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R2関係指定校事業研究協議会

令和２年度国⽴教育政策研究所教育課程研究センター
関係指定校事業研究協議会

「思考⼒，判断⼒，表現⼒等」の向上を図った
主体的・協働的な学びを通した
〔共通事項〕の指導の充実と学習評価の⼯夫
発
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教科・科⽬等名︓芸術（⼯芸）
東京学芸⼤学附属⾼等学校

神⽥春菜

1

⽣徒の特徴

本校の概要
教育⽅針
清純な，気品の⾼い⼈間
⼤樹のように⼤きく伸びる⾃主的な⼈間
世界性の豊かな⼈間
⽣徒数と⽣徒層
⽣徒数986名（R2.5現在），各学年8クラス
男⼥⽐1:1
東京学附中学⽣（3校），⼀般中学⽣，帰国⽣
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3

⽣徒の特徴

本校の芸術選択について

芸術は「⾳楽」「美術」「⼯芸」「書道」の
4科⽬全て開設
学年

単位数

1 年次

2単位
選択必修

2年次

1単位
選択必修

3年次

2単位
選択

芸術選択の割合（R2年度⼊学⽣）
140
120
100
80
60
40
20
0

⾳楽

美術

⼯芸

書道

⽣徒数

全⽣徒が第⼀志望の科⽬を履修している
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⽣徒の特徴

⼯芸選択者の特徴
選択の理由

◇ものをつくるのが好き
◇4つの中で⼀番実⽤的だと感じる
u他の科⽬が苦⼿
授業を通しての⽣徒の実態

◇熱⼼に取り組む⽣徒が多い
u⾃分のためにつくりたいという思いが強い
u絵を描くことに苦⼿意識をもっている
5

H30-R01の研究

H30-R01

研究の内容

1,「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の相互の関連が
充実するような「Ｂ鑑賞」の⼯夫
2, 主体的に学習に取り組む態度を⾼める
学習評価の⼯夫
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H30-R01の研究

H30-R01

研究の成果

○「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」双⽅に重なる資質・能⼒を整理し，
相互に関連付けてカリキュラムを設計することは，⼯芸にお
ける「思考⼒，判断⼒，表現⼒等」の育成の充実に繋がると
ともに，創造活動への意欲を⾼めることに繋がる。

○「思考⼒，判断⼒，表現⼒等」の育成を図る指導⽅法として，
⼯芸作品を捉える視点を明確にした上で，それらを軸に「Ａ
表現」と「Ｂ鑑賞」の充実させることが重要である。

○ルーブリックを活⽤することは，⽣徒と学習⽬標を共有する
ことや，育てたい資質・能⼒と学習内容の関係を整理し，⽬
標と評価が⼀体となった指導を⾏うことに繋がる。
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H30-R01の研究

H30-R01

研究の成果
素材を生かす工芸の表現を知る〜紙の加工方法から

素材を生かす工芸の表現を知る〜 [木工]日本の伝統的技法を

考える〜（B鑑賞）

用いた小箱の制作〜（A表現⑴身近な生活と工芸，B鑑賞）
日本で古くから使われる素
材や伝統的な技法（ヒノキ
材や組継技法、柿渋などの
塗料）を用い,身の回りの
大切なものを保管する小箱
を制作することを通して,
素材から感じるよさや美し
さ,性質から発想したり,用
途との調和を考え構想した
りし,日本の工芸の文化に
ついて理解を深める。

素材を生かした表現
日本の伝統的な工芸 など
同じ視点で題材を関連付ける

調べた
加工方法
から調査
紙の単純な加工方法から美しくしい形
を考えることや,その加工方法を技法と
して生かした伝統工芸品の特徴などに
ついてレポートにまとめることを通し
て,素材を生かした表現（技法）が馴染
みのある加工方法から生まれているこ
とについて理解を深める。

