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大会を終えて

大会実行委員長

会 長 矢田部 瑞穂

令和３年 11 月 19 日「第 43 回秋田県造形教育研究大会 能代山本大

会」を開催させていただきました。コロナの状況がまだまだ予断を許さ

ない中、70 名を超える多くの皆様にご参加いただいたことは、喜びに堪
えません。

改めて今大会をふり返ると、それぞれの授業や発表に対し、活発な討

論や意見交換が交わされました。これは、４名の授業者、６名の発表者、

それぞれの先生方が、子どもたちのために何ができるのかを極めるため、

最後の最後まで悩みぬいた努力の成果だと思います。

本大会テーマ、「美しい秋田の形や色を再発見」児童生徒の学ぶ姿、

表現する姿、また、児童生徒の輝きを引き出す先生方の姿があるからこ

そ、形や色に彩りが添えられることを強く感じました。美しさは、思い

や姿勢に現れること、「美しい秋田」は「人そのもの」であることを感

じることができました。

本大会開催に際し、関係各位の皆様方へ心より感謝申し上げます。そ

して、「チーム能代山本」の底力を実感できたことを最大の喜びとし、

今後も精進して参りたいと思います。
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【講演会】記録
演 題 美術教育の生存価とこれからの美術教育

講演者 日本体育大学児童スポーツ教育学部教授 博士（芸術学） 奥村高明氏

１ はじめに

みなさんこんにちは。日本体育大学の応援をありがとうございました。お陰様で、金

メダルを沢山取ることができました。今日は、「美術教育の生存価とこれからの美術教

育」このテーマに沿って美術教育についてお話したい。（浅内小授業の様子の写真を提

示して）こんな青空で今日を迎えられ、光が溢れる学校だな、材料置き場があり、美術

館があり、子ども達は、きれいと思って、美しい光の中で学んでいるのだろう。

簡単な自己紹介、これが自作の絵（ソニーロリンズの浮世絵風の肖像画）、代表作。

ソニーロリンズが気に入って、自宅に飾ってくれているという、人生唯一の自慢。略歴

は美術科の学芸員や教科調査官、近代美術館の館長、学習指導要領の改訂は３回、共通

事項を作った。鑑賞教育を創造活動と定義し直した。

（写真でギャラリートークの過去と今を比較し）過去のは、みんな学芸員を見ていて

誰も絵を見ていない（こいう鑑賞はいやだ！）、10 年後、誰も学芸員を見ていない、み

んな作品を見ている。

２ 工美術の必要性

おそらくここにいる人（美術教師）は皆、身につまされている。生存価という観点か

ら見たい。避けて通れない。美術はいらないと言われた、でも生存価という考え方から

するとそうでもない。脂肪というのは生存価が高い。脂肪の形でエネルギーを蓄えられ

る種は、そうでない種よりも飢餓に強く、生き残る。言語にも生存価があると言われて

いる。言葉を交わせれば、狩りとか農作業の精度が上がるから、おそらく生き残れるだ

ろう。歌やお絵かきはどうだろう。今私たちは、歌やお絵かきのある文化の中で生きて

いる。おそらく、それをしない種は絶滅している。歌やお絵かきをしなかったら死んで

いる。目の前の、生きるために飯を食うためには音楽も美術もいらない。しかし、それ

だけでは生き残れない。人類が生き残っているのは、歌ったり絵を描いたりすることに

生存価があったからと言える。図示すると、遊ぶ・踊る・歌う・描く→文化が生まれ、

教科として、スポーツ・ダンス・音楽・美術と分かれていく。たかが１５０年。文化も

せいぜい数千年。３万年、遊び、歌い、踊り、絵を描くことを、言葉よりもやってきて

いるはず。

ドイツの文化大臣がコロナ禍において、アーティストは生命維持に不可欠な存在だと

言ったのは、おそらく生存価という意味で言っていると思った。生存価を教えてくれる

のは、人であることの原点を教えてくれるのは、

私の授業 児童「先生、今日何やるんですか」「何立てるんですか」「どこ立てるんで

すか」→手袋を棒に立てる。→ぶら下げて「逆立ちして見て欲しい」作品も。

サンフランシスコ現代美術館 周りの現代アートには目もくれず、通気口に視線がいく。

この時の最先端の現代美術は、キャンバスに穴を開けるものだった。そこに立つ人は絶
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対に穴をのぞく。ルーチェフォンタナは平面的な抽象絵画を越えて、見る者を空間に誘

い込んでいる画期的な作品と言われている。多分子どもやアーチストがやっていること

と一緒、多分彼らがやっていることは、生存価と言えるのでは。すると図工美術という

のは、生存価と関わる教科だと言ってもいいのではないか。だから言ってやって下さい。

「美術って何の役に立つの？」と聞かれたら言ってやって下さい「おまえ、なくなった

ら死ぬんだよ」

３ 図工美樹の授業

①★４人組でアートカードゲームをしましょう。

アートカードを 一人 1 枚選んで残りはまとめる。人間はいくら適当に選んで下さいと

言われても、絶対適当に選べない。絶対にその人の性格とか性質が表れている。それは

あなたです。それを使って、グループの人達に、自己紹介をしてください。

→各自、カードの作品に絡めながら、自己紹介を頑張る。

名刺交換のようなもので、職場でやるとおもしろい。美術作品の多様な形や色、イメ

ージなどが今、皆さんを「私」として成立させ、あなたを周りとつないでくれました。

②学習は多様な資源から成り立っている。

これはうちの孫。電車で遊んでいる。しかし、違う。これは時速２００キロで走る高

速鉄道専用車両。新幹線ではない。新幹線は車両ではない。正確な運行、事故ゼロ、車

両の点検、駅の整備点検・・・多くの人々が乗る全部のつながりが新幹線鉄道である。

一つ欠けても動かない。 線路、車両、路線図、踏切、時刻表、アナウンス、見守る母親、

など、この子が鉄道というシステム全体で遊んでいる。電車で遊んでいるのではない。

このように考えると、評価する時に、個人の能力しか語られないのはいかがなものか。

例えば、一人で自転車に乗れるようになった。見方を広げると、兄、母親などの多様

な資源の関係が見えてくる。

授業において、子どもはどのような資源とつながり合って、そこで力を発揮している

か、と考えるのが授業づくりの基本。授業づくりは、多様な資源から成り立っている。

こと。今回の研究では、「ふるさと」という資源がある。授業づくりの基本、多様な資

源から成り立っていた。

しかし、資源を揃えるだけでよいか。

「因果」と「縁起」という考え方がある。

「因果」・・・種をまけば芽がでる。知識技能を学べば、活用できる。かけ算を学べ

ばかけ算ができる。.鑑賞をすればこんな力がつく。しかし、それだけでは花は咲かない。

数多くある種の一つが、たまたま日当たりのいいところに落ちて、天候に恵まれて、雨

に流されないで、鳥にも食われることもなく、人に踏まれず、水や栄養をたっぷり摂っ

て初めて花が咲く。花が咲くためには、種が植えられてから色んな縁起があって初めて

花が咲く。授業で大事なのはそこ。資源を揃えればうまくいく、かけ算教えたら計算で

きるようになる、それだったら、学校の先生はいらない。種があるから芽がでるという

「因果率」、それはその通りである。ただ、「因果」がちゃんと成立するためには、非常

に大きな要素が関わっている。教育は、「因果率」だけで計画するものではない。学ん
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だことがよりよい出会い、ご縁があって花が開くように「因果率」だけではなく、いわ

ば「縁起率」に従って進んでいるのが教育。

今日の授業で、このグループが早々に終わったときに、先生が「回して見合ってご覧」

と言った。そしたら、さっき勉強したことを基に、対話がすすんだ。花が咲いた瞬間だ

った。これが指導の縁起。

★ラウンドスケッチ

各自、好きなカードを１枚選ぶ。１分ぐらいで画用紙に模写する。1 分描いたら、回

す。次の人が続きを描く。ラウンドスケッチは、人が回ってゆく方法もある。自分の仕

事なのだが、人の支えとかアイディアで成り立っていることを実感できる。周りに友達

や同僚がいることによって、自分らしさが際立つ。美術的には、カードが来たときに一

生懸命に鑑賞している。鑑賞と表現が連動しながら、人の技能とか人の仕事を見ている。

４ 図工美術の学び合い

子ども達は案外近いところからアイディアをもらっている。「先生、鉛筆を貸して下

さい」ちらっ、「先生、トイレ」ちらっ、など、つまり一瞬で、他の子どもから学んで

いる。場面緘黙の子どもでも、他の子の会話を聞き取っている。それを作品に生かして

いる。ちゃんと会話しながら、描いている。対話というのは、１隊１ではない。教室内

での協同性のことなのである。空間全部に広がるものなのだ。おそらく私の研究室もそ

もそも他者がいるから成立しているのだ。教室全体を活性化させる。人がいて、友達が

いて、くっついて学び合うのではなく、空間全体を活性化させるそれが学び合い。最初

から話し合わせると、』○○係と決めてしまい、個が埋没してしまうこともあるので、

気を付けなくてはならない。

学習評価

学習評価というのは、「へえー」という想定外が A、「ふんふん」が想定内 B、「あー」

が C です。これが観点別学習評価。先生が驚いたら A。そう考えたら、楽になる。いつ

もいつも、感想文描かせたり、相互評価に時間をかけ過ぎていると、国語の時間みたい

になっちゃう。1 回５分を相互評価を毎回やっていたら、年間では大変なことになって

しまう。できるだけ図工美術の時間は、描く、表現するという時間を確保して欲しい。

指導案には、「形」とか「色」をちょこっと入れるだけで、負担が減る。働き方改革を

してもらいたい。造形遊びの評価をどうするか、聞かれるが、そういう質問をすること

自体、個体主義である。子どもの中を見ようとしている。個体主義で評価してはならな

い。中は見えない。社会に開かれたその子が社会や世界と交流するだけでよい。

★ラウンドダイヤログ

０司会役、１推進役、２補佐役、３反対役、４傍観役。教室の学級会でそういう子ど

もがいる。各自一人一役で。これはどうかな？と問いかけたら、１０秒は待とう。

①協働的に見ることで、対象をより深く捉える。②隠れている自分に気付く。知らな

い自分がいる。人の役割は固定的ではない、場に応じて変化する。③話し合いにはすべ
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ての役割が必要である。推進役の人は、傍観役の人を向いて「ねっ、ねっ」とうなずか

