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１ はじめに

１年⽣

３年⽣

２年⽣

180⼈

178⼈

179⼈ 計 537⼈



表現⽅法の
吟味・実⾏・評価など

他や他者との
⽐較や意⾒交換など

Ａ表現

Ｂ鑑賞

など

美術作品
美術の働き
美術⽂化

など美術科で育成する資質・能⼒

など

主題の明確化，⾒⽅
や感じ⽅の広がりと深まり

相互の
関 連

絵や彫刻
デザインや
⼯芸

〔共通事項〕

２ H29〜30年度の概要

「A表現」と「B鑑賞」の相互の関連
H29〜30の研究の構想図



H29〜30の研究の構想図

表現と鑑賞の相互の関連を図った
題材配置の系統表と年間指導計画

・ 他教科等と連携した題材の研究・実践
・ 外部機関と連携した題材の研究・実践

・ ⼩学校図画⼯作との接続の在り⽅の研究

術の働き，美術⽂化と豊かに関わる⽣徒の育成

「A表現」と「B鑑賞」の相互の関連

・ ⽣活や社会と関連した題材の研究・実践

⽣徒が学び道程と⾝に付け
る⼒を⾒通すことができる
「アートマップ」

⽣徒が学びの軌跡と⾝に付
いた⼒を確かめることがで
きる「振り返りシート」と
「アートアルバム」

R１〜R2
美術科の学習を通して⾝に付いた資質・能⼒を⽣か
し働かせ，⽣活や社会を美しく豊かにする造形や美

２ H29〜30年度の概要



⼩学校図画⼯作科の学習

中学校美術科の学習

⾼等学校芸術科(美術，⼯芸)
の学習

中学校の他教科等の学習

中学校外の美術の学習

３ Ｒ１年度からの研究の構想



・ それぞれの⼯場の役割の明確化とつながりの理解・ 図画⼯作科や美術科，芸術科（美術，⼯芸）で育む資質・能⼒の明確化とつながりの理解

３ Ｒ１年度からの研究の構想



⼩５
⼩６

⼩学校や⾼等学校との情報交換会

・ 各学校の年間指導計画や題材な
どの紹介

・ 各学校の題材の⽬標や指導の⼿
⽴てなどに関する情報交換

・ 各学校の題材や題材で指導する
共通事項の関連の意⾒交換

・ 図画⼯作科と美術科，芸術科
(美術)の接続の在り⽅の意⾒交換

(1) ⼩学校図画⼯作科や⾼等学校芸術科（美術）との接続の
在り⽅の研究

中１
中２
中３

３ Ｒ１年度からの研究の構想

⾼１



・ ⾃分の⾞の機能や役割と他の⾞の機能や役割
とのつながりの明確化

・ 美術科で育む資質・能⼒と他教科等で育む
資質・能⼒とのつながりの明確化

・ ⽤いられている場⾯と⾞の機能や役
割とのつながりの明確化

・ ⽣活や社会と美術科で育む資質・能⼒との
つながりの明確化

３ Ｒ１年度からの研究の構想



(2) 他教科や外部機関との連携，⽣活や社会との関連

３ Ｒ１年度からの研究の構想

学習の⽅法に関する視点 学習の程度に関する視点

前 期 後 期

他教科や外部機関との連携，⽣活や社会との関連させる視点



題材名「思いや考えの形や⾊」 A「表現」⑴ア(ｱ) ，⑵ア(ｱ) 全５時間
「抽象絵画との出会い」 B「鑑賞」⑴ア(ｱ) 全１時間

学習⽬標

・⼼の中にある思いや考
えを基に主題を⽣み出し，
形や⾊彩の性質などを考
え，創造的な構成を⼯夫
し，⼼豊かに表現の構想
を練ること。

・抽象絵画の表現のよさや
美しさを感じ取り，作者の
表現の意図と表現⽅法の⼯
夫などについて考えるなど
して，⾒⽅や感じ⽅を広げ
る。

発想や構想に関する資質・能⼒ 鑑賞に関する資質・能⼒

・作者が表したい主題に
応じて，形や⾊彩などの
性質やそれらが感情にも
たらす効果などを⽣かし，
表現⽅法を⼯夫する。

双⽅に働く中⼼となる考え

(1) 第１学年の実践 ⿅児島市⽴美術館との連携

４ Ｒ２年度の実践

表
現

鑑
賞

〔共通事項〕
・ 形や⾊彩，材料の性質や，それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
・ 造形的な特徴などを基に，全体のイメージや作⾵などで捉えることを理解すること。



