
一なので文字が綺麗に揃って見える。細密な描
写に適している。

目に削りだして線の幅を変えるなど、タッチに
○ 消しゴム
通常、鉛筆は描くもの、消しゴムは間違った
ところを消すものという概念がある。ここでは、

アドバイス

②

見ることから、表現することへ

○ 普段の見え方
普段私たちは、主に視聴覚の情報を手掛かり
にして生活をしている。
しかし、得られた情報をすべて処理している
のではなく、生きている上で最も重要だと思わ
○ 意識して見る
これまで、何度も見ている筈なのに思い出し
て描こうとしても思い出せない。自分の観察力
のなさを卑下したくなるときである。
普段私たちは、情報を素早く処理するために
特徴で物を見るようになっていると先に述べた。
見ているはずなのに思い出せないのは、その
○ 記憶を定着させる
もう一つ、思い出すための重要な要素として
記憶の定着度がある。
意識して見えるようになったものを、今度は
いつでも使えるように記憶しておく必要がある。
脳細胞のシナプスの連結が太くなれば、記憶
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鉛筆は実態を描くもの、消しゴムは光を描くも
のというとらえ方で用いると新鮮である。

れる情報を優先させ、その他の多くの情報は無
視するようになっているらしい。
その物の実体を見ているのではなく、その物
の特徴や印象を見ているといえる。

ことが重要な情報として扱われていないからで、
必要な情報だと意識し見ることによって、初め
て見えてくるようになるのである。
普段は、そんな見方で生活していないので、
思い出せなくて当然である。

も強くなると云われるが、そのためにはなるべ
くたくさんの感覚を動員して、繰り返し学習す
ることが効果的だと云われている。
そういう意味では、絵を描くという行為は記
憶のための非常に有効な手段であるといえる。

Ⅰ 絵画・工芸

○ 普段の見え方に戻す
意識して見ることができるようになると、次
に「見えたものを、どこまで描いたらよいか」
という疑問が起こってくる。
しっかりと観察できるようになると、今度は

例えば、樹皮が鱗のようにびっしりと覆って
いる場合など、そのまま写し取ると壁紙の模様
のようになってしまう。
情報が多すぎるので、普段見ている印象から

細かいところまで見えすぎて収集がつかなくな
ることがある。

遠のいてしまうからで、普段見ている状態に戻
してやる必要がある。

○ 特徴を見つける「薄目見」と「ぱっと見」
「ぱっと見」は、違うところを見ておいて短
私たちは普段、重要な情報を優先してその特
時間だけ視線を戻す方法である。これは、瞬間
徴や印象で物をとらえていると述べた。
これを描写に当てはめてみると、特徴のある
ところを描き、その他のところは描かないとい
うことになる。
生徒には、ものの特徴を見つける方法として、
「薄目見」や「ぱっと見」を勧めている。
「薄目見」は、薄目を開けてぼんやりと見る
方法である。そうすると、特徴的な物は見え残
り、そうでない物は判別しにくくなる。

的に印象をとらえようとする本来の性質を利用
したものである。
まだ形が見えているものは、実際よりも2倍
以上はっきりと描き、形がなくなったものは、実
際よりも随分弱く、場合によってはすべて省い
てしまう。

○ 共通言語に翻訳する
特徴を見つけることができたら、次にそれを
だれにでもわかる言葉に翻訳する必要がある。
このことを写実的描写に当てはめると、だれ
にでもそう見えるように描くということになる。
自然の一部として存在する私たちは、自然の
法則性に基づいた色や形を一つの共通言語とし
て認識できると考えられる。

例えば、平面での写実的描写では、透視図法
や影を付けるなどの技法を用いて立体的に錯覚
させる言語を用いることになる。
これまでは、それらの技法の習得に重きを置
かれた学習指導がされてきたが、何のためにそ
れを用いるのかという目的を明確にすることが、
最も重要であると考えている。

○ 写真とイラスト・絵の違い
写真を見て絵を描く手法は、今日ではよく用
いられるが、写真をそのまま模写するとどこか
違和感のある絵になる。普段見えていないもの
もすべて描かれてしまうからである。
写真で見るよりも、イラストや絵の方が実物

に近い印象を受けることがある。
それは、作者が特徴を強調したり、不必要な
情報を省略したりすることによって、表したい
ことをより明確にしているからであろう。
似顔絵や漫画は、その顕著な例である。

絵を描くには、観察などの方法で自分が描けるようになるまで物の形を把握する必要があるが、
実際に描くときには強調や省略を用いて普段見ている状態に戻す必要があるということである。
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○ 自然には輪郭線はない
物の形を画面に表すとき、大抵は輪郭を手掛
かりにする。特に日本の漫画表現に見られるよ
うに、線描で物の特徴や動きを端的にとらえて
表す手法が古くから用いられ、輪郭の強弱や微
妙な変化で描き分けることに卓越した表現技術
がある。それは私たち現代の日本人も受け継い
でいるように思う。特に、毛筆では多彩な表現
が可能である。

うことは、一度ものを平面的に解釈した結果と
考えることができる。物を立体的に表すために、
陰影をつけたり透視図法を用いたりするが、既
に輪郭で解釈したものにそれらの技法を当ては
めただけでは、塗り絵のような表現になってし
まう。陰影によって立体を解釈する西洋画の技
法では、輪郭はあくまで面の消失線としてとら
える必要がある。

P37のアドバイス④で述べたように、自然界
にあるものには輪郭があるのではなく、物と物
との境目があるだけである。素早く物の形をと
らえたり、強調して形を表すために、輪郭に置
き換えているのである。輪郭でものを表すとい

全く輪郭を線で表さない描写技法を経験させ
ると、面で物をとらえるということが理解でき
るようになるのではないだろうか。輪郭線で物
の形を表すことに慣れすぎてしまわないように
させたい。

○ 光の方向は自分で決める。
屋外での写生は変化に富んでいる。太陽は1
時間で15度程傾く。50分の授業の間でもその変
化は十分に感じられるほどである。それに週2

で静物画を描くときは、北側からの安定した光
がモチーフに当たるようにするのが普通である。
屋外での写生で最も重要なのは天候で、雨や

時間は同じ時間帯になるとは限らない。1時間
は朝9時の1時間目、もう1時間は昼13時を過ぎ
る5時間目という場合もある。そのため、光の
当たる方向を自分で仮定する必要がある。室内
○ 枝が分かれるとき、幹も傾く
私は、樹木をよく観察できているかを見極め
るために、枝分かれしている部分に着目する。
思い込みや概念で描いている場合は、棒のよう
にまっすぐな幹から枝が生えているように描か
れている。
人間の場合を考えてみると、左右いずれかの
腕に重い物を持って立つと、体は持った反対側
に傾く。体のバランスを保つためである。樹木
も同じで、枝が伸びて葉が茂ると重くなるので、

アドバイス

風、寒暖の差も注意しなければならない。中止
の事態に備えて、雨天用の課題を用意しておく
必要がある。

バランスを保つために、幹が反対方向に少し傾
いて伸びる。これは葉脈でも同じで、必ず分か
れるときに少し傾く。観察していると、太さと
も関係があるようで、細いほど角度が急になる。
このように、地球の自然の中にあるものは、す
べてが重力の影響を受け、形作られている。一
つそのことが意識できると、他のものにも当て
はめることができるようになる。

③ 描き方について

○ どこから描くか、何を主役にするか
限られた紙面に、何をどう配置したらよいの
か迷う生徒がいる。これは限られた紙面だから
起こることで、大きな紙面に思うままに描いて
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後で気に入った場所を切り取れたらいいのでは
ないかと思うときがある。
実際に、私たちも絵を額に入れるとき、どう

Ⅰ 絵画・工芸

しても気に入らない部分があると切り捨てる。
しかし、そんなこともできないので、まず一番
気に入ったものを決めて、それが最もよく映え

ると思うところに配置してみたらどうかと、助
言することにしている。

○ 線の集合で面を作る
鉛筆やシャープペンシルの描画材では、一度
で描ける最大の形は線である。立体を面でとら
える方法を用いる場合、面を作っていく必要が
ある。

その偶然と出会えるまで根気よく試していく
ことが遠回りのようで、自分の表現を探す最も
近道であり、多くの職人や芸術家はそうしてい
ると思われる。学校のように効率的な学習を求

一般的には線を規則的に並べて面を表現して
いくことになる。線と線との間隔や、長さ、方
向、集まり具合などの違いによって様々な表情
を作ることができる。
幾つか練習のパターンがあるが、実践でつか
み取っていくことが望ましいと思う。失敗を恐
れずどんどん試して描いているうちに、「そう
見える」描き方が偶然できることがある。

められる場合は、結果としての答えを示す方法
が用いられることが多くなりがちである。
しかし、多様な表現の可能性と違いの良さを
認めていきたい教科においては、できるだけ一
つの答えを示す方法ではなく、それぞれが自分
の答えを見つけ出せるような手引きやガイド、
ヒントをちりばめる指導方法が適していると考
えている。

○ 樹木の下部をしっかりと描く
樹木は、地上で見えている部分は半分である。
地下には、幹や枝と同じ大きさ位に広がってい
る根があるといわれる。普段それらを意識する
ことは少ないが、大風が吹いて大きな樹木が倒
れると、根の一部が地表に姿を現す。
倒れる木の大半は、地面が緩かったり、岩が

るのも楽しい。
地表近くの幹は、その上の幹を支えている。
下部ほど重さに耐える太さや構造が必要である。
こぶやひずみ、枝分かれなど、絵になりやすい
ものを主題にすると、このことが見過ごされが
ちになる。地下の値の形をイメージしながら、

多かったりして上部の幹や枝と同じくらいの根
が十分に張れなかったのである。地上に見える
ものと同じ位のものが地下にある様子を想像す

それとつながる下部を力強く描くことを助言し
たい。

○ 樹皮や苔、木の葉などの群れの描き方
にすると、その他の部分も同じものでできてい
集団や群れているように見せたいときは、そ
ると解釈してくれる。
の集団の端や最も特徴的な箇所のみを詳しく描
き、その他の部分は固まりとして表現するよう

アドバイス

④

虫との戦い

実際の授業で困るのが、虫である。桜や大き
な木には毛虫が多い。画用紙や頭の上にぽたり
と落ちて、悲鳴が聞こえることもよくある。何
よりも困るのが秋の蚊である。特に女子はスカ

ートが制服なので足をねらわれる。予防のため、
虫よけスプレーや蚊取り線香などを準備してい
るが、自然が相手なのである程度の覚悟はしな
ければならない。
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コラム３

オカリナづくりのエピソード

「オカリナを吹くトトロのオカリナ」を作っ
て以来、これまで多くの人たちとオカリナづく

条件次第で、学習の集中力が随分違うことを
実感した出来事であった。

りを楽しんできた。
その時のエピソードを二つ紹介する。
口の周りが真っ白に
鳴子を図面だけでチャレンジ

鳴子もオカリナの吹き口も、唇を当てて何度
も試し吹きをしなければならない。

オカリナづくりでは、歌口づくりが最も難し

土粘土なので、何人かの生徒は口を離して吹

いので、笛の部分が独立した「鳴子」を作って、

こうとする。そうすると、息の水分で吹き口が

鳴るしくみを説明していた。

湿りふやけてしまうし、横から空気が漏れるの

そのために、説明図を黒板に書いていたが大

で正しい音階にならない。
中には、ティッシュペーパーを間に挟んで吹

変時間がかかる。
そこで、説明図を模造紙に描き、その図を見

く生徒もいる。なかなか工夫するものだと感心

て作れるようにした。そして、意欲的に取り組

していたら、音がだんだん鳴るにつれ、口に土

めるようにと、一番早く鳴らせた人に好きな形

が付くことも忘れて熱中している。

のオカリナを作るという約束で進めた。

チャイムが鳴って退室する生徒に、「口の周
りを鏡で確かめなさい。」と声をかけなければ

みんな真剣になって取り組み、最初に鳴らせ
た生徒は得意満々でかなり盛り上がった。
生徒のリクエストは、「小トトロ」「中トト

ならないこともあった。
土粘土は油粘土と違い、臭いも少ないし、水
で洗えば汚れが簡単に落とせる。

ロ」「蓮の葉を持つトトロ」「紅の豚」「テ

粘土の性質については、水の割合によって性

ト」「猫バス」、そして「Ｆ１カー」私の作品

質が変わること、温かい手で触っていると表面

「獏」のミニチュアと多岐にわたった。

だけが乾いて小さなひびが入って扱いにくくな
ること、乾くともろい状態になることなど、少

生徒と一緒に作るので、失敗しないようにと

しずつ粘土の性質がわかるようになってくる。

私も真剣である。その雰囲気が伝わるのであろ

この頃、触れることの少なくなった土との新

う、生徒も普段より集中して取り組んでいる。

たな出会いが始まる。

これまで、オカリナを様々な材質で作ったことがあるので紹介しておきたい。
木

板を切り抜いて張り合わせて作る

鉄

ハッポースチロールで原型を作り、鋳造する

コルク粘土

普通の粘土と作り方は同じだか、乾燥するだけでよい

オーブン粘土

オーブンで180℃焼成なので手軽である
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

Ⅱ

彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

１ 「粘土でスケッチ」

P 50

２ 「土笛からオカリナへの進化」

P 56

３ 「空想の世界に住む生き物たち」

P 76

表現と鑑賞の一体化を目指して
４ 「ランプシェード」から「パッケージデザイン」へつなぐ題材
①「テラコッタ粘土によるランプシェードの制作」
コラム３

P 82
P 83

自らも創造の喜びを味わう

P 91

②「ランプシェードのパッケージデザイン」

P 92

③「試作箱の制作」

P 96
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題材１ 「粘土でスケッチ」

美術Ⅰ

彫刻

１年

４時間

課外８時間

カラー頁 ⇒ P 3

題材１ 「粘土でスケッチ」
紙と鉛筆を使ったスケッチでは、立体から平面への変換技術が養われ、粘土によるスケッチ
では、立体的な観察力が養われる。
身近に手に入る土粘土を使って、小動物などをスケッチし、手づくりの窯で焼成しよう。

社会教育センターでの実践より
題材の特徴
ポイント１

粘土の性質を知ろう

粘土は、微細な土と水でできており、水の割合によって性質が大きく変わる。
通常「耳たぶ」位の柔らかさが扱いやすいとされているので、実際に試しながら肌でそれら
の性質を体感させたい。
ポイント２

保存には、炎の力を借りる

粘土は、水を加えて練り直すことによって、何度でも使えるようになる。気に入った形がで
きるまで、粘り強く挑戦させたい。
気に入ったものができたら、焼成して思い出と一緒に保存しよう。
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ポイント３

四次元で思考する

縦、横、高さの三次元でスケッチするには、さらにその上の四次元（時間）で把握し思考す
る必要がある。
三次元を二次元に変換する絵画とはまた違った思考をする必要があり、それが立体の醍醐味
でもある。
ポイント４

粘土造形の効用

モチーフとしては、人物や動物、空想の生き物などが考えられる。じっくりと対象と向き合
いながら、粘土の感触を指や手のひら一杯に味わい、創り出す楽しさや喜びを体験させたいも
のである。

１

題材の目標
絵画でのスケッチやクロッキーは、物の形や特徴をとらえる練習としては、最も簡便で効果的
であろうと思われる。
この題材は、その手法を立体に応用しようというものである。
絵画で立体を表現するときは、普通三次元から二次元への変換として一点透視図法や空気遠近
法などの技法が用いられる。
立体では、三次元同士なので簡単そうだが、視点の移動によって基準点が定まりにくくなかな
か難しい。形づくりには、さらにその上の四次元（時間軸）的思考で処理する必要がある。
この抵抗感が、難しさとともに追求や意欲の原動力となっていくと考えている。
スケッチ後のほどよい疲れが、充実感となって感じられるとき、創造への一歩が始まる。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度
粘土は、太古の昔から人間とともにある身近
な素材である。そんな素材に興味をもち、創作

芸術的な感受や表現の工夫
粘土が、自分の表したい形に適した性質になる
ように、水の割合や扱い方が工夫できる。

意欲を高めることができる。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

表したい形状に応じて、中を空洞にして軽く

それぞれの形の把握の仕方や形に適した形状の

したり、材を入れて補強したりするなどの工夫

工夫などを知り、自分の表現に生かそうとしてい

ができる。

る。
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題材１ 「粘土でスケッチ」

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

ポイント

１ 導入（２）
・ テラコッタ粘土について
★ アドバイス①「粘土の性質と作り方」⇒ P54
・ 粘土でのスケッチについて

◎ テラコッタ粘土には、空気や水分排出のため
のシャモット（高温焼成の多孔質セラミック）
や赤色発色のための鉄分が混合されている。

★ アドバイス②「立体のスケッチの注意点」⇒P54

２ 展開（３）

◎ 対象が動物などのように動くものは、完成の
イメージを先にもち、それを基に観察の中で形

「粘土でスケッチ」

態をはっきりとさせていく方法や、各部分の形
を関連付けながら全体へと発展させ、その特徴

・ 人物・動物を粘土でスケッチする。
・ 全体から細部へ固まりからひねり出す方法
・ 細部から全体へ部品を作って貼り合わせる方法

をとらえていく方法などが考えられる。
◎ モデルと作品を交互に見ることによって集中
力が分散して感じるときや、制作の意図をより
明確化する場合には、形が目に浮かんでくるま

★ アドバイス③「ドベの作り方と使い方」⇒P54

でじっくりと観察するとよい。
◎ 手の中におさまる程度の大きさで作るように

・ 厚みを均等にする

すると、接地面が少ない複雑なポーズも、自重

・ 空気穴を作る

でひしゃげる心配が少ない。
◎ 厚みの気になる箇所は二つに割って中を空洞

★ アドバイス④「空気穴の開け方」 ⇒ P54

にするか、竹串などで目立たないところに穴を
開けて空気を逃がす工夫をするとよい。

・ 保存するものを選んで、他を粘土に戻す。
・ 乾燥させる

◎ 立ちポーズのときは、竹串や割りばしなどを
突き刺して補強し、水分が抜けて粘土の強度が
増した頃合いを見計らって抜き取る。焼成すれ
ば丈夫になるので接着剤などで固定する。

３ 鑑賞・まとめ（１）

◎ それぞれの視点で観察してできた作品を、自
分の好きな角度から観察する。

４ 発展（課外）
・ 焼成する。
★ アドバイス⑤「焼成窯の製作」⇒ P55
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◎ 手づくりの窯で、焼成して自分の思いと一緒
に保存する。作品に合わせて彩色してもよい。

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

評価の観点

評価方法

○ 粘土の性質に興味をもち、創作意

① 説明に対する興味関心

欲を高めることができる。

材料・準備物等

・ 作品例

態度

(関心・意欲・態度)

○ 土が自分の表したい形に適した性

② 制作態度

・ テラコッタ粘土

質になるように、水の割合や扱い方

・ へら

が工夫できる。

・ どべ

(芸術的な感受や表現の工夫)

・ 湿らせたタオル
・ 「私のスケッチ」プリント

○ 表したい形状に応じて、中を空洞

③ 作品

にして軽くしたり、材を入れて補強
したりするなどの工夫ができる。

(創造的な表現の技能)

鶏小屋のひよこをスケッチ

○ それぞれの形の把握の仕方や形に

④ 鑑賞姿勢

・ 作品

適した形状の工夫などを知り、自分
の表現に生かそうとしている。

(鑑賞の能力)

・ 煉瓦、焼成道具一式
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題材１ 「粘土でスケッチ」

アドバイス

①

粘土の性質と作り方

土粘土は、私たちの周りに無尽蔵にある土の

よって成分も異なるので性質も違ってくる。

粒子が細かくなったものである。川や池、湖、

身近に粘土質の土があれば水で溶かしてナイ

海などの底に堆積したものが、地殻変動で隆起

ロンストッキングで荒い土や不純物を濾し、そ

し地上で採掘できるものも多い。信楽の土は有

の上澄み液を捨てる。粘土が残るので、手ごろ

名だが、古琵琶湖の堆積物である。採掘場所に

な堅さに練って使う。

アドバイス

②

立体のスケッチの注意点

視点の移動から起こる新鮮さと複雑さが、飽

ングの際は常に近隣との連続性と、反対面の量

くなき探求心を芽生えさせる。それが集中力を

的なバランスを意識しなければならない。その

増加させることになり、量的な形態への追求心

際、モデルと作品と制作者の視点が同一線上に

へと深化させる。

位置するように注意する。いずれかにずれが生

立体作品は見る方向によって様々に表情が変

じると、それらを正しい視点の方向と位置関係

わる。さらに、光が作用するとその見え方は無

に修正するときに非常に複雑な思考を要するこ

限である。それは制作の途中にも言え、モデリ

ととなる。

アドバイス

③

ドベの作り方と使い方

土粘土では、粘土同士をくっつける接着剤と

まで暫く待ってから形を整える。柔らかい内に

してドベを用いる。ドベの作り方は、本体と同

平してしまうと、乾燥してから窪みになるので

じ粘土を水でどろどろに溶いたもので、粘土の

注意が必要である。場合によっては、糸状にし

接着面を櫛ベラなどで荒してから筆などで塗り

た粘土を溝にはわせて押し込み、成形してもよ

つける。

よい。

その際、空気が入らないように気をつけ、押
しつけるようにして貼り合わせる。
はみ出たドロは、水分が抜けて少し堅くなる

アドバイス

④

粘土が乾燥してから接着しようとしても、ド
ベの水分が吸収されて本体自身が崩れてしまう
危険性がある。

空気穴の開け方

空気や水は、温度が上がると体積が増える。
粘土の中にそれらが閉じこめられると、焼成時

合は、それらが抜ける道を造ってやる必要があ
る。

に膨張した空気や水の圧力がかかり、破裂の原

作品の裏や目立たないところに、竹串や爪楊

因になる。粘土の厚みが１センチ以上になる場

枝などで小さな穴を開ける。大きな作品の場合
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は、シッピキなどで二つに割り均一の厚みにな

接着して形を元通りに成形し、竹串などで空気

るように、余分な粘土をかき出してからドベで

穴を開けておくようにする。

アドバイス

⑤

焼成窯の製作

小さな作品を、安全で手軽に焼成できる手づ
くり窯を２つ紹介しておく。
一つ目の窯では、燃料にもみ殻を使って１日

二つ目の窯では、燃料に木炭を使い、掃除機
を送風機として用いることで1000°C以上の焼成
ができるので、場合に応じて使い分けるとよい。

放置し、約700～800°Cの野焼き風の焼成ができ
る。

★ 「簡易窯の作り方（２種）」⇒ P151

放牧された牛をみんなでスケッチ

作品のアヒルとモデルのアヒル

窯に作品を詰め終わり、蓋をしているところ

取り出した作品に興味を示す近所の子どもたち
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題材２ 「土笛からオカリナへの進化」

美術Ⅰ

彫刻・工芸

１年

20時間

カラー頁 ⇒ P 2

題材２ 「土笛からオカリナへの進化」
長い年月をかけて大地の岩が風化し、石、砂、土を経て粘土ができる。私たちは、炎の力を
借りてその粘土を形にして使っている。おそらく、最初は木や石の自然にできた形を利用して
音を出したのだろう。その内、可塑性のある粘土を使って、より豊かな音を求めて思考する人
が現れる。土笛からオカリナへの進化は、それを追体験する題材である。

