
平成 １９年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 岡田　健

所 在 地 ： 高知県高知市一宮徳谷23番1号

電話番号 ：088-845-5751

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は，総合学科 と看護科が併設 された全 日

制課程の高等学校である。看護科には， ５年間

で看護師の国家資格を目指す専攻科までの課程

がある。総合学科では，多様な科 目を生徒が選

択 して個々に応 じた時間割をつくり，建学の精

神 「立志」のもと教育活動に取 り組んでいる。

生徒たちは全般的に明るく活発で，素直な感性

を持ち合わせているが，学習への意欲が継続 し

にくい傾向がある。身に付けるべき基礎 ・基本

を徹底 させていくことが課題の一つであるとい

える。

２　 学校の概要　 （平成19年5月1日 現在）

教 員数　 71名 （１名）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 研究調査について

　（1）研究主題

　　　音楽の基礎 ・基本を身 に付 けるための授

　　業開発及び実現状況の把握

　（2）平成19年 度の調査研究のね らい と対象

　　［調査研究のね らい］

　　　平成18年 度には，次の とお り調査研究を実

　 施。表現要素 （ここでは，アーティキュレー

　　ション，音の高さ ［オクターブ違い］，強弱，

　　曲の速さなど）の知覚 ・感受を学びの柱に，

　 実践 Ⅰとして，題材名 「ホルス トの意図 （思

　 い）に共感 して 『木星』を表現 しよう」を，

　 実践Ⅱとして，「『山の魔王の宮殿にて』を鑑

　 賞しよう」を行った。実践Ⅰでは，全10時 間

　　の授業展開の うち， ９時間目で学習指導要領

　 の鑑賞の 『ア　声や楽器の特性と表現上の効

　 果』が，10時 間目で器楽の 『ウ　曲の構成及

　 び曲想の把握 と表現の工夫』が実現 されるこ

　　とをねらい，実践Ⅱでは，実践Ⅰにおける学

　 びが深ま り 「鑑賞の能力」がよ り高まること

　　をねらった。

　　　この実践研究を踏まえ，平成19年 度では，

　 表現要素の知覚 ．感受 という学びの柱はその

　 ままに，題材名を 「表現要素 とその変化を生

　 か して、表現や鑑賞をしよう」として，表現

　　と鑑賞の関連 した学習活動を実施。全 ６時間

　 中の５時間 目に学習指導要領の器楽の 『ウ

　 曲の構成及び曲想の把握 と表現の工夫』が，

　　６時間 目に鑑賞の 『ア　声や楽器の特性 と表

　 現上の効果』が実現 されることをね らった。

　　 前年度の調査研究から浮かんだ課題の改善

　 点として，①全10時 間を要 した学習活動を全

　　６時間に，②生徒が，初めて弾 くキーボー ド

　 の演奏に慣れる過程の工夫，③題材のね らい

　 に対する教材性の再考 （ここでは 「山の魔王

　 の宮殿にて」を取 り扱 うこととした），④学

　 びと活動が読み とれる題材名の再検討，等を
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　実践案へ盛 り込んだ。

　［調査研究の対象］

第1学 年　音楽 Ｉ

2　 生徒の学習の実現状況と考察

　 調査研究のねらいに照らした考察及び生徒の

学習の実現状況に関し把握 したことについて，

指導方法や評価方法等 との関係 も含めた考察

　（1)器楽の 「ウ　曲 の構成及び曲想の把握 と表

現の工夫」の実現状況について

　　　この場面の具体的な学習活動は， 「○○王

の宮殿にて」の○○に，生徒が自分で言葉を

入れ， そのタイ トルにふ さわ しい表現を，学

習した表現要素を工夫し てつくり，キーボー

ドで弾き表す というものである。 ワー クシー

トに， 「○○王の宮殿にて」 の○○に入れた

言葉 とそのタイ トルに合わせて工夫 した表現

要素を書かせ， さらに，つ くった表現をキー

ボー ドで弾きなが ら確認 した り試行錯誤 した

りする生徒の姿を観察 して，実現の状況 を見

て取った。

＜表現の工夫 の場面で生徒が記入した

　ワークシー ト＞

　　　 ＜演奏練習時の授業風景＞

　把握の結果，評価 の観点「創造的な表現の

技能」において 「A十分満足できる状況」又

は 「Bおおむね満足できる状況」 と判断され

る生徒は，合わせて7割 程度であった。

　ね らいの達成に届かなかった生徒は，学習

の過程で書いたワークシー トと活動状況の観

察から判断 して，知覚 ・感受の学習活動で何

らかのつまづきがあった生徒 と，授業そのも

のへの参加意欲や活動意欲の持続がやや困難

な生徒に大別 される。知覚 ・感受の学習活動

のつまづきとして，①音を感覚で捉える （知

覚）ことはできるが，それが音楽の中で働い

たときその音楽はどのような感じ がするのか

（感受） とい う 「感 じ取り」へ と結びつ きに

くいこと，②よく知っている楽曲や旋律によ

る表現要素の変化の知覚 ・感受はできるが，
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馴 染みのない旋律 で表現要素 を変化 させた と

