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第５８回関東甲信越静地区造形教育研究大会東京

大会が造形教育に関わる先生方や多くの皆様をお迎

えして催すことができましたことに感謝申し上げま

す。今回、東京大会では大会テーマを「みつめる つ

くりだす つながる」～未来をひらく造形教育～と

し授業研究をすすめてきました。 

幼稚園教育要領が完全実施の年でもあり、各地区

からの関心も高く、幼稚園会場にもたくさんの参加

者の方にお越しいただきました。小学校会場、中学校

会場との参加者の合計は保護者の方も合わせると 2

日間で１０００人を超える盛況な大会となりました。

また１日目の全体会では落語家の林家たい平様から

「美術教育を受けて、今、落語家でいること」の演題

でご講演をしていただきました。美術教育がものづ

くりだけではなく、表現活動やコミュニケーション

能力の源となっているお話をいただき、造形教育の

重要性を改めて認識することができました。 

更に、造形教育に関わる教員への多大なるエール

も送っていただきました。 

東京都は小学校には図画工作専科が配置され、恵

まれた環境にあり、若手が増えてきたことは喜ばし

いことですが人材育成については他教科と同様に課

題となっています。関東ブロックとしての本大会を

経験することにより、例年の都図研大会、都中美大会

では経験できない他県の方との研究交流が叶いまし

た。この機会を糧に校内だけではなく、都や関東ブロ

ックや全国まで視野を広げて、豊かな創造性を備え

る児童生徒を造形美術教育を通して育成していただ

ければと思います。 

最後になりましたが、本大会を開催するに当たり、

文部科学省、東京都教育委員会をはじめ、各教育関係

諸団体より多くの御指導と厚い御支援をいただき、

ここに開催できましたことを心より感謝申し上げま

す。また、本研究大会にご参集の皆様に、厚く御礼申

し上げます。 

 

この度、第 58 回関東甲信越静地区 造形教育大

会 東京大会にて、本園が研究発表および公開保

育の機会を与えていただいたことに、改めて感謝

申し上げます。 

本園は「造形表現活動の中で幼児が『深い学び』

を経験し、豊かな人間性が育まれるようにする」と

いうねらいのもと、様々な研究方法で子供たちを

見つめてきました。研究を進める中で、特に実践事

例を通して、子供たちが、本園が定義した「幼児期

の教育における造形的な見方・考え方」を働かせて

いるか、また「深い学び」をしているかどうか、と

いうことを分析・考察し、多くの成果があり、発表

させていただきました。 

また、本園が考えた「造形表現活動を楽しみ、深

い学びにつながる過程」のイメージ図をもとに、日

頃の子供たちの造形表現の様子を見てみると、ま

さに東京大会のテーマである「みつめる つくり

だす つながる」に結び付き、豊かな人間性を育ん

でいることが分かりました。このことは、幼児教育

から小学校以降の教育に学びがつながっていると

言えます。 

幼稚園分科会での公開保育当日は、就学前教育

施設関係以外の方にも来園され、熱心に参観して

いただきました。本園の研究が分かっていただけ

るような造形表現を、子供たちが好きな遊びや学

級全体の活動の中で展開できるよう、教員が協議

を重ね、当日の実践となりました。 

研究を継続的にご指導いただきました、講師の 

敬愛大学 国際学部 子供教育学科 山口荘一先

生からは、園全体の教育について、また、当日の造

形表現活動について、今後の教育の励みになる指

導講評をいただきました。また、本園の教育を支え

ていただきました、江東区教育委員会並びに、ご支

援をいただきました、各関係諸機関の皆様に重ね

て感謝申し上げます。 

あいさつ 

新宿区立落合第四小学校 

校長 本間 基史 

あいさつ 

 

江東区立第三大島幼稚園 園長 

鳥居 三千代 
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第５７回「東京都図画工作研究会城南大会」が多

くの参加者を得て終了しましたことを、皆様と共に

喜びたいと思います。 

大会テーマ「子供の夢中から生まれる～今をつく

りだす 図工の時間」のもとに、城南ブロック６区

の図工に関わる先生方から、子供たちへどのような

学びがつくられ深められていくかの提案がありまし

た。 

先般公示された次期学習指導要領では、見方感じ

方を共通の視点にして各教科が整理され解りやすい

言葉で表されました。私はこの解りやすさが大切で

あると常々感じております。難解な哲学的表現で遠

回しに語られても、現場にいる教員には絵に描いた

餅のような存在では意味がありません。義務教育を

進める個々の教員にしっかりと伝えるには、解りや

すさが必須です。図画工作科も義務教育の中に大切

な教科の一つとしてあり続けていくためには、日本

のすべての教員に伝わる明快な説明が求められると

感じています。 

図画工作科では、造形活動の中において色や形

で、自分の意味や価値をつくりだしています。今大

会では、図工の時間に子供の夢中に寄り添い、どの

ように意味や価値を作り上げていくのかを具体的に

示してくれました。その意味でも、この報告書は価

値のある図画工作科の解説書になっていくのです。 

最後になりましたが、御支援いただきました、文部

科学省、東京都教育委員会、関係の各市町村教育委員

会、東京都公立小学校長会を始め関係の各公立小学

校長会、関係諸団体の皆様、全校挙げて御協力くださ

いました品川区立第三日野小学校の校長先生をはじ

め教職員の皆様に、深く感謝申し上げます。 

 

今年は、関東甲信越静地区造形教育大会が東京で

開催されるため、葛飾区を会場に東京都中学校美術

教育研究大会と共同開催できますことに、心から感

謝申し上げます。 

さて、本大会は、幼稚園から大学までの全ての校

種と美術館とが連携し、新たな時代にふさわしい美

術教育の在り方を探る貴重な機会と捉えています。

新しい学習要領では、これまでの学校教育の実践と

蓄積を活かし、これから先の予測困難な時代を生き

る子供たちに必要な資質・能力を育てる学校教育の

実現を目指しています。そして、何を学ぶのかとい

う学習内容に加えて、新たにどのように学ぶのかと

いう生涯に亘って能動的に学び続ける力の育成に向

けた授業改善が求められています。この第６ブロッ

ク大会は、関東甲信越静地区造形教育大会の中学校

分科会として位置づけられていますが、本研究会で

は、一昨年の第４ブロック大会、及び昨年の第５ブ

ロック大会へと継承してきた「つなげて」という言

葉をキーワードに、今回のテーマ「みつめる つく

りだす つながる～未来をひらく造形教育～」の研

究に取り組んでまいりました。これまでの実践の蓄

積の上に立ち、生徒が主体的にイメージを形にし、

自分なりの意味や価値をつくりだすこと。さらに、

教師が社会や美術館などの機関と広くつながり、生

徒の多面的な視点から学びを深める授業を創り出し

ていくこと。このことを通して、今後の造形美術教

育の在り方や目指す方向性を明らかにして、主体

的・対話的で深い学びの実現を図っていきます。 

 結びに、本研究大会の開催にあたり、御指導・御

支援をくださいました東京都教育委員会をはじめ第

６ブロック各区の教育委員会、関係諸機関の皆様、

会場となりました葛飾区立大道中学校の校長先生は

じめ教職員の皆様に心より感謝とお礼を申し上げま

す。また、御参会の皆様の益々のご発展を祈念申し

上げ、お礼の言葉とさせていただきます。 

  

あいさつ 

東京都図画工作研究会 会長 

八王子市立陶鎔小学校 

校長 飯澤 公夫 

あいさつ 

東京都中学校美術教育研究会 会長 

練馬区立三原台中学校 

校長 江川 誠志 
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今回の大会は、現行学習指導要領と次期学習指導

要領の接続を意図して２年前より協議を重ねてきま

した。次期学習指導要領で示されている３つの柱で

ある「主体的・対話的・深い学び」を授業の中でどの

ように指導・評価していくのかを具体的に示してい

くとともに生徒を見取っていく意識を高めていくこ

とが大きな目的でした。また、中学校部会都高等学校

部会が同じ会場での公開授業は、学びの連続性を考

えたとき、大きな意義があったと考えています。 

授業時に、「知識及び技能、思考力・判断力・表現

力、学びに向かう力」の 3 つの視点をどのように理

解していくのか、そして、授業の中で生徒の活動を通

して何を見取っていくのかについて様々な意見を出

し合い授業を組み立てていきました。 

大会のテーマである「みつめる・つなげる・つくり

だす」を受けた公開授業・実践発表は、東京都中学校

美術教育研究会と連携を深め、授業者を都内７つの

学校より選出し、実践発表者を関東甲信越静地区の

中から 14の学校が発表していただきました。 

大会当日は、240 名を超える参観があり、どの教室

も熱気にあふれていて教室に入り切れない授業もあ

るなど大盛況の中、行うことができました。実践発表

も積極的な意見交換があり、参加した先生方の意識

の高さを強く感じました。 

本研究大会開催に当たり、研究の機会を与えてい

ただいた都・区教育委員会をはじめ各中学校校長会、

各教育研究会、各関係機関には、御支援と御理解を賜

り誠にありがとうございます。 

あいさつ 

葛飾区立大道中学校 

校長 殿村 靖廣 
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1 日目 全体会 

5



 

全体会 かつしかシンフォニーヒルズ 基調提案 

みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

国立市立国立第二中学校 長尾 菊絵 

 

本大会では「みつめる つくりだす つながる ～未来を開く造形教育～」という大会テーマを掲げ、こ

れまで私たちが積み上げてきた実践を踏まえながら、子供たち一人一人の姿を思い描いて未来を見据えた授

業づくりや授業改善の提言をしていきたいと思います。 

平成 29 年 3 月 31 日に、幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領が公示され、2020

年度には小学校、2021 年度には中学校で全面実施となります。本大会は新学習指導要領への移行期間中とい

う大きな流れの中での大会です。 

現行の学習指導要領のもとに私たちが実践してきたことを振り返り、新しい学習指導要領の改訂によって、

図画工作・美術における学びがどのように構造化され、それによって授業改善をどのように進めていけばよ

いかをともに学ぶ大会としたいと思います。 

現行の学習指導要領を振り返る 

現行の学習指導要領が完全実施されて７年、その理念や指導内容が私たちの中にかなり定着しました。子

供たちが自ら主題を生み出すこと。その実現に向けて構想を練り、様々な材料や用具を生かして創意工夫し

て表すこと。対象のよさや美しさを自分としての価値意識をもって味わうこと。「発想・構想の能力」と「創

造的な技能」をひとつながりとして捉えること。「形・色（彩）・イメージ」などの共通事項が示されたこ

と。そしてそのような活動の積み重ねを通して、生涯にわたって美術を愛好する心情を育てることや豊かな

情操を育むこと。現行の学習指導要領は私たちの日々の実践を見直し、支える道標となってきました。 

その中で子供たちに育みたい能力を明確にして授業づくりをすることの大切さを学び、子供たちが「教師

にやらされている」と感じている時や、活動が硬直し内面から湧き出る多様な表現が見とれない時などは、

学習指導要領に立ち返ることで解決策を見つけることができました。 

新学習指導要領の改訂の趣旨と構造を理解する中から生まれた本大会のテーマ 

新学習指導要領は、その構造から表記などが、全ての教科等で統一されました。それによって、図画工作・

美術に期待されている役割が一層明確になり、学校の最前線で頑張っている図画工作・美術の教師である私

たちに勇気と誇りを与えてくれるものとなりました。私たちはこれから新学習指導要領の理念をしっかりと

理解し、そこにこめられた教科の願いを実現しなければなりません。 

今回は教科の目標が３つの柱に整理され、育てる資質・能力が一層明確に示されています。そうした資質・

能力が確実に身に付く題材設定のあり方や表現と鑑賞の資質・能力が相互に関連することによって図画工作・
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美術科の目標の達成を目指す指導計画の作成などが、これからの課題となります。 

中でも、図画工作・美術における「知識」をどのように考えていくのかは、大きな課題と受け止めていま

す。学習指導要領では、造形的な視点を豊かにするために必要な知識として、〔共通事項〕に示されている

内容を表現や鑑賞の指導と併せて指導していくことと示されています。そこに書かれているのは、決して記

憶するための知識ではありません。「捉える」「理解する」などの「活動を通した実感的な学びによって得

られる知識」です。造形に関するこれらの視点をもって、子供たちが説明したり、話し合ったりする。そし

て対話を手立てとして豊かなイメージを育む。このような目指すべき授業の姿を思い描くことができます。 

図画工作・美術ならではの知識を有効に働かせられるような授業の改善をどのように行うのか。そのキー

ワードは「実感を伴いながら」ということと同時に「プロセスの中に学びがある授業」を見取る教師の力な

のではないでしょうか。 

すなわち、学習活動を不断に見直し、改善し、子供とともに創造できる力が、より一層求められているの

です。その上で最重要となるが、目の前の子供から学び続ける姿勢です。教師は子供の見方や感じ方や学び

を「見ている」つもりでも、本当に「見えている」かどうか、常に問い続ける必要があります。子供のことを

分かったつもりでいても、本当に分かっているのでしょうか。授業後に映像記録やワークシートなどを見直

していくと、その場では見とれなかったことや子供の行為や姿、子供が表したものに対して自分の思い違い

に気付くことが多々あります。つまり、授業の過程で教師がその場でとらえていることが決して全てではな

いのです。新学習指導要領の趣旨を授業に反映させていく上で欠かせないことは、その大前提として、学校

や教室に居心地のよい「居場所」があり、「自己開示」できる土壌があることです。そのためには、子供の行

為を共感的に受け止め、感性を働かせている子供をしっかりと捉えみつめる教師の存在が不可欠です。本来、

図画工作・美術は結果（作品）よりも、そのプロセスが大切な教科です。表現を通して発見する意味や新し

い見方や感じ方を子供たちがどのように育んでいったのかを丁寧にみつめながら、教師自身の見方や感じ方

をも省察していくことが大きな課題と考えています。 

具体的には、表現及び鑑賞の活動を通して育成する資質・能力を明確にし、それらの資質・能力を相互に

関連して働かせることができる活動を設定すること。子供が自ら学びを深めていくことができるようにつく

り、つくりかえ、つくりだすという学習過程を重視して、子供自身が学びの実感をもつことができるように、

教師が教える場面と子供が「見方・考え方」を働かせて友達と共に学び合う場面との関連を考え授業設定を

することなどが考えられます。 

このような考えを共有した私たちは、本大会のテーマを「みつめる・つくりだす・つながる」とし、①み

つめる ②つくりだす ③つながる の３分科会にわかれて研究を進めてまいりました。子供の健やかな育

ちを中心に捉え、図画工作や美術の学びを通してどのような資質や能力を高めることができるかを具体的に

考える「未来をひらく造形教育」として本大会の基調となる考えを「みつめる・つくりだす・つながる」に

整理して提案いたします。ここのその成果の一端を発表し皆様とともにこれからの図画工作・美術教育につ

いて考えてまいりたいと思います。 
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全体会 かつしかシンフォニーヒルズ 大会宣言 

大会宣言文 

関東甲信越静地区造形教育連合は，創立以来，造形教育の振興を図り，各都県の授業実践を中心と

する研究活動に協力するとともに，園児及び児童生徒の人間性豊かな成長を目指し，その研究協議を

５８年に渡って進めてきました。 

近年は知識や情報，技術などの変化が加速度的に進行し，情報化やグローバル化といった社会変化

が，人間の予測を超えて進みつつあります。そして，人工知能（ＡＩ）が人の生き方や労働にも大き

な影響を与えるようになるとさえ言われています。 

しかし，人工知能（ＡＩ）がいかに進化しようとも，それは過去のデータの蓄積による計算と処理

による未来予測です。一方，人間は感性を豊かに働かせながら，どのような未来を創っていくのか，

どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え出し，創造することがで

きます。豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される子供たちに感性を豊か

にし，生きる力を育むために造形教育が果たす役割は大きいと考えます。 

最近は，芸術教育によって育つ資質・能力に関する研究や，創造的思考力の実態を明らかにしよう

とする研究も盛んです。そして，造形や造形美術文化によって育まれる豊かな創造性は，共生やコミ

ュニケーションをキーワードとするこれからの社会の基盤の一つとなるものです。私たちはこれまで

以上に，造形教育の成果を検証し，その実際を明らかに出来る授業研究に取り組む必要があります。

造形教育が，より多くのアイディアや創造的な問題解決のアプローチを生み出し，多様な価値観を受

け入れる素地を育てていることを明らかにしていくことが私たちの責務であると考えます。 

平成２９年３月の「幼稚園教育要領」，「小学校学習指導要領」，「中学校学習指導要領」，同じく平成

30 年 3月の「高等学校学習指導要領」告示後初となる本連合の大会において，幼稚園・小学校・中学

校・高等学校が，造形教育を通じて，各学校段階での主体的・対話的で深い学びの実現を図っていく

ことが望まれています。これらの実現のため，ここに「みつめる つくりだす つながる～未来をひ

らく造形教育～」を大会テーマとして開催しました第５８回関東甲信越静地区造形教育研究大会東京

大会において，次の事項の一層の推進に向けて取り組むことを宣言します。 

 

一 豊かな心や創造性の涵養を目指す主体的・対話的で深い学びによる教育の推進 

一 造形教育の成果を検証し，造形的資質・能力を明らかすることができる授業研究の推進 

一 造形教育を中心とする学校間の円滑な接続のための授業研究の推進 

一 社会との連携・協働による地域の人的・物的資源の活用や美術館との連携協力の推進 

一 小学校教員養成課程における図画工作科教育の充実と図画工作科専科教員の増員 

一 中学校，高等学校の美術及び工芸担当専任教員の増員 

一 幼児教育における造形教育充実のための人的物理的条件整備の推進 

 

 

平成 30 年 11 月８日 

第 58 回 関東甲信越静地区造形教育大会 東京大会 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

全体会 かつしかシンフォニーヒルズ 記念講演 

美術教育を受けて、今、落語家でいること 

落語家 林家たい平 氏 

 

“金八先生に憧れて先生を夢見たが、テストの点が良くなかった。高校の担任だった美術の先生に、

絵が得意だったために美術の教員を勧められ美術室に通った。現役で美大に入学。デザインを学ぶ

美大３年生の時、あるラジオをきっかけに、落語家になろうと思った・・・そして、今、落語家で

いる。” 

「偶然はない。必然の出会いだった」「たくさんの縁に恵まれて、今ここにいる。縁をつないでいか

なければいけない」と語る。 

 そして、やはり縁あって、現在、母校武蔵野美術大学で講義をもっている。「僕は、大学の授業で

授けることはできない。９０分間学生と時間を共にしようと思っている」という。 

 そんな考えのルーツも、やはり高校生の時。数学の授業中に本を読んでいたのが見つかり、教室

を追い出されたとき、美術準備室の担任の先生に会いに行った。行き場のない学生をそこにいさせ

てくれた。ダメな学生を背中に抱えながら絵を描いている美術の担任の先生が好きだった。 

「生きていくって、こんなに楽しいんだって伝えるのが美術の役割じゃなかと思う。人は、自分を

好きでいなければ表現はできない。美術・アートの一番根っこにあるのは、自分を好きになること

だと思う」。だから今、大学で学生に自分を好きになってもらえるような実践を続けている。 

「全員のこと（児童・生徒）を褒められるのは、図工・美術の授業だけです」、「唯一無二の先生方

の図工・美術の授業。どうぞ誇りをもって、これからも続けていってください」とエールを送って

いただいた。最後に小話で会場を笑わせ「楽しんでいきましょう」と締めくくった。 
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幼稚園 
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分科会 幼１－① 公開保育 

どんどん ころころ  

江東区立第三大島幼稚園 遊戯室 ／ ４歳児年少りんご組（20 名）／ 10:50～11:30（40 分） 

[授業者] 江東区立第三大島幼稚園 教諭 佐々木 歩美 

[助言者] 敬愛大学 国際学部 こども教育学科 講師 山口 荘一 

１ 成果と課題 

活動のねらいは「自分なりに思いやイメージをも

ち、教師や友だちへ思いを表しながら遊ぶことを楽し

む」「自分なりに表現することや、学級の友だちと一

緒に活動することを楽しむ」とした。 

１週間前に保育室で行ったローラーでの活動（１回

目）で楽しさを十分に味わっていたため、当日の活動

ではローラーで表現をすることに期待をもつ幼児が多

かった。遊戯室に移動すると、白い模造紙が敷いたり

巻いたりされた高い巧技台や滑り台、マットを見て、

幼児は「すごい！」「何これ」とみつめる姿があっ

た。導入の際には、教師が１回目と同様にローラーを

擬人化させ「一緒に遊ぼう！」と幼児と会話してから

活動を始めると、幼児は自分が使いたい色の絵の具、

使いたいローラーを選び遊び始めた。 

Ａ児は絵の具を全色トレー

に１０円玉ほどの量で出し終

わると銀盆の中でローラーを

転がして絵の具を混ぜ、嬉し

そうに「先生、虹色になっ

た」と見せた。そして、絵の

具が付いたローラーを紙の上

で転がし混ぜてから描き始め、つくりだすことを楽し

んだ。この姿は1回目の活動での経験が当日の姿につ

ながることになったと捉えた。 

Ｂ児、Ｃ児は「ローラー君が滑ります」とローラー

を擬人化させ、手で持ちながら滑り台の上で転がし楽

しんでいた。思いがけず手から離れると、ローラーが

スーッと滑ることに気付き、手を放して転がしどのよ

うな跡が付くかを繰り返し二人で行った。この姿は、

主体的に環境に関わる中で、気付きや発見をしたり自

分なりにイメージしたことや実現したいことに向け

て、考えたり工夫したりする過程であり『深い学び』

をしていると捉えることができる。 

Ｄ児は、手や足に絵の具を付けマットの上を四つ這

いになって登り下りすることを楽しんだ。この姿は

ローラーを使っての遊びではあるが、手足で行ったら

どのようになるか、と、自分なりの思いやイメージを

もち、行うことに意味や価値を見出しており、本園が

定義した『幼児期の教育における造形的な見方・考え

方』を働かせていたと捉えられる。 

以上のように、幼児の姿から当日の学級全体の活動

のねらいが達成されたとともに、研究の視点である

『幼児期の教育における造形的な見方・考え方』『深

い学び』から見ても成果

が得られた。 

今後も継続して、幼児

が造形表現活動に興味や

関心をもったタイミング

を逃さずに教師が援助し

ていくことが大切であ

る。また、造形表現における多様な表現を教師が受け

止め、教師や幼児が多様な価値観を受け入れ合い、さ

らに、互いに認め合える学

級の雰囲気づくりを行う。

そして、経験したことや獲

得した学びを次の遊びの展

開に生かしていけるように

援助していく。 

 

２ 助言者からの講評 

教師がローラーを擬人化し「一緒に遊ぼう」と１回

目の導入から行っていたことで「ローラーくんが遊び

に来た！」「一緒に遊びたい」と幼児の心は動いた。

また、様々な遊具に貼られた白い模造紙を見た瞬間か

ら、表現したいという欲求をもち、活動に取り組む様

子が見られた。  

幼児一人一人が『幼児期の教育における見方・考え

方』を働かせ、自分で選んだローラー、絵の具、最後

には手足を使って描きたい場に動き様々な姿を見せ

た。また、自分で試し工夫したり友だちの行っている

様子に刺激を受けたりしながら、意味や価値を広げて

いる。片付け時には、丁寧にローラーを洗いながら

「楽しかったね」という言葉が聞こえたことが、本時

の活動が幼児にとって充実したものであったと言え

る。 

表現 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

分科会 幼１－② 公開保育 

いろんなかたちでなにできる？ 

江東区立第三大島幼稚園 遊戯室 ／ ５歳児年長そら組（19 名）／ 12:50～13:30（40 分） 

[授業者] 江東区立第三大島幼稚園 教諭 岩瀬 千春 

[助言者] 敬愛大学 国際学部 こども教育学科 講師 山口 荘一 

１ 成果と課題 

本時の活動では、ねらいを「身近な素材や用具を

使い、自分なりに表現することを楽しむ」とした。

素材として丸・三角・四角など様々な形の段ボール

片や洗濯バサミ、モール、丸シールなどを用いた。 

活動の導入では、簡単な表現遊びを行い、広い遊

戯室で気持ちが開放的になり、自由な発想につなが

るようにした。活動が始まると、導入時の表現遊び

の様子とは異なり、遊戯室が静かになった。幼児が

夢中になり、様々な素材や用具に関わっていたので

ある。まさに、素材や用具をみつめる場面だったと

言える。 

その後は、それぞれの幼児が自分なりの思いやイ

メージで表現し、つくりだす姿が見られた。乗り物

や動物に見立てる幼児、段ボールにひたすら洗濯バ

サミを付ける幼児、友だちと同じようにつくる幼

児、つくったものを友だちとつなげる幼児など、自

分なりにイメージしたものを実現しようと工夫した

り、思いのままに表現したりする姿が見られた。Ａ

児は、洗濯バサミ一つに時間を掛けて装飾し、思い

を込め「この丸い

シールのところが

ボタンで、押すと

すごく速く飛ぶん

だよ」と教師に話

す姿があった。 

教師は「何をつ

くっているの？」という言葉掛けは極力避け、幼児

の思いやイメージを受けて「よく考えたね」「たく

さん洗濯バサミを付けたんだ！」「本当だ、○○に

見える」など、幼児がしていること自体に目を向

け、具体的な言葉で認めたり幼児の思いを十分に受

け止めたりするようにした。一人一人の幼児が自分

なりに表現することを十分に楽しむ姿が見られた。 

 この活動の中で、幼児が素材や用具と関わり、段

ボール片の形、洗濯バサミやモールなどの色を自分

なりに選択する姿が見られた。これは、本園が定義

した『幼児期の教育における造形的な見方・考え

方』を働かせている姿であると捉えた。また、幼児

が自分の思いやイメージを実現するために、様々な

形の段ボール片を動かしながら見立てる、素材を切

る、素材に切込みを入れる、穴を空けるなど、考え

たり工夫したりする姿が見られた。そして、これま

での先行経験を

生かし幼児が自

分の思いやイ

メージを実現す

るために必要な

素材や用具を選

択したり、用具

を扱ったりする姿は、本園が定義した『深い学び』

をしている姿と考える。また、身近な素材や用具を

使い、自分なりに表現することを楽しんでいたこと

から、ねらいは達成され、成果につながった。 

 この活動の翌日以降も、様々な形の段ボール片や

洗濯バサミを使って造形表現を楽しんでおり、次の

遊びへの意欲につながる姿となった。 

 本時の活動の中で、友だちのしていることに気付

き、刺激を受けて取り組む姿が見られた。今後、さ

らにそのような気付きや刺激を受け合う姿を引き出

し友だちのしていることのよさに気付いたり認め

合ったりすることにつながるよう、幼児が周囲の様

子に気付いたり、友だちがつくったものに触れたり

する機会を工夫してつくっていきたい。また、先行

経験を生かしながら表現したり、次の遊びの意欲に

つながる経験を積み重ねたりしていけるようにした

い。 

２ 助言者からの講評 

導入時には友だちと触れ合いながら声を出して表

現をした様子とは一転して、幼児が素材や用具を観

たり触れたり試したりしながら選び、つくりだす際

の静けさは、『幼児期の教育における見方・考え

方』を十分に働かせていたと言える。また、これま

での経験を生かしてものづくりを行い、その中で、

友だちの刺激を互いに受け合っており、『深い学

び』をしていると捉えることができる。 

表現 
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分科会 幼１－③ 公開保育 

カラフル コッチン 

江東区立第三大島幼稚園 保育室 ／ ５歳児年長ほし組（20 名）／ 10:50～11:30（40 分） 

[授業者] 江東区立第三大島幼稚園 教諭 牧野 波奈 

[助言者] 敬愛大学 国際学部 こども教育学科 講師 山口 荘一 

１ 成果と課題 

公開２週間前に、リキッド粘土で軍手やタオルを

浸したり塗ったりして形をつくる活動を行った。幼

児は、リキッド粘土の感触を楽しみ、その後、紐に

吊り下げる、卵パックの上に乗せて凸凹を付ける、

軍手の指に新聞紙を詰めるなどして、形をつくっ

た。学級前の廊下に作品を飾りながら乾かすように

すると、幼児は乾いていく様子を触って確かめた

り、自分や友だちの作品を見比べ認め合ったりし、

着色や装飾を行う本時の活動に高い期待をもってい

た。 

当日の活動では、ねらいを「形の面白さを感じな

がら、自分なりに思いやイメージをもって色を付け

たり描いたりすることを楽しむ」とし、色付けや装

飾をする場を設定した。 

 活動の導入では、自分なりの思いやイメージを

もって取り組めるように、教師の見本は提示せずに

行った。活動が始まると、それぞれの幼児が自分の

つくったものをみつめる、思いをもって、本園が定

義した『幼児期の教育における造形的な見方・考え

方』を働かせながらつくりだす姿が見られた。 

Ａ児は、固まった軍手のそれぞれの指に違う色を

白い部分がなくなるまで丁寧

に塗ることに夢中で取り組ん

でいた。絵の具の扱い方が分

かり、余分な絵の具を容器の

縁で落とす、色が混ざらない

よう場所を分けるなど、工夫

している姿が見られた。これ

は、先行経験を生かしており、Ａ児の活動は、本園

で定義した『深い学び』につながっていた。 

Ｂ児は絵の具の上に木工用ボンドでビーズやボタ

ンなどの飾りを付けることを楽しんでいた。はじめ

は絵の具の上に木工用ボンドを付けようとしたが上

手く付かず、セロハンテープを使って止めようと試

行錯誤した後、乾いた部分から順番に飾りを付けて

いた。Ｂ児が思いを実現するために試行錯誤し、自

分なりに解決方法を導いた過程は『深い学び』につ

ながっていると捉える。 

Ｃ児は、本活動後、食後の好きな遊びの時間にリ

キッド粘土を使って新たな形をつくることを始め、

時間いっぱい取り組んだ。新たな形をつくりたいと

いう意欲にあふれていた。  

活動の翌日、Ｃ児は、友

だちのつくったものに刺激

を受け、さらに新しく友だ

ちと同じような形のものを

つくり始めた。このよう

に、活動が翌日以降の好き

な遊びにもつながる姿が見

られた。 

この活動を通して、幼児一人一人が意欲的に自分

なりの思いやイメージ、考えを表現すすることを楽

しむ姿が見られたことから、ねらいは達成されたと

考える。また『幼児期の教育における見方・考え

方』や『深い学び』の視点から見ても、それぞれの

幼児が成長していることが明確となった。 

今後、造形表現において、自分の思いやイメージ

から、自分なりのめあてに向かってそれぞれの幼児

が取り組んでいくことができるように、興味・関心

をもった際に、すぐに取り組める環境を設定してい

きたい。また、さらに遊びが発展していくような援

助をしていきたい。 

 

２ 助言者からの講評 

 当日の活動は、事前に行われた形づくりの続きで

あり、友だち同士が作品を見合えるように、廊下に

乾かしながら飾る場を教師が設定したことにより、

より当日の活動への意欲が高まっていた。 

 本時の幼児の様子は、友だちとたくさんの会話を

しながら着色や装飾をしており、自分の気付きや感

じたこと、実際に着色・装飾を行った際の作品の様

子など、事細かに話し合っていた。この際には『幼

児期の教育における造形的な見方・考え方』を働か

せており、本時も、また、その後の遊びや活動の中

にも『深い学び』につながっている姿が多く見られ

た活動であった。 

表現 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

幼稚園  ワークショップ 

見立てと「きょうどう」 

 [講師] 白百合女子大学 人間総合学部 

初等教育学科 講師 椎橋 げんき先生 

１ 実技 

 どの園にもある、色画用紙の端切れを使い、これ

を何かに見立てる。見立てにくい場合は目を描く。 

 グループでテーマを決め、四つ切の色画用紙を台

紙にして作品をつくり、発表する。どのグループも

机の中央に個々の参加

者が見立てたものが集

まると、テーマが決ま

り、それに沿ってつく

る姿が見られた。 

 

２ 講義 

①素材の教材化 素材

＋教師のねらいや願い

＝教材となる。ねらい

は、その素材や用具を

使って、幼児に育って

ほしいと願っているこ

とである。見立て遊びは、その活動を通して幼児一

人一人が表現に対して「自分が正解」だと感じるこ

とが大切であり、それを認めていく環境づくりを教

師が行うことで他者を認めることにつながる。ま

た、何ができたということでなく「長くつなげた

ね」「面白い並べ方をしたね」などの行為を認めて

いくようにする。このことで、一人一人が自信をも

ち、違う価値観を認めるという許容する心を養う。 

②協同と共同 「協同とは、ともに心と力を合わ

せ助け合って仕事をすること」「共同とは、二人以

上の者が同一の資格で関わること」とある。協同か

ら共同へと変わるためには、援助のひとつとして、

教師が道具や用具の精選（制約）をする。用具の数

が少ないと一緒に活動を行う仲間に頼むことにつな

がる。お願いできる関係だから頼める・楽しめる。

その後、きっかけや新情報で幼児がこの活動を個で

始め、友だちと関わり合うことで協同の活動にな

る。新たなきっかけや情報を得て、話し合いや役割

分担などグループの活動となり、共同の活動とつな

がる。  

その他、見立て遊びの導入から読み取る子どもの

発達についてや、端切れの色画用紙を使って遊ぶヒ

ントの具体的な講話もあり、充実した時間となっ

た。 

１ 公開保育・研究発表の指導・講評 

 本園は１日公開保育を行い、幼児は好きな遊びや

学級全体の活動で様々な造形表現を行った。研究

テーマは遠大なテーマであり、園の教員はこのテー

マを十分に理解し合い、整理して研究発表で提案し

ている。材料や環境と関わり、自分の思いを造形的

に表現することは、幼児の成長につながり、未来の

への世界が広がることになるのではないか。世界が

広がるということは、幼児の考え方や価値が広が

り、自他の関係性の中から社会との関わりなどを

培っていくということである。このテーマに基づき

公開された保育の中での幼児の具体的な姿が、研究

理論と内容の整合性が取れていることを検証してい

る。 

 本園の考え方と幼稚園教育要領がどのようにリン

クしているのかを整理したのが研究紀要Ｐ２７の

「造形表現活動を楽しみ、深い学びにつながる過

程」である。新学習指導要領等のキーワードである

「主体的、対話的で深い学び」の論理構成は、研究

発表の中で十分に整理され提案されている。遊びそ

のものが子どもの能動性であり、それが常に主体的

だと教師が感じることが大切である。集団で生活し

ている時点で対話しないということはあり得ない。

深い学びについては研究発表で表されている。幼児

同士の話し合いを含めた、獲得した様々な知識や学

びを活用して、子どもが自分たちの次のステップの

探求へと生かし、応用・発展させていくよう教師が

援助することが重要である。 

 造形教育というと、ものをつくったり絵を描いた

りすることが優先されてしまうことがある。造形的

な内容の優先から脱却する必要がある。本来は、教

育が優先であり、教育内容の方法として造形教育が

ある。造形表現を通してどのような子どもを育てた

いかを考えていく。例えば、幼児が砂に触れたり水

溜まりに自分の姿を映したりして何かを感じ取って

いる姿を、教師がどれだ

け造形表現のひとつとし

て読み取れるか、という

ことを大切にしてほし

い。 

幼稚園  指導・講評 

みつめる つくりだす つながる 

～未来をひらく造形教育～ 

[講師] 敬愛大学 国際学部 

子ども教育学科 講師 山口 荘一先生 
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小学校 図画工作
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東京都図画工作研究会城南大会 研究を終えて 