せる。実際に投票したら、傍観役のところで決まる。話合いではどの役も大切。

①図工美術の現在地

野外写真展をやることを２万人に PR したら、来た企業がすごい。文化庁も文化財へ

の関心を高めるための活動を増やしている。

②子どもの変化

以前は水戸黄門、ウルトラマン、どっちが悪いかはっきりしていた。越後屋。ハイジ。

今は、多様な価値観を持っている。鬼滅の刃、鬼だって悪くない。価値観が多様になっ

てきている。小４の読書感想画の絵。３年前の秋田大会で見た絵。ドローンで見たよう

な、お気に入りの場所。ここが描きたい。先生は描きたいと思わないような階段の絵。

おはようと友達が言う。環境がものすごく複雑になっている。

③教育の変化

教育も認知的な進化をしている。昔は教科の学力の時代だった。平均すれば大学に入

れる時代だった。教科の単独の評価の合計の時代。今は教育課程全体で力を付けるカリ

キュラム。教科横断。教科から教育課程へという時代になっている。

理科と図工がそれぞれ共通した目標をつくるのは安易。「図工ならでは」で行う。そ

の上での教科横断。表面的や、共通的は、だめ。芸術総合型学習。九州の１７人の学校

がトップ。

最先端は台湾。石膏像を学校に無期限でかし、ギャラリーをつくる。美術館がノウハ

ウを提供する。学校は探求型プログラムを開発する。日本にはない。アートのニュース

が増えている。アートを社会の中に浸透させようという動きが高まってきている。

④コロナ禍における変化

オンデマンドに不登校はない。不登校や障害者という概念がなくなる。アートのニュ

ースが増えている。橋爪さんという人は、アートを不要不急にし、後回しにされないよ

うにするには、アートを社会の中に実装させる必要があると話している。普通の人の中

にもアートを内在化させていく必要がある。同じことはおそらく教育でも起きる。

５ 終わりに

「かけがえのないのは何か」

ＯＥＣＤの結論、芸術教育に参加している生徒は学力が高い、芸術教育を受けると創

造的になる。音楽は注意力を高める。美術は観察力を高める。空間認知を高める。

美術は他者と異なるので、問題を解こうとする。美術の研究指定校を始めた学校は１、

２年で学力が伸び、欠席や非行もなくなる。先生達が変わったからかもしれない。そも

そも芸術教育はプログラムが違うので較べられない。ＯＥＣＤが出した結論、創造性や

感性は証明できない。そんなことよりも、もしかして、芸術が他教科の学力を高くして

いたとしても、それはそのためにあるべきではない、とＯＥＣＤは結論づけている。ア

ートは確かに何かの役に立つ、教育に、生活に役に立つだろう、経済哲学その他に役立

つとは思うが、知人はこう言っている、「いや、何かのためじゃなくって、創造そのも

5



ののためにあるんじゃないのか」。草だって薬として役立つことはあるが、草花はその

ためには咲いていない。つまり、子どもが絵を描くのも、アーティストが絵を描くのも、

そのためにあるのであって、何かに役立つためというのは、ちょっと違うんじゃない？

美術そのものが生存価じゃないか。話がようやく戻ってきた。さてその生存価の中で一

番大事な資源な何だろう。同じように、教育の効果というのは教育政策の中で、１つも

マイナスはない。どんな施策があるだろう。学級規模の縮小もあり。無駄なものはない。

平均以上にどんな施策があるだろうか。

この子は有能な２歳児。クレヨンを握って、僕、描いたよと主張している。この子の

言葉を聞き逃さず、認め支えてくれる先生がいるから、この子は有能な２歳児になる。

子どもはたった一人では、かけがえのない子どもにはなれない。かけがえのない子ども

になるには、その子の有能さを認めて励ますかけがえのない先生がいなければならない。

先生達がいるから、子どもたちはかけがえのない子ども達になれる。未来の社会をつく

るのは子どもたち。つまり、私たちの仕事は、２０年後、３０年後の日本を作っている

ということだ。

かけがえのない先生、かけがえのない図工・美術、そして今日のテーマにもあったよ

うに、かけがえのないふるさと。その縁をつないで進んでいく。

「美しいあきた形や色を再発見 ～発信！わたしの力 ふるさとの力 造形の力～」

みなさんは、今日このような場を体験しました。ご静聴ありがとうございました。

◆質疑応答

山本中 芹田

能代山本地区には美術館がない。子どもに絵を持ち帰らせるとき、飾ってもらうよう

に話している。実際に飾ってもらっているようだ。子どもの絵を家に飾ることをどう思

われるか。

講師 全国回って、子どもの絵を飾って下さいと言っている。それが家庭教育だと。秋

田だけは家庭訪問すると、１００ パーセント飾っている。秋田だけは、普通に子ども

の絵を飾っている。秋田にくると、え？と言われるが普通に飾ってあることは、それこ

そが生存価を大事にしているということである。秋田はそんなすてきな県。それを特別

にしないで、そんな普通を大事にしていただきたい。

西仙北中 田中

学習指導要領を見ていると、どうしても狭い考え方になってしまう。子どもに見方考

え方を大切にしなくてはと言いながら、自分の見方考え方がどんどん狭まってきている

ことに気付かされた。もっと大切なものがあると気付かされたので、そこをしっかり見

ていかなければと思っている。すごく勇気をもらった。

講師 幸せの青い鳥は、結局は、ヘンデルとグレーテルの、自分のところにいました。

みなさんの幸せの青い空はそこにあります。秋田の青い空です。
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【小学校 低中学年】授業研究会 記録
日 時 令和３年１１月１９日（金）１０：１０～１１：００

場 所 能代市立浅内小学校

指 導 者 秋田県総合教育センター 小森哉子 指導主事

司 会 能代市立浅内小学校 佐々木 大

記 録 能代市立東雲中学校 長浜 笑子

授 業 者 能代市立浅内小学校 小松 知優

協議主題 イメージに合わせて、形や色を選んだり、生かしたり、友達のアドバイス

を取り入れたりしながら、工夫して表す力を高める。

協議の １ イメージに合わせて、形や色を選んだり、よりよい表し方を見付けてい

主な視点 く場づくりの工夫。

２ 造形的な視点を基に、気付きや想いを互いに伝え合うなどし、自分のイ

メージに近づけるように作品を制作できる言語活動の充実。

◆授業者から 本題材は、自分の好きなところと自分との関わりを、自由に想像して絵に

表す、という学習を行った。子ども達には思いが溢れていて、描きたいとこ

ろがすぐに決まった。これまでは形や線でどう表すかに取り組んできた。

本時は色をつけることがメイン。今までは、「どうしょうか」と悩む場面

があったので、オルゴールをかけて、相談したり友達の作品を自由に見に行

ったりできる『相談タイム』を設けていた。本時はとても集中していて、自

分の世界に入り込んでいた。今日はオルゴールをかけても立ち歩くことなく、

相談することもなく自分の世界に入りこんでいたので『相談タイム』はいら

なかったかも知れない。『相談タイム』を入れるタイミングを教えていただ

きたい。 今後はさらに自分のイメージに近づける。最後の振り返りで児童 A

が、「本物の色でなくても、自分の思いを表すわくわくするような色で表現

するのだ」と話していたことを次の時間も確認して、作品の完成を目指して

いきたい。子ども達がよく頑張っていただけに、集中しているところに声を

かけていいものかなど、言葉かけのタイミングも教えていただきたい。

◆質疑応答

浅内小 唐津 指導案の中にある「目的意識・相手意識」について他校の先生方にお伝え

してはどうか。

授業者 ３年生は歩道橋に展示、２年生は校内に展示することを楽しみにしている。

有浦小 渡辺 体育館に貼られていた第四小生の絵を色の

参考にしたと話している子どもがいた。その

辺について聞かせて欲しい。

授業者 本物そっくりに描きたい子どもが多い。他

の絵を見ることもいいと、朝、校内を探検し

た。たまたまではあるが第四小生の授業会場

で、木の絵を見て「木ってこんな色じゃない
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んですけど（児童）」「でも、木ってわかるよね、本物の色じゃなくてもわか

る表し方があるんだよね（教師）」「はい、わかります（児童）｝というやり

とりがあった。そこで児童 A は、衝撃を受け、新しい

見方に気付いたのだろう。

鷹巣東小 藤嶋 描きたいことがすぐに決まったとあったが、それぞれの向かう姿勢が素晴

らしく皆、違う場面を描いていた。最初の声掛けはどうだったのか。

授業者 ２、３年生どちらも、自分の学校、地区の好きな場所をたくさん出し合っ

た。その後、どこが好きか問いかけたところ、そこから各自思いのある場所

を選んで、どう表現したらいいかを考えていた。

◆全体協議

A グループ

視点１ ○ ・「よりよい表し方を見付けていく場づくりの工夫」について、イメージコ

ーナーの活用、わくわく美術館、イメージをもたせるための材料置き場やお

試しコーナーなど工夫がたくさんあった。『相談タイム』にはオルゴールが

流れ、教師が口で言うよりもゆるやかでよかった。わくわく美術館には子ど

も達の作品が 沢山飾られていて、今までの積み重ねが今回の参考になり、子

ども達にいい影響を与えていた。環境整備がよかった。

△ ・２年生のねらいに水彩絵の具は入っていなかったが、使っている子どもが

いたので、発達段階に違いがあるので、どうだったらよかったのだろうか。

・描く場所は、床ではなく机を用意した方がよかった。足が痛がっていた。

視点２ ○ ・自分の思いを伝えるための表現力、付せん、タブレットの活用が効果的だ

った。先生の切り返しの発問により、子どもたちにイメージを考えさせる、

よい発問だった。

△ ・「形」のところで、『激しい・にぎやか』というのがあったが、それは「イ

メージ」に属する。「形」であれば、『激しくしたいから手足を動かす』と

いうような方法がある。今日のねらいは

「色」だったが。

Bグループ

視点１ ○

・環境の素晴らしさ、イメージコーナー、

わくわく美術館。途中で材料を探しに行

く子どももいた。各自のボックスの中に

イメージファイルが入っており、取り出

して活用していた。広々としたオープン

△ スペースを活用していて、複式に程良い広さだった。

視点２ ○ ・机、椅子を用意してはどうか。

・子ども達から「きれい」とか「鮮やか」「力強い」などが出されていて話
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し合いができていた。

・小松先生の「使った色には意味がある」は今日の名言。本校が今年度から

力を入れている ICTの活用。実物と ICTとの併用が効果的だった。

・本校では今年度から、学び合いの時間を「アクションタイム」と名付けて

取り組んでいる。４教科での取り組みに

なりがちだが、今日はリレー発言も取り

入れられていた。

・BGMの雰囲気づくりもよかった。

・「相談タイム」に、児童 A はわくわく

美術館にスポンジを取りに行っていた。

児童 Y は色を見に行っていた。相談とい

うのは、先生や友達に相談するだけでは

なく、今までの振り返りに相談してイメージをもらうのも「相談」として捉

えるのもありだと考える。

◆全体協議 ・色を塗る時間だったが、形の書き加え、なぞりを認めていた。

司会

授業者 ・制作に乗っている時の「相談タイム」どうあるべきだったか。

・イメージに近づけるための「言語活動の充実」として設定したものだが。

オルゴールが鳴らない時でも、自由に道具を取りに行ったりイメージを見に

行ったりしてもよいとしている。オルゴールがなった時に困ったことがあれ

ば、電子黒板前にきて話をしてもいいとしていたが。今日はそのような姿が

戸島小 伊藤 見られなかった。必要なかったのか。必ずしも入れなくてもよかったのか。

・今、２年生・３年生を担当している。表現に困る子、技能面で容易でない

子には、誰にでも何でも聞いていい時間があると安心できる。５分ぐらいあ

ると、息抜きにもなる。集中している子どもには必要ないかも知れないが、

ずっと緊張が続いている子には心をゆるめるためにもあるとよい。時間の調

司会 節をしながら。

・子ども達の手が止まったときに、声掛けしていた。先生の声掛けにも、認

めるというよりも、導くようなやり方だった。

◆指導助言

２年生が学校、３年生が浅内地区という身近な存在、地域素材をテーマに、

子ども達が自分の思いを生き生きと表現する姿が大変印象的だった。生活科

や総合的な学習の時間、学校行事との関連がはかられ、「浅内が好き」とい

う思いが大きくふくらんでいるのが感じられた。

１ 「自分の思いや表現を高める学習活動 」について

自分の思いを表現するには、まず、子ども自身が思いをもつことが大切。

本題材では、導入のきっかけとして、２年生は生活科で学校の好きなところ

を見付け、３年生は浅内地区の好きなところを見付け、普段生活している身
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近な場所や物を新鮮な気持ちで捉えようという学習活動を設定している。小

