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「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
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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957名（R3.11現在），各学年8クラス

男⼥⽐1:1

東京学芸⼤学附属中学⽣（3校），⼀般中学⽣，帰国⽣

⽣徒の特徴

本校の概要











芸術は「⾳楽」「美術」「⼯芸」「書道」の4科⽬全て開設

⽣徒の特徴

本校の芸術選択について

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
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⾳楽 美術 ⼯芸 書道

芸術選択の割合（R3年度⼊学⽣）

⽣徒数

全⽣徒が第⼀希望の科⽬を履修している



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

授業を通しての⽣徒の実態

◇熱⼼に取り組む⽣徒が多い

⽣徒の特徴

⼯芸選択者の特徴

u他の科⽬が苦⼿

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



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

R02-R03の研究

R02-R03 研究主題設定の理由



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
したりする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」の知識に関する評価
の適切な⽅法について検討する

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
したりする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」の知識に関する評価
の適切な⽅法について検討する

R02-R03 研究の内容

R02-R03 研究の内容（当初予定）

緊急事態宣⾔に伴う対⾯での授業数減
感染症対策を踏まえた授業形態の変更
→可能な範囲で〔共通事項〕の実感的な理解を伴う学習指導の研
究について中⼼的に取り組む



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

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る
⼯夫

R02 研究

R02 研究の内容



○造形の要素の働きや造形的な特徴から全体のイメージなどで捉える
ことを，表現の活動や鑑賞の活動に取り⼊れるようにした。その結
果，⽣徒が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。

○オンラインでの学習では，⾃分の⾝の回りにあるものなど，より⾝
近なものを通して，造形的な⾒⽅を深めることができるため，オン
ラインでの学習と対⾯での学習，それぞれのよさを⽣かした学習指
導の⼯夫が効果的である。

R02 研究

R02 研究の成果と課題



lカリキュラムの⼤幅な変更や学習活動の制限などで当初予
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には⼗分に取り組めなかっ
た。感染症対策に配慮し研究に取り組む必要性が今後もあ
ると考える。
また，「知識・技能」の特に「知識」の適切な評価⽅法の
検討については不⼗分であった。

R02 研究

R02 研究の成果と課題



（ア）表現の活動と鑑賞の活動を関連させた，造形的な視
点を豊かにする知識である〔共通事項〕の指導⽅法
と学習評価の⼯夫

（イ）様々な感覚を通して造形的な視点を豊かにする鑑賞
の活動の充実

R03 研究

R03 研究の内容



（ア）表現の活動と鑑賞の活動を関連させた，造形的な視
点を豊かにする知識である〔共通事項〕の指導⽅法
と学習評価の⼯夫

①ワークシートや振り返りレポートの⼯夫

②対⾯型とオンライン型それぞれの授業形態の特徴を⽣か
した指導の⼯夫

③「知識」の評価の⼯夫

R03 研究

R03 研究の内容



（イ）様々な感覚を通して造形的な視点を豊かにする鑑賞
の活動の充実

①様々な感覚を通した鑑賞⽅法の検討

②ICT機器や学習⽀援ツールを活⽤した協働的な学び合い

R03 研究

R03 研究の内容



素材を生かす工芸の表現を知る～［木工］積層技法を生かした小物置き（入れ）の制作～
A表現⑴身近な生活と工芸/B鑑賞

木材から感じ取ったことや自己の生活から発想し，用途と美しさの調和を考え，積層技法
の特徴を生かした制作の構想を練る。材料や技法，手順を検討して制作する。

素材を生かす工芸の表現について見方や感じ方を深める。

A表現

B鑑賞

素材から感じ取ったことや身近な生活の視点に立ち，造形的な見方や考え方を働かせる

工
芸
Ⅰ

工
芸
Ⅱ

主
体
的
に
学
び
に
向
か
う
力
・
言
語
活
動
の
充
実

○学習の記録と振り
返りによる学びの
メタ認知
・写真による制作の
経過の記録や学習
支援アプリを用い
た毎時間の学習の
振り返り
・制作振り返りレポ
ート作成

○ねらいをもって学
習に主体的に取り
組むための工夫
・生徒の生活や社会
の関わりの中から
の題材提示
・題材名→問いかけ
による考える視点
の明確化

○対話的な学びの充
実
・相互鑑賞や発表の
機会の確保
・制作過程でお互い
に学び合える雰囲
気，環境作り
○オンライン下での
対応
・身近にある道具や
景色から美しさや
使いやすさについ
て理解を深めるオ
ンライン課題の提
示