子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす 図工の時間～ 

                           [提案者] 都図研城南大会研究局長 

品川区立立会小学校 

                                         主幹教諭 田中 明美 

■研究のもと 

第５７回都図研城南大会が品川区立第三日野小学校で開催された。この三年間、城南６区では、大会の

開催区決めから時間を掛け、組織や内容については６区を解体し、区ごとではなく６

区全体のよさを発揮できるよう一緒に研究を進めてきた。その背景には、この大会が

関東甲信越静地区造形教育大会東京大会と重なること、そして、小学校では、平成３

２年度に全面実施となる新学習指導要領の公示後であること、また、どの区でも、大

会の経験のない若手が増えてきていることなど、大会を開催するための大きな現実も

あった。その中で、もう一度、各区同じテーマで子供を目の前に置き、図画工作科の

重要性を、実践とともに図画工作科以外の方にも説明でき、発信していくことが大切

であると考えた。これは、常に現状の各校の図画工作の姿を洗い出し、何が必要なの

か、何に向かっていくのかを問うものが核となり、研究の中心となっていった。 

■■研究をすすめる中で 

城南大会テーマ『子供の夢中から生まれる ～今をつくりだす 図工の時間～』は、この大会テーマを決

める以前に、６区各校での子供の姿を見ては全体の場でキーワードとして挙げたものと重ねてできたテーマ

である。これは、子供が形や色、イメージ、ひと、も

の、ことなど、子供たちが取り巻く事象を見直し、感

性を働かせながら、新たな意味や価値を創造する姿で

もある。このテーマから、切り口となる「うごきだ

す」「つながる」「かかわる」「おもいをひろげる」

「からだでかんじる」の５つの分科会をかかげたので

ある。その上で、分科会の意味すること、テーマとの

関係性から、自分を取り巻くものやことが体とつなが

り心が動く実感を大切に、意味や価値、そして、新し

い自分をつくりだす図画工作を共通理解して進めてい

った。 

平成３０年２月８日には、城南大会プレ大会も開催

校である第三日野小学校で行った。この段階では、そ

の時点で考えられた各分科会の提案でもあったので、

この時点のいくつかの問題点や方向性も明確にもな

り、当該年の研究大会に向け、各分科会で３本の授業

の検討を重ねていった。 

また、今大会では、予算上の問題から充分な事前授

業の予算の確保が難しくなったため、各区の教育会の

研究授業と重ね、また日常の図工の授業と重ね、事前

授業をやりながら、公開授業の改善を図っていった。

この最終の１年間は、各分科会の６名の講師の方々も

快く講師をお引き受けくださり、時間の許す限り、事

前授業やその題材の経過についてのご指導を重ねてく

ださり、ここで、また一歩研究が前進した上、研究自

体も深くなってきたように思われる。 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

■■■研究からみえてきたこと 

大会当日まで「子供の夢中の姿」が実際の子供の姿

から見てとれるよう、紙、木、粘土、水、光等の材料

の吟味、また、場や環境の設定、子供と題材との出会

いを決め、各分科会、そして中学・高校の他校種の指

導者による２授業も含めた１９授業での実践につなげ

ていった。これらの授業はその日で完結のもの、そこ

まで授業を構築していったものなど、少しずつその授

業の必然性が見られる授業となっていった。子供たち

の表情や言葉と共に、授業に関わっている各分科会の

人達も、自校の子供ではないものの、各授業では、授

業者が子供の姿を見ながら寄り添い、共感する姿も見

られた。研究を進めながら、指導案だけでは見えない

その授業に向かうまでのその学校の図工のカリキュラ

ム、図画工作の技術・技能のつながりや関係性、また

教師がどこまで決めているのか、子供の自己決定はどこでできるのか、言葉や理

論だけでなく教師側の視野も広げ、多方向から題材を見ていく

必要があることが再確認できた。今大会では、評価以外の部分

の新学習指導要領を入れた指導案やそこに子供のつぶやきが入

れられたことも、教師側にとっても今をつくりだすことにつな

がったと感じている。 

 

 

 

 

 

 

■■■■そして、これから先へ 

この３年近くの研究は、６区を越えての研究でもあったので、区ごとの状況で大会を創るというよりは、

同じことに向かって大会を創る図工専科の６区の塊で各局・各研究分科会を構成したといえる。どの区もど

の局も若手が多いと言われ、初めて大会を経験する方の割合が多く、時間のかかったことも多々あったと思

うが、経験豊かな方々も研究に一緒に参加してくれ、教師側にとっても、やった感の大きい大会になったこ

とであろう。回を重ねていく研究では、教師自身も自主的に実践する喜びも感じていたのではないだろう

か。自分たちの力で研究を切り開いていったことの経験を、これから目の前の自校の子供たちに返してい

き、またその学校、区、そして東京へと広がり、図画工作が少しでも変わっていくことを期待したい。これ

からも、城南地区は、大会期間だけではなく、お互いの実践や展覧会などの交流を続け、この地区の研究・

実践の充実につなげていくことが重要である。我々も、子供の夢中から今をつくりだしていきたいと考えて

いる。 

この３年間、城南地区で積み上げた都図研城南大会が終わり、早３学期を迎えて

います。日時、予算と壁の大きな大会として準備に入りましたが、その分を城南地

区の工夫と人の力でカバーしようと向かった大会でした。９日当日の参加者も、来

賓、一般参加者、小学校・城南地区で５６４名。また、プラスして保護者２５０名

と、１１月のこの時期としては、たくさんの方々が会場に足を運んでくださいまし

た。また５つの分科会の講師の６名の先生方も、講師をすぐにご快諾くださり、事

前授業の段階から、何度もご指導、ご助言くださいまし

た。６区を解体した城南の研究自体も、紀要、指導案の形

も、新学習指導要領を入れた指導案や第三日野小の図工の

カリキュラムのつながりを入れる等、現段階でできることはやったという実感のあ

る大会だと言えるかと思います。この城南大会に力を尽くしてくださった講師の先

生方、お忙しい時期にご参会くださった方々、また、大会授業をつくった研究局、

そして、大会全体を支えてくださった城南全部局のみなさまのことは本当に忘れま

せん。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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東京都図画工作研究会城南大会 全体会 

指導・講評 
文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 岡田 京子 

 

１ 公開授業から 

他校種連携授業、小中連携授業が行われたことは新しい。これから連携を生かした授業づくりを大事に行っ

ていく必要がある。 

「子供の夢中から生まれる ～今をつくりだす 図工の時間」のテー

マのように、19の公開授業では、夢中になっている子供の姿がたくさ

んみられた。夢中になっている姿の中に学びがある。子供が何を感じ、

考え、工夫して表しているのか、この学びの姿を共有できるように、

図工専科同士だけではなく、他の立場の人とも共有できるようにする

ためには、図工専科のかかわりにかかっている。 

友だち同士のつながりが見えたのは、つながることができるような授

業を設定したからである。 

言葉を介して学ぶ場面だけでなく、材料を操作しながら感じ、考える場面がたくさん見られた。その学びは

図画工作科として大切にしたいものである。 

各分科会会場には、研究経過をまとめて掲示してあった。成果と課題をまとめ、次につなげていく姿勢が見

られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の授業で見られた、このような子供の感覚や行為を大切にすること、価値づけることが大切である。 

 

 

遠くから並べられた 

材料をみている距離感 

バケツの水を筆で混ぜ、色

が変わる様子をみている 

美しい、きれいだなと 

感じている姿 

絵の具の付いた手を

じっと見る 

粘土の重いかたまりを 

一生懸命に 

持ち上げている姿 

「土のにおいが違う」 

という感覚、発言 

土絵の具をつくるときの 

「液体のりが土をつれて行く」

という感覚、発言

自分の作品を何とかしよう

と材料置き場へ向かう子 

あっちから見たり、 

こっちから見たりする姿 
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（写真は編集部） 

 

２ 新学習指導要領 

現在は移行期間であり、平成３２年度から全面実施になる。今の間に新学習指導要領について、理解してお

きたい。 

新学習指導要領（平成 29年告示） 

第 7節 図画工作 

第 1 目標 

表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関

わる資質・能力を次の通りに育成することを目指す。 

（１） 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解するとともに、材料や

用具を使い、表し方などを工夫して、創造的につくったり表したりすることができるようにする。

（２） 造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などについて考え、創造的に発想や構想をしたり、

作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。 

（３） つくりだす喜びを味わうとともに、感性を育み、楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養

い、豊かな情操を培う。 

学習指導要領には「内容」として指導事項が示されている。その指導には、資質・能力を育成するために、

必ず指導の工夫が必要である。資質・能力と指導の工夫が結びついていれば、子供の姿から、授業改善をする

ことができる。図画工作科は、題材の設定や指導の工夫が教師に任されている。教師の創意工夫を生かす授業

を行うことができる。教師も子供も夢中になる図工をつくることが大切である。 
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東京都図画工作研究会城南大会 全体会 
都図研７０周年記念トークライブ 

テーマ「どうして図工の先生になったの？・未来につながる図工の今」 

登壇者： 

司 会： 

都図研会長：飯澤公夫先生（八王子：陶鎔小） 

前都図研会長：福岡貴彦先生（目黒：上目黒小） 元都図研会長：高橋香苗先生 

元都図研会長：辻 政博先生（帝京大学 教授）   元都図研会長：鈴石弘之先生（ＣＣＡＡ理事長） 

元都図研会長：矢木 武先生 

都図研理事長：平田耕介（新宿：津久戸小） 
●都図研７０周年を記念して 

東京都図画工作研究会（都図研）は、７０周年を迎えました。そこで、城南大会では、都図研の７０周年を

記念して、歴代会長をお招きし、これまでの都図研について、当時の時代背景も踏まえながら、お話しをして

頂きました。また、トークライブでは、上記のテーマを設定し、未来につながる図工を考えながら、事前に城

南地区の皆さんにも図工専科になったきっかけなどのアンケートを実施しました。ここでは、トークライブの

記録から、一部をご紹介します。                 （都図研理事長：平田耕介） 

 

平田：「どうして図工の先生になったのか？」教えていただけますか。 

矢木：平たく言えばなりゆきです。某大学の先生に「いい商売だよ。」と言われました。 

鈴石：始めはあまりやる気はなかった。その当時、学生運動が盛んで、教員には絶対になるものかと思っていました。そ

れが原因かは分かりませんが、あらゆる企業に落ちました。そこで、教員採用試験を受けましたが、千葉、神奈川

と落ち、最後に東京都で受かりました。最後の手段として図工の先生になりました。 

辻 ：私も教員にはなりたくなかった。私は学生結婚したのですが、奥さんの実家に行きました。お義父さんに「君は何

になるのか？」と聞かれ、２秒考えて「教師になります。」(笑)。現実問題としては、自分がなりたいという願望

よりも適応能力があるかどうかの方が大切です。入ったら墨田区でした。図工部に行ったらいろいろな先生がいて

面白いことをしていました。これで僕も生きていけると思いました。 

高橋：私は、共働き核家族の教員の家庭で育ちました。60年前はもちろん保育園などもなく、子供の日々は大変な困難を

伴ったものでした。日常生活の中で、裏も表も知っていた学校という世界に、夢を描くことはできないものです。

学校はよいものだけど、父母に守れらた一般的な生活をすることができない子供を、必ずしも受け入れるものでも

ないですから。しかし、運命のいたずらか、採用試験を一度受けたことがあり、なんとその一月後に採用されてし

まいました。赴任した小学校は難しい事情を抱えていて、７週間後に展覧会があり、作品がゼロという状況でした

から、毎日懸命に仕事に出かけました。ただ、自分でも驚いたことに、絶望感で荒れていく子供たちの気持ちが、

私は分からなくはないと思ったのです。一年半後の異動の時に、殺伐としていた子供の一人が、泣きながら心のこ

もった挨拶をしてくれて、週に一回の図工という教科によっても、通じ合うものがあることに驚きました。その時、

教師になることもできると、生まれて初めて思いました。それがきっかけです。  

福岡：いろいろないいかげんで素敵な図工の先生方との出会いがあり、ラッキーでした。その方はすぐネオン街に消える

し、何も教えてくれなかったけれど、主体性は学べました(笑)。採用時には教員の他に日本中央競馬協会にも受かっ

ていましたが、親父のすすめで教員になりました。 

平田：アンケートでは、絵を描くこと、表現すること、美術・図工が好きという方がいましたし、学校が好きという方も

いました。人と会えるというよさをあげていた方もいらっしゃいました。 

飯澤：私は大学で彫刻をやっていて、ずっと彫刻をやりたいと思っていた。短期大学で、仕事があると聞いて行ったが、

給料が安くて生活できないと思いました。そこの先生に「学校に行けば、子供がわんさかいて、モデルをやってく

れるよ。」と言われました。中高免許だったのですが、採用されたら図工専科。ずっと首ばかり作っていました。

とにかく彫刻をやりたくて、学校現場に行けばなんとかなると思いました。 

平田：「会長になって見えてきたこと。よかったこと。都図研という団体のよさ。」などについて伺います。 

矢木：図工の立ち位置が見えてきた。また、図工は社会的に理解されていないなあとも感じた。 

鈴石：二度会長をやりました。当時の事務局長、理事長が優秀な方たちで支えてもらいました。人との出会いがよかった。 
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辻 ：約１２００人が図工で食べている。すごい集団だと思いました。こんな集団は、世界全体から見てもそうはない。

都図研は、昭和２３年に５０人が四谷第四小学校で立ち上げた。戦後の焼け野原の中で、図工をどうしていくか考

える会を立ち上げた。そこからどこの小学校でも入れる会になった。昭和２２年に城南地区図画工作研究会が一足

先に立ち上がっている。城南地区は昔から研究熱心でよく研究していた。 

高橋：私が会長の頃に、２０代の先生がどんどん入ってきました。理事研究会に来ている構成メンバーが世代交代された。

でも熱心な人たちが多くて、学ぼうとしていた。授業を作る実践力というのは本当に重要だなと思いました。 

飯澤：会長になってから、東西に長い東京都の中で、研究のために先生方に出張に行きやすくしてあげたいという気持ち

でやってきました。これは会長にならなくてはできないことかなと思っています。 

矢木：私が顔を出していた頃は、変な人が多かった。変な人というのは、ある意味、真摯で純粋な人、図工のことをよく

考えてくれる人。ただ、勝手気ままにやっていたので共感をしていこうという感じではなかったけれど、一生懸命

やっていてよかった。 

鈴石：都図研は１２００人もいる。もしかしたら世界一。これだけ同じ志をもった仲間がいるということは、絶対誇るべ

きことです。かつては、都図研だけでなく、大学の先生も含めて、大同団結をした全米美術教育連盟のような組織

を作るべき、という運動をしましたが、まとまりませんでした。 

平田：「未来につながる図工の今」のために、メッセージをお願いします。 

矢木：都図研という大きな集団があるわけだけど、これからは、集まりとか集団とかで考える時代ではないのだろうと。

これは集まるのが悪いという意味ではない。そういう状態でないとダメという考えでは何も変わらない。個々の先

生方で考えて発信していくべき。それは集団の力ではないから難しいこと。そういう個々の考え方から出てきたこ

とを突き合わせていかないと発展しないと思う。まず、自分がどうしたいのか、どう考えるのかを忘れないでほし

い。 

鈴石：私は、地域貢献ということで、放課後クラブで子供たちと造形活動を通して遊んでいる。子供たちとの距離を縮め

るために、自分のことを「すずむし」って呼んでいいよと言っています。そこの子供の Mちゃんが、「すずむし君

と帰りたい」と校門の前で待っていてくれた。Mちゃんはどうして私のことを気に入ってくれたのでしょう。それ

は知識・理解ではないですよ。Mちゃんは、動物といういきものでもある人間に琴線が触れたのだと思う。ぜひ、

先生方は知識・技能も大事だけれど、本当に大事なのは人間だから。そのことを第一に子供と向き合ってほしい。 

辻 ：今、大学で教員養成をしている。学生は一生懸命に知識を学んでいる。でも、授業をする上では、その人の人生観・

美術観・倫理観とか、目に見えないものが授業の中心にあって、それで初めて教育方法とかがある。それをどのよ

うにして身に付けていくかは難しいですけれど、その人自身の心を耕してほしいですね。 

高橋：人は一人一人違う。「みんな」なんてものは、実は存在しないのではないでしょうか。ここにいる先生方も一人一

人違いますよね。最近では、校内研の講師を引き受けますが、指導案は、よく勉強されてしっかりしたものが書か

れているのだけれど、その指導案が描いている授業の形と、授業者自身がうまく繋がっていないことも多いのです。

知的な理解は、授業をする指導者自身のものになってこそ、授業の場で生かされます。教師自身が自分自身を知る

ことは、本当に大切です。なぜなら、教師の情動は直接的なもので、授業の場を動かします。  

福岡：未来は暗いけれど…。物質的な豊かさだけを求めた社会。それに反するのが図工です。俺は違うと言える。自分を

もつ。俺は俺の道と言える人を作れるのが図工。過度の情報社会では、情報に翻弄され、地球が潰れかねない。私

は、情報に限らず、あらゆることやものに翻弄されず、自分をもつための手段として、図工を教えています。 

飯澤：都図研はすごいパワーがある。１２００人もいるけれど、各校には一人しかいない。都図研に来て、悩み相談をし

たり、指導力を高めたりして子供たちに返してほしい。そういう循環が都図研としての役割だなと。小学校図工の

時数は減ってきています。社会人になると海外に行った時に「あなたの国の美術について語ってください。」なん

て言われると「え？自分は何も習っていない。」と、感じることにな

る。そこで、改めて美術を学びなおしたビジネスマンもたくさんいる。

これからの図工・美術の先生は、親向けの美術鑑賞教室なんていうの

をやってみるのも、今の時代のニーズではないかなと、思っています。 

平田：ありがとうございました。短い時間でしたが、たくさんのキーワード 

が出ました。「人は違う」「心」「生きる」「自分をもつ」、皆さ 

ん、何か持ち帰るものはありましたか？先生方、今後も都図研を、よ 

ろしくお願いいたします。 

          【記録：編集局 茜谷俊樹（渋谷：広尾小）】 
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分科会１ 協議会会場 家庭科室 [みつめる] 

うごきだす分科会 

≪キーワード≫                  [提案者]  渋谷区立渋谷本町学園小学校 

   変容、プロセス、わたしの○○               馬渕 由梨香 

                             [講 師]  東京学芸大学 講師 

          横内 克之先生 

■協議会について 

それぞれのグループの授業を見て、小グループでの話し合いから、印象的だったことや、質問などが挙げ

られた。 

材料に関することでは、段ボールでつくった箱に描くので、上面と側面に描くことができるのが良かっ

た。（低学年）容器の種類が豊富だった。中空ポリカーボネートも子供なりに工夫して使っていた。（中学

年）使用した紙が良かった。アクリル絵の具と水出しプロッキーの違いも面白かった。（高学年） 

授業展開の点では、無色の水と容器を組み合わせるだけでも楽しめるのが今日の子供。低学年からの造形

活動の積み重ねがあってのことだった。（中学年）「吸い込まれているようでもあり、引っ張られているよう

でもある。」という子供のことばから、自分の思う新しい美しさを見付けていた。〈高学年〉 

課題点として挙げられたのだが、最後に子供の撮った写真を共有する時間をとれると良かった。 

一度作品を完成させた子供が、授業中にそれ以上活動を広げられなかった。〈高学年〉 

■講師講評 

・本分科会の取組みを通して分かったことは、思考と行為が繰り返されると、絵に表す行為はペインティン

グになり、行為が重なるとドローイングになるということ。 

・１年生の授業では、子供はためらわずにどんどん描いていたが、教師がしっかり見取りたかったのは空間

の設定。机の上の面がまず目に入る。次に手前の側面。その２つの面の間に段ボールの厚みの隔たりがあ

った。そこで面が途切れてしまうことで、「つくえ画用紙」という空間の意識がもてなかったのではない

か。（低学年） 

・（子供の絵を取り上げて）５年生の授業では、１枚目と２枚目がペアにな

ったことで、子供は「かなしいきもち」「しあわせなきもち」という作品

名を付けている。ただ「きれい」と思って見るのではなく、児童の活動の

動きをとらえることが大切な題材である。筆致や色づかいだけでなく「気

持ちが動いた」という点に目を向けて、そういうところに気付いたんだね

と価値付けてあげることが必要ではないか。（高学年） 

「『自分の思い』はどこへ向かうのか」について少し述べたい。 

新学習指導要領は、児童が自分の思いを大切にしながら、発想や構想をしたり、技能を働かせたりするこ

とができるような指導の重要性を示している。そのために、児童の活動の様子をよく見たり、言葉に耳を傾

けたりして、児童がどのような思いをもっているのかを知ろうとすることが大切である。本分科会の活動の

中心もそこにある。自分の思いを表すことが、自己有用感につながっていく。思いは発想・構想の起点とな

るだけではなく、思いに「自分の」という所有格がつくことで、教師は子供の存在そのものを受けとめるこ

とになる。 

国語科の学年目標には、資質や能力として「自分の思いや考え」が明記されている。そこでは、子供が論

理的な思考力を身に付けるために、考える力や感じたり想像したりする力を働かせて、「自分の思いや考

え」を人に伝えることが求められている。そのために「考えの形成」に関する指導事項が位置付けられてい

るが、知らず知らずに「考え」が中心となっていて「思い」は「考え」に吸収または同化されている。この

ように「思い」が「考え」と重なり合うとき、「思い」は「自分」と切り離され、それは、図画工作の「思

い」とは異質なものに見え始める。 

写真 

文字列の折り返し：四角 

５００MB 程度に縮小、 

キュプション不可 
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本分科会では、教師がどのように材料や場を設定し、題材を子供に手渡すの

か、また、教師が子供の思考や行為が変化する瞬間をどう捉えて子供主体とし

た授業を展開していくのかを追求しようとして来た。子供が教師から手渡され

る材料や方法を通して自分と向き合い、自分を形や色などで表す喜びを知り、

それが友人や先生などからも認められたり価値付けられたりすることで、「自

分」への信頼を取り戻すことが叶うような図画工作の授業があることは、必ず

その先に向けて大きな意味をもつ。 

■分科会としての研究を終えて 

 うごきだす分科会では、子供の思考と行為が変化する瞬間に注目し、その

変容をとらえてきた。研究を進めるにつれて、子供がうごきだすために必要な

きっかけは子供に思いをもたせることだという考えにたどり着く。そのための

題材設定や材料や場所の設定であり、また、題材の手渡しの中で子供に思いをもたせることができるような

授業構造にするべきではないかと気付いた。 

どの授業でも、子供に対して授業で大切にした

い内容の手渡しかたを練り直し、事前授業を重ね

ることで十分な導入の形を見付けることができ

た。子供から聞こえてくる「いい感じだな」「わ

あ、すごい！」の声に耳を澄ませ、どうしたら子

供が自分の考えにわくわくしながら夢中で取り組

むことができるのだろうか改善を重ねた。 

この研究で最終的な成果として感じたことは、

子供の思考の深まりについてである。 

子供は見たことややったこと（事象）に対して、まず自

分の感覚で感じ、その後それがどういうことかはっきりと

らえようとする。そして、「私の○○は、こういうこと

だ！」との思いをもち、次の行為に移る。始めの行為と次

の行為の間には、思考が生まれる。行為の結果から、再び

思考を経てまた次の行為に移っていく。 
このような繰り返しの中で子供の思考は明確になってい

き、目標に合わせた見通しをもちながら、思考を経て、ま

た次の行為に移る。この「つくり、つくり変え、つくり続

ける」という連続するプロセスに、思考の深まりが見え

る。「うごきだす」とは「起点」と「行為と思考の繰り返

し」であり、その起点とは子供自身の「思い」であり、こ

の思いによりその後の活動は展開するのだと考える。 

子供に思いをもたせ、行為と思考が深まっていくような

連続性を生み出すための３つの授業の手立ては改善後右の

ようになった。 

成果として、題材との出合わせ方の工夫により、子供の

活動は常に進み、変化しながら自己の目標、主題に向けて

一つの方向性をもち焦点化していった。子供のつぶやきや事後の感想を見ても、活動の経

過に伴い新しく見付けたことがあり、さらに活動が進んだことについて述べている。ま

た、材料や場所の設定により、自分の造形として熱中して活動することにつながってい

た。課題として、今後子供の活動の見取りをどのようにしていくかが挙げられる。経過を

記録するのみでなく、子供の思いや心情が自然と伝わるような、子供からの思いを残すこ

とも一つの方法ではないかと考える。 

低学年授業 

 

低学年

中学年 

高学年 
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分科会１「うごきだす」ー１ 公開授業 １－１教室 10:05～11：25 90 分 

絵の具で どんどん ・・・ 

≪キーワード≫図工特製！ドキドキワクワクエンジン [授業者] 品川区立大原小学校  

教諭 大畠 麻子   

★小学校 １年１組（３９人）            

■授業について 

材料や題材との出合いをきっかけに子供の心が揺

さぶられ、『やってみたい！』と能動的に夢中のス

イッチが入るための『図工特製！ドキドキワクワク

エンジン』を軸に、本授業を考えた。いつもは紙を

机に置いて描くが、本題材では机の天板を白い段ボ

ールで覆う。『机が画用紙に変身しちゃった！』と

いう驚きと『描いてみたい！』という意欲から子供

が主体的に活動することができるようにした。 

導入時には段ボールが自分たちの手で机にぴった

りとはまった心地よさをきっかけにして『描いてみ

たい！』と子供たちのドキドキワクワクエンジンに

スイッチが入った。どの子供からも真っ白な机の上

にはじめの筆を走らせる時、「ドキドキワクワク」

とした様子が表情から伝わってきた。その後は筆や

指、体全体を使い、自身の感覚をいっぱいに働かせ

て、白い画面の上で絵の具を使って活動を展開して

いった。活動時間内

に天板が絵の具でい

っぱいになった子供

は、側面の部分に新

しい紙を継ぎ足して

つくった部分に思い

付いたことを広げて

いった。 

本授業を通して、子供は普段やっていること・

できることから一歩先へ踏み出せるような発見

や満足感を獲得することができたのではないだ

ろうかと考える。 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

授業では子供が夢中になって生き生きと表現する

ためのいくつかのポイントがあった。 

一つは絵の具についてである。当日はたくさんの

色の絵の具を机いっぱいに並べて提示した。当日の

子供の様子や授業後の感想を見ると、たくさんの色

から自分の好きな色を選ぶことが楽しかった、とい

う言葉が多く見られた。 

二つ目は段ボールに紙を付け足して、自分が描き

たい所まで自分の場所を広げられたことである。自

分の思いに合わせてどんどん描き広げることで、一

層夢中になって表現する様子が見られた。以上の点

が、子供が夢中になるきっかけになったのだと考え

る。 

■今後につなげたいこと 

 事前授業から本授業まで通して、１年生の子供

にとっての『つくえがようしの捉え』が課題となっ

た。本時では子供の視点がダンボールの天板から側

面に移る際、一度考えがリセットされる様子があっ

た。１年生という発達段階における空間の捉え方、

ダンボールを折る為に入った切り込み線の影響とが

相まって、分断された表現となったのだと考える。

空間の捉え方に着目すれば、本題材は中学年・高学

年を対象として組み直していくこともできるだろ

う。 

 図工で子供がドキ

ドキワクワクしなが

ら活動に向かうこと

は大切にしたい点で

ある。その中で子供

に身に付けさせたい

力を教師が明確に把

握し、子供のもつドキドキワクワクエンジンがねら

いに沿って作用することを目指す。発達段階に応じ

た題材の手渡し方、実際に目の前で方法を見せる形

や、個別の支援など様々な視点から指導の改善を続

けていく。 

本時で得た成果と課題を踏まえて、今をつくりだ

す図工の時間を教師と子供が共に過ごせるよう、今

後も研究を続けていきたい。 

絵に表す  
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会１「うごきだす」ー２ 公開授業 4-2 教室  9:55～11：25 90 分 

みつけよう！すてき色水ワールド 

≪キーワード≫              [授業者] 港区立お台場学園港陽小学校  

水の形、色、混ざる、変化、組み合わせ          教諭 楳澤 美生   

★小学校 ４年２組（３１人）            

■授業について 

絵の具のついた筆を洗うときに色が水に広がって

いく様子に心を奪われる子供の姿がよく見られるこ

とから、色水を使った授業を考えた。 

様々な大きさや形の透明容器を用意し、「水の形

をつくること」をはじめに体験してみる。最初から

染料を使わずに、まずは容器と水だけでできること

をじっくり試すように授業を組み立てることで、造

形的な思考の深まりを期待した。 

また、子供の近くでスポイトを使って一滴ずつポ

タッと染料を水に落とし、色が水中に作り出す模様

の面白さや不思議さを全員で共有できるようにし

た。教室の机や床を白く覆うことで、色水の美しさ

に気付けるよう環境に配慮した。 

本題材では、「水の形」と「色」の組み合わせを

工夫して、それぞれの造形活動につなげていく。 

子供が見つけたすてきな瞬間を、デジタルカメラ

で子供自身が記録することとした。行為による水の

一瞬の変化の様子を見逃さず、そこに自分なりの価

値を見出しながら色々なことを試して、新たに活動

を展開していく姿をねらいとした。 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

「これしかない」ではなく、「こんなにある」中

から子供たちは材料を選び、自分なりの使い方でよ

く工夫していた。様々な形の容器を組み合わせるこ

とによって、中学年ならではの造形的な面白さがた

くさん見られた。 

高さを出したり

角度を調節した

り、造形的な補助

材として透明プラ

スチック段ボール

を用意したが、中

の空洞部分にスポ

イトで色水を流した

り、傾斜をつけてス

ライダーのように水

を流したり、水に動

きを与えるような行

為のバリエーション

が広がった。 

色や形とじっくり関わり、「見る」と「つくる」

を繰り返す姿が多く見られた。 

 

■今後につなげたいこと 

今回の授業では、「目の前の色水の世界にじっく

り浸る」活動を深めるため、「場所」との関わりに

ついての活動にあまり重きをおかなかった。教室以

外の場所や屋外などで授業を行う場合には、さらに

周囲の環境と考え合わせて活動が展開することも期

待できる。 

鑑賞の機会を設けて、子供の視点で撮影されたデ

ジタルカメラの画像を使って、子供の気付きを自分

自身で再確認したり、友達や教師とも共有したりす

ることも考えられる。 

子供が自分で見つけてきた容器を持参させるとい

う方法もあるだろう。 

また、今回は「はさみで材料を切って加工した

い」という子供に対しては、個別に話を聞いて必要

に応じて使わせた。ねらいからずれていきそうな子

供に対しては、その思いを尊重しながらもねらいに

即した活動に軌道修正していくよう、支援の方法を

教師は考えておく必要がある。 

今回のように、水中に色が模様のように広がって

いくのは染料ならではの特性であり、適切であっ

た。 

今後も、「子供が夢中になる図工の時間」を目指

し、様々な素材や、題材との出合わせ方等をさらに

研究していく。 

造形遊びをする 
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分科会１「うごきだす」ー３ 公開授業 家庭科室 9:55～11：25 90 分 

広がって、重なって 

≪キーワード≫ にじみ、感覚、イメージ    [授業者] 世田谷区立旭小学校  

教諭 渡邊 彩  

★小学校 ５年３組（３６人）            

■授業について 

「広がって、重なって」はアクリル絵の具やイン

ク、水でできた色や形から自分の「グッっとくる感

じ＝美しさ」を見つけ、表す題材である。基底材と

して丈夫な水彩紙を選択することで、描いたものを

洗い流したりさらに描き重ねたりする活動を可能に

した。 

導入ではまず絵の具やインクが広がっていく様子

をじっくりと眺めることで子供がにじみの色や形の

感じに気付くことができるようにした。次に水を絵

の具やインクに並ぶ材料として提示し、描いたり洗

い流したりして、重ねられることを紹介した。人に

よって感じ方が違うことに気付かせるため絵の具と

インク、洗い方、筆の動かし方などの色々な描き方

を見せ、児童にどれがグッとくるか問いかけた。

「洗い流したほうが好きだな」など自分のグッとく

る感じを見つける活動に対して、思いをもち始めた

様子を見取ることができた。 

その後の展開では洗い流す効果を自分の作品に積

極的に生かしたり、色の組み合わせや重なりや構成

を考えたり、それぞれの「グッとくる＝美しさ」を

意欲的に見つけていた。 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

授業では、ある児童は絵の具が画面上で動く様子

を見て「広がっているのに、逆に吸い込まれている

ように見える」とつぶやき、螺旋状に集まる線を繰

り返し描いていた。絵の具の現象から感じとったイ

メージを色や形に変換しつくりだしていく姿だっ

た。またある児童

は、自分の描いた赤

い画面を近くの友人

が描いていた青い画

面と対比させて、

「情熱の赤」と表し

た。その後 2枚目を

描く際に自ら青い絵の具やインクで「悲しみの青い

絵」を描き、対照的な２つの作品として鑑賞の時間

に並べていた。友人の作品をもとに新たな思いをも

って自分の色や形で表している姿である。 

児童が自分や友人の作品を見てじっくりと考える

ような思考と、そこから思いついた行為とを繰り返

し、新たな色や形へと挑戦する夢中な姿があった。

活動の中から自分の「グッとくる（＝美しさ）」を

見つけ出し、新たな意味や価値を生み出すこと（自

分らしさの獲得）が、今をつくりだす図工の時間で

あると考えた。 

 

■ 今後につなげたいこと 

 本題材は高学年の児童が形や色の美しさに気付

き、抽象的な表現への入り口となるような題材とな

った。事前授業では、初めの水彩紙での活動を早く

終えた児童に対して２枚目を渡していたが、一枚目

の作品を最終的に発表する児童が多く見られた。1

枚目の作品の方に思いが出やすいのではないかと、

２枚目の在り方について検討を重ねてきた。本時に

おいては１枚目と対比させたり、1枚目の経験から

考え出した方法を凝縮させたりと、2枚目において

も様々な表現の可能性が感じられた。 

 また本題材のように思考と行為の繰り返しのある

活動では、思考は見えづらいことから、言語化して

共有する必要がある。本時では、多くの児童が自分

の感覚を言語化していたが、言語化できない場合、

指導者が価値付ける必要がある。児童の思いを見取

ったり児童に寄り

添ったりする手立

てが大切であるこ

とを改めて感じ

た。 

絵に表す 
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みつける つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会２小学校 協議会会場 第二メディアセンター [つながる] 

つながる分科会 

≪キーワード≫     [提案者]  港区立本村小学校 主任教諭      水上 卓也 

ひろがり 没頭     [講 師]  横浜国立大学名誉教授     宮坂 元裕 先生 

■協議会について 

各授業についての協議では、まず初めに低学年、中学年、高学年の３

つのグループに分かれて話し合った。小グループに分かれて話し合った

ことで、授業の感想も含めたたくさんの意見を聞くことができた。各グ

ループで話し合われたことについて、主な内容を次に紹介する。 

低学年 

〇支援が必要な子供の図工について 

・子供が授業で、人とどうつながっていくか。教師が支援しなければ、なかなか人と関わっていく 

ことが難しい子供もいる。支援が必要な子供にはまず、子供の思いを認めていくことが大切だと 

改めて感じた。 

〇ペープサートについて 

・分身を使って鑑賞すると、友達の作品に入り込める楽しさが授業を通して伝わってきた。 

・新しい鑑賞方法の発見であった。 

〇場の設定について 

・子供たちにとって、小さな絵をつなげることによって全体の活動が見える、分かりやすい学習環

境であった。 

中学年 

〇本時の材料、場の設定、粘土の種類、色の選択等について 

 ・水と油粘土の組み合わせは成功していた。 

 ・グループ同士の距離、粘土の置き場の位置、校庭での活動は適切であったのか疑問が残った。 

 ・粘土の色や種類（水に溶けない等）・ケースのサイズや色の決め方の過程を知りたかった。 

〇子供とのかかわり方について 

・かかわりがとても大切であり、かかわり方次第で大きく授業の流れが変化・展開する授業であっ 

た。授業での「つながり」と共に「かかわり」についても、研究を続けていく必要性を感じた。 

高学年 

〇教師の授業に対する思いについて 

・題材に対する教師の熱い思いが伝わる授業であった。熱い思いから生まれた題材であると感じ

た。 

〇子供の様子について 

 ・子供が発見したこと、試していたことなどなどが多様でよかった。 

〇資質・能力について 

 ・この授業で身に付く（付けたい）資質・能力はどのようなものなのか考えさせられた。 
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■講師講評 