松先生は、子ども達がそこから心に浮か

んだイメージを具現化させるために、「な

ぜ好きなのかな」と、自分自身との対話、

先生や友達との対話を大事にしてきたこ

とを指導計画から感じた。そのような言

語活動を通して、わくわく、どきどきな

どのキーワードを引き出して、一人一人

の主題がより明確になっていると感じた。

それが、今日の集中して思いを持って表現している姿につながったのだと思

われる。

本時では、児童が自分の作品を見ながら、一人一人が表したいイメージを

再確認し、そのイメージに合った表し方を、形、色などの造形的な視点で捉

える場面を設定していた。こども達はそこから。本時の学習の中心となる

考え、この時間はどんなことを意識して取り組めばいいいのか具体的な手が

かりを得て授業に臨んでいた。導入では板書しながら、イメージと色を結び

つけて子ども達に返していた。思いをもって自分の作品に向き合うための制

作の時間と学習環境が十分に確保されていた。子ども達は、自分の手や体全

体などの感覚を働かせて、「イメージコーナー」とか、「お試しコーナー」な

どを活用しながら活動していた。広く明るい場所で発色もよかった。材料を

選べるという点でも、口調を学習環境がよかった。いくら思いがあっても存

分に活動時間がないと思い表現できない。導入もコンパクトで学習の中心が

確認されていて、活動時間が十分に取られていた。

学習指導要領では共通事項（１）ア自分の感覚や行為を基に、形や色など

の造形的な特徴を理解することを知識として位置づけている。今日の授業の

ように、造形的な視点である形や色などが子ども達の実感を伴って理解でき

るように配慮して、この経験を重ねながら活用できる知識として習得される

ようでありたい。

２ 「自他の作品を見つめ、よいところを見付けたり、よりよい表し方を考え

たりするための力を高めるための手立ての工夫」について

本時の学習活動は、「どうしたらいい？」と考える、やってみる、振り返

るという三段階になっていた。造形活動と鑑賞活動を往還させていると言え

る。それがよりよい表し方、自分のイメージに近づけることにつながってい

た。制作途中で「なんで描き足したの？」と温かく声をかけていた。そのこ

とで、自分の作品を新たな目で見ることにつながっていた。造形的視点で、

子ども達の作品に価値を持たせていくことで、子ども達は形や色に着目して

自分の作品を見たり考えたりして、表現していた。サメとイルカを描いてい

た児童 R は、一人で喋りながら迷っていたが、先生の声掛けで浮かんでいる

子どもイルカを描き足して、もっと楽しい感じにしていた。悩んでいる子に
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声掛けすることで、次の活動につなげていた。制作の中でも表現と鑑賞が行

ったり来たりすることがとても大事。造形的な学びを高めていた。相談タイ

ムについて、今日は１時間目だったので必要感がなかったかも知れないが、

小松先生がおっしゃったように、設定されると「行ってもいいんだ」と安心

できるので、あるのもいいなと思う。次の時間、より、思考力、判断力、表

現力が高まりと同時に、悩んだことを解決して進めるために、友達の作品を

見に行くのもいい。

学習指導要領のことになるが、思考力、判断力、表現力を育成する観点か

ら、共通事項を視点として話し合う、言葉で整理するなどの言語活動を充実

させることが今日は見られた。静かではあったが、最初の色塗りの場面だっ

たので、自分との対話がなされていたのではないか。

終末で、学習の中心となるポイントを押さえた発言があった。自分の思い

に合わせて本物みたいじゃない色で描いてもいいんだ、とわかるようになる

だろう。 ICT の活用も効果的だった。作品を画像で残しておいて比較するの

が自分たちで出来て驚きだった。本時のねらい「表し方を工夫して表す」の

達成度を確かめるのに利用されていて、全体でも共有されていた。自分の出

来具合を確認することで、達成感を味わっていた。自分で撮るという行為も

新たな目でもう一度自分の作品を見ることになる。

複式授業について。低学年、中学年の目標に合った指導が考えられていた。

題材は違っていても、学習の流れ、学習の中心になる考え、目指すゴールは

同じ、２年生と３年生がお互いに学び合うことができるように考えられてい

た。小松先生が、最初は２年生に付いていたが付かなくてもどんどん進めて

いけるようになっていた。日々の複式授業の積み重ねが感じられた。先生の

渡りや声掛け、やりとりが素晴らしかった。このあと、わくわく美術館や地

域での展示によって広く発信することが、子ども達の満足感につながってい

くだろう。児童の作品を通して、学校と保護者、地域との連携を深める効果

もある。発信の場づくりを大切にしていきたい。

本日の授業では、子ども達一人一人が思いを表すために、造形的な視点で

試行錯誤する姿がたくさんあった。これまでの小松先生の積み重ねを感じた。

参加した先生方にとっても授業改善の参考になることがたくさんあったと思

われる。自校に持ち帰り、児童の実態に応じたた取り組みを継続することで、

子ども達の造形的な資質能力を高めていっていただきたい。複式学級での図

画工作という貴重な授業を参観させていただき有り難かった。
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【小学校 高学年】授業研究会 記録
⽇ 時 令和3年11月19⽇（金） １０：１０～１１：００
場 所 能代市⽴浅内小学校

指導者 中央教育事務所由利出張所 ⽊内 衛 指導主事

司 会 三種町⽴金岡小学校 佐々⽊ 恵美子
記 録 三種町⽴琴丘小学校 川⽥ 由美子

授業者 三種町⽴金岡小学校 松渕 将吾

協議主題 形や⾊、イメージなどの造形的な視点で、自他の作品を見つめ、よいところを見付
けたり、よりよい表し⽅を考えたりすることができる。

協議の １ 自他の作品から，造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴、表し⽅の変化など
主な視点 を感じ取らせる活動の工夫。

２ 感じ取った気付きや思いを互いに伝え合い，造形的な視点を基に思考を広げたり
深めたりすることができる言語活動の工夫。

◆授業者から
・前回のプレ授業の反省を元に今回の授業をやらせていただいた。形・⾊・イメージノートを今回

も使ったが，どうだったか。
・トリミングにトレーシングペーパーを使った成果はどうだったか。前回，画⽤紙を使ったために

絵の全体が見えない。という反省を⽣かし全体を見て部分に着⽬できるようにトレーシングペ
ーパーを使った。

・「ふりかえり」の揺さぶり発問について意見をいただきたい。視点をしぼらせるために発問した。
「みんないろいろなことを言っていたが，それはだめだったんですか。」揺さぶりはどうだった
のか。

◆質疑応答
Q１題名はいつつけたのか。子供たちのイメージや思いがあったと思う。同じ場所でもいろいろな題
名があった。

A作品が完成した後でつけた。イメージを膨らませながら制作していった。最後にできた作品を客観
的に見て子供たちがつけた。

Q２何を見て絵を描いたのか。実際にその場所で描いた。写真を見て描いた。
Aタブレットで各自，写真に写して描いた。奥行きを意識させたかったので角度やどんな⾵に描きた
いか意識させて撮らせた。

Q３同じ場所の絵が複数枚あるが，今回のグループの決め⽅につて。同じ場所を選んだ(池同士・教
室同士・山同士など）者同士を一緒にすることで見⽅考え⽅が広がったのではないか。

A 前回と同じグループもある。いろいろな意見に触れてほしいので変えたグループもある。あえて
「同じ池を描いた⼆⼈」を同じグループにしたところもある。

Q４トリミング(注⽬してほしい所)はどうやって決めたのか。「一番見てほしいところはどこです
か。」と発問し，子供たち自⾝が決めた。
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◆全体協議
Aグループ
視点１

○鑑賞ゲームが⾊・形・イメージを意識させていた。めあてにつながるために効果的だった子
供たちの緊張もほぐしていた。

○作品の鑑賞前に，やり⽅をデモンストレーションしていたのがよかった。
→△掲示だけでもよかったのではないか。
○形・⾊・イメージノートが思考ツールとして授業の中でも見られた。積み重ねがあった。
○ネームプレートの活⽤がよかった。板書に残った。
○イメージカードはよかった。
→△逆に固定化させていたのではないか。もっといろいろな見⽅・表現⽅法を子供たち自⾝

に考えさせてもよかったのではないか。
○教師のコメントで子供たちは自信をもって話していた。話形がしっかりしていた。
○トレーシングペーパーを使っての見せ⽅は，絵全体が見え焦点化した見せ⽅だった。効果的

だった。
→△構図をしぼってしまったので，今回は絵全体の意見が出なかった。

視点２
△教師の発問。「どうですか。」から「関連して意見はありませんか。」とすることで，子供た

ちの見⽅・考え⽅を広げたり深めたりすることにつながったのではないか。
△時間配分について検討が必要。

Bグループ
視点１

○トリミングが部分だけクローズアップさせていて着⽬させるために効果的だった。トレー
シングペーパーで全体も薄く見えた。

→△全体を鑑賞する時間があってもよかった。
△同じ対象を描いた絵だけで交流することもできたのではないか。

視点２
○形・⾊・イメージノートの使い⽅は，有効だった。
→△６年⽣なので使い分けができたのではないか。言葉に限定させてしまった。子供によっ

ては使う・使わないがあってもよかったのではないか。
○グループの話合いがスムーズだった。
○教師の問い返しがたくさんあって，子供の見⽅・考え⽅を深めていた。

◆全体協議
【キーワードの活⽤について。子供の思考を狭めていたのではないか】
・図工は形と⾊。鑑賞は自分の経験が⼊ってくる。どれだけ鑑賞をやっていたか。本時で教師は，た
くさん経験を積み重ね，広げていたのでよかった。
キーワードが子供の見⽅・考え⽅を固定化させていた。

・キーワードがあることで，子供たちは安⼼して話すことができた。キーワードを貼ってしまったの
に違和感があった。キーワードを手がかかりに話すことができればよかった。