き曲想 のイメー ジが湧 きに くい こと,が 浮 か

んできた。特 に,① の生徒像 は,一見 他の生

徒 と同様 の授業態度で,じ っ と音 を聴 いて い

るのだが,ワ ー クシー トへ の記入が できてい

ない とい うものである。 このこ とは,内 面 の

働 き,つ ま り 「感性」 を十分 に働かせて聴 き

取 ってい ないか,も しくは 「感性」 を働かせ

てはいるが他生徒 との感 じ取 りの違 いを恐れ

るがゆえにあえて表 出 しない とい う状況 を示

している と考 え られ る。 この よ うな生徒 に対

しては,感 じ取 った こ とをい ったん受 け止 め

てや り 「ど うして （どこで）そ う感 じたのか」

とい う問い を投 げか け返 してい くよ うな工夫

を講じ てい く必要が ある と考 える。

（2）鑑賞の 「ア　 声や楽器の特性 と表現上の効

果」 の実現状況 について

　　この場 面の具体 的な学習活 動は,「 山の魔

王 の宮殿 にて」 を鑑 賞 し,こ れ まで学習 した

表現要素 をこの楽 曲中で聴 き取 り,さ らに,

楽曲 の導入部 と終 曲部での表現要素の変化が

生み 出す 曲想の違い を感 じ取 って,ワ ー クシ

ー トへ記入す るとい うもので ある。 ワー クシ

ー トには ,聴 き取 った表現要素 を説明文へ と

ま とめさせ,感 じ取 った 曲想 の違い を,導 入

部 と終 曲部の場面のイ メー ジの違い と して絵

と言葉で書かせ るよ うに した。その記述内容

と,鑑 賞時 ・ワー クシー ト記入時の生徒の活

動状況観察 とで,こ こでの実現 の状況 を見て

取 った。

　　この場 面の学習活動 を行 うにあた り,よ り

ね らいの実現 に近づ くために次 の手だて を講

じた。一つ は,説 明文作成時 に予想 され る,

文 章作成 と聴 き取 りの同時進行 に伴 う混乱 を

減 らす ため,例 文 を用意 して提示 したこ と,

も う一つ は,鑑 賞 曲の演奏 を,耳 慣れ た ピア

ノの音色 に よるもので聴 かせ た ことである。

どち らも,生 徒 が表現要素 の聴 き取 りに専念

できるよう配慮 し試みたものである。

　把握の結果,評 価の観点 「鑑賞の能力」に

お て 「A十分満足できる状況」又は 「Bお

おむね満足できる状況」と判断される生徒は,

合わせて8割 程度であ り,お おむね達成され

た状況といえる。

　 これ らの生徒は,楽 曲中の表現要素とその

変化 と,曲 想の変化 とをかかわらせて,導 入

部 と終曲部での場面イメージを,違 う場面と

して絵 と言葉で書 くことができていた。また,

学習 した表現要素の聴き取 りもできてお り，

さらには，導入部の場面より終曲部の場面を，

より激 しい状況へ と展開させて絵 と言葉で書

き表 していた。

＜生徒が聴き取った表現要素を記入 した

　ワークシ－ 卜＞

＜鑑賞の場面で生徒が書いたワークシー ト＞

　　ね らいの達成 に届かなかった生徒の状況

は，①表現要素の聴き取 りが十分でない，②

曲想のイメージが湧きにくく，絵でも言葉で

も場面が書けていない，③場面を違えて書い

ていないといったものである。これは，表現
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要素の知覚 ・感受の学習活動でのつまづきに