題材の特徴
ポイント１

７つ道具づくりは、基礎基本が一杯

人は、学んだことを人に教えることによって、自らの学習も深まっていく。この題材は、そ
れを最大の目標にしているが、そのためには、音の出るしくみはもちろんのこと、それぞれの
道具の役割を知る必要がある。
７つの道具の手づくりを通して、それぞれの材料の特性を実感しながら、小刀や接着剤など
の基礎的基本的な使い方を身に付けていく。
最後には、鉛筆を得意になって削る生徒の笑顔を見ることができる。
ポイント２

土だけで音が鳴る不思議

土笛やオカリナは、音の変化を楽しむ楽器である。形の美しさも大切であるが、とにかくど
んな音が鳴るかが最も重要なポイントである。
音の鳴るしくみがわかると、よりよい音への追求がわき、またより美しい形への追求も同時
に始まる。
教える側も学ぶ側も、音が鳴るという具体的な目標が定まり、達成したときの成就感が共有
される。
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１

題材の目標
オカリナには不思議な魅力がある。見かけよりも低い音、そして温かく虚ろな音色が心にしみ
通る。
その祖先となった土笛から、高度なオカリナへと進化の過程をたどる。
土笛づくりに便利な七つ道具の製作を通じて、材料用具の基礎的基本的な扱い方を学習しなが
ら、友達へ、自分の子どもへと学習の輪を広げてることを願っている。

土は歌う
人のぬくもりと

炎の祝福を受け

大地の息吹をのせて

このあたたかい音色を

太古の調べを今に伝える

共に楽しみたい
BY GASHO

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

粘土の形を工夫するだけで、音が鳴る不思議

音の鳴るしくみを理解するとともに、自分の手

に興味をもち、自ら創り出そうとする意欲をも

に馴染む形になるように工夫したり、より音程が

つことができる。

正しく鳴るように工夫したりすることができる。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

道具づくりを通じて、基礎的基本的な使い方

他の人の音や楽器などを参考にして、より満足

を習得したり、各工程に適した粘土の性質を理

のいく音に近づくように、一つずつ音を確かめな

解して形を作ることができる。

がら粘り強く取り組むことができる。
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題材２ 「土笛からオカリナへの進化」

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

１ 導入

ポイント

◎ 実際に吹いてみせると、作りたいと思う気持

・ オカリナの演奏実演

ちが起こる。私は、一番大きいもの、音のいい

★ １ オカリナの歴史と起源 ⇒ P60

大きさのもの、一番小さいものを吹いて見せて
いる。

２ 展開

◎ 「七つ道具」を持ち、将来だれかに作ってあ

・ 七つ道具の製作

げたいという気持ちが起こることを期待した

★ ２ ７つ道具を手づくりしよう ⇒ P60

い。

・ 土笛を作る

◎ 本題の土笛づくりやオカリナづくりへの意欲

★ ３ 土笛を作ろう ⇒ P62
★ ４ 鳴らし方 ⇒ P63
★ ５ 焼成

づけとしても、できるだけ丁寧に作るようにさ
せたい。

⇒ P74,P151

◎ 一つ一つの課題は、到達目標がはっきりして

★ ６ 鳴らし方を工夫する ⇒ P63

おり、少し努力したら手の届く目標なので、小

・ オカリナを作る

さくてもやれたという成就感が、意欲や集中力

★ ７ オカリナのしくみと特徴 ⇒ P64-65

によい作用を及ぼすと考えている。

★ ８ オカリナの形を作ろう ⇒ P66

◎ 指導者側の力量も問われるが、やり遂げると

★ ９ 鳴子の作り方 ⇒ P67

必ず成果が現れるので、じっくりと取り組んで

★ 10 オカリナに命を宿そう ⇒ P68-70

いくようにしたい。

★ 11 音階づくりに挑戦 ⇒ P71-73
★ 12 作品には大きくサインを ⇒ P74

◎ 歌口が正しく作れたら、1オクターブ位は楽に
鳴るようになる。見かけがあまりよくなくて
も、よく鳴る場合もあるので、こちらも楽しみ
である。

３ 焼成する

◎ 正規の授業時間には難しいので、課外で行う

★ 「焚き火焼き」又は「簡易窯」
⇒ P75,P151

４ まとめ

ことになるが、一度は焼成して火の恩恵を受け
る感動体験をさせたいものである。

◎ 合奏するには、調音をしなければならない

・ 演奏する

が、みんなの音を合わせることはこの上なく楽

・ 鑑賞する

しいことである。
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評価の観点

評価方法

材料・準備物等

○ 粘土の形を工夫するだけで、音が
鳴る不思議に興味をもち、自ら創り

① 説明を聞く態度

出そうとする意欲をもつことができ

・参考作品
・解説冊子

る。
（関心・意欲・態度）

○ 道具づくりを通じて、基礎的基本
的な使い方を習得したり、各工程に
適した粘土の性質を理解して形を作

・七つ道具材料用具一式小刀、
② 各工程での取り組み方
や道具の出来等

ることができる。

パット、瞬間接着剤丸竹箸、
角竹箸、ラミン棒テグス、ス
トロー、布小片アルミテープ

（創造的な表現の技能）

、竹串、爪楊枝、ピアノ線
・テラコッタ粘土（一人１㎏）
・ビニール袋

○ 音の鳴るしくみを理解するととも
に、自分の手に馴染む形になるよう

・補修用接着剤
③ 作品

に工夫したり、より音程が正しく鳴
るように工夫したりすることができ
る。
（芸術的な感受や表現）

・焼成窯

○ 他の人の音や楽器などを参考にし

④ 演奏や鑑賞態度

・彩色用絵の具一式、ニスなど

てより満足のいく音に近づくよう

・感想棚

に、一つずつ音を確かめながら粘り

・完成作品

強く取り組むことができる。
（鑑賞の能力）
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題材２ 「土笛からオカリナへの進化」

１

オカリナの歴史と起源

オカリナの原型は、メキシコやペルーのイ

この原型となる楽器に西洋音階を取り入

ンディアンの原始的な土笛、石笛（動物や人

れ、オカリナの名を付けたのは1860年頃イ

の形をし、３～５音を出す）にヒントを得て

タリアのプードリオ村に住むドナーティ(Do

作られたようだ。

nati）だといわれている。

弥生時代の出土物に卵形の土笛がある。ま
た、紀元前に中国のけんや南米の４穴式のも

その後、1928年にレル民族音楽研究所が1
2穴式のオカリナを完成した。

の、鳩笛的発声をもったメソポタミアのもの

また、正規の楽器として不可欠なピッチ

など世界各地にその原型らしきものが生まれ

設定可能な楽器としたのが日本の有田川孝

ている。

である。

○ 土笛からオカリナヘの進化（考察）
実際に土笛を吹いてみると、唇を細めて空

このストローの形を土で作り、土笛と一

気をうまく調整しなければならず、複数の音

体化させ、さらに持ちやすい形に改良して

階を鳴らすには、相当熟練する必要がある。

いくと、ドナーティが作ったオカリナの原

そこで、ストローの先を細めてガイドを作
り、適切な位置に空気が吹き付けられるよう

型に近づく。（オカリナヘの進化を実感し
た瞬間であった！）

にすると、「ポー」という心地よい音が響
く。

２

７つ道具を手づくりしよう

① 掻き出し棒と細エヘラ
ピアノ線をＵ字型に曲げ、釣り糸を巻き、瞬間接着剤で固定する。
小刀
瞬間接着剤
釣り糸２号（ｌｍ)

竹箸（15cm）

ナイフの形状に細工
φ０．７㎜のピアノ綿（8cm）

② 歌ロヘラ
くさび状に簿く削る。片面を先に削り、机上面に密着させて残りの面を加工するとよい。
角竹棒（15cm）
0.7 ～ｌｃｍ
3.5㎝
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③ 針付き棒
棒の先端を割り、木綿針を半分ほど差し込み、釣り糸を巻いて瞬間接着剤で固定する。

瞬間接着剤
丸箸(10cm）

2 ～ 3cm

もめん針

釣り糸２号(1ｍ）

④ しっぴき
釣り糸の両サイドに、小布片を図のように縛る。

釣り糸２号（30cm）
⑤ 共鳴穴用棒
先端の形状は丸、楕円、半月形などが考えられる。
カット

ラミン丸棒（φ１㎝×10㎝）

⑥ 指穴用棒
丸竹箸と竹串をそのまま利用する。
丸竹箸（10㎝）

※万能指穴棒

少し難しいが挑戦してみよう
⑦ くし
竹の爪楊枝の先端をそろえてアルミ箔の上に置き、瞬関接着剤を付けて巻き付ける。
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３

土笛を作ろう

① 形づくり

② 歌口づくり

子どもの握りこぶし位の粘土の固まり

直径1.5～２センチの棒で頂点に穴を開ける。

で玉を作る。それを卵形に変形する。

深さ１センチ位。

１㎝

③ 割ってくり抜く

④ 共鳴口の加工

糸で２つに割って厚み５ミリ位に全体をく

図のように内側が穴に近づくにつれて薄くなる

り抜く。針金を曲げたものでもよい。

ような構造に削る。

薄く

５㎜
削る

⑤ 張り合わせ

⑥ 指穴開け

接合部を荒らし、水で溶いたどべを塗
り、なじんでから張り合わせる。

たくさんの音階は鳴らせないので、手前親指側
２つ、表側４つの指穴を開ける。

どべ
手前
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表面

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

４

鳴らし方

唇を薄く開き、突起に強く当たるように吹く。
ポーという音が出るまで角度を変え試す。
２つに分かれる

５

焼成

素焼きする。

野焼きしても薄物なので失敗は少ない。

★ 「簡易窯の作り方（２種）」⇒ P151

６

★ 「焚き火焼き」⇒ P75

鳴らし方を工夫する（オカリナヘの進化）

土笛をよい音で鳴らしたり、正しい音階

図の位置にあてがって吹くとどうだろう。

を吹き分けるには技術がいる。正しい位置

澄んだポーというよい音が出る。音階も幅が

に吹いた空気を導く補助具を考えてみた。

広くなる。この補助具を本体に固定し、持ち

少量の粘土に図のような形状の竹べらを
突き刺し、引き抜いて作る。

やすく指運びがスムースに行えるように改良
したのがオカリナである。

竹べらの形

１㎝

３～４㎝
オカリナの
原型
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７

オカリナのしくみと特徴

○ どんなしくみで鳴るのだろう
歌ロから吹き込まれた空気が、くさび状に

のように表され、途中に節ができる。指を押

なった通路を通り、圧縮され勢いよく向かい

さえているところまでの波長の空気が振動し

の尖った壁にぶつかり二つに分かれる。その

て、いろいろな音の高さが出るのである。

とき空気の当たった箇所はいろいろな波長を

オカリナは閉管楽器である。歌口から底の

含んで振動する（図１）。このとき、オカリ

方に向かっていく疎密波と、底ではね返って

ナ本体の気柱と共鳴する波長が増幅され音が

もどる波とが重なり合う。（図３）のように

鳴る。

口の方が腹となり、底の方は振動できないの

リコーダーは開管楽器である。空気を送り
込むと、吹き口の付近と下の開口部が大きく

で、節となる。このため開管よりも１オクタ
ーブ低い音が出ることになる。

振動する。このときできる定常波は（図２）
様々な波長が振動している

指穴が開閉した時の気柱に共鳴し
た音が鳴る。
図２

ソプラノリコーダーの

気柱にできる定常波

図３
－端が閉じた管に
できる定常波

○ どんな音がする
閉管形状ではあるが、筒状と球状の中間な

えって心地よい音色として聞こえる。自然界

ので、指穴の位置や大きさによって複雑な定

が作り出す音との共通性が、親しみやすい音

常波が起こる。基本音、３倍音、５倍音など

色と感じるゆえんと思われる。大きなオカリ

が混じり複雑な波形となるが、人の耳にはか

ナは低い音、小さいものは高い音がする。

○ どれだけの音階が鳴らせる
歌口の精度や空気の流れに大きく左右され

息の強さで半音程度の高低が起こるので、

るが、８音前後。それ以上は音がかすれやす

メロディをイメージして歌うように吹くとよ

い。

い。
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○

オカリナ実寸図

作る前に、実際に吹いてみて、穴の位置な
どを確かめてみようよう。

歌口

〔表面］

調律用穴

〈右手〉

〈左手〉
〔裏面］

共鳴穴

共鳴穴

〔側面］
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８

オカリナの形を作ろう

○ よい音の出る形は
流線型で雨の滴の形状が、持ちやすく安定した音が出る。
○ 大きさによって音の高さが違う
大きくなると低い音になり、小さくなる
と高い音が出る楽器となる。
一般に、Ｆ調が（絶対音階のフｧが基音

調）最も美しい音色がするといわれている。
焼成すると約1.5～２割縮むので、音は全
体に高くなる。

○ 作り方（基本形は球から）
作り方１：

円錐状にし、歌口をひね
り出して形を作る方法

横空気の流れが悪くならないように、横
から見たときの形が図５のようになるよう
に作る。

図５

横から
見た図

作り方２：

本体と歌口を別々に作り、ドベで一体化する方法

本体の形を滴状にし、歌口の位置に２㎝
位の深さの穴を空け、ドベで接着。

図６
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次項７のように鳴子を別に作り、歌口と
して接着してもよい。

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

９

鳴子の作り方

笛のしくみを知るために歌口を作ってみよう。
○ 指先を使って（図７）
直径３センチの粘土球に、人差し指を差し
込んで外形を円筒に整える。

２番の歌口道用ヘラを先端中央より図の位
置に差し込み、人差し指と親指で挟み込んで

５番の共鳴用棒を中ほどに突き刺し、中と
つなぐ。

粘土の先端を簿くし、ヘラと同じ位置に合わ
せる。

図７

５番

共鳴穴用棒

粘土を指先ではさ
んで、竹ベラと位
置を合わせる。

○ 先を手でふさいで吹くと、鳴った！！（図８）
ヘラを抜き、唇に当て吹いてみる。ピーと

これは閉管と開管の構造上の違いから生じ

高い音がする。鳴りにくいときは、手のひら

るもので、波長が倍の長さになり理論的には

で穴を塞いで吹くと音が鳴りやすい。その際

約１オクターブの差がある。

は低い音がすることに注意。

図８
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10

オカリナに命を宿そう
図９

○

共鳴穴を作る

（図９）

共鳴用のヘラを１㎝程差し込む。

１㎝
側面から見た所

○

二つに割る

（図10）

しっぴきで図のようにカットする。くの字
にしているのは、接合のときに狂いにくいた

の方がよい。後に共鳴穴のでき具合を確かめ
るとき判断しやすい。

めである。歌口道の延長線より少し先端より

図10

○

粘土を掻き出して（図11）
約４から５ミリの厚みを残して中をくり抜

く。共鳴穴付近は、点線以上に彫り込まない

た粘土は一固まりになるようにすると、乾燥
せず直ぐに使用できる。

こと。先端は隅までくり抜くこと。掻き出し

図11

隅までくり抜く

粘土はすぐに
ひと固まりにする
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○

歌口を作る、鳴るまでがんばる

（図12）

吹口の中央より歌口道用ヘラを少し差し、

取り除くようにする。

正しくＡ点に導くために立体的な視点で進め
る。

内側斜線部を細工ヘラで削り取り、ヘラと
同じ平面上となるようにする。

まず、真横から見て点線上にあるか確認し

外側斜線部を同様に削り、くさび状の突起

て少し進める。次に真上から見て線上になる

形状にする。この部分の精巧さが、音域の広

ように修正し、進める。これを交互に繰り返

さや音色の良さを左右するので慎重にするこ

し所定の位置に到達させる。大きくずれた場

と。鳴りが悪いときは、この行程を再度行い

合は埋め直して再度行う。

満足のいく鳴り方になるまで繰り返す。ヘラ

共鳴穴が歪んだり、バリが出たときはヘラ

にかすがついたまま抜いてしまうと、歌口道

を少し抜き、共鳴穴用へラで修正する。粘土

を塞ぎ、小片が残るだけでも鳴らなくなる。

が柔らかすぎるとヘラに粘土のかすが付き、

共鳴穴の大きさや、吹き出し口の厚みによっ

作業しにくい。その都度余計な粘土のかすは

て音量や音色が変わる。

真横
歌□道用ヘラ
図12

Ａ点

真上
線上にあるか
動かしながら確
認する

削る
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○ 慎重に張り合わせる

（図13）

切断面を合わせ、ゆがみを直す。

はみ出たどべを少し残し、③のようにヘ

接着面をヘラで刻みをつけて荒らし、同じ

ラで枕状の傷を付け、細線状の粘土をヘラ

粘土を水で溶いたゆるめのどべ（トロ）を両

で押さえるように補強する。または、時間

面にたっぷり塗る。染み込んで荒らした箇所

があるときはそのまま置き、どべが適度の

がなじんで柔らかくなったら、張り合わせ

堅さになってから削り取って成形してもよ

る。

い。

図13
①

接着面をクシで荒らす

②

粘土

粘土

③

ヘラで枕状の傷をつける

粘土
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どべを両面に塗る

④

細線状の粘土をヘラで押さえ補強

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

11
○

音階づくりに挑戦
運指

（図14）

オカリナには不思議な性質があり、穴の大

るのも楽しい。左手の小指はオカリナを演奏

きさが同じであればそれらを開閉するとほぼ

中に固定する役目を果たしているが、最後ま

同じ音の高さになる。指使いはリコーダーに

で押さえることになるため薬指を動かしにく

慣れ親しんでいると思われるので、似た運行

い人は（指の機能が十分分化していない場

を例に挙げるが、演奏者独自の奏法を工夫す

合）、離しておいてもよい。

図14

マーク

○ 指の位量

（図15）

指穴はなるべく共鳴穴から離すようにした
方がよい。近いと気柱が関係して影響を受け、

指同士の間隔や持ちやすさを考慮し、指穴の
位置に仮の印を付ける。

かすれた音になったり高音部が出にくくなる。

図15

共鳴穴
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○ 最初の音を相対音階の「ド」と考える

（図16）

調音の基準は440ヘルツの「ラ」を用いる

め調音用の穴を余分に開けて調整することに

場合が多いが、手づくりのオカリナは大きさ

なるが、穴を開けていない状態で鳴る音を、

も形も様々なため、基準音が異なる。そのた

相対的な基準の｢ド｣と考えるとよい。

○ 「レ」が決まってから「ミ」に挑戦

（図17）

およその穴の大きさは実寸図を参考にする
とよいが、低音階から徐々に決めていくとよ
い。調音器を使うとより正確に測れるが、息
の強さや、吹く角度によって音が変わるので、

吹き手が音階を正しくイメージすることが大
切である。
最初小さな穴を竹ぐしで開け、鳴らしなが
ら徐々に音合わせをする。

図17

○ 指穴の処置について:

（図18）

穴開けのとき、周辺が変形する。内側は
針付き棒で削り取り、外側も図のように面
図18
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取りをすると指先がフィットして空気漏れ
も起こしにくい。

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

○ 音の高さは
低い場合は穴を大きく、高い場合は埋めて小さく開け直す。
○ 大きく開けすぎた穴や位量の修正法について
穴の周囲に薄くどべを塗り、少し大きめ
の丸めた粘土を埋め込み余分なものを削り

（図19）
取る。なじむまで少し時間を空ける方がよ
い。

図19

粘土を詰める
カットする

どべを塗る

①

②
③

○ 途中で音がかすれてしまった場合
作業中に誤って共鳴穴の空気分離壁が変形
していることがあるので、歌口道用ヘラを差
し込んで位置と形状を確認する。

が起こる。
８音以上鳴らすには、全体が正しい構造に
なっている必要がある。

指穴が共鳴穴に近づきすぎていてもかすれ
○ 音域を広げるためには
「ド」を基準音としたが、それよりも低音
を鳴らしたいときは右手中指の近くにもう一

図20

低「シ」

つ穴を開け、１本の指で２音を担当する。図
では低「シ」と低「ラ」の場合を示している。

低「ラ」

閉じる
開ける
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12

作品には大きくサインを

○ 日付、制作者名をしっかりと刻む
制作中は自分の作品を見間違うことは絶対

たとき日付が入っていると、そのときの情景

にないと信じているのだが、焼成すると２割

が懐かしく甦るものである。自分のものであ

近く縮んで色がすっかり変化するので、たく

るという証しのために、心を込めてサインす

さんの作品を１度に焼成するときは必ずサイ

る。

ンがいる。何年か経って、ふと作品を手にし
○ 乾燥
水分がたくさん残っていると、焼成のとき

このとき粘土内の水分量は約３割である。

気化して膨張する力で破裂してしまう。２日

乾燥時点で一番多い失敗は、接合部の亀裂

位は風の当たらない日陰でゆっくりと乾燥さ

や接着部の剥離であるが、一度乾燥してしま

せる。焼成する前日に日向干しすると最適で

うと修理が困難なので、焼成後に修整する。

ある。
○ 焼成
特に注意したいのは、180度で水分が完全
に蒸発するが、それまでは急激に温度を上げ

のときも注意が必要である。粘土の成分によ
って違うが、800度～900度を目安に焼成する。

ないようにする。また、580度で溶変が起こ

★ 「簡易窯の作り方（２種）」⇒ P151

る。ｲﾋ学変化が起こり性質が変わるので、こ
○ 素焼きにするわけ
金管楽器を演奏すると、息の中に含まれる

素焼きで止めることを勧める。素焼きの方が

水分が水滴となってたまり、除去する作業が

柔らかい暖かみのある音色に感じるのは、気

必ず必要となる。オカリナも焼き締めてしま

のせいだろうか。

うと同様のこととなる。快適に演奏するため
○ どんな焼成法がある
①

落ち葉を使った焚き火焼き

②

一斗缶と植木鉢を使った炭焼き

⑤

土に穴を掘って廃材で焼く野焼き

③

ガスコンロと植木鉢による焼き方

⑥

200度位までオーブンを使って慣らし

④

もみ殼やかんなくずを使ったくすべ

焼き

焼きし、野焼きすると割れにくい。

○ 焼成後の修整
接着には、割れたものは２液混合タイプの
エポキシ系樹脂接着剤が適している。硬化時
問は５分、30分、１時間、10時間など多様で
あるので用途に合わせるとよい。ゼル状タイ
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プの瞬間接着剤や陶器用接着剤やパテも市販
されている。
接着部が目立つときは、彩色してもよい。

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

○ 焚き火焼き

１時問の焚き火で手軽に焼成できる方法を紹介する。（ヤキイモ付き）

① 焚き床を作る。作品を焼く前に焚き火を
し、ある程度のおき火や灰ができたら火
をおとす。（焼きむらや焼き割れを防ぐ
ための、おき火である。）
② おき火や灰の中に、作品が重ならないよ
うに置いてから落ち葉をかける。
（はじめは、直接作品に炎が当たらないよ
うにする。）
③ 木の枝などの小さな薪、新間紙、落ち葉
などを組んで火を着ける。
④ 30分程度時間をかけてじっくり蒸すよう
に焼く。
（このとき、粘土の中に含まれている残留