人々の生活を心豊かに演出する～［陶芸］キャンドルスタンドの制作～
A表現⑵社会と工芸/B鑑賞

使用する人や場面から発想し，演出したい空間や求められる機能から制作の構想を練る。
陶芸の材料や技法，手順を検討して制作する。

人々の生活や社会と工芸の関わりについて見方や感じ方を深める。

A表現

B鑑賞

使用する人や場など社会的な視点に立ち，造形的な見方や考え方を働かせる

想いを伝える贈り物～［染色］絞り染め技法を用いた風呂敷制作～
A表現⑴身近な生活と工芸/B鑑賞

お世話になった人に対する自己の思いや願いから発想し，絞り染め技法の美しさや風呂敷
の用途の調和を考え制作の構想を練る。絞り染めの材料や技法，手順を検討して制作する。

心豊かな生き方に関わる工芸の働きや工芸の伝統と文化について見方や感じ方を深める。

A表現

B鑑賞

生活を心豊かにする工芸の働きという視点で，造形的な見方や考え方を働かせる

生活空間に美を添える～［金工］アルミの打ち込み象嵌による小作品～
A表現⑴身近な生活と工芸/B鑑賞

これまでの学習を踏まえて個性豊かで創造的な発想をし，用途と美しさの調和や金属工芸の
多様な表現を生かした構想を練る。金属工芸の材料や技法，手順を検討して制作する。

自己と工芸の関わりから工芸作品や工芸の伝統や文化について見方や感じ方を深める。

A表現

B鑑賞

これからの自己と工芸の関わりという視点で，造形的な見方や考え方を働かせる
※写真は過去5年内のも
のを使用



■全ての題材を通して鑑賞の場⾯と発想や構想の場⾯で使
⽤するワークシートを1枚にまとめた

▶鑑賞の活動と表現の活動それぞれが関連付いているこ
とを意識させた

R03 研究

（ア）①ワークシートや振り返りレポートの⼯夫



工芸Ⅰ　素材を生かす工芸の表現を知る～【木工】積層技法を生かした小物置き（入れ）の制作～ 68期　　組　　番　名前
【授業の目標】
• 素材や形などの造形的な特徴を基に，全体のイメージや作風などで捉えることを理解し，積層技法の制作方法を踏まえ，意図に応じて材料や用具を生かす
とともに，手順や技法を吟味し，創造的に表そう（知識・技能）
• 木の材質感や自己の思いなどから心豊かな発想をし，用途と美しさとの調和を考え，積層技法の表現のよさなどを生かした制作の構想を練ろう（思考力・
判断力・表現力等：発想や構想の能力）
• 身近な生活の視点に立って木工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，技法などについて考え，見
方や感じ方を深めよう（思考力・判断力・表現力等：鑑賞の能力）
• 身近な生活の視点に立って工芸の表現や鑑賞の活動に主体的に取り組もう（主体的に学習に取り組む態度）

【制作の条件】
• 突板（ベニヤ）300×300mm（厚さ 3.5mm）を 2枚使用できる
• 切削に使う道具：ノコギリ，手引き糸鋸，穴あけボール盤，ヤスリ，ノミ
• 積層技法を生かすため 3層以上重ねること
• 仕上げの塗装は柿渋＋蜜蝋ワックスで行う

1, 木工作品を鑑賞してよさや美しさを感じ取り，素材の生かし方や技法などについて考え，見方や感じ方を広げよう。
⑴ 身の回りにある ”木材の使われている道具 ”をいくつか挙げてみよう。なぜそれらの道具に木材が使われているのかを考えてみよう。
 木材の使われている道具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木材が使われている理由