４ Ｒ２年度の実践

⽣徒の作品

「トンネルの向こうへ」
緑の組み合わせで捕⾷をつくり，暖かみのある⾊と，冷たい
⾊を重ねて，暖かみのある⾊を引き出すようにした。その暖
かい⾊を⾃分の「夢」に⾒⽴てて，トンネルの向こうへ進ん
でいけるようにという願いを込めてこの絵をつくった。

「中学⽣になってからの気持ちの変化」
中学⽣の気持ちとして，頑張っている気
持ちや明るい気持ち，中学での苦しいこ
と，⼊学してうれしかったことを表した。
また，成⻑も表現した。

多様な表現⽅法で⾃分の
思いや考えを表現する。



４ Ｒ２年度の実践

主題と表現⽅法と
のつながりに着⽬
して相互鑑賞する。

作者の⼼情と表現⽅法とのつ
ながりに着⽬して鑑賞する。

教室での鑑賞では気付きにく
い作者の⼼情や時代背景など
の学芸員からの話を聞く。



⽣徒の感想

学芸員の先⽣絵について説明してもらったときに，描き⽅を教えてもらって，そこからど
のような考えで描いたのかなど分かった。他にも様々な絵の作者の考えを読み取りたい。

学芸員の先⽣のお話などを聞き，いろいろなことが分かって楽しかった。⾃分が⾒たもの
だけでなく，作者にしか⾒えない表そうとしたことがあるんだなと分かった。

最初は，その絵は⾒た⽬だけで書いていたけど，学芸員の先⽣の話を聞くことによって
もっと⼭⼝さんのことを知りたいと思った。

学芸員の先⽣から「戦争時代」と聞くとガラッとイメージが変わり，絵から作者がどんな
ことを考えたのかを，今までは⼀通りしか考えられなかったけど，何通りも書けた。

みんなそれぞれ作品の捉え⽅が違って「ああいう考え⽅もあるんだな」と思うことができ
た。リモートで美術館に⾏けた感じがして楽しかった。

４ Ｒ２年度の実践

学芸員から作者の⼼情や時代背景などと表現⽅法とのつながりなどの話を聞いて作品を鑑賞した感想



授業実施前 授業実施後アンケート結果

４ Ｒ２年度の実践

35

アはい イいいえ

14 19 2

ア⼗分できた イややできた ウあまりできなかった エできなかった

15 14 6

ア⼗分できた イややできた ウあまりできなかった エできなかった

21 12 1 1

ア⼤きな変化があった イ変化があった

ウあまり変化がなかった エ変化がなかった

授業に楽しく参加することができましたか。

形や⾊などが持つイメージなどを捉えることができましたか。

作家が表そうとした思いや考えを，考えることができましたか。

学芸員の先⽣のお話を聞いて，⾃分の考えに変化がありましたか。

26 10

好き 好きではない

10 22 3 3

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが好きだから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが好きだから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが好きだから

その他

5 7 2 1

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが苦⼿だから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが苦⼿だから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが苦⼿だから

その他

美術（図画⼯作）科の授業は好きですか。

「好き」と答えた理由は何ですか。

「好きではない」と答えた理由は何ですか。



４ Ｒ２年度の実践

学習の評価

評価規準を基に評
価物等を設定した。

本題材において「知識・技法」の評価は，ワークシート
の内容等と題材で育成を⽬指す資質・能⼒と関連する定
期テストの問題の結果を評価規準に照らして⾏った。



４ Ｒ１年度の実践

本題材において「思
考・判断・表現」の
評価は，授業中の発
⾔の内容，ワーク
シートや授業後の振
り返りの内容等を，
評価規準に照らして
⾏った。



４ Ｒ１年度の実践

各評価項⽬における評価の内容を基に
総合化し題材の評価を⾏なった。

本題材において主体的に学習に取り組
む態度は，授業中の発⾔や話合いに取
り組む態度等に加え，振り返りシート
や授業後アンケートの内容等を評価規
準に照らして評価した。