水分が蒸発する。これを急ぎすぎると水
蒸気の膨張によって作品が破損する場合
がある。）
⑤ ある程度、焚き火に火がまわったら、ホ
イルに包んだサツマイモなどを入れる。
⑥ 大きめなたきぎをくべ、火力を強めて30
分程度燃やし続ける。
（焚き火をしながら焼きイモを分けあって
食べる。）
⑦ たきぎが燃え終わったら、火ばさみや棒
などで灰の中から作品を見つけて取り出
し、冷めるのを待つ。

焚き火による焼成
おき
灰
作品
落ち葉
たきぎ
イモなど

作品を図のように炊き床に置いて焼く。

○ 仕上げ
湿気を吸収できるように素焼きにする。柚
掛けをする場合は、歌口の部分を避ける。

絵の具は、素焼き肌で吸い込みが激しいた
め、水分量を多めにすると塗りやすい。乾燥

そのままでも十分に趣があり使い込む程に

後、布で磨くと自然な光沢が出る。つや出し

味が出てくるが、彩色する場合はアクリル絵

にはニスを使用してもよいが、共鳴穴や歌口

の具が手軽である。重ね塗りや薄塗り混色も

道を塞がないように注意すること。

可能で、速乾性なので作業しやすい。
○ 調律
他の楽器と合奏するときや絶対音階に調律
するときは、オカリナの下部に調律用の穴を

あらかじめ開けておく必要がある。焼成後、
可塑性の粘土などで埋めて音を合わせる。

○ 演奏
一般的な運指表を示しておくが、オカリナ
は同じ穴の開閉では位置に関係なくほぼ同じ

開発する余地が残っている。自分のオカリナ
で自分だけの吹き方で、自分の曲を鳴らそう。

音の高さになるため、演奏者が独自の運指を
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題材３「空想の世界に住む生き物たち」- 表現と鑑賞の一体化を目指して -

美術Ⅰ

彫刻・鑑賞

１年

16時間

カラー頁 ⇒ P 3

題材３ 「空想の世界に住む生き物たち」- 表現と鑑賞の一体化を目指して この題材は、身近な自然の素材を使い季節の変化や自然とのかかわりを体感しながら、材料
用具の基礎的基本的な扱いや使い方を身に付けられるようにしたものである。
空想の世界を実現する過程では、パソコン画面を通して客観的に自分の作品と向かい合うこ
とができるので、良いところ、表現の足りないところを見つけやすい。
また、見ることと作ることを同時に行う活動となり、表現と鑑賞の連携や一体化を図りやす
い題材である。さらに手や体を動かして身に付ける体験的な学習と、仮想や空想の世界でイメ
ージを膨らませる想像力を高める学習を結び付けた題材である。

題材の特徴
ポイント１

近くの森や神社に出かけよう

神社や森には、生き物がたくさん住んでいる。海が生命の源ならば、それらをはぐくむとこ
ろが森かもしれない。
最近、森林浴、緑化と森を見直す風潮が出てきた。「森に住む空想の生き物」を作るために、
実際に森へ出かけよう。
今まで気づかなかった生命や、その痕跡と出会えるだろう。
ポイント２

一つの形は、全体の自然と同じ

森の中にある木や葉には同じものが一つもない。それぞれの環境に合わせて対応した結果と
しての形を形成している。
１つの形が、自然そのものを表しているといってもいいだろう。枯れ枝や落ち葉、木の実、
抜け殻、どれも精一杯命を輝かせ次の世代に託して土に帰ろうとしている姿である。
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

ポイント３

形から発想する

自然とともに成長した形は、どれも美しい。必死に生きてきた証だからだろう。
それら一つ一つの形をじっくり眺めてみよう。新しく作る生き物の姿が浮かんでくるまでじ
っくりと見てみよう。
形から連想してイメージを膨らませてみよう。これまで見てきた何かと重なったり、その形
そのものに惹かれて、新しい生き物の種が生まれる。
ポイント４

自分の見方と他人の見方を比べる

作った生き物を、森に帰そう。
実際に置きに行ってもいいし、パソコンの画像処理ソフトを使って画像を合成してもよい。
空を飛ばしたり、水中を泳がせたりするようなことな実際にできそうにないことも、パソコ
ンを使うと可能になる。
また、ディジタルカメラでお互いの作品の最も気に入った方向から撮影してみよう。それぞ
れの鑑賞の違いが画像になって表れてくる。

１

題材の目標
鑑賞では、互いの作品を気に入ったアングルからディジタルカメラで撮影し合い、言葉ではな
く映像で感じたことを伝え合う活動を取り入れた。
鑑賞では、まず見ることや感じることから始まるが、自分の考えがもてるようになることが最
も大切だと考える。作品の題名や作者の名前、時代背景などももちろん大切であるが、自分なり
の見方がきるようになることが大切であろう。
これは、ディジタルカメラで行う鑑賞活動をさらに次の表現活動へと発展させ、見て感じるこ
とから自分なりの見方ができるように、鑑賞と表現の一体化を目指した題材である。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

森や神社に出かけ、自然の中にある生命の美

素材の形や材質感から発想を広げ、素材の組み

しさを実感し、自分の空想する生き物を創造す

合わせなどを考えて自分のイメージする生き物を

ることに興味をもち、意欲的に取り組める。

創造することができる。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

素材の大きさを適切にするための切断や、ほ

素材の加工や接着などの技能面と、組み合わせ

かの素材との組み合わせのための接着方法など

や見せ方などの表現技法などに着目して鑑賞する

の技能を習得しながら造形活動を楽しむことが

とともに、今後の自分の創作活動に生かそうとし

できる。

ている。
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題材３「空想の世界に住む生き物たち」- 表現と鑑賞の一体化を目指して -

３ 主な学習内容と評価規準
学習内容（時間数）

ポイント

１ 導入例
・ 「近くの神社や森に出かけよう。自然は季節とともに変化している。
小枝や木の実、小石などをちょっと借りて、そこにいるかも知れない、
またはいたら楽しいなと思う「生き物」たちを作ってみよう。」
・ 「そして、できたものを空想の世界に旅立たせよう。普通では行けな
いところでも、パソコンを使うと可能になる。」
・ 「さあ、自然の中から自分だけの生き物を見つけてみよう。」

近くの神社

２ 活動と制作
① 森、神社や林などに出かけ、自然の中にある素材を制作に必要な分だけ拾ってくる。
② 視覚や触覚などを働かせながら豊かに発想し、いたらいいなと思う「生き物」を作る。
③ 作った互いの作品を、気に入ったアングルからディジタルカメラで撮影し、鑑賞し合う。
④ 撮影した画像を比較して、それぞれの感じ方や考え方の違いを知る。
⑤ 青色の布の上に「生き物」を置いて、ディジタルカメラで撮影する。
⑥ いたら楽しいと思う場所や風景を撮影する。
⑦ ｢生き物｣の画像をパソコンに取り込み、風景画像の適したところへ効果的に貼り付ける。
⑧ 新たに生まれた作品画像に対する自分の思いや効果について話し合い、鑑賞し合う。

３ ディジタルカメラで鑑賞
作品の感想や意見を伝える方法として、言葉や文字などがよく使わ
れる。しかし、今回のような立体作品では、見る角度によって受ける
印象も随分異なるので、それらで言い表すことが困難な場合もある。
そこで、ディジタルカメラの撮影即再生性、画像データベース作成
の容易性を活用し、視覚によって感じたことを視覚で伝える資料１の
ような鑑賞方法が効果的だと考えた。
★ 資料１ 〇 自分の見方を画像で伝える
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⇒ P80

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

評価の観点

○ 森や神社に出かけ、自然の中にあ

評価方法

① 説明を聞く態度

材料・準備物等

・ 作品例

る生命の美しさを実感し、自分の空

生き物像

想する生き物を創造することに興味

風景画像

をもち、意欲的に取り組める。

作品画像

（関心・意欲・態度）

○

素材の形や材質感から発想を広

② 制作カード

げ、素材の組み合わせなどを考えて
自分のイメージする生き物を創造す

・ 自然の身近な素材
（木の枝、葉、小石など）

③ 作品

ることができる。

・ 接着剤
・ 小刀

（芸術的な感受や表現の工夫）

・ 加工や接合のための材料用
④ 画像処理操作

○ 素材の大きさを適切にするための

具
・ ディジタルカメラ

切断や、他の素材との組み合わせの

・ パソコン

ための接着方法などの技能を習得し

・ 画像処理ソフトウェア

ながら造形活動を楽しむことができ
る。
（創造的な表現の技能）

○

素材の加工や接着などの技能面

⑤ 鑑賞態度

・ ディジタルカメラ

と、組み合わせや見せ方などの表現

・ 感想カード

技法などに着目して鑑賞すると共

・ ノートパソコン

に、今後の自分の創作活動に生かそ

・ 画像データベース

うとしている。

（鑑賞の能力）
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題材３「空想の世界に住む生き物たち」- 表現と鑑賞の一体化を目指して -

○

作品例

空想の生き物たち（神社）

資料

空想の生き物たち（公園）

〇 自分の見方を画像で伝える

写真の撮影のように、一瞬でものをとらえ

かったところもわかるようになる。

る行為には、案外その人らしさや感じ方が現

撮影する側も自分の気に入った角度や部分

れるものである。それぞれがとらえた画像を

を選び、それを効果的に表す活動を繰り返し

見比べてみると、微妙な感じ方の違いを視覚

行うことで、ものを深くみようとする意識が

的に知ることができ、自分だけでは気づかな

働くようになると考える。

Yさんの場合

Gさんの場合

Nさんの場合

ここから見ると、どっしりと安
定しているように感じる。

腕のようなものが、何かをし
ようとしているように見えた。

たくさんの足を使って、
動いているようだ。

生き物の表情が、とてもユニ
ークで楽しく感じた。

正面から見ると全体の様子が
よくわかると思った。

斜め下から見上げると、
走っていくように感じた。

作
品
１

作
品
２
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

資料

○ 開発教材の検証

この題材を大学院生と図工担当教員に検証しても
らったので、そのときの感想と作品を幾つか紹介す
る。
○ これまでの授業では、時間をかけて鑑賞し合うこ
とがほとんどなかった。この方法では自分がうま
く作れなかった作品も違った角度から鑑賞するこ
とができ、パソコンの画像処理によって新たな作

水洗い場を泳ぐもの

品に生まれ変わるので、美術の苦手な子どもにと
って大変効果的であると思った。
○ つくった生き物を置く場所を考えることで鑑賞が
具体的なものになりやすく、それがコンピュータ
を使うことによってさらに明確になった題材であ
る。
自動販売機の前で並ぶもの
○ 豊かな自然素材、自由な背景の選択、コンピュー
タの特性などが効果的に組み合わされた題材で、
だれがやっても画一的でない創造的な作品づくり
へと発展できる。
○ 使用したソフトウェアは機能が絞られていたの
で、操作方法に煩わされず「鑑賞」と「表現」の
活動に専念することができた。実際の材料を使う
ことと、電子の筆を使うバランスがとれた題材で

空の雲と戯れるもの

ある。
○ コンピュータの機能だけを用いた作品づくりでは
なく、自らの手で作った作品を用いることができ
るという点がよい。頭の中にすばらしい世界が思
い描かれていても、それを実現できない生徒にと
っても有効であると感じた。
○ 歩いて多神社に出かけて身近な素材を手に入れ、
最後にコンピュータを使って完成させた一連の活
動が印象的であった。

下水道の中を悠々と泳ぐもの
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題材４ 「ランプシェード」から「パッケージデザイン」へとつなぐ題材

題材４ 「ランプシェード」から「パッケージデザイン」へとつなぐ題材
これは、光の影を楽しむ「ランプシェードづくり」から、それを包む「パッケージデザイ
ン」へと結びつけた題材である。
「ランプシェードづくり」では、土粘土を使い彫塑や陶芸の基本的な技法を学び、「パッケ
ージデザイン」では、カッターナイフやのりなどの用具の基本的な使い方を学び直すとともに、
実際に持ち帰るときに必要な強度や飾って楽しめる美しさをもつ実用的なデザインを追求して
いきたい。

題材の特徴
ポイント１

「ミニ煉瓦の立体造形」からの発展

「ミニ煉瓦の立体造形」を制作していた一つのグループが、光をともすモニュメントを作っ
た。煉瓦は耐熱性もあるので、ろうそくや電球を入れることが可能であが、接着剤にも耐熱性
をもたせる必要がある。さらに屋外に設置するときは、耐水性も必要なので、設置場所によっ
て接着剤を使い分けられるようにした。
ポイント２

簡易箱から「パッケージデザイン」へ

これまでは、ランプシェードを持ち帰る簡易箱を、段ボール、新聞紙、ガムテープ等を使っ
て1時間で制作してきたが、箱づくりの苦手な生徒が多いことに問題点を感じてきた。
そこで、大量の厚紙が手に入ったこともあり、機能的で美しいパッケージを制作することに
した。それぞれの思いが詰まった作品と共に持ち帰り、飾って楽しめるようになった。
ポイント３

基礎基本の徹底（折る、切る、貼る）

カッターナイフで綺麗に切ったり、のりを使って美しく貼ったりするなどの、基本的な材料
道具を使えない生徒が年々多くなっている。体験不足が最も大きな原因である。
そこで、「折る、切る、貼る」の物づくりの基礎基本を徹底的に学習させることにした。た
っぷり時間をかけ、何度も失敗する中で自分の使い方を考えていけるように工夫した。
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

美術Ⅰ

彫刻・デザイン工芸 １年

15時間

カラー頁 ⇒ P 3

題材４－① 「テラコッタ粘土によるランプシェードの制作」

１

題材の目標
テラコッタ粘土やセメントなどの本物の材料を用い、制作を通してその性質を理解しなが

ら、生活にぬくもりを感じさせてくれるランプシェードを作る。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度
ランプシェードに関心をもち、自分から進んで資
料を調べようとしている。

創造的な表現の技能

芸術的な感受や表現の工夫
ランプシェードから感じる感覚を大切にし、それらの
特性を自分の作品に生かそうとしている。

鑑賞の能力

粘土の扱いや素焼きの基礎的な知識を理解し、

距離を置いて自分の作品を眺めてみたり、他人の

資料を参考にして、自分の作りたい形に適したラン

意見を積極的に聞いたりして、表現したい感情が表

プシェードの組み方を考えたり、作る中で発見したり

れているかを検証するとともに、他の人の作品の成功

しながら、造形を楽しんでいる。

例から学ぼうとしている。
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題材４－① 「テラコッタ粘土によるランプシェードの制作」

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

１ 導入（１）

ポイント

・安定して置ける形にする。

ランプシェードの機能を

・光の影を効果的に作る。

知り、作りたいもののイ

・ランプコードが通る穴を開ける。

メージを広げ、アイディ

・パーツの形と必要な数を考える。

アスケッチをする。

・パーツの接着面を大きくして丈夫にする。
★ ○「アイディアスケッチ用のプリント」
⇒ P90

２ 制作（１０）
テラコッタ粘土を用い、しっぴきやタタラ板
を使って、アイディアスケッチを基にパーツを

★ ○「ミニ煉瓦の作り方」 ⇒ P87-88
★ ○「焼成」 ⇒ P89

作って焼成し、接着する。
★ ○「適した接着剤」 ⇒ P89

３ 発展（３）
制作が進むにつれ、新しい積み方や組み方を

★ ○「 学習

見つけだすこともあるので、あまり元のアイデ

意 欲を 高 め

ィアスケッチの形にこだわらず、どんどん改善

る 作業 性 を

・変化していくように助言する。

重 視し た 造
形活動」
⇒ P86

４ 鑑賞と発表（１）
・ この鑑賞を通じて感じたことや考えたことを話

★ ○「準備物と保管風景」 ⇒ P89

し合い、発表する。
・ 他のチームの発表を聞いて、評価する。

※ 多くの生徒が鑑賞できるように、ディジタルカメラで多方面から撮影した画像をGIF形式で保存し、常
設パソコンでスライドショー展示する。
★ 「作品の保存方法（2種）」 ⇒P156
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

評価の観点

評価方法

○ 煉瓦の建築物や造形物に関心をも

① 説明時の姿勢・態度・

ち、自分から進んで資料を調べよう

アイディアスケッチ用プリ

・ 教卓のパソコンと提示装置

としている。

ント

・ アイディアスケッチ用プリント

(関心・意欲・態度)

○ 粘土の扱いや素焼きの基礎的な知

材料・準備物等

・ 煉瓦建造物に関する資料

・ パソコン、提示装置

② 活動状況１

・ テラコッタ粘土

識を理解し、資料を参考にして、自
分の作りたい形に適した煉瓦の組み

・ 陶芸用具一式

方を考えたり、作る中で発見したり

（タタラ板、シッピキ、手板、

しながら、造形を楽しんでいる。

タッパー、めん棒、粘土ベラ

(造形的な表現の技能)

等）

○ 煉瓦の造形物から感じる例えば堅
牢性や構築性などの感覚を大切に

③ 活動状況２

し、それらの特性を自分の作品に生

・ 接着用具一式
（粘土、木工ボンド、つまよう

かそうとしている。

じ、タッパー等）

(芸術的な感受や表現の工夫)

○ 距離を置いて自分の作品を眺めて ④ 提出作品
みたり、他人の意見を積極的に聞い

・ コメント用紙（感想文）

・ コメント用紙

たりして、表現したい感情が表れて

・ 持ち帰り用パッケージ

・ パッケージ用具一式（カッター

いるかを検証するとともに、他の人

ナイフ、はさみ、段ボール、ガム

の作品の成功例から学ぼうとしてい

テープ、ビニール袋等）

る。
（鑑賞の能力）
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題材４－① 「テラコッタ粘土によるランプシェードの制作」

アドバイス

○

学習意欲を高める作業性を重視した造形活動

各自が、いろいろと組み合わせを試してい
るうちに、これまで思い付かなかった方法を
見つけられることがある。それが他人にとっ
ては常識的なことでも、本人には新たな発見
であり、大きな喜びである。自分で見つけら

② 自己決定の機会を増やすことができ
る。
さらに、個々の制作意図に合わせた個別の
指導が容易であり、

れたことがうれしいのであり、そのような体
験を通して理解し身に付いたことは、生涯を
通して生きて働く力となる。
このような経験の積み重ねによって、自分
にもできるという自信が生まれ、次へのチャ
レンジへとつながっていく。この材料には、
そのようなプラスサイクルへの展開の可能性
を秘めている。
学習者が学習を進める上で最も重要なこと
は「学習意欲の高まり」であり、高浦勝義･奈
須正裕の「生きる力」を育てる新しい授業NO.
3 意欲を高める授業を参考にして、次のよう
な七つの観点を考えてみた。

煉瓦という新しい材料を用いることにより、
① 好奇心を刺激することができる。
煉瓦は縦、横、厚みが１対２対４の比率と
いうシンプルな造形要素で構成されているの
で、それらの組み合わせを考えることに集中
すればよく、自分にでもできそうだという安

③ 努力が報いられる学習環境づくりが
できる。
また、段階的な目標を設定し手の届く、
④ 実現可能な目標を設定することが可能
な題材である。
あるいは、「一人学び」など、学習の仕方
を経験的に学べる場を授業の中で計画的に作
ることにより、
⑤ 学習方法を身に付け、自己の学習の
進度を客観的に認知しながら進められ
るようになる
ことが期待できる。
グループでの鑑賞活動や制作を通して、学
んだことを人に伝えたいという伝達衝動や、
他人の知っていることを学びたいという共有
意識を生かした学習を進める中で、
⑥ メタ認知や

心感をもって入ることができる。また、作業
が進むにつれて、強度や組み合わせの美しさ
など各自が工夫できる要素が自然と多くなっ

⑦ 個性的追究を支え合う仲間づくりを
育てる

てくるので、
ことができる題材であると考えている。
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

資料

○ ミニ煉瓦の作り方
(1) しっぴき・たたら板、カッターナイフによる方法

① 手板の上に、約３㎝厚の粘土を置き、
その両側に７㎜のたたら板を各４枚挟ん
で置き、麺棒で平らにする。

② たたら板を１枚ずつ外し、しっぴきを両手

各２枚ずつを図のように手板の上に置き、そ

の親指とたたら板の上をしっかりと密着させ

の両側に５㎜のたたら板を１枚ずつ置く。麺

てスライドさせ、粘土を切り取る。同様の動

棒で平らにして５㎜厚の粘土板を作る。

作を３度繰り返し、４枚の粘土板を作る。

③ 垂直水平になるように気をつけ、１㎝
と２㎝の目盛りを記し、たたら板を当
て、それに沿ってカッターナイフで押し
切るように粘土を切る。（強く引いて切
ると、角が引きつられて変形してしま
う。） 切りくずの粘土は集めてジッパー
袋に入れ、次の板づくりの際に再生する。
(2) 針枠による方法

写真のような木枠と、５㎜間隔と１㎝間
隔に針を埋め込んだ渡し木を作る。５㎜厚
の粘土板をタタラ板と麺棒を使って作り、
木枠の内側に置く。
渡し木をスライドさせ、目的の寸法に裁
断する。乾燥させてから焼成する。
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題材４－① 「テラコッタ粘土によるランプシェードの制作」

(3) しっぴき、たたら板による方法

① 二人一組になって、25×33㎝の手板に約
３㎝厚の粘土を置く。
その両側に５㎜のたたら板を各６枚挟ん
で置き、麺棒で平らにする。
たたら板を１枚ずつ外し、しっぴきを両
手の親指とたたら板の上をしっかりと密着
させてスライドさせ、粘土を切り取る。
粘土を重ねたままさらに１枚ずつタタラ
板をはずし、しっぴきで粘土を切る。
同様の動作を５度繰り返し、６枚の粘土
板を作る。

③ 粘土を横に置き直し、両側に５㎜のタ
タラ板を粘土の高さまで積み重ねる。タ
タラ板をそれぞれ４枚ずつ取り外し、厚
さ２㎝になるように粘土をしっぴきで切
る。同様にして、最後まで粘土を切る。
少し乾燥させてから、割り分けてから乾
燥させ焼成する。

資料 ○ その他の技法（透かし彫り）

たたら板を使って粘土板を作り、針で模様
を切り抜く。
切り抜いた部品も有効に使うとよい。
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②

粘土を縦に置き直し、両側に５㎜のタタ

ラ板を粘土の高さまで積み重ねる。タタラ
板をそれぞれ２枚ずつ取り外し、厚さ１㎝
になるように粘土をしっぴきで切る。同様
にして、最後まで粘土を切る。

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

資料

○

焼成
棚板１枚に棚柱などで４つに仕切り、それ

大型電気窯

ぞれに一人分の煉瓦を入れて約940度で焼成し
た。

全員の分を
焼成する場合

その際、生徒各自に学級・番号・氏名が刻
まれたプレートを作って入れておくようにす
る。

作品づくりを進めていくと、部品追加が必要にな
七宝焼き窯

ることがある。少量を適宜焼成できるように、七宝
焼き用の窯を使って焼成いる。

追加部品を
その都度焼成

この窯は、1,000度位までの焼成ができる。
生徒の目の前で、焼成時に粘土が真っ赤になって
いく様子などを、実際に見せることができるので、

する場合

焼き物に対する興味付けになる。

資料

○

準備物と保管風景

写真左は、タタラ板、麺
棒しっぴき、カッターナイ
フなどの準備物である。必
要なときに使えるようにコ
ーナーを設けている。
写真右は、制作途中の作
品や乾燥の場所の様子であ
る。