⑵ 各机に並べた木工作品を身近な生活で使用すると想定して鑑賞しよう。また，気になった作品を二つ選び（同じ机からは選ばないこと）
① , 木の特性や技法をどのように生かしていると感じるか，② , ①を踏まえてどんな時に使用したいと思ったかについて考えまとめよう。
作品１　　　　　　　　　　　作品のスケッチ
①

②

作品2　　　　　　　　　　　作品のスケッチ
①

②

⑶木工作品の魅力は何だろうか？ここまで学んだことを踏まえてまとめよう。

  ～授業メモ～

2, 木の材質感や自己の思いなどから心豊かな発想をし，用途と美しさとの調和を考え，積層技法の表現のよさなどを生かした制作
の構想を練ろう。
⑴裏面にアイデアスケッチを描き出そう。
⑵決定した小物置き（入れ）の完成イメージを描こう。また，① , 木の特性と積層技法の特徴をどのように生かしたか，② , 使用場面（用
途）も書こう。

作品の完成イメージ ①

②

⑶方眼紙に三面図を描こう。また，スチレンボード（厚さ 3mm）で試作品を作りながら制作手順を考え下の枠に書き出しておこう。

32１

654

塗
装

授業中の成果物や制作途中の作品は写真で，振り返りは限定公開コメントで，classroomに提出する

鑑賞の場⾯ 発想や構想の場⾯





工芸Ⅰ　「人々の生活を心豊かに演出する～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！！

2, 作品の構想 
⑴ ,（　　月　　日）鑑賞で学んだことを生かし，スライドに提示したコンセプトのキャンドルスタンドに求められる機能や条件，
造形上の工夫について書き出してみよう
 ①  ②

⑵ ,（　　月　　日）作品のコンセプトを考えよう
 ① , 作品のコンセプト（作品に込める願いや意図，目的など）  ④ , ①から③を踏まえて求められる機能や条件

 ② , 誰がどこでどんな風に使うのか

 ③ , 光の効果や光源

～～～①から④まで考えたら裏面にアイデアスケッチを書き出そう～～～
 ⑤ , 作品の完成イメージ（スケッチ） ⑥ , 造形や制作過程の工夫点

⑶，コンセプトをまとめたらA3の方眼紙に三面図（完成サイズ）と制作計画（制作方法，使用する粘土や釉薬）をまとめよう

　　組　　番　名前
【授業のねらい】
●形や色，素材，光などの性質やそれらが感情にもたらす効果，造形的な特徴を基に，全体のイメージや作風で捉えることを理解し，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，制作の手順や技法などを吟味し，創造的に表すことができる。（知識・技能）
●使う人の願いや心情，生活環境から生活を心豊かに演出するキャンドルスタンドを社会的な視点に立って発想をし，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，制作の構想を練るとともに，社会的な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陶芸の制作過程にお
ける工夫や素材の生かし方，技法などについて考え，見方や感じ方を深めることができる。（思考・判断・表現等）
●主体的に社会的な視点に立って表現や鑑賞の創造活動に取り組んでいる。（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，授業の振り返り（classroomで配信），取り組みの様子から総
合的に判断

1, 鑑賞
⑴ ,（　　月　　日）陶芸の特徴や技法についてメモしよう

⑵ ,（　　月　　日）「見立て」による鑑賞を通して考えたことをまとめよう
 ① , 選んだ作品の番号  ② ,「見立て」

 ③ , ②ついてなぜそのように「見立て」たのか，部分と全体に着目して分析しよう

 ④ , ③の分析を基に，作者は陶芸特有の造形的な特徴をどのような意図で生かしているのかについて考えまとめよう

⑶ ,（　　月　　日）⑵で選んだ作品を道具という視点で鑑賞した時に，作者はどのような工夫をしているか考えてみよう

  ～授業メモ～（スペースが足りなければ裏面にまとめる）

【制作の条件】
●作品のサイズは成形時に 200×200×h150mm以内に収まるようにすること。また，作品の厚みは成形時に 5~15mmとなるようにすること。
●粘土は白土，赤土を使用できる。
●釉薬は透明，木灰，白萩，漆黒，黄瀬戸，飴，鉄赤，青白磁，織部，ルリを使用できる。
●成形の技法は手びねり，ひもづくり，板づくり，透かしを使用する（併用可能）。鑑賞の場⾯ 発想や構想の場⾯