【全体交流での教師の言葉かけはどうだったのか。どんな言い⽅がよかったのか】
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・「だめですか。」から「気付くことは何ですか。」「みんなの感じ⽅で何か気付くことはありません
か，」などに変えると意見が出たのではないか。子供たちは⾊々つぶやいていた。教師の待つ姿勢
も⼤事。

◆指導助言
・貴重な授業の提示ありがとうございました。
・子供たちの作品に対する思いがしっかり⼊っているのが伝わってきた。題名からも伝わってきた。題
名を付けさせるタイミングもよかった。

・部分に着⽬し，見⽅・考え⽅を⼤事にしていた。
視点・・・・森を見る・・・全体を見る視点

⽊を見る・・・部分を見る視点 どう連動させるか。つなげていくか。
・根拠を聞いたところがよかった。理由を聞くことで，子供自⾝が見⽅を働かせていた。理由を聞くこ
とで子供自⾝が造形的な見⽅・考え⽅が働くようにしていた。

・教師の言葉かけが子供自信に気付かせていた。グループ活動で出ていた言葉を何回もリフライニング
し，見⽅・考え⽅を⼤事にし，意見をつなげていた。言語活動に出ていた。先⽣自⾝が造形的な見
⽅・考え⽅を⼤事にしていた。

・形・⾊・イメージノートが子供の主体性につながっていた。ノートの⼤きさもよかった。
・キーワードは，必要な⼈だけ使う。支援としてあってもよかったが貼らなくてもよかった。低学年や
中学年では⼤きな支援につながる。

・導⼊の鑑賞ゲームについては，子供たちは見⽅・感じ⽅が分かっていた。もっと自由にさせてもよか
った。

・本時は，題材が最後なので，自分のお気に⼊りの場所を新たな視点でとらえ直す場⾯である。揺さぶ
りや問いかけが⼤事になってくる。

・全体で紹介した場⾯では，新しい自分に気付く場⾯である。みんなから意見を聞いた後，「どう思っ
た。」本⼈に問い返し，広げ深めてあげる。本時は単元の最後なので新たな視点でとらえ直すという
ことが⼤事。みんなから聞いたことをどう思ったか。問い返し新しい自分に気付かせる場⾯。「何か
変わった。」「お気に⼊りの場所はどう思う」「何か変わった。」など問い返し、見⽅・感じ⽅を広げ，
深めてあげる。子供は友達と学ぶことで広げ，深めることができる。

・課題をあげるとすれば，もう一度問い返すことが⼤事だった。学習過程が多かった。集約して，子供
自⾝が気付いて出てくる部分と全体をつなげながら，もう一度本⼈に返す。もっと自由に子供に委
ねてもよかった。
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【小学校 中学年】授業研究会 記録
日 時 令和3年11月19⽇（金） １０：１０～１１：００
場 所 能代市⽴浅内⼩学校

指導者 南教育事務所雄勝出張所 髙橋 聖子 指導主事

司 会 ⼋峰町⽴峰浜⼩学校 越後⾕ 知子
記 録 能代市⽴渟城南⼩学校 原⽥ 亨子

授業者 能代市⽴第四⼩学校 後藤 加奈子

協議主題 形や⾊、イメージなどの造形的な視点で、自他の作品を見つめ、よいところを見付
けたり、よりよい表し⽅を考えたりすることができる。

協議の ・作品から感じ取ったことを交流し合う活動の工夫。
主な視点 ・気付きや思いを互いに伝え合い、造形的な視点を基に思考を広げたり深めたりす

ることができる言語活動の充実。

◆授業者から
子どもたちは、一学期後半に⾵の松原を観察してタブレットでお気に⼊りの⽊の写真を撮った。

描くことができそうなものを選定し、10月くらいから取り組んだ。お気に⼊りの⽊を見つけること
はできたが、絵に表すときに迷っている子どもがいた。友だちのアドバイスを聞いたり自分で話して
みたりするなどして考えさせて、教師側からは言い過ぎないようにした。
一番悩んだところは、表したいものをどうやって絵に表すかについて悩んだ子どもへの⼿⽴てであ

る。有効な⼿⽴てがあったら教えてほしい。
本時では、全体で作品を飾って鑑賞する活動は、前にキラキラワールドで貼ってみた。その時は作

品のサイズが⼩さかったので収まったが、今⽇は見通しが甘かった。好きな場所に貼るように話した
が、真ん中の⽬⽴つところに貼りたい子どもが多かったと思う。貼り⽅に付いての有効な⼿⽴てにつ
いても教えていただきたい。

◆質疑応答
Ｑ重ねていく技法が上⼿だった。どのように指導したのか。
Ａ６月に「自分⾊紙でお気に⼊りの世界を表現しよう！」という学習を行った。この時に、ビー玉を
転がしたり、スポンジやはけ、チョークなどを⽤いながら好きな⾊を作って描いたりする技法を知
った。この時に「⾊を重ねてみてはどう。」とアドバイスした。頭に残っていたのだろう。

Ｑ話型を⽤いて、これまでもやってきたのか。
Ａやってきた。⾊紙に表現したときは、偶然できた形を使ったので「何に見えるか。」について話し
た。「○○のように見えたから、このような世界になりました。」など。今回は、表したいことがし
っかりあり、それが周りに伝わるといいなという気持ちで、対話して鑑賞するようにした。

Ｑ試し⽅は、どのように行ったのか。
A単元は5時間。試しは1時間で全員⽩い画⽤紙に行った。下描きなしで自由に描かせたら、どんどん
描けていた。2～3時間で一枚の絵が完成した。

Q時間は予定通りだったか。
A作品を貼るところで時間がかかった。
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◆全体協議
Aグループ
〇子どもたちが多様な技法を使って描いていた。描くための準備や子どもたちの多様な経験が⽣き
ていた。短時間で表現することができたと思う。

〇実際に⾵の松原に行って⽊に触ったりにおいをかいだりなど、自分の思いをもたせて言葉でも表
現することができた。自分で価値付けができていた。

〇見るポイント「⾊・形・線」が浸透していて随所に出ていた。
〇３３⼈の個性が集まるとすごいと思った。「やさしさ」にも様々な見⽅や考え⽅があった。「どう
してそう思ったの。」とつっこんでもよい。

△オリジナルの言葉がよかったので、単元のタイトルにもプッシュされていてもよいと思った。
△グループでの交流では、紹介が簡単だったので、自分の思いを付け⾜してもよいのかなと思った。
△作品を貼るときに予想外に時間がかかったとのことだが、貼り⽅を子供たちと相談してもよい。
両⾯テープで貼ると移動が⼤変なので、「やさしさ」「明るさ」「⼒強さ」等を表したいなど、ま
とまって貼ると、例えば「明るさでもいろいろあるんだな。」ともっと実感できたかなと思った。

Bグループ
〇交流のポイントが示されていた。全体で１枚やってみてやり⽅が分かってからグループで交流し
ていたのがよかった。

〇話すことに迷っても、黒板を見ると分かる座席の工夫など⼿⽴てがなされていた。
○オリジナルを紹介するときに、始めに思いだけを話して、それから一⼈一⼈の印象を取り上げて、
自分がこうしたいというのを付け加えていくというやり⽅がよかった。

〇表現したいと思う表現でできた作品だった。写実的に描くことができるとうまいと思われがち
で、４年⽣の発達段階を考えると下⼿だと嫌だと思ってしまう。今回は、多くの表現や自分の思
いを認められて、堂々と描けていた。絵を嫌いにならない活動であるし抽象のよさに触れるよい
機会であった。相⼿の作品を尊重し合うことで、満⾜感と自己肯定感が⽣じる。

〇これまでの積み重ねが、子どもの⼒になっている。
〇オリジナルの⾵の松原は、多彩な表現の中で、見⽅を広げ深めることができた。
△作品を貼るところに時間がかかったことについては、子どものつぶやきを拾いながら飾ったり、
⾊が被らないようにアドバイスしたり、貼るスペースをさらに広げたりするとよいと思った。

◆指導助言
⽊々を見つめての学習は何回か学校訪問の際に参観したことがある。今回は有名な⾵の松原という

ことで、見て来た。⽬的地に着くまでに、街路樹が松なのにびっくりした。子どもの気持ちになって
みてお気に⼊りの⽊はどれかなと思いながら見た。子どもたちの作品はカラフルで発想がすごい。こ
れらを導いた⼿⽴ても素晴らしい。全県で造形教育研究⼤会を行うよさを、⾵の松原に感じた。
本時の授業では、学級に温かい⼈間関係を感じた。挙⼿も多いし聞こうとする姿勢も育っている。

「１⼈よりも３３⼈がいいな。」というような発言から、雰囲気のよさが伝わってきた。

重点１
① 形や⾊をもとにイメージすること
お気に⼊りの⽊を実際に見て触る、葉の揺らめきを感じるなど、体全体で⽊と関わることからス
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タートしている。このことで、幹のたくましさなど、実際に感覚や行為を通して実感したというと
ころが見られる作品となっていた。そこから、捉えた形や⾊などをもとに自分のイメージをもつこ
とができた。イメージについては、その時の感情や気持ちと共に⼼の中に浮かび上がってくる物で
ある。つまり、経験とも関わってくる。対象のもの（材料）と関わるということがとても⼤切にな
ってくる。豊かなイメージを育むためには⽇々の積み重ねで得られるものである。実際に触れられ
ないものにイメージは難しい。産まれてからの経験がつながっている。実態把握は⼤切である。そ
こまでにどのように題材や授業を作っていくか。一年間を通してどういう活動をしていくかを考え
ることは本当に⼤切である。
授業づくりでは、関わる時間や試行錯誤を時間を⼤切にしていた。授業実践でも⼿や体全体を使

いながら活動し、⾊や形と関わってきた。松組の子どもたちは、形や⾊を通して形や⾊の感じを分
かっていた。これは、豊かなイメージをもっていたということにつながる。学習活動全体で考える
ことをこれからも⼤切にしてほしい。今回の学習活動と実践が、自分の思いを高めるためにとても
工夫されていた。

重点２
② 自分の見⽅・感じ⽅を広げる⼿⽴て
造形的な視点の確認、作品を捉えることができるような鑑賞の視点や話型を示すことを⼤切にし

ていた。学習の中⼼となる考えがしっかりと押さえられていた。自分が⽊と関わって、表したいこ
とを見つけてイメージをもって，それに合わせて表し⽅を考えてきた。だから、タイトルを見て、
どのように表したのかなと見ている⼈が考える。ここを押さえて鑑賞したことで、表現の時に考え
たことが鑑賞の時にも⽣きてくる。そこが関連されていたことがよかった。学習の中⼼となる考え
を教師が意識することで、題材での学びが明確になる。子どもたちにも意識させることがとても⼤
切であり、今回はしっかりと押さえられていた。