よるものと考える。 これ らの生徒のワークシ

ー トを見ると，例 えば， 「1音 の長 さはアン

ダンテ」といった記述があり，音の働きに対

する音楽記号の表記がしっかりと学習できて

いないことが考えられる。

　 この鑑賞時の学習場面では，鑑賞 曲 「山の

魔王の宮殿にて」の音楽性 （その音楽 自体が

もつよさ） と題材に対する教材性， 本校生徒

への適合性が検証されたと考える。 ここでの

活動では，授業に参加 しない，活動をしない，

といった生徒の姿はなく，全員がよく取 り組

み真剣に楽曲を聴いていた。鑑賞後には，旋

律を口笛で吹きながらイメージした場面を絵

に書く者がいた り，テンポが急速に変化を遂

げたことを捉えて 「す ごいね」と教師に訴え

てくる者がいた。ワークシー トには，それぞ

れ聴き取ったことや感 じ取ったことを何 とか

表出しようとした跡が見 られ （白紙はなかっ

た），全員からの提出があった。

　 この生徒 の姿は，『音楽のよさが生徒 を突

き動かす』 とい う好例であった と考える。 し

か し，音楽そのものが持ちわせているよさや

魅力がどれだけ強大であっても，それ らをた

だ生徒の前に提示するだけでは，その音楽の

よさを生徒が深 く捉え味わえるようにはなっ

ていかないのではないか。対象のよさを深 く

捉え味わ う 「芸術鑑賞力」を培 うような学習

のプロセスの工夫が， （生徒の）獲得する学

びの レベルを変えていくことを，本実践を通

して実感することができた。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）評価方法，内容，評価の観点

（2）評価方法の工夫改善や課題，今後の取組

　　生徒の学習状況を把握 していくとき，特に

観点2の 内的活動の見取 りについては，それ

らを表出させ る手だてとしてワークシー トの

活用は必須であると考える。本実践では，知

覚 ・感受の学習活動の際に，その時の生徒の

様子を観察しておき， ワークシー トの記述 と

合わせて学習状況を把握 していく必要がある

ことが分かった。

4　 成果の普及 と今後の展望

　　本年度は，学習意欲が継続 しにくい本校生徒

に，音楽の基礎 ・基本が身に付 くような授業

を開発 ・工夫することを目指 し，実践を通 して

研究を進めてきた。音楽固有の記号 ・用語 ・構

造等について，知覚 ・感受を通 して実感的に理

解できるような学習を授業に盛 り込むこと，こ

の部分の学びを生か してその先の授業を展開 し

てい くこと，学んだことが別の音楽の中で表現

や鑑賞ができること，この活動のステップが音

楽学習に有効であることを，2年 間の実践で感

得できた成果として挙げたい。生徒が音楽用語

を口々に発 しなが ら学習を進めた り，音楽に対

する 「まなざし」が鋭 く深 くなっていく様は，

彼 らが身に付けた 『音楽の学力』を垣間見たよ

うで嬉 しい。 この研究実践は高知県音楽教育研

究会等で発表の予定がある。
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校 長 名 ：青木英明

所 在 地:長 崎県雲仙市国見町多比良甲1020

電話番号 ：　0957－78－2125

1　研究指定校の概要

1　学校 ・地域の特色及び実態

　学年5ク ラス計15ク ラスの中規模校で，サッカー部

をはじめとする運動部やボランティア活動が盛んな明

るくのびのびとした学校である。また環境教育にも力を

入れており，ISO14001を 取り入れた本校独自のエ

コシステムに取り組んでいる。

　芸術科は音楽1と 美術1の2科 目からの選択であり，

1年 次に2単 位履修する。美術の担当教師が非常勤講師

となり，変則的な学級編成となっている。今年度は新入

生が募集定員を下回っており，来年度からクラス減にな

ることが確定している。授業においては基礎学力を身に

付けることに重点を置いており，音楽Ⅰにおいても実技

を多く取り入れた授業を実施している。

2学 校の概要 （平成18年5月1日 現在）

　 　 　 　 教員数　37名教科 担当教員数 （1名）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

1　調査研究について

　 （1）研究主題

　 　 ［生徒の感性が働く 「創作」の授業研究］

（2）平成19年 度の調査研究のね らい と対象

［調査研究のねらい］

　　 生徒たちは毎日様々な音楽を聴いている。

中には和声的に解釈しづらい楽曲にも愛着をも

ち，音楽との接し方は常に自由である。一方で

なぜ，この曲が良いのかという理論的な話

になると退屈してしまう。そこで，ペンタトニ

ック （五音音階）を使ったブルースの旋律

創作の活動を通して曲の構成や形式を感覚的に

捉えさせ，自分らしい曲にしようとする活動の

中に生徒の個性が輝き，美 しいものを探求し

ようとする心を伸長させようと考えた。平成

「18年度もこのペンタトニックを使ったブルー

スの旋律創作を行い， ソルフェージュの能

力の伸長も視野に入れて研究を行ったが，今年

度は 「感受」の場面をどのように授業の中に仕

掛けていくかに視点をおいて研究を行った。理

論的な学習を最小限度に抑え，自由な発想で伸

び伸びと生徒が創作活動する姿に期待する。

　　［調査研究の対象］

第1学 年　音楽1
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2　 生徒の学習の実現状況と考察

＜実現状況 ＞

　 本題材の前に，器楽 （ギター実技）の指導を行った。

ギターの基本的な奏法 （アルアイレ，アポヤンド，）で

音階や簡単な旋律を弾いた後，生徒たちが好むコー ドネ

ームとス トロークを学習する。比較的に簡単なコー ドで

あるA　Major（A7,　 D7,　E7） のスリーコー ドで12小

節のブルースを ギターのス トロークで演奏する。生徒は

無心に練習に励み，あっとい う間に時間が過ぎる。どの

クラスにもギターを弾ける男子生徒が数名お り，教師の

手助けとなって楽 しい実技の時間を過ごす。実技テス ト

の後，このブル －スのコー ドを使って本題材 「グループ

創作をしよう」～ペンタ トニックを使った旋律の創 作～

に移行する計画である。

　 なぜA　Majorな のか。ブルースでよく使われる五音音

階をブルースペンタ トニックと呼び，A　Majorで のブル

ースペンタ トニックは （ラ， ド，レ，ミ，ソ）であり，

生徒にとっては面倒な臨時記号が不要 となる。ソルフェ

ージュの向上には最適だと考え，昨年度にはオリジナル

のテキス トを作成 し，創作 の授業を通 してソルフェージ

ュの伸長も考えたが，今年度は “「感受」の仕掛け”に

視 点を置いたため，理論的な学習は最小限度 に抑えた。

　 まず4～5名 のグループを作 り，ペンタ トニックによ

る教師の演奏を聴 く。「作曲」は生徒にとってはとても

難 しいイメージがあるため，ここではペンタ トニックの

自由さを感 じ取らせる。その後，担当楽器等を決めさせ

創作 活動に入る。使用楽器はギター，キーボー ド （班に

1つ），その他は生徒たちで準備する。キーボー ドには

様々な音が出る機能がついており，最初は生徒が自由に

いろいろな機能を試 しながら楽器を操作する。その後は

次第にグループでまとまって創作活動に入っていった。

音楽室一室での一斉活動であるが，途中に別室で一班 ず

つ演奏 し，教師のア ドバイスを聞 く。その後音楽室にお

いて生徒の前での発表会 となる。

　全班の発表の後，一班だけ抽出してその演奏に対 し自

由に発言させる。他の生徒のア ドバイスを聞き入れ，演

奏曲はさらに完成度が高くなっていった。

＜考察＞

　 この授業を通して分かったことは，生徒は自分たちが

作った音楽にとても愛着をもって取り組んでいたこと

である。想像していた以上に積極的に取り組み，毎回の

音楽の授業を楽しんでいた。楽譜が書けずカタカナで記

録している班も，次の週になっても完全に再生できるの

には驚いた。

　一班ずつ別室に呼び，練習の進捗状況を確認した。そ

こで演奏後にアドバイスをするが，それを聞き入れて完

成度が高くなっていく班や，ア ドバイスに対して異論を

持ち，独自のスタイルを貫こうとする班がある。生徒た

ちの感性がぶつかり合う場面を確認した。

　発表会後は一班だけを抽出し，生徒全員で音楽作りを

した。班の演奏後に他の生徒からはいろいろなアイデア

が自由に飛び交い，活発なディスカッションに発展した。

それは “生徒の感性が働く瞬間”だった。

　次項に述べる 「学習活動における具体の評価規準」に

基づき，生徒の感受 ・工夫を大切にし，創意工夫を引き

出すように別室や発表会後の指導を行ったことが，表現

したいイメージや考えをもって意欲的に創作表現する

ことにつながったと考える。

　＜演奏ケース1＞

　 2コ ーラス （１2小節×2） を演奏する際，2コ ー

ラス目にテンポをかえたり，1オクターブ上げたりとい

ろいろな工夫があり，生徒の独創性があった。中にはキ

ーボードに打楽器の音色を探して，ドラムセットのパー

トを演奏する班まで出てきた。

　＜演奏ケース2＞

　器楽（ギター）では8BEAＴ でブルースを演奏したが，

スウィングのリズムにのせてメロディを作曲した。さら

にエンディングを加え，ライヴ感あふれる曲に仕上げた。

　＜演奏ケース3＞

　歌詞を付けてボーカルを加えた演奏を行った。抽出さ

れ再度演奏したが，その後のディスカッションでは 「曲

が合わないのは，ボーカルが原因。ボーカルは要らない」

等の意見もあり，盛り上がった。
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3　 評価方法に関する研究成果