■振り返りレポートの問いかけの⼯夫
「素材を⽣かす⼯芸の表現を知る〜［⽊⼯］積層技法を⽣か
した⼩物置き（⼊れ）の制作〜」の場合
①制作する上で⽊の特性や積層技法の特徴をどのように⽣
かしましたか︖⽊⼯作品等の鑑賞を通して学んだことも
踏まえて「a.⼩物置き（⼊れ）のデザイン」「b.実際の制
作」の⼆つの観点から書いてください。
a.⼩物置き（⼊れ）のデザイン
b.実際の制作

R03 研究

（ア）①ワークシートや振り返りレポートの⼯夫



工芸Ⅰ　素材を生かす工芸の表現を知る～ [ 木工 ] 積層技法を生かした小物置き(入れ)の制作 ～
授業振り返りレポート（1学期まで）

2,振り返り（具体的に書きましょう，また必要に応じて制作途中の作品等の写真を挿入してください）

①制作する上で木の特性や積層技法の特徴をどのように生かしましたか？木工作品等の鑑賞を通して学ん

だことも踏まえて「a.小物置き（入れ）のデザイン」「b.実際の制作」の二つの観点から書いてください。
a.小物置き（入れ）のデザイン

加工しやすいという特徴から、作品の角に丸みを帯びさせることで作品をやわらかい雰囲気に仕上げた。

また、木にある木目があったり、色が違っていたりするのでどこにどの面を持ってくるかを考えて１つのデザ

イン性とした。

b.実際の制作

繊維の方向に強度が強いことから、板の向きを考慮して作成した。今回は3枚の板を重ね、一枚の分厚い
板を用いるよりも丈夫なものにするために同じ形の板を重ねて一枚の部分を無くすようにした。積層技法を

用いた作品作りの中で2枚をボンドでつけた状態で加工することで板が曲がりにくくした。

②制作の前段階で三面図の作成と制作手順を考えました。実際に制作してみて，計画通りに進んだ部分と進

まなかった部分についてその要因と改善点についてまとめてください。

木材を切り出す前にスチレンボードを用いて試作品を作成した際と同様で、木を切り出す際に同じ形の板

であっても別々に切っていたので作業効率が悪くなってしまった。また、スチレンボードでの試作品と木材は

厚さが違うなど想定外のことも多く苦労した。制作時間は授業時間を最大限に活かして取り組めたので良

かったと思う。より効率よく作業するための方法を考える必要があると感じたのでこれから改善していきた

い。

③今回の授業を通して「素材を生かす工芸の表現」とはどのようなことだと思いましたか？あなたの意見を書

いてください。

今回は木を材料として作品を作ったので落ち着きがあり、温もりを感じるものに仕上がった。木材に加工し

やすいという特徴があるように、素材によって作品の雰囲気をはじめに実用性も違っている。今回の授業を

通して「素材を生かす工芸の表現」とは美術のような美しさに加えて素材の良さを加えることで実用性を重

視した作品作りをすることを示しているのだと考えた。

3,授業全体を通しての感想（オンラインの課題も含む）

工芸の授業が始まって初めての作品作りで、上手くいかず難しいものもあった。オンライン授業では作業で
はなくとも身の回りのものを通して美を追求できた。作業もオンライン授業もどちらともとても楽しかった。作
業段階で工夫すべきであったと感じる場面が多かったので、次回の作品作りの際にはより効率よく作業す
るために何をするべきか考えてから作業に取り組みたい。