重点３
③ 学習の中⼼を明確にすること
何を学ぶのかが明らかになり、活動や振り返りができていた。もちろん、それに基づいためあて

やゴールや評価基準になっているからできていたと思う。
図工や美術は⼈気が高い教科だが、役に⽴つとは感じられていないという調べが出ている。役に

⽴たないではなく、図工や美術は絵や工作を通じて他の教科と同じように考える勉強なのだという
ことを⼤切にしてほしい。何を考えるのかが学習の中⼼であり、それは思考・判断であり、題材の
真ん中に位置させてめあてを出すことや振り返りをすることや発問を出すことと考えていくとよ
い。自分の思いをどのように表現していくかを図工の視点でつなげていってほしい。
これまでに⾝近すぎて見えていなかったものが見えてくるのも図工のよさである。「学校の⽊を

さわってみよう。」「いろいろさわってみよう。」と広がっていく。実際に見て触れること自体が⼈
⽣の豊かさであり、そのために学ぶのだということ。そして主体的な学びへとつながっていく。
地域の素材は、図工の役割を担っている。歴史の側⾯にある⾊・形・イメージの側⾯でもよさを

味わうことが子どもたちはできている。⽂化とのつながりを今後も⼤切にしてほしい。
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【中学校】授業研究会 記録

日 時 令和３年１１月１９日（火） １０：１０～１１：００

場 所 能代市立能代第二中学校

指導者 秋田県教育長北教育事務所 田森 舞 指導主事

司 会 能代市立能代南中学校 小林 翔子

記 録 三種町立山本中学校 芹田 亨

授業者 能代市立能代第二中学校 田中 絵里奈

協議主題 形や色，イメージなどの造形的な視点で，自他の作品を見つめ，よいところを見付けた

り，よりよい表し方を考える力を高める。

協議の １ 子どもの気付きを生かし，造形的な視点を基に造形活動と鑑賞活動が往還する学習

主な視点 程の工夫。

２ 気付きや思いを互いに伝え合い，造形的な視点を基に思考を広げることができる言語

活動の充実。

◆授業者から

ふるさと能代をテーマに文様を考えて，その文様を消しゴムはんこに起こして，エコバッグに押すと

いう活動です。制作したエコバッグは能代を訪れた人や地域の人たちにプレゼントすることを目的とし

ています。消しゴムはんこは彫ってしまうと修正が困難ですが，タブレットを活用することで，色や配

置を考えたりすることが容易にできることから取り入れてみました。前時では３Ｄペイントで文様の制

作を行っています。本時の授業では生徒は意欲的な取り組みを見せていたと感じています。皆様のご意

見やご指導をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

◆質疑応答

Ｑ: 生徒はタブレットのどのようにしてこのレベルまで使用に慣れているのか。(中尾)

Ａ: 学校全体でタブレットの活用に取り組んでいます。美術科独自では３Ｄペイントとの組み合わせを取

り入れました。

Ｑ: 色彩について，どのような指導があったのか。(コリガン)

Ａ: スタンプの色はスタンプ台のインクの色が１２色になっていて，その中から選択するように指導し

います。

Ｑ: この題材は以前から扱っていたのか。(田中)

Ａ: 昨年から扱っています。タブレットを使用したのは今年になってからです。タブレットは，デザイン

した文様の加工や修正が容易にできるので取り入れてみました。

Ｑ: 能代らしさもとにしたテーマのデザインははどの範囲までなのか。自由にしたのか制限があったのか

(中尾)

Ａ: 能代の自然，歴史，文化，特産物などからデザインを考えるように指導しています。

Ｑ: マークと文様の違いについての指導はどのようにしたか。(コリガン)

Ａ: 今回は単独のマークではなくつなげる文様としてのデザインということで指導しています。

Ｑ: ワークシートでは連続性という項目があったが，連続性を考えていない生徒も許容するのか。(田中)

Ａ: その方向の選択でもよいことにしました。

秋田県造形教育研究大会北ブロック（能代山本）大会
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【グループ討議発表】

Ａグループ

〈視点１〉

○主題に対しての意識付けがしっかりなされていた。

○完璧な物の提示でなく，生徒の気付きを引き出し，デザインのポイントや視点がを押さえられるよう

な題材の提示がされていた。

○色，形，構成要素など，造形的な視点を押さえた授業内容であった。

△能代のよさが伝わればいいのか，誰もが使ってもいいデザインの提示では幅が広がりすぎて考えにく

いのではないか。

〈視点２〉

○生徒がタブレットを使い慣れていた。

○タブレットの試作品を何度でも作れる特性を生徒が活用できていた。

○タブレットだけでなく電子黒板と合わせて活用できていた。

○話し合いの視点が押さえられていて分かりやすかった。

○グループワークでもタブレットを効果的に使用していた。

△能代のよさが伝わる配置だけではなく，美しさをどのようにデザインするのかも加味するような方向

性もあってよいのではないか。

△デザインの構成を考える前に，もう少し形をについて考える時間があってもよかった。△一つのマー

クとして完結させるデザインなのか，また，連続性を生かすデザインなのか を最初に押さえてお

くべきなのか。

△よさを伝え合えるるような話し合いになればよかった。

△タブレットの画面を見ながらの話し合いでは，顔が下向きになってしまう。

△デザインのどこを生かして連続性をもたせるのかという視点があってもよい。

△同グループの人がよさや改善点を述べることで，話し合いの利点がでるのではないか。

Ｂグループ

〈視点１〉

○導入のオリンピックエンブレムの提示により意識付けがされていた。

○デザイン作成において，能代のよさ，色，形，についてポイントの押さえられた導入がされていた。

○ハートのデザインの提示による「誰もが使えるデザイン」の説明が分かりやすかった。

○生徒が試行錯誤しながら集中して制作に取り組んでいた。

○情報支援員の活用や教師のコーディネートにより，生徒は安心して制作に臨めていた。

△「誰にでも使える」ということにこだわらなくても，使用者のターゲットを選択できるようにしても

よかったのではないか。

△バッグだけでなく，押す物のバリエーションもあればデザインのアイディアも広がるのではないか。

△反転させてつなげるがうまくいかない生徒がいた。

△タブレット上の仕上がりと完成品の完成度のギャップが気になる。

〈視点２〉

○話し合いの視点についても明確にされていた。

○振り返りでもＩＣＴを使用していていた。

○意見交流の形態がしっかりしていた。

○意見交流の場の設定や学習形態が効果的であった。

△意見交流のときは活発に話していた生徒が，発表の場になると消極的になっていた。

Ｃグループ

〈視点１〉

○生徒にデザインについて考えさせる提示の仕方があった。

○ＩＣＴの活用がすばらしかった。

秋田県造形教育研究大会北ブロック（能代山本）大会
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○苦手な生徒にも，試してみることや気付きを促すような活動がされていた。

○板書の内容が精選されており，さらにユニバーサルデザインも意識されていて見やすく分かりやすか

た。

○配置を工夫するという視点がよく伝わっていた。

○本時で生徒に考えてもらいたいことが導入の説明で焦点化できていた。

△エコバッグのデザインを誰にでも使えるという条件にすると，生徒にとって難しくなるのではないか

△エコバッグ以外の形もあってよかったのではないか。

〈視点２〉

○学習の流れが明確で，どの場面で話し合うのか分かりやすい。

○タブレットを活用しデザインの情報を共有てアドバイスし合えていた。

○前回と今回のアイディアを比較しながら振り返りができていた。

○友だちの制作の進み具合をモニターで確認できていたことが言語活動にもつながっていた。

○情報支援員も本時のねらいを把握しており，的確なアドバイスができていた。

△伝えるには声が小さすぎる生徒がいた。

△１時間の内容にしては盛りだくさん過ぎて時間が足りず，意欲的に制作している生徒の手を止めてし

まう場面が見られた。。

◆指導助言

今年度はＩＣＴの活用にについて各校で実践が図られています。躊躇している学校もありますが，今年

度は触ることを目標に実践していただければと思います。本時はＩＣＴの活用が効果的に図られた授業で

した。エコバッグのデザインという題材であれば，自身の思い付きや感情にまかせたデザインでも制作が

できますが，客観的な視点の弱い発想になってしまいがちです。本時では題材名を「ふるさと能代をピー

アールするエコバッグをデザインしよう」とすることで，生徒は用いる場面や社会との関わりなどから主

題を見い出すことに意識が定まったと思います。生徒は主題を明確にもつことにより，その実現に向けて，

形や色彩の特性を生かしながら，構想が一層豊かに膨らんでいく授業になったと思います。美術科の目標

の「生活や社会の中の」というところで，エコバッグが教室の中だけにとどまらず，この後，地域の人た

ち，また，能代に来た人たちに伝わることで，一層の意味があるのだと思います。

教室環境ですが，これまでの学びが提示され，生徒たちがどのように本時の授業につながってきている

のか分かりました。構成の要素などは振り返りながら確認できたと思います。そして，東京オリンピック

のエンブレムの動画は，動きがあって生徒たちの興味を引く導入でした。そのときに生徒たちから「おー

っ」とか「あーっ」など感嘆の声があり，気付きがあったとことが分かりました。「中心に集まるように 」

「丸くなったら」「色がついてきたら」など本時の課題である配色や配置についての発言もありました。そ

して，そのことを確認して，生徒たちのつぶやきから，教師がめあてとなる「配色」や「配置」を 導き出

していました。生徒たちと一緒に「今日は何を学ぶのか」をしっかり確認できたと思います。「配 置」に

関して，生徒たちの腑に落ちていない様子が見られたので，さらにかみ砕いて向きやつながりを 図で見せ

ることで生徒たちに気付かせたことが，その後の制作活動がスムーズに行われることにつながっていまし

た。そのようにして教師が実演で説明していました。説明が「速いかな」とも思われましたが，生徒たち

はタブレット端末に慣れていたので，そうした心配をよそに生徒たちは画面にどんどん表 現できていまし

た。途中で田中先生が自分で制作したハート型のデザインを見せて，「能代のよさが伝わるかな」という問

いかけに，「能代のよさが分からない」というつぶやき，また，「誰がつかってもいい デザインかな」とい

う問いかけには，「おじいさんが使うの？」という反応など，生徒たちが客観的な視点を引き戻して自分の

制作に入ることができたと思います。「能代のよさが伝わるデザインか」「誰か使ってもよいデザインか」

を再確認でき，一生懸命に制作に取り組んでいました。このように，テーマ課題をシートに書き，それを

横に置いて確認しながら取り組んでいる姿も多く見られました。また，スカイメニューで生徒たち全ての

デザインが画面で見られますので，教師にとって見取り易いと思いました。また，生徒たちにとっても友
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だちの作品を参考にして制作に入っていく姿もも見られました。そこでもＩＣＴの効果的な活用が見られ