ア　関心 ・意欲 ・態度

イ　芸術的な感受や表現の工夫

ウ　創造的な表現の技能

　発表会は班長が曲名と曲のコメントを発表して演奏

に入る。他の生徒はワークシー トに感想等を記入する。

発表会終了後に一班だけを抽出演奏させ,それについて

自由に意見を出し合う。 生徒からの意見を取り入れ，

生徒の目の前で曲の完成度が高くなっていった。

4　 今後の課題と展望

　楽しい時間であった。生徒は授業開始前から練習に取

り組み,積極的に活動した。また創作の授業を楽しみに

していることは,日 直の日誌からも読み取れた。

　今回は7つ の班が同じ教室内で作業をするため,教室

が騒音になる。その環境の中でじっくりと曲を仕上げて

いかなければならないという難しさはあった。机間巡視

をしながら観察していたが,じっくりと生徒一人一人の

感性が輝く場面を確認するのは難しかった。

　一学期には楽譜について（音符の長さと小節のかかわ

り等）の学習をしたが,ほ とんどの生徒が楽譜を書いて

いない。残念に思ったが,楽譜を必要としないぐらい曲

に愛着を持ち,完全に再生してくれた。このグループ創

作の学習で,生徒の感性が働く場面をたくさん見付ける

ことができた。

－102－



添 付 資 料

　　　＜BLUESの コー ドパ ター ン＞

　 　 　 －注意事項－

○起と承 はほぼ同じフレーズ

○ 「ファ」 と 「シ」は使用禁止

○ インパク トのある転

○ 音符 と休符のバランス

○ 順次進行と跳躍進行のバランス

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 等

＜評 価 表 ＞　 ～生徒のワークシー トより～

＜グル ープ創 作 を終 えて ＞ ～生徒のノ－ トよ り （原文のまま）～

○　音楽は歌 う・演奏するだけだと思ったのに、創作を通 して班のみんなと協力することを学び、曲が完成

したときの喜びがとても心に残っています。私たちの班は 「ジャズ」 らしく・仕上げるのが最初は全然決

まらなくて焦 りなどがあったけど、完成に近づくうちに楽 しくなってきた。気持ちの面でも学んだ こと

がたくさんあった。これからも創作をみんなでして、他のクラスの演奏も聴きたいと思 った。私たちの

班は、最高の 「ジャズ」演奏ができる班だと思っています。（6班の女子生徒）

○　初めて自分たちで作曲しました。最初は自分たちにできるのかなと不安でした。僕はギターをするよう

になりました。曲はギターに合わせて作るので重要でした。また、 リコ－ダーやカスタネッ ト等の楽器

も入るので、合わせるのが難 しかったです。発表の時は練習の時よりもうまくいきました。自分たちの

手で曲を作れるものだなと思いました。曲ができた時は嬉 しかったです。さらに音楽に興味が持てまし

た。とても楽しかったです。（3班の男子生徒）
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平成19年 度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 薄井 光二

所 在 地 ： 広島県呉市広大新開3丁 目3番4号

電話番号　　：0823－71－9163

Ｉ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　　瀬戸内海に面した広島県呉市にある本校は，普

通科，機械科，電気情報科からなる男子校である。

学園の歴史は古く，文政元年に山口県岩国市玖珂

町で稽古屋敷を開設，大正6年 には呉市に移転 し，

現在創立190年 を迎えようとしている。

　　3年 前から学校改革に取り組み，その一貫 とし

て基本的生活習慣の確立，確かな学力の定着， ク

ラブ活動の励行等を掲げ，以前とは比較にならな

いほど学校全体が活気に満ち溢れている。

　　特に，男子校ではめず らしいブラスバン ド部が

注目を集めてお り，今年度は初出場の合唱コンク

ールで県代表になるなどメディアにもその活躍ぶ

りが取 りあげられている。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

　　　　　　　　　　　　 教員 数　57名 （1名 ）
「音楽

1」 の開設状況・・・1年 次2単 位 （必修）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

1　 調査研究について

　（1）研究主題

　 「豊かな感性を培 う指導と評価の一体化を

　　　　　　　　　　 図った音楽授業の創造」

　 ～芸術的な感受や表現の工夫を

　　　　　　　　　 見取る評価方法の開発～

　（2）平成19年 度の調査研究のねらいと対象

［調査のねらい］

　　　「A表現」の 「（1）歌唱」に焦点を当てると

ともに，「B鑑賞」とを相互に関連 させた学習

活動の実践を通 して，指導と評価の一体化を

図った音楽授業を創造することをね らいと

した。

　　 特に今年度は，前年度での 「イタリア歌曲

などにふさわしい発声を工夫 しよう」をふま

えた上で，カンツォーネや ドイツリー トなど

の歌唱指導において曲種に応 じた発声の工

夫をし，歌詞及び曲想の把握と表現の工夫に

重点を置くとともに，鑑賞時には声の特性と

表現上の効果，楽曲の歴史的背景をふまえた

指導の工夫 ・改善を行った。

　［調査研究の対象］

第1学 年　音楽 Ｉ
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２　 生徒の学習の実現状況と考察

　 本研究においては，「A表現」の 「（1）歌唱」および

「B鑑賞」の学習活動を通 して，題材を 「芸術歌曲にふ

さわしい発声法を工夫しよう」と設定し，指導と評価の

一体化を図った。

　 その活動では単に歌唱技術を身に付けるだけでなく，

表現や鑑賞の学習活動を通して，自分なりに 「どのよう

に表現 したいか」 「どのように感じ取ったか」とい う生

徒の感 じ取 り （芸術的な感受や表現の工夫）の学習にも

重点を置き，ワークシー トを活用するなど，題材内にお

ける具体的な観点別評価規準を設定することで評価の

在 り方の工夫 ・改善を行った。

　（1）題材 と目標および主な教材

（2）指導の流れ

　　カンツォーネ→イタリア歌曲→ ドイツリー トの順

で，なるべく生徒が歌いやす く，内容的にも平易な楽

曲から指導するよう計画した。途中，民族音楽の鑑賞

を組み込むことで様々な発声法があることを知り，そ

の違いについて確認 し，最終的にはオペラ特有の発声

法や歌唱法の感 じ取 りに学習活動を展開した。

（3）　生徒の学習の実現状況について

　　　歌唱に関して，生徒の興味 ・関心がもっぱらJ－

POPや 洋楽などに向いている中で，芸術歌曲に対 し

てどれだけ意欲的 ・主体的に活動することができる

かは教師の指導にかかってくる。まず，生徒が主体

的に美しい響きのある発声の基本を学び取るには，
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　教材に頼るだけでなく，身近にいる教師が楽曲にふ