作業を次々変えると効率も
悪くなってしまうので、い
かに効率よく作業するかも
う⼀度考えようと思った。

今⽇の失敗点はボール盤で⽳を
開けたが、⽳が⼤きい⽅を使う
と⽊が割れてしまったことだ。2
枚⽬以降で⽳を開けるときは⼩
さい⽅を使うことで正確にミス
なく開けられてよかった。

ベニヤ板が意外と分厚
く、スチレンボードで
の試作品に⽐べると厚
さが増してしまいそう
だったので、枚数を減
らそうと思う。（4→3
枚に変更）



始めは⾓ばっていた作品も、
ヤスリがけをすることで印
象が⼤きく変わるのだと分
かった。⾓に丸みを帯びさ
せることで柔らかい印象に
仕上げたいと思う。

ボンド部分を削り取ろうとした
が固まってしまっていてほとん
ど取れず、とてもショックだっ
た。柿渋を塗った時にボンドが
弾いてしまったので作品に少し
ムラが⽣じてしまった。乾燥さ
せたあと、もう少し削れるとこ
ろを削り再び柿渋を重ね塗りす
ることで少しでもムラをなくし
ていきたい。

前回の授業で塗った柿渋が
乾いた後に⼀部分２度塗り
をすることで作品に濃淡を
つけることが出来た。前回
の授業で柿渋を塗った時に
はボンドが残ってしまいそ
うで⼼配だったが、乾くと
ほとんど⽬⽴つことなく想
像通りの作品に仕上がった
ので嬉しかった。



■対⾯型︓協働的な学び合いによる鑑賞の活動の充実
▶（イ）の研究内容と関連付けて紹介

■オンライン型︓⾝近なものを造形的な視点で捉える課題
を充実させた

R03 研究
（ア）②対⾯型とオンライン型それぞれの授業形態の特徴を⽣かした指導の⼯夫



■オンライン型︓⾝近なものを造形的な視点で捉える課題
を充実させた

「美しい秩序を探そう」
「⾝の回りの道具の造形について考えよう〜にぎる〜」
「おうちで⾊相環」
▶それぞれの造形要素に着⽬することで造形的な視点
を広げることをねらった

R03 研究
（ア）②対⾯型とオンライン型それぞれの授業形態の特徴を⽣かした指導の⼯夫



工芸Ⅰ「身の回りの道具の造形について考えよう〜にぎる〜」

⑶

道具の名称 バッグ 形状 様々な形があるが今回の場合は、肩からかける
か手で持つタイプである。
ポケットもついている。機能・用途 ものを入れて持ち運ぶ。

サイズ
感

これも様々だが、パソコンがすっぽり収まるくら
いの大きさ。

重さ・重
心

中にものをいれるためバッグ自体は割と軽い。
重心はマチがあるかないかによって異なると思う
が、今回のものにはないのであまり安定感はな
い。

触り心
地

生地によって様々だが、今回のものはジーンズ
生地になっていて少しざらざらしている。
内側はツルツルの素材が使われている。

分析して気づ
いたこと

バッグにはたくさんの種類があって、入れるものや見た目によって選べるのでとても使いやすいと思いまし
た。

3.身の回りの道具を観察，分析，考察して気づいたことと感想を書きましょう。

身の回りに手を使うものがこんなにあるとは思っていなかったので驚きました。そのうちの一つの中でも、何個も種類があっ
て色々な形があるのが意外で、特徴を書き出していてとても面白かったです。また、自分なりになぜこんなに種類があるの
か考えてみた結果、この世界にはたくさんの人がいてその人々もみんな一緒ではないから、できるだけ多くのパターンを作
る必要があるんだと思いました。普段ならこのようなテーマについて考える機会はほとんどないので、今回考えてみることが
できて良かったです。