素材を生かす

素材の造形的なよさや美しさを感じる

完成作品を実際に使用し鑑賞
感想をレポートにまとめる

工

Ⅰ「

実

に小

材を生かす工

の

現を知る〜 [ 木工 日本の伝

小

の用
万年 とそのインク壺の保


感想 使い勝手 使ってみた時の気持ち 反省点など
塗 の焦げ
と壺の 、ペンのボディの がよく
合っており、木の りも相まって くたびにテンション
が上がる。 の け めもしやすく、 張ってサイズを
整してよかったなあと思った。
ただ、今のところ引き出しの中に入れており、そのせ
いでさっと使うことはできないというのが現状。引き出
しは引き出しでも一番上に入れるとか、本棚を整理して
そこに くとか、机の上に くとかができたらもっと使
いやすくなると思う。
また、そんなに入れるものがなくてちょっと寂しいよ
うな気もする。可愛いボールペンなど、他のものと一
に入れることも えている。
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的技法を用いた小

の制作〜」

を使用してみた感想をまとめてください。

使用場所
 分の机の引き出し

  33
番 名前
番
名
 前
竹尾

素材を生かした表現の意図と創意工夫をする

工芸における素材の働きについて理解を深める

完成した作品
を制作当初に
想定した場面
で使用し,素材
の性質を生か
した用途と美
しさの調和に
ついて理解を
深める。

より多様な視点から
「素材を生かす」
表現を捉える

素材を｢見立て｣る視
点から,茶陶や現代の
工芸作家の作品など
を鑑賞し,作品から感
じることや,作者の意
図などについて考察
し,お互いの意見を交
わすことを通して,素
材を生かした多様な
表現について理解を
深める。

次の

工芸の美しさって何だろう？〜素材の

表情に着目して鑑賞しよう〜（B鑑賞）

題材へ
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H30-R01の研究

H30-R01

研究の課題

l視覚的な造形の要素のみに着⽬した鑑賞で終わっ
てしまい，⼯芸の⾒⽅が広がらなかった⽣徒がい
た。⾝体の感覚全体を使って⼯芸作品を捉えたり，
⼯芸の造形の要素が何かを考えたりすることがで
きるような指導の⼯夫が必要である。
→〔共通事項〕の実感的な理解に基づいて，表現
や鑑賞の活動に取り組むための⼯夫が必要である
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R02-R03の研究

R02-R03

研究主題設定の理由

⽣活や社会の中で⽣きる⼯芸の「思考⼒，判断⼒，
表現⼒等」のより⼀層の向上を図るため，これまで
取り組んできた題材を〔共通事項〕の実感的な理解
から整理し，様々な感覚を通して造形的な視点を豊
かにする指導⽅法の⼯夫や学習評価の⼯夫について
の研究に取り組む
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R02-R03 研究の内容

R02-R03

研究の内容（当初予定）

1. 本校の⽣徒の実態と⼯芸特有の造形的な視点を踏まえ，
〔共通事項〕の指導について検討する
2. これまで取り組んできた題材を1で検討した内容から整理し，
⽣徒が造形的な視点を働かせ，発想や構想をしたり，鑑賞
したりできるような学習指導の⼯夫を図る
主体的に学習に取り組めるよう，実際の⼯芸作品に触れ
たり使⽤したり活動など実感を伴った活動を取り⼊れる
協働的に学習に取り組めるよう，ICT機器を効果的に活
⽤する
3. 〔共通事項〕の評価の観点である「知識・技能」の適切な
評価⽅法について検討する
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R02-R03 研究の内容

R02-R03

研究の内容

1. 本校の⽣徒の実態と⼯芸特有の造形的な視点を踏まえ，
〔共通事項〕の指導について検討する
2. これまで取り組んできた題材を1で検討した内容から整理し，
⽣徒が造形的な視点を働かせ，発想や構想をしたり，鑑賞
したりできるような学習指導の⼯夫を図る
主体的に学習に取り組めるよう，実際の⼯芸作品に触れ
緊急事態宣⾔に伴う対⾯での授業数減
たり使⽤したり活動など実感を伴った活動を取り⼊れる

感染症対策を踏まえた授業形態の変更
協働的に学習に取り組めるよう，ICT機器を効果的に活
⽤する
→可能な範囲で〔共通事項〕の実感的な理解を

3. 〔共通事項〕の評価の観点である「知識・技能」の適切な

伴う学習指導の研究について中⼼的に取り組む

評価⽅法について検討する
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R02 研究の内容
① 造形の要素の働きや造形的な特徴から全体のイ
メージを捉えることについて実感的に理解する表
現や鑑賞の活動の実践
② 〔共通事項〕を軸に表現と鑑賞の活動を関連付け
る指導⽅法の⼯夫
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R02の研究