題材名「⼆⽂字の絵⽂字」 A「表現」⑴イ(ｲ)，⑵ア(ｱ) (ｲ) 全７時間
「⽂字の⼒とデザインの⼒」 B「鑑賞」⑴ア(ｲ) 全１時間

学習⽬標

・⽂字の意味や形から連
想することを基に主題を
⽣み出し，形や⾊彩の性
質などを考え，創造的な
構成を⼯夫し，⼼豊かに
表現の構想を練ること。

・伝える⽬的や条件と表現
との調和の取れた美しさを
感じ取り，作者の表現の意
図と表現⽅法の⼯夫などに
ついて考えるなどして，⾒
⽅や感じ⽅を広げる。

発想や構想に関する資質・能⼒ 鑑賞に関する資質・能⼒
・伝えたい⾔葉や⽂字の
意味などに応じて，形や
⾊彩などのもつ性質やそ
れらが感情にもたらす効
果などを⽣かし，表現⽅
法を⼯夫する。

双⽅に働く中⼼となる考え

(2) 第１学年の実践

４ Ｒ２年度の実践

表
現

鑑
賞

〔共通事項〕
・ 形や⾊彩の性質や，それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
・ 造形的な特徴などを基に，全体のイメージや作⾵などで捉えることを理解すること。

⿅児島市の在住のデザイナーとの連携
国語科の感情表現豊かに書く学習との関連



４ Ｒ２年度の実践

⽣徒の作品

国語科資料集

⾃分で選んだ⼆⽂字の⾔葉のイメージや⽂字の形などから
発想し，形や⾊彩などの性質などと関連付けて構想を広げ
て伝わりやすく⾒て楽しい絵⽂字をデザインする。



４ Ｒ２年度の実践

互いの作品を，伝わりやすく
⾒て楽しいなど，デザインの
視点に着⽬して鑑賞する。 相互鑑賞だけでは気付きに

くい，絵⽂字をよりよいデ
ザインにするためのデザイ
ナーからのアドバイスやデ
ザイナーが実際に⾔葉と形
や⾊彩などとのつながりを
⼤切にしてデザインした話
を聞く。



⽣徒の感想

４ Ｒ２年度の実践

僕は，いつもすぐ絵から描いて紙がぐちゃぐちゃになってしまうので，⽂字から書くとい
うことを学ぶことができました。

⾃分は考えていなかったその周りの環境やそこにいる⼈という考え⽅あって，やってみた
いと思った。

デザイナーの先⽣の「つくる⼈と⾒る⼈がつながれるデザイン」という⾔葉を聞いて，⾃
分もそのようなデザインをつくってみたいと思った。

デザインを考えるときに，⾔葉にするということが理解できた。

⾒る⼈の視点になって考えることで，これからつくっていく作品をよりよくできる気付き
があった。

デザイナーから伝える⽬的や条件に応じた表現⽅法の⼯夫などの話を聞いて作品を鑑賞した感想



授業実施前 授業実施後アンケート結果

４ Ｒ２年度の実践

35 1

はい いいえ

授業に楽しく参加することができましたか。

36

はい いいえ

作品のよさや今後のよりよい表現に向けた課題などを⾒出だす
ことができましたか。

その理由や感想などを書いてください

36

はい いいえ

デザイナーの話を聞いて，新たな気付きなどがありましたか。

その理由や感想などを書いてください

20 16

好き 好きではない

13 14 8 2

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが好きだから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが好きだから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが好きだから

その他

9 15 1 1

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが苦⼿だか
ら
アイデアを基に描いたりつくったりすることが苦⼿だから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが苦⼿だから