以上

「⾝の回りの道具の造形について考えよう〜にぎる〜」



■対⾯型︓協働的な学び合いによる鑑賞の活動の充実

R03 研究
（ア）②対⾯型とオンライン型それぞれの授業形態の特徴を⽣かした指導の⼯夫

第⼀次 造形的な⾒⽅を深める鑑賞

第⼆次 発想や構想の活動

第三次 制作

第四次 完成作品の相互鑑賞

◀内容の充実
を図る



■動画の活⽤︓伝統的な技法，材料のつくり⽅など

■実際の作品を通した鑑賞︓⼯芸の技法を⽤いた⾝近なもの，
現代における⼯芸作品など

▶様々な⾓度から⼯芸を捉えることで⾒⽅や感じ⽅を広
げることをねらった

R03 研究

（イ）①様々な感覚を通した鑑賞⽅法の検討



■動画の活⽤︓伝統的な技法，材料のつくり⽅など

■実際の作品を通した鑑賞︓⼯芸の技法を⽤いた⾝近なもの，
現代における⼯芸作品など

「素材を⽣かす⼯芸の表現を知る〜［⽊⼯］積層技法を⽣かし
た⼩物置き（⼊れ）の制作〜」の場合
▶⽊⼯技法を活⽤した⾝近なものの鑑賞を通して⽊⼯作品の
⾒⽅や感じ⽅を深める

R03 研究

（イ）①様々な感覚を通した鑑賞⽅法の検討







■動画の活⽤︓伝統的な技法，材料のつくり⽅など
■実際の作品を通した鑑賞︓⼯芸の技法を⽤いた⾝近なもの，

現代における⼯芸作品など

「⼈々の⽣活を⼼豊かに演出する〜［陶芸］キャンドルスタンド
の制作〜」の場合
▶お茶碗の鑑賞を通した陶芸技法特有の表現や道具として
の造形的な⼯夫について⾒⽅や感じ⽅を深める︓②で紹介

▶照明器具の鑑賞を通して明かりが空間に与える効果につい
て考える

R03 研究

（イ）①様々な感覚を通した鑑賞⽅法の検討





■動画の活⽤︓伝統的な技法，材料のつくり⽅など

■実際の作品を通した鑑賞︓⼯芸の技法を⽤いた⾝近なもの，
現代における⼯芸作品など

「⽣活空間に美を添える〜［⾦⼯］アルミの打ち込み象嵌によ
る⼩作品〜」の場合
▶現代における⼯芸作品の鑑賞を通して，⾦⼯作品の⾒⽅や
感じ⽅を深める

R03 研究

（イ）①様々な感覚を通した鑑賞⽅法の検討





■電⼦ホワイトボードを活⽤した意⾒の共有や考えの整理

「⼈々の⽣活を⼼豊かに演出する〜［陶芸］キャンドル
スタンドの制作〜」の場合
パターンA︓「⾒⽴て」による鑑賞を通して考えたこと

を共有しよう
▶⾃分の気付かなかった⾒⽅や感じ⽅に気付くことを
ねらった

R03 研究

（イ） ②ICT機器や学習⽀援ツールを活⽤した協働的な学び合い



工芸Ⅰ　「人々の生活を心豊かに演出する～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！！

2, 作品の構想 
⑴ ,（　　月　　日）鑑賞で学んだことを生かし，スライドに提示したコンセプトのキャンドルスタンドに求められる機能や条件，
造形上の工夫について書き出してみよう
 ①  ②

⑵ ,（　　月　　日）作品のコンセプトを考えよう
 ① , 作品のコンセプト（作品に込める願いや意図，目的など）  ④ , ①から③を踏まえて求められる機能や条件

 ② , 誰がどこでどんな風に使うのか

 ③ , 光の効果や光源

～～～①から④まで考えたら裏面にアイデアスケッチを書き出そう～～～
 ⑤ , 作品の完成イメージ（スケッチ） ⑥ , 造形や制作過程の工夫点

⑶，コンセプトをまとめたらA3の方眼紙に三面図（完成サイズ）と制作計画（制作方法，使用する粘土や釉薬）をまとめよう

　　組　　番　名前
【授業のねらい】
●形や色，素材，光などの性質やそれらが感情にもたらす効果，造形的な特徴を基に，全体のイメージや作風で捉えることを理解し，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，制作の手順や技法などを吟味し，創造的に表すことができる。（知識・技能）
●使う人の願いや心情，生活環境から生活を心豊かに演出するキャンドルスタンドを社会的な視点に立って発想をし，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，制作の構想を練るとともに，社会的な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陶芸の制作過程にお
ける工夫や素材の生かし方，技法などについて考え，見方や感じ方を深めることができる。（思考・判断・表現等）
●主体的に社会的な視点に立って表現や鑑賞の創造活動に取り組んでいる。（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，授業の振り返り（classroomで配信），取り組みの様子から総
合的に判断