 「みつめる つくりだす つながる」を話すには、まず学習指導

要領について話す必要がある。今回は、８回目の改訂である。これ

までは昭和２２年の学習指導要領を踏襲していたが、今回は大きく

変わった。これまでは非公開で作成されたが、今回ははじめから情

報公開することとなった。平成２４年に今回改訂の方向性が公表さ

れ､図画工作の検討は最近の１年数か月の間で作業が行われた。ず

っと時間をかけたのは大改革のためである。試案が２回続いた後、

昭和３３年度版から平成元年度版までは「指導書」と言っていた。

平成１０年度版から「解説」になり、ガイドライン化してきた。 

 学習指導要領に限らずこれからの教育の流れは①開放性、②多様性、③柔軟性に向かう。 

① 開放性…テクノロジーにより情報が常に更新され、log（コンピュータにファイル）化される。 
② 多様性…アクティブラーニングなどによる自学自習化が進む。様々な経験をもつ教員が採用される。 
③ 柔軟性…AI による学習。個の能力に応じた学習など様々な学習形態が出現する。 
どんな時代になっても図画工作で培う子供の資質・能力は必要になる。図画工作の「つくり出すよ 

ろこび」「新しいことができて楽しい」などはますます必要になる。 

「造形的な創造活動」という文言が今回消えたので「創造性」は、３つに分けて入れられた。また目

標の中に「生活や社会の…」とある。これは個人の内面的な充実と、みんなとの生活、つまり関係性

を学ぶことである。 

 今回の改訂では、各教科で「感性」を重視している。AI にできないことは、「意味付け」「リーダ

ーシップ」「マネジメント」などである。人間には感覚と感情がある。多くの学者は、人間の持つ直

観と洞察が AI 時代になっても最後まで残るといっている。今後、大学入試は探求型に変化していく。

これまで入試で重視された記憶力などは、AI が得意なため取って代わられる。今後は「創造力」「指

導力」「決断力」が人間にとって重要になってくる。これらの事は私立学校などの自由な教育を行っ

ているところで培われている。公立学校も「記憶力」「理解力」「判断力」重視の教育から脱しなけ

ればならない。アクティブラーニングは、その方向転換の表れである。 

 「学習」は人以外の動物も行う。トライ＆エラーを繰り返して生き延びてきた。このことを学習と

いうのである。 

 「授業」は学習の一つの方法である。日本でも近代社会に必要な知識、技能を教え込むために１９

世紀に学校教育制度として始まった。 

新しい学習指導要領で、例えば理科は、「授業」のことを語っている。図画工作では、「学習」の

ことを語っている。図画工作は、授業の中で子供一人一人が異なる学習をする教科である。墨田区の

先生の例を挙げると、授業が終わって教室を出る時子供たちに「自転車に乗れるようになった人は、

一度乗れたら、もうだいだいぶたってからでも乗れる。同じように図工の授業を受けて、図工室を出

る時、あなたたちは新しいことを学んだのですから授業前と違う人になっている。」と話していた。

子供がなかなか「学習」しないのは、何のために「授業」しているのか「目標」が分からないからで

ある。「みつめる つくりだす つながる」は充分「目標」になる。図画工作科が他の教科より難し

いのは決められた授業時間の中で一人一人の学習を成立させなければならないからである。 

 

■分科会としての研究を終えて 

成果 

・低学年の段階から活動を通して友達と関わることで、新たな発見や気づきを基に自分のイメージを持つ

ことができる。 

・学習の振り返りを工夫することで、本時の活動が子供の中でつながり、満足感や達    

成感を持つことができた。 

課題 

・教師と児童との「つながり」について研究を深めると、授業に広がりが見られるので 

はないか。 

・教師の声かけを工夫すると児童の活動が価値付けられ、次の活動へつながっていくの

ではないか。 
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みつける つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会２「つながる」ー４ 公開授業 体育館 9:55～11：25 90 分 

ぼうけんに行こう！ 

≪キーワード≫ 分身を投影          [授業者] 大田区立矢口東小学校 

教諭 椿 伸一   

★小学校 ２年３組（３５人）            

■授業について 

本授業は自分の分身が冒険に行くことを想像し、

イメージを膨らませ、思いのままに絵に表す活動で

ある。今までの経験などから自分の冒険話を広げた

り、友達の話などから発想したりする。子供たちの

自由な発想を引き出すため指示をできる限り少なく

し、使う道具は色鉛筆やマーカーペン等、思いつい

たことをすぐに表せるものにすることで、目の前の

材料を見て自然

と子供たちが動

き出せるような

場を設定した。

画用紙は１３㎝

の正方形と小さ

いものを用意し、上下左右につなげることができる

ようにすることで、表したい世界に合わせて画用紙

のつなげる方向を考えて工夫したり、友達とグルー

プで活動して作品をつなげたりすることで、新しい

発想が生まれることを期待した。 

授業では子供たちは小さな画用紙をつなげていく

ことで、自分のイメージした世界がどんどん広がっ

ていくことを楽しみながら取り組んでいた。また自

分の分身を動かしながら互いの作品を見合い、自分

を作品の世界に投影することで、より深く作品の世

界を味わいながら、友達と感じたことを話したり聞

いたりしながら感想カードを書いた。感想の中には

形や色、表し方の面白さなど新たな気づきの他に、

自分が作品の世界に入り込んだように冒険を楽しん

だ感想も見られた。 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

本授業では、イメージした冒険の世界が小さな紙

をつなげていくことで、徐々に広がっていくことに

期待を膨らませながら、表現することに夢中になる

姿が多くみられた。 

またペープサートを使うことで、本当に冒険に出

かけたかのような気持ちで鑑賞することができ、

「友達の描いた温泉が気持ちよかった。」等の感想

が見られた。作品をつくる時だけでなく、鑑賞の場

面でも自身を作品の世界に投影しながら、夢中にな

って作品と向き合う姿が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後につなげたいこと 

分身を使って鑑賞すると、友達の作品に入り込め

る楽しさがあり、より深く作品と向き合うことがで

きる新しい鑑賞方法であった。 

子供にとって自然と全体の活動が見えることで、

友達とつながりやすい学習環境の設定であった。 

教師の支援なしでは人とかかわることが難しい児

童の思いを認めていくこと、教師の声掛けを工夫す

ることで児童の活動が価値づけられ、次の活動へつ

ながっていくのではないか。 

絵に表す  
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分科会２「つながる」ー５ 公開授業   昇降口奥   9:55～11：25 90 分 

水とねん土で…ウキ・ウキ 

≪キーワード≫                   [授業者]港区立白金の丘小学校 

主任教諭 山下 義明  

★小学校 ３年１組（３６人）            

■授業について 

本題材では、造形遊びをする活動を通じて水や粘

土や場所を基に造形的な活動を思い付くことや、新

しい形などを思い付きながら、どのように活動する

かについて考える。前学年までの材料や用具につい

ての経験を生かし、水と油粘土を組み合わせたり、

粘土を切ってつなげたり、水の流れや油粘土の形を

変えたりするなどして、手や体全体を十分に働かせ

活動を工夫してつくる。 
１年生の頃から図工の学習を通して使い慣れてい

る「油粘土」を用いて、油粘土の撥水性を生かした

造形遊びである。児童はこれまでの体験を通して、

「油粘土は思いのままに形を変えることができる」、

「何度もつくり変えることができる」ということは

知っている。しかし、ほとんどの児童にとって「油

粘土は水をはじく」という特徴は初めて知ることと

なり驚き喜ぶだろう。まず、この材料の特徴に気付

くことを学習意欲の起点にしたいと考えた。 
油粘土を道具として扱えば水を止めたり、水を入

れたり、水を誘導したりすることも考えられる。浮

力により油粘土が水面に浮くことに気付くことも考

えられる。材料の組合せで自分の思いが実現できる

という喜びを感じな

がら、様々なことを

試そうとする姿勢を

育みたい。 
 
 
 
 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

授業では「水と油粘土の組合せではないとできな

いことをやってみよう。」とだけ発問し、お試し用

の小さな粘土を配ったこと以外は、授業者は発問を

控えた。 
児童はそれぞれのグループに分かれ、いろいろな

ことを試した。すると、水をはじくことや浮かぶこ

とを発見し、「水をはじく」「水に浮かぶ」と言葉

にする子が出てきた。 
他にも、お試し用の小さな粘土なのに、いろいろ

なことを試してみたい・確かめてみたいという姿が

見られ、導入で 10 分弱の時間をとったのだが、こ

の時間だけでももっと時間をつかってもよいと思え

るくらい、子供たちは夢中になっていた。動機づけ

としては、シンプルだったが、その後の活動に大き

な影響をもたらした。 
児童は、終始「水と油粘土の組合せではないとで

きないことをやってみよう。」の言葉をテーマに

し、活動に没入していた。友達同士のかかわりの中

で、「それって、粘土だけでもできるんじゃな

い？」「いいね、

それは水がないと

できないことだ

ね。」というよう

に、試行錯誤した

り、互いの活動を

称えあったりする

姿がたくさん見ら

れた。 

 

■今後につなげたいこと 

 分科会のテーマである「人やものとのつながり

（横のつながり）」と「経験のつながり（縦のつな

がり）」を軸に研究を進めてきたが、目標は概ね達

成できたように思う。 

しかし協議会では、鑑賞の時間から授業の終末に

かけての展開の仕方を、更に追究していくべきだと

いう指摘を受けた。授業の学びの価値を子供に浸透

させる時間、つまり「価値づけ」の時間を、もっと

工夫した方がよいと。 

個々に夢中になってとりくんでいた子供たち同士

のよさを、教師がパイプ役となり、学級全体に共有

させていくことで、指導技術をこれから磨いていき

たいと思う。 

造形遊び 

新たな体験の習得、友達とのかかわり 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会２「つながる分科会」ー６ 公開授業 第２メディア室 9:55～11:25 90 分 

光と光をうつして 

 ≪キーワード≫ 光 色 重なり  [授業者] 品川区立城南第二小学校 

教諭 菅原 加奈子 

★小学校 ６年２組（３６人）            

■授業について 

6 年生の子供たちは、日頃馴染みのある液体糊と

凧染料が混ざり合っていく様子をじっと見ていた。

素材に向き合い、そのよさを感じようとしているこ

とが子供たちの様子から窺えた。活動が始まると、

糊のドロッとした感じや、そこに広がっていく色と

形の変化を子供たちは感じ取り、子供と材料とのつ

ながりが現れ始めた。初めは気になった凧染料を手

に取り、ぽたぽたと糊の上に垂らして、何となく伸

ばしたり広げたりしていた子供たちだが、徐々に活

動に深みが出てきた。竹串など、必要だと思う用具

を自分で選定し、1つの糊の中での色の組み合わせ

や混ぜ合わせで生まれる世界を味わっていた。そし

て、つくり出した世界に光を透かし、糊に光が映り

込んだり、透過した光が机の面に映ったりすること

で、その世界が更に輝きを増すことに気付きながら

製作を進めていた。 

自分や友達の作品が増えるに従い、今度はその世

界同士のつながりで新たな美しさが生まれた。自分

が意図しない色が光によって重なることで、新しい

表現ができ、そこから新たな価値が見い出されてい

った。 

液体糊も凧染料も、図工の授業では材料としてよ

く使われるものである。今回のように素材一つ一つ

に丁寧に向き合

い、そのよさを引

き出す題材づくり

は、図工でとても

大切であると改め

て感じた。 

 

 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

透明な板に広がった作品を重ねたり、友達と活動

を共にしたりしながら授業が展開していく中、90

分の授業では物足りない様子が、多くの子供たちか

ら見られた。小さなものを沢山つくることができる 

題材では、より多くの作品に目を向け、新たな発想

をすることができる。そこから、再び自分の世界づ

くりをしたくなったとき、やってみたいことの体現

が容易であることが、子供たちの夢中を促進させる

原動力の 1つであると言える。作品を重ねて活動し

たい子、形や色を重ねて試したい子、それぞれもつ

夢中は今ある感動をすぐに形にしたいという気持ち

を支えてくれるものなのだと思う。 

 

■今後につなげたいこと 

自分と友達との作

品や行為のつながり

で、夢中になって製

作に取り組んでいた

子供たちが多くいた

一方、授業展開の後

半に課題が残った。

自分の活動をしたい

子、友達の作品ともっとつながりたい子など、たく

さんの思いが錯綜する中、糊が乾いていないことに

よる物理的なつながりの不自由さも同時に起き、ク

ラス全体の学習の高まりが不十分だったと言える。

授業の後半でキャラクターや字を書き始めた子の様

子からは、活動の中弛みが見られた。要因として

は、素材を味わうためにつくり出すものの数を無制

限にしたことが原因の一つではないかと考えられ

る。そこで授業の展開を工夫することで、子どもた

ちの「夢中」をより広げていくことを考えた。導入

時に色を少し試したところで自然に意識が向けられ

るようにし、使う光源を手渡すタイミングなども配

慮しながら活動を展開する必要性を感じた。子供達

にこの素敵な題材を手渡していけるよう、様々な手

立てを考え、今後につなげていきたいと思う。 

絵に表す 
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分科会３ 小学校 協議会会場 メディアセンター [かかわる] 

かかわる分科会 

≪キーワード≫        [提案者]  大田区立馬込第三小学校 主任教諭 緒方 輝一郎 

 こと,フィールドを広げる [講 師]  聖心女子大学    教授     水島 尚喜先生  

  東京都写真美術館 主任学芸員  武内 厚子先生  

■協議会について 

本分科会では、社会や地域とのかかわりをテーマに研究を進めてきた。分

科会の特性から、大会本時の授業の事前、事後に地域とのかかわりの活動を

設定しており、各グループがどのような経緯で研究を進めてきたのかを概要

を写真や作品を基に参観者に伝えることができた。 

 

■講師講評 

 

武内 厚子先生 

 

〇授業について 

【低学年の授業について】 

授業補助者の対話で、子供の発想が大きく変わる。どう映るか見るのだよ、と伝えると児童はスクリーン

を見るので、影絵の活動に意識が向いていく。教室での設定が中央に集まって自分たちの影絵活動やインド

ネシアの影絵劇が見られるようになっており、低学年ならではの場のつくり方の工夫が見られた。「一人で

やっていると思わなかった」「手づくりでできるなんてすごい」という子供の感想は、自分で体験したから

こそのものである。  

【中学年の授業について】 

栗田宏一さんという作家は、土をふるい瓶に入れ色の美しさを見せた。土

の力が強く、何をつくるかが難しい。今回の授業は、抽象的でよかった。水

のりを混ぜることで色が変わる、土によって湿り気が違うことを、水のりを

入れながら理解していた。子供は、土の選び方も場所や色を意識している。

色から描くものを考えていた。具象や抽象が見られた。 

【高学年の授業について】 

どんな材料を使えばよいか綿密に考えられていた。段ボールの加工の特徴を活かしながら、脚の作り方を

考えていた。椅子という題材は使える物で且つデザインも大事と、図工的な要素とある意味では技術科の木

工的な要素もあり、なかなか難しい題材。その中にあって、作品はすごく楽しいものができていた。 

 

〇美術館との連携について 

全国美術館会議、文部科学省告示でも学校と美術館の連携が求められている。学校と美術館の両方にニー

ズがある。美術館の活用については、美術館との連携を目的として考えることが大切である。学校の近くの

美術館の特徴を知り、授業を考える。計画中の授業と絡めること、他の学校の来館事例を聞くなどの方法が

有効である。 

また、武内さんから、美術館との連携に関する YES と NO、スクールプログラム、フォトグラム、驚き盤や

対話型作品鑑賞について、写真を交えてお話しいただいた。 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

  

水島 尚喜先生 

 

〇授業について 

【低学年の授業について】 

 美術文化で大事にするべきものがある。それはロジカルな内容ではなく、

もっと根源的なもの。子供の「いいこと思いついた！」とスイッチが入る瞬

間がそれである。人類史をたどれば、ショーベやラスコーの洞窟壁画も、想

像力のスイッチが入っている。低学年の影の授業は、光の中での身体性が発露される活動だったので、大

騒ぎが起きるのも当然。神話の世界でも、戦いや祝祭などの人間の根源的な状況やテーマが描かれてい

る。子供達の動きの中に、文化生成の根源性が認められる。 

 

【中学年の授業について】 

 自然に「土の絵の具」に触る子供の姿が見られた。人間にとって土に生起する感覚性とは何か…例え

ば、どろんこ保育。フレーベルは泥を恩物の中に位置づけていないが、日本には派生あり。子供は泥で絵

を描く。そして泥遊びも絵も同質。自分で自由に形ができる造形として絵や泥遊びを位置付ける必要あ

り。活動中に曼荼羅型があった。太古洞窟壁画の丸三角などの記号と同質。（人類最古の文字という説が

ある。）今日の子供の活動は、泥の意味性を象徴化し、物質と人間の根源的関係性を示していた。 

 

【高学年の授業について】 

 素晴らしい授業だが、段ボールが椅子の材料として相応しいのか疑問。段ボール椅子は近代の発想。木

に精霊が宿るという世界、物の背後にあるマインドに出発点を。 

 

【美的な感覚性について】（画像を見ながら） 

 A.R.グーランの著作に示された太古の遺物には、手触り、形態、見え方への関心や感性が示されてい

る。子どもも同様。AI の時代性ゆえに、プログラミング学習も必要だが、世界と向き合う感覚的感性が大

事。非認知的能力を高めない限り、認知的能力も高まらない。今日の子供たちの活動でも、炎のゆらめき

に派生するアニメーション効果、音楽とともにある「造形」という人類の根源的な活動が見られた。 

 

■分科会としての研究を終えて 

子供達が造形活動を通して地域や社会とかかわり、やがて自分たちの色や形を獲得していくと考えて研究

を進めてきた。手立てとしては、人、もの、場所、こと、に分けて分類して考えてきたが、研究や事前授業

を進めていくなかで、本分科会にとっての子供達の“こと”と夢中との結びつきについて気がついた。 

現代社会において、子供達の生活体験の不足が指摘されている。同時に、学校教育でそれを補うことも求め

られている。しかし、学校というフィールドや教員の力だけでは、それを補うことは現実的に厳しい。そこ

で、社会に開かれた教育として、子供達が学校の外で地域の人や場所で学ぶこと機会を設けていくことが求

められている。  

しかし、ただ単に外へ行ってものを見たり、人に会ったりする場を設定すればいいというわけではない。

図工では、子供の “思い”が活動をしたり、ものをつくったり上で重要である。その思いが深まるような

人や、もの、場所を設定することで、子供の中の物語、つまり“こと”が生まれ、やがて活動に夢中になっ

ていく子供の姿が見られるのではないかと考える。影絵の活動やワヤンのゲストティーチャーとの出会い、

自分で採ってきた丁寧に篩にかけた大切な土やとってきた場所や人との思い出、ブラジル先住民の椅子や庭

園美術館、自分の椅子への思い、それらのどこを切り取っても子供の大切な“こと”であり、夢中な姿が見

られた。その“こと”が子供の中で作品の色や形とともにいつまでも残っていくと期待している。  

 

35



 

 

分科会３「かかわる」ー７ 公開授業 ２階メディアセンター 9:55～11：25 90 分 

かげであそぼう  ～インドネシア文化との交流～ 

≪キーワード≫           [授業者] 世田谷区立下北沢小学校  

相互刺激が生み出す夢中                    教諭 石原 誠 

★小学校 ２年２組（３６人）            

■授業について 

会場校・品川区立第三日野小学校の近くにインド

ネシア大使館があり、同校と交流がある。今年は大

使館からインドネシアの伝統的な人形芝居「ワヤ

ン・クリ」の人形が学校にプレゼントされた。「ワ

ヤン・クリ」は、日本ではインドネシアの影絵人形

芝居として知られている。分科会では、子供たちに

「ワヤン・クリ」の影絵の魅力を味わってもらうと

ともに、日本の伝統的な影絵遊びを通して、それぞ

れの文化の「光と影を使った表現」を楽しむ「かか

わり」を主題に授業を提案した。 

子供たちは、プロジェクターが映し出すスクリー

ン上の光の前で、全身を使った影絵表現をした。自

分たちの影が何に見えるのか、様々な試行錯誤を通

じて考えさせ、最後はグループごとに発表の時間を

設けた。こうして自分たちで影の表現を楽しんだ

り、その原理や特性

に気づいたりした

後、プロの演者を招

いて「ワヤン・ク

リ」の紹介と実演を

行った。 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

この授業で気をつけ

たのは、この活動がス

クリーン上に影を映し

出す創作活動であるこ

とを、子供に意識させ

ることだった。子供た

ちは、発表に向けての

表現を考えていく中で、目の前にいる友達との行為

そのものや、演技自体に意識がいってしまい、影へ

の興味は薄れていくことが多かった。そこで「影は

どう見えているのかな？」など頻繁に言葉がけを行

い、自分たちの活動で「スクリーン上にどんな影が

できているのか？」「みんなからどう見えているの

か？」を、常に考えさせるようにした。人間が大き

くなったり、小さくなったりするコツを発見する。

シルエットの上履きがウサギの耳に見えることに気

づく・・・友達との活動の中で、子供が影絵表現の

おもしろさに気づき、特性を理解して影を操作でき

るようになると、授業は創造的な活動になってい

く。その中でどこかのグループが良いアイデアを思

いつくと、他の子供たちも「あんなことできるの？

私たちもやってみよう！」「見てみて！こっちはこ

んなことができた！」と、相互に刺激され、スクリ

ーンに映る「影」に注目しながら、夢中で活動する

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

■今後につなげたいこと 

本授業を通して、子供たちの影を見る目が培われ

たと考える。それは、中学年で光と影の題材での活

動に発展的につながるだろう。また、夜や暗がりに

おいても、自然の明かりの存在に以前よりも着目す

るだろう。「ワヤン・クリ」を鑑賞したことで、イ

ンドネシア文化に対する更なる興味関心や、異国文

化への理解につながっていくだろう。本授業では、

班ごとに補助教員がつき、先に述べたような支援を

行った。これは、他教員との連携協力が必須であ

る。日常的に他教員との連携を図りながら、展覧会

のイベントに活用したり、そこから応用されて学芸

会の演出に使われたりするなどして、「影絵表現」

が広まっていけば、それは教育的に意義のあること

であると考える。 

平面に表す  
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会３ 「かかわる」ー８ 公開授業 ４－４教室 9:55～11：25 90 分 

大地のおくりもの ～earth in mind～ 

≪キーワード≫              [授業者] 目黒区立油面小学校  

 自然とのかかわり、土との対話           教諭 松浦 康代  

★小学校 ４年４組（３０人）            

■授業について 

本題材は、身近な自然や土に関わり、感じたこ

と、想像したこと、見たことから表したいことを見

付け、手や体全体を十分に働かせ、思いに合う表し

方を工夫して絵に表すものである。 

子供たちの身近にありながら、手に触れることや

遊ぶことの少なくなった土、自然の土を採取する。

しかし、実際には採取できる土は少ないことに気付

く。そこで、家族や親戚、地域の人や場所とも関わ

り、遠方にある土も集めてみる。梅雨の時期から夏

へ時間をかけ、季節が移ろう中でなんとかして集め

た貴重な土を天日に干し、篩にかけ、比べて見る。

土の色の多様さ、美しさ、匂い、時間とともに変化

していく質感などを改めて感じ、形や色を味わいな

がら自分の絵の具をつくり、えがく、心地よい時間

に浸ることができるようにした。基底材は、堅牢性

があり、土の色の美しさをより味わえる、「サー」

という植物の繊維から作られた柔らかく温かみのあ

る自然材である和紙を使用した。土や和紙の心地よ

さや面白さを感じ、試し表しながら土に新たないの

ちが吹き込まれ、一人一人にとっての意味や価値を

つくりだすことを期待した。 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

初めて子供たちに出会った日、図工室で土を見せ

た。採取した直後の土と、天日に干した土の二種類

である。見せた途端に歓声があがり、「触ってもい

い？」と、目を輝かせながら触っていた。土を採取

してきてほしいと伝えると、嬉しそうに頷いた。 

前時の土篩いの授業では、誰とどこで採取して

きたのか、土の説明

をしてくれ、夢中で

土を篩っていた。土

を触ったり匂いを嗅

いだりして、一緒に

篩っている友達と関

わりながら、ビンに土をコレクションしていった。

コレクションすると、自然と子供たちの中で交流が

生まれ、色や質感の違いなどを話したり、じっと見

つめたりする姿が見られた。 

本時では、初めは土と水糊を調合する楽しさに夢

中になり、感じたことをつぶやいたり、友達と色を

比べたり伝えたりして活動していた。土の色や変化

する感触に浸り、思いのままに表していく中から、

「自分にとってのいい感じ」や、表したいことを見

つけ、教室内は活動に没頭する子供の姿に変わって

いった。また、それぞれの土の美しさをより味わっ

てもらうために、土

を混ぜないで絵の具

にすることを提案し

たことで、子供は別

の色の並べ方を考え

たり、重ね方を工夫

したりする姿が見ら

れた。 

■今後につなげたいこと 

本研究を通して、子供たちが、採取した自然の土

の色や感触を感じ取りながら、紙に何枚も表すこと

を楽しみ、表すことと見ることを繰り返し、自分の

表したいこと、自分なりの方法を「さがし、みつ

け、つくりだす」プロセスから、手や体全体を働か

せ、工夫して表し、見方や感じ方を広げていく力を

育てたいと考えた。そのために分科会では、土の種

類、のりの加減、紙の種類や裏表など、子供が自然

と試しながら表していけるように授業を構成した。

導入では、表し方の可能性を広げられるように、吟

味した言葉で見通しをもてるように題材を手渡し

た。私たちは図工の時間の中で、どのように授業を

構成し、どのように選択肢を増やせばよいか、子供

たちが表現の可能性を広げ、思いを十分発揮できる

ようにするためにはどのようにすればよいか、日々

研究し、追及していかなければいけないと感じた。 

絵に表す 
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分科会３ 「かかわる」ー９  公開授業 体育館 9：55～11：25 90 分 

旅する イス ～世界をひらく 私のイス～ 

≪キーワード≫ 美術館とのかかわりを深めて   [授業者] 大田区立高畑小学校  

教諭 玉田 深雪   

★小学校 ６年１組（３６人）            

■授業について 

今回の授業を通して大切にしたことの一つに、 

“美術館とのかかわり”がある。１０時間題材とい

う比較的長い授業だったため、ともすると美術館で

の鑑賞を忘れダンボールでイスをつくるだけの授業

になる懸念があった。そのため、ワークシートを使

用し、鑑賞したこととそこから発想したことをいつ

でも確認できるようにした。また、本時では東京都

庭園美術館で鑑賞したブラジル先住民の椅子の画像

を壁に飾ることで、美術館で鑑賞したことから制作

に至るまでが繋がっていることを、子供たちが意識

しやすいようにした。 

子供たちは自分の生活とのつながりを考えなが

ら、のびのびと椅子のデザインを考えた。自分の持

ち物を収納できるような機能をもたせた児童、日本

という国を意識して竹などの伝統色で色を塗った児

童…等、美術館に行って実際に椅子を鑑賞したこと

により、デザインに広がりが見られたようだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

 美術館で鑑賞をしている時、子供たちは展示され

ているものがどのような価値をもつ椅子なのかグル

ープで話し合ったり、上映されていた資料を見てブ

ラジル先住民の暮らしについて考えたりしていた。

目の前にある作品について様々に思いを巡らし、映

像から学んで理解を深めるその姿はまさに“夢中”

そのものであった。 

また、本時の授業ではダンボールに体全体でかか

わり試行錯誤しながらも、つくり途中の椅子に友達

と交代で座って強度を確かめたり、デザインについ

てアドバイスしあったりするシーンがあった。目の

前の材料と自分のイメージをつなぎ合わせたり、友

達と学びあったりして自分の作品に内面を写し出

し、子供たちはよりよい“今”をつくっていたのだ

ろう。 

 

■今後につなげたいこと 

今回の授業でつく

った作品を、会場校

である第三日野小学

校の展覧会で展示し

て学芸員の方にもご

覧いただくことで、

美術館と図工の授業

のつながりを強めていきたいと考えている。 

この授業を考えるにあたり、美術館とよりよく連

携していくために分科会のメンバーで事前に美術館

に伺い、学芸員の方と打ち合わせをした。早い時期

に伺ったことでどの展示を鑑賞するのか検討した

り、夏休みを活用するなどの長期的な計画を、見通

しをもって検討したりすることができた。美術館と

の連携については、協議会で様々なアドバイスも頂

いた。学芸員の方と見たい作品について具体的に相

談する、制作後の作品の展示方法について伺う、な

どを今後に生かして、より活発に地域の美術館と連

携していきたい。 

立体に表す 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会４ 小学校 協議会会場 音楽室 [つくりだす] 

おもいをひろげる分科会 

≪キーワード≫                  [提案者]  世田谷区立代沢小学校 

   材料用具・くりかえす試行・かかわり          主任教諭 上野 果菜子

                             [講 師]  東京学芸大学 准教授 

          西村 徳行 先生 

■協議会について 

 本分科会では、「身近な材料用具・教師がまずやってみる」、

「つくってつくりかえてどんどん試していける活動」、「教師の共

感的な見取り」、「友達と影響しあえる環境」の４本を柱にして、

低・中・高と授業を３本たてた。 

本研究を通して学んだことは、まず第一に子供の「おもいをひろ

げる」ために「おもいをもつ」即ち子供に思いをもたせるための教師

側のねらいが大事ということである。題材計画で的確な材料用具の検

討をしっかりと行い教師が子供の立場に立って実践すること、導入の

短い時間に凝縮された行為や話で何を子供に感じさせるか伝えるかと

いうことである。今回の授業で云えば、低学年では教師の説話の中に

どの要素をいれて子供に思いをもたせるか、その要素を検討すること

だった。中学年では板段ボールの厚みや段ボールカッターの選択を検討することである。また、高学

年の授業では短時間の中で言葉では示さなくとも行為としていかに効果的に子供に伝えるか十分に練

ることである。学んだことの第二は授業展開である。夢中になる子供の姿。それは自分の思いで動い

ていく姿であり、行きつ戻りつしながら思考し試行している姿である。題材が子供のものになってい

くためには、つくってつくりかえていくことが可能な活動であると

ともに、教師からの共感的な声かけや友人から影響を受けることが

できる環境などの要素が混じり合うことで夢中が生まれていく。上

記の柱を中心に授業のねらいに基づいて授業をつくり分科会提案と

した。 

 

■指導・講評 

低学年の授業 題材名が短く端的に今日の活動を語っていたこと、教師のお話の中に生き物を想像さ

せる言葉・質感・色などの糸口が含まれているのがよかった。またお話で「先生は困っているんで
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す」とすることで、正解があるわけではないことを示唆するよう

にしていることも、表現の多様性を引き出すことにつながった。 

ただ、不思議な感じを出すために「性格」のキーワードを入れる 

とさらに子供が生き物に気持ちを込めたり自分を投影できたりし

て想像が広がるのではないか。また、少し上の学年、２年生後半

から中学年くらいに適した題材なのではないか。確実に描けるよ

うにするスモールステップの授業展開だったが、どの活動にも通じるわけではない。表現すること全

部がどれもが本番と思えるようにさせていきたい。また最後の鑑賞では、1年生の実態から考えるとグ

ループの中で話をする方が子供達の活動量が高まったように思う。 

中学年の授業 材料の研究がよくされていた。段ボールの分厚さが重要になってくる。事前の材料研

究が今日の授業の中で一番重要だった。また子供達がこの活動を行う前に、木や紙等でいろいろな表

現活動を行ってきた。日頃から布石があったことが今日の活動につながり多様な表現がうまれた。分

身となるものが登場する題材では、分身がある時とない時でどう表現に違いがでるかという問題が起

こる。今日も途中からぶんぐくんの空間づくりから、段ボールの造形になっていくところもあった。

ぶんぐくんに視点を戻る声かけをしていく必要がある。 

高学年の授業 抑揚のついた緩急のある授業だった。特に導入はたったの 3分で適切な例示がなされ

ていた。その 3分間に教師の言葉動作で子供達にさせたいことが表れていた。3分の中で色の話、その

次の 2分間で線や形の話をしていた。ただ、この 2分の話は 3分の色の実演のほうに含めることもで

きたかもしれない。また、子供同士による言葉の交流があってもよかった。一度、言葉にしたものを

また振りかえることはよいことで、6年生で伸ばしていきたい力である。 

 図工の授業は造形大喜利だと感じている。笑点の師匠がお題を出す。⇒ 弟子たちから何が出てく

るかわくわくするやりとりが授業とも共通している。題材を子供達に提示することでどんな反応や活

動、作品がでてくるか教師はわくわくする。よい授業は「やらされている」ものではない。そして子

供に委ねるところや教師がおさえるところのメリハリが大切である。それは教師が設定するものであ

る。教師がまず思いを持ち広げていることで、子供も思いを持ち広げていけるのである。 

 

■分科会としての研究を終えて 

この研究を進めている間も大会が終わったあとも４本の柱を意識して自校でも実践している。そし

て目の前の子供達の反応から改めて実感することは、題材や授業に対して「大人がおもいをもつ・お

もいをひろげる」ことの大切さである。まず教師が題材や授業について十分に研究し（おもいをも

ち）子供に伝えていく・指導する（ひろげる）ということである。限られた手段・環

境・関わりの中からいかに子供の思いを広げさせることができるか。教師が創意工夫

していくことがその先の子供の表現活動をつくっていく。研究授業だけで終わらな

い、日々の実践の中に本分科会で積み上げた研究実践が息づいていると感じている。 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会４「おもいをひろげる」ー１０ 公開授業 １－３教室 10:05～11:25 80 分

だれもしらない ふしぎなどうぶつ 

≪キーワード≫  

身近な材料・用具で新たな見方を     [授業者] 品川区立戸越小学校  

                        主任教諭 青柳仁美   

★小学校 １年３組（３８人）            

■授業について 

分科会で話し合いを進める中で、身近な材料で、

特別な場の設定をせずに行えるものという観点から

授業を考えた。題材を設定する際、材料にかかわる

ことから広げていくのか、発想をもたせることから

始めるのか、様々なアプローチの方法があるが、今

回は子供が表現のもととなる思いをもち、そこから

発想を広げていけるような方法を考えた。 

子供に思いをもたせるために今回は冒頭で「お話」

をした。このお話も今回のような形になるまでにか

なり内容は変わった。知識や経験の少ない 1 年生で

もイメージのきっかけをつかめるように生き物とい

う具体的なテーマを設定したが、子供が選択する余

地を残したり、パスの描き心地を想像したりして言

葉を選んだ。 

また、友人との対話的な学びという点も大切にし

た。1 年生は話し合いながら深めることがまだ難し

い。小さい紙で自分

の思いを表現した

後に一度お互いの

作品を見合い、作品

を通して交流した

後に色画用紙に描

くようにした。 

 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

今回の授業では技法についての指導は行わず、色

を重ねるということのみ最初に指導した。技法に夢

中になってしまうと、お話から発想を広げるという

今回のねらいから外れてしまうと考えたためである。

描きながら自然に様々な表現方法に広がっていった

子供もいる一方、なかなか描き始められなかったり、

パスでぐるぐると描いているうちに形がなくなって

しまったり、という子供もいた。しかし、最後に書

いた「おはなしカー

ド」からどの子供も

自分のイメージをも

っている様子が見て

取れた。 

 

 

 

■今後につなげたいこと 

今回の授業を行う過程では少しずつ手立てを変え

ながら、いくつもの学級で事前授業を行った。ほん

の少しお話の言葉が変わったり、活動の順番が変わ

ったりするだけで、子供の発想は狭まったり広がっ

たりする。画用紙のサイズも、活動の内容や子供の

実態に合わせ吟味することが重要だ。特に授業のは

じまりで児童に提示する題材名の役割は大きく、そ

の一言で子供が今日の活動内容の大枠をつかみ、思

いをもつきっかけになるような題材名とすることが

理想である。 

また、子供たちがお互いの作品を見合うだけでは

なく、対話をしながら学びを深めていけるような場

をつくることを今後も心がけていきたい。教師の言

葉かけの内容やタイミングが少し違うだけで子供の

活動は大きく変わる。事前に予測して用意したこと

をそのまま行うのではなく、目の前にいる子供が行

おうとしていることに寄り添い、子供と一緒に描く

という思いで指導をすることが大切だと改めて感じ

ている。 

絵に表す  
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分科会４「おもいをひろげる」ー１１ 公開授業 ４―３教室 9:55～11:25 90 分 