美術（図画⼯作）科の授業は好きですか。

「好き」と答えた理由は何ですか。

「好きではない」と答えた理由は何ですか。



題材名「⼼に映る⾵景」 A「表現」⑴ア(ｱ)，⑵ア(ｱ) 全９時間
「⼼に映った⾵景を味わう」 B「鑑賞」⑴ア(ｱ) 全１時間

学習⽬標

・⾵景がもつ楽しさや静け
さなどから基に主題を⽣み
出し，形や構図，⾊彩や配
⾊の性質などを考え，創造
的な構成を⼯夫し，⼼豊か
に表現する構想を練ること。

・主題に応じた表現のよさ
や美しさを感じ取り，作者
の表現の意図と表現⽅法の
⼯夫などについて考えるな
どして，美意識を⾼め，⾒
⽅や感じ⽅を深める。

発想や構想に関する資質・能⼒ 鑑賞に関する資質・能⼒

・作者が表したい主題に
応じて，形や構図，配⾊
や⾊彩などの性質やそれ
らが感情にもたらす効果
などを⽣かし，表現⽅法
を⼯夫する。

双⽅に働く中⼼となる考え

(3) 第２学年の実践 ⽥中⼀村記念美術館との連携

４ Ｒ２年度の実践

表
現

鑑
賞

〔共通事項〕
・ 形や⾊彩，材料の性質や，それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
・ 造形的な特徴などを基に，全体のイメージや作⾵などで捉えることを理解すること。



４ Ｒ２年度の実践

⽣徒の作品

表現した主題
「教室の隅でのびのびと美しく咲いて
いる様⼦」
主題に応じた表現⽅法
構図：花が軽く⾒えるように逆三⾓形

構図を使った。
配⾊：落ち着いた優しい雰囲気が出せ

るように似たい⾊を使った。
技法：花の質感を表現するために，ぼ

かしやにじみの技法を使った。

構図や配⾊，技法などが感情に
もたらす効果などについて知る。

校内の⾵景から主題を⽣み出し，
主題と表現⽅法とのつながりを
明確にしながら表現する。



４ Ｒ２年度の実践

⽥中⼀村の作品を主題と表現
⽅法とのつながりなどの視点
に着⽬して鑑賞する。

主題に応じた表現⽅法の⼯夫のよさや，作品の美しさなど
の視点に着⽬して相互鑑賞する。 学芸員から，教室での鑑賞では

気付きにくい作者の⼼情や表現
の⼯夫などについての話を聞く。



⽣徒の感想

４ Ｒ２年度の実践

絵は⾔葉で表せないくらい⼼にグッとくるような思いが込められていて，それは，作者よ
り，⾒る者が先に感じることもあると思った。他の⼈の作品を⾒て読み取るのが楽しかった。

僕は作品で⾃分を表したことが無かったので，⾃分の性格を表せる⽥中⼀村さんはすごい
と思ったし不思議な感じがした。時々，ゆっくりと美術の作品を⾒るのはいいと思った。

構図や配⾊の⼯夫などで⾃分が表したい思いを伝えられるのはすごいことだと思った。⽥
中⼀村は本当に奄美の⾃然を⼤事に思っていたのだと思うが，もっと⽥中⼀村がどんな⼈な
のか知りたい。そして美術館に⾏きたいと思った。

⽥中⼀村美術館の学芸員の先⽣からたくさんの話を聞くことができて楽しかった。絵に
描かれている植物や全て⾷べられないもので，⽥中⼀村の内⼼を表していると感じた。こ
れからの授業でもどこかの美術館とつなげてほしい。

学芸員から作者の⼼情と表現⽅法とのつながりなどの話を聞いて作品を鑑賞した感想



授業実施前 授業実施後アンケート結果

４ Ｒ２年度の実践

30 6
1

はい いいえ

友達と作品を鑑賞し合う活動を通して学んだことは何ですか。

⽥中⼀村の作品を鑑賞を通して学んだことは何ですか。

学芸員の先⽣のお話を聞いて，⾃分の考えに変化がありましたか。

授業に楽しく，⾃ら進んで参加することができましたか。
26 10

好き 好きではない

12 20 13 3

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが好きだから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが好きだから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが好きだから

その他

4 9 2 0

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが苦⼿だから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが苦⼿だから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが苦⼿だから

その他

美術（図画⼯作）科の授業は好きですか。

「好き」と答えた理由は何ですか。

「好きではない」と答えた理由は何ですか。



題材名「⿅児島らしさで包む」 A「表現」⑴イ(ｱ)，⑵ア(ｱ) (ｲ) 全８時間
「⿅児島の匠の技の美しさ」 B「鑑賞」⑴イ(ｲ)

学習⽬標

・⿅児島らしいものの形を強調
や省略して表す⽬的や条件を基
に，モチーフの雰囲気などから
主題を⽣み出し，美的感覚を働
かせて調和のとれた洗練された
美しさなどを総合的に考え，表
現の構想を練ること。