ました。ロケットのデザインについて相談していた生徒は，「ロケットが噴射して空に飛び出すイメージで

いいのではないか」というアドバイスを受け入れ，真ん中からロケットが飛び出すイメージを表現してい

ました。このようにＩＣＴはアドバイスをもらって即座に試してみることができるのはＩＣＴの強みだと

思いました。グループ活動では，生徒たちはタブレットを突き合わせて行っていました。ここでも，アド

バイスをもらってすぐに対応していました。また，友だちのデザインを見て，自分のタブレットで「こん

なふうにしてはどうか」を見せている場面も見られました。そのようにして生徒たちは本時のめあてに沿

たエコバッグのデザインを考えていたと思います。この生徒は「マークを逆にしてもつながっていくよ」

というアドバイスをもらい，実際にやってみて，自身のデザインの連続性に気付き，さらにデザインを続

けていました。振り返りにおいてもＩＣＴが活用されていました。デザインの連続性に気付けないでいる

生徒に対して，教師が気付きを促す助言もありました。また，デザインをつなげて能代の「能」という文

字にしていた生徒に対して「見えない」という友だちの意見があり，その隣の生徒が「能代のＮにしては

どうか」というアドバイスを受けてすぐに並べ替えていて，「これだったら見える」と言っていました。の

ようにしてアイディアスケッチが増えていき，その後の検討材料になっていくと思われました。情報支援

員の方も本時のねらいをしっかり押さえていて，生徒に的確なアドバイスをしていました。生徒たちは始

めのデザインとグループワーク後のデザインを画面上で比較したり共有したりすることで，その工夫など

を全体で確認できたと思います。本時では，ＩＣＴの活用が効果的であることが重要だったと思います。

ここまでくるには，相応の苦労があったと思います。生徒たちもよくデザインに取り組んでいたと思いま

す。貴重な授業提示ありがとうございました。
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第４３回秋田県造形研究大会北ブロック（能代山本）大会 実践発表分科会記録

【小学校下学年部会】 NO.（ １ ）

指導者 秋田県総合教育センター 小森哉子 指導主事

司会 大館市立有浦小学校 渡辺幸子

記録 能代市立第四小学校 浅野麻実子

実践発表者① 北秋田市立鷹巣小学校 豊田 良香

実践発表者② 秋田市立戸島小学校 伊藤 愛

１．実践発表①についての協議
鷹巣東小 ・学団程度の交流はよくあると思うが，高校生との交流を思いついたのはどういう

津谷 経緯があるのか。双方向の学びが意欲を高めると感じる。豊田先生は，シーツシ

アターを高校生に依頼するときに，どんなお願いをしたのか紹介して欲しい。

①豊田 ・自分から依頼したのではなく，能代市内の高校生が作った作品としてこれを使っ

て図画工作の授業をしてみないかというお話を先にいただき，実践した。１年生

でもできることを考えて，「くしゃくしゃ紙」の題材を思い出した。

津谷 ・１年生だと手が止まってしまうことも多い。シーツがあることで思いが広がって，

良い実践だと感じた。

浅内小 ・「おむすびころりん」や「大きなかぶ」で版画を使って絵を描き足しているという

唐津 のが気になった。大きく映し出してもらえないか。

①豊田 ・（大きくは映し出せないが）版画の部分になっているのはかぶのまわりの土と葉っ

ぱ。かぶの実が空洞になっていて，そこに子どもたちが絵を描く。「おむすびころ

りん」は，穴の中の様子を想像する。

唐津 ・先に版画をしてから，絵を描き足すのですね。

①豊田 ・このスライドは，版画をした後に，何を描こうかと考えているところ。

司会 ・自分で大きいかぶを作って版画にすると，かぶのところだけ白くなるということ

ですね。

浅内小 ・迷って手が止まってしまう子に，他人の作品を真似する，参考にする子がいるの

小松 が悩みではあるが，グループで活動していると全く同じような傾向の作品ができ

てしまうという経験はないか？話し合わせ方，対話の仕方はどのようにしている

のか教えて欲しい。

①豊田 ・自分で思いつかないと，友だちの真似をしてしまう子どもは確かにいる。しかし，

同じものを描いていても全く同じという絵にはならない。例えばジェットコース

ターを描こうとしたら，一人は大きいジェットコースター，もう一人は長いジェ

ットコースターというように変わると思うので，そこは子どもの意欲を削がない

ように，受け止めて，描かせていくうちにアドバイスでちょっと別な方向を見い

だせるように声をかけるという経験はある。

司会 ・「ひらめきの時間」というお話があったが，学習に入る前に行われているのか？

①豊田 ・造形活動に入る前に行っている。できるだけいろいろなことを発言させて，その

中で，何も思いつかない子どもたちが，気付いていくこともあるし，板書を通し

て自分のイメージを膨らませていくこともある。

峰浜小 ・一つの題材だけではなく，いろいろな題材と組み合わせたり教科とのつながりな

越後谷 どから子どもたちの活動意欲を引き出したりして素敵だと思った。振り返りや最

後の鑑賞などでどのような感想が出たのか教えて欲しい。

①豊田 ・１年生は，自分でこのような作品を作るのが初めてのことだったので，どのお友

達の作品も素敵だと言っていた。また，２クラスあるのだが，一つのクラスは，

はっきりとした濃い色遣いであり，もう一つのクラスは薄めの色遣いであり，ク

ラスによっても違いがあった。お互いに描く過程を見ていないので，「どうやって

描いたの？」「これは，何？」と聞き合う姿があった。
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２．実践発表②についての協議
二ツ井小 ・いろいろな題材があって面白いと思った。鑑賞のカルタは，子どもたちのイメー

小山 ジがよく出ていると思った。年に何回ぐらい取り組むのか聞きたい。

②伊藤 ・カルタなので，冬休み明けの題材として設定した。ちょっと遊び感覚，ゲーム感

覚で休み明けには良い。全員読み終わるには２週にまたがって４時間くらいかか

る。

鷹巣東小 ・カルタに関連して。どこの学校でも，アートカードが十分に活用されているかと

津谷 いうともったいない現状ではないかと思われる。アートカードは国語と関連させ

て取り入れることもできるので，俳句の勉強をしたときにそれを生かして活用し

た伊藤先生の活用例を是非自分の学校でも紹介したいと思った。子どもの見方や

感じ方を広げていくときに子ども同士の学び合いはもちろんあるが，教師がコー

ディネートしていくということの難しさを感じることがある。伊藤先生が，コー

ディネートしていくときに心がけていることを教えて欲しい。

②伊藤 ・図工は答えが１つではない。一人一人違う。思いや個人的な経験を大事にしてい

る。発想が思いつきにくいお子さんは，隣を見ながら描こうとしているときに，

呼んで話を聞いていくと，ストーリーが生まれてきてだんだんと形や色のイメー

ジができていくことがある。

津谷 ・対話しながら，ということが大事ということですね。

司会 ・「色水遊び」も「コロコロガーレ」もグループ活動だった。グループ活動の評価は？

②伊藤 ・「色水遊び」は，広い場所での活動だったので，見えないところでいろいろなこと

が起きていたと思う。自分が専科で，担任にも入ってもらって写真や映像を残し

た。さらに，振り返りカードを必ず書かせるようにしていた。低学年は文章表現

が難しいが，キーワードを示して，できた，できないというようにカードを活用

した。

鷹巣東小 ・専科であったということで，学年の系統性が実践を通して実感がもてるものであ

藤嶋 り，すばらしいと思った。その中で，「題材の系統性」について，光を通して「い

つもの景色が・・・」という５年生の表現が，どのように発展していったのか興

味がある。

②伊藤 ・この題材は，５年生が，他の学年がスライムを作っているのを見て，ぼくたちも

やりたいと言ったことから，始まった。作った後，スライムをぬった前と後でど

う違うのかを文章で書かせた。言語活動にもつながると思う。また，窓にはって，

額縁のような形でいろいろな場所から見ると違う景色が見えるよというようにし

て他の学年の子どもたちにも体験させた。

３．指導助言

指導主事 ○実践発表①について
・「『描きたい，作りたい』という気持ちを引き出す学習過程の工夫」ということで，

導入場面で思いがもてず，発想が浮かばない，なかなか活動が進まない子どもを

どう導くかという工夫がお話されていた。３つのポイントを挙げていたが，アイ

ディアと挑戦する気持ちが感じられた。

・低学年ということで，題材との出会わせ方にわくわく感があると感じた。「のぞい

てみたら？」と提案することや，シーツシアターの提示で何だろうと思わせる仕

掛けがすばらしい。

・画用紙をちぎる，薄い紙の感触を味わってねじるなど手や体全体を使って感覚を

働かせるところから始めているところも描きたい作りたいにつながる手立てだと

感じた。苦手な子どもでもやってみることができる。低学年では，造形活動を楽

しむことがそのまま資質能力を高めることにつながるのでこのような活動を取り

入れることは大切であると感じる。
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・他教科の関連について，国語で学習した物語と関連させていた。みんながお話の

内容を知っているので，共通の話題として思いついたことや考えたことを話し合

うことができる。それが活発な話し合いにつながって，友だちとの交流から思い

を広めたり考えを深めたりすることが期待できる。

・シーツシアターでは，好きなシーツシアターを選択できる。選択した友だちと共

同して作りだすことができると感じた。みんなでやるということは，それぞれの

発想や表し方などがあるということに気付くことができる。それが表現や鑑賞の

力を高め合うことにつながっていく。

・題材との出会いでは，ひらめきの時間を設定していた。表現の枠が自由すぎても

発想構想が広がらないことがあるし，決めすぎても思考を狭めてしまう。今回は

低学年が取り組みやすい条件を設定し，実態に合わせた提示がなされていた。こ

のようなひらめきを生むような出会わせ方をしたいものだと思う。

・低学年の楽しい図画工作の経験が，この後につながっていく。楽しいという思い

をたくさんさせることで中学校・高校へとつながっていくし，将来の生活で形や

色などに豊かに関わる資質能力へつながる。このような気持ちをひきだす学習過

程の工夫を今後も考えていって欲しい。

○実践発表②について
・図画工作専科というすばらしい経験をされてきている。ダイナミックな活動や多

様な材料，アイディア，子どもたちがやってみたいと思う体験を取り入れている。

・共同活動が多かったが，共通事項をふまえた題材設定，学習活動の工夫が見られ

た。友だちと一緒に活動することは子どもたちにとって楽しいこと。共同的活動

を単なる楽しい活動で終わらせず，資質能力を高める活動にするためには，共通

事項が示している内容，形や色などの造形的視点を活用したコミュニケーション

が図られるようにすることが大切。

・造形的な視点を活用したコミュニケーションを図ることが，図画工作における教

師のコーディネートなのではないかと思う。子どもの思いを受け止めてコーディ

ネートするということが大事なのでそれを授業で実践していきたい。

・「いろいろカラフル」の色水遊びでは凍らせたものが溶けて混ざり合って色が変化

していくところを造形遊びに取り入れたというアイディアがすばらしい。不思議

な感じがして子どもの興味をひくものだと思う。そこから様々な造形的な気付き

発見が子どもたちから引き出されて主体的な活動につながった。

・「コロコロガーレ」では一人で作るよりダイナミックな活動ができている。材料や

用具の使い方，ビー玉の動き，着色，などについて自然な話し合いができて一人

一人の学習も深まることが期待される。各グループの作品を展示し，比較しなが

ら鑑賞することからもまた，色や形などによるイメージの違いを感じることがで

きると思う。

・アートカードを活用した鑑賞活動は気軽に取り入れることができると思われる。

造形的な要素を含めた読み札を作ることを通して，様々な芸術作品の形や色など

を捉え，自分なりのイメージをもつなどして主体的に良さを感じ取ることができ

る。さらにカルタ大会を行うことで，友だちと交流して見方・感じ方を深めるこ

とができたと思う。アートカードを活用した学習活動はゲームやクイズなど他に

もあるので，是非試して欲しい。

・系統性の話も出てきたが，図画工作の題材は子どもや地域の実態に合わせてアレ

ンジしていけるものだと思う。わくわくする授業を目指して，教科書にあるもの

を工夫していくことも考えてみてはどうか。 そのヒントになるのが，たとえば透

過性という一つのテーマで学年を変えて追っていくということとか，迷路をテー

マにして学年を変えてやっていくこともできる。季節のアレンジもできる。材料
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を変えてみる。例えば迷路でも紙だったり木だったり。場所を変えるとか，グル