①造形の要素の働きや造形的な特徴から全体のイ
メージを捉えることについて実感的に理解する表
現や鑑賞の活動の実践
題材名「素材を⽣かす⼯芸の表現を知る」
（A表現「⾝近な⽣活と⼯芸」，B鑑賞）
「素材」をキーワードに⼯芸の造形的なよさや
美しさ，表現の意図と創意⼯夫，⼯芸の働きな
どについて考え，表現や鑑賞の活動に取り組む
題材
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①造形の要素の働きや造形的な特徴から全体のイ
メージを捉えることについて実感的に理解する表
現や鑑賞の活動の実践
題材名「素材を⽣かす⼯芸の表現を知る」
〔共通事項］
（A表現「⾝近な⽣活と⼯芸」，B鑑賞）
⑴ア
造形の要素の働きを理解すること
「素材」をキーワードに⼯芸の造形的なよさや
美しさ，表現の意図と創意⼯夫，⼯芸の働きな
→形や⾊彩，素材などそれぞれの造形の要素に視点
どについて考え，表現や鑑賞の活動に取り組む
をあてて理解できるよう，題材のキーワードと関連
付けた学習を取り⼊れる
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R02の研究

①造形の要素の働きや造形的な特徴から全体のイ
メージを捉えることについて実感的に理解する表
現や鑑賞の活動の実践
題材名「素材を⽣かす⼯芸の表現を知る」
〔共通事項］
（A表現「⾝近な⽣活と⼯芸」，B鑑賞）
⑴イ
造形的な特徴などを基に，全体のイメージや
「素材」をキーワードに⼯芸の造形的なよさや
美しさ，表現の意図と創意⼯夫，⼯芸の働きな
作⾵，様式などで捉えることを理解すること
どについて考え，表現や鑑賞の活動に取り組む
→全体のイメージで捉え，作品の制作や完成した作
品の鑑賞に取り組めるような題材を設定する
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R02の研究
素材を⽣かす⼯芸の表現を知る
〜 [ 紙⼯芸 ] 張⼦技法を⽤いた季節を彩る器の制作 〜

・造形的な視点（素材や形，⾊などの働き，造形の
特徴から全体のイメージを捉えるなど）について理
解を深めるとともに，意図に応じて制作⽅法を⼯夫
し，創造的に表現しよう
・⽇本の⼯芸の伝統的な技法（和紙，張⼦）のよさ
や季節の美しさから発想や構想をしたり，価値意識
をもって⼯芸作品の⾒⽅や感じ⽅を深めたりしよう
・主体的に⼯芸の制作や鑑賞に取り組み，⼯芸の伝
統や⽂化や⽣活の中の⼯芸に親しもう
17

R02の研究
素材を⽣かす⼯芸の表現を知る
〜 [ 紙⼯芸 ] 張⼦技法を⽤いた季節を彩る器の制作 〜

⽣徒作品画像

⽣徒作品画像

⽣徒作品画像

⽣徒Aの作品「初春」
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R02の研究

a,題材のキーワードを基に造形の要素の働きについて
理解を深める活動を適宜取り⼊れる
キーワード︓「素材を⽣かす」「季節を彩る」

⽣徒作品画像

⽣徒作品画像

⽣徒作品画像

紙の加⼯⽅法を⽣かした美 ⾝の回りにある美しい秩序 ⽇本の四季表現を和菓⼦や
しい表現の追求
を探す
⼯芸作品から鑑賞する
（オンライン課題）
（オンライン課題）
（教育実習⽣開発題材）
⽣徒Aの作品
選んだ加⼯⽅法︓おる

⽣徒Aの作品
⽣徒Aの作品
蕾の円形の集まりや蕾その 「夏の涼」
ものの繰り返しにリズミカ
ルで楽しい感じがある
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R02の研究

b,理解したことを⽣かして全体のイメージで捉えなが
ら作品の発想や構想をしたり，鑑賞したりすることで
〔共通事項〕の内容について実感的に理解する

⽣徒作品画像

⽣徒Bの作品「葉桜」
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⽣徒作品画像

⽣徒Cの作品「落ち葉」
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紙の加⼯⽅法を⽣
かした美しい表現
の追求
選んだ加⼯⽅法︓
おる