・⼤島紬の⽂様や柄の意匠など，
受け継がれてきた作⾵や⾵合など
から，造形的なよさや美しさを感
じ取り，意図に応じた表現の創造
的な⼯夫，美術⽂化などについて
考えるなどして，美意識を⾼め，
⾒⽅や感じ⽅を深める。

発想や構想に関する資質・能⼒ 鑑賞に関する資質・能⼒
・構成や装飾の⽬的
や条件に応じてもの
の形の特徴などを強
調や単純化したり構
成美の要素を⽣かし
たりして柄や⽂様の
よさなどを考える。

双⽅に働く中⼼となる考え

(4) 第２学年の実践 ⼤島紬の伝統⼯芸⼠との連携

４ Ｒ２年度の実践

表
現

鑑
賞

〔共通事項〕
・ 形や⾊彩の性質や，それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
・ 造形的な特徴などを基に，全体のイメージや⾵合いなどで捉えることを理解すること。

社会科の感情表現豊かに書く学習との関連

全１時間



社会科資料集

４ Ｒ２年度の実践

⽣徒の作品

⿅児島らしいも
のの形や⾊彩を
強調や単純化し，
構成美の要素や
配⾊の効果を⽤
いて，⾃分が選
んだ⿅児島らし
いもののイメー
ジに合う包装紙
をデザインする。



多くの⽣徒が⿅児島らしいも
のにあげた「⼤島紬」を造形
の要素に着⽬して鑑賞させ関
⼼を持たせる。

４ Ｒ２年度の実践

伝統⼯芸⼠から⼤島紬が受
け継がれてきた歴史などに
ついての話を聞いたり，実
際につくっている伝統⼯芸
⼠の様⼦を⾒たりする。

伝統⼯芸⼠から⿓郷柄の意味
などの話を聞き，柄のよさな
どと⽤いられている構成美の
要素や配⾊の効果などとのつ
ながりについて考える。



⽣徒の感想

⼩さいころから⼤島紬の事は知っていたが，⼀つ⼀つとても細かい⼿作業でつくっている
ことに良て，美しい⼤島紬ができることを知り，昔と同じように⼿作業でつくっている事は
とても良い事だと思った。

地元の⼈にも愛されているのがよかった。また，⼤島紬に島の⼈々の共通した思いをデザ
インにして取り⼊れていることなども知ることができてよかったと思う。

⽷⼀本⼀本まで丁寧に，⼤変な⼯程を⼿作業でされていてすばらしいなと思うと同時に，
だから⼤島紬はこんなに美しいのだなと感じた。また，様々な柄があり，その⼀つ⼀つの柄
には意味が込められていて，実際に⾒てそれが伝わってきた。⼤島紬の洋服やカバンもある
と聞いていたので，⼤⼈になったら買ってみたいし，そのよさを広めていきたい。

私は⼤島紬に対する関⼼があまりなかったが，お話を聞いてとても興味深いものに変わっ
た。またいつか，⼤島紬に出会えたら，その柄は何をモチーフにしたのか，職⼈さんがどん
な努⼒をしてつくったのかに思いをはせながら鑑賞していきたい。

４ Ｒ２年度の実践

伝統⼯芸⼠から⼤島紬をつくる思いや柄に込められている意味などの話を聞いて作品を鑑賞した感想



授業実施前 授業実施後アンケート結果

４ Ｒ２年度の実践

26 10

好き 好きではない

12 17 9 3

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが好きだから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが好きだから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが好きだから

その他

5 7 4 1

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが苦⼿だから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが苦⼿だから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが苦⼿だから

その他

美術（図画⼯作）科の授業は好きですか。

「好き」と答えた理由は何ですか。

「好きではない」と答えた理由は何ですか。

35

いいえ はい

授業に楽しく，⾃ら進んで参加することができましたか。

35

いいえ はい

伝統⼯芸⼠の話を聞いて，⼤島紬や⿓郷柄への気付きが深まりま
したか。

⼤島紬のどのようなよさや美しさへの気付きが深まりましたか。

⿓郷柄のどのようなよさや美しさへの気付きが深まりましたか。



〔共通事項〕
・ 形や⾊彩，材料の性質や質感，それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
・ 造形的な特徴などを基に，⾒⽴てたり全体のイメージなどで捉えたりすることを理解すること。