資料

準備物

○

乾燥場所

用途に応じた接着剤を使う

〈セメント〉

〈木工ボンド〉

〈シリコンゴム〉

安価で耐久性・耐水性に

比較的安価で作業しやす

比較的安価で作業しやす

優れているが、硬化に時間

いが、熱で柔らかくなり、

く、耐熱性・耐水性に優れ

がかかり、後始末が大変で

また長時間の耐水性に欠け

ており、弾力性がある。

ある。

る。
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資料

○「アイディアスケッチ用のプリント」

陶パーツによるランプシェードづくり
年

組

番

１

テラコッタ粘土でパーツを作り、セメントで接着して組み合わせ、熱に強いランプシェードを作りたい。
ランプシェードについて、あなたが知っているのことや、作る際に気を付けたい事柄について書きなさい。

２

ランプシェードのアイディアスケッチを４つ描きなさい。

３

１

２

３

４

２の中から実際に作りたいものを１つ選び、それぞれの方向から見た図を想像して描きなさい。
題

４

名

正面図

側面図

上面図

底面図

作品に使用するパーツの形状と、必要な個数を書きなさい。
形状
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個数

形状

個数

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

コラム４

自らも創造の喜びを味わう

高校３年生の１学期に、美術の授業で蝋版レ
リーフの課題が出た。
レリーフは、わずかな厚みの中に、ものの奥
行きや量感、質感などを表わさなければならな

大学卒業時に、同じ研究室の先輩方と６人で
グループ「六彫展」を開いた、その後１～２年
ごとに第16回まで開催することができたおかげ
で、何とか今日まで制作を続けている。

い。丸彫りとは違った立体の捉え方と表し方が
必要になる。

仕事の忙しさを口実に、制作から遠ざかりか

自分でいろいろと試しているうちに、微妙な

けたことも何度かあった。時間がなかったとい

凹凸の高さや彫る順番、方向などによって、僅

うわけではなく、制作意欲が湧かなかったのが

かな高低差でも立体を表現することができるこ

大きな原因であった。

とに気がついた。
それを自分で見つけ出せたという喜びが今も
彫塑制作を続けている動機になっているのかも
しれない。

本来、創作の源は「表現への衝動」であろう。
時間があってもそれがなければ、意識は創作へ
とは向いていかない。
どうしてもその気になれないときは、展覧会
への応募を先に決めたり、モデルさんと時間の

私が美術に進路を決めたのは、高校３年の３
学期であった。好きな美術関係の大学も受験し

約束したりして、自分を逃げられない状態に追
い込むようにした。

ておこうという軽い気持ちからだったので、合

無理強いしているときもあるので、まともな

格したときは嬉しさよりも不安が先に立った。

作品にならないこともあるが、作らないよりは

美術で食べていけるかどうか自信がなかった

ましと思ってきた。

からである。
大学に入学してからは、自己流の絵では通用

幾ら作ってもうまくならない、満足のいくも

しないだろうと思い、スタートラインが同じと

のができない、どうしてこんなに苦しいのに作

考えられる彫塑を専攻することにした。

るのだろうか、そんなに苦痛ならばやめればい

学部を卒業した後、一年間専攻科へ進んだが、
そのとき２つの高校の美術の非常勤講師も同時
に勤めることになった。
そこでは、美術の授業を音楽室や普通教室で

いのにと、制作に行き詰まったときには様々な
迷いが頭をよぎる。
しかし、やっぱり何かを創り出したい衝動は
消えない。本当に「好き」なんだと思う。

するという苦労もあったが、自分にも教員の仕
事が務まりそうだという気持ちをもつことがで
きた。
そのときから、美術教育者と彫塑作家との両
立に苦悩する日々が続いている。

自らの表現を求めて追求する、楽しみだけで
はなく苦しみも味わいながら。それこそが、創
造の喜びであると思うのである。そして、それ
は生徒も同じであろう。
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題材４－② 「ランプシェードのパッケージデザイン」

美術Ⅱ

デザイン

２年

15時間

カラー頁 ⇒ P 4

題材４－② 「ランプシェードのパッケージデザイン」
表現活動の動機の一つに、他人に見てもらい
たいという要求が挙げられると思う。
自信をもって表現したものや苦労したもの、
努力して成し遂げたものなどは、他人にもその
成果を認めてもらいたいという気持ちが起こる
のである。

時間をかけて少しずつ実現しながらものへの
思い入れを密にし、自分が味わった充実感や満
足感による喜びを人と共有したくなる、そんな
美術の授業を展開したいと考えた。
それには、よい失敗をするしくみを取り入れ
ることが大切であろうと考える。

作品の展示やコンクールへの応募は、その代
表的な例であろう。人前に出すことによって刺

数学や物理では、公式がよく使われる。問題

激を受け、創作への意欲を高揚させるという効

を解決するための効率的な手法であるが、使っ

果があると思われる。

ているうちにその公式がどうして生まれたのか

私はこれまで、自分の作品に執着している生
徒が案外少ないことを残念に思ってきた。
そして、すべての生徒が作品を家に持って帰
って家族に見せたくなるような授業を展開した
いものだと願ってきた。
「たくさんの小石の中から気に入ったものを
一つ選び、手のひらに包み込んでその感触を確

分からなくなってしまうことがある。
公式だけを暗記していても、実際に使える力
が身に付いていないということになる。
これと同じことが美術の技術指導にもいえ、
様々な場面に応用できる実用的な技術を身に付
けていくためには、その必要性が理解されてい
なければならない。

かめ、時間をかけて絵に表す。」という実践が

そのためには、十分な体験を通して自分で見

ある。終了後、ほとんどの人はその小石を手放

つけだすことが大切で、それが小さな事でも自

せなくなってしまう。

分で見つけられたことが重要で、発見の喜びが

ものへの愛着心は、そのものとの時間的なか

次の創作意欲へと結びついていくのである。

かわり合いとに大きな関係があるらしく、どこ

この題材は、良い失敗をしながら自ら発見す

にでもある小石でも、かかわり方によって特別

る過程を大切にし、愛着をもって取り組めるこ

な意味をもつようになったということである。

とを目指している。
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

１

題材の目標
近くの箱屋さんから厚紙の端材を大量に提供してもらうことができたので、これを使い自作ラン
プシェードのパッケージを制作することにした。
自宅に無事持ち帰れる強度をもち、また作品と共に飾っておきたくなるパッケージの制作とし
て、次の二つのことを目標にした。
○ 限られた素材を活かしながら、自分の作品に合ったパッケージを創意工夫して制作することによ
って、身の回りにある身近な箱の便利さやデザインの重要性に気づくことができる。
○ 日常よく使う紙の性質やカッターナイフの適切な使い方などを、十分な体験を通して自分のもの
にしていく。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

パッケージデザインに興味や関心をもち、そ

自分の作品の特徴をとらえ、それに合うパッケ

の機能性や美しさを身の回りのデザインから感

ージデザインを創意工夫して制作し、表現活動を

じ取ろうとしている。

楽しんでいる。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

基礎的基本的な材料用具の使い方を、試作を

他の作品に用いられたしくみや工夫を読み取

通して習得し、素材の性質を生かしながら機能

り、今後の自分の作品づくりや発想に生かそうと

的な美しさを追求している。

している。

先輩達の残した部品をリサイクル
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題材４－② 「ランプシェードのパッケージデザイン」

３ 主な学習内容と評価規準
学習内容（時間数）

ポイント

１ 導入 （１）

◎ 約３か月前に作ったランプシェードと再び向

・ 課題の説明

かい合い、それを持ち帰り飾るためのパッケー

・ 作品例の提示

ジを作るという、正に実用的なデザインの学習
である。

２ 材料用具の基礎基本（箱の試作）（４）

◎ この試作箱の制作工程には、「折る、切る、

・１辺10㎝の立方体の箱を試作する。

貼る」の基本的な技能が集約されている。これ

・ 紙加工の「折る、切る、貼る」を学習する。

らの技能を十分に身に付け、本制作に応用でき

★ 題材4-3「試作箱の制作」 ⇒P96-102
★ 「カッターナイフの使い方（8つのポイント）」
⇒P100
★ 「木工ボンドの使い方」 ⇒P102

るようにしたい。
◎ 特にカッターナイフは、日常の様々な場面で
使用するが、苦手意識をもっている生徒が多い
ので是非この過程で克服させたい。

３ アイディアスケッチ（１）
「自己評価表」の６つの観点に注意して、完成予
想図を描く。

★「自己評価表」
⇒ P102

・ 堅牢性、構築性
・ デザインの美しさ
・ 総合的な表現技能

４ 本制作 （８）
・ アイディアスケッチや模型を参考にしてパッ

◎ 生徒の作品の中で、形やしくみなど工夫され
ているものを紹介する。

ケージを制作する。

５ まとめ （１）
・ 自己評価表の記入

94 第２章 実践事例

◎ 自己評価表を記入し、これまでの制作につい
て振り返る。

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

評価の観点

評価方法

○ 素材について興味や関心をもち、

① 説明時の観察記録

制作に取り組んでいるか。

・ パッケージ見本
★ プリント「陶パーツによるラ

（関心・意欲・態度）

ンプシェードづくり」 ⇒ P90

○ 意欲的に自分の作品に合ったパッ
ケージを作ろうと創意工夫している

材料・準備物等

・厚紙（11.5cm×97cm）
② 制作過程の記録

・木工用ボンド

か。また、表現活動を楽しんでいる

・セロハンテープ

か。

・ステープラ

（芸術的な感受や表現の工夫）

・両面テープはさみ
・ものさし
・カッターナイフ
・カッターマット

○ 記入することで自分の制作を振り

・穴開け用パンチ

返り、今後に生かそうとしている

・ビニール袋

か。

・紐、糸

（鑑賞の能力）

・クッション材

○ 自分でアイディアを出し、意欲的

・自己評価表

に制作に取り組んでいるか。
（創造的な表現の技能）

○ 素材研究で学んできたことを、作
品に生かそうとしているか。
○ 評価項目を確認し、見通しをもっ
て積極的に制作に取りかかろうとし

③ 作品（観点別）
④ アイディアスケッチ
・構造理解
・形のバランスや美しさ

ているか。
（創造的な表現の技能）
○ 他の作品を参考にし、自分の作品

⑤ 作品の感想文

・自己評価表

づくりに生かそうとしているか。
(鑑賞の能力)
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題材４－③ 「試作箱の制作」

題材４－③ 「試作箱の制作」
紙をうまく加工できない理由として、次のことが考えられる。
① 経験が極端に少ない
② 間違った方法を覚えてしまっている
③ 考えるのが面倒なので、いい加減にしている
④ 体力不足やその他の機能障害で難しい
この「箱の試作」の課題では、これまで身に付けてきた各
技能の習熟度や理解の仕方を総点検しようというもので、そ
れぞれの到達度や状況に応じて不足している事項を学習して
いくことがねらいである。
プラモデルの楽しいところは、図面通りに少しずつ組み立てていくと、ある程度の出来映えで完
成することであろう。望ましくない点として、みんな同じものになってしまうことが挙げられる。
前述の良い要素を生かそうとしたのが、この「箱の試作」である。
基礎的基本的な技能の習得には、制作工程をマニュアル化すると効率的である。
ここでは、全員がある程度の技能レベルに達成できることを最大の目標にし、本気になって「で
きなかったことを、できるようにする」ための適切な指導が必要であると考えている。

１

題材の目標
試作の箱づくりを通して、紙加工の基本となる「折る、切る、貼る」に必要な材料用具の基礎的
基本的な使い方を、完全にマスターする。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

基礎的基本的な材

材料や道具の特性を

試作を通して得た技能

参考作品に用いら

料用具の使い方を取

知り、目的に合わせた

を、自分の制作に取り入

れたしくみや工夫か

得したいと意欲的で

使い方ができるように

れ、機能的な美しさを追

ら学び、生かそうと

ある。

なる。

求しようとしている。

している。
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

○ 「試作箱制作」「本制作」風景

試作箱の構造を参考にアレンジ

カッターナイフの基本姿勢の「立つ」 を、
実践する生徒

綿密な設計図を書いて作る生徒

○

材料用具

頭を使う授業に、みんな真剣な様子

いつでも使えるようにコーナーを作っている
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題材４－③ 「試作箱の制作」

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

１ 導入 （１）

ポイント

◎ 全員ができるまで、次の行程に進まないこと

・ １辺10㎝の立方体の箱を制作する。
・ 紙加工の基本となる「折る、切る、貼る」を学
習する。

を約束する。
◎ 失敗してもかまわないが、どこで失敗したか
を考えるようにする。

２ 「箱」の本体部の制作 （３）
・「箱」の展開図の本体部を参照して、厚紙に寸
法を図る。

◎ 展開図をトレースするときは、完成時に内側
になるように裏面に書くようにするとよい。
◎ 折り目をなぞるときは、紙の裏側をなぞるよ

★ 「箱」の展開図

⇒ P101

○ 「折る」

うにすると折り目が破れず、綺麗に仕上がる。
曲線についても、是非体験させておきたい。

・ 折りしろを付ける。
折り線（図では点線）を、ボールペンなどの滑 ◎ 日常では、ほとんど切る作業をカッターナイ
りの良いもので強くなぞって折り目を付ける。
・ 曲線を折る。

フで行っている。カッターナイフを使う上で注
意したい項目を８つにまとめた。自然に使える

同様の方法で、曲線や円などの折り目を付けて
折れ方を試してみる。

ようになるまで、意識して何度も練習させたい
ところである。

○「切る」
・ カッターナイフとはさみの使い方
★ 「カッターナイフの使い方
（8つのポイント）」⇒ P100

◎ 「木工ボンド」は、貼り付けてから乾くまで
しばらく時間の余裕があるので、位置をずらし
たり、張り直したりできる。
◎ 「両面テープ」は、素早い作業や水分を嫌う

○「貼る」

場合に効果的であるが、原則的に貼り直しがで

・ 木工ボンドと両面テープの使い方

きない点に注意させたい。

★ 「木工ボンドの使い方」 ⇒ P102

３ 「箱」の上ぶた部の制作 （１）
・ 「箱」の柱を立て、上に厚み20ミリの展開図の
上ぶた部を参考にして、厚紙に寸法を取る。

◎ ４つの柱を内側に折り立て、内側にぴったり
と合うようにはめ込むため、各辺1.5ミリ程度
小さくするとよい。
◎ 実践では、この展開図の部分は各自で考えさ
せた。緩すぎたり、のりしろの位置が悪く厚す
ぎたりするなどの失敗も見られたが、その体験
が本制作で生きた。
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Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

評価の観点

○ 基礎的基本的な材料用具の使い方を

評価方法

材料・準備物等

① 説明時の観察記録

・ 試作箱の見本

② 制作過程の記録

・両面テープ

身に付けたいと意欲的である。
（関心・意欲・態度）

○ 参考作品に用いられたしくみや工夫
から学び、生かそうとしている。

・はさみ

（鑑賞の能力） ・各工程の理解度、習熟度

・ものさし
・カッターナイフ
・カッターマット

○ 材料や道具の特性を知り、目的に合
わせた使い方ができるようになる。
（芸術的な感受や表現の工夫）

○ 見通しをもって積極的に制作に取り
かかろうとしている。

（創造的な表現の技能）

○ 本体部の試作を通して得た技能を、

③ 作品

上蓋部の制作に取り入れ、機能性を
追求しようとしている。

（創造的な表現の技能）
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題材４－③ 「試作箱の制作」

アドバイス

○「カッターナイフの使い方（8つのポイント）」

型から入ると、早く効率的にある程度のレベ
ルに達することができる。
①

立って、物差しをしっかりと押さえる。

刃を出して切ると切りやすい。出し過ぎると刃
がしなって折れやすくなり、危険である。
⑥

物差しの斜めの部分を使う

利き腕と反対方向の足を少し出して立ち、物

カッターナイフの場合は、アルミやスチール

差しの中心よりやや上の部分をしっかりと押さ

などの金属製の物差しを使うとよい。刃を当て

える。立って行うと、動作が安定し力も入りや

て切るので、抵抗の少ない斜めに傾斜させた側

すくなる。

を使うと切りやすい。

②

いつも同じ場所で同じ方向（上から下）

⑦

浅い角度で切る

から切るようにする
刺身を切るように、入射角を少なくして切る
切るときに腕やヒジが抜けやすいように、体
の中心より利き腕の方向に少しずらして置く。

と綺麗に切れる。特に薄い紙の場合は角度を浅
くする。

腕はいつも同じ位置になるようにし、上から
下へというようにいつも同じ方向で切れるよう

⑧

力まず、何度かに分けて丁寧に切る

に、物の方を動かすようにするとよい。
少し厚い紙は一度で切ろうとせず、弱めの力
③

手のひらで包み込むようにしてもつ

で何度かに分けて切り進めていくと綺麗に切れ
る。

小さなものは、小回りがきくようにカッター

最も多い失敗例としては、力が入って物差し

ナイフを鉛筆持ちしてもよいが、大きなものを

がずれてしまったり、切れる前に物差しを外し

長い直線で切る場合は、カッターナイフがぶれ

てしまい、度切りになってずれて切れてしまう

ないように手のひらで包み込むように持つとよ

場合などが挙げられる。

い。

これらを防ぐためには、弱い力で何度かに分
けて切るようにし、途中で絶対に物差しを外さ

④

切れる刃を使う

ないようにすることである。
浅くても、一度溝ができると刃は同じところ

カッターナイフは使っているうちに必ず切れ

を通ろうとするのでずれにくいのである。この

が鈍くなってくる。試し切りをして切れが悪い

方法を使えば、相当厚手のものや少々多い枚数

場合は、刃を折って新しい刃に取り替える。

でも正確に切ることができ、力の弱い女の人で
も楽に切ることができる。

⑤

刃を二節ぐらい出して切る

以上のことを繰り返し練習して反復し、身体
が自然に動くようになればしめたもので、カッ

物差しをガイドして切る場合は、２枚ぐらい
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ターナイフを使うことが楽しくなってくる。

Ⅱ 彫刻・工芸・デザイン・鑑賞

〇 アドバイスの仕方とタイミングについて

自分には無理だからと、初めから考えようと
しない生徒がいる。

るが、それ以上を目指そうという気持ちが
弱い場合

ちょっと考えただけで、思いつかないと直ぐ
に諦めてしまう生徒がいる。

その生徒がこれまで知らなかった技術や方
法をやって見せ、自分も獲得したいという気

アドバイスをすると、煙たがる生徒がいる。

持ちを起こさせるようにしたり、うまくいっ

「もうこれでいい」と、大きな声で宣言する

た時を見つけて褒めるようにする。

生徒がいる。

③ 技術的にも精神的にも問題点が多い場合

オールマイティのアドバイスは難しく、私の

具体的に達成できるよう目標を設定してや

場合は大きく次の三つのケースに分けて対応し

るとともに、失敗してもよいことを伝えて気

ている。

持ちを楽にさせる。

① 技術的な習熟度は浅いが、自ら探求する気
持ちが強い場合

何よりも、「できるようになることは楽しい

自分だけではどうにも越えられない壁が来

ことである」という気持ちを、常に指導者自身

るまで、または助言を求めてくるまでは、じ

がもちながら接していくことが大切であろう。

っと見守るようにし、余計なアドバイスはで

また、ときには当初の目標を大きく変更する

きるだけしないようにする。
② 技術的にはある程度のレベルまで達してい

資料

柔軟性も必要だと考えている。
★「アドバイスランク」参照 ⇒ P154

○ 「箱」の展開図
切り取り

折りしろ

本体部
100
20

60

30
20

20

15

100

20

(側面）

115 60

（底面）

20
15

のりしろ

98

上蓋部（例）
20

58

20

20

（上蓋底面）

15

（側面）

50 20
15

98

2枚

のりしろ
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題材４－③ 「試作箱の制作」

資料

○「木工ボンドの使い方」

① 厚紙の切れ端を利用して、

② 木工ボンドを付け、ヘラで均一になら

図のようなヘラを作る。

してから貼り合わせる。

紙のヘラ

③ はみ出たボンドは、湿らせた布で拭き取る。

資料

ﾎﾞﾝﾄﾞ

○ 自己評価表

｢自 作 ラ ン プ シ ェ ー ド の パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン ｣
年

組

自己評価表

番 氏名

◆次の項目について自己評価をしてください。
（ Ａ 大変思う
Ｂ そう思う
Ｃ あまり思わない
評 価

内

Ｄ 全く思わない ）

容

作品をしっかりと保護することができている。
自分の作品に合う大きさにすることができている。
美しい形になっている。
作品の出し入れがスムーズにできている。
材料や用具をうまく使うことができた。
計画どおりに進めることができた。
◆制作を振り返って（工夫したこと・感じたこと）

★どこへ飾りたいですか？
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Ⅲ 版画

Ⅲ

版画

１

「コラグラフ」気持ちを版画で表現しよう

P104

２

「コラエンボス」凹凸を生かした立体版画

P108

コラム４

実際にやって見せる

P112
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題材１ 「コラグラフ」 － 気持ちを版画で表現しよう －

美術Ⅰ

絵画（版画）

１年

12時間

カラー頁 ⇒ P 5

題材１ 「コラグラフ」 － 気持ちを版画で表現しよう －
江戸時代の浮世絵に代表される日本の版画は、世
界的にも知名度が高い。晩年、陶芸にも精通した池
田満寿夫氏は、若い頃絵画では生計が成り立たない
ので、版画を始めたと聞いたことがある。世界で
は、日本人は版画が得意と思われているらしい。
しかし、授業時間の削減のためか、中学校までに
版画を経験した生徒は、年々減少している。版画に
見られる日本人のデザインセンスを、継承していき
たいものである。

１

題材の目標
コラグラフ（学習プリント参照）は、素材のもつ物理的な力が表現される版画技法である。偶
然性を楽しみながら、その偶然をいかに生かすかがポイントであり、描写力に自信のない生徒も
アイディア次第で質の高い作品を追求することができる。
この題材では、素材のもつ材質感からイメージを膨らませ、形や色の組み合わせやインクの混
色、刷り順を変えることなどによって刷り上がりの効果を楽しめるようにしたいと考えている。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

版画の多様な表現に関心をもつとともに、形

作品の中の登場人物と入れ替わることによっ

や色が反転したり、同じ作品が複数できるとい

て、作品の時代背景や作者の心情・意図、表現の

う版画の面白さを味わおうとしている。

工夫などに気づくことができる。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

版画の基本的な種類や特徴を理解するととも

制作過程を振り返り、自分の表現方法を見つめ

に、コラグラフ独自の技法を習得することで、

直したり、展示作品を鑑賞したりして、次の制作

表現を広げようとしている。

に生かそうとしている。
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Ⅲ 版画

資料

○ 学習プリント

コラグラフ

－

気持ちを版画で表現しよう

－

コラグラフの名前はコラージュ（貼る）に由来する。ベニヤ板、厚紙、ボード紙などの
台紙に紙やアルミはくなどを貼り付け、表面に凹凸を付けて版を作る。凹版、凸版、凹凸版
刷りの３パターンができ、それぞれインクの付き方が違うので３種類の効果がでる。素材の
もつ物理的な力が表現される版画技法である。偶然性を楽しみながら、その偶然をいかに生
かすかがこの版画の魅力である 。テーマから浮かんだ情景を 、この魅力的な技法で表わそう 。
１