⽣徒作品画像

⽣徒作品画像
⾝の回りにある美
しい秩序を探す
左右対称

⽣徒作品画像

⽣徒Bの作品「葉桜」
春に咲いた桜とその後に⽣え変わ
る葉っぱを表現した。春の代表的
なものは桜だけど、桜の後に⽣え
る葉っぱも桜と同じくらい綺麗だ
からそれを表現したかった。

⽇本の四季表現を
和菓⼦や⼯芸作品
から鑑賞する
「睡蓮」

⽣徒作品画像
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表したい季節の美しさを表現する上
で⼯夫したことは何ですか。形や⾊，
和紙のよさをどのように⽣かしたか
を踏まえて書いてください。
⽣徒作品画像

花弁や葉っぱは⼀枚ではなく細かい
⼀枚⼀枚が重なって綺麗に⾒えるの
で、それを表現するために同じ系統
の⾊の和紙を細かくちぎって重ねて
貼り付けた。ちぎった時の和紙の繊

⽣徒Bの作品「葉桜」
春に咲いた桜とその後に⽣え変わ
る葉っぱを表現した。春の代表的
なものは桜だけど、桜の後に⽣え
る葉っぱも桜と同じくらい綺麗だ
からそれを表現したかった。
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維も残して和紙独特のジュワッと広
がる感じを⽣かした。
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⼯芸作品や和菓⼦の造形などの鑑賞
を通して学んだ⽇本の季節の表現に
ついてどのように⽣かしたかを踏ま
えて書いてください。
⽣徒作品画像

単に秋だから紙を紅葉の形に切って
貼る、とか春だから桜の形に切り
とって貼る、とかそう⾔ったことで
はなくて、表現したいものを抽象化
して、作者の意図は最⼤限隠してそ

⽣徒Bの作品「葉桜」
春に咲いた桜とその後に⽣え変わ
る葉っぱを表現した。春の代表的
なものは桜だけど、桜の後に⽣え
る葉っぱも桜と同じくらい綺麗だ
からそれを表現したかった。

のヒントをいろんなところに散りば
めた上で鑑賞者に⾒せる、というこ
とが⽇本独特の表現の仕⽅なのかな
と思ったので、私も桜や葉っぱの形
はそこまで拘らず、⾊使いや和紙の
繊維などを⼯夫することで作品をア
ピールした。
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お互いの作品を鑑賞して学んだこと
を書いてください。
私は春といえば桜でピンク、秋とい
⽣徒作品画像

えば紅葉でオレンジや⾚、という固
定概念の中でしか発想を広げて
いなかったけど、そういうのに捉わ
れずに⾃分なりの表現をしている⼈
がいて、とても新鮮だった。

⽣徒Bの作品「葉桜」
春に咲いた桜とその後に⽣え変わ
る葉っぱを表現した。春の代表的
なものは桜だけど、桜の後に⽣え
る葉っぱも桜と同じくらい綺麗だ
からそれを表現したかった。
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最初の頃は，モチーフをそのまま

⽣徒作品画像

利⽤するような発想や構想をする
⽣徒であったが，⽣かしたいモ
チーフの形や⾊，素材の持つ特徴
から表したい季節のイメージを抽
象的に表すことができるように
なった。また，今回の表現や鑑賞
の授業を通して「抽象化すると⾒

⽣徒Bの作品「葉桜」
春に咲いた桜とその後に⽣え変わ
る葉っぱを表現した。春の代表的
なものは桜だけど、桜の後に⽣え
る葉っぱも桜と同じくらい綺麗だ
からそれを表現したかった。

る⼈によっていろんな考えが⽣ま
れるので、作者の思いがたくさん
伝わるし、いろんな側⾯から作品
を⾒てもらえるから、そういう深
い作品を作っていけたらいいな」
と振り返った。
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紙の加⼯⽅法を⽣
かした美しい表現
の追求