ぶんぐくんのだんだんランド 

≪キーワード≫                   [授業者] 目黒区立不動小学校 

教諭 大場 鈴己   

★小学校 ４年３組（３２人）            

■授業について 

 身近な材料である段ボールを使い、活動の手立てとな

る切る・積む・立てる・組むなどの既習技能を生かし、

表し方を工夫して立体に表していく活動であった。中学

年児童の実態を踏まえ文房具を用いた「ぶんぐくん」を

造形の視点とした。ぶんぐくんがいることで造形や相互

鑑賞のきっかけが生まれるのではないかと考えた。児童

が段ボールを素材にして新たな表現を立ち上げていく姿

に対し、教師は共感的な声かけや支援を心掛けること

で、表現の思いを膨らませていくことができるようにし

た。 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

「今日はまず、一緒に

図工をする仲間をつくり

ます。」その言葉から導

入を始めた。実物投影機

を通してビニールタイを

ボンドに貼りつける様子

を見ながら、「手がつい

た！かわいいなあ。」「ボンドくんだ！」と子供たちは

歓声をあげた。自分の持っている文房具からひとつ選び

ぶんぐくんをつくる活動に入ると、子供たちは定規や鉛

筆削り、消しゴム、のりなど思い思いの文房具に手足や

表情をつけ命を吹き込んでいった。「虫みたいな感じだ

ね。」「座っている感じにしたね。」と声をかけると、

「そうそう！」とうなずく子供たちの様子から、ぶんぐ

くんへの思い入れが強いことを感じた。 

様子を見て５分ほど経ったところで子供たちを前に集

め、材料や道具を使った実演をしながら活動のめあてを

伝えた。「今日生まれたぶんぐくんのために、『ぶんぐ

くんが今まで見たことのないすてきな形』をつくろ

う。」という言葉を子供たちに投げかけた。段ボールカ

ッターを使い「音をよく聞いてね。」と声をかけ、段ボ

ールをザクザクと様々な形に切り分けた。切った段ボー

ル片を見せながら、「ここからどうやってすてきな形が

できそうかな？」と問いかけると、数名の子供が「積

む」「立たせる」「組み合わせる」など、造形経験から

思いついた行為をつぶやいた。それをもとに造形のポイ

ントをおさえた上で製作を始めた。 

子供たちはまず、立ち上がって正方形の段ボール板を

ザクザクと切り始めた。音や手ごたえを感じながら、

様々な形ができていった。５分ほど経ったところで切る

のを止めると、段ボール片とボンドを使いながら「すて

きな形」づくりを始めた。「ぶんぐくんの住み心地のい

い場所にするんだ。」「ここは座れる場所にしたい

な。」など、ぶんぐくんの視点をもとに、どんどん形が

組みあがっていった。途中、ある程度の形ができたとこ

ろで「みるみるタイム」として友達の作品を鑑賞する時

間を設けた。「あんなに高く組み上げてる！」「ここは

消しゴムだけが入れる世界。」「私ののりちゃんも乗っ

てもいい？」など、互いの工夫から刺激を受けた子供た

ちは、新たにつくり変えたり、視点を変えたりしながら

さらにつくっていった。活動の途中で全体鑑賞の時間を

設けることが、効果的であったと感じた。 

最後に全員を教室前方に集め、机の上に広がったそれ

ぞれの形と、その上でポーズを取るぶんぐくんを見なが

ら、活動を振り返った。「○○さんの作品は正面や横、

いろいろな方向から見て

面白かった。」「僕はウ

ォータースライダーのよ

うな形になるよう、カー

ブにこだわりました。」

など、自分や友達の造形

のよさを味わうことがで

きていた。 

 

■今後につなげたいこと 

子供たちが活動のイメージをつかめる題材名、めあ

て、導入を工夫する大切さを実感した。今後は造形の視

点をさらに広げられるような投げかけや、思いに合わせ

てつくってつくり変えていくことができる素材や手立て

を考えていきたい。 

立体に表す 

段ボール、造形の視点、新たな形 

既習技能を生かす 
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分科会４ 「おもいをひろげる」－１２ 公開授業 図工室 9:55～11:25 90 分 

色と形のぼうけん 

≪キーワード≫                [授業者] 世田谷立千歳台小学校  

 教師の「子供目線」でおもいをひろげる              教諭 佐藤 雅子   

★小学校 ６年３組（３６人）            

■授業について 

高学年の絵の活動を考える上で、大切にしてきた

ことは、①身近な材料を新鮮な目でとらえなおし、

どのようにアプローチしていくか。子供と材料との

開きあいを大切にする。②活動の流れ／構造が行き

つ戻りつつくりつくりかえ、自分でプロセスをつく

りだすような活動にする。③教師が場面ごとに子供

の活動のよさを見とり、価値付けし子供の思いを広

げていく。教師が子供の視点に立って、子供の思い

を大切にしていくことが、子供の夢中をつくりだせ

ると考えた。 

本時では、形や色の造形的な特徴を多視点でとら

え、新鮮に絵の具や粘土などの材料を出会うことか

ら始めた。導入では、教師の実演や教師との話し合

いによって、色と形の造形的な特徴に興味をもたせ

新たな表現へとつなげる手がかりにした。活動の始

めでは、形や色に対しての思いをもつきっかけとし

て、たくさんの材料や基底材の中から選べるように

した。活動の途中で何度もかきかえ変化させていい

ことを伝えることで、表現への安心感をもたせた。

活動の場面ごとに、教師が見とり、ねらいに合わせ

た言葉かけをして

いった。事前に想

定される活動から

言葉かけを考え、

子供の思いが広が

るようにしていっ

た。 

 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

   ～今をつくりだす図工の時間～とは 

 今回の授業では、「自分の気持ちや気分を形や

色で表すこと」をテーマに、導入で形や色がイメー

ジとつながっていることを教師の実演や話し合いで

伝えた。始めは、受け身で話を聞いていた子供たち

は教師が実演すると興味深そうに見てきた。例え

ば、勢いよく筆を動かす、かすれ、止め、手で描い

ていた。他にも、絵の具に粘土を混ぜる、粉絵の具

をふりかけるなど、教師の気分で描いてみせた。意

味不明「それでいいんだ」とつぶやきが聞こえてき

た。きっと気持ちを色と形で表すことが少し難しく

感じていたからだろう。 

 この導入によって、子供は身近な材料が新鮮に見

えたようだ。活動に入ると、子供たちは様々な材料

や用具をその時の気分や気持ちで選んで、それぞれ

の思いを表していった。 

 子供の夢中は、材料の面白さを自分なりにとら

え、「やってみたい」と思いが広がり始めた時、も

う一つは、形や色を重ねていく中で、今の自分と向

き合いながら、つくりだしている時であると、この

授業から考えることができた。 

 

■今後につなげたいこと 

 今回の授業をつくる

に至り事前授業を自校

や他校で行ってきた。

事前授業で見えたの

は、テーマである気持

ちや気分を表すことに

戸惑いを感じる子供が

多かったことである。

子供の活動には教師の

言葉や材料の提示、場

の設定が大きく影響し

ていた。どの内容も教師が子供にバランスよく伝え

ていくことで、子供は活動を理解し思いを広げてい

くことがわかった。 

 このような授業をつくるためには、教師が題材の

魅力を感じて自らも楽しむこと、子供の視点を大切

にしながら言葉の吟味、場の設定、材料の選定、提

示を行うことであると考える。 

絵に表す  
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分科会５ 小学校 協議会会場 第二体育館 [つくりだす] 

からだでかんじる分科会 

≪キーワード≫                  [提案者]  目黒区立駒場小学校 

子供の感性、夢中のループ、               主任教諭 小林麻里 

自分の世界の広がり            

                             [講 師]  元都図研 副会長 

         内野 務先生 

■協議会について 

〇分科会提案 

本分科会では、粘土の感触の気持ちよさに浸ったり、溶ける絵の具をじっ

と見つめている、というようなその行為をし続けることから離れられない

子供の姿を「からだでかんじる」と捉えた。低学年は大量の粘土、中学年

は波段ボールとクラフト紙、高学年はトロトロクリームを選択し、それぞ

れの学年でからだで感じる夢中と造形活動としての夢中がつながるように

すすめてきた。 

〇授業者自評 

低学年―粘土の硬さをコントロールするのが難しかった。本授業では固すぎるようにも感じたが、固さを生

かして活動するグループもありよかった。全ての児童に夢中の時間があった。 

中学年―造形への必然性につながるように、題材名を“かくれんぼハウス”にした。形を捉えてつくること

に集中する活動になった。また他のグループとの鑑賞活動も自然に行われていた。 

高学年―段ボールの変容から自分のいい感じを見つけたかったので、半立体の活動にした。本授業では多様

な造形が見られた。 

〇協議 

（低）2人より 3人の活動のほうがよいのではないか。→自分でつくる意識    

を持ってほしかったので２人にした。 

（中）なぜ例示しなかったのか。→例示よりも学び合いしてほしかった。 

（中）無駄な材料の使い方どうすればよい。→改善の余地もあるが、そこ

から児童が発想することもあった。 

■講師講評 

 図工において造形的な核は“ものとからだ”。夢中には〈感覚的な夢中〉と、〈夢中をどうつくり、続け

ていくのか〉というものがある。夢中の根源は面白さであり、楽しさであるが、それは押し付けるものでは

ない。図工は意欲的な子供が多いことに助けられているが、望ましい夢中に持っていく必要があり、これが

授業化するということである。からだでかんじる⇔つくりだすを繰り返す活動から子供の夢中を引き出すと

いうことだが、夢中はつくりだすものであって、夢中からは何も生まれない。行為がもの・感覚・思考に関

わり、トータルとしての“からだ”が造形を進めていく。からだでかんじるのは触感のためだけでなく、構

想力を引き出すものである。粘土であれば、探索アプローチとして、体が実感として量や可塑性を計り、構

築アプローチとして何ができる、どうつくる、何を使うかを見つけていく。この 2つのアプローチが相互に
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作用しながら、体でまとめるということがからだでかんじる造形ということ。からだで考え、動きながら考

えるのは図工ならではのアプローチであり、核だと思う。 

低学年―粘土の量に対して 2人での活動は適当。3人だと話し合いが出てくることもある。粘土だけ、自

分だけでなく、相手を感じることが必要。粘土の固さは重要だった。事

前準備大変だったと思う。中学年―最初は新聞紙だったが、空間がある

形には、クラフト紙と波段ボールが的確だった。特に波段ボールの使い

方がよかった。高学年―トロトロクリームの入った容器（お風呂）が丁

度よい大きさだった。からだでかんじる活動をレリーフに集約すること

ができた。指導には集約も必要。今回の授業は、題材・からだ・構築が

作用し“かんじる”だけでなかったのでよかった。 

■分科会としての研究を終えて 

本分科会では、「からだでかんじる」と「つくる」がつながり、それらが繰り返されることで子供の「夢

中」が始まるという考えをもとに事前授業を行い、検討を重ねてきた。子供が「からだでかんじる」の夢中

だけではなく、「つくる」の夢中に引き込まれていくための要素を「ねらい」に据えて、課題に向き合い改

善を進めてきた。 

第２学年では、土粘土との体全体を使った関わりを「からだでかんじる」ことで、自分自身のもっている

感覚に気付くことを「ねらい」として授業をつくっていった。事前の授業では、裸足で踏みつけたりしなが

ら大量の粘土と関わる活動の後でも、個別の粘土での作品づくりの経験をもとに、子供は粘土の塊から引き

ちぎった粘土で小さな作品をつくっていた。分科会では、そうした姿を、２年生の学び中で見られる自然な

流れの姿と捉え、それをもとに改善点を探った。２人で一つのものをつくること、また、体を用具として使

うため、２年生が自分の体だけで形を変えることができる粘土の硬さにした。そうしたことで、大量の粘土

の量感を捉えながら、体全体で粘土と親しんでいく題材となり、「からだでかんじる」と自然な活動の流れ

の中で「つくる」がつながっていった。 

第３学年では、子供が入りこむ空間を「からだでかんじる」ことで、つくりたいものを思い付き、材料・

用具の適度な抵抗感に挑戦しながらつくりだしていくことを「ねらい」とした。家という概念や、表面的な

装飾に固執することなく、空間の中と外の造形的な形の面白さを捉えてつくっていく題材であったが、活動

の始めでは、敷かれた紙に家の壁を立て、どのグループも似通った形がつくられていった。教師は、子供が

自分で見付けるまで見守る姿勢で関わり、子供の活動が発展していく時間を保証した。その時間が、思い通

りになったり、ならなかったりする自分でつくりだした形の変化を子供が感じ取る時間となった。友達との

関わることで活動の可能性を広げ、子供が自分の形をつくりだしていく主体的な活動が展開された。 

第５学年では、さわり心地を「からだでかんじる」ことから始まる活動の中で、これまでの経験から自分

で選択することと、主体的な活動から自分の世界を獲得していくことを「ねらい」とした。事前授業では、

子供がこれまでの経験から、柔らかくなった段ボールをどのようにつかって、自分が表したい平面や立体に

するのか決めていく題材であったが、柔らかい段ボールで立体表現することは難しく、思いを形にできなか

った。子供に表現方法をすべてゆだねるのではなく、子供に何を自分で選んで掴み取

ってほしいのか。また、そのために教師は何をきまりとして示していかなくてはなら

ないのかを考えていった。レリーフとしての抽象表現を追求していく題材にすること

で、高学年として構成の美しさに挑戦し、自分らしい表現の世界を見付けていく活動

となった。 

事前授業の中で、「からだでかんじる」ことを中心として考えるのではなく、子供

の自然な活動の姿や流れを見取ることで、どの授業にも共通する授業改善のポイント

がつかめていった。子供の夢中の姿は、学んでいる姿であり、挑んでいる姿であり、

自分自身を肯定的に捉えている姿でもあった。 
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分科会５「からだでかんじる」ー１３ 公開授業 第二体育館 10:05～11:25 80 分 

ふたりで ど～んと ねんど 

≪キーワード≫ 全身の感覚を使って         [授業者] 港区立麻布小学校  

教諭 井野 早穂里  

★小学校 ２年１組（３５人）            

■授業について 

本題材は、からだ全体を使って土粘土に親しみな

がら、２人組で表したいことを思いつき立体に表す

活動である。 

場の設定として、ブルーシートの上に間隔をおい

て９０㎝の白いサークルを配置し、２人でつくる活

動の起点とした。 

導入では、「２人組での活動であること。」「道

具を使わない代わりに、みんなの手や足が道具だと

思って出来ることを試してみよう。」という２点を

強調して伝えた。からだ全体を使って十分に活動し

た後、次のめあて「２人で１つのものをつくろう」

を示した。その際、粘土のかたまり全てを使って、

２人にしか出来ないものをつくろうと声掛けをし

た。 

鑑賞の際は、もう一度二つのめあてを振り返り、

後で気が付いたことを発表してもらうことを伝え

た。 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

前半の活動で子供たちは、未知の量と重さの粘土

に出会い、からだ全体を使って関わりながら、土粘

土の感触や形の変化を夢中になって楽しむ姿が見ら

れた。十分な時間を設けたことで、叩く、踏むだけ

ではなく、持ち上げる、伸ばしたものをひっくり返

す、丸める、立てるな

ど、大量の粘土と関わる

行為にさまざまな展開が

見られた。 

後半の活動では、「粘

土のかたまり全てを使っ

てつくろう」と伝えたこ

とで、事前授業の時より

も、児童の思考が引き出

され、表現に広がりや多

様性が見られた。 

 

 

鑑賞では、それぞれの表現のよさを共感的に受け

止め、表現の面白さや楽しさを感じ、見入っている 

様子であった。その後の発表では、「粘土は時間が

経つと硬くなった。」「何度もつくり直し、形が変

化していくことが面白かった。」などの感想があっ

た。 

本題材では、児童が夢中のループを繰り返す中

で、新たな発想や想像が広がっていく様子、対話だ

けに偏らず、からだ全体を使って試行錯誤する姿が

多く見られた。また、児童は、２人でアイデアを出

し合い、つくりつくり変え、新しい形や世界を生み

出すことを楽しんでいた。  

このような主体的な創造活動が、今をつくりだす

図工の時間であり、その

中では、児童の思考力・

判断力・表現力と技能が

相互に高められ、深い学

びに繋がり、今を生きる

力にも繋がっていくので

はないかと考える。 

 

■今後につなげたいこと 

本題材の改善点として、二つのめあてのある２段

階の内容にしたことで、活動が途切れてしまい、児

童の自然な流れの中で広がってゆく発想を一旦止め

てしまう結果になった。その後、スムーズに活動に

戻れるチームもあったが、これまでの良い流れが消

えてしまうチームもあった。このことから、めあて

や声掛けを更に厳選し、的確な言葉で伝えること

で、より自然な流れの中で、つくりつくりかえる姿

が見られたのではないかと考えた。 

児童の力を引き出す出すためには、素材の面白さ

だけでなく、自然な流れの中で、望ましい夢中の姿

にもっていく仕掛けが重要である。今後の授業に生

かしたい。 

 

立体に表す  
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分科会５「からだでかんじる」ー１４ 公開授業 第二体育館 9:55～11:25 90 分 

かくれんぼハウス 

≪キーワード≫ 空間を感じる、つくりだす、入る    [授業者] 渋谷区立上原小学校 

教諭 青木 裕幸   

★小学校 ３年２組（３５人）            

■授業について 

本題材は、かくれんぼができるくらいの大きさの

空間を感じながらつくるというものであり、つくる

ための素材は、クラフト紙、波段ボールである。 

題材名に「かくれんぼ」という言葉を入れたのに

は、子どもたちが日頃、かくれんぼをして遊んでい

ることがあり、遊びに使う空間をつくるほうが楽し

く造形活動に取り組めると考えたからである。 

導入では、「かくれんぼハウス」というものがど

のようなものなのか、イメージを広げさせるため、

ハウス＝家ではあるが、２～３人が入ってかくれる

ことができるくらいの大きさのものであれば、その

造形は自由であり、かまくら、洞窟、鳥の巣、ヤド

カリ、カタツムリなどのような形もあると伝えた。

また、素材については、その造形の可能性について

実際にやって見せた。折る、破る、くしゃくしゃに

する、ねじる、穴をあけるなどである。 

造形活動は、１グループ２～３人になり、それぞ

れのつくるスペースとして、1.2m×1.5m のクラフ

ト紙の上につくっていく展開とした。 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

造形活動がはじまると、波段ボールを丸めて柱状

の材料にして立てようとしたり、折り曲げて壁にし

ようとしたりしていた。しばらく素材にかかわり、

クラフトテープでくっつけてなんとか形をキープし

ようと試す時間になっていた。試しながら、つくり

たい形のイメージが立ち上がり、そこに向かってす

すめていくグループもあれ

ば、イメージどおりにいか

ず停滞気味のグループもあ

った。様子を見ながら、停

滞している場合は、そのと

きの造形に応じて別の可能

性を提案し造形活動を促す

ようにした。 

つくりながら何かを発見すると、そこからは夢中

になってつくる活動になっていった。グループ内で

話し合ったり、ほかのグループの造形活動過程を見

たりして、取り組むことができていた。お隣さんの

影響は結構あり、よい工夫はお互い取り入れてい

た。穴をあけてプラネタリウムのようにしたり、丸

い筒状のものをハウスから出して望遠鏡にしたり、

あるいはハウスの中に２部屋つくったり、クラフト

テープをロープ的に使いハウスを外側から引っ張り

安定させたり、トンネル型の入口をつけたりなどさ

まざまな造形的工夫が見られた。時間が来たので、

「もういいかい？」と声をかけるも、「まーだだ

よ！」と、まだまだつくりたい様子であった。それ

でも最後には、「もーいいよー！」となり、振り返

ると全員が自分たちのハウスに入り、静まりかえっ

た。夢中になってつくったハウスの間を歩く、なん

ともうれしい瞬間であった。その後、お互いのハウ

スを見たり、入ったりし、内側、外側の造形を感じ

る時間にした。 

～今をつくりだす図工の時間～とは、自分、ある

いは自分たちでつ

くることであり、

ものづくりを通し

て自分を今、活動

の中でつくってい

るということであ

ると考える。 

 

■今後につなげたいこと 

今回つくった形は、ものとしてはもうないが、記

憶にはある。そして、ここで培った力は、人生にお

けるさまざまな課題について多角的視点で物事を考

え解決していける汎用的な力であり、今日を、そし

て未来を生きる力につなげていきたい。 

立体に表す  
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分科会５「からだでかんじる」ー１５ 公開授業 理科室 9:55～11：25 90 分 

トロトロ カッチン わたしのかたち 

≪キーワード≫ さわりごこち、夢中のループ    [授業者] 世田谷区立烏山北小学校 

          トロトロ、ねちゃねちゃ            主任教諭 菅 千尋 

★小学校 ５年２組（３６人）            

■授業について 

本題材は、トロトロクリームに段ボールを浸すこ

とで、変化していく段ボールの触り心地からイメー

ジを広げ、半立体に表す活動である。教師の投げか

けが子供たちの活動に大きな影響を与えるため、大

会ぎりぎりまで何度も検証授業を行い、より子供た

ちにつけさせたい力や、活動が明確になるよう授業

の流れを考え、以下のような手立てをとった。 

〇素材の変容を味わうために適切な環境を用意す

る。土台は半立体の形が映えるよう、白のスチレン

ボード(30 ㎝×45 ㎝)を用意した。また、2人で１つ

のバットを使うにあたって 2人同時に活動出来るよ

う、段ボールを A5 サイズにした。 

〇トロトロクリームに浸すことによっておきる素材

の変容と、自分が「いいなあ」と思う形探しの時間

を確保する。 

 素材に触れたことで気付いたことを大切にし、そ

こからイメージをもってほしいと考えた。活動開始

10 分は、自分の「いいな」を見付ける時間をとるこ

とにした。 

〇試して、足したり引いたりをして、自分で完成を

決めることを明確に伝える。 

 高学年らしく、形をつくるだけでなく、構成の美

しさも意識させたいと考えた。途中鑑賞の際に、つ

くり足すだけではなく、バランスを見て引くことも

大切であることを伝えた。また、半立体のレリーフ

になるよう子供たちにわかりやすく、でこぼこの絵

と伝え、固まった作品を見せたのもねらいを明確に

する為の導入であった。 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

～今をつくりだす図工の時間～とは 

トロトロクリームに段ボールを浸し、自分の手で

そっと触れていく。子供たちは次第に変化していく

段ボールの様子に驚き、ワクワクした表情で活動に

のめり込んでいった。 

「気持ちいい！」「段ボールって柔らかくなる

と、こんなに形が変わるんだ！」「同じダンボール

という素材を使っている

のに、それぞれできる形

がちがうんだね。」授業

を始めると、たくさんの

発見に感動するつぶやき

が聞こえ、次第にいい形

を見付け、組み合わせて

構成していく様子が見られた。 

また、交流や、鑑賞が自然に生まれる授業であっ

た。こちらが声をかけても気付かない程夢中になっ

てつくり込んでいく子がいた一方で、なんかちがう

…と途中であっても、一からつくり直す子もいた。

そのような時、他の子はどうやって形をつくってい

るんだろう？と、友達の作品を見に行って参考にし

たり、形ができた子からは｢こうしたらできるよ。｣

と自発的に交流したり、学び合ったりする姿が見ら

れた。 

 トロトロをきっかけに自分の表わしたいことを見

付け、自ら活動のゴールを決めるのは難しい事であ

るが、限られた素材・条件の中だからこそ、自分に

とっての「いいな」を見付けやすく子供の夢中をつ

くりだすことができたのではないだろうか。授業終

盤、子供たちの活動がぐんぐん深まっていく姿を実

感することができたことは、成果である。 

■今後につなげたいこと 

自分自身のからだの感覚を通して、自分と対話し

ていた子供たち。わたしたち大人は、夢中になるき

っかけを提示したにすぎない。授業中、自ら夢中を

見付け、夢中をつくりだす子供たちの姿が、確かに

そこにはあったのだ。自分にとっての｢いいな｣｢好き

だな｣の経験の積み重ねが、未来の自分をつくり出す

ことにつながっていくのではないだろうか。 

 これからも、自分の世界を夢中になってつくって

欲しい。そのために、子供たちへ夢中の種をまいて

いける、そんな教師でありたい。 

絵や立体に表す 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会７ 小学校 協議会会場 ＰＣルーム 

都図研研究局 分科会 

≪キーワード≫ 主体性、実感、個性、学び合い  

 [提案者] 武蔵野市立本宿小学校 主任教諭         栗本 圭 

[講 師] 東京造形大学 教授           石賀 直之先生 

前多摩地区図画工作教育研究会 会長    菅沼 晶子先生 

 

■協議会について 

Ｑ 3 年生に題材名で、子供たちにとっての「ここ」というのはどういうところをねらっているのか？ 

Ａ 「開けたら何が出てくるだろう」という題材名だったら扉を「開けること」が主になってしまうが「こ 

こ」という言葉を付けることによって、自分が選んだ場所を開ける意味も含まれる。扉を開けるだけで 

なく、場所と関連付けたり場所に働きかけたり、活動が広がると考えた。 

Ｑ 「感覚的な理解」というのは本時の授業ではどんな理解をしたことなのか？ 

Ａ 3 年生の授業で言うと扉を「つながる」「あける」という子供がついやりたくなる行為、遊びの感覚の  

中で扉を開いた世界への想像を膨らませていくことが感覚的な理解だったと考える。 

  4 年生の場合は木に釘を打ったりつなげたり工夫して組んでいくと形や空間ができて、楽しく感じると 

ころに感覚的な理解があった。 

Ｑ 「主体的に表現できる環境」というものをどのように捉えているか？ 

Ａ まずは子供の造形的な対象や事象への欲求がどんなところにあるのかを知ること、その子供の欲求を自 

然に表現に結び付けることができるような材料・場の設定をし、授業に生かしていくことが「主体的に   

表現できる環境」だと考えた。 

■講師講評（菅沼 晶子先生） 

 3 年生の授業について、子供たちがとてもお行儀よく、 

子供本来のエネルギーを出させてあげられていたのかと感じた。 

本時で一番やりたかったのは「扉を開ける」ことではなく、 

「そこに貼る」ことでもなく、「開けたときに広がる世界」 

を表してもらいたかったのではないか。指導案には子供に発表 

させ、子供の思いを掘り起こすと書いてあるが、導入の説明がシステマティックで子供たちが自分の目標を

もてたのかなと感じた。導入では子供たちが表したいことを思い付くことが大事なのではないか。扉を開い

て広がる世界が「キャー」とびっくりするだけでなく、開けたときに「素敵ね」「わーきれい」「楽しい世

界ね」と様々な思いが感じられることが感覚的な理解ということ。感性を育てるということ。私たちの教科

は子供たちの感性を揺さぶり感性を育てていく教科である。子供が生まれたばかりの時期は感覚や感性が鋭

いが成長して、だんだんと知性が育まれる。中学生位になると知性の方が大きくなる。造形遊びは小学校段

階の成長の過程で感覚的な理解と知的な理解をつなぎながら進んでいく。本授業では感性の部分を育みたい

のではないか。導入で「開けたときに広がる世界はどんな世界なんだろう」と子供が想像を広げるところま

で掘り下げていってあげることが重要だった。成果と課題からそこを検証していってほしい。子供たちがイ

メージをしっかり持って、そのイメージを広げ、自分の表したい主題を見付けて迫れるように育てていくの

が私たちの教科だと考えている。 

 4 年生の授業「うって つないで…」では四角くて長い小割や垂木が材料だったので、小屋をつくりたく

なる。しかし、子供たちは釘を使って時間内につくりたいものを実現することができなかった。終わらなか

ったということは題材としてうまくいっていないということ。「これをつくりたい」と決めるのは子供であ

る。子供が自分でそれを見つけられないような授業や、見つけられても子供が最後まで思いを実現できない

授業では主体的な子供は育たない。また、子供が自分で決定する場面がたくさんないと創造性は育たない。 

 今は創造性が重要視される時代で、その基になるものは感性。感性が培われて創造性が生まれる。形や色

を使って感性を働かせ表現する喜びや豊かさを子供たちに味わわせたい。今日の授業は子供たちがこうした
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いと思う選択肢がそんなに多くなかった。せっかく子供を目の前にして研究しているのだから、研究局が研

究している「感覚的な理解」とはどういうことなのか、授業の中の子供たちの姿で見せてほしい。 

 図画工作の教科は感性を育てる。子供たち一人一人のイメージを大切にしながら、子供たちが何をやりた

いのかを大事にしてほしい。 

（石賀 直之先生） 

3 年生の授業では、扉を開けたときの世界がどうであったのかというのを場所と関連させて考えることを

ねらっているのかと思ったけれど、子供たちにとっての興味が多岐にわたっていた。「好きな恐竜を描く」

「開けるときの仕掛け」「開けたときのオチ」「変わった場所に貼る」などにこだわっていた。扉を開ける

とびっくりということから、自分にとってのお楽しみを見付けていた。感性を育むために開けたときの豊か

な世界が広がるには、どういう風に考えたらいいのか、どういう導入にすれば良いのかを考えてほしい。 

4 年生の授業で、「創造性」というのは子供の中にあるだけではなく、材料にもある。それをどういうふ

うに、何を見つけるのかが個性だったりする。だから、材料を選ばないといけないし、考えないといけな

い。 

【授業のマネージメント】 

小割という材料からのメッセージは、「家を建ててくれ」だ。屋外の場と小割という材料、気持ちがいい

うえに、家を建てたいと思うだろう。授業のマネージメントとは、主体的に表現できる環境をつくりだすた

めに、時間を含めてどういうふうに授業をコントロールするか、考えていくかである。全体を考えられる

人。指導するというよりもマネージメントするという方が図画工作の学習にあっていて、もっとシビアに考

えないといけない。図工の授業で子供がもっとやりたいという状況で終わったということは、子供にとって

は不満ということ。今回の授業はそう言った意味で不満の状況を与えてしまったと考えることができる。マ

ネージメントの問題ということの目を持たないといけない。 

授業者は時間的・空間的な感覚など相対で自分の感覚を全部使って子供の表現を捉えていきながら、子供

を見ていかなければならない。好きなものを描くという子供の自然な欲求や自然な表現を捉え、私たちは子

供のことを学んでいきながら今の学習で目指している資質・能力を育成することが求められる。これは、す

ごく大変なことである。しかし、これらの本質的な考えや悩みは図工で子供たちに指導する本質的な悩みで

ある。この関門をくぐり抜ければ、子供の表現と学ばせたいことが明確になる。子供の自然なあり方と自分

たちが図画工作をマネージメントすることを両立して、日々の授業を展開してほしい。 

そこで重要なのが先生の感覚のセンサー・感情のセンサーである。何をもって自分が子供の表現を見てそ

れに対してどう思ったのか、楽しいと思ったのか。学習指導要領の問題、日頃の授業、校内事情、時間の問

題、色んな人の目、評価、管理職の方の考え、いろいろなものがあるけれど、そういうものを含みこんだ上

で、自分が子供の表現を見たときにどういう感情をもつかで随分助けられることが多いのではないか。自分

自身の感じ方、感情のセンサーを大事にして、日頃の授業での子供たちに絶対に重要なことである。 

今の子供たちは 20 年前の考えには反応しない。教師は自分で学んでいく、うまく合致すればすばらしい

図工の授業になる。うまく自分の感覚で捉えていかないと成立しなくなる。大変だけど、変わりましょう。

もっと深く考えて、社会や世の中との中で私たちも感じていかないといけない。 

■分科会としての研究を終えて 

今年度は「色々な子供が生きる時間」のテーマのもと、子供たち一人一

人が材料や行為から感じたことを表現に生かすことを目指した。 

子供は表現活動を行う時、感じること（input）と行為（output）を両

輪にして、イメージが広がっていく、または、イメージしたことをどのよ

うに表すのか試行錯誤する中で感じることや行為を繰り返す。感じること

と行為を相互に繰り返すこのようなやり取りを、子供が「感性を働かせて

いる」状態だと考える。そうして感じたことは蓄積され、実感となり、感

覚的な理解を促し、また新たな行為を誘発する。 

研究局では➀子供の造形的な対象や事象への興味・関心を探ること➁ものの特徴を考え題材に生かしてい

くこと➂子供が感じたこと・行為から生み出したイメージを大切にして授業を行うこと、等を考えながら今

年度の研究を進めてきた。そして、子供一人一人がその子だけの表現を生み出すことを目指して研究を行っ

た。城南大会の各授業の成果と課題から、さらに子供が主体的に表現する授業を考えていきたい。 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会７「都図研研究局」ー１8 公開授業 ３－３教室 9:55～11：25 90 分 

ここをあけると・・・！？ 

≪キーワード≫実感 変化 つながり     [授業者] 新宿区立市谷小学校      

                             教諭 菅野光洋   

★小学校 ３年３組（３６人）            

■授業について 

本授業では、都図研研究局がテーマの柱として掲

げている｢実感｣に迫るために、子供たちと場所との

「変化」と「つながり」に焦点を当てた。子供たち

が造形的な新しい見方で身近な世界に働きかけるこ

とで、いつも見慣れている世界に変化が起こり、そ

の変化を実感することによって新しい意味や価値を

見つけることができる授業を追究した。本題材では

ドアや窓などを場所に働きかける発想のきっかけと

して授業を行った。教室や廊下から壁や机、ロッカ

ーなどの場所を選び、そこに画用紙でつくったドア

や窓などを貼り付けて、開けた向こう側の世界を想

像してクレヨン等を使って表していく。ドアや窓な

どは自分たちがいる世界と想像の世界をつなげるも

ので、開けると空間・場面が変化する。「開けたら

…」というワクワク・ドキドキする行為を取り入れ

ることで、子供たちが「描きたい」「つくりたい」

「場所を変えたい」と興味・関心をもって意欲的に

取り組むと考えた。 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

 ～今をつくりだす図工の時間～とは     

「ここを開けると…⁉」子供たちは開けたら「⁉」に

なるように色々なことを想像していた。開けたら好

きなものがある、面白いものが見える、ビックリさ

せたい、楽しんでもらいたい、感心してもらいたい

など、開けた先がどう

なっていたら「⁉」に

なるかを考えながら活

動していた。最初は想

像したことだけの児童

も見られたが、できた

ものを場所に貼ったり

していく中で「この場

所だったら…」「これ

はここがいいんじゃな

いかな」「えっ、こん

なアイディアもあるの

か」「私ね、こんなのつくったの」など自然と場所

や友達の活動に目が行き、活動が広がっていった。

児童が開けるという行為や場所を感じ、表していく

ことで場所や周囲のリアクションが変化したりする

ことを楽しみ積極的に場所や友達とつながっていこ

うとしていた。開けた先の楽しみを自分なりに想像

し追求し、その結果として場所に対する見方が変化

したり、友達とのつながりができることに没入する

姿を見ていると、その一瞬一瞬に自分なりの今をつ

くりあげていっているのだと感じた。 

 

 

■今後につなげたいこと 

楽しい活動の中で、子供たちは実感を深めながら

自らの想いを表現することができた。 

しかし、子供たちの感性を揺さぶりエネルギーを

引き出していくためには、さらなる導入の(言葉の)

工夫が必要であった。 

例えば、子供とのやり取りから具体的なイメージ

を引き出して共有したり、そのイメージをもとに自

分と向き合いながら思いを巡らせたりする時間を確

保するなどである。 

今後は、授業全体をマネジメントして、子供たち

が実感を繰り返し、資質・能力を高めていける状況

をつくりだしていこうと考えている。 

絵に表す 
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分科会７「都図研研究局」ー１９ 公開授業 校庭 9:55～11:25 90 分 