題名を決める
・「 春 夏秋 冬 喜 怒 哀 楽 」の 中 から １ 語を 選 び、 そ こ
から浮かぶイメージを単語や文章にしなさい。

２

使う材料を書く
・自分の使ったものを必ず１つ以上入れること。

３

アイディアスケッチをする（縦・横自由）

資料

○ 本格的に、エディションナンバーを入れる

エディションナンバー、題名、サインを入れる

資料

作品展示風景

〇 版画専門紙を使って

版画の刷り紙によって、インクの吸い込みや

画家になった気分を味わえるようにした。

のりが大きく違う。出来映えに最も影響するの

生徒が街角で版画を見かけたとき、体験した

で、ここでは専門紙のアルデバランを使った。

ことが蘇り、興味関心がもてるようになってく

額に入れて飾れるように、エディションナン

れたらと願う。

バーや題名、サインなどを本格的に入れて、版
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題材１ 「コラグラフ」 － 気持ちを版画で表現しよう －

３ 主な学習内容と評価規準
学習内容（時間数）

１ 導入(１)
・ 版画の種類（木版、エッチング、紙版画等）や

ポイント

◎ 「コラグラフ」は、「コラージュ」と「グラ
フィック」の合成語である。紙や布などを貼り

特徴について学習する。

付けて作る版画は、紙版画の発展したものとい

・ コラグラフの特徴を知る。

える。プレス機でインクを刷り取るので、細か

・ 制作手順を理解する。

いディテールまで表現することができる。

２ アイディアスケッチ（２）
・ 「春夏秋冬、喜怒哀楽」から好きな単語を組み
合わせ、自分のテーマを決める。
・ テーマから連想する言葉を書き、それに合った
素材を探す。

◎ イメージが広がらない場合は、言葉から連想
する方法があるが、貼り付けるものの材質や形
から想起する方法も有効である。
◎ 貼るものに、使っていたものや思い出のもの
などを用いると、感情移入しやすくなり効果的
である。

３ 制作（８）
① スケッチブックの画用紙を半分（Ａ４）に切
り、２枚の台紙を作る。
② 各自で用意した素材を貼り付け、版を２版作
る。

◎ 色の組み合わせをうまく工夫すると、３版で
全色を表現することが理論上可能である。また
刷る順番によっても発色が異なる。
◎ 専門紙の「アルデバラン」は、厚手で物の凹

③ 刷る数時間前に刷紙を湿らせておく。

凸も写し取ることができ豊かな表情が出せる。

（刷毛で刷紙の両面に水を付け、新聞紙に挟んで

厚くなりすぎると破れることもある。

ビニール袋に入れて保存しておく。）
④ 湿らせた版画用高級紙に、プレス機で版の数
だけ刷り重ねていく。
⑤ エディションナンバーとサインを入れ、よい
作品を一点提出する。

◎ エディションナンバーやサインは格好良く入
れるようにしたい。４Ｂの鉛筆で入れる慣習が
あるので、紹介しておきたい。
◎ 約３枚刷り、その中から一枚を提出するよう
にした。

⑥ 作品をラミネート加工し、展示する。

４ 鑑賞（1）
・ クリアーファイルにある全員の作品を鑑賞す
る。
・ 原版と提出までの試行作品により、それぞれの
工夫点を見つけ、感想文やコメントを書く。
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◎ ラミネート加工しておくと、特別な額も必要
なく汚れないので展示しやすい。 Ａ３までの
平面作品は、ほとんどこの方法で保存し、展示
するようにしている。

Ⅲ 版画

評価の観点

評価方法

○ 版画の一般的な知識を理解しよう

① 説明時の姿勢・態度

としている。また、コラグラフ技法
の特徴を知り、版づくりに生かそう

材料・準備物等

・参考作品
・教科書

② 参考作品の鑑賞態度

としている。
(関心・意欲・態度)

○ テーマから思い浮かんだ単語や言
葉イメージから、イメージを広げよ

③ 学習プリントへの記
入内容

・学習プリント
★ 学習プリント ⇒ P105

うとしている。
(芸術的な感受や表現の工夫)

○ 多色刷りの効果を考え、自分のイ

④ 作品（観点別）

・厚手の画用紙

メージに合った色を工夫したり、実

・テーマからの受け止め方 ・木工用ボンド

際に刷ってみてながら色や形の効果

・構図や大きさ

を取り入れようとしている。

・カッターナイフ

（創造的な表現の技能）
○ 他の作者の制作意図と作品の効果
を参考にし、自分の作品に生かそう

・はさみ
・カッターマット

・材料の組み合わせ方
・総合的な表現技能

としている。

・貼りたいもの
枯葉やレースのカーテンなど
・アルデバラン（刷り紙）

（関心・意欲・態度）
○ 素材の特長を生かし、構成を楽し

・新聞紙
・刷り方の工夫

・パット

・提出物の提出状況

・水性版画インク（6色）

もうとしている。

・プレス機

（芸術的な感受や表現の工夫）

・４Ｂ鉛筆
・ラミネート

○ 制作過程を振り返り、自分の表現

⑤ 作品の感想文

方法を見つめ直したり、展示作品を

・作品の感想文の提出

鑑賞したりして、次の制作に生かそ

・資料等の収集状況

うとしている。

・発表場面での発表状況
（鑑賞の能力）

・感想カード

・鑑賞の姿勢
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題材２ 「コラエンボス」 － 凹凸を生かした立体版画 －

美術ⅠⅡ

絵画（版画）

１･2年

12時間

カラー頁 ⇒ P 6

題材２ 「コラエンボス」 － 凹凸を生かした立体版画 －
コラエンボスは、自然物や人工物をコラージュし
て組み合わせ、表面の凹凸を写し取って表現する版
画である。例えば、木の葉をプレスしてみると、葉
の輪郭はもとより、水や栄養素の流れる葉脈が繊細
な美しい軌跡として写し出され、小さな木の葉にも
自然の法則が宿ることを感じさせてくれる。
この題材は、プレスすることによって、普段あま
り意識することができない凹凸を浮かび上がらせ、
イメージを広げていこうというものである。

１

題材の目標
テーマに沿って自然物や人工物をコラージュしてプレスし、版にできた凹凸からイメージを広げて自分
の表したい情景を思い浮かべる。金属のように硬い質感にしたり、パステル調にしたりして凹凸からできる
立体感を生かした表現を楽しむ。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

版画の多様な表現に関心をもつとともに、も

コラージュに使う材料から発想したり、イメー

のの凹凸や形を生かして工夫することによっ

ジに合う材料を探して組み合わせたりすることに

て、自分の表現の幅を広げられることに気づ

よって、表現の可能性を広げる。

く。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

版画の基本的なしくみを理解するとともに、

制作過程を振り返り、自分の表現方法を見つめ

コラエンボス独自の技法を習得することで、新

直したり、展示作品を鑑賞したりして、次の制作

しい表現をしようとしている。

に生かそうとしている。

108 第２章 実践事例

Ⅲ 版画

アドバイス

〇 コラエンボスとコラグラフ

コラエンボスの名称は、コラグラフと同じコ

のように立体的に見えたり、深みが出たりする。

ラージュ技法を略した「コラ」と、エッチング

あまり濃く彩色せず、本来の紙の美しさを生

プレス機で物の凹凸の「エンボス」を写し取る

かし、かすかな光の揺らぎによって変わる陰影

ことことから命名した。

を楽しむ方法や、紙を金属のように見せる方法、

光の当たり具合や、描画材の着彩の仕方によ
って、表面のわずかな凹凸が変化し、レリーフ

淡いパステルカラーでほのかな彩りを感じられ
るようにする方法などが考えられる。

資料 〇 金属調液の作り方と塗り方
【準備物】
金属粉（銅粉、真鍮粉、鉄粉など）、
腐食液（塩化アンモニウム、硫化カリ）

着色剤（アクリル絵の具、ポスターカラー、
水彩絵の具等）木工ボンド

木工用ワックスまたはニス
①

木工ボンドに、金属粉と着色剤を入れ

④

てよく掻き混ぜる。

手に付かない程度に乾いたら、もう一
度むらなく塗る。

（ブロンズ調にする場合は銅粉、鉄さび調
は鉄粉、真鍮調には真鍮粉を入れる。）

⑤

（着色剤は、地色として用い、腐食させた
ときに深みを出すために使う。）

を薄くのばしながら塗る。
（緑色の発色には塩化アンモニウム水溶

（金属粉と着色剤の使用量は、試液を作っ

液、鈍い茶色の発色には硫化カリ水溶

て好みの色になるように調整する。）
②

水を入れ、なるべく泡立たないように

乾燥してから、腐食液を筆や刷毛で液

液）
（水溶液の濃度は、温度や塗る量によって

攪拌し、ソフト状になる程度に水を調整

違うので、試紙で試しておく。）

する。
③

刷り上がった版紙に、筆や刷毛で液を
薄くのばしながら１度塗る。

⑥

光沢と腐食止めを兼ねて、木工用ワッ
クスで磨くかニスを塗る。

（溜まりができないようにする。）
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題材２ 「コラエンボス」 － 凹凸を生かした立体版画 －

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）
１ 導入(１)
・ 版画の種類（木版、エッチング、紙版画等）や
特徴について学習する。
・ コラエンボスの特徴を知る。
・ 制作手順を理解する。
２ アイディアスケッチ（２）
・ VTR等を鑑賞しながら、イメージをふくらま
せ、自分の表したいテーマを決める。
・ テーマから連想する言葉を書き、それに合った
素材を探す。

ポイント
◎ 「コラエンボス」は、「コラージュ」と「エ
ンボス（凹凸）」の合成語である。紙や布など
を貼り付けてプレス機で版の凹凸を写し取る。
◎ 写実力に自信のない生徒も、アイディア次第
でユニークな版画ができる。
◎ イメージが広がらない場合は、言葉から連想
する方法があるが、貼り付けるものの材質や形
から想起する方法も有効である。
◎ 貼り付ける素材として、実際に使っていてい
らなくなったものや思い出のものなどを用いる
と、作品に一層愛着を感じることができる。

３ 制作（８）
① 画用紙を半分（Ａ４）に切る。

◎ のりを十分乾かしておかないと、プレス機で

② 各自で用意した素材を貼り付け、版を作る。

刷り取ったときに張りついてしまう。張りつき

③ 刷る数時間前に刷紙を湿らせておく。（刷毛

が激しいときは、版にニスをスプレーするとよ

で刷紙の両面に水を付け、新聞紙に挟んでビニ
ール袋に入れて保存しておく。）

い。
◎ 専門紙のアルデバランは、厚手で凹凸を綺麗

⑤ 湿らせた版画用紙に、プレス機で刷る。

に写し取ることができるが、厚過ぎると破れて

⑥ 十分乾燥させてから、好みの彩色を施す。

しまうことがある。

・ 金属のように着色する。
★ 「金属調液の作り方と塗り方」 ⇒ P109

◎ 水分を少なくしてかすれるように彩色した

・ パステルをカッターナイフなどで削って粉

り、タンポなどで叩くようにして絵の具をのせ

にし、綿やめん棒ティシュペーパーで擦りつ

て、窪みやエッジをうまく塗り残すと立体感が

ける。

出てくる。

・ 水彩絵の具や、アクリル絵の具、ポスタカラ
ーなどで彩色する。
⑦ エディションナンバーとサインを入れ、気に
入った作品を一点提出する。
⑧ 作品をラミネート加工し、展示する。
４ 鑑賞（1）
・ 全員の作品を鑑賞する。
・ 原版と提出までの試行作品により、それぞれの
工夫点を見つけ、感想文やコメントを書く。

◎ 授業では、提出用と自分用として約3枚刷るよ
うにした。エディションナンバーやサインは格
好良く入れるようにしたい。４Ｂの鉛筆で入れ
る慣習があるようだ。
★ 「ラミネートの活用」 ⇒ P157
◎ ラミネート加工しておくと、汚れなくて特別
な額も必要ないので展示しやすい。
◎ Ａ３までの平面作品の場合はほとんど、この
方法で保存したり展示したりしている。
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Ⅲ 版画

評価の観点
○ 版画の一般的な知識を理解しよう

評価方法
① 説明時の姿勢・態度

としている。物の凹凸や形を生かし
て工夫することによって、自分の表

材料・準備物等
・参考作品
・教科書

② 参考作品の鑑賞態度

現の幅を広げられることに気づく。
(関心・意欲・態度)
○ コラージュに使う材料から発想し
たり、イメージに合う材料を探して

③ スケッチブックへの記

・スケッチブック

入内容

組み合わせたりすることによって、
表現の可能性を広げている。
(芸術的な感受や表現の工夫)

○ 版画の基本的なしくみを理解する

④ 作品（観点別）

・厚手の画用紙

とともに、コラエンボス独自の技法

・テーマからの受け止め方 ・新聞紙

を習得することで、表現を広げよう

・構図や大きさ

としている。

・木工用ボンド
・はさみ

（創造的な表現の技能） ・材料の組み合わせ方
・総合的な表現技能
○ 他の作者の制作意図と作品の効果

・コラージュ材料
（枯葉やレースのカーテンな
ど）

を参考にし、自分の作品に生かそう

・カッターナイフ

としている。

・カッターマット
（関心・意欲・態度）

・着色剤（アクリル絵の具、ポ
スタカラー、水彩絵の具等）

○ 素材の特長を生かし、構成を楽し

・刷り方の工夫

・木工用ワックス又はニス

・提出物の提出状況

・アルデバラン（刷り紙）

もうとしている。

・パット

（芸術的な感受や表現の工夫）

・プレス機
・４Ｂ鉛筆
・ラミネート

○ 制作過程を振り返り、自分の表現

⑤ 作品の感想文

方法を見つめ直したり、展示作品を

・作品の感想文の提出

鑑賞したりして、次の制作に生かそ

・資料等の収集状況

うとしている。

・発表場面での発表状況
（鑑賞の能力）

・感想カード

・鑑賞の姿勢
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題材２ 「コラエンボス」 － 凹凸を生かした立体版画 －

コラム４

実際にやって見せる

生徒の目の前で、実際にやって見せること。

この手法は、生涯学習でも盛んに用いられて

それが最も説得力のある「教え方」だと思う。

おり、やり甲斐や生き甲斐を喚起する方法とし

そして、できるだけ高い技術で示せる方が説得

て大変効果的であるといわれている。

力が増す。
私が小学校５年のとき、ポスターの文字のレ

他者に教えるためには、一端学んだことを整

タリングを、担任の先生が実際にやって見せて

理し、あやふやな箇所を補って自分のものにし

くださったことを今も鮮明に覚えている。

なければならないし、相手の状況に応じて教え

下絵に沿って筆で狂いなく彩色されていく様

方を変えなければならいこともある。しかし、

子を、いつか自分もそんな風にやれるようにな

教えている内に、曖昧だったこともはっきりし

りたいと、あこがれと尊敬のまなざしで見つめ

ていく経験がよくある。

ていたことを覚えている。

そしてさらに、教えることによって教える側

大人の人が、絵を描く光景を見る機会が少な

の気持ちが分かるようになることが、最も重要

かった私にとっては、大変新鮮に写ったのであ

だと思うのである。友達に教えてもらうことに

る。

よって、学び方を考える機会になるのである。

私も授業では、できるだけ実際にやって見せ
るようにしている。しかし、自分の技量を日々

これらの手法を、できるだけ授業の中に多く
取り入れるようにするとよい。

磨いていないと逆効果になりかねない。
教える側と教えてもらう側が、学習機会を通
いくら言葉で説明をしても興味を示さない生
徒も、本物を見ると態度が変わる。修練された

じて、高まり合えることが最も望ましい学びの
在り方であろう。

技や技術を目の当たりにすると、驚きと感動が
湧き起こるのである。
そして、「すごいな」が「かなわない」にな

そして何よりも、「百の説明よりも１の実
演」である。意欲的な学習環境を作れるように、

り、「できるようになりたい」という気持ちが

指導者は常に自分の技量を高める努力が必要な

芽生え、「教えてほしい」へと変化していくの

のである。

である。
「教えられる」から「教えてほしい」への変
化が、学びの上で最も大切なことだと考えてい
る。よく職人の世界では、弟子は師匠の技を真
似、そして盗んで覚えるといわれる。そして、
「聞いて覚えるより、見て覚える。」「見て覚
えるより、して覚える」とよいといわれるが、
私は、さらに効果的な学習方法として、「して
覚えるより、教えて覚える」を薦めたい。
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

Ⅳ

映像メディア表現・鑑賞

１ 「リレーアニメーション」
２ 「Webアートコラボ」
３ 「名画に飛び込もう」参加体験型の作品鑑賞
４ 「動くしりとり」

P114
P122
P128
P138
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題材１ 「リレーアニメーション」

美術Ⅰ

映像メディア表現

１年

12時間

カラー頁 ⇒ P 7

題材１ 「リレーアニメーション 」
この題材は、日本教育工学振興会JAPET「実践事例アイディア集Vol.15」に掲載された。
動画やアニメーション、小説などのストーリー性のあ
る作品づくりでは、問題を解決する過程で必要な吟味や
批判などが頻繁に行われる。これは、発想力や構想力を
育てることにもつながると考えられる。
そこで、動画を容易に作成できるというコンピュータ
の特性を生かして、ストーリーの展開を楽しみながら発
想力、構成力などの造形感覚を養うことを目標とし、さ
らに他者の作品を引き継いでリレーすることによって刺激を受け、自己の造形表現に反映でき
るように工夫している。

１

題材の目標
動くということは、ものの状態が時間とともに変化するということである。動きは、形の変化に
よって起こり、そこにはストーリーが生まれる。視点の移動、間隔を変えるだけで印象が変わる。
ぱらぱら漫画の感動を、コンピュータで手軽にできる時代を楽しませたい。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

情報を他者に伝え交流することによって、人

動きに必要な効果を考え、感性を働かせて対象

間関係をより広く形成しようとするとともに、

や様子などをよく見つめ、よさや美しさを感じ取

映像メディア機器を活用しようとする。

り、表現を構想する。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

動きの特性について理解し、時間による効果

他者の作品のよさや美しさを深く味わい、 題

を活用するとともに、知的所有権、肖像権、プ

材のとらえ方や表現の仕方のよさを感じ取り、表

ライバシーの保護等について理解し表現する。

現のよさや作品の美しさに対し自己の意見を述べ
ることができる。
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

題材の特徴
ポイント１

動くという不思議

グーとパーのたった２枚の絵でも、素早く交互に入れ替えると動いて見えることに驚きの声
が上がる。まるで途中の形も見えるように感じるから不思議だ。
これまでの体験を基に、脳が予測して画像を作り出しているのだろう。見ることと見えるこ
との関係を考える良い機会である。
ポイント２

ネットワークを活用する

携帯電話やインターネットの普及により、他者とリンクしているという感覚はこれまで以上
に強くなっている。しかし、普段は自分と気の合うものとのやりとりである。だれとでも作品
を通じてコラボレーションするというところがこの題材の魅力である。
リレーによって、作品はどんどん増殖していく。選択肢によってストーリーが変わる最近の
ゲームのようだ。ネットワークは、作品の可能性を無限に広げる。
ポイント３

「鑑賞」と「発表」の相互作用

リレーするときには、リレーしたい作品の選択（評価・判断）と、リレーしてもらえるよう
な作品の提供（他者評価の予想・展開の効果）必要となってくる。
鑑賞による刺激と、発表による緊張が交互に行われることによって、これまで難しかった短
時間での意識変革が行われていく。

「穴が！」
三人でリレー
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題材１ 「リレーアニメーション」

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

ポイント

１ 導入(１)

◎ マウスやキーボードを使うときの腕の位置や

・コンピュータを使用する際の健康管理
（椅子の高さ、入力装置の位置、視力）
・生徒作品の鑑賞

スペースなどが、ほとんど意識されていない場
合が多い。これらの機器を将来的に使う機会が
多くなると予想されるので、健康管理に気をつ
けるように注意させたい。
★ ○ 授業の大きな流れ ⇒ P118

２ アニメソフトの操作習得（３）

◎ たった2枚の画像を素早く入れ替えるだけで、

・学習プリント（図１）による操作手順等の理解
・２コマアニメを実際に作り、動いて見えること
を体験する。（グーとパー）

残像効果によって動いて見える。
◎ テレビや映画の画像が動いて見えるしくみを
理解することによって、普段のものの見方も変

・アニメソフトの基本的な操作方法を知る。

化する。
★ 【学習プリント】 ⇒ P119

３ 制作（８）

★ リレーションのイメージ

① 最初のフレームに、作者のプロフィール（学
年、クラス、番号、氏名、題名）を入れ、イン
ターバルを「１」にし、最短時間に設定して、
妨げにならないようにする。

⇒ P120

★ 作品データの保存のされ方 ⇒ P120
◎ グループ制作（２～５名）も可能とする。そ
の場合は、全員のプロフィールを入れる。
◎ ファイル名は、その作品にふさわしい題名に

② ４～10コマ程度でアニメーションを作る。

付け直すようにする。

③ ファイルを２か所に保存する。

（例）「動く」→「リズム」

自分用：「マイドキュメント」→「美術」

（同じファイル名で上書きすると、元の作品が

共有用：「共有フォルダ」→「

消えてしまうので注意すること。）

組」

④ 共有用フォルダにある作品を鑑賞し、続きを
制作したい作品を選ぶ。
⑤ 続きのフレームに①を行い、②～④までを繰
り返してリレーしていく。
４ 鑑賞（１）
① 各自がプロジェクター等によって提示しなが
ら、制作の意図や工夫点を発表する。
② 共有フォルダにある他者の作品を鑑賞し、作
品に対する感想を作者に伝える。
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◎ 共有用に提供された作品は、著作権フリーと
し、だれでも引き継げることとする。ただし、
人権意識をもち、モラルに気をつけて扱うよう
にさせる。

Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

評価の観点

○ 参考作品から動画の特徴を知り、

評価方法

材料・準備物等

① 説明時の姿勢・態度

・参考作品

② 参考作品の鑑賞態度

・投票用紙

○ 制作手順をよく聞き、ソフトウェ

③ 学習プリントへの記入内容

・参考作品

アの操作とともに、ネットワークの

④ リレーションの概念理解と

・場所・樹木記入地図

関心をもつ。
(関心・意欲・態度)

仕組みを理解する。

コンピュータの操作習得

・スケッチブック

（創造的な表現の技能）

○ 他者の制作意図と作品の効果を参
考にし、自分の作品に生かそうとし
ている。

⑤ 作品（観点別評価）

・鉛筆

・発展性や魅力のあるテーマの ・消しゴム
生成

（関心・意欲・態度）

・他者作品の理解の深さとそれ
らの活用

○ 意外性のある展開、なめらかな動
き、時間の取り扱い、フレームの表

・形や時間などの変化による効
果の理解

示時間によって受ける印象が大きく
変わることに気づく。
（芸術的な感受や表現の工夫）

○ 制作過程を振り返り、自分の表現

⑥ 活動状況
・作品

⑦ 発表場面での発表状況

・ノートパソコン

方法したりして、次の制作に生かそ

・鑑賞の姿勢・態度

・提示用プロジェクター

うとしている。

・作品の感想文の提出
（鑑賞の能力）
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題材１ 「リレーアニメーション」