1, 鑑賞
⑴ ,（　　月　　日）陶芸の特徴や技法についてメモしよう

⑵ ,（　　月　　日）「見立て」による鑑賞を通して考えたことをまとめよう
 ① , 選んだ作品の番号  ② ,「見立て」

 ③ , ②ついてなぜそのように「見立て」たのか，部分と全体に着目して分析しよう

 ④ , ③の分析を基に，作者は陶芸特有の造形的な特徴をどのような意図で生かしているのかについて考えまとめよう

⑶ ,（　　月　　日）⑵で選んだ作品を道具という視点で鑑賞した時に，作者はどのような工夫をしているか考えてみよう

  ～授業メモ～（スペースが足りなければ裏面にまとめる）

【制作の条件】
●作品のサイズは成形時に 200×200×h150mm以内に収まるようにすること。また，作品の厚みは成形時に 5~15mmとなるようにすること。
●粘土は白土，赤土を使用できる。
●釉薬は透明，木灰，白萩，漆黒，黄瀬戸，飴，鉄赤，青白磁，織部，ルリを使用できる。
●成形の技法は手びねり，ひもづくり，板づくり，透かしを使用する（併用可能）。





■電⼦ホワイトボードを活⽤した意⾒の共有や考えの整理

「⼈々の⽣活を⼼豊かに演出する〜［陶芸］キャンドル

スタンドの制作〜」の場合
パターンA︓「⾒⽴て」による鑑賞を通して考えたこと

を共有しよう
▶⾃分の気付かなかった⾒⽅や感じ⽅に気付くことを
ねらった

R03 研究

（イ） ②ICT機器や学習⽀援ツールを活⽤した協働的な学び合い

鑑賞を通して⽣徒の造形的な視点がどのように変化したか
⾒取りにくい︖



■電⼦ホワイトボードを活⽤した意⾒の共有や考えの整理

「⼈々の⽣活を⼼豊かに演出する〜［陶芸］キャンドル
スタンドの制作〜」の場合
パターンB︓同じ作品を選んだ⼈同⼠でグループになり，

それぞれが書き出したその作品の魅⼒を分
類しよう

▶⾃分の気付かなかった⾒⽅や感じ⽅に気付くことを
ねらった

R03 研究

（イ） ②ICT機器や学習⽀援ツールを活⽤した協働的な学び合い



工芸Ⅰ　「人々の生活を心豊かに演出する～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！！

2, 作品の構想 （　　月　　日）
⑴ , 鑑賞で学んだことを生かし，クラスルームで提示されたコンセプトのキャンドルスタンドに求められる機能や条件，造形上の
工夫について書き出してみよう
 ①  ②

⑵ , 作品のコンセプトを考えよう
 ① , 作品のコンセプト（作品に込める願いや意図，目的など）  ④ , ①から③を踏まえて求められる機能や条件

 ② , 誰がどこでどんな風に使うのか

 ③ , 光の効果や光源

～～～①から④まで考えたら裏面にアイデアスケッチを書き出そう～～～
 ⑤ , 作品の完成イメージ（スケッチ） ⑥ , 造形や制作過程の工夫点

⑶，コンセプトをまとめたらA3の方眼紙に三面図（完成サイズ）と制作計画（制作方法，使用する粘土や釉薬）をまとめよう

　　組　　番　名前
【授業のねらい】
●形や色，素材，光などの性質やそれらが感情にもたらす効果，造形的な特徴を基に，全体のイメージや作風で捉えることを理解し，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，制作の手順や技法などを吟味し，創造的に表すことができる。（知識・技能）
●使う人の願いや心情，生活環境から生活を心豊かに演出するキャンドルスタンドを社会的な視点に立って発想をし，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，制作の構想を練るとともに，社会的な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陶芸の制作過程にお
ける工夫や素材の生かし方，技法などについて考え，見方や感じ方を深めることができる。（思考・判断・表現等）
●主体的に社会的な視点に立って表現や鑑賞の創造活動に取り組んでいる。（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，授業の振り返り（classroomで配信），取り組みの様子から総
合的に判断