うって つないで 

≪キーワード≫打つ 実感 試行錯誤     [授業者] 江東区立北砂小学校      

                             主任教諭 春原瑠子   

★小学校 ４年１組（３２人）            

■授業について 

今年度、都図研研究局で研究テーマの柱として掲

げている「実感」に迫るために、４年生分科会では

広々とした校庭に小割りを多く用意し体全体で木と

かかわりながら釘でつないでいく造形遊びを行っ

た。 

この題材では、子供たちが実感を得られる場面を

以下のように設定した。 

① 材料 

木の質感や匂い、重さや釘を打つ際の手応え 

② 材料の手渡し方 

１m以上の長さの小割りを山のように積んで

おくことによる、子供たちの期待感の高まり

や自分で選ぶ楽しさ 

③ 場所 

校庭という見通しの良い空間で表現すること

による、他グループの表現からの刺激と、ダ

イナミックな活動の保証 

④ 行為（釘打ち） 

長い木を釘でつなぐことの困難さと、大きな

形が組み上がる達成感 

⑤ 思い描いた形に向けた試行錯誤 

膨らませたイメージに基づく材料の選定や、

つなぎ方の選択 

⑥ 表すものの大きさ 

友達とかかわりながらつなげることによる発

想や表現方法の広がり 

 

■授業から見えた、子供の夢中から生まれる 

 ～今をつくりだす図工の時間～とは     

木を見た瞬間からつくりたいものが浮かんでいた

子、打ってつないでいく過程でやりたいことが見つ

かった子など、子供たち

は夢中になって自分の表

したいことに向かって活

動していた。そして、木

を釘でつないでいく中で

友達とイメージを共有し 

 

たり、お互いの作品を合体させたりする姿も見ら

れ、自然と友達とかかわりながら取り組んでいた。

しかし、いざ長い木をつないでいこうとすると難し

く、なかなか思うような形にできない場面もあっ

た。子供たちが釘を打ちやすくするための補助的な

道具や、釘以外の固定具があると、より思い通りの

表現になった可能性もあったのではないか。 

子供たちはたくさんの木材を前に｢家をつくり 

たい！｣｢ベンチをつくりたい！｣｢線路みたいにつな

げたい！｣など、どんなことができそうか思い思い

に考えていた。そして、自分の｢こうしたい！｣に向

かって、夢中で釘を打ちながら木と木をつないでい

った。また、｢あっちのグループとつなげたら面白

そう！｣など友達とかかわり合い想像力を膨らませ

ながら活動していた。このように、試行錯誤しなが

ら材料の特徴を感じたり、友達とかかわりながらイ

メージを膨らませたりすることで、自分の表したい

ことに向き合い表して

いく姿を見ることがで

きた。そしてその姿が

｢今をつくりだす図工

の時間｣なのだととら

えた。 

 

■今後につなげたいこと 

 ｢創造性は子供の中にあるだけではなく、材料に

もある。｣と、講師の石賀先生よりお話をいただい

た。題材を設定する上で、子供が材料や場からどん

なメッセージを受け取るのかをもっと考えていかな

ければならないと感じた。また、子供たちが｢これ

をつくりたい｣と決め、そのためにはどんな材料や

用具を使えばいいのかを自分で選び決定できるよう

になるために、低学年の時から様々な材料に触れさ

せ、特徴を感じ取ることができるようにしていきた

い。自分で考え、自分で決め、主体的に活動する図

工の時間を目指していきたい。 

造形遊びをする 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 「みつめる」 事例発表 

「『こうしたい！』～図工のこたえは子供の中にある～」 

東京都図画工作研究会城北大会(足立区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、都図研研究局) 

[発表者] 東京都足立区立竹の塚小学校 清水 一成 

[助言者] 東京都北区西浮間小学校   高橋 孝子 

１ 提案者から 

都図研城北大会では研究テーマを「『こうした

い！』～図工のこたえは子供の中にある～」とし、

子供の「こうしたい！」という姿に着目し、子供に

寄り添いながら図工について研究を深めてきた。

日々の図工や新指導要領を踏まえ研究について話し

合う中で、新指導要領で大切にしている点は私たち

がこれまでの図工の活動において見たいと希求し、

そして見てきた子供の姿と重なるのでないかと考え

た。新指導要領が告示された今こそ、これまで私た

ちが実践し研究してきた中でみてきたもの、大切に

してきたものについて改めて考え、「こうした

い！」という子供の姿について考えていくことが必

要なのではないかと考えた。 

城北大会当日の授業では、子供たちの「こうした

い！」を引き出すため、紙や木、泡、筒、光などの

材料と豊かに関わることができる場を設定し、それ

ぞれ実践を行った。子供たちは材料と体全体で関

わったり、テーマや発問、場などから「こうした

い！」という思いをもち、それぞれに発想し、笑顔

で表現していたりしていた。材料の感じの違いや思

い付いたことに合わせて、材料と用具を組み合わせ

る等して楽しんでいる姿や、新しい活動を見付ける

姿が見られた。子供たちが、自分でいろいろなこと

を試したり、友達と関わったりしながら、活動が変

化していったり、思いが深まっていったりした。そ

して、自分が試したことや友達の活動のよさや面白

さを伝え合って、共有する姿も見られた。また、授

業者をはじめ、授業に携わる局員も笑顔で子供たち

に寄り添い、子供の「こうしたい！」を引き出す姿

が見られた。これまでの研究や当日の授業を通して

子供は様々な事象と自ら直接関わり、感じとる中で

自他の表現のよさや思いに触れながら自分をつくっ

ていく姿を感じ取ることができたり、自分をつくる

上で他者や周りの存在が不可欠であり、子供が自分

らしさに気づいたり、自分らしさをなくさずにいる

ためにも、教師の役割として、子供のすべてを受け

止め、そしてそのよさ（価値）を返してあげること

が大切であると改めて感じたることができた。 

城北大会では、図工の活動の中の子供の「こうし

たい！」という主体的な思いから研究を進めてき

た。子供たちの思いを聞いたり、授業研究を通して

子供の「こうしたい！」を引き出すための手立てを

考えたりしていく中で、また題材を一貫して研究し

ていくなどすることで材料や場、発問等について考

えを深めることができたことによって改めて、造形

的な要素から材料の種類や量、場の設定や発問を考

えていくことが大切であり、子供の「こうした

い！」を見取り育てていく私たち教師の見取る力が

大切であることがわかった。そして研究を通して私

たち自身も培うことができたのではないかと考え

る。そしてこれからも、本大会の実践を今自分の目

の前の子供たちと活動するにはどのような材料、

場、発問が適切なのか考え実践するなど、実際の子

供の姿や実践から、これから

の図画工作科の授業につい

て考えていくことが大切で

あり、これからの個々の授

業実践に生かしていきた

い。 

 

２ 助言者からの講評 

助言者の高橋先生からは共に城北大会で研究を進

めてくださった中で、研究テーマにある「こうした

い！」が生まれた経緯として子供が「こうした

い！」と言える授業をしたい、日々授業をしていく

中で子供の本質がよりしっかり出る授業をして行き

たいという思いがあるというお話をしてくださっ

た。また、昔は土や枝など材料や道具がいつも家庭

や地域にあり、図工の土壌がある環境の中で図工を

行ってきた時代から、現在は図工の土壌を掘り返し

て土づくりの部分から行なっている、そのような中

でも楽しい図工を行なっていき、図工の土壌をつく

ることがこれからの AI社会の中で生きる子供たち

を支えるのではないかとお話をいただいた。そし

て、研究を通して互いに豊かになり、図工から発信

し子供の本質を作っていくことが大切だというお話

もいただいた。 
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分科会３ 「かかわる」 事例発表 

発見！！３の１カラフルワールド☆ 

静岡県磐田市立富士見小学校 ／ 第５学年 ／ １３：３０～１４:３０（６０分） 

[発表者] 静岡県磐田市立富士見小学校     教諭 新木 友 

[助言者] 静岡県磐田市立豊岡南小学校  校長 鈴木 秀幸 

１ 提案者から 

本題材は、絵の具でのモダンテクニックの表現方

法を用いて、偶然できた点や線の色や形などから、

感性や想像力を働かせ、作品のテーマ「○○の世

界」を工夫して表現していく。今回取り上げる技法

である「ドリッピング」、「吹き流し」、「スパッ

タリング」、「デカルコマニー」、「スタンピン

グ」は、新しく学ぶ技法であり、子供は興味・関心

をもって生き生きと造形活動に取り組むことができ

ると考えた。 

第１時から第４時では、絵の具での新しい表現技

法を学び、偶然できた点や線の色や形から想像を広

げ、具体物を個人で工夫して描いていく。偶然でき

た点や線の色や形が、何に見えるかを話し合い、全

体で共有しながら想像を膨らませて具体物を描いて

いく。初めて扱う技法が多いため、丁寧に順序を

追って説明を行うようにするとともに、表現の面白

さを十分に味わわせたいと考えた。 

第５・６時では、モダンテクニックの表現方法を

用いて、偶然できた点や線の色や形からイメージを

広げ、〇〇の世界の様子を友達と話し合いながら３

ｍのロール画用紙に４人グループで工夫して描いて

いく。 

第７・８時では、作品から想像した物語や自分や

友達が頑張ったところや工夫したところを発表す

る。また、自分に見立てたペープサートを使って、

作品の中を操作させながら鑑賞をし、作品の面白さ

や工夫している所を見付ける。最後に、ブラックラ

イトで作品を照らして鑑賞を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 助言者からの講評 

子供達一人一人が感じたことや考えたことを大切

にし、素材や多様な表現方法との関わりを重視した

展開の工夫と指導によって、思いにあふれた豊かな

表現ができた。 

グループで「○○の世界」を表現する活動の導入

では、教師の自作の冒険のお話を読むことで活動へ

の興味・関心を高めることにつながった。また、友

達と一緒に表現することで、子供達同士の関わりや

協調性が生まれた。そして、新しいものの見方や表

し方を知り、つくり出す喜びや達成感を味わうこと

ができた。 

磐田市立富士見小学校では、全ての教科・領域に

おいて「対話」をキーワードに、「信頼を築く対

話」「学びを深める対話」を大切にしている。その

ため、図画工作科でも、自己・対象・他者との対話

によって、子供同士、子供と教職員、家庭を繋げ、

自分の思いを見つめ直すことや心の成長につながっ

ている。 

また、自分の感じたことを十分に言語化できない

子供もペープサートを操作させながら作品の中で楽

しく遊ぶ中で、作品の楽しさや面白さを味わうこと

ができ、作者の表したいことにより近付くことがで

きたと考える。 

そして、作品から物語を想像して作り、発表会を

開くことで、作品のイメージをより明確にしたり、

作品の世界に入り込んだりすることができた。これ

は、国語科のお話作りの単元とも関連付けることが

できた。 

 

 

Ａ表現(２)ア、イ、ウ Ｂ鑑賞(１)ア、イ 

「○○の世界」を表現して

いる子供たち 
題名「海？りく？動物島」
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 「みつめる」 事例発表 

２つの世界をのぞいて… ～立ち上がった絵の世界～ 

山梨県 甲州市立塩山南小学校 ／ 第３学年 ／ １３:３０～１４:００（３０分） 

[発表者] 甲州市立塩山南小学校  教諭 市川 安紀 

[助言者] 甲州市立玉宮小学校   教頭 岩森 真由美 

１ 提案者から 

「みつめる」というテーマを事前にいただき，絵

をかく面が複数になったときに子供たちはどのよう

な発想をするのか，また，平面から立体になったと

きに何をどのように表そうと考えるのかを見取って

いきたいと考え，授業をつくっていった。紙を立ち

上げることでできる，中と外，表と裏という２つの

世界を絵に表し，２つの空間を立体的に表現するこ

とを目標とした。今回は，そこに迫らせるために３

つの手立てを講じていった。 

 １つ目は，「紙を立てる」という新しい視点を見

つめる時間，試しの時間を十分に確保したことであ

る。２枚の紙を与え，どう組み合わせたら立ち上が

らせることができるか考えさせた。どんな世界とし

て見立てるか悩んでしまう児童もいたが，試してい

く中で全員が表したい世界を考えることができた。 

 ２つ目は，自分の作ったモデルを見させながら制

作を行わせたことである。モデルがあったことで，

完成体をイメージすることができ，見通しをもって

作業することができていた。絵を平面の時と同じよ

うにかいてしまう児童もいたので，立たせてみたり

見る向きを変えてみたりするように声をかけた。 

 ３つ目は，モデルづくりや製作途中で友だちとの

交流の時間を設定したことである。「みてみてタイ

ム」として，自由に友だちの作品を見合う時間をつ

くり，その交流を通してイメージを膨らませること

を目的とした。友だちの作品への疑問や感想を伝え

るだけでなく，自分の作品のポイントを伝える様子

も見られた。 

 全体的な課題として，一面一面を丁寧にかくこと

が難しかったため，発想・構想の能力の育成をねら

いながらも，それに関連づけた技能を伸ばす指導を

もっと丁寧に行うべきだったと感じている。また，

こちらの想定とは異なる発想・表現が出てきた際

に，その子の思いを大切にしながら，それが回りに

しっかりと伝わるような手立てについて，今後考え

ていきたいと思う。 

２ 助言者からの講評 

かく面が複数であったり，平面から立体へと見え

方が変わったり，視点が変わるという点がキーに

なっているが，それが将来どのような能力として芽

吹いていくのか。それを想像したとき，複眼的にも

のを見る，物事に違う意味づけができる力へとつな

がると考えた。この力はたくましさや心の豊かさに

も影響し，本題材を学ぶ大きな意義だと言える。 

教師が子供たちを色々な場面で「見つめて」い

た。感性を一生懸命働かせている子供の姿を共感的

に受け止め，子供が知りたい知識や技能を教えてあ

げたり，一緒に楽しみながら考えたり，子供にもう

一度問い直したりと，子供に寄り添う教師の姿が

あった。子供は，自分の力で自分の答え・表現を

しっかりと見つけていくことができる。それを信じ

て，最後まで見届けてあげることが大切だと考え

る。 

教師だけでなく，子供も「見つめて」いる。何か

をかかせようとした時，子供たちの気持ちの中にこ

れまでの経験やイメージ，いいなと思うものが出て

くる。子供が自分自身を見つめたり，自分と対話し

たりする中で，その子なりに解釈や納得したものが

形になってくる。思いのないところで知識や技能を

先に置いてしまうのではなく，子供の思いに寄り添

うことが私たちの真にすべきことである。 

 創造することは難しいことだが，それと同時に素

晴らしいことである。オリジナルを尊重・敬愛する

心を図工で是非育てたい。自分らしさを大切にして

いくことを，これからも子供たちに語りかけていっ

てほしい。 

 

Ａ表現(１)(２)アイ、Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会 「みつめる」 事例発表 

墨のうた 

那須塩原市立共英小学校 ／ 第６学年 ／ １３:３０～１４:００（３０分） 

[発表者] 那須塩原市立東原小学校  教諭 金澤 貴子 

[助言者] 栃木県教育センター       谷仲 俊彦 

１ 発表者から 

本事例は、平成２９年度栃木県小学校教育研究会 

図画工作科研究大会那須大会にあたり、授業研究の

一環として行った、前任校 那須塩原市立共英小学

校での実践である。 

本地区の研究として「人とのかかわり」に焦点を

当て、友達とのかかわりの中で自分の思いをふくら

ませたり、表現を発展させたりする造形的創造活動

を「共創」とし、授業改善を行ってきた。本題材

も、墨を使って思いのままにかくことを楽しむこと

を通して、心を開き、楽しく活動する力を培うこと

を目標に、「共創」を手立てとして題材を設定し

た。題材を通して、墨ならではの気持ちよさや美し

さを味わいながら、表すことを楽しむ中で自分らし

い表現と出会い、お互いのよさを認め合う時間にし

たいと考えた。かきながら構成したりイメージを広

げたりすること、あらゆる表現方法を試したり効果

を確かめたりしながら自分の表し方を工夫していく

ことができるようにと題材の計画を立てた。 

１時目の導入では、教師がかいた参考作品を鑑賞

した後、様々な濃さの淡墨をつくったり、縄や割り

箸、段ボールなどをオリジナルの筆として使ったり

して、用具や表し方を試す活動をした。２時目に

は、音楽から感じたイメージをもとに墨で表現する

活動を行った。同じ曲を聴いても用具の選択や表し

方に一人一人違いがあることへの気付きや、曲のイ

メージを受けて様々な用具や表し方を試す中で自分

が好む表現を見つけることに繋がった。３時目は、

自分が発想したイメージをもとに表現する活動を体

育館で行った。かきながら効果を確かめ、構成を考

えてイメージを広げていく姿が見られた。さらに、

自由に友達と交流して鑑賞する時間を設け、そのと

きに感じた気持ちや活動の中での気付きを対話しな

がら共有することで、自分の思いやイメージを表現

するための、ヒントを得られるようにした。４時目

は全員の作品を並べて鑑賞すると共に、自分の作品

をじっくり振り返る時間を設けた。 

題材を通した手立てとして、ワークシートと掲示

物を活用した。ワークシートは自分の表現を見つ

め、学びを深められるようにするため、各時間での

気づきや思い、友達とのワークシートはかかわりで

考えたことを記録した。また、ワークシートを介し

て教師が一人一人とやり取りをすることで、学びを

確かめる機会にもなった。掲示物は、学級としての

学びの積み重ねが分かるようにした。掲示物を見な

がら自然に友達と意見を交わす姿が見られた。これ

は、子供自身が題材を通してどんなことを学んだの

かを捉えることにも繋がったと考える。 

 

２ 助言者からの講評 

（１）段階的な指導 

今回の提案授業は、昨年度県の発表テーマである

「共創」をもとに、子供同士の関わりを中心に授業

を展開した。教師が目指す「育てたい子供の姿」

が、授業での段階を追った指導に表れていた。「段

階を追った指導」が、自分の思いを表現することに

繋がる。そのためには、教師が、材料・描画材をよ

く知っていることが大切である。 

（２）「心」を開く実践 

 授業の１時間目から、子供の緊張をほぐし、子供

の「心」、「体」を開く活動であった。それがねら

いの達成に繋がっていくと考えられる。活動から子

供達が学んでいく姿が見られた。 

（３）鑑賞の手立て 

  教師が、子供が授業の最初に描いたものと、最後

に描いたものを振りかえさせているところがよかっ

た。また、教

師が自分で描

いたものを子

供達のみせる

やり方も鑑賞

の手立ての一

つである。 

Ａ表現(２)アイウ、Ｂ鑑賞(１)アイ 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 「つながる」 事例発表 

よさや美しさを感じ取り，表現する力が身に付く 

鑑賞活動の工夫 ～小・中学校連携における学習指導について～ 

 [発表者] 茨城県常陸太田市立里美小・中学校  教諭 井上 朋美（小），木村 美香子（中） 

[助言者] 茨城県日立市立河原子小学校     校長 村木 正英  

１ 提案者から 

施設併設型の小・中

連携校のメリットを生か

した，教科担任制，乗り

入れ指導と学習における

小・中学生の交流を生か

した鑑賞教育について考察した。 

本題材は，児童が体験したことやそこで感じた気持

ちを絵で表現した作品を対話型鑑賞の手法を用いて相

互鑑賞をする活動である。教師のファシリテーション

のもと作品を見た感想やそこから想像されることなど

をもとにグループで話し合いをしながら鑑賞した。①

作品をよく見る，感じる，考える場，②感じたこと，

考えたことを言語化する場，③言語化したことをみん

なの前で提示する場を設定したことにより，すべての

児童が互いに関わりながら自分なりの感じ方や見方を

もつことができるように多くの児童が発言できるファ

シリテーションを心がけ，児童のつぶやきの根拠を的

確に押さえ，理解し，作品の新たな価値を見出し，共

有できるようにした。さらに，中学生に鑑賞文につい

てアドバイスをもらったり，鑑賞文を読んだ感想を伝

えてもらったりする場を設定した。 

成果としては，小・中学校連携として学級担任がＴ

１，教科担任がＴ２として明確な役割のもと指導にあ

たり，Ｔ１とＴ２が日頃の児童の活動を伝え合うこと

で，学級の実態，発達段階に応じた指導ができた。児

童の表現やつぶやきを専門的に見取り，Ｔ１，Ｔ２が

共有することで，児童の表現の本質に迫った指導，評

価につながった。児童の学びの質の向上だけでなく，

教師の指導力向上にも効果的であった。また，児童が

対話を深めるだけでなく，様々な様子や気持ちをキー

ワード化したものを提示したことは，児童が自信を

もって言語化できる一助となった。友達の発言や中学

生との交流によって自分の感想を深めたり，新しい作

品の見方や良さに気付いたり，鑑賞の能力の高まりが

見られた。また，信頼する中学生に鑑賞文にコメント

を書いてもらうことは，児童の自己有用感を高めるた

めに効果的であった。課題としては，自分の思いを十

分に，かつ思いのままに相手に伝えられる能力の向上

へとつなげていくために，言語活動をより充実させ，

児童の語彙力の向上を図っていく必要がある。 

２ 助言者からの講評 

里美小・中学校の提案は，子供たちが友達の作品鑑

賞を通して互いの対話の中からその作品の良さを共有

し，それがさらに自分の表現力の向上につながるとい

う発表であった。鑑賞は，子供たちの心が豊かになる

教育活動である。様々な視点で思いを巡らせながら，

自分の中に新しい価値を作りだすことが大切である。 

分科会のテーマである「つながる」に関わる部分で

は，二つの視点での取り組みが発表された。一つ目

は，小中一貫教育を導入したことによって得られた多

くの利点を生かした教育活動の充実を図った取り組み

である。図画工作に限らず，様々な教育活動において

の「つながり」をいろいろな活動を通して継続的に

行っていること，また，それによって小・中互いの信

頼関係が築けていることが教育活動の効果をより高め

ていると考える。二つ目は図画工作においての「つな

がる」である。このつながりについては二つの取り組

みが紹介された。一つは鑑賞活動において対話型鑑賞

の手法を用いたことだ。対話型鑑賞は，子供たちが体

験的に学び，共同で知識を構成し，学習過程を通し

て，理解が深まり，問題解決能力，主体的思考力，コ

ミュニケーション能力などの知的能力の育成も期待で

きるとされている。里美小学校でも子供たちが積極的

に自分の見方や感じたことを発表し，それを共有化す

ることによって，子供たちの学びを深めていた。もう

一つは，小中連携によるつながりである。専科教員の

乗り入れ指導や中学生の作品に対するメッセージの効

果などが紹介された。今後，小中連携一貫教育では，

今回紹介された里美小・中学校のように，小，中の違

いをそれぞれの教員が互いに認めた上で，義務教育９

年間で児童生徒を育てるという発想が重要となる。そ

の発想が「中学生はすごいな」「こんな中学生になり

たい」「中学生になればこんなことができるようにな

る」といったプラスのイメージを持たせることにつな

がっていく。今回の実践は，まさに小学生にとって，

将来に向けた希望を持たせ

ることにつながるものであ

る。 

Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会３「つながる」 事例発表 

てで さわって かくの きもちいい！ 

千葉県松戸市立東部小学校 ／ 第１学年 ／ 14:30～15:00（30 分） 

[発表者]  松戸市立 東部 小学校    教諭 日比野 聡子 

[助言者] 松戸市立相模台小学校  教頭 保坂 和志 

１ 提案者から 

千葉県造形教育研究大会の実践を基にした提案で 

ある。 

分科会テーマ「つながる」については、言語活用 

科、他校の造形部の先生方からのアドバイス及び他

校児童の作品鑑賞があげられる。言語活用科は松戸

市独自の取り組みである。「考えたり表現したりす

る方法を工夫し、自分の意見をわかりやすく伝える

力を身につける」、「相手が伝えようとしているこ

とを理解する力を身につける」ことを目的とし、図

画工作科の授業でもより良い作品作りのための話し

合い活動を取り入れてきた。他校の先生方からのア

ドバイスも児童の発想を広げることにつながった。

また、いろいろな作品に触れることで、高学年は委

員会等の掲示物等に工夫をするようになった。 

 各学年の授業展開は、松戸市が経験年数の若い教

師が増えていることに鑑み、若手教員の学びの場と

することを一つの目的とした。そのために教科書の

題材をどうとらえ、授業をどのように組み立てれば

児童が生き生きと活動するかという視点で実践して

きた。 

 提案者が行った１年生の授業については、「何に

見えるかな」と見立ての話し合い活動によって自分

のイメージに友達の意見をプラスし、発想をさらに

広げて活動することができた。 

 [成果] 

・導入で素材との出会いを工夫することで児童がイ

メージを広げ、活動意

欲を持つことができ

た。 

・「何に見えるかな」

を行うことで、発想を

広げ、工夫して描きた

すことができた。     

[課題]             

・児童に技法の仕方を

発見させ、それを伝え

合う活動を入れればよ

かった。 

２ 助言者からの講評 

現在の松戸市の現状は若年層が多く、図画工作科

においても基本的な指導法や技能を研修することが

必須となっている。そういう点から、昨年度の千葉

県造形教育研究大会では、教科書の題材についての

教材研究を行い児童がより輝く授業を目指した。 

 「図工の力」は、下記の図にあるように児童の意

欲や思いを表現できた達成感が、課題や問題を自ら

解決できる力につながると考える。 

児童の「作ってみたい」、「やってみたい」とい

う思いを深めるには、魅力的な素材と教師の意図的

な支援・声掛けが必要である。支援については、児

童のタイプによって声掛けを変える必要もある。ま

た、友達から認められるということも重要である。

自分の存在感を確認できることが「明日への活力」

になっていく。ひいては「生きる力」につながって

いく。それが「図工の力」である。児童の多様性を

引き出し、活かす授業のあり方を若手教員にもぜひ

伝えていかなければと考える。そのような取り組み

の一環になっていたと感じる。 

Ａ表現(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会１「つながる」 事例発表 

「６西 Re member Movie をつくろう！！」 

[発表者] 長野県 佐久市立中佐都小学校  教諭 村山 茂樹 

[助言者] 長野県 小諸市立芦原中学校   教頭 赤羽 勲夫 

１ 提案者から 

どのような授業が，確かな力を育む授業なのかを考え

ると，私たち教師は教えるのではなく，子供と学び，

子供と子供をつなげるといった学びをコーディネート

するつなぎ役なのではないかと考える。 

そこで，授業づくりの

合い言葉「ドキドキ・

わくわく・いい感じ」

をもとに授業を構想す

ることを考えた。「ド

キドキ」とは，導入場

面で，「やってみた

い」「楽しそうだ」と

いう表したい願いを子供達がもつこと。「わくわく」

とは，展開場面で，「自分の表したい感じに近づいて

いるぞ」と手応えがもてること。「いい感じ」とは，

「自分の表したい感じになったぞ，みんなの作品も素

敵だな」と自分の学びを実感することである。そし

て，これらの場面を意図的に構想していくことが必要

である。 

実際の授業では，写真と写真をつなげて制作してい

くストップモーションムービーと出会う場を設定し

た。導入場面では教師の示範作品を見せた。すると子

供達は，「おもしろい」「どうしてだろう」とつぶや

いた。「何で面白いのだろう」と尋ねると，「写真を

コマ撮りして，普通ではあり得ない画像だからおもし

ろい」「瞬間的に移動したり，変化したりするからお

もしろい」と発言し，ストップモーションムービーの

魅力に気付くことができた。次に，「先生が作った作

品と同じものを作ってみよう」と伝えた。これには２

つ意図があり，１つ目はパソコンの操作に慣れるとい

うこと，２つ目は自分たちのオリジナル作品が作りた

いという「願い」が芽生えると考えたためである。案

の定，子供達は，自分達のオリジナル作品を作りたい

と思うようになった。そして，友と協同的に試行錯誤

を重ねながら，友の思いや表現，材料や道具とつなが

り，子供達の表現が広がっていく姿が見られた。そし

て，「いい感じ」で終わった子供達。最後に「私は今

日，班の人と話し合ってこんなものをつくりたい」に

対しての振り返りをし，授業の導入段階に願った自分

の姿と今の姿が近いのかどうかを評価するようにし

た。これは「メタ認知」につながる。 

このように，授業づくりの合い言葉「わくわく・ド

キドキ・いい感じ」で授業を構想すると，教師も，子

供達も、もっと図工の授業が楽しくなり，子供達の

「いい感じ」に出会え，教師っていい仕事だなと思え

るようになる。 

２ 助言者からの講評 

子供達に今，どのような力をつけてほしいのか。今

後，子供達の６５％は,今はない職業に就くかもしれな

い，あるいは半分以上の仕事がＡＩにとって代わられ

るかもしれないと言われている将来を生きていく中

で，それを悲観的に捉えるのではなく，新しいチャン

スだと捉え，他者と協働しながら新しいものをイノ

ベートしていける子供達に育ってほしいと考える。そ

んな子供達に育っていっていくための，今日の，この

図工の授業であるのかということを，しっかり考えて

いかなければいけないと日々感じる。 

確認したいことは，今述べた教育全体で目指す方向

を，私たちは「図工」という形や色，材料などを窓口

にする教科で実現しようとしているということであ

る。図工の見方・考え方を十分に踏まえ，それが働く

授業にしていくことが必要である。そこで本時を見返

してみると，話し合っている場面や撮影している場面

の中で，確かに子供は生き生きと活動しているが,演じ

る側の子供達の「図工」としての学びはどこにあるの

か，あの子供達の学びを，どこでどう保障していくの

かということは問われるであろう。ストップモーショ

ンムービーは確かに魅力的な題材なので，子供達は楽

しみながら喜んで活動するであろう。「こうしよう，

ああしよう」などと，たくさんの会話をすると思う

が，そこに形や色，材料などとの関わりはどのように

出てくるのか。村山先生の中では，ストップモーショ

ンムービーの魅力として，瞬間的に変わるという部分

で３つの要素を挙げており，これが図工に関わる造形

的な部分だということを整理している。そういう部分

を授業者がしっかりもつことが大事であると考える。

また，役割を交代してみることも考えられるし，互い

に見合ったり，感想を述べ合ったりする鑑賞の部分で

力を発揮する場面を設定することも考えられる。そう

いったことなどを考えながら授業を構想していくこと

が必要であろう。そして，図工の授業なので，「僕た

ちが表現しようとしていたこんな感じが出てきて楽し

かったね」と，図工の言葉で徹頭徹尾，語られるよう

な授業にしていきたい。 

Ａ表現(１)(２)イ，Ｂ鑑賞 
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分科会 「つくりだす」 事例発表 

夏の生き物 光のワールド ～光を通す材料を生かした工作～ 

新潟大学教育学部附属新潟小学校 ／ 第２学年 ／ 9:40～10:25（45 分） 

[発表者] 新潟大学教育学部附属新潟小学校  教諭 堀田 雄大 

[助言者] 新潟市立越前小学校        校長 永井 高志 

１ 提案者から 

本題材では，子供が夏の雰囲気やそこに住む生き

物の様子から発想を広げ，光を通す材料を使った表

現活動を行った。表現と鑑賞を一体化した学習指導

の充実をねらって「つくること」と「みること」が

必然的に起こる造形活動が促されるように，材料と

場の工夫を行った。 

(1)造形的な見方・考え方を引き出す工夫 

まず，子供が自分で様々な表し方を考えていけ

るように，造形的な要素が見える参考事例を提示

し，その表し方を問うた。すると，子供は形や色

等に着目して，表し方と自分のイメージとを関係

付け始めた。造形的な見方・考え方を働かせて，

発想している姿である。参考作品の提示後，自分

のしたいことを問うと，子供は「自分でも○○の

形に切ったり，☆色と△色を重ねたりして作品を

つくりたい」と発言した。このように自分の表現

方法に見通しをもつことができた。 

 

(2)表現と鑑賞を往還する場の設定 

 ＬＥＤライトで作品を投影できる場を設定して

造形活動を促した。子供は，自分の表したいもの

をイメージしてカラーセロハンを様々な形に切っ

たり重ねたりして，形の組み合わせ方や配色を考

えて作品をつくった。スクリーンに映すと「映画

館みたいだね」

との声が上が

り，自然と作品

についての交流

が生まれ，その

場で即興の物語

をつくる姿が見

られた。 

子供たちは，形や色を用いて表現を共有するこ

とで，自他の感じ方や表し方の違いを生かしてつ

くりだすことができた。造形活動を促すＩＣＴの

活用も有効であった。 

２ 助言者からの講評 

学習指導要領図画工作科編の趣旨をしっかりと踏

まえた堅実で真摯な実践である。図画工作科単独の

指導ではなく，生活科や国語科との教科等横断的な

指導計画を立てて実践を行っている。教科等横断的

な学習の充実は，「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向けた授業改善に不可欠な要素であることを

踏まえている。 

提案者は，実践の中で「つくる」と「みる」が往

還する造形活動の場を意図的に設定した。このこと

により「表現」と「鑑賞」が一体的に補い合い，高

まるという活動を生み出している。これらは，学習

指導要領図画工作科編が強調する「つくり・つくり

かえ・つくる」を具現化していると言えよう。 

私自身，図画工作科は，題材の指導を通して身に

付けてほしいことが，他教科と比べてやや抽象的で

あると感じている。しかし，それこそが図画工作科

という教科の特性ではないだろうか。 

子供の表現活動は，大人のようなある程度のゴー

ルイメージをもって始めているのではない。人やも

の，こと等の関わり合いを通して，その時々でイ

メージが浮かんでは消え等して変容し，最終的に自

分が「これでよい」と納得した時点の表現がゴール

になっているのだろう。しかし，その時点で最終表

現と決めても，時間が経てば別のことを思い付き，

表現を再開し，表現が変わることは往々にある。自

分の表現や表現方法等に疑問を感じ，友達の表現の

良さを視覚的に捉え，自己内対話の中で，それを自

分の表現に生かしていくことも多い。 

つまり，子供が授業開始時にもったイメージと，

授業最終時の表現を単純に比較し，変容しているか

ら「深い学び」があったとは簡単には言えない。子

供の表現は，時間と共に常に変わっていくことが寧

ろ自然だからである。図画工作科で言う「深い学

び」とは，子供が自分の最高の表現を求め，様々に

試行錯誤的に取り組む姿そのものが「深い学び」の

姿と言えるのではないだろうか。 

Ａ表現(１)(２)イ，Ｂ鑑賞(１)ア 

写真 

文字列の折り返し：四角 

５００MB程度に縮小 
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分科会 「みつめる」 事例発表 

“地元の土で土粘土をつくって”～素材に対する関心と愛着を高める工夫～ 

１５００万年前の粘土が甦る！！ 

埼玉県 東松山市立高坂小学校 ／ 第４学年 ／ 13:30～14:30（60 分） 

[発表者] 東松山市立高坂小学校  教諭 西川 洋充 

[助言者] 東松山市立桜山小学校  教頭 服部 隆宏 

１ 提案者から 

新しいものに触れるとき、新しいことに挑戦しよ

うとするとき、人は目を輝かせて全力で取り組む。

視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の諸感覚を働かせ、

今までの自分にない経験と新しい感触を得ること

は、豊かで自由な発想を生み、十分に「つくりだす

喜び」を感じられるのではないか。また、子供達に

とって未来は無限大なものである。しかし、未来を

ひらく上で必要なものは何なのか。それは過去の継

承。例えば今回材料として取り上げた粘土は、1500

万年もの歴史を積んでおり、現在子供達が生活して

いる地面の中から「みつけた」ものである。過去を

知らないで未来をひらくことは不可能であるといっ

ても間違いはない。過去を継承し、そこに新しいも

のを積み上げていく（つなげる）。そのような将来

を担う児童の育成をしていきたい。 

本題材は、校区内で見つけてきた自然の土粘土と、

化石発掘体験施設の土を混ぜ、それを乾燥させ、砕

き、水に浸し、干し、ビニル袋に入れて寝かせ、こ

ねて軟らかくしたあとに、立体に表す活動を行う。

自ら材料をつくりだすため、粘土をつくっていく過

程の、ごつごつ→さらさら→どろどろ→ぐちゃぐ

ちゃ→ぐいぐいという感触の変化や、こねるときの

ひやっと冷たい気持ちよさ、また粘土を自らつくり

出すという喜びを味わうことができる。ちょうどい

い軟らかさになった

粘土を触っている

と、児童は自然に創

造意欲がわいてく

る。さらに、できあ

がった土粘土を曲げ

たりねじったりする

ことで「動き」を。

押さえたり厚みや重さを確かめることで「量感」

を。塊を重ねたり穴を空けたりすることで「空間」

を自然に感じ、児童の感触を高めていくことができ

る。また、材料費がかからないため、多量の土粘土

を使って造形することができる。今回の体験は、将

来市販の土粘土を使ったとしても活動の根底を成す

基盤となり、造形活動に生かされていくと考える。 

 