資料

○ 授業の大きな流れ

導入

（コンピュータ室）１時間目

「題材のねらいと概要説明」

・コンピュータを使用する際の健康管理
（椅子の高さ、入力装置の位置、視力）
展開１

（コンピュータ室）２時間目

「アニメソフトの基本操作の習得」

・２コマアニメの体験（グーとパー）
・アニメソフトの基本的な使い方の説明
展開２

（美術室） ３時間目

「ノートパソコンの使い方と収納」

収納場所

提示用装置

ノートPC20台、

ノートPC、プロジ

電源コードリール５個

展開３

（美術室）

ェクター、スクリーン

３時間目

「リレーションの概念とルール」

・リレーションの概念とルールについて

展開４

（美術室）５時間目「最初のシーンを制作する」

・第１フレームに、作者名、題名を入れ、続いて数コマを作る。
展開５

（美術室） ６～11時間目
「リレーションの開始」

・二人で相談しながら、ストーリーを思案中。
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

資料

○

学習プリント

リレーアニメーション
１

アニメソフトの使い方
(1) アニメソフト「Easy Toon」をコピーする
コピー元：「マイコンピュータ」→「共有ドライブ」→「共有フォルダ」→「アニメソフト」→「Easy Toon」
コピー先：「スタート」、「マイドキュメント」→「美術」（新しく作成する）
(2) アニメソフト「Easy Toon」を起動する
① 「マイドキュメント」→「アニメソフト」→「Easy Toon」
② フレームサイズは「160×120」のままで「OK」
(3) 各ツールの操作方法を記入する

２

ファイルの保存、共有場所への提供方法
(1) 最初のフレームに、作者のプロフィールを入れる
「学年、クラス、番号、氏名、題名」を書き、インターバルを「１」にする。
グループ制作（２～５名）も可能とする。その場合は、全員のプロフィールを入れること。
(2) ファイル名を付け変える
各自が改めてその作品にふさわしい題名を付け変えること。（例）「運命」→「運命２」
（同じ場合、上書きされて他人の作品が消えてしまうので注意すること。）
(3) ファイルを２か所に保存する
自分用：「マイドキュメント」→「美術」」
共有用：「マイコンピュータ」→「共有ドライブ」→「共有フォルダ」→「 組」
共有用に提供された同組の作品は、著作権フリーとし、誰でも引き継げることとする。
ただし、人権意識をもち、モラルに気をつけてリレーすること。

３

アイデアを練る（各展開場面を絵とコメントで表そう）
題名１

題名２

場面①

場面①

場面②

場面④
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題材１ 「リレーアニメーション」

資料 ○ リレーションのイメージ
各１番目のフレームは、インターバル（表示時間）を最小の「１」に設定して、妨げにならないようにする。
2315

2318

山田太郎

2338

田中花子

「動く」

山中次郎

＋ 「リズム」

ﾌﾚｰﾑ 1

2

3

4

5

＋

6

一人目

資料

○

7

8

9

二人目

「分離」

10

11

12

13

三人目

作品データの保存のされ方

自分用：
「マイドキュメント」

提供

クラス単位共有用：「共有フォルダ」
使用

リレーション
２年３組
15 番
山田太郎

①「動く」（１～４）
Ｂ「歩く」＝Ａ「足」（１～４）＋
（５～９）
Ⅱ「料理」＝Ⅰ「楽」（１～４）＋
（５～８）
Ｄ「走る」＝Ａ「足」（１～４）＋
（５～ 10）

①「動く」（１～４）
②「リズム」（1 ～８）
③「玉」（1 ～８）

Ａ「足」（１～４）

２年３組
18 番
田中花子

Ａ「足」（１～４）
②「リズム」＝①「動く」
（１～４）
＋（５～８）
Ⅲ「好き」＝Ⅱ「料理」（５～８）
＋（９～ 13）

Ｂ「歩く」（１～９）
Ｃ「飛ぶ」（1 ～ 12）
Ｄ「走る」（１～ 10）

Ⅰ「楽」（１～４）
２年３組
38 番
山中次郎

Ⅰ「楽」（１～4）
③「玉」＝①「動く」（１～４）＋
（５～８）
Ｃ「飛ぶ」＝Ｂ「歩く」（１～９）
＋（10 ～ 12）
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Ⅱ「料理」（1 ～８）
Ⅲ「好き」（1 ～ 13）

Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

資料

○

作品例 「かたつむりから。。。。。。。蝶」（３人によるリレーション）

一人目

二人目

三人目
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題材2 「Webアートコラボ（美術・音楽）」

美術Ⅱ

絵画・映像メディア表現

２年

12時間

音楽Ⅱ・Ⅲ

創作

２・３年

６時間

カラー頁 ⇒ P 7

題材2 「Webアートコラボ（美術・音楽）」
この題材は、日本教育工学振興会JAPET「実践事例アイディア集Vol.17」に掲載された。
芸術科のそれぞれの教科の特性を生かしながら、自校のWeb
ページに興味・関心をもち、他者からの評価に刺激を受けて自
己の表現をさらに高めていくことができる。
インターネットや校内ネットワーク、PC、表現ツール（画像
処理ソフト・作曲ソフト）などのICT環境を活用することによ
って、新しい題材の可能性が大きく広がると考えている。
１

題材の目標
これまで、授業等の実践例としてWebページに生徒の作品を掲載する方法があった。しかしこの題
材では、本に挿絵を入れるように、Webページの内容や場面に応じて絵やアニメーション、音などの
視聴覚効果を入れて、見る人に分かりやすく、また興味をもって閲覧してもらえるようにすること
が目的である。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

自校のWebページに興味をもつとともに、芸術

Webページで紹介されている学校行事や部活動

科のコラボレーションによって表現の幅が広が

の中から、自分の思い出深い場面を想定し、それ

ることを実感する。

に合った絵やアニメの表現を工夫する。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

自分の選んだ場面によって、静止画としての

インターネットを通した作品は、不特定多数が

絵か動画としてのアニメのいずれかの表現手段

閲覧できる。自己の表現を多くの人に発表できる

を選び、それらのソフトウェアを使えるように

場所でもあるが、独りよがりにならないように、

なるとともに、鑑賞者に心地よい印象をもてる

またそれに配慮した表現を知って参考にしようと

作品を制作する。

している。

題材の特徴
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

ポイント１

Webページは素材の宝庫

学校のWebページには、生徒の学校生活での様子が生き生きと描き出されている。これらを
教材に使い、芸術科でのコラボレーションを試みた。
ポイント２

「発表」と「鑑賞」

絵やアニメ、音は芸術科の得意とする分野である。共同作業によって、普段なかなかできな
いコミュニケーションを図りたい。
この題材では、自らが情報を発信する体験を通して、著作権や情報モラルについて深く考え
ることができるとともに、「発表」と「鑑賞」を無理なく行うことができる。

美術授業風景

○

音楽授業風景

ICT活用の効果

美術や音楽などの視聴覚を主に扱う教科では、
ICTを活用することによって表現の幅が広がる
とともに、発表の場の提供、相互評価による学
習の深まり等の効果が期待できる。
生徒は、コンピュータの扱い方やソフトウェ
アの基本的な操作などを、鑑賞者を意識した実
践的な制作を通して身に付けることができ、ま
た作品の取り扱いや著作権についても具体的に
考えることができる。
この自校のWebページに参画するという題材
は、他の教科や教育活動での取組・交流の場と
しての可能性を有しており、そのよい例にして
もらえると考えている。
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題材2 「Webアートコラボ（美術・音楽）」

３ 主な学習内容と評価
● 美術 単元指導計画（全体時間13時間）

１ 導入(Webページによって作品例を鑑賞し、音楽とのコラボレーションを説明する）……… １時間
２ ソフトウェアの操作習得（画像処理ソフトとアニメ作成ソフトの使い方を理解する）…… ２時間
３ 制作シートへの記入（入れたい場所、描画方法の選択、題名、アイディアスケッチ等）… ２時間
４ 制作（アイディアスケッチを基に制作し、作品を自分のフォルダに入れる）……………… ７時間
５ 鑑賞（プロジェクターを使って、自己の制作意図や工夫点を発表する）…………………… １時間

● 本時の目標と展開（本時はその６時間目）

・アイディアスケッチを基に、自分の選んだWebページの場面にふさわしい絵やアニメーションを制作
する。
・Webページ等での公開を前提に、情報モラル等の取り扱いに気を付けて作ることができる。

学習活動

機器教材教具

指導上の留意点

① 描画方法（ＰＣによるCG・絵画・ア

・制作シート（場所、描画方法、題

ニメーション、手描イラスト）に適し ・デスクトップPC

名、アイディアスケッチ等）に、適

たアイディアスケッチを完成する。

切に記入されているか確認する。

36台
・提示用モニター

② アイディアスケッチを基に、発想豊

・ソフトウェアの操作とともに、著作

かな絵やアニメーションを制作する。 ・校内ネットワーク

権や人権に注意して制作する。

システム
③ 制作途中の作品を「共有ドライブ」

・制作の数分おきに上書き保存をする

の「共有フォルダ」の自分のフォルダ

か、節目でファイル名を変えて保存

に保存する。

して、トラブルに備える。

美術授業風景
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学校生活・部活動・美術部

Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

学習内容

評価の観点

１ 導入
まず、みんなで学校のWebページを閲覧していくが、
すべてを見たことのある生徒は案外少ない。
体育大会のページを見て「懐かしいな、これ1年のと

○ 自校のWebページに興味をもつととも
に、芸術科のコラボレーションによって
表現の幅が広がることを実感する。

きのや。」や「今度行く、北海道の修学旅行もあるのか

(関心・意欲・態度)

な。」など、賑やかな声が聞こえてくる。
自分の部活動のページを見る生徒は、神妙な顔つきの

○ 制作の流れを理解し、テーマから思い

場合が多い。普段の練習での楽しさや苦しさ、先輩後輩

浮かんだイメージを広げようとしてい

との関係などを思い出しながら見ているからなのだろう

る。

か。様々な出来事を通じて、学校の中での自分の存在を

(芸術的な感受や表現の工夫)

再確認する場としたい。

２ 制作
１学期に美術で、その場面から発想する絵やアニメー
ションを制作する。

○ 自分の選んだ場面によって、静止画と
しての絵か動画としてのアニメのいずれ

音楽では、２学期に作曲ソフトを使って絵やアニメー

かの表現手段を選び、それらのソフトウ

ション、写真、場面などからイメージした曲を制作す

ェアを使えるようになるとともに、鑑賞

る。画像処理ソフトとアニメ作成ソフトの使い方を一通

者に心地よい印象をもてる作品を制作す

り説明し試作するが、操作が苦手な生徒は絵を手描きし

る。

てスキャナし、データ化しても良いことにする。

（創造的な表現の技能）

実際の作曲では、イメージ・サンプルから楽器の編成
を選択し、それを基にメロディ・リズム・和音などを入
力させ、全体の流れを確認しながら音楽諸記号を入力し
ていく。

３ 鑑賞
液晶プロジェクター等を使って、それぞれが制作の意
図や工夫点などを発表し合う。
発表では、部活動に打ち込んできた生徒は、その思い

○ 他者の制作意図と作品の効果を参考に
し、自分の作品に生かそうとしている。
（鑑賞の能力）

を絵や音で生き生きと表現しており、また所属していな
い生徒も学校生活に様々な思い出のあることが伝わって
きた。
この題材を通じて、友達の関心事や学校での自分の存
在などをより明確に意識するようになったようである。
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題材2 「Webアートコラボ（美術・音楽）」

● 音楽 単元指導計画（全体時間６時間）

１ 導入(本学習内容と使用する音楽ソフトウェアの理解及び楽譜入力の練習）

……… １時間

２ 展開（場面の選択とイメージの想定、楽器編成、基本メロディー・旋律等の入力、
オリジナル作品の楽譜印刷、生徒各自のフォルダへの保存）

……… ４時間

３ 鑑賞（各自の作品発表、各自の作品を聴いての相互・自己評価）

……… １時間

● 本時の目標と展開（本時はその４時間目）

・各パートごとに旋律の装飾などの工夫を行う。
・挿入画面を見ながら曲の全体的な流れを確認し、音楽諸記号等も入力する。
学習活動

機器教材教具

指導上の留意点

① 各楽器のパートごとに、その基本的 ・ノート型PC
な旋律・リズム・和音など再確認す
12台
る。（点検）
・液晶プロジェクタ
ー
・マグネット式スク
リーン
② 各パートの旋律・リズム・和音など ・校内ネットワーク
に音を加え､装飾して工夫する。（発
システム
展）
・電源延長ケーブル
・ヘッドフォーン
③ 挿入したい画面やアニメーションを
見ながら、全体的な曲の流れをシミュ
レーションし、テンポや諸記号等も入
力する。（確認）

図4

・各楽器の音色や音域などにも留意し
ながらヒントを示したり添削を行
う。
・和音（コード）については、三和音
の原則に拘束されなくてもよい。
・旋律やリズムは、余り複雑になり過
ぎないように留意する。

・特に、曲の速さや音の強弱は重要で
あることに気づかせる。
・場合によっては、反復記号を有効に
使うことも指導する。

音楽授業風景
図5
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制作途中の楽譜例

Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

○

作品例

剣道部（アニメ）

美術・工芸部（アニメ）

手話サークル部（アニメ）

野球部２（アニメ）
野球部１（絵）

箏曲部（絵）

吹奏楽部（アニメ）
※

体育大会（絵）

洋裁部（アニメ）

茶道部（アニメ）

音楽作品は、http://www.sakurai-hs.ed.jpの♪でお聞きください。
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題材３ 「名画に飛び込もう」 －参加体験型の作品鑑賞－

美術Ⅲ

映像メディア表現

３年

６時間

カラー頁 ⇒ P 8

題材３ 「名画に飛び込もう」 －参加体験型の作品鑑賞－
この題材は、「改訂中学校学習指導要領の展開

美術科編

遠藤友麗編者」に掲載された。

浮世絵などの版画作品やその製作技術は、世界が認
める日本の優れた文化の一つである。その中でも、私
たちにもなじみが深いものとして歌川広重や葛飾北斎
の浮世絵がある。ここで取り上げる北斎の木版画の作
品には風景画も多く、そこに登場する人物には動きが
あり、ときにはユーモラスにその時代の風情を生き生
きと伝えている。
葛飾北斎「富岳三十六景」『駿河町』
１

題材の目標
ふん

この題材は、鑑賞者自身が作品に登場する人物に扮して、その場面に入り込んでみようというも
のである。作品の中の登場人物を演じようとすると、そのポーズや表情には、作者の意図や時代背
景が反映されていることに気づく。その結果、単に視覚や聴覚で作品を鑑賞する方法よりも、体全
体の感覚を通してもっと深く作品の読み取りができるようになると考える。
校内ネットワークによる教材画像の共有化、ノートパソコンの軽便性・画像加工処理機能、ディ
ジタルカメラの即時性などを活用するとともに、グループ活動によってコミュニケーションを図り
ながら、日本の伝統的な版画作品を体験的に鑑賞することがねらいである。
２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

名画に入るという鑑賞方法を体験することによ

作品の中の登場人物と入れ替わることによっ

って、様々な作品に対する興味や関心が増し、自

て、作品の時代背景や作者の心情・意図、表現

分なりの鑑賞の仕方を見つけようとする。

の工夫などに気づくことができる。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

マルチメディア機器の操作の習得やインターネ

名画に入り込む体験的な学習を通じて、日本

ットでの情報収集などを通して、情報活用能力を

の版画文化の歴史や、その表現の特質を感じ取

身に付けることができている。

ることができる。
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

○

題材の生まれた経緯
P136へ続く

その1

「空想美術館」との出会い

この題材を思いついたのは、平成10年である。

その２

最初の勘違い

葛飾北斎「富岳三十六景」の「立川」の左下

その当時は、日本の伝統文化の見直し、鑑賞授

の人物に入れ替わろうと作務衣に着替えた。自

業の充実、映像メディア表現の新設などが中心

分で撮影するのは難しいので、甥に手伝っても

課題であった。

らいディジタルカメラで撮影した。

それらを網羅した題材が開発できないかと考
えていた。丁度そのとき、「森村泰昌『空想美
術館』絵画になった私」のポスターが目に入っ
た。森村氏が、有名な絵画作品に登場する人物
に扮してポートレートするというものであった。
（氏は、それを発展させたディジタル動画とし
て、平成18年に名古屋県立美術館で発表してい
る。）
子どもの頃、某お茶漬けのおまけに歌川広重
葛飾北斎「富岳三十六景」『立川』

の「東海道五十三次」が付いていた。名刺大ぐ
らいの小さなものだったが、細密に描かれたそ
の巧みな線の使い方に惹かれた。また、葛飾北
斎の「富岳三十六景」に描かれた様々な富士山
の姿に魅せられ、いつか行ってみたいと子ども
心に思ったものである。確か、何枚か集めて送
ると、１セットもらえるというので、集めてい
たことを覚えている。
後になって、この日本の浮世絵は、西洋の印
象派の画家たちに大きな影響を与えたことを知
った。当時は、西洋文化を手本にするあまり、

原画

日本の素晴らしい伝統文化が忘れられかけた。
そこで、浮世絵を鑑賞の対象にすることにした。

作務衣の私

私は、木材を受け止めるポーズを取った。し
かし、よく見ると下の人物は上の職人に木材を
放り上げている。上を見上げているので、頭の
向きもおかしいことになる。最初の勘違いであ
る。
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題材３ 「名画に飛び込もう」 －参加体験型の作品鑑賞－

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

ポイント

１ 鑑賞例をプロジェクターで提示し、鑑賞方法

◎ 導入では、森村泰昌『空想美術館』絵画にな

や目的について説明をする。(１)

った私」からヒントを得、葛飾北斎「富岳三十
六景」の『立川』」と『神奈川沖浪裏』への失

★ 学習プリント ⇒ P136

敗体験から、この鑑賞方法が開発されたことな
どを話した。

２ グループに分かれて鑑賞画像を選択し、イン
ターネットで調べる。（１）
① ３～４人のグループに分かれてチーム名を付
ける。（学習プリント）
② 歌川広重「東海道五十三次」と葛飾北斎「富
岳三十六景」の作品画像を、校内ネットワーク
の共有フォルダを通じて鑑賞し、その中から自
分たちが入りたい画像を一つ選択する。
③ 選択画像についてインターネットで調べる。

◎ グループ分けの際は、パソコンやディジタル
カメラの操作に精通している生徒を分散させる
と、進めやすくなる。
◎ ノートパソコンがない場合は、事前に作品画
像をプリントしておき、それを持って撮影に行
くようにするとよい。
◎ 撮影した写真と画像を見比べることが、非常
に大切な鑑賞活動の一つになる。実際に身体を
使ってやってみると、新しい発見が見つかる。

３ 登場人物を演じて、それを撮影する。(1)
① 登場人物について、だれが、いつ、どこで、
何をしているかなどを読み取る。
② 読み取ったポーズや表情を確認しながら撮影
する。
③ 撮影した画像をすぐに再生して、自分が思っ
たイメージであるかを確認する。
④ 気に入るまで何度も撮り直し、チームのフォ
ルダに保存する。

ディジタルカメラ画像とパソコン画像の比較
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風を感じさせる演出

はみ出た画像を修正する

Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

評価の観点

評価方法

○ 題材の意図や目的を理解し、積極的

① 説明時の姿勢・態度

材料・準備物等

に取り組もうとしている。
(関心・意欲・態度)

教卓のパソコンと提示装置
○ 日本の優れた版画作品の良さや美し

② グループでの活動状況

さを、感じ取ることができている。

・ ノートパソコン（班に１台）
・ インターネット環境

(鑑賞の能力)
・ 学習プリント
○ インターネットでの情報収集などを

③ 学習プリント記入内容

・ 屋外環境

④ グループでの活動状況

・ ノートパソコン（班に１台）

通して、情報活用能力を身に付けて
いる。
（創造的な表現の技能）

○ コミュニケーションを図りながら、
グループでの役割を果たすことがで

・ 校内ネットワーク環境

きている。

・ ディジタルカメラ
(関心・意欲・態度)

（班に１台）
⑤ ノートパソコンやディ

○ 作品の時代背景、作者の心情や意
図、表現の工夫に気づくことができ

・ 場面に応じた小道具

ジタルカメラの操作習
得状況

・カードリーダー（班に１台）

る。
(芸術的な感受や表現の工夫)

美術教室でのグループ活動の様子
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題材３ 「名画に飛び込もう」 －参加体験型の作品鑑賞－

学習内容（時間数）

４

登場人物と入れ替わる。（２）

ポイント

◎ 「付け加える」場合は、画像に重ねるだけな
ので、拡大縮小、回転、移動の操作で完成す

① 人物を切り抜く。

る。時間がとれないときや、パソコン操作の苦

・Photoshop cs2を起動し、「マグネットツール」

手な生徒が多い場合は、その方法を用いてもよ

で人物の輪郭に沿って範囲を設定し、クリップ

いだろう。

ボードへコピーする。
② 作品画像に貼り付け、位置や大きさを合わせ
る。
③ はみ出た画像は、消しゴムツールで消すか、
「スタンプツール」で周辺の画像情報をコピー
してなじませる。
④ 画像を保存する。
葛飾北斎「富岳三十六景」『関屋』

歌川広重「東海道五十三次」『見附』

５

鑑賞と発表（１）

葛飾北斎「富岳三十六景」『程ヶ谷』

◎ こうして作品の中に入って行った鑑賞は、身
体全体に記憶される。どこかでこれらの作品と

・ この鑑賞を通じて感じたことや考えたことを話
し合い、発表する。
・ 他のチームの発表を聞いて、評価する。
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出会ったとき、記憶が蘇るとともに、今回気づ
かなかったところからの新しい発見が期待さ
れ、鑑賞がさらに深まると考えている。

Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

評価の観点

評価方法

材料・準備物等

○ パソコンやディジタルカメラ、画像

⑥ 画像処理ソフトウェ

・ ノートパソコン（班に１台）

処理ソフトなどの操作に慣れ、マル

アの操作習得状況

チメディアを活用した表現ができる

・ 校内ネットワーク環境
・ 画像処理ソフトウェア

ようになる。

（Photoshop cs2）

（創造的な表現の技能）

○ 他のチームの鑑賞方法を参考にし、
より深く作品を読み取る力を身に付
けようとしている。
(鑑賞の能力)

葛飾北斎「富岳三十六景」『五百』

葛飾北斎「富岳三十六景」『雪の旦』

⑦ チーム発表の評価プ
リント

・ 評価プリント
★ 評価プリント ⇒ P135

感想や気づいたことなどを発表
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題材３ 「名画に飛び込もう」 －参加体験型の作品鑑賞－

その3

二つ目の失敗から得られたもの

「神奈川沖浪裏」は、それを見たゴッホが手

とが分かった。そこで鑑賞を目的とした題材に

紙で賞賛し、ドビュッシーが交響詩「海」を作

は、「入れ替わる」が、適していると考えたの

曲した等（など）の逸話が残る名画である。今

である。

度は、波に揺られる船に乗り込むことにした。
この研究は、平成10年度に神戸で開催された
全国教育研究所連盟研究大会で発表することに
なり、また朝日新聞の全国版に取り上げられた。
何校かの小学校へ研修のために出かけたり、
同じような研究をしておられた県内の中学校の
先生と共同研究を行うことにもなっただいざい
である。