ープ活動にするか一人にするかとか。子どもの資質能力を伸ばすというねらいに

沿ってアレンジをしていけば，より効果が生まれる。

・最後に紹介してくれた「夜の野バラ」は，心にしみた。当たり前だと思っている

ことを自分なりに見つめてふるさとの良さを発見するという力が図画工作にはあ

ることを感じた。午前中の授業でも浅内小学校で「浅内」をテーマにした授業を

やっていたが，絵を描くことを通して浅内に対して思いが高まっていくのを感じ

た。当たり前だと思っていたのだけど，すてきだなという気持ちを感じさせて図

画工作の授業をすすめていって欲しい。

司会 ・短い時間であったがお二人の先生からたくさんのアイディアや工夫を教えていた

だいた。先生方の活発な協議も勉強になった。小森先生にご指導いただいたこと

を今後の授業改善に生かしていきたい。
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第４３回秋田県造形研究大会北ブロック（能代山本）大会 実践発表分科会記録

【小学校上学年部会】

指導者 中央教育事務所由利出張所 木内 衛 指導主事

南教育事務所雄勝出張所 高橋 聖子 指導主事

司会 鹿角市立柴平小学校 川口 好陽子

記録 三種町立湖北小学校 嶋田 睦美

実践発表者① 鹿角市立花輪小学校 海沼 智恵子

実践発表者② 湯沢市立雄勝小学校 藤原 和彦

１．実践発表①についての協議

Ｑ浅内小 佐々木

自分の作品との対話。実際に対話してうまくいかない子がいたら，先生との対話ではどのよう

な声かけをしたのか？

Ａ これを使ったらこうなるだろうと予想したが実際は違った時，どうしたいのかを尋ねて子供の

思いを尊重するようにした。濃くしたいのか，薄くしたいのか，明るくしたいのか暗くしたいの

か等子供の声を拾って，一緒に材料コーナーに行って，イメージマップや言葉のパレットで，ど

れに近いかということを選ばせるようにした。

Ｑ第四小 越前

造形的視点。具体的工夫のポイントは？

Ａ 子供がどんなイメージで作りたいか。イメージを表すために，どんな材料を選べば良いか。表

したいことを表すには，どんな材料，工夫があるか。形や色があるのか。形や色にこだわる。

・湖北小 伊藤

前に自分がこの題材をやったとき，暗いところは，大きな段ボールを使用した。このような

光の館があればもっと工夫できていただろう。タブレットの活用は，図工科では有効だと思う。

過程を示せる。他のこへの説明もしやすい。改めてＩＣＴは図工科で有効だとわかった。自分が

イメージしたもの，思考過程を大切にした授業だった。。

２．実践発表②についての協議

Ｑ浅内小 嶋田

先生の発表から，造形的な見方考え方の意識化のためには，身近な物から入った方がいいと改

めて分かった。具体的な物で興味を広げながら進めることが必要だと分かった。さらに，一番お

しゃれな虫は？，一番いじわるな虫は？という問いかけの工夫や，課題設定が素晴らしい。また，

「逃げた虫をさがせ」という必要感のあるめあてであった。物と自分，友達と自分の対話。両方

取り入れていくことが特に必要だと思った。表現と鑑賞を行き来しながらイメージを広げるとこ

ろ。そこから見方考え方が広がっていく。同じ物を見ても，違うことをイメージする。そういう

ことを子供たちが知るというのは，なかなか無い機会である。色と形の組み合わせがそうさせる

んだと思う。例えば赤はあったかいイメージもあるが，大きな物に赤，とんがったものに赤で，
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同じ赤でもイメージが変わる。あとは，外見だけでいじわると判断された虫を救ってあげたい。

Ｑ第四小 越前

虫は小学校の絵の題材としてよく使われる。虫その物を鑑賞するというおもしろい実践。他の

物でも色，形を使った実践ができそうだ。発展していける題材だった。

Ｑ司会者

形や色を造形的視点でとらえるということを，プレ体験できるような実践だった。その後の造

形活動の中でこの実践が生かせていたということはあったか。

Ａ 今，版画を今やっているが，下絵を描くときに形については声が上がっていた。

Ｑ浅内小 櫻田

子供たちの方から，強そうな虫，優しそうな虫とか出そうだが，他の視点ではやってみなかっ

たのか。

Ａ たくさんあると収集がつかなくなるので，同じ視点で，こちらが決めた「おしゃれ」と「いじ

わる」の二つだけにした。

Ｑ司会

同じ虫をおしゃれと言う子もいれば，いじわると言う子もいる。子供の反応はどうだったのか。

Ａ おしゃれといじわるは外見と内面。おしゃれとおしゃれでないであれば対立するが， おしゃ

れでいじわるとなるので問題は無かった。

Ｑ浅内小 佐々木

ここに気づいたということが素晴らしいと思う。そのきっかけは？

Ａ 近代美術館でのゾウムシ展。十年くらい前からやっている。

３．指導助言

高橋聖子指導主事

実践発表①「鹿角市立花輪小学校 海沼 智恵子先生」への指導助言

すてきな題材であった。自分は，ランプの明かりが好き。ソロキャンプでの光，ランタン等。オ

リンピックも光の演出。明かりは身近。近代美術館でも滝平次郎展「もちもちの木」。この題材は，

自分で明かりを作る魅力的な題材だった。

１豊かなイメージをもつために

イメージマップ，言葉のパレット。イメージをもたせふくらませる工夫。材料に特化していろ

いろなことができる。材料に関して実態に合わせて考えられている。

２地域の良さ 鹿角の素敵から

鹿角の文化 地域の良さに目を向けさせる。直接的に関わらせることでないが，地域の良いと

ころからイメージをもってくる。参考になる関わらせ方である。身近な物。海，七夕等想起させ

ること。イメージをもつための一つの手立てであった。
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３試行錯誤の時間の確保

初めの時間だけでなく途中何回も，感覚や行為を通して理解したことやとらえたことを元にイ

メージをもつ。実体験を何回も行うことで，よりはっきりとイメージをもつことができた。

イメージをしっかりもたせられたからこそ，子供たちに声かけができる。イメージが見えない

とうまくいかない。子ども同士のアドバイスもイメージがないと適切なアドバイスができない。

イメージがあるからこそ，指導，適切なアドバイスができる。

４対話について

対話を大切にされていた。材料との対話も大事だということで，作る見る考える作るの思考の

サイクル。表現と鑑賞が往還する。一方向で無く，考えて，作って，見て，また考えて作る。作

る時に考えたことが見る時の視点になる。考えたことが作る時に生かされる。これが一方向でな

はないことで深い学びになっていく。その根底に学習の中心となる考えがある。それがあるから

こそ，こっち行ってこっち行ってということが効果的にできた。

５場の設定について

光の館。テントを教室の中に。教室にいつもあることで試行錯誤できる。思いついたときに試

すことができる。考えたことやりたいことがすぐできる素晴らしい環境。

展示の仕方。みんなで展示をしていた。みんなでバランス，色を考えて展示。一人でもいいけ

れどみんなでもいい。自分の 1つ見ても気がつかないことも，みんなのを見ることで気づくこと
ができる。みんなで見る，みんなで展示する良さ。

同じ物を作っても，同じ物からイメージしても違うということにも気づくことができる。

・課題としてあげられたこと

材料だけでなく，道具についても選択肢を豊富にし，子供の思いを実現させる工夫。

道具について選択肢を豊富にするためには，前の学年までどんなものを使ってどんなことがで

きるのか。学びの足跡をしっかり把握することが大切。小一なら幼稚園，保育園。小六なら中学

校ではこんなことができるという連携が大事。効果的に何回も繰り返して道具を使うことができ

るようになる。学年で，どんな材用や用具を使っているのかは，内容の取り扱いのところに書い

てある。必ずこの学年ということはないが，必要に応じて，初歩的に前の学年に使っても良いが，

発達段階があるので，よく考えて使ってほしい。ＩＣＴと重なる部分だが，道具の扱い。タブレ

ットに道具の取り扱いの動画を入れて見れるように．前学年までのことで忘れたら見れるように

している学校もある。

これからクリスマス。イルミネーションの飾りも美しくなると思う。「ゆめいろらんぷ」を通

して光の良さや美しさを学んだ子供たちが，。周りのいろいろなものに気づけるようになるのを

楽しみにしたい。

木内指導主事

実践発表②「湯沢市立雄勝小学校 藤原和彦先生」への指導助言

良かった点①

子どもの学びをつなげる題材設定をしていた。３年生の理科の学習，豊かな自然に囲まれた地
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域で体験して学んできたことを前提とした題材となっている。，身近な生活の中にある昆虫を対