２ 助言者からの講評 

Ⅰ）生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる 

○自分の学校周辺で、自ら見つけた土粘土を材料

に。 

→今後、土屋地面を見る目、地域を見る目、陶器

等の作品を見る目が変わる。（造形的な見方・

考え方が働く） 

Ⅱ）造形的な見方・考え方を働かせ 

○土粘土の感触の変化を味わう（土→粘土→焼き

物） 

→新しい意味や価値の創造 

→自分の感覚や行為から、形や色、質感などの感じが

分かる［共通事項］(1)ア 形や色などの感じを基に

自分のイメージをもつ［共通事項］(1)イ 

○鑑賞の視点（形、色、工夫）をもとにしたグルー

プによる鑑賞活動 

 →造形的な見方・考え方の育成、さらには「主体

的・対話的で深い学び」「言語活動の充実」 

○実際の 1500 万年前の土を利用 

 →活動への関心や意欲が高まり、太古の（不思議

な）生き物のイメージが膨らむ。 

○屋外での鑑賞 

 →展示場所の違いにより、自分の作品にも新し

い価値を見出す。 

●固い、柔らかい等、上体の異なる補充材料の用意。 

●鑑賞後の作品の扱い 

 →写真を添付し「生き物図鑑」等を作成する。 

●地域や施設等と連携（作品を展示してもらう） 

Ａ表現(１)(２)アイ、Ｂ鑑賞(１)ア 

61



 

 

分科会 「つくりだす」 事例発表 

わたしのお気に入りの場所 ～自分の見方、感じ方を活かして～ 

[提案者] 神奈川県 横浜市立みなとみらい本町小学校    河原 早希 

[助言者] 横浜市教育委員会事務局指導企画課 主任指導主事 中澤 務 

１ 提案者から 

私は何より「子供にとっての必要感」に目を向け

ることの大切さを実感した。そして、待つこと、見

逃さないこと、そして表現や意味を感じた経験を積

み上げていくことが子供たちの自信につながり、子

供たち自身が「つくりだす」ことにつながっている

と考えた。 

各教科で担うものが違う、その一方で担えるもの

が違うからこそつながりをもち、つくりだす喜びを

感じることができると思った。子供たちが図工の活

動を他教科での経験と重ねている姿が何度も見られ

た。こういったつながりが新しいものを作り出す自

信となり、「つくりだす」ことが楽しくなっていく

ことを子供たちの姿を通して実感した。 

新しい学校で６年生としてスタートした４月、24

人の学級では、図工に主体的に取り組む姿があまり

見られなかった。すぐに「できない、わからない」

と言う子や、できないと手をとめ、あきらめて、投

げ出してしまう子、また、「先生、これしていいで

すか？これでいいですか？」と自分で判断できずに

聞いてくる子など、自分の表現に自信が持てない児

童が多かった。 

その彼らが半年たち、「こうしたい！」という思

いを伝えることができるようになった。また、教師

が多くを語らなくてもこれまでの経験をつなぎ合わ

せたり「つくりだす」スタートを自らきれたりでき

るようになった。 

日々の生活やこれまでの培った資質・能力を土台

に「つくりだす」ことを生み出し、「つくり続け

る」楽しさや面白さを自分たちで見つけている。 

子供が「つくりだす」表現は、その子自身であ

る。子供自身がもっとも「つくりだす」ことに向き

合っている。子供たちが「つくりだす」表現を認

め、さらに教師として私は、その喜びや楽しさを実

感できる時間をつくりたい。その時間は、どの教科

も担っているが様々な形で自分自身を表現できるの

は図工の時間であると考える。 

 

２ 助言者からの講評 

授業者の話に補足することを含めて、主に４点挙

げたい。 

１点目に、横浜市の学力学習状況調査の結果から

分かった、学習に対する意識の差について挙げられ

る。「図画工作科の勉強が好きですか？」の問いに

対しては、84％が好きと答えている。一方で、「図

画工作科の勉強が大切ですか？」という問いに対し

ては、73％が大切だと思うと答えていた。このよう

に、好きであるということと大切であるということ

の意識の差が存在していることは図画工作科に関わ

るものにとって共通の課題と言える。 

２点目に教育課程の中の図画工作科について挙げ

られる。図画工作科・美術科の横浜市の専門委員と

して河原先生は活動している。研究を進め、図画工

作科だけで教育活動を行うのでなく、学校の教育活

動全体で子供の資質・能力を育てていくようにして

いる。横浜市では「カリキュラム・マネジメント要

領」などを使用して学習内容を考えるようにしてい

る。 

３点目に、河原先生の勤務校である、みなとみら 

い本町小学校についてである。学校に訪問した際、

子供からの自発的な活動や、自然に活動が広がって

いく様子を見ることができた。タブレット端末を児

童が自ら使って撮影しており、どこから見たら美し

いか考えながら鑑賞をしていた。そうした姿の子に

育てていくことやそのような環境を日々整えていく

ことが大切である。 

４点目に、児童との関係を大事にして、資質・能 

力を相互に関連させながら伸ばしている点である。

勤務校の異動を経験した立場、教科担任としての立

場、教育課程委員としての立場など、複数の立場が

相互に関連し合って教育活動を行ったことは、河原

先生自身にとっても大きな学びとなっていたと思

う。今後期待することとしては、学んだことを、他

教諭や学校全体に広げていって欲しいということが

挙げられる。 

Ａ表現(１)イ(２)イ 
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東京都中学校美術教育研究大会 全体会 大道中学校 

教科の本質に迫る授業づくり 

～「ＡＩに奪われないための」ではなく「ＡＩにできないことをやれる、進化した未来」へ ～ 

関東甲信越静地区造形教育研究大会 研究局長 

国立市立国立第二中学校 長尾 菊絵 

 

本大会は、新しい学習指導要領について我々が学び、議論し試行錯誤した結果を発表した。成果があがっ

たこと、やりきれず課題が残ったこと、今後の展開として見えてきたことを限られた紙面の中ではあるが、

まとめていきたい。本大会では「みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～」という大

会テーマを掲げた。これは現行の学習指導要領のもと、これまで私たちが積み上げてきた実践を改めてみつ

め、「できていること」「まだまだ課題があること」を洗い出し、その上で新しい学習指導要領とその改訂の

趣旨を学び、理解した上で、今私たちが重点的に取り組むべきことを精査し、キーワードとしてあげていっ

た。キーワードの「みつめる」「つくりだす」「つながる」については研究紀要に記述があるのでここでは省

略する。 

 

夏の研修会で議論したこと 

東京都中学校美術教育研究会では、夏の研修会をプレ研修会と位置付け、本大会に成果を反映し次年度

に繋げるようにしている。 

今年は、例年行っている授業研究にプラスして、本大会の研究授業者・発表者一人一人にこれまでの進

捗状況を報告していただき、内容について議論した。また、研究を進めていくうえで大きな指針となるこ

とを２名の講師の先生から教えていただいた。 

 

① 松永かおり先生からは、題材で身に付けたい資質・能力を、生徒と共有しているかという問題提起を

していただいた。往々にして教師だけが理解し、生徒は活動だけ・ゴールの作品だけを思い描いてい

る場合が多い。題材名や目標、ワークシートの中で、生徒と常に共有することが大切である。さらに

例えば「色で感情を表現する力」が身に付けたい資質・能力ならば、身に付けた能力をインテリアや

服装など生活の中で生かしたり、ポスターなどの社会で生かされていることにも触れば、この題材を

学ぶ意義、ひいては図画工作・美術を義務教育で学ぶ意義に繋がる。生徒個人の学びは固有であるが

、メタ認知させることが大切なのだと分かった。このことを受け本発表では、授業の終末で「この題

材を学ぶ意義」をどう生徒に伝えるかを授業者一人一人に考えていただき、授業者から生徒へ伝えて

いただいた。 

 

② 東良雅人先生のお話は、題材のねらいと活動が徐々に乖離してしまうことについて、どうしたら良い

のかを私たちに考えさせてくれた。活動が進むにつれて題材で身に付けさせたい資質・能力があいま

いになってくる瞬間が生徒にも教師にも出てくる。その時に立ち返ることができる仕組みを作ること

が授業の軸がぶれないために大切である。東良先生からは「題材名の工夫」にヒントをいただき、本

大会の研究では、授業のたびに目にする題材名を「立ち返るための仕組み」とし、題材名の再検討を

行った。 

 

各分科会での成果 

◆ 「みつめる」については、生徒が造形的な視点を豊かにもてる授業の在り方を考えるとともに、教師が

子供の学びの姿をどう見取るか、を研究の中心とした。 

スタート時「生徒の学びが深まっている姿」を確認した。目を輝かせて夢中で描いたりつくったりし
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ている場面だけではなく、頭を抱え込んで身動きできないでいる時も、頭や心が大きく動いていること

がある。待つべきか、声をかけるべきか、それも教師の「生徒を見つめる眼」である。また、個々の対

応に忙殺され、声をあげられない生徒の困り感をすくいとることができない事態に陥らないよう、俯瞰

して授業を運営できる「生徒一人一人を丁寧にみつめることができる余裕のある授業づくりとは」につ

いても研究をすすめることができた。 

 

◆ 「つくりだす」は、生徒が主体性を発揮し、自分としての意味や価値を創り出すことと、「つくり、

つくりかえ、つくりだす」ことが可能な、試行錯誤の過程を大切にする授業の在り方を考えた。 

「発想・構想の能力」の後に「創造的な技能」が発揮されるが、技能を発揮している過程でも「発想・構

想の能力」が発揮される場面も多くある。試行錯誤が可能な題材は、発想・構想と技能を互いに発揮し

あいながらスパイラル状に能力を高めることができる。本研究大会では、試行錯誤が容易な材料や授業

の構成の工夫を研究した。 

 

◆ 「つながる」は、生徒が友達や地域・社会との関わりをとおして、生活や社会と豊かに関わる美

術の働きや美術文化について考え、自分にとって意味や価値を創り出せる授業の在り方を考えた。 

繋がらないより繋がるほうが、新たなことが学べたと生徒自身が実感しているか、実感できるような

時間や手立てを教師が意図的に設定しているかが議論になった。 

 

課 題 

「教科の本質に迫る授業づくり」を考えるために議論を重ねた結果、目指す方向は見えてきたものの、

詰め切れない部分もあった。これは、議論の経過を関係者全員が共有できていないことから、結論から

の理解になってしまう場面があったからだと思う。限られた時間の中で、共通理解を図りながら、より

深い研究を進めるための「仕組み作り」が大切だと実感した。 

 

今後の展開 

「ＡＩに仕事を奪われないようにと考える未来はつまらないと思いませんか。」研究大会最後の東良雅

人先生の御講演の中の言葉にハッとさせられた。「ＡＩにできることが増えるなら、それは任せてしま

えばいいのです。便利でありがたい。空いた時間やエネルギーを、人間にしかできないことにまわせる

じゃないですか。それには図画工作・美術が推進力となるんです。」内容的には同じようなことでも、

捉え方のニュアンスを変えるだけで未来がその瞬間からパッと輝いた。 

東良先生がおっしゃっていたことと、同じ趣旨の内容の御講演を聴いたことを思い出した。東京大学

教授で脳生理学者、酒井邦嘉先生の「脳生理学と音楽・芸術について」の御講演の質疑応答の中での一

コマだ。10年後の社会では、現在ある仕事の 60％は無くなってしまうという予想のデーターの発表に

対して、「そんなに心配ばかりしてどうするのですか（笑）。ＡＩだけでなく、今までも多くの発明があ

りましたが人類はそれに対峙し、受け入れ、使いこなし、進化してきたのです。人間の脳の素晴らしい

特性は創造性、クリエイティビティなのです。進化の方向さえ間違わなければ良いのです。」 

カメラが発明され、写実的に描くことに意味がなくなった画家たちが必死の思いで印象派やジャポニ

ズム、その他新しい表現を追求したように、人間は新たな局面（場合によっては困難）に向き合ったと

きに進化する。 

進化の方向を、図画工作・美術で示すことができないだろうか。自由に、もっと豊かに。そのために

はワクワクできる瞬間を仕掛ける授業つくりが大切であり、試行錯誤の経験に価値があることを生徒た

ちに伝えていく必要があると思う。（ＡＩは経験値のプログラミングも可能だと聞いたが、試行錯誤は

個別の体験の蓄積になるので、多様性に繋がるのではないだろうか。そして多様性が集団の力となるの

は言わずもがなである。） 

  東良雅人先生に、本大会の研究内容の価値付けをしていただいたと同時に、我々の行ってきた研究が

どう未来に繋がるかを、明確にお示しいただいた。我々の日々の授業が確実に未来を創ることを改めて

確認し、あるべき進化の方向を図画工作・美術で示していきたいと思う。  
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東京都中学校美術教育研究大会 全体会 大道中学校 

指導・講評 
文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科視学官 東良 雅人 

今大会における振り返りのポイントの一つは、今日の公

開授業や実践報告等、研究協議の内容が，新学習指導要領

の趣旨やねらいに基づき，「美術という教科の本質に迫る

ものだったのか」ということでしょう。教科の本質に迫る

ためにおさえるべきポイントは２つあります。 

１つ目は、題材が学習指導要領の趣旨やねらいを実現し

ようとした内容であるかということです。今大会は特に新

学習指導要領のもとで行っていますので、そこをおさえて

おく必要があります。その上で、各学年の発達段階と題材

の内容のバランスがとれていなければなりません。学年の

レベルに応じた題材や内容になっているかというのは大

切なことです。新学習指導要領でも、第２学年と第３学年

の目標や内容は合わせて示していますが、２年生の最初と

３年生の最後の子供の発達はずいぶん違います。今回は２

年生と３年生の発達段階の違いを押さえるように明示し

ています。例えば１年生で第２学年及び第３学年の内容で

示されているような題材を先生の必然性だけで実践して

子供たちが困っていないかということを改めて考えてみ

てください。先生のさせたいことや必然性だけが強くなり

すぎて、子供のやりたいことや必然性がどんどん弱くなっ

てしまうことがないような配慮が必要です。 

２つ目は、先生だけでなく、子供たちも学習のねらいが

わかっているのか、やるべきことを理解して学習に臨んで

いるかということです。学習のねらいがない授業は、設計

図がないまま家を建てているようなもので、家らしきもの

は建っても、風が吹いたら倒れてしまうのではないでしょ

うか。新学習指導要領のねらいに基づきながらしっかりと

授業を組み立てていく必要があります。そして、題材が生

徒にとって学ぶ必然性があるかを考えてほしいと思いま

す。学習指導要領には、育成すべき資質・能力は明確に示

していますが、それを育成するための学習方法等、具体的

な内容は示していません。それは、その学校の先生が子供

たちが一番学べる適した題材を考えることができると思

うからです。子供のことをよく知っている先生だからこそ、

子供にとって価値と必然性があるものができるからです。 

感性や想像力を働かせて、対象や事象を造形的な視点で

捉えること、自分としての意味や価値をつくりだしていく

こと、このような物事の捉え方や考え方が美術の授業の中

で働くようにする必要があります。今回の改訂では、「造形

的な見方・考え方」として、授業の中で子供たちが働かせ

ながら学ぶというのが新学習指導要領の大きなポイント

の一つです。子供たちが主体的・対話的に学んでいる姿は

イメージしやすいかもしれませんが、ともすれば「深い学

び」はイメージしにくいかもしれません。この学びを深め

る１つの鍵となるのが「造形的な見方・考え方」です。「造

形的な見方・考え方」を働かせ活用しながら、教科の本質

に迫っていくことが何より大切です。例えば何かを見る活

動なら、美術だけではなく他の教科でもやっています。他

教科の授業で仏像を見るときと美術の授業で見るときと

何が違うのか。扱っている対象が美術のものでも「造形的

な見方・考え方」を働かせるような授業でなければ教科の

本質に迫っているとは言えないのではないでしょうか。 

「おもてなしの器」という題材名の実践例があります。

おもてなしをしたい相手は、１年生なので身近な人です。

２・３年生だとより多くの人が使えるもの、公共性を考え

させる内容になるかもしれません。授業のやり方はいろい

ろあっていいわけですが、それは、先生方が好き勝手やっ

てよいということではありません。その学校の子供が一番

学べるものを選んでくださいというのが学習指導要領の

本意です。「Ａ表現」の発想や構想に関する事項において、

新学習指導要領には「主題を生み出す」ということが、全

ての指導事項に入っています。一人ひとりが自分の表した

いことを見つけられるようにすることが大切なのです。子

供にとっての価値と必然性があり、強く心に思い描いてい

るものがないと主題は生まれません。この「おもてなしの

器」の授業では、器をつくった後に、自分たちでしつらえ

て写真を撮っている。子供は自分が強く表したいものがで

きたら、もっとよく見せたいと思うものです。子供がどう

いう思いで自分の作品を見ているのかもわかる。自分はお

もてなしをするために、形や色をどう工夫したか、自分の
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言葉で伝えさせるということも大切です。こうした本質的

な学びを実現する学習活動を通して「造形的な見方・考え

方」を働かせることで、造形的な視点や、自分としての意

味や価値をつくりだしていく力などが鍛えられるのです。 

AI の急速な発達など、これからの変化の激しい時代は、

人間にしかできないことがますます求められるようにな

ります。答えのない問いに向かっていかなければならない、

これからの社会を生きていく子供たちを育てているのだ

という思いをもって、美術という教科の本質に迫れている

かどうか改めて授業づくりの中で自分の実践を振り返っ

てもらいたい。迫れていなら迫れるように要因を自己分析

して、授業改善をしていくことが大切です。もう１つ大切

なのが、教科の本質を子供たちにも知ってもらい、共有す

るということです。例えば「題材名を工夫する」というこ

となどもその一つです。題材名というのは学びとの「出会

い」なのです。これが「○○をつくる」だけだと「○○を

つくる」ということで頭がいっぱいになってしまう。子供

たちと教科の本質を共有するという大きな目的のために、

今回の大会では「題材名を工夫する」を提案しています。

題材名を工夫するだけで子供たちの授業に対する印象は

変わります。題材名というのは子供たちにとって、お店の

看板みたいなものです。先ほど紹介した「おもてなしの器」

というのは非常にシンプルな題材名ですが、その点で言う

と実によく考えられています。この「おもてなし」という

言葉に「学び」が示されています。それは、形や色彩の働

きを使って相手に心を込めてもてなすことを考えること

がこの授業のねらいなのだと伝えています。学習指導要領

にある「用途や機能、使用する者の気持ち、材料などから

美しさを考え…」と同じ内容なのです。また、「器」は活動

を示し、「器」を制作したり鑑賞したりすることを通して今

回の授業は学ぶのだということを子供に伝えている。「お

もてなしの器」という短い言葉の中にこのような内容が込

められているのです。これを新学習指導要領でいうと、「表

現及び鑑賞の幅広い活動を通して」と目標の柱書に書いて

ある文言になります。活動が目的ではなく手段であるとい

うことを子供と共有していることがわかります。こういう

題材名をつくると、導入の時に子供とやりとりすることが

できます。「おもてなしってなんだと思う？」「形や色でお

もてなしってどういういうこと？」と題材名を使って話し

合ったり、子供と学びの本質を共有したりすることができ

るのです。このような題材名をつけるために、先生は 2 つ

のことができていなければなりません。１つは、この題材

を通して育成を目指す資質・能力を明確にしていること、

もう１つは、活動を単なる「作業」ではなく「学びの手段」

として捉えることです。この２つが先生の中にないと、こ

ういう題材名をつくることはなかなかできません。こうし

た学びの本質を子供たちと共有してほしいのです。 

今回重視している「造形的な視点」は、造形の要素に着

目しながら、その働きを捉える視点である、「木を見る視点」

と、全体に着目してイメージを捉える視点である、「森を見

る視点」の育成を目指すものです。そして生徒一人ひとり

が造形を捉える豊かな視点をもち、身の回りのよさや美し

さなどに気付けるようにしていくことを目指しています。

美術の先生はすでに造形的な視点をもっていますが、子供

たちの中にはまだその視点をもてていない子もいる。私た

ちの生活の中では、形や色彩、光やイメージ、と出会わな

い日はありません。こうした身の回りの造形的なよさや美

しさなどへの気付きを深めるため、造形的な視点を豊かに

する手段として〔共通事項〕があります。〔共通事項〕で、

学んだことが生きて働くようにしていくためには、造形的

な視点と結びつくよう指導の工夫をすることが大切です。

また、言語活動には言葉でやりとりするだけでなく、アイ

ディアスケッチも含まれます。発想や構想、鑑賞の場面で

適切に指導することによって、子供たちは創造活動の中で

の学びを深めます。先生は学習のプロセスを重視し、目指

す子供像をもちながら授業を行うことが大切です。 

美術や工芸の学習では、その発達段階に応じて、子供を

美術や工芸の学習だからこそ出会える扉にどうすれば出

会わすことができるのかを考えることが大切です。子供を

扉に出会わせるのは先生の仕事、扉を開けるのは子供自身

です。人生をより豊かにすることができるような様々な美

術や工芸の学びの扉に出会わせてほしいと思います。 

今日の公開授業のように実際にものに触れる、感じてみ

るというものは、美術が担っている大きな役割と言えます。

ソサイエティ 5.0 が提唱されている今、私たちはつい、社

会に対応することを子供に一生懸命覚えさせようとして

はいないでしょうか。大切なのは、社会に対応する子供を

育てることだけではなく、これからの社会をつくる子供を

育てることです。美術の先生方には社会をつくる子供たち

を育てる、その先陣を切っていただきたいと願っています。 
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分科会 中１－①「みつめる」 公開授業 

光と色の生命体 ～ディップアートの可能性を楽しもう～ 

東京都 葛飾区立大道中学校 ／ 第２学年 ／ 13:30～14:20（50 分） 

[授業者] 江戸川区立鹿骨中学校 教諭 平岡 紀子 

[助言者] 西東京市立明保中学校 校長 矢野 尊久 

１ 提案者から 

西洋のステンドグラスや地元東京の江戸風鈴などの

光を通す造形作品のルーツを知り、その美しさやよさ

を味わえるように本題材を進めた。一瞬で色ガラスの

ようになる特性をもつディップ液は生徒の創造性を掻

き立て、自由に変形できるワイヤーで形や組合せを工

夫して個々のテーマに迫る生命の形をつくることがで

きた。多様な「光と色の生命体」の登場を予想してい

たが、自己の内面世界や心情をテーマに表す生徒も多

くいて、意外な作品に出会うことができた。 

本時の主たる活動として設定した個々の作品を合わ

せて新たに共存する世界を生み出そうとする活動で

は、写真撮影をとおして光と影の効果、撮影の背景、

アングルなどの試行錯誤をグループワークで繰り返す

ことで造形的な見方・考え方が深まっていく様子が

あった。用意した撮影ブースやスクリーン以外に自然

光の背景、木の素材のステージ、白い紙をラフ版のよ

うに活用するなど、生徒の工夫が多く見られた。 

共同制作における学び合いは造形的な見方・考え方

を深めさせる有効な手立てのひとつであると考える。

今回は、新たに生まれるテーマをグループで考えなが

ら試行錯誤し写真表現へとつなげた。テーマを深める

話し合い活動のできていた班は少なかったが、活動時

間を長く設定することで改善できると考える。生徒た

ちは光と色の世界を楽しみ、仲間の表現を尊重しなが

ら鑑賞する場となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 助言者からの講評 

分科会のテーマ「みつめる」と様々な学習指導要領

の新しいことが凝縮されていた。みていて楽しく、巧

みにできていた授業であった。 

つくることが目的ではなくて、学びとして何が残る

か。光の効果、映った影を楽しみ、苦手な子も最後ま

で楽しんでいた。「みつめる」教師が生徒をみとる

力。生徒の学びをみとる、どんな瞬間に深まったの

か。生徒自身がみつめる、撮影などを通して、特殊な

振り返りがあった。 

～どのように学ぶか。主体的・対話的・深い学び～ 

・写真撮影を通して、自分の作品を客観的にみる。 

・グループによる対話 

・発表(言語化して自分たちの作品を考える)    

他者と協議して目的や状況に応じて再構築されてい

る。相手の意見を聞きながら相手の価値観を尊重す

る、内容の濃い授業であった。 

＜振り返りの大切さ＞ 

レベル１：コンテンツの振り返り 

レベル２：プロセスの振り返り 

レベル３：リフレクション 

造形的な見方、考え方を働かせるには、造形的な視

点を基にどのように、どのような考え方で思考するか

ということが大切。今回の授業はその道筋がよくでき

ていた。話し合いながら深い学びに結びついた。アク

ティブな振り返りで新しい価値がつくりだされてい

た。 

Ａ表現(１)ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア、イ
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分科会 中１－②「みつめる」 公開授業 

誰も見たことのない石 ～自分だけの「石の物語」を形や色で表そう～ 

東京都 葛飾区立大道中学校 ／ 第２学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 葛飾区立大道中学校  教諭 早川 真由 

[助言者] 中野区立南中野中学校 校長 池田 浩二 

１ 提案者から 

本題材は「誰も見たことのない石」が生まれた過

程や背景等の設定＝「石の物語」を考えることで、

アイディアを生み出す発想力や創造性の育成を目的

とした。最初から明確な「石の物語」をもって制作

を進める生徒だけではなく、粘土に触ることでつく

りたいものを想像しはじめる生徒もいた。活動の中

で素材を楽しむ様子が見られたが、発想を引き出す

工夫が導入でもう少し必要だった。アイディアがま

とまるまで時間がかかった生徒もいたため、制作途

中で声かけ以外の手立ても必要だと感じた。例えば

制作途中の作品を班で発表し共有する、制作途中の

達成度をワークシート内で自己評価させてできてい

ない部分を明確にするなどだ。定まった形がない

「石」をつくること、材料を自由に使えるようにす

ることで「上手くつくろう」という概念にとらわれ

ない表現活動をねらった。だが、何かをそっくりに

つくりその一部が石になるという作品も多く、協議

会では「生徒によっては制作の手間が二倍かかって

いるのでは」という御意見もいただいた。 

授業内では、「スマホが石になる」と発想しイヤ

ホンを持参して組み合わせる生徒、「崖から落ちて

くる石がボールになる」とジオラマ的発想で考えが

膨らむ生徒等、多種多様な表現活動を行う様子が見

られた。そうした生徒の活動の「みとり」をダイレ

クトに評価に結びつけられるシステムを導入した。

タブレット内に作成された「アクティブラーニング

シート」に、活動中生徒の学びが豊かになった瞬

間・深まった場面で、各項目にチェックを入れる。

項目は「考えながら活動している」「材料と組み合

わせている」「道具を使って工夫している」だ。評

価の観点とリンクしており、制作過程も評価につな

げられる仕組みだ。また、「発想力や独創性を鍛え

ることは、今後の人生の中で、その人にしか生み出

せない創造性につながる」と述べることで、生徒が

本授業における学びの意義を実感的に理解できる内

容とした。 

２ 助言者からの講評 

「誰も見たことのない石」という題材名が工夫さ

れていた点がまずよかった。生徒にとって「石の物

語」という副教材名が、発想力や創造性を深められ

るポイントとなっている。本時の授業はアイデアス

ケッチを経て、実際に紙粘土での表現活動に臨む段

階であり、実際に作業しながらさらに物語がつくら

れることもあるのだと、生徒達の様子を見て思っ

た。また、生徒たちは、ミニカーや木の枝、イヤホ

ン等多様な材料を自分で持ってきていた。自分がつ

くりたいものに合った材料を、自分で用意すること

は、美術を生活の中にあるものとして発展させてい

けることにつながる。100 円ショップは材料の宝庫

であり、生活の中でも「これ、使える」と生徒自身

が考え広げられる状況は、これからあるべき姿であ

る。この点でも本授業が、新学習指導要領の改訂を

意識したものであったといえる。 

さらに、大道中学校では、４人組が学校体制とし

て定着していることが、美術の授業でも活かされて

いた。活動の中で、生徒同士がアドバイスしたり、

試行錯誤したりする手法は本授業にも合っていて効

果的であった。ドライヤーで作品を乾燥させること

を繰り返して、色に深みが出てくるのを感じる生徒

砂を練り込ませて石っぽくする活動をする生徒等、

いろいろな生徒がいることは、「活動を学び」とし

てとらえることのできる授業だと感じた。新学習指

導要領改訂のポイントに沿い、創造力・独創性がこ

れからの人生に必要であるという授業者の言葉が生

徒に伝えられた点もよかった。 

Ａ表現(１) ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会 中１－③「みつめる」 公開授業 

形と色に込めた思い ～ピカソ作品の変化を捉えよう～ 

東京都 葛飾区立大道中学校 ／ ３年２組 ／ 13:30～14:20（50 分） 

[授業者] 立川市立立川第九中学校 教諭 小林 奈央 

[助言者] 元全国造形教育連盟委員長・武蔵野美術大学 永関 和雄 

１ 提案者から 

（１）題材概要と大会テーマ・分科会テーマついて 

本題材は、ピカソの様々な作品とピカソの生涯を

対比させ、形と色彩に着目して班で話し合うことに

より、自ら感じ考える作品鑑賞を実感させる鑑賞活

動として行った。生徒は作品の形や色彩、それに込

められたピカソの思いと人生をみつめ、造形的な見

方・考え方を深め、教師はその姿をみつめ、考えが

豊かになったり、深まったりした瞬間をみとってい

けるよう計画した。 

（２）関心・意欲・態度を引き出す工夫について 

一人の画家が描いたとは思えない程にピカソが多

様な作品を残していることへの驚きを作品との出会

いとし、「なぜ作品が変化したのか」という疑問か

ら、作品とピカソの生涯や心情の変化に興味・関心

をもたせることができた。また、活動にゲーム性を

もたせ、班で協力して考えさせることで作品を見る

ことを楽しみ、主体的に取り組ませることができ

た。 

（３）話し合い活動について 

話し合い活動では「イライラしてごちゃごちゃに

描いたのではないか」「オルガとの仲が悪くなり、

暗い気持ちだったから青いのではないか」など形や

色彩が感情にもたらす効果について考えたり、「写

実的な表現からカクカクとした表現に変化したので

はないか」など造形的な特徴の変化を予想したり

と、友達と意見を交換し合いながら自分の考えを広

げたり深めたりしていく姿が見られた。 

 

（４）鑑賞活動について 

じっくりと作品に向き合う鑑賞の時間は、年間時

数を考えると多くは確保できない。その為、短い時

間の中で充実した活動にするには、教師の準備が重

要となるが、内容を詰め込みすぎてしまうことが多

い。大道中は学校として話し合い活動に力を入れて

いることもあり、円滑に班の意見をまとめてくれた

が、話し合いに慣れていない生徒では、難しかった

かもしれない。内容の精査をしながら、生徒が主体

的に取り組める鑑賞活動を行っていきたい。 

 

２ 助言者からの講評 

 授業において大切なことは、生徒が「やるべき

ことがわかっていたか」「やりたいことができてい

たか」「やれるようになっていたか」ということで

ある。本題材では、「順序を並べる」という目的に

よって「やるべきことをわかっていた」と言える。

形と色彩から感情を読み取るという目的について

は、「普段はなんとなく絵を見ているけれど、今回

は、色や形という観点で見る活動をします。」な

ど、明確に伝え意識付けていくことが、より深まり

に繋がる。 

このような題材では、教師、生徒共に正しい順番

が分かることよりも、自分なりの見方・考え方がで

きたことや今後の鑑賞や制作活動に生かすことがで

きる感覚を身に付けることができたかを評価の観点

としたい。また、鑑賞する作品によっては、生徒が

作品に対しネガティブな印象をもつことや自分の意

見に自信がもてないことがある。どうしてそう感じ

たのかを丁寧に聞き取ったり、異なる意見を多く拾

い上げたりし、肯定的に返していくことで、「自分

なりの意見を言っていい。」という思いをもたせ鑑

賞活動に取り組ませていって欲しい。 

Ｂ鑑賞(１)ア 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中１－④「みつめる」 事例発表 

デジカメで完成！篠中に住む My Avatar 

東京都 江戸川区立篠崎中学校 ／ 第２学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 江戸川区立篠崎中学校                     教諭 秋元 今日子 

[助言者] 元全国造形教育連盟委員長・武蔵野美術大学 講師 永関 和雄 

１ 提案者から 

美術は「みつめる」ことの大切な教科である。そ

のみつめる対象は外界や美術作品のように生徒に

とっては外側の事物に限られず、自分自身の内面も

またその対象となる。本題材は、中学２年生という

時期に自分らしさについて考え、自分や他者との違

いを認め合ってほしいと考え設定した。導入では映

画「サマーウォーズ」の冒頭場面を鑑賞した。２０

０９年公開の細田守監督のアニメーション作品で、

仮想空間ＯＺで世界中の人々が自分のアバターを使

い生活する場面を鑑賞し、アバターに対するイメー

ジをつかむところから始めた。最後に造形作品をデ

ジタルカメラで撮影し、作品にこめた思いを文章で

も書く。制作の前後で生徒が自分自身への考えを練

ることや作品にこめた思いを見つめなおすプロセス

を取り入れた。生徒が自身の特徴や性格などを取り

入れた、ＭｙＡｖａｔａｒを粘土で造形し、校舎内

に作品を設置してデジタルカメラで撮影を行う。自

分で作った作品を、カメラを通して「みつめる」こ

とで、光、構図、被写体との距離によって変わる作

品の様々な表情を発見することができる。そして印

刷した写真をまたみつめ、紹介文を書くことによっ

て価値付けしていくプロセスを取り入れ、活動の中

で生徒が主体的に学

びを深めていけるよ

う指導方法を工夫し

た。 

２ 助言者から 

これからは人工知能が多くのことに関わってくる

時代です。また、自分について見つめるということ

が大事にされていく時代が来ます。そのような状況

の中でこの課題はまさに今日的な課題だと思いま

す。 

自分らしさについて考えることや自分を見ると言

う事はとても難しいことです。そこに 1つアバター

と言う自分の分身を作ることによって己は何者かと

言う問いに子供の目線で向き合っていくことになり

ます。 

もう一つ、作られたアバターをどこに置くか、そ

して、どのように撮影したら自分らしいのだろうか

ということを子供たちが考えることになり、そこに

自分の気持ちが表れてきます。そして自分の作った

ものを鑑賞し新たな表現が生まれるのです。出来上

がったものは写真ですから表現力の稚拙さが前面に

出ることもありません。 

また、自分の作った作品を撮影し、コメントをつ

けて発表すると言う行為が発達していく中で子供た

ちにとっても楽しく、そしてやりたいことがやれて

いる課題となっていると思います。ただやるべきこ

とを子供たちが理解できているかどうかというとこ

ろに疑問が少し残っ

ているので、そこの

ところを先生がフォ

ローしていけること

ができればこれから

の美術の中で新しい

可能性をもった表現

方法ではないかなと

思います。 

Ａ表現(１)ア(２)、Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会 中１－⑤「みつめる」 事例発表 

わたしの視点を伝える絵画 ～構図と色で伝えるおもい～ 

東京都 葛飾区立奥戸中学校 ／ 第１学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 葛飾区立奥戸中学校 教諭 大舘 佐知子 