「富岳三十六景」『神奈川沖浪裏』

作務衣の私
またもや、見当違いをしてしまったようだ。
このままだと船から落ちてしまう。船の横縁に
へばり付いていたのである。
私は、昔から絵を見るよりも描く方が好きだ
った。今回の経験からも、いかに自分がいい加
減にしか絵を見ていないかが分かった。
しかし、それは私だけだろうか。
そう考えた私は、小中学校の教員、大学生に
協力してもらい、作品の登場人物と「入れ替わ
る」場合と、いないところへ「付け加わる」場
合の２つについて検証した。
「付け加わる」は、元の作品を作り替えよう
とする意識が働き、パロディ的な表現になるこ
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

○ 評価プリント

チーム発表評価表
年

組

番

１ 各チームの発表を５段階で評価し、感想や工夫点についてコメントしてください。
（ ５：大変良かった ４：良かった ３：普通 ２：少し工夫が必要 １：工夫が必要 ）
チーム名

２

評価

コメント

この鑑賞授業について感想や、気づいたことなどを書いてください。
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題材３ 「名画に飛び込もう」 －参加体験型の作品鑑賞－

○

学習プリント

名画に飛び込もう
※ ３～４人で１つの班を作り、好きな班名を付けなさい。
年

１

組

監督

番

俳優

番

班

ｶﾒﾗﾏﾝ

番

ﾊﾟｿｺﾝ

番

「素材」画像の中から、飛び込みたいものを１つ選び、その作品について調べなさい。
作者について

作者

作品について

題名

時代
制作技法

生存年（

年～

年）

材質

制作背景等

２

入れ替わりたい人物について、次のことを推理しなさい。
だれが
いつ
どこで
何をしている

３

監督は、俳優がうまく入れ替わる人物になりきれるように、演技指導をする。

４

カメラマンは、背景・位置・角度・明るさ・ピントなどに注意して撮影し、画像を保存する。

５

パソコン係は、画像処理ソフトで人物画像を切り抜き、大きさを調整して原画に貼り付け保存する。

６

うまく画像がはまらなかった場合は、３～５を繰り返す。

７

この鑑賞活動を振り返り、印象に残ったことなどを話し合い、監督がまとめて感想を書くこと。
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞
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題材４ 「動くしりとり」

美術Ⅰ～Ⅲ

映像メディア表現

１～3年

2～15時間

カラー頁 ⇒ P 8

題材４ 「動くしりとり 」
この題材は、日本教育工学振興会JAPET「実践事例アイディア集Vol.19」に掲載される予定。
映像メデイア表現では、次のようなことが課題になっている。
○ コンピュータ操作に気を取られて、発想が広がりにくい。
○ 意欲的に取り組めるテーマを、どう設定するか。
○ マウスで絵を描くことは、大変難しい。
そこで、誰にでも馴染みのある「しりとり」を取り上げることにし
た。「しりとり」に登場する単語は、語尾と頭語の連続性はある
が、意味に関連性はない。しかし、その二つの単語を絵に置き
換えることによって、視覚的な意味が生じ、さらに変化する過程
でストーリーが生み出せるのではないかと考えたのである。

１

題材の目標

美術Ⅰ 感性を働かせて、感じ取ったことや考えたこと、目的、機能などを基に主題を生

成し、映像表現の視覚的要素を生かした表現方法や編集を工夫し表現する能力を育成

する。
〔実践例…（２時間）〕「しりとり」と「手描き」の後、スキャナとファイル化を指導者が行う。
（コマ間の表示は全て0.3秒にし、一人当たり15駒程度×40人で約600コマの作品になる。）
美術Ⅱ 映像表現の視覚的要素などの効果を生かして表したいイメージや伝えたい情報

を映像化し、創造的で心豊かな表現の能力を伸ばす。
〔実践例…（６時間）〕手描き後、各自でスキャナし、アニメータソフトを使って表示時間の変化や
フェードイン・アウトなどの簡単な効果を加え、全員のファイルを繋ぐ。
美術Ⅲ 独創的な主題を生成し、豊かな発想を基に構想を錬る能力と表現方法を工夫

し、個性を生かして創造的な映像メディア表現を追求する能力を伸ばす。
〔実践例…（15時間）〕一人２場面を担当し、手描き後、各自でスキャナする。フォトショップを
使って画像の修正等を行い、手描きで追加したりアニメータソフトで効果を加えたりする。
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

馴染みのあるしりとりの違った楽しみ方に

言葉から連想したことやイメージを大切に

興味をもち、自分の表現に結びつけたいと意

しながら、その絵の形や特徴に生かすことが

欲的になる。

できる。

絵を動かすことによって、多様な表現が可
能になることを実感することができる。

生命や身近な自然での驚きや不思議、生活
の中での感動などを思い出しながら、絵の変
化を楽しむことができる。

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

コンピュータの操作やソフトの機能に慣れ

作品の鑑賞を通じて、その表現技法やソフ

るとともに、自分のイメージをわかりやすく

トの活用技術を理解するとともに、心や感性

人に伝えるように視覚化するなどのビジュア

を働かせて、よさや美しさ、作品の背景にあ

ル・コミュニケーション能力を身に付けるこ

る人様々な感情や考えなどを感じ取ることが

とができる。

できる。

題材の特徴
ポイント１

全員でしりとり

クラス全員で「しりとり」をすると、大いに盛り上がる。自分の番になるまで、何がくるか
分からないという程良い緊張感がある。まず、「しりとり」で出た言葉を黒板に板書していく。
そして、言葉と言葉の繋がりを、絵から絵へと変化させていくのである。
ポイント２

目標に応じて弾力的に実施

この題材の特徴は、授業時間の長短によって弾力的に運用できるところにある。10～15枚程
度の手描きの部分は、2時間もあればできる。それらを、束ねるだけでも立派な一冊のパラパ
ラアニメが完成する。指導者がスキャナをしてデータ化さえしてやると、コンピュータで簡単
な効果を出すことも可能であるし、全員でモニターを使って鑑賞することも可能になる。
ポイント３

手描きとメディア表現のコラボ

発想が最も必要な原案づくりは、手描きで行うことにした。実際に手を動かすことによって
脳への働きかけが強まると考えたからで、さらに二つの絵の間で変化するという限られた条件
になることによって、場面の展開の方に集中しやすくなると考えた。
次に、スキャナを使って画像をデータ化するのだが、ここからはコンピュータだからこそで
きる機能、例えば表示時間の調整、画像の複製やシーンの繰り返しなどの効果を用いることに
よって、表現の幅が広がっていくと考えている。
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題材４ 「動くしりとり」

３ 主な学習内容と評価の観点・方法 （美術Ⅲの例）
学習内容（時間数）

ポイント

１ 導入(１)
・動く「しりとり」について
・全員で「しりとり」をする

◎ 全体の流れを説明せずに、いきなり「しりと
り」をした方が新鮮な場合もある。

「しりとり」のルールの説明
２ 制作（13）
(1) 手描きのアニメにする。（4）
① 単語を、油性ペンなどを使って線描の絵（A6
横）にし、白板にマグネットで貼り付ける。
② 前の人の絵をトレースする。
③ トレースした絵と自分の絵の間に約15枚の白
紙を挟んで、絵から絵へと線描で変化させる。
(2) 原案を発表・鑑賞する。（1）
・OHCの手動アニメ装置に、一枚ずつ絵をセット
しながら提示し発表する。
・作品を鑑賞して、感想やコメントを書く。

(3) マルチメディア機器を用いて、アニメを編集
する。（8）
① 原画をスキャナで取り込み、自分のクラス・
番号フォルダに入れる。

◎ 途中で何度か互いの作品を鑑賞できる機会を
設けると、刺激が加わってやる気が出るようで
ある。

② ホームページビルダーのウェブアニメータで
画像を取り込み、1本のGIFアニメに編集する。
③ ウェブアニメータの機能を使い、コマの表示
時間や場面変化などの効果を加える。
④ 試作品ができたら中間発表して、みんなの意
見を聞く。
⑤ みんなの意見を参考にして、自分の満足いく
所まで作り上げ、1本のファイルに繋ぐ。
３ 鑑賞（１）
プロジェクター等によって提示しながら、制作の ◎ 発表の中に、次の機会にはどうしたいのかを
意図や工夫点について発表する。
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入れておくようにするとよい。

Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

評価の観点

評価方法

材料・準備物等

○ 馴染みのあるしりとりの違った楽 ① 説明や参考作品の鑑賞時の ・参考作品
しみ方に興味をもち、自分の表現に
結びつけたいと意欲的になる。
(関心・意欲・態度)
○ 言葉から連想したことやイメージ

姿勢・態度

・提示用具一式

② 全体「しりとり」への積極
的な参加
③ 手描き原画の作品

を大切にし、その絵の形や特徴に

・参考作品
・用紙（はがき大）

生かすことができる。

一人当たり15枚程度

（芸術的な感受や表現の工夫）

・油性ペン

○ 絵を動かすことによって、多様な

・マグネット

表現が可能になることを実感する
ことができる。
（関心・意欲・態度）
○ 他者の制作意図や作品の効果を参

考にし、自分の作品に生かそうと
している。
（鑑賞の能力）

④ 感想・コメント用紙への記 ・OHC
入状況

・ノートパソコン

⑤ 鑑賞態度

・プロジェクター

⑥ 活動状況と作品

・セットケース（自作）

○ 生命や身近な自然での驚きや不思 ⑦ マルチメディア機器の操作

・ノートパソコン

議、生活の中での感動などを思い出 ⑧ ソフトウェア操作の理解

・スキャナ

しながら、絵の変化を楽しむことが ⑨ 鑑賞態度

・提示用プロジェクター

できる。

・ホームページビルダーの

⑩ 作品（観点別評価）

（芸術的な感受や表現の工夫） ・他者作品の理解の深さとそ
れらの活用

ウェブアニメータ
・プロジェクター

○ 視点の位置やコマの表示時間など ・形や時間などの変化による
によって、受ける印象が変わること

効果の理解

に気付く。 （創造的な表現の技能）
○ 表現技法やソフトの活用技術を理 ⑪ 発表状況
解するとともに、心や感性を働かせ ・鑑賞の姿勢・態度

・ノートパソコン
・プロジェクター

てよさや美しさ、作品の背景にある ・作品の感想文の提出
様々な考えなどを感じ取ることがで
きる。

（鑑賞の能力）

第２章 実践事例 141

題材４ 「動くしりとり」

絵から絵への変化の仕方を分析し、タイプ別に分けてみた。
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Ⅳ 映像メディア表現・鑑賞

「縮小拡大回転」と「スライド」で約半数を占め、「突発的変化」や「不安定形状変化」へと
続き、意外と輪郭だけの変化が少ない。豊かな発想を引き出しているといえるのではないか。
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題材４ 「動くしりとり」

144 第２章 実践事例

第３章

資料編

ここでは、短時間でできる題材やアドバイスの際の工夫、
役立つ資料などを掲載した。

コラム５
Ⅰ

Ⅱ

生徒の気持ちを知る

１時間完結教材

P146
P147

題材１

「しりとり絵」

P148

題材２

「集中力アップ」

P152

題材３

「ピースブロック」

P156

役立つ資料

P158

資料１

「簡易窯の作り方（２種）」

P159

資料２

「アドバイスランク」

P162

資料３

「作品の保存方法（２種）」

P164

資料４

「その他の題材例」

P166

資料５

「これまでの研究」

P168
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コラム５

生徒の気持ちを知る

幼小中高と絵を描くのが好きだった私は、図

のだから」と、相手が理解できているか確かめ

工や美術の授業がある日が楽しみで仕方なかっ

ずに、つい進めてしまうことがある。説明した

た。

から分かったはずで済ましたくなるのである。

その日が待ちどおしくて、本当に好きだった
のである。

「分からない場合は、挙手しなさい。」「後
で聞きに来なさい。」と云うが、そうする生徒

どうしてそんなに好きになったのだろう。

はなかなか少ない。最も多い積み残しの悪い例

両親は美術家ではなかったが、関心と理解は

である。

深かったと思う。
家には自由に書ける千枚綴りの更紙と豊富な
鉛筆がいつも準備してあった。また落書きがで
きるように、壁に紙を貼ってくれたこともあっ
た。

生徒が、どんなコンプレックスをもっている
かを知ることも重要なポイントであろう。
私も大学時代に味わった描画に関するコンプ
レックスが25年近くも尾を引くことになった。

近くの絵画教室にも行くことができた。そこ

しかしそのことによって、「描くことに戸惑い

では、果物などの静物の写生が主で、近くの神

をもつ」生徒の気持ちが少しわかるようになっ

社やお寺へ写生に行ったこともあった。自由に

たのがせめてもの救いであった。

描いてよい雰囲気が好きで、のびのびと楽しん
で通っていた思い出がある。

これまでの教職経験の中で最もよかったと感
じていることは、学校以外に生涯学習機関や教

プラモデルや模型もよく作った。とにかく、

育委員会関係機関に勤めることができたという

何かを作っていると夢中だった。だから、小学

ことである。一つは、教育を考える上で視野が

校のとき、図工の時間に立ち歩いて集中できな

広がったこと、もう一つは高校生を幼年期、少

い子の気持ちが分からなかった。

年期の延長としてイメージできたところである。

「こんなに楽しいのに、どうしてやらないん
だろう」と思っていた。
しかし、社会科の得意な人は私にこう言うか
もしれない。「どうして、こんなに面白いのに
覚えられないの」
実は、私の最も苦手な教科であった。

大テーマの「教えないで、教える」を達成す
るためには、過去・現在・未来を見通す力が必
要であろう。
指導者と生徒が、それぞれの経験や考えてき
たことを知ることから始まり、そして今の興味
や問題点を確認し、さらに将来どういう状況に
なることを望んでいるか、あるいは何を達成し

学ぶ側の状態を知るということは、教える側
にとっても大切なことである。
私も陥りがちだが、「教えるだけは、教えた
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たいのかを互いにイメージするのである。
自分を客観的に見ること、自分を高次に置く
ことで、それらは可能になると考えている。

Ⅰ １時間完結教材

Ⅰ

１時間完結教材

題材１

「しりとり絵」

P148

題材２

「集中力アップ」

P152

題材３

「ピースブロック」

P156

少し時間が余ったときや、
集中できない雰囲気があるとき、
そんなときに役立つと思う。
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題材１ 「しりとり絵」

美術ⅠⅡⅢ

絵画

１～３年

１時間

題材１ 「しりとり絵」
妻の故郷は富山で、よく車で里帰りをしていた。子どもたちが小学校へ行く頃、長い車の道
中で妻がこの「しりとり絵」をやり出した。三人で楽しそうに回し描きをする。ドライブイン
で休憩のときには、私も加わる。
この遊びは、電車で出かけるときも続いた。小さなクロッキー帳と鉛筆さえあれば、どこで
もできる。子どもたちの日常の中に、美術があることの大切さを感じた出来事であった。

１

題材の目標
「しりとり」は、手軽にできるコミュニケーションゲームである。ル
ーツとなる中世の「文字鎖」は、長歌の最後の言葉が次の長歌の最初に
くるようにしたもので、江戸時代の「ある文の最後の単語を次の文の最
初の単語に続ける」から現在の「しりとり」に発展したようである。
日本語には音節の数が少ないため、「駅の名前」「食べ物」などの
「制限」を加え、「しりとり」を面白くする工夫がされている。
「しりとり」は、言葉の連想ゲームといえ、発想力を広げるには大変
効果的な遊びである。
「しりとり絵」は、言葉をさらに絵に置き換えるイメージクロッキー
ともいえる手法を用い、どこにでもある紙と鉛筆を使って、場所を選ば
ず、二人からでも楽しみながら画力を鍛えていくことができる。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

コミュニケーション

言葉から浮かぶイメ

輪郭を手掛かりに、

形の特徴から絵の意

を図りながら発想を広

ージを形に表すため、

線の長短や太い細いの

味を読み取り、その良

げ、「しりとり絵」を

特徴をつかまえて端的

変化を組み合わせ、そ

さを知るとともに、自

楽しむことができる。

に表すなどの工夫がで

のものの特徴を簡潔に

分の表現に生かそうと

きる。

表そうとする。

する。
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Ⅰ １時間完結教材

３ 主な学習内容と評価
学習内容（時間数）

１ 「しりとり」のルールと歴史

(５分)

評価の観点

評価方法

○ 題材の意図や目的を理解し、

① 説明時の姿勢・態度

（※注１）

積極的に取り組もうとしてい
る。

(関心・意欲・態度)

２ 「しりとり絵」のルールの説明 (５分)
○ ルール

・何の絵を描いたか教えないこと

・1 枚の紙に同じ絵が登場しないこと

・絵の横へ、自分の番号を入れること

・2 枚以上停滞したら次の人に渡すこと

・最後は「ん」の付く絵で終わること
３ 「しりとり絵」を始める

（40分）
（図1・2）

○ 言葉から浮かぶイメージを端的 ② グループでの活動状
に形に表すことができる。

① ６～８人のグループに分かれる。

(芸術的な感受や表現の工夫)

② 二人で1枚の紙を配布し、指示したテー

○ 形の特徴から絵の意味を読み

マからスタートする。
③ 絵で「しりとり」を続ける。

況
③ 制作用紙記載内容

取り、自分の表現に生かそう
とする。
（鑑賞の能力）

④ 最後は「ん」の付く絵で終わるようにす
る。

注１： 「しりとり」のルール
前の人が言った単語の最後の音を、次の人が言う単語での最初の音に使って続けていくが、最後
の音が「ん」になってしまうことばを言ったら負けである。
注２： 「しりとり」の歴史
ルーツは中世の「文字鎖」で、「長歌の最後のことばが次の長歌の最初にくるようにしたもの」
で、例えば「源氏文字鎖」のように、源氏物語の各巻のタイトルを「しりとり」の方式でつないで
覚えるというものがある。江戸時代には、「ある文の最後の単語を次の文の最初の単語に続ける」
というものが原型が流行ったようだ。
「しりとり」を面白くするために、何かの「制限」を加えることがよくされる。
例えば「駅名」では、東京→上野→乃木坂→神楽坂→葛西→飯田橋→信濃町→千歳烏山→幕張→
両国→国立→調布→府中→浦和→早稲田→代田橋→ という具合である。
日本語は「音」の数、厳密には「音節」の数が少ない。基本的な「50音」に「濁音」
「半濁音」
「き
ゃ」「きゅ」「きょ」を加えても100個ほどなので、「制限」を加えないと無限に続くことになってし
まう。
欧米語には、「しりとり」はないようだが、中国語では「接尾令」という名前で「しりとり」と
同じルールのゲームがあるようだ。
英語の「word-chain game」は、単語の最後の２～３文字を使って別の単語を完成させというも
ので、「発音」は問題ではなく、アルファベットを続けていくものである。
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題材１ 「しりとり絵」

図1

11.5㎝×90㎝の厚紙を使用した例（図の絵は、2列に編集している）
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Ⅰ １時間完結教材

図２-1

A4用紙を16分割し、「１」から「16」まで一筆書きの要領で進んだ例

図２-2

中央左上の「チューリップ」から凹型に進み、「マシン」で終わる。
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題材２ 「集中力アップ」

美術ⅠⅡⅢ

絵画

１～３年

１時間

題材２ 「集中力アップ」
アイドリングと積み重ね

マラソンのように徐々に走り出す

毎回、授業開始10分間は友達をクロッキー

マラソンは自分の限界に挑戦する厳しい競

するという実践が小学校で行われていた。ま

技で、物を創造するときと似ている。単調な

だ授業時間が削減されていない頃で、２時間

走りを黙々と続けているうちに、何かが見え

連続だからできたのだろうが、手と目と脳を

てくる。学校では、時間に追われて結果を早

連動させる効果的な取り組みだったと思う。

く出そうという焦りが、教員にも生徒にも見

さあ、これから楽しい美術の時間だという
気持ちの切り替えのためにも、こうした取り
組みを推奨したいものである。

られる。
マラソンのように、じっくりとした取り組
みで集中力を高め、確かな表現力を身に付け
てられるようにしたい。

１

題材の目標
ここで紹介する題材は、初めて高校の美術を受講する生徒に、自分の感覚を研ぎ澄ましていくこ
との大切さを伝えたくて実施しているものである。また、小学生時代に写実表現へうまく移行でき
なかった生徒や、思考をともなう課題になると手かがりを見失ってしまう生徒にとっては、表現活
動は自分の感覚を確かなものにすることから始まるということを再認識させたい。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度
表現の源になる自己

芸術的な感受や表現の工夫

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

線一本にでも、自分

自分の手などの体の

他の生徒との感覚の

の感性を、一連の作業

の考えや価値観などが

一部がスケールの基準

違いに気づくととも

を通じて研ぎ澄ますこ

表れており、表現技術

にできることを知ると

に、自分だけがもって

とに興味を示し、意欲

を高めることが自己の

ともに、それらを活用

いるものを大切にして

的に取り組もうとす

成長にもつながること

することができる。

表現に生かそうとす

る。

を知る。
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る。

Ⅰ １時間完結教材

３ 主な学習内容と評価
課題１

「直径１５㎝の円をフリーハンドで描く」

学習内容（時間数）

１ 直径15㎝の円をフリーハンドで描く
(30分)
（準備物）
A4上質紙1枚、鉛筆、消しゴム

評価の観点

評価方法

○ 線一本にも、自分の考えや

① 説明時の姿勢・態度

価値観などが表れており、表
現技術を高めることが自己の

② 作品

成長につながることを知る。
(芸術的な感受や表現の工夫)

○ ルール
・コンパスで描いたような滑らかな 1 本の曲線になっていること
・消しゴムで何度修正してもよい
○ アドバイス
・自分の体の中で、約 15 ㎝のスケールになるものを見つけよう。
① 手を広げて、親指から小指まで（約 20 ㎝）、親指から人差し指まで（約 15 ㎝）
② 手首から指先まで（約 20 ㎝）
・紙を、ゆっくり回転させながら見ると形のひずみを見つけやすい。

２ 自分の体のスケールを知ろう （10分） ○ 手などの体の一部をスケー

③ プリント

ルの基準にできることを知
① 手のひらと顔の大きさはほぼ同じ

り、それらを活用することが

② 両手を広げると、身長とほぼ同じ

できる。

③ 1歩の歩幅は何㎝

(創造的な表現の技能)

④ 猫は、体が通れるかひげで計る。
⑤ 米の水加減を指の関節やくるぶしで計
る。

３ 他の人の円と比べてみる （10分）

○ 他の生徒との感覚の違いに

④ 鑑賞姿勢

気づき、自分の個性を大切に
して表現に生かそうとする。
（鑑賞の能力）
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題材２ 「集中力アップ」