象としている。造形遊びなどの自然物。共有した体験。こうしたものが鑑賞の学び合いにつなが

っていた。鑑賞の学習は，同じ図画工作科の題材の版画や，ふるさと教育，総合的な学習の時間

などにもつなげることが可能な題材。自分を名探偵とすることで，わくわく感を持たせることが

できる題材名となっていた。藤原先生が，自然の中の造形に美意識をもち，普段から造形的視点

で子どもと観察していたからこそ，こういった題材を構想できたのではないかと思う。先生の豊

かな感性が子どもたちの確かな学びへつなげることができた実践だった。

良かった点②

子どもが造形的な視点で観察できるようにしたこと。造形的な視点は，図画工作科で育成を目

指す資質能力を支えるもの。高学年であれば，形や色などの造形的特徴のこと。実践からは子ど

も自身が造形的な視点で鑑賞することができる手立てが豊富にあったことがわかる。

「おしゃれ」で，外見の装飾性に着目させ，「いじわる」で内面をとらえる視点。イメージと

しての形や色に着目できるようにしていた。また，細部まで観察しやすいように，実物より大き

く提示していた。そして，実物大の写真もあったのが良い。子供たちが実際の状況を想像して鑑

賞することにもつながる。森を見る視点，木を見る視点というところにもつながる手立てだった。

学習過程における手立てとしては，まず一人で鑑賞することで，じっくりと造形的な良さや美

しさを感じ取ったり，考えたりすることができる。その後グループで鑑賞し，友達の感性や価値

観を知ることで，自分のイメージをさらにふくらませたり，新たな見方でとらえることができる

ようにしていた。全体での交流では，見方感じ方をさらに広げ，深めることにつながった。人に

よって感じ方に違いがあることや，同じ虫を観察しているのに見方が違うことに気づいているこ

とがわかる。見方や感じ方を広げ深める手立てとして造形的にとらえる工夫がされていた。

振り返りに，「身近な物に目を向けたい。」「次の作品を作るときに，もっと形や色を意識した

い。」などの言葉があり，先生の意図が伝わった授業であった。

・課題としてあげられたことについて

①「昆虫怖い，気持ち悪い」という子がいて配慮が必要だった・・・に対して

造形的視点を与えることによって対応していく。虫でなくとも蝶や鳥でかまわないし，実物で

なくても，絵でも良い。

②「正解はどれですか？」と聞いた子がいて，「感じ方は人それぞれ」を伝えきれなかった・・・

に対して

導入の問題の提示の仕方の工夫。課題設定を見直す。正解を見つけることのできない問題にす

る。問題の内容を検討することで課題解決能力が高まる。

「虫の美術展をしよう」という題材名にして，「あなたが選ぶおしゃれな虫２種，いじわるな

虫２種。」とすれば，どれを選んでも正解。コレクターにこういう虫を見つけてほしいと言われ

たから，出品する虫を推薦したい。どれがいいですか。理由も付けて推薦してください。とすれ

ば，感じたとおりで良い。３４通りあってもいい授業だった。

藤原先生の豊かな授業力が見える実践だった。
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【中学校部会】

指導者 秋田県教育庁北教育事務所 田森 舞 指導主事

司会 北秋田市立阿仁中学校 松田 由佳

記録 能代市立渟城西小学校 赤塚 麻由

実践発表者① 大館市立第一中学校 コリガン 麻衣

実践発表者② 由利本荘市立本荘東中学校 山下 奈知

１．実践発表①についての協議

東雲中 ・タブレットを活用すると短時間で取り組むことができると思うが，紹介さ

長浜 れた題材は，どれくらいの時間で行われていたか。

〇発表者 〇妖怪をテーマにしたコマ送り動画の活動は，１０時間程度である。動画の

クオリティーに凝るのではなく，作ること，撮影することをメインで行い

たいと考えた。風神雷神図に関する活動は，鑑賞を２時間行った後，今は

アイディアスケッチに入っている段階で，１０時間程度を予定している。

東雲中 ・この題材は，この後どういった活動を展開していくのか。

長浜 〇「こうするとこう見える」というような構図の理解を生かしながら，身の

回りの自然の中で感じたことを，屏風に表現する活動を行う。屏風制作は

手書きで行い，構図を考える際は簡単に書いたものをタブレットに読み込

み，配置を考えながら構図を練る活動を予定している。

鷹巣中 ・自分もタブレットを使用した授業に取り組んでいるが，時として，生徒が

沼田 指導者の意図と違う使い方をする場合があった。そのため，今回の実践で

示されたことがとても参考になった。現在，クレイアニメを撮影している

が，コマ撮りのツールは何を使用しているのか。また，評価の視点につい

てお聞きしたい。

〇ツールはムービーメーカーを使用，他の先生からＣＯＭＡＣＯＭＡ×日文

が使いやすいと聞いたので，ぜひ使用してみてほしい。評価については，

完成した作品が，自分がイメージしたこと，色や形とどのようにリンクし

ているかを大切にしている。生徒は，割と小人の形で完結しがち。その形

から抜け出し，形を広げ，どう動かすかをイメージできているか，動画の

制作活動で評価する。

田代中 ・つけたい力の明示ということに関して，生徒には，どのような視点で示し

佐々木 たのか。

〇題材の構想をする際に立てた評価規準を，より生徒に分かりやすくして提

示した。土台は学習指導要領だが，それらの内容を噛み砕き，指導者の思

いや意図を含めながら，生徒に伝わりやすい内容で示した。
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２．実践発表②についての協議

御所野学院中 ・以前，本庄の「ごてんまり」の糸を使った活動を行ったのだが，その際も GT

中尾 に協力していただいた。当時は選択教科があり，ごてんまりの講座があっ

た。そのため，生徒はごてんまりのことをよく知っており， GT の方にも

なじみがあった。本庄組子については，生徒はどれだけ知っていたのか。

なじみがなかった場合，活動前と後では，どのような変化があったのか。

逆に，なじみがあった場合，実際に制作に取り組んだことで，どう変容し

たのかもお聞きしたい。また， GT を活用するにあたり，どのような経緯

で人材を開拓したのか。

〇組子のことを知っていると答えた生徒は，１クラスで３～４人程度。家の

中にある，小学校の修学旅行で体験活動を行ったことがあるということで

あった。生徒にとってはあまりなじみがなかったようだが，どのクラスの

生徒も，実際に組子を組む活動に興味をもって取り組んでいた。着実に組

んでいくことで，組子の繊細さや美しさに気付き，意欲的に取り組んでい

た。組子については，自分自身も，資料からの情報のみでは，どのように

題材を構成すればよいか悩んだところであったが，木のおもちゃ美術館に

体験コーナーがあり，展示されている組子の制作者が校区に住んでいる方

であった。販売されている組子は高価なものだが， GT のご厚意で，安価

で全員が体験できた。生徒の変容については，授業で組子を扱ったこと，

ＧＴの方が制作した組子を学校に寄付してくださったこと（学校の玄関に

展示）で，身近なところに伝統文化があるということを知るきっかけとな

った。それにより，壁新聞などでＧＴの方を取材するなど，活動の広がり

が見られた。

西仙北中 ・伝統工芸について，五感を働かせて鑑賞する体験がすばらしかった。秋田

田中 県の美術教育として伝統工芸をたくさん紹介したいのだが，そのような時

間を設けることがなかなか難しい。資料「表現と鑑賞」で本荘組子を見た

とのことだが，今回から QR コードを付け，動画を見ることができるよう

になっている。ぜひ，それを活用してほしい。また，関連した人材バンク

があるとよい。その点についても考えていきたい。今回の活動において，

クラゲチャートやレーダーマップ等を多様に使っていたが，そのような思

考ツールは学校全体，もしくは意識的に美術科において使用しているのか。

〇学校全体で，意見の共有において有効であるという共通理解のもと，意識

的に使用している。様々なツールを，色々と試しながら活用しているとこ

ろである。
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３．指導助言

○実践発表①について

美術科においては， ICT を活用する学習活動と，実物を見たり触れたり

しながら直接感じ取らせる学習活動とを，題材のねらいに応じて吟味し，

効果的な指導を行うことが重要であると示されている。

付けたい力の明示については，これまで，中学校卒業時までに，美術科

でどんな能力が身に付いたのか，何ができるようになったのか，具体的な

姿として見えない側面があった。それらが明確になるよう，資質・能力と

して３つの柱にまとめられた。つけたい力を明示することで，授業で何を

学ぶか，教師と生徒で共通理解できていることがすばらしかった。年間指

導計画を見ると，「生徒にどんな力を身に付けさせたいか」というところ

から計画を立てている教師が増えてきている。以前は，得意な題材が並べ

られた指導計画もあったのだが，教師の意識がよい方向へと変化している

と感じられた。

タブレットで考えを共有する活動があったが，作品に直接書き込みでき

ることがＩＣＴの良さである。作品のどこを見てほしいか，どの部分につ

いて思いを語っているか明確になっていた。妖怪をテーマにした動画制作

が紹介されたが，とてもわくわくする実践であった。動画の質もよく，す

ばらしい。動画と共に流れる楽しい音楽も効果的で，「シミール」等の妖

怪の名前からも，生徒が楽しんで制作している様子が伝わってきた。動画

撮影をペアで行ったことで，自然にアドバイスし合いながら取り組めてい

たことだろう。友達の作品を撮影することで，相手の思いに寄り添いなが

ら共同制作することができていたのではないか。

構図の構想について，風神雷神図屏風を用いた実践が示された。位置や

大きさを変える，比較するといったところから，生徒は余白の効果にも気

付くことができていた。教師が説明するだけでは，生徒は「分かった」と

いう感じはしていても，本当に分かったかどうか不明瞭である。生徒が自

分で配置や大きさを変え，試行錯誤することで，実感を伴った学びになっ

ていた。それをもとに，今後は屏風制作に取り組むということだが，屏風

は折りたたむもの，折ってこそ屏風のよさが分かるということも伝えてい

ってほしい。

プレイアニメについて，コマ撮りのツールは様々なものがあるが，ムー

ビーメーカーや，ＣＯＭＡＣＯＭＡ×日文といったツールの紹介があった。

これからプレイアニメの制作活動をする際，参考にしてほしい。

評価については，参考資料を熟読し，それを土台にして自分の題材に落と

し込んでいってほしい。
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○実践発表②について

長崎から来た山下先生に，秋田の良さをあらためて教えてもらった。

１つ目の実践「 New 本荘グッド・トイ」について，木のおもちゃ美術館

や，おもちゃコンサルタントマイスター等，存分に地域の物的・人的支援

を活用していた。グット・トイについて調べてみたところ，基準がとても

難しく，選ばれたおもちゃはとてもすばらしいものだということが分かっ

た。おもちゃコンサルタントは全国で五千人のみ，そのような方を GT に

迎えられたことは，生徒にとって貴重な体験である。また，活動のねらい

を GT と共有し，視点を明確にしていたことが，鑑賞や制作活動に繋がっ

ていた。制作はグループで行っていたとのことだが，実際の生徒の作品を

見てみたい。単なる作業活動に終わらず，互いのよさを生かすグループ活

動になっていたのではないだろうか。

２つ目の実践「発見 !本荘組子の魅力」について，能代にも「能代組子」

というものある。夏期研修で制作した経験があり，なかなか大変な作業で

あったが，仕上がった組子はとても丈夫なものとなった。生徒は，実際に

組子を組んでみることで，接着剤なしで組まれていることを知り，組子の

繊細な魅力を感じられたのではないか。活動を通し，職人の技術だけでな

く，心意気までも感じることができたとのことである。また，早く仕上げ

た生徒に対し，応用編としての組子制作も用意されていた。このことから

も，教師と GT とが，どのようなことを主体にし，生徒に何を伝えていき

たいかをしっかり共有できていると感じた。制作後は，日常生活でどう生

かすかというところまで繋げていた。県の学習状況調査では，「図画工作

科が好き」と答える割合は高いが，「将来役に立つか」という質問項目は，

大変低い現状である。私たちは，日々，形や色と触れ合っているというこ

とに気付くことができていない。日常生活と関連した活動を実践すること

で，気付きに繋げていってほしい。

課題として，伝統文化をどう守り，受け継いでいくかということについ

て考えられるよう，美術科の授業に限らず，総合的な学習の時間や学校行

事，地域に関連する行事等と関連を図りながら取り組んでいってほしい。

また，このような場をきっかけにして教諭同士でネットワークを構築し，

人材バンクの作成や，教材研究の共有を図っていってほしい。
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