⽣徒作品画像

選んだ加⼯⽅法︓
曲げる，貼る，切
る，グシャグシャ
にする

⽣徒作品画像

⾝の回りにある美
しい秩序を探す

⽣徒Cの作品「落ち葉」
秋に⾒る枯れ始めた紅葉の景⾊

カメラ向きにある筒の端は
円形でグリッド状に繰り返
されている。また、筒の側
⾯に付いている菱形のパ
ターンが遠くにいくほど⼩
さくなり、漸減して、両⽅
とも美しい律動となる。

⽇本の四季表現を
和菓⼦や⼯芸作品
から鑑賞する
「秋の満⽉」
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⽣徒作品画像

⽣徒作品画像

R2関係指定校事業研究協議会

2021/02/04
東京学芸⼤学附属⾼等学校
表したい季節の美しさを表現する上
で⼯夫したことは何ですか。形や⾊，
和紙のよさをどのように⽣かしたか
を踏まえて書いてください。

⽣徒作品画像

秋から冬への変化を表したかったので⾊
で温度の変化を表現しようとしました。
冬の到来を冷たさを持つ⿊い外側の⾯で
表し、秋の暖かさや賑やかさを派⼿な⾚
やオレンジ⾊の内側で表現しています。
内側の⾯では暖かさを強調するために、

⽣徒Cの作品「落ち葉」
秋に⾒る枯れ始めた紅葉の景⾊

和紙をちぎって貼り付けることで、繊維
を感じられるテクスチャを使いました。
⼀⽅で外側の⾯では逆に乾燥した表⾯を
求めて、ハサミで縦に細⻑く裁断したも
のを貼り付けました。器の形は落ち葉や
紅葉の形を表現したく、また実際に使い
やすい形にもしたく、⼆つの正⽅形が重
なったような形を選びました。
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⼯芸作品や和菓⼦の造形などの鑑賞
を通して学んだ⽇本の季節の表現に
ついてどのように⽣かしたかを踏ま
えて書いてください。
⽣徒作品画像

私は特に茶碗で季節を表現している
ことが⾯⽩いと思い、器でも同じよ
うに表⾯のテクスチャを季節に合う
ように⼯夫しようと思いました。ま
た、単に春夏秋冬といった四季だけ

⽣徒Cの作品「落ち葉」
秋に⾒る枯れ始めた紅葉の景⾊

ではなく、中間の季節の変化も表現
できることを知り、秋と冬で同様な
ことをしようと思いました。実際に
作品を制作してみて、⾊のグラデー
ションなどを使えば、より微妙な変
化を表現できたと思った。
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お互いの作品を鑑賞して学んだこと
を書いてください。
⼀番印象に残った作品は、夏の⼊道
⽣徒作品画像

雲など、表したい季節の中でもある
⼀つの物体に焦点を当てていて、⾊
や触り⼼地の⼯夫により物体の細部
まで表現できていました。器の形を
複雑にする判断は対象の物体が決
まって後に⾏っていればより良い作

⽣徒Cの作品「落ち葉」
秋に⾒る枯れ始めた紅葉の景⾊
⼀つ⼀つの学習を通して学んだこ
とを丁寧に取り⼊れながら，表し

品ができたと思います。また、表現
したい物体が⼀つに決まっている作
品の⽅が、和紙の特性を活かした⼯
夫を凝らせていました。

たい季節のイメージを表現するこ
とができた⽣徒である。
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R02の研究

②〔共通事項〕を軸に表現と鑑賞の活動を関連付け
る指導⽅法の⼯夫
鑑賞の活動と表現の活動を⼀つのワークシートにま
とめ，学習した〔共通事項〕の内容を⽣かせるよう
に⼯夫した
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R2関係指定校事業研究協議会