さわしい発声法で歌い，その手本となることが生徒

の興味・関心を高めさせる最大の効果 と感じた。し

かし，生徒の前でただ立派に歌っていればよいとい

うわけではなく，生徒の興味 ・関心を 「感受や表現

の工夫」，さらには 「創造的な表現の技能」にどの

ように結び付けるかは，その指導の過程において綿

密な授業計画が必要である。つま り，学習する内容

をより明確にし，指導内容に応じた評価規準を設定

するとともに，見通しをもった指導計画である。以

下に今回の題材の活動の中か ら学習のねらいと内

容について例を挙げてみる。

① 「2・3時 間目」

ね らい

日本や諸外国の民謡 の発声の特徴 を感 じ取 ることでカ ンツ

ォーネ の発声法に関心を持ち， さらにベルカン ト唱法にア

プ ローチ した豊かな響 きを作れるよ う主体的に活動する。

主な学習内容

・日本 の民謡 と諸外国の民謡 を鑑 賞 し，それぞれの発声の

特徴 について感 じ取ったことを ワー クシー トに記入 し，

発表する。

　　ここでは，他の民謡の発声の特徴を感 じ取ること

で，カンツォーネが明るく自然でのびやかな発声法

であることに気付かせた。同時に「ベルカント唱法」

について知 り，実際に楽曲のフレーズを取り出して

ベルカン ト唱法にアプローチした歌唱練習をする

ことで生徒の声の伸長を図った。

② 「10時 間目」

ね らい

異なる作曲家の 『Heidenroslein』 について曲想の違いを考

え，表現の工夫 をす る。

主 な学 習 内容

・ヴ ェル ナ ー とシ ューベ ル トの 『Heidenroslein』 の違 い に

つ いて グル ー プ で考 え， 発 表 す る。

・rit， フ ェル マー タ， 強弱 記 号 の意 味 とそれ が もた らす 効

果 につ い て知 り，2つ の 『Heidenroslein』 の曲想 の 違 い

を感じ取 り．そ れぞれにふさわし い表現方法を工夫する。

　ここでは，一つの詩に対して異なる作曲家が作曲

した作品を比較対象とすることで，明らかに曲想や

歌い方に違いがあることを実感し，それぞれの楽曲

にふさわしい表現を工夫させた。

　以上の①及び②では，ともにワークシー トを活用

して自分なりに 「知覚したこと」を書き留め，それ

をグループで話し合って発表 したり，または個人で

発表するとい う活動を行った。これは，感じ取った

内容をクラス全体で共有することが非常に大切な

活動と捉えたからである。

　また，これ以外にも慣れない ドイツ語に対 して苦

手意識を払拭するために，ゲーム感覚で英語 と似た

単語を見付け出してみたり，ベルカン ト唱法を最大

限に活用 した 「オペラ」からはその声種の違いに着

目し，ソプラノやアル ト，テナー，バリトン，バス

のそれぞれの発声法の特徴や重唱，合唱の表現の幅

広さにっいても感じ取らせるなど，指導の工夫を試

みた。

　次に，これら一連の学習内容をふまえた今回の題

材 「芸術歌曲にふさわしい発声法を工夫しよう」の

実現状況を観点別に考察した。

観点1　 関心 ・意欲 ・態度

慣れない外国語 の楽曲に対 して生徒 の興味 ・関心は思った

ほど低 くはなく，歌詞 の朗読や歌詞唱 を繰 り返 し行 うこと

で自然 と言葉や楽曲に も慣れた。 また，発 声のコツもっか

も うとした。 これは，授業内だけで はな く授業終了後に歌

いなが らHR教 室へ 戻ってい く姿か らも見て取 ることがで

きた。今後の課題 として，興味 ・関心の低 い生徒に対 して

どの ように声がけを し，意欲を持たせ るか対策を考える必

要がある。

観点2　 芸術的な感受の表現の工夫

歌詞 の朗読 と歌詞唱の練習を何度 も繰 り返す ことで，言葉

の持つ 自然な抑揚 を感 じ，楽 曲のフ レーズ感 を感 じ取ろ う

とする姿勢が見 られた。 また，表現の工夫 として歌詞の内

容を把握 させ た り，比較す る対象を打 ち出す ことで 自分な

りの表現の工夫 をさせ た。 クラスで数名の生徒 は積極 的に
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　今後もこれらの成果や課題をふまえた上で，さら