課題２
学習内容（時間数）

「線を限界まで引く」
評価の観点

１ 直線をフリーハンドで限界まで引く
(40分)
（準備物）A4上質紙1枚、鉛筆

評価方法

○ 全神経を集中させ、目と腕と ① 説明時の姿勢・態度
脳を連携させて働かせる。
(創造的な表現の技能) ② 作品

○ 手順とルール
・A4 用紙を縦にし、紙の真ん中の横方向に 1 本の直線をフリーハンドで丁寧に引く。
・次に、その線と上下の辺との中間点に、同じように横方向に直線をそれぞれ引く。
・以降、同じように線と線の間にできた中間点に直線を引くことを繰り返していく。
・7 回目の 127 本をめどに、隣の線に接触しないように慎重に線を引いていく。
（１－３－７－ 15 － 31 － 63 － 127 － 255）

○ アドバイス
・姿勢を正し、手や腕がスムーズに動かせる場所を確保するとよい。
・手首を固定してヒジを支点にし、終着点を意識しながら線を引くとよい。
・線が波打ってきたり、接触してきたら休憩をする。
・完成した線の後を観察すると、その時の気分や体調と同期していることが分かる。

２ 他の人の線と比べてみる

（10分）

○ 他の生徒との違いに気づく

③ 鑑賞姿勢

とともに、自分が体験した感
・ 線の濃淡、強弱、間隔からできる模様
・ 線にもその人の特徴がよく表れる。
・ 線の集合には、時間も取り込まれる。

【エピソード】

覚を大切にし、今後の表現に
生かそうとする。
（鑑賞の能力）

実際の授業で、普通の授業に全くついて行けない生徒に、この題材を含む特別課

題を約3か月間実施したことがある。それから1年後には、ほとんど皆と同じ題材で取り組めるよう
になった。毎年そういう傾向を示す生徒が何人かいるので、つまづきの状態に応じて「特別メニュ
ー」を作って実施するようにしている。
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Ⅰ １時間完結教材

課題１

作品例と授業の様子

課題２

作品例
①

②

③

④

① ８段階目の255本に挑戦し
ている途中で時間切れにな
ったものだが、相当の集中
力が見られる。
② 太い線と細い線が混じ
り、精神的な揺らぎや波が
あることがわかる。
③ 普段から集中しにくい生
徒で、線の濃淡や乱れがあ
り、気持ちの揺れが大きい
ことがわかる。
④ ノルウェーから来た留学
生であるが、7段階目まで
の127本の安定した直線を
描いた後、同心円に挑戦し
かけたもので、相当の集中
力が見られる。
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題材３ 「ピースブロック」

美術ⅠⅡⅢ

絵画

１～３年

１時間

題材３ 「ピースブロック」
廃品利用

平和のブロックを築こう

文化祭や大きなイベントの後は、教材の素材

国連の前庭に、平和への願いが描かれた小さ

を集めるチャンスである。今回は、「ドミノ倒

な木のブロックが世界各国から寄せられ、大き

し」でいらなくなった檜の板で、生徒の親が材

な塀を築く活動があった。

木関係で協力してもらったらしい。形の揃った

空いた時間を利用して少しずつ作り溜め、

ものは教材にしやすい。約1年間の思考期間を

「ピースブロック」として文化祭の来場者に遊

経てこの題材が生まれた。

んでもらうことにした。

１

題材の目標
日本では戦争が終わって60年になる。いつまでもこの記録が更新される
ことを祈る。教え子たちが平和に過ごせることが何よりもの願いである。
小さな木片の6面に絵と字でそれぞれの平和への願いを記す。大きくは世
界や宇宙に視野を広げて、身近では友達や家族へのいたわりの気持ち、一
人一人の小さな願いが全部集まれば、これまで人類が成し遂げられなかっ
た争いへの道は絶たれる。
美術教育の目指すものは、それぞれの自由な表現を認め合う社会であろ
う。直接テーマとして掲げなくとも、希求するのは恒久の世界平和であ
り、そのための美術教育でありたい。

２ 題材の評価規準
関心・意欲・態度

芸術的な感受や表現の工夫

創造的な表現の技能

鑑賞の能力

平和への願いがブロ

自分の平和への願いを

伝えたいメッセージ

相手の伝えたいこ

ックに込められ、多く

具体的に言葉に表し、そ

によって、描画方法や

とや表現の工夫を読

の人たちに発信される

こから発想する形や色の

技法を工夫したり、相

み取るとともに、自

ことに興味をもち、自

特徴を絵や文字に表し、

手に強く伝えるために

分の考え方の参考に

らも平和について考え

相手に伝えることができ

必要な要素を選んで表

して表現を深めよう

を深めることができ

る。

現したりすることがで

としている。

る。
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きる。

Ⅰ １時間完結教材

３ 主な学習内容と評価規準
学習内容（時間数）

評価の観点

１ 「ピースブロック」について (５分)

評価方法

○ 題材の意図や目的を理解 ① 説明時の姿勢・態度
し、積極的に取り組もうとし
ている。

２ 「ピースブロック」の描き方説明

(関心・意欲・態度)

(５分)

○

必ず入れるもの

・平和への願いを「絵」と「文字」で表す。
・６面すべてに描く。（ブロックで遊んだときに見えるように）
・６桁の自分の数字（○○…年度、○…学年、○…クラス、○○…番号）を入れる。

３ 「ピースブック」を作る

（40分）

② 制作及び活動状況
○ 言葉から浮かぶイメージを
端的に形に表すことができ ③ 提出作品
る。
(芸術的な感受や表現の工夫)

４ 「ピースブロック」を積む（課外）

○ 相手の伝えたいことや表現
の工夫を読み取るとともに、
自分の考え方の参考にして表
現を深めようしている。
（鑑賞の能力）

文化祭展示風景
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Ⅱ
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役立つ資料

１

「簡易窯の作り方（２種）」

P159

２

「アドバイスランク」

P162

３

「作品の保存方法（２種）」

P164

４

「その他の題材例」

P166

５

「これまでの研究」

P168

Ⅱ 役立つ資料

資料１ 簡易窯の作り方（２種）
簡易窯１（野焼き風）
《 準備物 》
赤煉瓦100個、金網90㎝角、鉄板か耐熱ボード80㎝角、目地土（バケツ一杯分）
燃料（もみ殻10㎏、わら一束、木っ端10㎏）
《 組み立て方 》
① 平らな場所に煉瓦で八角形を作り、その中に放射状に4個並べる。（図１）
② 金網をのせ、煉瓦を半分ずつをずらしながら10段を積み上げる。（図２、図３）
③ 煉瓦のすき間を泥などで埋める。
《 焼成の仕方 》

① 煉瓦のすき間を空けて木っ端を燃やし、金網の上一面におきを作る。
② すき間をふさぎ、もみ殻を10～20㎝程度入れて炎を鎮静する。
③ 作品にわらを少し巻いて、重ならないようにもみ殻の上に並べる。
④ さらに、その上にもみ殻をまいて埋め、最上までこれを繰り返す。
⑤ 鉄板でふたをしてすき間を泥でふさぎ、一日間、自然冷却する。
⑥ 下方の残り火に注意して作品を取り出す。
この焼成法では、縄文土器と弥生土器の中間の焼き味を出すことができる。作品の置く場所
によっては、すすで真っ黒になったりして、予想できないところが面白い。
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資料１ 簡易窯の作り方（２種）

簡易窯２（一千度を超える窯）
《 準備物 》
赤煉瓦…50個、金網…90㎝四方、軍手、ライター、金箸、掃除機
燃料…（木炭…5㎏、木っ端…1㎏）
《 組み立て方 》

１

約１ｍ四方の平地を準備

４

２段目を積む(1)

５

２段目を積む(２)

７

蓋を煉瓦４個で作る

８

掃除機を送風機にした例

10

作品を並べる

11

新聞紙、小枝を入れる
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２

空気抗の１段目の煉瓦０

３

金網を敷く

６

６段目まで積む

９

12

排気口にホースを繋ぐ

木炭を砕く

Ⅱ 役立つ資料

13

木炭を入れる

14

着火する

15

作品をあぶる

16

おきの様子

17

作品を入れる

18

作品の間に木炭を入れる

19

火が回るまで暫く待つ

20

送風し、温度を上げる

21

途中で燃料を追加する

22

約千度で蓋をする

23

さめてから蓋を開ける

24

蓋を開けたところ

25

丁寧に作品を取り出す

26

野焼き風に焼けた作品

27

必要に応じて彩色
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資料１ 簡易窯の作り方（２種）

資料２ 「アドバイスランク」
制作に行き詰まったとき、生徒がよく質問しにくる。それはうれしいことなのであるが、生
徒によっては質問の主旨を確認するために時間がかかることがある。生徒の聞きたいことと違
っていたり微妙にずれていたりすると、言い過ぎてしまったりいい足りなかったりしてしまう。
そこで、次のようにアドバイスしてほしい内容をランクで示すようにした。
A

ランク …

ヒントが欲しい

B

ランク …

どちらの方がよいか、相談したい

C

ランク …

例を示してほしい

D

ランク …

その他

生徒には、これを実施する主旨を次のように
説明しておく。

とを効率的に学ぶために、学習のガイドをして
いる。

「本来、ほとんどのことは自分で発見するこ

実習の授業では、体験することが基本である

とが好ましい。自分で見つけられた喜びがある

から、そのガイドは最小限にとどめたいと思っ

し、自分のものになりやすい。

ている。そこで、このアドバイスランクが有効

しかし、それには多くの失敗や経験・時間が

となる。」

必要である。学校では、短時間でたくさんのこ

A

…

ヒントが欲しい

これは、望ましい質問の仕方である。
できるだけ自分で考えてみたが、どうしても
手掛かりがつかめないのでヒントを欲しいという
ことである。自分で考えていけるようなアドバイ
スをしてやりたい。
C

…

例を示してほしい

これは、具体的な答えが知りたいという場合

B

… どちらがよいか相談したい

これも、望ましい質問の仕方である。
幾つか考えてみたが、どれが最も適している
か迷っているということである。
アドバイスでは、その理由もできるだけ詳しく
説明するようにしたい。
D

… その他

どれにも当てはまらないものである。

に多い質問だと考えられる。できるだけ複数の

望ましくない例として「これでもういいですか」

例を示すようにして、その中から選択できるよう

や「これ以上できません」、「どうしたらいいです

にアドバイスするようにしたいものである。

か」などが挙げられるが、自分の考えをもう少し
はっきりできるようにアドバイスしたい。
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Ⅱ 役立つ資料

実際の授業では、Dランクの「これでもうい
いですか」という質問が結構多く出る。
どうせ自分には無理だからというあきらめの
気持ちや、自信がなく先生の評価を気にしたり、

これらについては、質問の内容がどういう目
的で行われているのかをよく確認した上で、実
現できる目標を再設定させ、意欲を喚起させる
話題を提供するようにしている。

ここまでやったのだからもう終わらせてくださ

本来、完成したかどうかは自分で決めるべき

いと許可を求めたりする場合などがあると思わ

もので、設定した目標が達成できたどうかは自

れる。

分が判断すべきものである。しかし、実際には
最も多く、そして返答に困る質問の一つである。

Ａ～Dのランク表を黒板に貼って趣旨を説明し、

「君はどのランク？」と聞く。

生徒は、自分の質問したいことをまとめ、
「○ランクで、お願いします。」と相談する。

この指導方法を導入するようになってから、
生徒の望んでいることを把握しやすくなった。
また生徒の方も、自分の相談したいことを整
理でき、そのことに答えてもらえるという安心
感が起こるようである。
対応への時間が短縮できることもありがたい
が、受け答えの際の行き違いが少なくなるので
生徒との信頼関係が深まることが最も嬉しい。
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資料３ 「作品の保存方法（2種）」

資料３ 「作品の保存方法（2種）」
立体作品のGIFアニメ化
① 作品を回転台に載せ、ディジタルカメラで一回転約６～８コマを撮影する。

② 画像をコンピュータに取り込み、フリーウェアの画像ソフト「Irfan View」の連続変換機能を
用いて、JPG形式からGIF形式に変換する。

③

フリーウェアのアニメ作成ソフト「Animation GIF Maker」

で、一回転分のGIF画像を１本のアニメGIFに変換する。

④

校内LANのサーバに画像データ

を置いて提示用のノートコンピュ
ータとつなぎ、画像ビュワーのス
ライドショー機能を用いて提示す
る。
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Ⅱ 役立つ資料

ラミネートの活用

《 大きさ 》

名刺、ハガキ、B5、A4、B4、A3

《 長

所 》

そのまま展示できる。汚れない。コンパクト。

《 短

所 》

やり直しがきかない。厚手のものは向かない。

《 コスト 》

（ 1枚当たり約）

名刺 … 2円

A4

…13円

ハガキ… 6円

B4

…18円

B5

A3 … 24円

…11円

「コラグラフ」
美術教室の展示風景
「手づくりペン画」

「自画像」と「手で気持ちを表現する」

「樹木の細密描写」
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資料４ 「その他の題材集」

資料４ 「その他の題材集」
「立体空間構成」
20センチ四方の木枠を作り、その中に大小

人の力では簡単に作り出せない曲面が表れ、

幾つかの風船を入れ、石膏を流し込んで固め

偶然にできた形の中に重力などの自然の力や

る。

法則の上に成立した楽しさが味わえる題材で

風船があったところが虚の空間となった。

ある。

不思議な形を幾つかに切り分けて再構成す
る。

ステンドグラス調のペイントシールの作成
透明の塩ビ版に透明アルコール系絵の具で
描画し、ステンドグラス調に仕上げる。また、
それらを塩ビ版から剥がすとシールにするこ
ともできる。

描写力に乏しい生徒にも取り組みやすく、描
写用具の扱いも比較的容易である。
光が差し込む美術室の窓ガラスに、全員の
作品を両面テープで貼って展示した。

絵や写真などを転写することもできるので

「土鈴づくり」二つの方法
粘土を使った造形体験が非常に少なくなっ

んで作る方法と、まず鈴の形を粘土で作り、

ている。準備と後始末に時間がかかることも

シッピキで二つに割って中をくりぬいて玉を

原因していると思われるが、やってみるとほ

入れ、ドベで貼り合わせて作るなどの方法が

とんどの生徒が熱中する。原始の血が騒ぐの

ある。

だろうか。
土鈴づくりでは、小さな粘土玉を新聞紙で
くるみ、さらにそれを板状にした粘土でくる

ガス窯で素焼き焼成をして、アクリル絵の
具で彩色する。粘土による造形の基礎を楽し
く学習できる題材である。

「自分のシンボルを木版エンボスで残そう」
四年後に移転する学校での実践例である。

生徒の作品で壁を埋め尽くそうと考えた。計

美術室も老朽化し、白い壁も薄汚れていた。

算したら一人当たり10～15㎝四方の面積にな
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る。色のない白い作品、エンボス、プレス機、

斜めから光が当たると、形が浮かび上がる。

木版、切り出し彫刻刀、シンボル、自分、そ

ギリシャの壁面レリーフを連想する。どうせ

れらが一つに繋がった。自分を表すシンボル

取り壊されると思うと、遠慮なく貼れた。4

を、10㎝角の木版画に彫り、紙に木版の凹凸

年間でほぼ壁が作品で埋まった。校舎は取り

をプレス機で刷り取る。２枚作って1枚を壁

壊されたが、みんなの思い出は永遠に心の中

に両面テープで貼り付けて、もう1枚を持ち

に残ったと思っている。

帰らせる。

「全員の切り絵を廊下に展示しよう」
移転を３年後に控えた頃、学校の環境整備

白と黒を基調とした作品は、薄暗い廊下でも

の担当をしていたこともあり、廊下の壁の汚

はっきりと絵柄がわかる。もうすぐ取り壊すの

れと、薄暗さが気になっていた。

だから、両面テープで取り付けてもかまわない。

そこで、美術履修生徒全員の作品を廊下に
展示することにした。
額に入れての展示は物理的に不可能である。
画用紙や紙の作品は、壁の湿気ですぐに見苦
しくなる。
教材カタログを見ていると、黒のビニール
をカットして作る「切り絵」が紹介されてい
た。これなら湿気の影響もないし手ごろな大

自分の力に合わせて三つのレベルから選べる
ようにし、新聞の切り抜き（滝平次郎の切り
絵）を主なサンプル画像にした。
ひとり一人の作品の題名と名前をワープロ
で印字した名札も取り付けた。
興味をもった新聞社２社が取材に来るとい
うおまけもついた。

きさである。

「学校行事ポスター作り」
学校には体育大会、文化祭、球技大会など
様々な行事がある。なんとなく参加している
だけの生徒が多いように思われたので、ポス
ターを描くことによって、学校行事への興味
づけができないかと考えた。
校内で行われる行事の中から、自分の関心
のあるものを一つ選んで、みんなに積極的に
取り組んでもらうように呼びかける。
生徒昇降口などに掲示したところ、学校の
様々な教育活動の取り組みが、身近に感じら
れるようになったと好評であった。
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資料５ 「これまでの研究」
研究指導主事は、教育研究所が刊行する研究紀要に毎年１本研究を掲載することになっていた。
私は、ここに勤務した８年間で８本の研究をすることができた。関心のある方は、奈良県立教育研
究所に問い合わせていただくと閲覧できる。次にその概要を掲載しておく。
年度

研究主題

H６

教授者から支援者へ

要

旨

高等学校において、美術の授業の進め方や題材の設定など

の視点の転換

に、指導者の意図するところと学ぶ側の興味や関心とのずれを

－生涯学習につなが

感じることがある。美術による創造活動は、生涯を通して親し

る美術教育を目指し

み、自らを表現するための一つの手段として位置づけ、それら

て－

を達成できる環境づくりと、支援や助言の在り方が大切と考え
る。だれもが表現することの喜びを互いに認め、感じ合える支
援の在り方と教材開発について研究を行った。

H７

美術教育におけるコ
ンピュータの活用

文部科学省は情報教育の一層の推進を図るため、平成11年ま
でに小学校は22台（二人に１台）、中学校・高等学校は42台
（一人に１台）のコンピュータ整備計画を樹立した。そんな情
勢の中、美術教育ではどう取り組むか、また、何ができるかを
現状を踏まえながら考察した。

H８

心はずむ創造的表現
を目指した学習の工
夫

これまでの立体造形指導では、粘土を使って対象物を直接ス
ケッチするという実践例は余り見られなかった。本研究で
は、これらの方法を用いて行った生涯学習での実践をもと
に、その有用性を探るとともに、学校教育における造形指導へ
の活用を試み、子どもたちの個性的で心はずむ創造的表現の実
現を目指した。

H９

生活を豊かにする創

パソコンの普及に伴い、造形分野においてもこれまでにない

造的活動の指導と工

表現方法が可能となってきた。本研究は、生活の中の身近な題

夫

材を設定し、パソコンを使って児童生徒が親しみながら取り組

－表現が広がるパソ

むことによって、意欲的で豊かな創造的活動となるよう行った

コンの活用法－

ものである。
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H10

造形教育におけるマ
ルチメディアの活用

学校へのコンピュータの導入が進む中、図画工作や美術の領
域においても、それらを活用した教材の開発や指導方法につい

－新しい鑑賞授業の

ての研究が重要な課題となっている。ここでは、有名な美術作

試み－

品に鑑賞者自身が飛び込むという、パソコンやデジタルカメラ
などのマルチメディア機能を活用した、新しい参加体験型の鑑
賞授業について研究を行った。

H11

造形教育におけるマ

昨年に続き、マルチメディアを活用した鑑賞授業について研

ルチメディアの活用

究した。今回は、身近な素材を使った造形活動の後、ディジタ

－鑑賞と表現の一体

ルカメラによる鑑賞を行い、さらにパソコンの画像処理機能に

化を目指して－

よって、想像力豊かな表現活動へと発展できるようにした。こ
れは、鑑賞と表現の一体化を目指した新しい題材の開発研究で
ある。

H12

造形教育におけるマ

中学校の新学習指導要領に示されている、映像メディアによ

ルチメディアの活用

る表現のための題材開発を行った。これは、粘土などの素材で

－発想が広がる動画

つくった造形物を少しずつ変化させながら、ディジタルカメラ

やアニメーションの

で撮影した画像をパソコンで処理し動画やアニメーションにす

制作－

るというもので、ストーリーを展開する際に発想の広がりが期
待できるとともに、これまでの一枚の絵では表せなかった表現
が可能になると考えた。

H13

高学年における「造

今回の学習指導要領で改訂された「造形遊び」の高学年への

形遊び」の題材開発

拡充を取り上げ、その経緯と意義を考察するとともに題材の開

－材料の特徴から想

発を行った。この題材では、身近な材料である木や接着剤を用

起し、創造的な活動

い、視覚や触覚、臭覚などの多くの感覚を動員しながら、小さ

へと展開する題材－

な発見や工夫を積み重ねることによって、意欲的な造形活動へ
と展開・発展することを目指している。

第３章 資料編 169

あとがき

私は、大学の4年間と専攻科の1年間計5年の間、美術教育ゼミナール「いとすぎ」とい
うサークルに入っていた。そこでの主な活動は、幼稚園児と小学生を対象にした絵画教
室で、大学の近くの集会所を借りて行っていた。
毎週の初めは、土曜日の題材を考え材料や道具を準備し、終了したら反省会を行う。
今から考えたら、実に真面目なサークルである。夏には勉強合宿も行った。
余談であるが、そこでの私の最も大きな収穫は、今年で30周年になるパートナーとの
出会いである。そして、この本の出版に当たっても、そのパートナーと子どもたちに、
挿絵やデザインを手伝ってもらったことを明記しておきたい。
さて、当時美術教育では「新しい絵の会」と「創造美術教育協会」の二つの考え方が
あった。それぞれの主張について、サークルではよく意見が交わしたものだ。
「新しい絵の会」 は、 1917-1921年に山本鼎が提唱した「自由画教育」運動や、昭和20
年代の不平等社会をなくそうという「生活綴り方教育」運動などに共感した人たちによ
って、戦後の日本の美術教育の民主的発展を目指して発足され、1959年に全国組織にな
った。
「創造美術教育協会」は 、美術評論家の久保貞次郎が1952年に日本の美術教育を改革し
ようと考え、メキシコで独創的な理論と実践をした北川民次など、21人の美術家・教育
者・大学教授が発起人として設立した。子どもの意志を尊重し、表現の自由を保障し激
励する美術教育を提唱したのである。
これらの二つの大きな考え方のどちらに賛同するか、今でいうディベートであるが、
サークルでディスカッションしたが、 それぞれから生まれた絵を比べてみて、「創造美術教
育協会」 からは開放された精神の喜びを、「新しい絵の会」からはよりよく生きようと
する意志を感じ取ることができた。どちらかというと私は、「創造美術教育協会」に惹
かれた。
これまでの実践を振り返ってみると、大きな精神的な最終目標は「 創造美術教育協
会 」の考え方が基盤になっており、個々の題材を具体的に進めるため「新しい絵の会」
の考え方や手法を取り入れているといえる。
この大学時代の5年間での経験が、後に高校生の発達段階を幼少年期から考えることが
できたり、生徒の苦手意識やつまずきの原因を推測する手掛かりを得たりするのに役だ
ったと考えている。
この本が、初期の目的を達成できるものになったかどうかは甚だ疑問であるが、私に
とって一つの区切りになったことは確かである。
今後、この本に関連する内容を自分のWebページにも掲載していきたいと考えている。
最後に、出版にご尽力いただいた多くの方々に、感謝を申し上げます。
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