R02の研究

②〔共通事項〕を軸に表現と鑑賞の活動を関連付け
る指導の⼯夫

工芸Ⅰ 「人々の生活を豊かに演出する〜キャンドルスタンドの制作〜」※このプリントはこの題材中ずっと使用します。無くさないように！！
【授業のねらい】
・形や色，モチーフなどの働きと特徴，光のもたらす効果などを基に，使う人の願いや心情から全体のイメージで捉えることを理
解しよう。
（造形要素の理解）
・陶芸の制作方法を踏まえ，意図に応じて材料や用具を生かし，制作の手順や陶芸の技法などを吟味し表現しよう。
（創造的な技能）
・キャンドルスタンドを使う人の願いや心情，使用場面や演出する空間などから発想をし，使用する人や場などに求められる機能
と美しさの調和を考え，制作の構想を練ろう。
（発想や構想の能力）
・人々の生活を豊かに演出するという視点に立って工芸作品のよさや美しさを感じ取り，作者の心情や意図と制作過程における工
夫や素材の生かし方，陶芸の技法などについて考え，見方や感じ方を深めよう。
（鑑賞の能力）
・主体的に社会的な視点に立って表現したり鑑賞したりする学習活動に取り組もう。
（主体的に学習に取り組む態度）

［評価］作品（途中経過も含む），このプリント，三面図（A3 方眼紙），相互評価シート，振り返りレポート（classroom で配信予定），
取り組みの様子から総合的に判断，評価項目は裏面のルーブリックを参照
1,「人々の生活を豊かに演出する」という視点からキャンドルスタンドを鑑賞しよう！
●どんな場面でどんな空間を演出するキャンドルスタンドだろうか？使う人の願いや心情から造形的な特徴や全体のイメージを捉
えてみよう。
選んだキャンドルスタンドの番号：

組

番

名前

2, 作品の構想 ▶ まずはコンセプトを考えよう！アイデア出しは裏面に，デザインが決まったら下の枠に完成イメージを描こう！
三面図は A3 方眼紙（別紙）に実寸大で描こう（制作する際は 1.11 倍に拡大コピーしたものを利用します）
【企画書】
●キャンドルスタンドのコンセプト
［目的］人々の生活を豊かに演出すること▶どんな場面でどんな空間を演出するのか
【条件】
誰が使うのか：

光源は何か：

どこで使うのか：

［機能（目的のために必要な機能は何か）
］

●完成イメージ

【目的】どんな場面でどんな空間を演出する作品だと感じたか

キャンドルスタンド使用イメージ

誰が使うのか：

光源は何か：

どこで使うのか：
なぜ上記のように感じたのだろうか？その根拠について「造形上の特徴」
と関連づけてまとめよう

●「人々の生活を豊かに演出する」ために造形上大切なポイントは何だろうか？今回の鑑賞を通して気づいたことをまとめよう。

●目的・条件・機能を満たすために造形上工夫した点

鑑賞

発想や構想

4,「人々の生活を豊かに演出する」という視点で制作した作品をお互いに鑑賞しよう！
●みんなの作品を鑑賞し，使い手の視点で評価（ルーブリックの項目 A-1，A-2，B-1）しよう（別紙：相互評価シート）
。
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●想定した使用場面で演出したい空間を表現するために，造形上どのような工夫をしていただろうか。みんなの作品を鑑賞して感
じたことや気づいたことをまとめよう。

3，作品制作 ▶ 制作過程を記録しよう！
●制作途中の作品は毎時間写真で記録し，classroom に提出すること。詳細は classroom で確認してください。
［やきもの制作の鉄則］
○各技法に最適な（

）量に調整して成形すべし

○焼成中の割れを防ぐため（

○美しく仕上げるために（

）は常に清潔に保つべし

）を入れないよう成形すべし

［やきものができるまで］
作図

→

成形

→

乾燥

→

素焼き（700 度くらいで焼成） →

施釉

→

本焼き（1250 度くらいで焼成） →

完成！

R02の研究

②〔共通事項〕を軸に表現と鑑賞の活動を関連付け
る指導の⼯夫

工芸Ⅰ 「人々の生活を豊かに演出する〜キャンドルスタンドの制作〜」※このプリントはこの題材中ずっと使用します。無くさないように！！
【授業のねらい】
・形や色，モチーフなどの働きと特徴，光のもたらす効果などを基に，使う人の願いや心情から全体のイメージで捉えることを理
解しよう。
（造形要素の理解）
・陶芸の制作方法を踏まえ，意図に応じて材料や用具を生かし，制作の手順や陶芸の技法などを吟味し表現しよう。
（創造的な技能）
・キャンドルスタンドを使う人の願いや心情，使用場面や演出する空間などから発想をし，使用する人や場などに求められる機能
と美しさの調和を考え，制作の構想を練ろう。
（発想や構想の能力）
・人々の生活を豊かに演出するという視点に立って工芸作品のよさや美しさを感じ取り，作者の心情や意図と制作過程における工
夫や素材の生かし方，陶芸の技法などについて考え，見方や感じ方を深めよう。
（鑑賞の能力）
・主体的に社会的な視点に立って表現したり鑑賞したりする学習活動に取り組もう。
（主体的に学習に取り組む態度）