[助言者] 調布市立第三中学校 校長 大瀬 義一 

１ 提案者から 

色や水分量による絵の具の質感の違いを学んだ１

学年の１学期最後の課題として、今後の制作や鑑賞

の土台となる態度を育む授業を、と考えた。 

今回の授業を作るに当たり①感じ取り生み出す力

②自分で自分の課題を見つけ成長する力を伸ばした

いと考えた。そのためには①具体的な創作の視点を

もたせること②振り返りで具体的に自己の課題をみ

つめさせることが必要だと考えた。 

形の面白さ・色の美しさ・視覚的な手触りや、モ

チーフから膨らむイメージを得られるよう植物をモ

チーフとした。描きやすさや美術室での維持管理を

考慮し多肉植物や観葉植物を選んだが、生徒にとっ

て描きやすい題材であり、管理も容易だと感じた。   

授業の導入として植物をモチーフとした絵画を鑑

賞し、生徒の中で視点を作った。その視点を制作と

最後の相互鑑賞で繰り返し生徒にもたせることで、

①色や技法の工夫②構図の工夫③伝えたいことを意

識した制作・鑑賞を行うことができた。 

視点を各自が明確にもった上で制作を行っている

ため、工夫しようとする意思が作品に見られ、同じ

モチーフを描いても多様な表現が生まれた。しか

し、工夫に走りすぎてしまうあまり、作品全体のバ

ランスが崩れ、かえって自分が伝えたかったことが

伝わりにくくなる生徒も多くいた。相互鑑賞を行う

中で、その問題点を自らみつけ、今後の制作では

テーマを伝えるための効果的な工夫をしていけるよ

うにしたいと振り返った生徒も複数おり、１学年の

１学期にこのことに気付けた点は大きな学びであっ

たと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 助言者からの講評 

 「みつめる」というテーマで何が出来るかを考え

た。新しいこと、やったことのない提案も面白いと

思うが、「静物画」もよいと思った。どんな時代に

なってもモノを見て描く、というのは美術の根本と

して変わらないからである。授業で静物画に取り組

む際、２ヶ月間モチーフが変化しない、というもの

があまりない。よく用いられる上履き、剥製などは

面白くない。本授業では本物の植物を用意すること

ができた。本物の植物というのは、ワクワクする魅

力がある。アロエ、ソテツ等の鉢植えは時間が経っ

てもあまり変化しない。提案者からは、モチーフの

入手の仕方・手入れの仕方も発表してもらい、参考

になったと思う。 

 モチーフを初めて見た時の生徒の気付きを大切に

している点もよかった。最初に見た際の感動や驚

き、思いといったものは、言葉ではない地点から始

まるものである。ただ「見なさい」「感じてごら

ん」と言っても見ないし感じられないものだ。そこ

で、鑑賞の視点を具体的にもたせて、中学校のねら

いに沿った授業が丁寧に行えていた。また、既習事

項・技法も上手に取り入れて行えていたと思う。さ

らに、完成作品の鑑賞時にも、鑑賞の視点が一貫し

ていたことで、生徒の具体的な回答や言葉が多く

なっていた。また、鑑賞時に視点毎に付箋の色を変

えて時間差を付けた方法も巧妙であった。 

 授業の全体的な流れについては、システマティッ

クに構成され、起承転結のしっかりとしたよい授業

であった。今後も「子供の課題は先生自身の課題と

なる」ことを基にして、授業づくりをしてほしい。 

 

Ａ表現(１)ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中１－⑥「みつめる」 事例発表 

わたしの変身面 

東京都 大田区立大森第二中学校 ／ 第１学年 

[授業者] 大田区立大森第二中学校  教諭 馬場 恵以実 

[助言者] 元府中市立府中第五中学校 校長 中村 一哉 

１ 提案者から 

本題材は「こんな自分になってみたい」という思い

を制作の動機として、身に付けると「なりたい自分」

になれる面を想像し、帯紙をステープラーで留めてつ

くった面の型に新聞紙と和紙をちぎって糊で貼り付

け、アクリル絵の具などで着彩して面を制作する活動

である。 

分科会テーマである「みつめる」について、生徒が

形や色彩の性質や効果を見つめて表したいイメージに

迫れるように、導入で能面の鑑賞を行い、顔の表情や

輪郭などの造形的な特徴を根拠に性格や感情を想像す

る活動を行った。この活動によって、その後の制作に

おいても自分の思いを形や色彩に託し、創意工夫して

表現しようとする生徒の姿が見られた。また、自分の

思いを造形の要素とつなげて表現する場面や、材料の

生かし方を試行錯誤する場面など、生徒が造形的な視

点を生かしながら学びを深めていく瞬間が見とれるよ

うに題材設定や指導方法を工夫した。 

題材の設定について、「なりたい自分」を基に主題

を生み出す際、生徒は理想の自分と今の自分をどちら

も肯定したいという複雑な思いを込めていることに気

付いた。「なりたい自分」とすると今の自分を否定す

る部分もできてしまうので、生徒が自分の心の中を全

て投影できるように、題材名を「わたしの内面」など

とした方が適していたかもしれない。導入で能面を鑑

賞したことは生徒の造形的な視点を育んだ反面、一部

の生徒に影響を与えすぎたと思われる。今後の指導に

おいては、鑑賞する作品が生徒の発想に与える影響を

考慮する必要がある。 

 

２ 助言者からの講評 

本題材は、生徒が「なりたい自分」という課題から

現在の自分を見つめ、感じ取ったことや考えたことを

基に主題を生み出し、形や色彩の効果を生かしながら

面作りの活動を通して、自己理解を深めていく題材と

捉えることができる。 

導入で行った能面の鑑賞は、表情に関心をもたせる

と同時に、形や色彩に対する理解を深める上で意義深

いものであった。小面と般若という比較しやすい面を

対象としたことで、形や色彩が感情にもたらす効果、

つまり〔共通事項〕に示された造形的な視点につい

て、実感を伴いながら生徒の理解が深まっていったの

ではないだろうか。 

また、鑑賞した２つの能面が同じ人物の異なる性格

を表すものであることから、人間の感情の複雑さに気

付き、自己を深く見つめることができたとの発表が

あった。そのような鑑賞を通した見方や感じ方の広が

りが、面作りにおける発想や構想の中で生かされて、

生徒の表現の豊かさにつながっていったのではない

か。その点で、表現と鑑賞の有機的な関連を図る授業

として、とても参考になるものであった。 

本授業の生徒の様子からは、「なりたい自分」を面

として作り上げていくことで、自己実現に向かう喜び

をもって制作に臨む姿が見られた。学習指導要領の

「内容の取扱い」には、「生徒が夢と目標をもち、自

分のよさを発見し喜びをもって自己実現を果たしてい

く態度の形成」の大切さが述べられている。題材を考

えていく際の参考になるものと考える。 

さらに、本題材は、前年度の授業実践の振り返りと

検証を踏まえ、生徒の実態を考慮しながら提案された

授業とのことである。このような題材開発への積極的

な姿勢もまた学ぶべき点であり、成果であることを強

調して助言としたい。 

Ａ表現(１)ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会 中１－⑦「みつめる」 事例発表 

１４歳の手 —思いを彫刻に— 

埼玉県 川口市立仲町中学校 ／ 第２学年 

[授業者] 川口市立仲町中学校  教諭 阿部 未希 

[助言者] 川口市立前川東小学校 校長 板橋 利行 

１ 提案者から 

本題材は願いや目標、悩みなど日々の思いを自分

の手に重ねて表現する粘土による彫刻の題材であ

る。自分の一番身近な身体である手を観察すること

で、自分自身と向き合い、新たな自分を発見させた

い。また主題に合わせたポーズの工夫がしやすく、

粘土という可塑性に優れた素材を使用することで強

調や省略などの工夫がしやすいと考えた。この題材

をとおして①対象の価値や心情を感じ取る力 ②表

したいものをみつけ、思いを強くもつ力 ③独自の

発想・構想を生み出す力 ④構想を実現する力を育

みたい。 

制作の導入部分では動機付けとして「この手誰の

手クイズ」を行った。手だけの写真を大型テレビに

写して、誰の手かを考えることで手にも個性や年齢

が現れることに気付くことができた。そして 14歳

の「今」しかない自分の手をつくることへ関心をも

たせることができた。 

制作の主題を決

定する場面では、

ポーズの工夫を考

えるための「テー

マ当てクイズ」を

行い、ワークシー

トを使って絵や言

葉で表した。制作中は学びの深まる場面として試行

錯誤する時間を充分に設けた。これにより、作品を

とおして変容していく生徒の考えや思いを見取るこ

とができ、個別指導や全体への指導に活かすことが

できた。 

題材終了後に行った生徒アンケートでは、授業の

満足度は７１％であった。不満足と回答した生徒が

３割おり、それらの生徒のコメントから、「主題決

め・主題を表す工夫で行き詰った生徒の悩みを拾い

きれなかった」こと、「主題を追い続けられず、手

の表面的な形を追うだけの制作になってしまった」

ことが原因であると考えられた。改善策として、対

話の時間の確保（生徒と生徒、生徒と教師など）、

主題を表現することへの意識を高める支援、主題を

表すための工夫の提案の

改善、手の動きに感情が

込められている作品の鑑

賞（最後の晩餐など）が

考えられる。 

 

２ 助言者からの講評 

「手」を表現する作品は最近見られなくなってい

るが、「手」ならではの感情表現や、思いを込めて

表しやすい題材である。本題材の授業を参観した

が、生徒が落ち着いて取り組めていた。普段から授

業規律が守られている環境の上で、本題材のような

自分自身に向き合う題材ができるのであろう。 

本題材は、生徒に今の自分が何に向き合っている

のかを考えさせ、具体的にどのように表すかが大切

である。完成後の生徒アンケートで、頑張っていた

生徒が不満足と回答したのは「もっと時間があれば

こうしたかった」という思いからなのではないか。

その時間を確保するために、キット教材を上手に活

用したり、授業の振り返りやワークシートでは、ポ

イントを押さえて〇をつけるだけにしたりするなど

の工夫があると、生徒がさらに思いを表現できる時

間ができるであろう。 

また、小中のつながりも考えなくてはならない。

埼玉県では小中連携が進んできているが、小学校の

図工で何を学んで、中学校の 3年間でどのような力

をつけさせるのかを考えることは大切である。その

ために、小中学校の教員同士が、学校公開日を上手

く活用して授業参観したり、年間計画の交換や作品

交流などを行うと、さらに子供の学びが深まり、生

涯にわたって美術を愛好する心情につながると思わ

れる。 

Ａ表現(１)ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中１－⑧「みつめる」 事例発表 

富士はどこだ！ 

～美術作品を主体的に鑑賞し、作者の表現の工夫を感じ取ることができる生徒の育成をめざして～

群馬県 館林市立第二中学校 ／ 第１学年 

[授業者] 館林市立第二中学校 教諭 鑓田 崇人 

[助言者] 太田市立北中学校  校長 山野 直樹 

１ 提案者から 

本題材は、葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪

裏」を、造形的な要素である構図からとらえさせる

ものである。 

生徒は、「神奈川沖浪裏」を自分でじっくりと鑑

賞し、意見を全体で出し合う活動を通して、造形的

な要素である構図の視点から作品をとらえ、なぜ北

斎は現実にはありえない波の大きさや、主題の富士

山を小さく、そして少しずらした構図にしたのか、

という作者の意図や表現の工夫といった一歩踏み込

んだ視点からの鑑賞を行い、そのことから、作品の

よさや美しさを味わわせることができた。 

課題としては、教材で感じた気付きを、自分の根

拠として生かせない生徒がいた。教材の効果を意識

した発問の工夫の精選が必要である。 

２ 助言者からの講評 

■鑓田先生の実践の良さ 

 鑓田先生の実践は、目の前にいる生徒の現状や課

題から出発して、どのような手立てを講じれば鑑賞

の力、感じ取る力が育つかを検討しています。つま

り、指導要領が示しているところの生徒に身に付け

させたい資質・能力を明確にして、そのための方策

について吟味している訳です。そして造形の要素と

して、構図を鑑賞の視点として示し、「波裏くん」

という自作教材を考え出し、それを活用させ、自分

が作者となって描く場合の構図を考えさせ、実際に

体験、操作させることで、生徒が主体的に自分とし

ての根拠を考えながら構図の効果について気付ける

ような工夫を仕組んでいます。さらにそうした活動

の過程では、班のメンバーと自然と意見交流が必要

になるような流れになっています。その結果、構図

を考える過程での対話を通してお互いに説明し合う

中で様々な見方、感じ方に気付かせることに成功し

ています。また、教材を与えただけでは生徒の思考

がねらいとする方向からずれてしまうことも予想

し、ねらいに向けさせるために「神奈川沖波裏」と

じっくり向かい合わせた上で、「なぜ北斎は富士山

や波をこの構図で描いたのか」という発問をして、

作者の構図の意図を感じ取らせようとしています。

これはまさに指導要領やその解説書が示している内

容とほぼ合致していると言えます。生徒たちが事前

に「波裏くん」で構図について試行錯誤した経験が

あるからこそ、より深く自分の考えと比較しながら

北斎が選んだ構図の工夫に入り込んでいくことがで

きる仕掛けになっている。そこが本授業の非常に優

れている点と言えるでしょう。 

■今後の課題の一つとして 

 評価のことを考えた時、１時間の中での生徒の変

容を見取る手立てとともに、１回だけの鑑賞授業だ

けでなく、複数回の鑑賞授業を計画し、ポートフォ

リオ的に生徒の変容を積み重ねて、生徒の鑑賞の質

や深まりが、回を重ねることでどのように変化して

いったかを見取れるような工夫も必要になると考え

ます。鑑賞に使ったワークシートを蓄積し、後で生

徒の変化を追い易くするなどの工夫も考えられると

思います。 

いずれにしても、先生の提案は、鑑賞の授業を組

み立てる際に、配慮すべきポイントが丁寧に組み込

まれた、大変参考になる実践であったと思います。 

Ｂ鑑賞(１)ア（ア）
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分科会 中１－⑨「みつめる」 事例発表 

Japan Blue ～藍染めの手ぬぐいを作ろう～ 

茨城県 神栖市立神栖第二中学校 ／ 第２学年 

[授業者] 神栖市立神栖第二中学校 教諭 末光 美也子 

[助言者] 神栖市立大野原小学校  校長 横田 次男 

１ 提案者から 

伝統工芸は身の回りに多く見られるが，日常生活

に根付いたものが多いために生徒の関心は低い。そ

こで，サッカー日本代表のユニフォームの色である

Japan blue（藍染めの藍色）の藍染めの手ぬぐい制

作を授業の中に取り上げ，伝統的な型染めの技法を

活用して染める実践を行い，伝統工芸に親しみなが

らつくる喜びや達成感を味わい関心が高められるよ

うにした。    

そのために，１年次「切り絵」でカッターの扱い

方を習得し，２年次「藍染め」では各国の文様や好

きな文字の構成を考える。そして，３年次「ステン

ドグラス」では，これまでに習得した技術を生かし

て作品の造形的な美しさを追求する活動へと発展さ

せることで，１年次から３年次までの学習構想の中

に活動を系統立てて位置付け，既習事項を生かしな

がら指導を行うこととした。 

題材では，児童の実態を生かしながら①パターン

②のり付け③染色（時間・部分を考える）④鑑賞と

作業の流れを明確にし，活動が進められるようにし

た。生徒は，日常の生活からイメージをもち，自ら

表現形式を選択することや，表現に合わせて道具を

選び，新しい発見や，これまでの学びが引き出せる

ようにした。表現技法を選択・構成できる場面を増

やしたことで「やってみたい」という意欲の喚起に

つながったほかに，道具の選択や貸し借り，使い方

などグループ内での声かけや教え合い，早く終わっ

た生徒が他の生徒のサポートに入るなどの学び合い

の姿が多く見られた。また，大会テーマである「み

つめる」（鑑賞）を重視し，制作途中の作品を見せ

合うことで，互いのよさに気付くだけでなく，デザ

インの工夫にも生か

され，生徒自身のひ

らめきを生み出すこ

とができた。今後

は，キャリア教育と

連携した教育活動を

工夫していきたい。 

２ 助言者からの講評 

授業を構成する際に参考にしたい点が多くみられ

た。 

○ 生徒の実態を把握，分析し題材の設定に生か

したことで，学習活動に教師の願いや価値ある

内容を学べるようになっている。その結果，３

年間の系統性を生かした学習構成になり，絞り

込んだ内容になっていることで，思考の軸が

しっかりとしている。そのことで，技術が広が

り，学習の達成感が感じられるようになってい

る。 

○ 専門的な用具との出会いから，他の伝統工芸

への関心の広がりを生み出すことができる。 

○ 表現技法を選択・構成できる場の工夫がなさ

れていることで，生徒同士での教え合いの効果

を生み出すことができた。さらに教師が気付き

を伝え，互いに感じたことを共有できる活動に

なっている。 

○ 作品に込めた想いやデザインの発表といった

鑑賞の場の設定のよさがある。 

○ 表現意図に応じた支援を可能にする教師の感

性と専門性がある。 

この実践では，題材との出会いを工夫し，生徒が

学びたいから学んだからこそ生まれてくる「生徒の

豊かな学び」を生み出していた。それらを見出すに

は，教師に感性や対話する力が求められる。材料の

質，生活体験，技法，用具，系統性，模様，構成な

ど，外に現れるものとしての知識・理解・技能のみ

を求めず，生徒の内側にある，思いや乗り越えられ

る難しさも含んだ学ぶことのよさが獲得される造形

活動であった。 

Ａ表現(１)イ(ア)(２) 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中２－①「つくりだす」 公開授業 

想いを伝える空と宙（そら） 

東京都 葛飾区立大道中学校 ／ 第２学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 墨田区立桜堤中学校  主任教諭 奥井 伸 

[助言者] 八王子市立中山中学校 校長   持田 晃 

１ 提案者から 

都会の生徒は、自然に対して目を向ける場面が少な

いと常々感じていた。また、絵の具で描くことや混色

が苦手な生徒が多いということを普段から感じていた

ことが本時の授業を設定した理由である。ポスターカ

ラーで描く不透明水彩の技術を、生徒にとって身近な

「アニメーション」の技法を使うことによって、制作

への意欲が高まることも設定理由のひとつである。 

事前授業は２時

間続きで行い、青

空と宇宙の描き方

のみを習得させる

ことに重点を置い

た。生徒は他の時

間や場面の表現を

したがったが、それは本時に取り組むべき内容として

大切に自分の中で暖めておくように伝えた。ほとんど

の生徒が新しい表現技法に飛びつき、自分なりの表現

活動を行っていた。 

本時は、空（宙）だけでなく、生徒個人が必要と思

える表現（木や草むら、地球）なども取り入れながら

自由に制作をさせた。１校時に教室での準備を教師側

ができたことも功を奏した。机間指導の際、生徒の活

動を観察すると、非常に意欲的に取り組んでおり、活

動を止めることが非常に憚られたので、予定していた

相互鑑賞を思い切って省いた。生徒同士で作品を共有

し合う時間ができなかったことは反省点であるが、予

定を変更したことで生徒はより多くの制作をすること

ができ、多種多様な表現につながったと感じる。 

絵の具の授業は、準備・片付けに時間を要すること

から、改めて、教員と生徒の関係性が大切であると実

感した。しかしな

がら大道中の生徒

はどの子も積極的

で協力的だった。

その点において

は、今回の授業の

広がりや深まりに

非常に良い結果をもたらすことにつながったと感じ

る。 

２ 助言者からの講評 

東京都は必ず専

任の教員が配置さ

れているが、都以

外では他教科を担

当しながら美術を

指導する教員もい

る。また、近年は

時数も少なく、多種多様な単元を教えきることができ

ない。生徒自身が混色することが苦手であったり、水

の量を考えて厚塗りしたりということ自体、経験を積

むことが必要である。小学校と中学校で教科間のつな

がりをもつことが前提であり、知識や経験を積み重ね

ることが表現の幅を広げることへとつながる。指導と

評価の一体化、また「ねらい」ありきの授業である。 

苦手意識のある生徒は、まずマネから入ることも大

切なこと。グループにもよるが、初めはグループで同

じような色を使っていたが、周りの人をみてイメージ

の幅が広がっていたようである。制作に使っていた画

用紙の大きさは、大き過ぎず、短時間で多くのイメー

ジを制作できる良いサイズであった。 

「カードを贈る相手を想像できていたか」というこ

とは疑問として残る①最初に想定して制作するのか②

出来上がったものから贈る人を想像するのか。どちら

も考えられる。自分のイメージを忘れないうちにメモ

を取らせることも一方法である。 

今回の新学習指導要領の改訂で、観点がより分かり

やすくなった。特に「知識」の項目は、以前から必要

だと感じていた。 

本授業は、「空の

造形的な美しさに気

付く活動」で、生徒

が自分で色を工夫し

活動していたことが

良かった。 

Ａ表現(１)ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)アイ 
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分科会 中２－②「つくりだす」 公開授業 

デカルコマニー絵本 ～私の心のストーリー～ 

東京都 葛飾区立大道中学校 ／ 第３学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 目黒区立東山中学校   教諭 濱 夏子 

[助言者] 東京学芸大学      教授 相田 隆司 

１ 提案者から 

本題材は、構想を練るためのエクササイズ的な位

置付けで行った。高学年になるにつれ、構想が固ま

る傾向にある。自由な発想・構想をし、造形的な見

方・考え方を深め、自分なりの意味や価値を「つく

りだす」ための授業である。 

偶然できた色・形からイメージをひろげるため、

発想することが苦手な生徒にも有効である。表現方

法についても、画用紙に絵の具を広げ、二つ折りに

して広げる方法と、クリアファイルに絵の具をつけ

て、その上から画用紙を押し付けて広げさせる方法

を提示した。デカルコマニーを２パターン提示する

ことにより、ある程度自分の意図をもって主題を生

み出すこともできた。発想力が乏しい生徒には、例

を示し、個別のやりとりの中で思い浮かぶ形や感情

を探す等、教師の投げかけが大切である。また、タ

イトルをつける、文章で記述する、少人数のグルー

プで作品を鑑賞し合い話し合う等、言語活動をプラ

スしたこともねらいに迫るため有効であった。しか

し、ワークシートの記述だけで評価することがない

よう、授業中の子供たちの姿を丁寧に見取ることが

大切である。また、ネガティブな表現にならないよ

う、普段から色彩感覚を豊かにするような工夫も必

要である。 

今後も、小学

校図工科の造形

遊び的な要素を

取り入れる等

し、生徒がより

豊かに発想し、

構想するための

授業の手立てを

考えていく必要

がある。 

２ 助言者からの講評 

３年間を見通したカリキュラム・マネジメントが

必要であり、本授業はその中で「主題を生み出すこ 

と」を大切にした授業として位置付けてられている。 

発想・構想を豊かにするためにも、とにかく試して

やってみることを保障し、認めてあげることが大切

である。子供の中では、試していく中で、造形的な

主題をつかみ、何らかの想いや意図が働いている。 

本時では形の対称性に着目する子、絵の具や水分量

が気になる子、周りの様子を見ながら色を足す子…

等、子ども達の姿を丁寧に見取り、一人一人につぶ

さに声かけをする教師の姿勢が見られた。 

また、前時に見通しをもたせながら、導入を工夫

することが、子供たちがイメージを生成する手助け

となっていた。技法の説明では、動画を用いて視覚

提示を行うことで、必要な用具や制作中の留意点、

作品保管などを直感的にイメージすることができて

いた。できた作品について思い思いにタイトルをつ

けることも、子供がイメージを膨らませ、生き生き

と表現することにつながる。タイトルが塗り替えら

れることもよい。答えが変わっていくのが、美術の

よさである。 

本時の主たる方

法となっているデ

カルコマニーを、

たとえば版の特性

という視点からと

らえたり、幼児教

育のように身体感

覚や遊びの関連か

らとらえたりする

ことで、さらに新

たな学びへとつな

がる可能性が出て

くるのではない

か。 

Ａ表現(１)(２)アイ、Ｂ鑑賞(１)ア
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中２－③「つくりだす」 事例発表 

私の猫・犬 ～テラコッタ彫刻～ 実感を込めて表そう 

東京都 墨田区立墨田中学校 ／ 第１学年 

[授業者] 墨田区立墨田中学校 主任教諭   畠山  敦 

[助言者] 墨田区教育委員会  教育アドバイザー 菊田  寛 

１ 提案者から 

今回、「私の猫・犬」という題材を設定し、オー

ブンで焼ける粘土を使用して作品制作を行ったが、

身近な動物を作る作業は生徒にとっても親しみやす

く制作にも熱中できたようである。また、乾燥させ

た作品をすぐに焼くことができ、４０分後には見る

ことができるというのは、手作り感満載で楽しいも

のであった。粘土を使った作品制作は、粘土自体の

素材感・風合いの面白さもあり、様々な発見や焼き

上がった後の作品に触れ、その重さを感じるなど、

生徒にとって取り組みやすいものだったと感じる。 

私自身はロダンやロッソの彫刻作品が好きで、生

徒にもそのような魂を感じるような作品を目指して

ほしいと願った。実際には、授業で彼らの作品を見

せることは無かったが、私自身が感じた世界観や彫

刻に対するイメージを、授業の中でいかに展開し生

徒に実践させるかというのが課題であった。 

この題材で育てる力の主なものは、「自分の目と

実感を信じて、追求する姿勢」である。「目で見た

印象」と「心で感じたもの」を一致させることは難

しい問題であるが、細密な描写や猫っぽく（または

犬っぽく）作品ができればいいや、という制作態度

は嫌だと思い、作品作りに没頭できるような手立て

を工夫したつもりである。協議会で、ある先生から

「生徒に立体を作らせると薄くなりやすいが、どう

やって指導したのか」と質問を受けた。「塊（マッ

ス）を意識して何度もチャレンジさせる（骨格・筋肉

を踏まえることが条件）」というのが、私の答え。何度

でも気に入るまでやり直しが容易にできるのが粘土

の良さである。 

オーソドックス 

だが、生徒の可 

能性を発見し感 

じられる、面白 

い題材ではない 

だろうか。皆さ 

んも是非 Try! 

２ 助言者からの講評 

今回の事例発表で取り扱った題材は、ただ作品を

つくるのではなく、「つくる」と「つくりだす」の

違いを考えながら「生命感」を意識して制作する実

践事例である。そして、教師が粘土での制作活動に

感動して、教師自身が楽しいと思える授業にするこ

とが大切である。 

題材を設定する場合に教師に必要とされるものは

「題材の良さを発見する力」と「生徒の変化や気付

きを見取る力」の２つであると思われる。この２つ

の要素が、『人として成長させる授業づくり』へと

つながる。つまり、「何を学びとして残すのか」と

いう意識を教える側がもち、授業のかたちをつくる

ことが大切になる。 

授業の展開の中で、「対話的で深い学び」につな

げるためには、他者のよさを発見し合う場面の設定

が重要になる。粘土の制作途中での鑑賞会などを設

けることで、自分の作品を説明しなければならない

ので自己の考えが整理され新しい発見につながる。

鑑賞会では、アドバイス点なども他の生徒からある

と良い。 

生徒の制作意欲を高め意欲的に取組のできる授業

を成立させる要件として、次のようなことが考えら

れる。 

①「やるべきことがはっきりしている」 

②「やりたいことが見つかる」 

③「やりたいことができる環境づくり」 

以上のことを踏まえた上で、さらに生徒の制作意

欲を高めるためには、「資料の準備」「制作物の大

きさ」「教室環境や服装などの工夫（汚くしても良

い、自由にしても良い）」という要素がポイントに

なると 

思う。 

Ａ表現(１)(２)アイ、Ｂ鑑賞(１)アイ 
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分科会 中２－④「つくりだす」 事例発表 

オリジナル模様のブックカバー ～今年の目標を模様で表現～ 

山梨県 上野原市立上野原中学校 ／ 第２学年 

[授業者] 上野原市立上野原中学校 教諭 潮 絵里子 

[助言者] 大月市立猿橋中学校   校長 小俣 博昭 

１ 提案者から 

討議の中心となったのは、「授業者の意図・授業

のねらいと離れた生徒の表現欲求に対しどこまで受

け入れてよいのか」という問題提起であった。具体

的には、「模様で表す」という題材に対し、どうし

ても心象風景を描きたい（描いた）生徒にどのよう

な支援ができたか、である。これに対し、複数の分

科会参加者より、「模様とは何か」について自分な

りの授業においての定義付け（共通認識）を行うの

はどうか、という提案があった。東京都からは、さ

まざまな手ぬぐいを用意し、生徒自ら模様とそうで

ないものに分類するグループワークを行い、判断基

準を問うなかで個々の中で定義付けさせていく実践

が紹介された。また、抽象と具象について指導し、

明確に具象を禁止する、といった提案もあった。長

野県からは、午前中の公開授業と関連し、「主題設

定がどのタイミングで行われたのか」との質問が挙

がった。授業者の意図としては主題設定ののちに制

作へとつなげたいが、制作しながら、授業者や仲間

と対話しながら主題を設定する姿も見られたとのこ

とだった。教師の声かけやアイディアスケッチ段階

での相互鑑賞活動を通し、制作意図を明確にさせる

ことを意識した。 

 全体として、一年間使用する連絡帳のブックカ

バーを自分たちで制作することで興味関心をもたせ

られたこと、「今年度の目標を模様で表す」という

テーマにも必然性があるため活発に取り組むことが

出来たこと、制作につながる鑑賞活動等の事前学習

や一年次の学習とのつながりが感じられたことなど

が評価された。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 助言者からの講評 

山梨の図工・美術におけるスタンダードとして、

育成したい４つの力を、生徒向けの簡単な言葉に

直したカードを用いて提示する取組がある。（目

標・見通し）から（振り返り）につながる有効な手

立てである。今回も授業のはじめにカードが提示

され、最後の鑑賞活動が振り返りになっていたと

言える。また、主題となる「今年頑張りたいことを

模様で表す」という部分を生徒が最後まで意識し

ながら制作を続けられたところが成果として挙げ

られる。 
 学習指導要領の改訂において、「主体的、対話的

で深い学び」が要点とされているが、図工・美術の

学びはかねてからそのような学びであったと言え

よう。上智大学 奈須先生より、「深い学び」とは

「浅くない学び」であること、学んだことを他に

生かすことができて初めて学びとなることが言及

された。題材においては「自分に近づけて自覚化

する（自分事にする）」ことが必要であり、題材に

「自覚化する必然性があるか」が問われる。今回

でいえば「自分の１年間の目標」という部分が必

然性に当たる。 
 豊かな生活を学校の中に作り出すこと、その上

でどんな美術の授業を提供できるか、その学びに

必然性があるかを追求することによって、教師が

想像できないような生徒の学びが発生することに

つながるのである。図工・美術は「技能と知識」と

「表現欲求」が両輪となる活動である。深い学び

を積み重ね、豊かな学びへ向かうことのできる実

践を積み重ねていきたいものである。 

 

Ａ表現(１)イ(２)、Ｂ鑑賞(１) 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中２－⑤「つくりだす」 事例発表 

わたしの心は？模様 ～切り絵によるデザイン活動～ 

千葉県 松戸市立第一中学校 ／ 第２学年 

[授業者] 千葉県 松戸市立第一中学校 教諭 住石 哲基 

[助言者] 千葉県 松戸市立第四中学校 校長 生貝 博子 

１ 提案者から 

本題材は、カッティングシートを利用した切り絵

で「心模様」を表現する題材である。 

美術とは、自分なりの意味や価値を「つくりだ

す」ことのできる取組であると考える。中学生が

「つくりだす」対象の１つとして、「自己」が挙げ

られる。中学生が自己（自分の考えや感情）につい

て他者に伝えようとするとき、言葉では説明しきれ

ないこともある。そんなときに、美術の力を使えば

自己表現を可能にできる生徒もいるのである。本題

材では、「自分の心」を主題に据えることで、改め

て自分自身を見つめ、自分なりの意味や価値を創り

出す表現ができることを意図している。 

具体的な授業の手立てとしては、大きく３つ挙げ

られる。１つ目は、題材の主題を「自分の心模様」

とし、形や色を生徒一人ひとりが考え、選択してい

くことで、生徒の個々の思いを生かすことである。

２つ目は、効果的な作品の見せ方（展示方法）を考

えながら制作を行うことで、創作意欲につなげるこ

とである。３つ目は、カッティングシートやホログ

ラム板といった真新しい材料への挑戦である。昨今

は、映像メディア技術が発達しており、実物を鑑賞

する機会が減少している。魅力的な材料体験を通し

て、実物の作品でしか味わうことのできない良さを

感じさせたいと考える。 

アイデアスケッチの際には、まず心が動いた経験

を言葉で表現させた。それを元に、線や模様を検討

していく。同時に、展示方法についても検討させ

る。平面・立体・半立体については、指定はせず生

徒の思いに合わせて選択させるようにした。なかな

かアイデアが出ない生徒には、「線１本から始めて

みよう」「そ

の線に色をつ

けてみよう」

と声がけを

し、スモール

ステップで取

り組ませた。

形を作りあげ

る際には、具象形は不可とし、抽象形とさせた（生

徒には「模様形」でと伝えた）。 

本制作では、デザインナイフを使用して材料を切

り出していく。デザインナイフについては、本題材

を実施することを見越して昨年度末の余剰の時間を

利用し切り絵に取り組ませており、そこでの学びが

生きた。また、カットで失敗してしまった場合も、

それを生かして作品にできるように指導した。 

展示は、教室内を使用し自分の作品が効果的に見

える方法を生徒自身に考えさせた。暗いところで展

示したい場合には、大きな箱の内側に黒い紙を貼っ

たものを使用させた。 

 課題としては、材料の特徴に重点を置いてしまっ

たことにより、題材観である心（感情）の多様な表

現の深まりにつなげていくことができなかったこと

が挙げられる。キラキラと光る材料で、例えば暗い 

心の模様も表現できるのかどうか、考える余地が 

あった。 

 