題材名「感性を働かせてつくる」 A「表現」⑴イ(ｳ)，⑵ア(ｱ) (ｲ) 全８時間
「感性を働かせて感じ考える」 B「鑑賞」⑴ア(ｲ)，イ(ｲ) 全１時間

学習⽬標

・セラミックの特性を⽣かし⽣
活を⼼豊かにする⽬的や条件を
基に，使⽤する者の⽴場，遊び
⼼などから主題を⽣み出し，使
いやすさと機能と美しさなどと
の調和を総合的に考え，表現の
構想を練ること。

・美術と科学等が関連した表現の
特質などから多様で豊かな美術⽂
化のよさや美しさを感じ取り愛情
を深めるとともに，美術を通した
多様な価値の交流や美術⽂化の継
承と創造について考えるなどして，
⾒⽅や感じ⽅を深めること。

発想や構想に関する資質・能⼒ 鑑賞に関する資質・能⼒

・造形の要素に着⽬
しながら異なる視点
を組み合わせるなど
して発想し，新たな
価値を⽣み出すこと
などを考える。

双⽅に働く中⼼となる考え

(5) 第３学年の実践

４ Ｒ２年度の実践

KYOTO STEAMー世界⽂化交流祭ーとの連携 表
現

鑑
賞

鑑
賞⿅児島⼤学⼤学院理⼯学研究科准教授との連携



理科資料集

科学技術と美術とを関
連しけて表現した美術
作品を鑑賞し，学芸員
の話を聞いて作者が作
品に込めた思いや考え
と組み合わせた科学技
術などとの関連につい
て考える。

４ Ｒ２年度の実践



⽣徒の感想

学芸員から作者の⼼情と表現に⽤いた科学技術とのつながりなどの話を聞いて作品を鑑賞した感想

ただ⼀つを考えるのではなく，⾃分らしく，ユニークは発想を考えて，絵を描くときなど
に⽣かしたい。美術はただ物を描いたり，⾃分の中のイメージを描く物だと思っていたから，
普通の⼈が考えないようなことをするのもよいと考えた。

⾃分だけは作品の魅⼒を完璧には分からないことがあるかもしれないが，説明をしていた
だくことで新たな視点で楽しめた。「固定された視点から⾒る」ことをするのではなく，多
⾯性をもって⾒ることが⼤切だと考えた。

実際に存在するものをとらえるのではなく，違う視点でとらえることで，よりよいものを
創ることができることが分かった。複数のものを組み合わせたり，⾊彩などいろいろな視点
でとらえることで，新しいものを⽣み出し，よりよい⽣活につなげることができると思う。

美術は絵を描くとか彫刻するとかのことだと思っていたが，⾚⾎球を使った美術などから
美術には幅広くあることが分かった。美術と⾃然を混ぜたりすることで新しいアートができ
ることから，理科に数学の考えを混ぜたりして新しい発想⽣み出すことができると考えた。

４ Ｒ２年度の実践



授業実施前 授業実施後アンケート結果

４ Ｒ２年度の実践

授業に楽しく，⾃ら進んで参加することができましたか。

33

いいえ はい

学習により考えが変わったり強まったりしたことはありましたか。

今後の⽣活や学びにどのように活かすことができると考えますか。

27 9

好き 好きではない

11 21 5 1

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが好きだから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが好きだから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが好きだから

その他

3 6 2 0

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが苦⼿だから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが苦⼿だから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが苦⼿だから