［評価］作品（途中経過も含む），このプリント，三面図（A3 方眼紙），相互評価シート，振り返りレポート（classroom で配信予定），
取り組みの様子から総合的に判断，評価項目は裏面のルーブリックを参照
1,「人々の生活を豊かに演出する」という視点からキャンドルスタンドを鑑賞しよう！
●どんな場面でどんな空間を演出するキャンドルスタンドだろうか？使う人の願いや心情から造形的な特徴や全体のイメージを捉
えてみよう。
選んだキャンドルスタンドの番号：

組

番

名前

2, 作品の構想 ▶ まずはコンセプトを考えよう！アイデア出しは裏面に，デザインが決まったら下の枠に完成イメージを描こう！
三面図は A3 方眼紙（別紙）に実寸大で描こう（制作する際は 1.11 倍に拡大コピーしたものを利用します）
【企画書】
●キャンドルスタンドのコンセプト
［目的］人々の生活を豊かに演出すること▶どんな場面でどんな空間を演出するのか
【条件】
誰が使うのか：

光源は何か：

どこで使うのか：

［機能（目的のために必要な機能は何か）
］

●完成イメージ

【目的】どんな場面でどんな空間を演出する作品だと感じたか

キャンドルスタンド使用イメージ

誰が使うのか：

光源は何か：

どこで使うのか：
なぜ上記のように感じたのだろうか？その根拠について「造形上の特徴」
と関連づけてまとめよう

市販品を誰が，どこで，どん
な空間を演出する作品である
●「人々の生活を豊かに演出する」ために造形上大切なポイントは何だろうか？今回の鑑賞を通して気づいたことをまとめよう。

鑑賞

と感じたかについて造形上の

●目的・条件・機能を満たすために造形上工夫した点

特徴と関連付けて鑑賞する

4,「人々の生活を豊かに演出する」という視点で制作した作品をお互いに鑑賞しよう！
●みんなの作品を鑑賞し，使い手の視点で評価（ルーブリックの項目 A-1，A-2，B-1）しよう（別紙：相互評価シート）
。
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●想定した使用場面で演出したい空間を表現するために，造形上どのような工夫をしていただろうか。みんなの作品を鑑賞して感
じたことや気づいたことをまとめよう。

3，作品制作 ▶ 制作過程を記録しよう！
●制作途中の作品は毎時間写真で記録し，classroom に提出すること。詳細は classroom で確認してください。
［やきもの制作の鉄則］
○各技法に最適な（

）量に調整して成形すべし

○焼成中の割れを防ぐため（

○美しく仕上げるために（

）は常に清潔に保つべし

）を入れないよう成形すべし

［やきものができるまで］
作図

→

成形

→

乾燥

→

素焼き（700 度くらいで焼成） →

施釉

→

本焼き（1250 度くらいで焼成） →

完成！
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R02の研究

②〔共通事項〕を軸に表現と鑑賞の活動を関連付け
る指導の⼯夫

工芸Ⅰ 「人々の生活を豊かに演出する〜キャンドルスタンドの制作〜」※このプリントはこの題材中ずっと使用します。無くさないように！！
【授業のねらい】
・形や色，モチーフなどの働きと特徴，光のもたらす効果などを基に，使う人の願いや心情から全体のイメージで捉えることを理
解しよう。
（造形要素の理解）
・陶芸の制作方法を踏まえ，意図に応じて材料や用具を生かし，制作の手順や陶芸の技法などを吟味し表現しよう。
（創造的な技能）
・キャンドルスタンドを使う人の願いや心情，使用場面や演出する空間などから発想をし，使用する人や場などに求められる機能
と美しさの調和を考え，制作の構想を練ろう。
（発想や構想の能力）
・人々の生活を豊かに演出するという視点に立って工芸作品のよさや美しさを感じ取り，作者の心情や意図と制作過程における工
夫や素材の生かし方，陶芸の技法などについて考え，見方や感じ方を深めよう。
（鑑賞の能力）
・主体的に社会的な視点に立って表現したり鑑賞したりする学習活動に取り組もう。
（主体的に学習に取り組む態度）