２ 助言者からの講評 

本題材は、平成２９年度に開催された千葉県造形

教育研究大会松戸市大会に向けて研究を行ったもの

である。全国的にそうであるように、松戸市におい

てもではベテランの教員が次々と退職しており、若

手教員が増えているという現状がある。今回の授業

づくりでは、ベテラン教員の見立てと若手教員のア

イデアをもち寄り話し合いを重ねた。その結果、切

り絵というオーソドックスな題材をさらにバージョ

ンアップさせることができた。チームで取り組むこ

とが新しい題材を創り出すことにつながるのであ

る。中学校の美術科教員は、１校に１名という１人

職のことが多

い。様々な先

生と話し合い

授業を作りあ

げていく機会

を是非大切に

してほしい。 

Ａ表現(１)ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会 中２－⑥「つくりだす」 事例発表 

「出会い、発見、現代アート」～どきどき、わくわく、いい感じ～ 

長野県 軽井沢町立軽井沢中学校 ／ 第３学年 

[授業者（提案者）] 軽井沢町立軽井沢中学校 教諭 横尾 旭 

[助言者]      安曇野市立豊科南中学校 教頭 沓掛 隆 

１ 提案者から 

軽井沢中学校では、軽井沢ニューアートミュージア

ムの開館記念に美術部が招待されたのをきっかけに、

美術館での鑑賞の授業に取り組むようになった。 

 本時は、前時の美

術館での作品鑑賞か

ら、自分が興味を

もったアート作品に

ついて、その魅力を

第三者に伝えたり、

新たな意見を聴いた

りする授業であった。 

（１）成果 

・作品鑑賞の意見交換で、多様な見方や考え方と触れ

合い、自らの見方や思いが広がる生徒たちの姿が見

られた。 

・参観の先生方の質問が生徒の見方を広げるのに有効

であった。比較鑑賞や「作者はどんな人だろう？」

などの投げかけが、生徒の語りたいという意欲を引

き出した。 

・生徒達の言語力が、作品の魅力を語ることで豊かな

ものになった。現代アートと出会うことが言葉を生

み出す力になった。 

・発表に自信のない生徒が、作品の魅力を伝えられ、

「美術の学習への興味や楽しさが高まった」と嬉し

さを語り、自己肯定感の高まりを感じた。 

（２）課題 

・作品の魅力を他者に語るのを苦手にしている生徒も

いた。話し合う学び方や発言が認められる学習集団

づくりを日頃より大切することが課題である。 

・参観の先生方や学芸員の方と意見交換する際に、多

くの人と語り合った証拠として「サイン」をもらう

等の、生徒の思いや話しやすさを引き出す工夫を検

討したい。 

（３）その後「美術館でお出迎え」の活動も 

・美術館で作品鑑賞をした生徒たちが、夏休みに、有

志でワークショップの手伝いや学芸員体験を行うな

ど、より主体的に美術にかかわる活動になってきて

いる。美術館での活動を通して、「ひと」とのつな

がりも生まれている。 

２ 助言者からの講評 

（１）友との関わりや他者からの新たな視点をもと

に、見方や感じ方を広げ、深めていく過程 

オトニエル作『pink kokoro』を鑑賞していた生徒

たちは、中央の銀色の半球について、学級担任の先生

が「(接合部分の)目隠し」と指摘したのに対し、「愛

があふれちゃったんじゃない」「愛がしたたり落ちて

いる感じがする」と見方や感じ方を広げていった。 

さらに、作品の前を通りかかった他の生徒に意見を

求めると、その生徒は作品の形に沿って指をハートの

形に動かした。その姿を見て「愛の循環だ」と声を上

げ、「愛は循環して世界に広がる」「これとてもいい

言葉だと思う」などと、鑑賞してきた道筋を振り返り

つつ、「先生のとこ行く。語ろう語ろう」と言い、授

業者のところに向かった。異質な見方に出会うことで

対話が深まり、見方や感じ方の幅が広がっていった。 

（２）新学習指導要領から見た本時の価値 

新学習指導要領の教科目標に「生活や社会の中の美

術や美術文化と豊かに関わる資質・能力」を育成する

と示された。本時での「ここまで深くなるとは思わな

かった」と笑顔で話す生徒たちの姿に、それが表れて

いた。作品を深く見つめられたことの満足感とそれを

為し得た自分たちへの賞賛が込められていた。生徒た

ちの生き生きと語り合う姿から、地域の美術館にある

『pink kokoro』の存在が生徒たちの心に刻まれ、自

分たちの住む町に素敵な芸術作品が存在するよさを生

徒たちは実感していたのではないだろうか。このよう

な学びを重ねる中で、「生活や社会の中の美術や美術

文化と豊かに関わる資質・能力」を育んでいくと考え

られる。 

作品を媒介にすることで、誰とでも意見を交流する

ことができ、年齢の違う人、全く違った環境に育った

人、初めて会った人でも、作品を巡って意見を交わ

し、新たな見方や考え方に出会い、自分の考えを深め

ていく。これか

らの教育に求め

られていること

が、鑑賞教育や

美術教育の中に

内包されてい

る。 

Ｂ鑑賞（１)ア 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中３－①「つながる」 公開授業 

アートでつながる ART ～鑑賞からのコラージュ絵画～ 

東京都 葛飾区立大道中学校 ／ 第１学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 江東区立深川第六中学校 教諭 川村 清史 

[助言者] 町田市立薬師中学校   校長 中村 伊佐夫 

１ 提案者から 

公開授業の機会をいただき、これまでの実践を自

ら見直し、多くの先生方からの御助言・御意見を今

後に生かせる貴重な経験となりました。 

自評から  

●題材名にこだわりをもった。●大会テーマからの

“つながる”というキーワードを題材名に取り入れ

た。●生徒の活発な活動のベースには、大道中での

グループワークの取組が定着していることも帰依し

ている。●今回は、３時間扱いの題材としたが、鑑

賞の時間を増やし対話型鑑賞を取り入れると４時間

扱いがよい。 

協議会での質疑応答・感想から 

●３年間の総まとめとして取り組める題材だと思い

ました。●鑑賞の窓口が広がりそうな授業だと思い

ました。●二つの作品を“つなげる”という発想が

よいと思いました。鑑賞の進め方が重要になると思

いました。●鑑賞から制作へのつながりがよく、参

考になりました。●まとめの場面で、生徒たちが

すっきりした顔していてよかった。 

授業のまとめでの生徒の感想から 

●作品選びや、作画に迷ったが、イメージが決まっ

たらスムーズに制作が進められた。●二つの作品の

関連性を見つけるのが難しかったが、楽しく活動で

きた。●制作に集中できて、すっきりした。●自由

に考えて制作できて最高の時間だった。●感性が一

人一人違うのが面白かった。 

まとめと課題 

鑑賞からの制作過程において、試行錯誤すること

によって新たな気付きや発見につながる場面があり

題材の目標達成

につながった。

発想が停滞する

生徒への支援や

鑑賞の工夫が課

題である。 

２ 助言者からの講評 

グループワークに積極的に取り組んでいる大道中

学校での授業に、大会テーマを視点として興味を

もって参観した。 

指導助言から 

●題材名に工夫が見られ、活動に期待感がもてるよ

うなネーミングに効果があった。 

●鑑賞活動において、多様な作品と関わることがで

きていた。●鑑賞から選んだ二つの作品をどのよう

に“つなげる”のかが発想のきっかけとなってい

た。●コラージュという技法が発想を豊かにする手

段となっていた。●選んだ作品の表現全部を四角い

まま用いる技法は、使いたい部分だけを切り抜いて

コラージュするよりもかえって面白い表現につな

がった。●少ない時間の中でも、非常に活発な生徒

同士のやり取りがあった。自然なやり取りは、普段

からの学習活動の積み重ねの賜物でもある。●４人

のグループで向かい合う体勢での作業は、場面や生

徒の状況によっては集中力を欠いてしまうこともあ

るが、今回はよかった。●生徒が自分の主題をどの

ように設定していくのかを見ていると、あまり難し

く考え過ぎず自由に表現していてよかった。●作品

の見方・捉え方についての助言や支援が必要かもし

れないが、あまり言い過ぎたり・見せ過ぎたりする

と生徒の発想が偏ってしまうのではないか。●モダ

ンテクニックやポスターカラーの活用が多く見られ

たが、多様な描材を積極的に使用していてよかっ

た。 

まとめとして 

生徒の関心・意欲や、発想・構想の力を高めてい

く手立てとして今

回の題材において

生徒たちは、よく

活動できていたと

言える場面が見ら

れた。 

Ａ表現(１)(２)アイ、Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会 中３－②「つながる」 公開授業 

あなたのための椅子 ～私の思いを誰かのために膨らませて～ 

東京都 葛飾区立大道中学校 ／ 第２学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 世田谷区立桜丘中学校   教諭 松尾 英治 

[助言者] 元府中市立府中第五中学校 校長 中村 一哉 

１ 提案者から 

事前授業の前半では埼玉県立近代美術館の協力に

よって、所蔵作品の鑑賞授業を行い、本題材の導入

とし、美術作品でもある椅子に実際に座って鑑賞し

た。始めは見るだけ、その後、座って感じ取った。

そして、生徒が独自に椅子に名前をつけてみること

で、造形的な視点を養った。 

 事前授業の後半では、アイデアスケッチを描き終

え、生徒が互いに鑑賞し、それぞれのアイデアにつ

いてコメントしている。この相互鑑賞ではアドバイ

スを受けて修正するというよりは、対話によって、

自分自身の思いを強めたり、新たな気付きを得たり

することを目的としている。その後、スチレンボー

ドやケント紙、竹ひごなどを組み合わせて立体で表

現した。 

当日の授業は、立体で表現する途中でもう一度、

相互鑑賞をするところから始まった。対話を通して

自分の表現したい主題に迫り、さらに思いを膨らま

せた。生徒達はその椅子を座ることを想定した人を

想像しながら、形や色彩はどうか、適した材料は何

だろうかと試行錯誤していた。主題を生み出す条件

の具現化を図り、生活の中の美術の働きを考えなが

ら、美術と社会との豊かな関わりが実感できてい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 助言者からの講評 

新しい学習指導要領には、「表現」と「鑑賞」の

資質・能力の関連性を図ることで、題材のねらいの

実現を目指すことが記されている。またデザインや

工芸の分野での鑑賞についても注目すべき点となっ

ている。今回の題材は、使用する者の立場や思い、

社会との関わりから主題を生み出し、生活を豊かに

していくデザインを学ぶことをねらいとしており、

このねらいを実現する手立てが、デザイナーによる

椅子に直接触れて感じる鑑賞と、生徒同士の作品に

よる相互鑑賞となっている。 

 形や色彩、材料などの性質や、それらが感情に

もたらす効果などの造形的な視点を豊かにもてるこ

とができるように、実物の椅子の鑑賞の授業を第１

次に位置付けている。これにより、その後の授業

で、試行錯誤するための視点を養えたと思われる。

そして、アイデアスケッチと制作途中の段階で二度

の生徒同士による相互鑑賞を効果的なものにしてい

る。 

 生徒たちは題材名にもある「あなた」に向けて生

活の中での働きをデザインしており、社会とのつな

がりを感じていたようであった。 

Ａ表現(１)イ(ウ)、(２)ア(ア)(イ)、Ｂ鑑賞(１)ア(イ) 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中３－③「つながる」 事例発表 

TOKYO2020 のポスター制作 ～ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ日本開催を形と色で伝えよう～

東京都 江東区立南砂中学校 ／ 第２学年 

[授業者] 江東区立南砂中学校 教諭 愛沢 彰子 

[助言者] 杉並区立井草中学校 校長 大野 正人 

１ 提案者から 

 美術はそもそも生活や社会との関わりのなかで生

まれる人間の営みの一つである。「つながる～生活

や社会と豊かに関わる美術～」というテーマにある

「豊かに関わる」とはどういうことなのか、授業を

とおして生徒とともに考えることができた。例えば

美術館と連携するといった目に見えてわかりやすい

社会とのつながり方だけでなく、様々な人々と関わ

るなかで培ってきた知識や経験、社会の出来事や地

域性、知らず知らずのうちに享受してきたこの国の

風俗や文化など、その人自身がもつ無意識の関わり

を意識化させ、自分自身と社会とのつながりを「見

える化」することに美術の果たす役割があるのでは

ないかと考えた。本授業は、ポスター制作をとおし

て伝えたい内容を形と色で表す美術の働きについて

学ぶものであるが、TOKYO2020 を制作テーマとした

理由の一つに、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの競技会場を数

多く抱える江東区に住む生徒たちに地域と自分自身

とのつながりを考えさせたいという思いもあった。

美術の授業をとおして、地域や社会の出来事を自分

事として捉えさせ、主体的に考えて表現できる生徒

を育てていきたい。 

本授業の振り返りとして作品の相互鑑賞会を行っ

た。生徒同士で作品を批評し合うと、仲のよい友人

の作品を好評価する傾向が見られるものであるが、

今回の相互鑑賞会では、普段まったく言葉を交わさ

なかったり仲違いしたこともあったりする生徒が、

相手の作品のよさを認める鑑賞文を書いていた。日

頃の学校生活では見られない生徒同士の関わりを知

ることができたのは、本授業の成果の一つである。 

２ 助言者からの講評 

１９６４年の東京オリンピックでは、国をあげて

デザインプロジェクトが推進され、公式ポスターを

手がけた亀倉雄策を筆頭に当代一流のデザイナーや

アーティストがかかわった。例えば、市川崑を総監

督、宮川一夫を映画カメラマンとして『東京オリン

ピック』の記録映画が撮影されたり、田中一光、福

田繁雄らによってピクトグラムが制作されるなど、

視覚伝達デザインが大いに発展する契機となった。 

この事例発表の授業では、１９６４年の東京オリ

ンピック公式ポスターと他国のオリンピックポス

ター、そして田中一光のグラフィックデザインが紹

介されているが、制作に入る前の導入において、ど

のような作品をこれから作るのか、その伝え方には

注意を払う必要がある。よく先輩の作品を例示する

ことがあるが、それは暗に教員が求める作品像を示

すことにもなっており、生徒は例示された作品に影

響されやすいということには留意しなければならな

い。テーマについて深く考えさせるためにも、教師

の発問やアドバイスが重要である。 

美術教師は、視覚優位認知の方が多いと思うが、

色々な優位性をもつ生徒がいることを前提に授業を

行う必要がある。視覚優位、聴覚優位だけでなく、

文字からイメージしたりする生徒もいる。生徒の特

性を把握して、多様なイメージを生徒が創出できる

ように題材の例示や授業展開を工夫してほしい。 

Ａ表現(１)イ(イ)（２）ア、Ｂ鑑賞(１)ア（イ）
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分科会 中３－④「つながる」 事例発表 

つながる（連携）～映像表現 光で描く～ 

山北町立山北中学校 ／ 第３学年 

[授業者] 山北町立山北中学校  教諭 及川  夢 

[助言者] 小田原市立白山中学校 教頭 小田中大直 

１ 提案者から 

本活動では、自分の住む町をテーマとした光の

パフォーマンス「ライトペインティング」を地域

の方々へ発信する実践をした。光という新しい表

現ツールを使うことで、生徒が新しい自分の表現

を「みつけ」「つくりだす」きっかけとなり、地

域の良さを「みつけ」ひろげていくことで地域と

つながることができるのではないかと考えた。ま

た、発信相手を明確にすることで、表現意図を考

え、主題を生み出し豊かに発想し構想を練る力を

よりつける取り組みになった。 

授業が終わった後の生徒の感想には、「地域を

よく見るきっかけになった。地域の好きなところ

を思い浮かべた。地域の自然や行事などを表すこ

とで地域に対する感じ方が変わった（山北って良

いところ！）」などの感想があり、地域のよいと

ころに目を向けることができていた。作品を見た

地域の方の感想の中にも、「テーマを『山北』に

共通しているところがよかった。」という感想が

あった。文化祭でのライトペインティングの発表

後に、町の人から「商店街の雰囲気をより明るい

雰囲気にしたい」「今度、商店街のシャッターに

中学生が絵を描いてくれないか」との依頼があっ

た。地域の方にもよい発信ができたと感じる。 

自分たちの思いを地域の方々に届けたことで、

地域と「つながる」きっかけとなり、ふるさとへ

の愛着をもち生活や社会の中の美術や美術文化と

豊かに関わる資質・能力を育成することができ

た。地域の人

が動き出し、

美術の力で地

域をより良く

していこうと

いう動きが見

られたことは

大いなる成果

となった。 

２ 助言者からの講評 

今回の提案は、町の地域性をいかし、学校・生徒

の実態に即した授業・取り組みとして展開している

点は、とてもよかった。美術の造形的な視点をもと

に、生徒のどんなところを伸ばしていったらよいの

か、あらためて授業改善・研究を深めていくことが

私たちに求められていると感じた。 

「美術の活動は楽しいと思っているが、普段の生

活に役立つとは思っていない」という生徒の実態調

査から、私たちが子どもたちに「身につけさせたい

力は何か。何を学ばせたいのか。」を見つめてみ

る。データからは授業の工夫・改善や確かな学力の

定着に向けた資料になる。小学校からどんな力が

育ってきているか。既習内容はどんなことか。子ど

もたちの学びに寄り添ってみるとよい。 

また、「主体的・対話的で深い学び」を意識し

た実践であったが、互いに学び合い、コミュニケー

ションをとっていた班の方が、テーマにせまり質の

高い表現となった。美しさへの気づきを見取った

り、感じ、はぐくんだりするための視点や手立て

を、子どもの目線で考え、学び合い、高め合える授

業展開を意識していきたい。 

地域とのつながりについては、「社会に開かれた

教育課程」の理念に基づき、今後もより一層、学校

と地域が一体となって、子どもたちの豊かな成長を

支えていくために、重要な役割を果たしている。生

活や社会と豊かに関わっていくために、美術の授業

をもう一度「みつめてみる」そして子どもの「学

び」に着目し

てみる。今後

に向け「地域

とともにある

学校」のつな

がりをみつ

け、つくりだ

していってほ

しい。 

Ａ表現(２)(３)、Ｂ鑑賞(１)ア 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 中３－⑤「つながる」 事例発表 

『映画』を創る ～『小新・潟東アカデミー賞』の実践～ 

新潟県 新潟市立新津第二中学校  

[授業者] 新潟市立新津第二中学校 教諭 甲田 小知代 

[助言者] 新潟市立木戸中学校   教頭 渡邉 敏尚 

１ 提案者から 

「社会とつながる美術教育」という志をもって

２００９年に当時の勤務校にて『映画』を創る授業

を選択授業から取り組み、勤務した各校の美術授業

にて実践を継続している。既存の物語を活用せず、

教師側から提示されたマニュアルをもとに、生徒の

手で脚本、編集、音声など１４の分担に分かれ、監

督のもと制作活動が進む。脚本は個人案から全体案

へとまとめられるよう、ファシリテーションを取り

入れて話し合いで決めていく。脚本担当が、方向性

の決まったシナリオを授業時間外などで検討する間

に、授業では個々に映画の DVD ジャケット制作に

取り組む。DVD ジャケット完成後、絵コンテをも

とに本格的に撮影が始まり、それぞれの分担で活動

する。生徒は、撮影が進むごとにより良い作品にし

ようと、監督を中心に自発的な動きや互いに相談す

る場面が多くなり、生徒中心の活動が活発になって

いく。例えば、血糊の作り方を独自で調べて制作し

たり、衣装の縫製を地域の方に依頼して教えていた

だいたりするなど、クオリティーの高い作品にしよ

うとする姿勢が高まっていった。そのパワフルな生

徒たちの様子を見ている先生方や地域の方々から

も、エキストラ出演してくださるほどの活動となっ

ている。撮影後は、画像の編集や音響効果を加える

大事なプロセスとなる。音響では、自ら作詞・作曲

をして音楽を制作する生徒もいるほどだ。また、評

価は生徒をよく見とり、細かく記録をとるようにす

る。生徒の個人内評価と差はほとんどない。 

 映画作品を完成するまでに、時間と教師に専門的

な知識や機材も必要となるが、生徒たちのこだわる

想いには替えられ

ない。そのこだわ

りには、映画制作

という生徒全員が

知識や経験の全く

ない０（ｾﾞﾛ）から

のスタートであることも要因のひとつであろう。そ

れは、互いに話し合いを深め、自分の分担以外の人

とも関わり合いながら、映画というひとつの作品を

仕上げていく行程に達成感だけでなく、所属感や自

己有用感の高まりを得る表現活動であると言える。

毎年こうして完成した映画を、全校と携わってくだ

さった地域の方々と「アカデミー賞」を設けた上映

会を行っている。地域の方からも高評価を得てお

り、中学生と関わる場面ができたことに感謝の言葉

をいただくこともある。ひとつの作品が完成してい

く過程に、生徒同士、地域、生徒と社会を取り巻く

環境とのつながりを紡ぐ題材とも言えるだろう。 

 

２ 助言者からの講評 

近年、想像力とコミュニケーション能力の低下が

危ぶまれる中、本題材はその両方にせまる取組と言

える。「映画を創る」という表現活動には、対話的で

主体的な学びにおける対話や社会との関わりが大き

な柱となっている。また、共同で制作することで自然

と関わり合い、互いを高め合う雰囲気が必然的に生

まれてくる題材である。一人一人が課題意識をもち、

主体的に取り組むことで物事を見通す力が備わり、

自ずと美術への苦手意識の軽減にもつながっている

と思う。生涯教育という視点からも、中学卒業後も美

術に関心をもつ人間を育む一助となっているだろ

う。評価に関しては、教師の緻密な見とりと記録、生

徒が段階ごとにまとめるポートフォリオの評価も有

効だと考えられる。 

本題材は新潟大学の柳沼教授と甲田先生の共同開

発とも言え、これ

まで９年間の実践

研究を通して、常

に課題をもち続け

る姿勢と熱意に敬

意を表する。 

Ａ表現(１)(２)アイ、Ｂ鑑賞(１)ア
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分科会 中３－⑥「つながる」 事例発表 

教科横断的な視点で見る美術 ～鳥獣戯画の鑑賞・表現から～ 

栃木県 下野市立石橋中学校 ／ 第２学年 

[授業者] 下野市立石橋中学校  教諭 柴 栄 

[助言者] 下野市立南河内中学校 校長 日下田 英彦 

１ 提案者から 

年々授業時数が短縮され、現在２、３年生は週１

時間の年間３０時間、１年生は３分の１が週２時間

で、３分の２が週１時間の年間４５時間と授業時数

が短い中で、美術の授業だけでは深まりきらない学

びを他教科とつなげることで、学校教育の中で美術

科としての役割を果たせるか、そして美術科が掲げ

る目標が達成できるのかを実践して検証した。 

本授業では、国宝である「鳥獣人物戯画」の鑑賞

と表現活動を国語科と社会科と連携して行った。  

まず国語科とは、「鑑賞文を書こう」という絵画

の鑑賞文を書く単元と連携して行った。その単元で

は、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を鑑賞し、①作品

全体の印象をとらえ、②作品の特徴や細部を分析

し、③主題に迫るという順で構成された鑑賞作文を

学習した。作品の主題に迫るアプローチの仕方を国

語科の先生に国語の授業で行ってもらった。美術科

では、造形的な要素に着目させ、感性や想像力を働

かせて自分の中に新しい意味や価値を作り出すこと

が求められている。そこに国語科の単元で学習した

ことで自分の思いや考えをプラスして深い学びへと

つなげられた。 

次に社会科とは、歴史分野とつながることで、そ

の作品が描かれた題材の背景、その当時の人々の生

活の様子などを知ることで、作者が何のために描い

たのかを当時の史実、文化について社会科の授業で

行って深めた。そこで深めたことをもとに、美術科

の授業では原寸大の作品を使って鑑賞授業を行い、

社会的視点、芸術的な観点からも深めることができ

た。 

その後、自分たちの今年 1年間を振り返り、鳥獣

人物戯画を模した絵巻物を作ろうという創作活動を

行った。鑑賞の授業の学びが表現に生かされ、アイ

ディアが詰まった作品となり、部活動や学校の行事

はもちろんのこと、社会風刺を入れたものもあり、

社会科の学びも生かされ楽しい作品となって表現さ

れていた。 

成果としては、他教科の先生に美術科の取組みが

理解してもらえたこと、美術を通して身に付けたこ

とが他教科にも生かすことができ、他教科での学び

も美術科で生かすという機会となった。また課題と

しては、教科によって指導の観点が異なることで、

連携するために何度も打ち合わせをするなど時間が

かかることなどが挙げられる。 

 

２ 助言者からの講評 

美術科の教員は、ただ美術の授業だけを行ってい

けばいいというわけにはいかない。他教科と連携し

他教科の先生に美術科ではこんな学習を行っている

ということを知ってもらい、他教科の学びを美術に

生かすなど他の分野とつながりを意識していく必要

がある。今回は他教科と連携することで短時間の中

でいかに深い学びができるかを検証した発表であ

る。鑑賞と表現の一体化、他教科との関わりの中

で、生徒達は自分自身で描く題材を考え、友達や先

生と対話しながら制作することで、深い学びのある

大きな作品に仕上げた。そこでも生徒同士のつなが

りが生まれた。 

美術科の授業は個人制作が中心になりがちである

が、今回の研究のように今後は、他教科との連携だ

けでなく、小学校･高校･大学との連携、地域の文化

施設との連携、地元の作家など地域の人材との連携

など様々な物･人との連携が必要であり、お互いに

協働することが大切である。しかし間違えてはいけ

ないことは、あくまでもこのつながりは目標ではな

く、手段であることを踏まえ、子供たち自身が教師

側のねらいを理解し、自分たちで作りたいこと、作

りたい物を考え

自分たちのアイ

ディアを詰めら

れるようにする

ことが大切であ

る。 

Ａ表現(１)ア(２)ア、Ｂ鑑賞(１)ア 
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分科会 高１「つながる」 分科会提案 

対話を重視した鑑賞活動及びその効果における研究 

葛飾区立大道中学校 ／ 13:00～13:50 14:00～14:50 

[提案者] 東京都立本所高等学校 主任教諭 森田 真理子 

東京都美術工芸教育研究会 鑑賞教育プロジェクトチーム  

[助言者] 武蔵野美術大学  教授 三澤 一実 

１ 提案者から 

研究会のこれまでの経緯 

 東京都高等学校美術工芸教育研究会（以下「都高

美工研」と略す）にて「鑑賞教育プロジェクトチー

ム」が特定非営利活動法人芸術資源開発機構（ＡＲ

ＤＡ）とともにプロジェクトチームを設立してから

４年目となった。都高美工研会員が鑑賞教育の指導

技術を上げることを目的として立ち上げたこのプロ

ジェクトは、集中して行うために２０１９年までの

４年間限定でスタートしている。１～２年目は、

アートカードゲーム形式の鑑賞教育を広めつつ、レ

ベルアップをし、３年目以降は、対話鑑賞について

都高美工研の会員がより深く学び実践に活かす内容

を企画してきた。さらに本チームは、対話を重視し

た鑑賞（以下、「対話鑑賞」と略す）活動における

その効果を図る「効果測定」を行う研究を続けてい

る。 

 

効果測定について 

そもそも対話鑑賞

の授業に効果がある

のか。数値による計

測を行った調査は先

行研究には見あたら

なかったので、美術

教育に本当に有効な

のかどうかの調査を行うこととなった。 

美術科の授業で行った活動で、生徒の能力が向上

したかどうかを証明するのは難しい。表現や鑑賞の

能力を数値で測定できるのか、という疑問もあるか

もしれない。それでも、何らかの形で、数値で効果

を示すことなしには、社会的に美術科教育の必要性

を認知してもらうのは困難であると考えた。そこ

で、ここでは自己評価、かつ個人内評価を用いる。

感想には多様性があり、評価する軸は一つではな

い。ならば、それぞれの軸で、「以前より自分の鑑

賞の能力が高まったか」について、本人の実感を問

う形式とした。 

トータル３回の対話鑑賞を行い、生徒の自己評価

かつ個人内評価をルーブリック方式にて各回測定す

る。プロジェクトチームのメンバー校だけでなく、

協力校の高校や中学校で行い、データを収集するた

めに使用する作品や使用するワークシートを統一し

た「対話を重視した鑑賞プログラム」を作成した。

（協力が可能な学校や内容の詳細を知りたい方は、

都立本所高等学校 美術科 森田 真理子教諭へご

連絡ください） 

 

２ 対話を重視した鑑賞活動の体験 

 今回は、公開授業に先立ち行った事前授業の第１

回目を参加者全員で体験した。 

菱田春草「落葉」を使って、個人で鑑賞する時間

とグループで客観的に発見したことや主観的に感じ

たことをお互いに共有した。我々美術科教員は、作

品に対するある程度の情報を持っている状態での作

品鑑賞となったが、お互いの考えを話し出すと、自

分では気づかなかった点や想像に改めて思いを寄

せ、これまでに抱いていた感想を共有することがで

き、改めて生徒が見て感じた風景を体感することが

できた。 

 

３ 助言者講評 

 まず高校の先生がチームで研究・開発を行ってい

る事は珍しいことでチャレンジである。敬意を払い

たい。ぜひ続けてほしい。 

 「鑑賞」授業の入り口は何か。まず、見て美し

い、楽しい、面白いと思う素直な気持ちが重要であ

る。 

 そして、美術の本質を追及することが必要。主観

で物語を作ってしまうのでは国語的な要素が強い。

また、社会で役立つスキルに焦点が当たりすぎては

道徳や特活的な要素が強くなる。中学生なら色や形

の造形的な要素からイメージを膨らませること。高

校生ならさらにそこに批評的な考え方がプラスされ

ていくことが鑑賞の学びである。美術において言語

活動は、自分にとっての意味や価値を確認しなが

ら、答えのない問いに向かい“納得解”を出してい

く思考力、判断力、表現力を深める手段である。 

Ｂ鑑賞 
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みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 

 

分科会 高１－①「つながる」 公開授業 

ファシリテーターになって美術鑑賞を楽しもう 

葛飾区立大道中学校 ／ 第３学年 ／ 10:00～10:50（50 分） 

[授業者] 東京都立本所高等学校 主任教諭 森田 真理子 

東京都美術工芸教育研究会 鑑賞教育プロジェクトチーム  

[助言者] 武蔵野美術大学  教授 三澤 一実 

１ 授業者から 

 この研究は、東京都高等学校美術工芸教育研究会

の鑑賞教育プロジェクトチームによって行ってい

る。高校生が鑑賞活動の中でファシリテーターとし

て活動し、自らの鑑賞をより深めることを目的とし

た授業や評価方法の開発を進めている。 

 今回は大道中学校の生徒と共に、中学生が鑑賞活

動の中でファシリテーターを経験し、鑑賞を深めて

いく効果についての研究を行った。 

  

○公開授業までにどのような授業を行ったか 

①１０月２３日(火) 

 菱田春草「落葉」の、個人とグループでの鑑賞を

行った。何が描かれていて、どんな場面や状況であ

るのか客観的に捉えたことと、主観的に感じたこと

をメモする。その後、お互いの意見を交換し、改め

て作品を鑑賞する中で発見したことや感じたことを

文章にまとめ、より深く作品を味わう。 

 

②１０月２５日（木） 

 ラトゥール「いかさま師」を電子黒板に投影し、

教員がファシリテーターとなり対話を重視した鑑賞

（以下、「対話鑑賞」と略す）を行った。これは次

の研究授業で行う「生徒自身がファシリテーターに

なる鑑賞活動」の布石である。また、対話鑑賞を行

うことで作品の細部が見えてきたり、考えなかった

ことを改めて考える経験により、作品をより深く理

解していく感覚を味わいこの鑑賞の面白さも体験す

る。また、次の授業で使う作品を、各々どのように

ファシリテートしていくかを考えてくることを確認

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③１１月９日（金）公開授業 

４人グループで４種類の絵を１人１枚ずつ担当し

順番に作品を使ってファシリテートし、対話鑑賞を

行う。 

 

○３回の授業を通して 

 対話鑑賞を行う場合、ファシリテーターと鑑賞者

の間に信頼関係があるとより多くの言葉を引き出せ

ると感じた。会ったばかりの先生に対し、中学生は

遠慮しながらも短い時間で活動を充実させようと一

生懸命だったが、信頼関係のある高校生（本所高校

の生徒）だと、さらに日常生活や社会と結びついた

言葉が出てくる。これは、中学生よりも高校生のほ

うがより社会に近い場所にいるからだと考える。

我々高校の教員も、学びを社会に結び付けていくと

いう意識や目的が大きい。 

 高校生がファシリテーターとして育つことは、美

術鑑賞を通して社会と関わり、社会の中で他者のた

めに活動できる一員となる技術を身につけるという

ことが目的であ

る。中学生には、

美術鑑賞という

ツールを使って社

会とつながること

ができることを理

解し今後の生活の

中に活かすことを

期待している。 

 

２ 助言者からの講評 

今回の各活動は中学校学習指導要領「美術」に

該当する教科の本質に迫るものであったのか。指

導者と学習者が学習の「ねらい」を共有できてい

たのか。生徒にとって学びの価値と必然性が存在

したのか。もう一度考える必要がある。美術の授

業ならばファシリテーションのスキルを身に付け

ることが目的ではなく、鑑賞を通して「自分とし

ての意味や価値」をつくり出す深い学びを目的に

しないとならない。 

Ｂ鑑賞(１)ア
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第 58 回 関東甲信越静地区造形教育研究大会 東京大会 組織表 

役 職 氏 名 所 属 

関ブロ理事長 増田 裕子 板橋 板橋第一中学校 

関ブロ事務局長 飯川 あすか 日野 日野第二中学校 

    

関ブロ東京大会 

東京大会実行委員長 本間 基史 新宿 落合第四小学校 

大会副実行委員長 

鳥居 三千代 江東 第三大島幼稚園 

飯澤 公夫 八王子 陶鎔小学校 

藤森 克彦 品川 第三日野小学校 

殿村 靖廣 葛飾 大道中学校 

江川 誠志 練馬 三原台中学校 

三澤 一実   武蔵野美術大学 

東京大会実行委員会 
長井 哲郎 品川 源氏前小学校 

落合 良美   小石川高等学校 

東京大会事務局長 伊藤 貴光 葛飾 西小菅小学校 

   副局長 飯川 あすか 日野 日野第二中学校 

    会計部長 林 小和子 立川 立川第一小学校 

      副部長 
寄田 有紀子 目黒 東根小学校 

平田 実 葛飾 堀切中学校 

    庶務部長 須藤 千絵 板橋 板橋第五中学校 

東京大会事業局長 奥井 伸 墨田 桜堤中学校 

   副局長 杉山 聡 板橋 板橋第六小学校 

東京大会編集局長 東郷 拓巳 台東 上野小学校 

   副局長 志手 伸圭 足立 渕江中学校 

東京大会研究局長 長尾 菊絵 国立 国立市立国立第二中学校 

   副局長 田中 明美 品川 立会小学校 

    

都図研大会    

都図研大会実行委員長 長井 哲郎 品川 源氏前小学校 

事務局長 末木 愛 品川 第一日野小学校 

事業局長 斎藤 こず枝 大田 東六郷小学校 

編集局長 松﨑 直子 港 南山小学校 

研究局長 田中 明美 品川 立会小学校 

都図研 理事長 平田 耕介 新宿 愛日小学校 

都図研 事務局長 柴田 芳作 狛江 狛江第一小学校 

    

都中美大会    

都中美大会実行委員長 殿村 靖 葛飾 大道中学校 

事務局長 奥井  伸 墨田 桜堤中学校 

事業局長 藤井 伸雄 江戸川 松江第四中学校 

編集局長 愛沢 章子 江東 南砂中学校 

研究局長 小西 彩恵 葛飾 立石中学校 
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ｐ３７ ｐ４０ ｐ５３ ｐ６６ 

訂正のお知らせ 

 

大会当日に配布いたしました指導案集と指導案集に、間違いと不明瞭な写真がございま

した。関係者の皆様には訂正してお詫び申し上げます。 

 

指導案集 

高等学校分科会 

P１１８ 

誤）東京都高等学校美術教育研究会 

正）東京都高等学校美術工芸教育研究会 

 

研究紀要 

小学校分科会 

１ お名前の訂正 

p２２、東京都図画工作研究会７０周年トークライブのパネリストに以下の２名の先生が

抜けておりました。 

矢木  武先生（元東京都図画工作科研究会会長） 

飯澤 公夫先生（現東京都図画工作科研究会会長、八王子市立陶鎔小学校校長） 

 

２写真の訂正 4 点の写真が不明瞭でした。 

 

               

３ 図の訂正 

p５４の図が間違っておりました。 

正しくは右の図です。 
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中学校分科会 

●紀要 19 ページの、所属名に誤りがありました。 

誤）中村忠男（小田原・千代鴎） 

正）中村忠男（小田原・千代） 

 

●紀要 118 ページの写真が不明瞭でした。 
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編集後記 
 

第 58 回関東甲信越静地区造形教育研究東京⼤会を開催するにあたり、⽂部科
学省をはじめ、東京都教育委員会、会場区の葛飾区教育委員会ならびに関係諸機
関、各団体の皆様には、たくさんのご⽀援、ご協⼒を賜りました。この場をお借
りして厚く御礼申し上げます。 

これまでの⼤会運営に携わった諸先輩⽅から、⼤会運営におけるご苦労の
数々を教えていただいておりました。そして、それらを実感するばかりの毎⽇で
した。しかし、⼤会の準備を進めるにあたり皆様からのご指導、ご協⼒をいただ
く中で私⾃⾝が勉強をさせていただいている、という感謝の気持ちが芽⽣えた
ことも事実です。私⾒ではありますが、運営に携わってくださった⽅々にとって
も、この⼤会を通して交流を深めていく過程が指導者としての学びであり、研究
としての成果があるのだと思いました。 

この⼤会で得たものは決して平たんなものばかりではないかもしれませんが、
今後の糧とし、これからも造形教育の発展のために邁進しつつ、造形教育のます
ますの発展を祈念しております。ありがとうございました。 

 
東京⼤会事務局⻑ 葛飾区⽴⻄⼩菅⼩学校 伊藤貴光 

 
 
 
 

 

第５８回 関東甲信越静地区造形教育研究大会 東京大会 大会報告書 

みつめる つくりだす つながる ～未来をひらく造形教育～ 
 

発 行   2019 年 3 月 20 日 

発行者   東京都造形教育協議会 

代 表   会 長     飯澤 公夫 

      大会実行委員長 本間 基史 

事務局   大会事務局長  伊藤貴光 

印刷・製本 株式会社 三誠社 

東京都文京区本郷 2-22-4 
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