その他

美術（図画⼯作）科の授業は好きですか。

「好き」と答えた理由は何ですか。

「好きではない」と答えた理由は何ですか。



⽣徒の作品

准教授からセラミックの特
性などについて話を聞く。

機能的で遊び⼼やユーモアがありセラミックの特性を
⽣かす，⽣活を⼼豊かにするもののデザインを考える。

４ Ｒ２年度の実践



機能性と美しさの洗練された調
和など，デザインの視点を基に
班で相互鑑賞する。

准教授からよりセラミックの
特性を⽣かすデザインとなる
アドバイスを聞き，素材の特
性を⽣かしたよりよいデザイ
ンについて考える。

班で話し合い，デザインの視
点を最も満たす作品を班の作
品の中から１点選ぶ。

デザインした⽣徒でない班の
⽣徒が，作品を選んだ理由を
根拠を添えて全体に説明する。

４ Ｒ２年度の実践



⽣徒の感想

⼤学の准教授からセラミックの特性を⽣かすデザインに向けたアドバイスを聞いて作品を鑑賞した感想

機能的な⾯で⽣活に便利なデザインを加え，遊び⼼をデザインに中に込めることで，⽣活
が⼼豊かになると感じた。

美術の視点だけではなく，利便性などの使いやすさやセラミックの特性にも⽬を向けてデ
ザインすることができた。

セラミックの特性を⽣かしながら⼼豊かになる⾃分にとって便利なものをつくることがで
き，友達の作品を様々な視点から⾒て，よいことろや⾃分の作品と⽐較することができ，授
業に主体的に参加することができた。

「こういうものがあったらいいな」や「⾝近なもので素材をこれにしてみたらいいな」な
どと⾒⽅を変え，そのものに価値を⾒出していくことは⼤切だと思った。

４ Ｒ２年度の実践



授業実施前 授業実施後アンケート結果

４ Ｒ２年度の実践

27 9

好き 好きではない

11 21 5 1

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが好きだから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが好きだから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが好きだから

その他

3 6 2 0

表現するもののアイデアを考えたり広げたりすることが苦⼿だから

アイデアを基に描いたりつくったりすることが苦⼿だから

美術作品などを鑑賞し，よさや美しさを味わうことが苦⼿だから

その他

美術（図画⼯作）科の授業は好きですか。

「好き」と答えた理由は何ですか。

「好きではない」と答えた理由は何ですか。

36

いいえ はい

授業に楽しく，⾃ら進んで参加することができましたか。

「はい」と答えた理由は何ですか。

どのようなことに対する理解が深まりましたか。

36

いいえ はい

⼯学部の先⽣のお話を聞いて，デザインに対する理解が深まり
ましたか。



４ Ｒ２年度の実践

(6) 関係機関や外部⼈材と連携するに当たって
事前の打合せ 事後の振り返り

事前に，授業を通して⾝に
つけさせたい資質・能⼒を
明確にし，共有した。

事後に，資質・能⼒の育成に向け
た⼿⽴ての成果と課題の把握や，
課題解決に向けた改善策の検討を
⾏った。



４ Ｒ２年度の実践

(7) 直感的な学習を⽀える情報機器環境の構築

美術室 市⽴美術館
初期の情報機器環境

画⾯を⼤きくして⽣徒が作品等を⾒やすいよ
うにしたり，端末の回線を複数にして安定化
を図ったりした。

⿊板をホワイトボードにし，プロジェクター
で画像や動画を投影したり，スタイラスペン
で書き込める⽤意したりできるようにした。

後期の情報機器環境



○ 関係機関等と連携した授業を実践することで，⽣徒が美術の働きや美術
⽂化などへの関⼼を⾼めたり，美術科の学習と他教科の学習とを関連付け
たりしようとし，⽣活や社会を美しく豊かにする造形や美術の働き，美術
⽂化と豊かに関わる資質・能⼒の育成の在り⽅を検証することができた。

○ 「A表現」及び「B鑑賞」を相互に関連させた学習の過程を基盤に，⽣
活や社会の美術や美術⽂化と豊かに関わる学習を意図的・計画的に設定し
た３年間の年間指導計画を作成することができた。

課題

成果

△ 題材を通して育成する資質・能⼒を⽣徒と共有するなど，⽣徒がより主
体的に美術科の学習に取り組めるよう，３年間の年間指導計画の⾒直しを
⾏うなど，指導と評価の⼀体化をより進める必要がある。
△ 関係機関や外部⼈材等と連携した授業には回数に限りがあるため，全学
級が同時に学べるような機器環境の構築などを検討する必要がある。また，
他の学校との接続の可能性も模索していきたい。

５ 成果や課題



おぼらだれんみっしーく
とーとぅがなし

ありがっさまりょうた

屋久島おーきに

ありがとごわした

あいがとさげもした

めへいでぃろ

ご指導よろしくお願いいたします。