に指導内容の精選をし，学習活動とその評価につい

てより具体的なものとし，かつ整合性を図ることで

指導と評価の一体化を深化させていくこととする。

3　評価方法に関する研究成果

　評価方法としては，実技テストや観察法の他にワー

クシー トと自己学習カー ドを活用 した。このワークシ

ー トと自己学習カー ドの活用を試みることによって，

これまで把握 しきれなかった生徒一人一人の学習活

動に対する意欲や理解度，意識の変化が分かるように

なり，また，それ らを把握することが、その後の指導

の改善に生かすことができた。さらに，学習内容を明

確にすることで、生徒自身の学習態度や教師自身の指

導力の向上にもつながった。

（1） ワー ク シー トの活 用

　ワークシー トの活用は，知識 としての学習内容を

効果的に理解するとともに，楽曲の特性と表現上の

効果を知覚 し，それらが生み出す曲想や美 しさを感

じ取ったものを文章または言葉として書き留める

活動である。この活動では，発言 しにくい生徒の意

見も的確に判断できることから，生徒の実態をより

正確に把握することができる。また，生徒にとって

も学習した内容を自分で把握 しやすいことがその

利点として挙げられる。

　 しか し，授業でのワークシー トの取扱いは注意 し

ておかなければならない。書くことに時間を費やさ

れてしまって純粋に 「音」と向き合った授業の進行

の妨げになってしまう可能性がある。そのため，事

前に入念な指導計画を立てておかなければならな

い。

　評価については，生徒がワークシー トに記入後回

収し，評価したものを生徒に返却するといういたっ

て単純な作業とした。しかしその際，前もって 「Ａ」

と評価する内容と 「Ｃ」と評価する内容を想定し，

それに従って評価をした。また，「Ｃ」と評価 した

ものが 「Ｂ」へ，「Ｂ」 と評価したものが 「Ａ」に

評価 されるよう少 しでも 「Ｂ」や 「Ａ」となるよう

学習意欲を向上させるようなコメン トを書き添え

るようにした。そ うしてやることが，生徒自らが楽

曲を感 じ取ろうとし，的確な記入を心がけ，結果的

に活動全体に対 して意識が高くなると考えたか ら

である。
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【評価の場面の一例】

「ワー ク シー ト10-（1）

『菩提樹』 の楽曲の仕組み を考えなが らDVDを 鑑賞 し，

歌詞 とピアノ伴奏 の関係 につ いて感 じたことを書いて

み よう」

（2） 観 察法

　教師による観察法では，教師自らが常に公正な評

価をしようと試みるが，歌唱時のピアノ伴奏を弾き

ながらの評価に関 してはどうしても限界が生 じる。

したがって，伴奏を弾きながら評価する場合は，な

るべく伴奏に意識をとらわれなくてすむような楽

曲の時に評価をし，慣れない伴奏の楽曲の時には，

伴奏時以外の歌唱での評価を試みた。また，複数回

の評価のタイ ミングを設定することで少しでも評

価に偏 りが生じないよう努めた。

　また，歌唱時の評価において，明らかに 「Ｃ」と

判断されるような生徒に対 しては，わざと該当の生

徒のそばで一緒に歌ったり，声がけをするなどして，

生徒が歌いやすいよう導いた。また，頻繁に 「Ｃ」

と判断される生徒に対 しては，授業開始前の休憩時

間に教師の方から声がけをし，前もって少しでも歌

いやすいよう心を開放できるようにした。

4　 成果の普及と今後の展望

　 この2年 間の研究で得た成果と課題をもとに，今後も

引きつづき 「Ａ 表現」の 「（1）歌唱」及 びrB鑑 賞」

の学習 を通 して 「指導と評価の一体化」を図った音楽

授業の研究を深めていくこととする。そして，機会があ

れば所属する広島県教育研究会音楽部会で研究授業，ま

たは研究発表等を実施 し，その成果の普及に努めたい。

また，今後は教師の一方的な指導に偏らないようグルー

プ学習の機会を増やすなど，一つのテーマに対して生徒

自らが学習をし，発表できるような学習形態も構築して

いきたい。そのためにも，自身の音楽技術の向上に努め，

さらなる研鑽 を積んでいきたいと考える。
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ワークシー ト2　 カンツォーネ

ワークシー ト7　 ドイツ語の発音

ワー クシー ト8　 「のばら」の比較

ワー ク シー ト10

ワークシー ト11　 「オペラ」について
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 黒木正彦

所 在 地 ： 宮崎県西都 市大字右松2330番 地

電話番号 ：0983-43-0005

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　学校のある西都市は県央に位置 し，宮崎

市に隣接する人口3万2千 人の市である。

市内近辺には西都原古墳群を中心 として，

多数，古墳が点在 し，貴重な出土品も多く，

学校近 くに県立西都原考古博物館等の施設

がある。

2　 学校の概要 （平成18年5月1日 現在）

教員数48名 （1名 ）

　　　 ※ （　）内は，指定を受けた教科担当の教員数

※1年 次 は普 通科 ・福祉科 ともに 「音楽Ⅰ 」

「美術Ⅰ 」 「書 道Ⅰ 」 の３ 科 目を選 択で２ 単

位，２ 年 次は， 普通科文 系 ・福祉 科が同科 目

Ⅱを2単 位履修 してい る。

H　 研究の内容及び成果等

1　 調査研究について

　（1）研究主題

　生徒の学習状況を的確に把握する評価研

究と実現状況の分析

（2）調査研究のねらい と対象

［調査研究のね らい］

　美術で扱 う内容は，主に 「表現」 と 「鑑

賞」に大きく分類 されるが，一般的に 「表

現」の授業が実施時間数を始めとして教材

研究や研究会における研修等，多くの時間

を費や しているように思われる。このこと

は，制作を中心 とした表現が主体である科

目であるのため当然 とも言えるが，鑑賞教

育の果たす役割を考えた とき， 「鑑賞」に

おける評価方法や，判定の研究がより一層

必要になってくると言える。これ らの理由

か ら，「鑑賞」を調査研究の対象 とした。

　また， 自国の文化に対する理解を深める

とい う視点か ら，学習指導要領でも 「日本

の美術」について学習することの必要性が

述べ られてお り，題材 として 「日本の美術」

を取 り上げた。昨年度は 「日本の美術」を

学習する身近な題材 として，地域に遺され

た古墳時代の遺物を取 り上げた。本年度も

同じ観点から地域に遺る仏像を取 り上げ，

更に 「日本の美術」 と他国 との関係を考え

る題材を設定 し，広い視野で 「日本の美術」

について考えることができる発展性を持た

せた。

［調査研究の対象］

第2学 年

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

（1）実施 した鑑賞授業について

　 昨年度に引き続き鑑賞授業を中心とした研究
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を行ったが，今回の研究で改めて 「鑑賞」の重