1, 鑑賞（　　月　　日）

⑵ , やきものの特徴や技法についてメモしよう

⑴ , 気に入った作品を一つ選び，その理由を書き出そう。また，疑問に思った部分があったら書き出そう。
 ① , 選んだ作品の番号  ② , 気に入った理由（箇条書き）

 ③ , 疑問に思った部分

  ～授業メモ～（スペースが足りなければ裏面にまとめる）

【制作の条件】
●作品のサイズは成形時に 200×200×h150mm以内に収まるようにすること。また，作品の厚みは成形時に 5~15mmとなるようにすること。
●粘土は白土，赤土を使用できる。
●釉薬は透明，木灰，白萩，漆黒，黄瀬戸，飴，鉄赤，青白磁，織部，ルリを使用できる。
●成形の技法は手びねり，ひもづくり，板づくり，透かしを使用する（併用可能）。

⑶ , ⑴で選んだ作品について改めて鑑賞し，そのよさや美しさについて分析してみよう
① , ⑴で選んだ作品から感じたよさや美しさについて改めて書き出そう

② , そのよさや美しさはどこから感じ取れるのか？部分や全体に着目して分析してみよう

共有

再度分析







ワークシートの問いかけを⼯夫することで〔共通事項〕を
意識して記述したりアイデアスケッチに表したりできるよ
うにした

▶記述内容から「知識」の評価を⾏った

R03 研究

（ア）③「知識」の評価の⼯夫



1年⽣の1学期から2学期にかけての⽣徒の変容

⽣徒Aの場合

⽣徒Bの場合

R03 研究

授業を通しての⽣徒の変容の紹介



⽣徒A ⼀つ⽬の題材



⽣徒A ⼆つ⽬の題材



最初のアイデア



試作後のアイデア



⽣徒B ⼀つ⽬の題材



⽣徒B ⼆つ⽬の題材



⽣徒B ⼀つ⽬の題材

最初のアイデア 試作後のアイデア



○⼯芸作品の鑑賞を充実させることで⾝の回りのものを造形
的な視点で捉える意識が⽣まれた。

○鑑賞で作者の⼼情や表現の意図と⼯夫について考えたこと
で，発想や構想の場⾯において，作品のコンセプトをかた
ちにするために造形の要素をどのように⽣かすとよいかを
考えたり，複数の要素が組み合わさって⽣み出される全体
のイメージを意識して考えたりする⽣徒が多くなった。

○〔共通事項〕の理解は年間を通しての⽣徒の変容から⾒取
ることが⼤切である。

R03 研究

R03 研究の成果



○様々な感覚を通して⼯芸作品を鑑賞し，分析したりお互
いの意⾒を共有したりすることで，⾒⽅や感じ⽅を深め
ることができていた。

○特にICT機器を⽤いた意⾒の共有は多くの考えに触れるこ
とができ，⾃分の気付かなかった造形的な視点を知るこ
とに繋がっていた。

R03 研究

R03 研究の成果



l⽣活場⾯で⽣きる⼒としての知識が⾝についているかを
⾒取るためには，更なる問いかけや評価⽅法の⼯夫が今
後も必要であると考える。

l発想や構想の場⾯と実際の完成作品とのズレが⼤きくな
ると主体的に学習する意欲が落ちてしまう⽣徒がいる。
思考⼒，判断⼒，表現⼒等の育成と考えたことを実現す
るための技能の向上を両⽴させるための時間配分や題材
設定の⼯夫に課題が残った。

R03 研究

研究の課題と今後の取り組み