［評価］作品（途中経過も含む），このプリント，三面図（A3 方眼紙），相互評価シート，振り返りレポート（classroom で配信予定），
取り組みの様子から総合的に判断，評価項目は裏面のルーブリックを参照
1,「人々の生活を豊かに演出する」という視点からキャンドルスタンドを鑑賞しよう！
●どんな場面でどんな空間を演出するキャンドルスタンドだろうか？使う人の願いや心情から造形的な特徴や全体のイメージを捉
えてみよう。
選んだキャンドルスタンドの番号：

組

番

名前

2, 作品の構想 ▶ まずはコンセプトを考えよう！アイデア出しは裏面に，デザインが決まったら下の枠に完成イメージを描こう！
三面図は A3 方眼紙（別紙）に実寸大で描こう（制作する際は 1.11 倍に拡大コピーしたものを利用します）
【企画書】
●キャンドルスタンドのコンセプト
［目的］人々の生活を豊かに演出すること▶どんな場面でどんな空間を演出するのか
【条件】
誰が使うのか：

光源は何か：

どこで使うのか：

［機能（目的のために必要な機能は何か）
］

●完成イメージ

【目的】どんな場面でどんな空間を演出する作品だと感じたか

キャンドルスタンド使用イメージ

誰が使うのか：

光源は何か：

どこで使うのか：
なぜ上記のように感じたのだろうか？その根拠について「造形上の特徴」
と関連づけてまとめよう

誰が，どこで，どんな空間を
演出するかなど，作品の条件
を考え，造形の特徴を⽣かし

●「人々の生活を豊かに演出する」ために造形上大切なポイントは何だろうか？今回の鑑賞を通して気づいたことをまとめよう。

て発想や構想をする

●目的・条件・機能を満たすために造形上工夫した点

発想や構想

4,「人々の生活を豊かに演出する」という視点で制作した作品をお互いに鑑賞しよう！
●みんなの作品を鑑賞し，使い手の視点で評価（ルーブリックの項目 A-1，A-2，B-1）しよう（別紙：相互評価シート）
。
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●想定した使用場面で演出したい空間を表現するために，造形上どのような工夫をしていただろうか。みんなの作品を鑑賞して感
じたことや気づいたことをまとめよう。

3，作品制作 ▶ 制作過程を記録しよう！
●制作途中の作品は毎時間写真で記録し，classroom に提出すること。詳細は classroom で確認してください。
［やきもの制作の鉄則］
○各技法に最適な（

）量に調整して成形すべし

○焼成中の割れを防ぐため（

○美しく仕上げるために（

）は常に清潔に保つべし

）を入れないよう成形すべし

［やきものができるまで］
作図

→

成形

→

乾燥

→

素焼き（700 度くらいで焼成） →

施釉

→

R01の研究

R2

本焼き（1250 度くらいで焼成） →

研究成果

研究の成果

○造形の要素の働きと造形的な特徴から全体のイ

メージで捉える学習活動を整理し，表現の活動や
鑑賞の活動と関連づけることは，⾃⼰の思いや他
者の願いなどの表したいイメージと造形の要素を
効果的に関連付けて表現したり，⼯芸作品の⾒⽅
や感じ⽅を深めて分析的に鑑賞したりすることに
繋がった
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完成！

R2関係指定校事業研究協議会
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東京学芸⼤学附属⾼等学校
R02の研究

研究の課題と次年度の取り組み
lカリキュラムの⼤幅な変更や学習活動の制限等で
当初予定していた研究を進めることが困難であり，
実感を伴う鑑賞の活動や協働的な学習の⼯夫，
「知識・技能」の適切な評価⽅法について検討す
ることができなかった
→次年度は重点的に取り組んでいく
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