要 さを再認識することができた。例えば，授業

以外でも休み時間に画集を広げると生徒が集ま

り，興味津々といった顔で，初 めて 目にする世

界に様々な感想をもらす。基本的に生徒は，絵

を見ることが音楽を楽しむの と同 じように好き

である。ただ，美術の鑑賞が何か特別な知識や

感性が必要であるとい うように誤解 されている

ように感 じる。確かに，多少の知識や絵 を楽 し

むためのコツは必要である。生徒が美術を生涯

に渡って愛好できるよう，そ ういった知識やコ

ツを授業で生徒に伝えなければな らず，それが

生徒にとって，いかに理解 しやすく興味を持て

るものになっているかとい うことが鑑賞授業で

は重要であると考える。

本年度の研究では，昨年度か ら引き続き地域性

を生かした鑑賞とい うことで，木喰仏を題材に

した仏像の鑑賞授業 を行った （1月実施）。ま

た，それに加え本年度は， 日本 と西洋の美術の

関連性について言及する題材 も取 り上げた。 日

本 と西洋の美術の関係 とい うと，やはりな じみ

深いのは19世 紀後半のジャポニスムである。

現代の日本製アニメやマンガもハ リウッドに影

響を与えてお り，その庶民的な文化が海外で高

く評価 される等，似通った背景を持つことから

現代のジャポニスムとして喩えられ，類似点が

指摘されることも多い。そのような興味深い事

実は，単に一過性の流行だけではなく，アニメ

やマンガが 目本独自の文化的な背景を土壌 とし

なが ら，高い技術で作品が作 られていることを

証明 しているとも言える。生徒にとって身近な

メディアであるアニメやマンガを通 して， 日本

の浮世絵を始めとする美術を鑑賞 し，日本 と西

洋の文化が互いに影響 し合い，新 しい表現を構

築 していったことを理解す ることは，興味深い

経験でもあ り，日本の美術を身近に感 じること

ができるきっかけにもなると考える。

（2）指導方法 との関連

　今回取 り上げた鑑賞授業 （異文化へのあこが

れ）では，生徒が受動的にならず活動できる場

面を取 り入れるよう工夫 した。鑑賞 ワークシー

トに自分の感 じたこと等，感想を記述するのも

重要な活動の一つだが，ただ教師の話を聞いて

記述する， といったものであると生徒 も飽きや

すい。授業を通して生徒の関心を高め，理解を

深めるといった観点か ら，何か生徒が興味を持

つよ うな活動的な取組があると，授業が生き生

きとしてくる。例えば， クイズ形式にしてグル

ープで議論 をす る，といったものや，簡単な制

作を行 う，といった工夫が題材を魅力あるもの

変えてくれた。浮世絵を扱った授業では，歌川

広重 「大は しあたけの夕立」の雨の部分を，画

像編集 ソフ ト使って消しておき，その画像を生

徒に配布 し，自分が考える夕立を描かせた。そ

れを，友人の描いたものと比較することで， 同

じ雨でも印象が変わることが理解でき，更に広

重の表現 と比較することで，その特徴を理解 し

ながら鑑賞を深めることができた。何げなく見

過ごしがちな雨の表現にも目がいったのではな

いだろ うか。

　また，比較鑑賞の手法も取 り入れ，提示 した

作品の違いや共通点に注 目させることで，授業

の目的とする理解させたい事項に焦点が行くよ

う工夫 した。 ここでは主に，生徒とのや りとり

が重要になってくるので，発言が活発に行える

雰囲気作 りが重要であると考える。 もちろん作

品の選択 も重要であるが，授業が楽 しく，自分

の言ったことが認 められる雰囲気でない と，な

かなか生徒は発表 してくれない。授業の雰囲気

作 りも非常に重要であると感 じた。

（3）　評価の方法との関連

　鑑賞授業では主に，発言等の取組状況の観察

と，ワークシー ト等の記述を基に評価を行った。

ここでは，その観察 と記述のバランスについて

述べたい。 「鑑賞の能力」は主にワークシー ト

の記述か ら評価 したが，評価することだけを考
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えて作成 したワークシー トは，不要な記述欄 も

多く，記述 させる時間が授業の流れをとめ，活

発であった授業の雰囲気を，やや トーンダウン

させ る原因にもなった。ワークシー トの質問事

項等を精選 し，最低限，評価に必要な記述だけ

をさせるようにした方が，授業は生き生きとし，

生徒の取組 もよくなるように感 じる。ワークシ

ー トを効果的に使 うためにも，発言など授業の

流れに重点を置きながら授業計画を練る必要が

あった。

（4）成果と課題

　本年度の取組の成果 としては，やは り鑑賞 授

業の重要さを再認識できたこと，また，鑑賞授

業の題材 を開発する上で幾つかのポイン トが明

確 になったことが挙げられる。そのポイ ン トは

これまで既に述べたが，視聴覚機器の利用も付

け加 えたい。今回はパ ソコンのプレゼンテーシ

ョンソフ トを使用 して授業を進めた。授業の組

立が明確 にな り，非常に授業を行いやすかった。

準備に時間を要するが，改良を加えていくこと

は容易で，動画を扱 うなど発展性があり，工夫

次第で様々な可能性があると感 じた。ただ，プ

ロジェクターを使 うと記述 との両立が図れない

ので必要に応 じ図版 をカラーコピー しておかな

ければいけない。課題は，一つの題材を作 り上

げるのに時間がかかるとい う点である。これは，

どうしよ うもないが，一番のネ ックであると思

う。 自分 自身で教材開発を行 うことはもちろん

重要だが，限度 もある。 日頃か らよい実践を書

籍，インターネッ ト等で積極的に収集すること

も大切で，研究会などで鑑賞授業につての実践

報告や情報交換会を行 う等 してい くことが必要

だと考える。

３　 評価 方法 に関する研 究成果

　 鑑 賞授 業で は， 「関 心 ・意欲 ・態度 」 と 「鑑

賞 の能力 」について評価 を行 うが，主 に 「関心

・意欲 ・態度 」については，授業へ の取組等 を

観察することで評価 し，「鑑賞の能力」につい

ては，鑑賞 ワークシー トの記述か ら評価を行っ

た。

（1）　 授業への取組等，観察を基にした評価

　鑑賞授業は，主に教師の解説や生徒 とのや り

とりを中心に授業が進むため，授業中の評価は

ポイン トをあらかじめ押さえてお くことが重要

であると感 じる。授業中に発言の内容を一つず

つ吟味 し関心があるかどうか判断するとい うこ

とは難 しかったが，積極的に発言する生徒を授

業内容に対する関心が高い表れであると判断す

ることで，評価規準を満た していると考えた。

一方発言は少ないが関心が高い生徒もいると思

われるので， ワークシー トの記述などか ら少 し

でも評価できるよう努めた。また，授業をしな

がら関心の低い生徒に対 しては助言を行わなけ

ればならず，評価がＡＢＣの三段階でＢとなる

よう努力す る必要がある。特に記述の場面では，

Ｃの段階にある生徒に対 して助言ができるチャ

ンスであるので，これを中心に行った。また，

発言で特に積極的であった，又は 「鑑賞の能力」

が特に高いと思われる発言があった場合は，生

徒が記述をしている間に，簡単な記録を残 して

お く必要がある。いずれにしろ授業をしながら

評価す るので，ＡとＣの段階の生徒を評価する

こと （特にＣ）が重要であると思 う。

　 （2） 鑑賞 ワー クシー トを基 に した評価

　 鑑 賞 ワー クシー トでは，主に 「鑑 賞の能力 」

について評価 を行 った。鑑 賞 ワークシー トは記 述

が中心であ るので，その内容で評価 を行 った。 特

に，表 面的 な記述 で終わ るのでな く， 自分 な りの

発見や気付 きがあ り，その理由を考察 し， よさや

美 しさを感 じてい るものをＡ 「十分 に満足 できる」

とした。 ここでは，広 重 とゴ ッホによる模写 の比

較 につ いて 「学習活 動における具体 の評価規準」

と評価 の根拠 となった生徒 の記述例 を挙 げ る。
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［学習活動における具体の評価規準］

浮世絵等の 日本美術の よさや美 しさを味わ

い,美 術が国の違いを越えて相互に影響 し合

っていることを理解する。

生徒の記述

・ゴッ ホは雨 の降り 方 は激し くな いが， 波 を

立たせ ているこ とで，雨が 絵 の手前 と奥 で降

ってい るよ うに見 える。

・ゴッ ホは 濃淡 や明 暗がな っ きり しているか

ら立体的に 見 え るが，雨 の描 き方 は広重 の作品

の方が 激し い雨 を表現 できている。

この よ うに記述 してい るものは,理 解 に深 ま り

がみ られ ると考 え,Ａ と判 断 した。

　 Ｂは，高い レベル までいか ないが,自 分 な り

に作品の よさを味わ うこ とがで きている,感 想

を述 べ る こ とがで きて い る と判 断 で きる もの

を， Ｂ 「おおむ ね満足 できる」 とした。

生徒の記述

　・背景が暗 いの で雨 が今か らも降り続け るよ

うに見え る。

　 ・ゴッ ホは雨よりも景色 の方が強 く見 え る。

と言 うよ うな記述が該 当す る と判断 でき る。２

枚 の絵 の比較か ら,そ れぞれ 自分 な りに感想 を

述 べるこ とがで きてい る。 しか し,な ぜ そ う見

え るのか,と い った ところまで考 えが及 んでい

ない。

　 Ｃ 「努 力 を要す る」 について は,生 徒 が何 ら

かの感想 や意見 を自分 な りに述べて いるのであ

れ ば,そ の内容か ら 「努力 を要す る」 と判 断す

ることは非常に難 しい よ うに感 じた。授業時 は,

「関心 ・意欲 ・態度」だ けでな く 「鑑賞 の能力」

につ いて もＣに該 当す る生徒の支援 に努 め,記

述 が進 まない生徒 に対 して適 宜,助 言 を行 った。

　 また,「関心 ・意欲 ・態度」につ いては、３（1）

で述べ た授 業時の発言 は少ないが,関 心 は高そ

うな生徒 につ いて の評価 は,ワ ー クシー トの感

想 な どか らＡの判断 を した。以 下に 「学 習活動

における具体の評価規準」 と評価の根拠 となっ

た生徒の記述例を挙げる。

［学習活動における具体の評価規準］

美術が国を超え共感を生み出す力を持ち，相

互に影響 し合い新 しい表現を生み出 している

ことに興味を持つ。

生徒の記述

　

・今日の美術 の時間は あっという間 に過 ぎま

した。自 分が集中してい たからだ と思います

この記述か らは，発表ができなかったとしても

意欲的であったことが把握でき，高い関心を持

って授業に臨んでいることが うかがえる。

４　 成果の普及と今後の展望

　２ 年間の研究を通 して， 地域に遺 る文化遺産

の活用，又は， 日本の美術を中心とした鑑賞教

育の充実，生徒の興味や意欲を引き出す題材作

り，鑑賞授業の効果的な進め方，授業を通 した

評価方法の工夫改善， といったことに取 り組む

ことができたのは，大きな成果であったと思 う。

ただ，まだまだ荒削 りなところがあるのは事実

で，今後更に内容をよりよいものにしていかな

ければならない。それぞれの目的をしっか りと

念頭 に置き，無駄な部分は省き，足 りないとこ

ろは改変し補ってい く，といった作業が重要に

なってくると感 じている。

　県内で行われる研究会等でも，表現を中心と

した研究授業や実践発表などが行われ る。それ

は，私たち指導者が求めているものが，長い制

作時間を生徒が最後まで集中して取 り組める魅

力的な題材であったり，空いたわずかな時間に

低コス トでできる魅力的な題材であった りする

ところに理由があるかもしれない。 しか し，生

徒が求めているものは，何 も表現だけに限るも

のではない。それは，生徒の鑑賞授業での感想

を読んでも十分に分かることであった。こちら
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が十分に満足できるだけの生徒が，鑑賞授業に

対 して興味を示 して くれた。

　成果の普及に関しては，県の教育研究会を中

心に行っていきたい。例年実施する研修会で，

各校が鑑賞授業の実践報告をする事業案を提案

し，互いが情報を交換 し意見交換ができるよう

努めたい。なお，今回の研究は県教育研究会の

美術部会誌で報告をする予定である。
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名： 野 田 幸 秀

所 在 地： 京都府亀岡市横町23番 地

電話番号 ：0771-22-0103

対象生徒 ： 一年生　芸術 （工芸Ⅰ ）選択生徒

（男子71名 ・女子18名 　 合計89名 ）

１　 学校 ・地域の特色及び実態

○京都府嵐山の上流に位置 し，府内最大の農地

を有 した盆地です。市の中心には，保津川が

　 流れ，温泉にも恵まれた自然豊かな町です。

　また，明智光秀の居城があった地としても有

名で，市内中心部は城下町の趣 を残 している。

　 京都市内 とのアクセスも便利で，市東部には，

大規模住宅地が広がっています。

〇本校は大規模校であり，Ⅰ類 （一般系 ・文理

系）・Ⅱ類（学力伸長コース）・Ⅲ類芸術系【美

術 ・工芸】（個性伸長コース），数理科学科を

設置 してお り，京都市内や府中部か らの通学

生徒もいます。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

（高等学校）

教員数60名 （1名 ）

Ⅱ研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　（1）研究主題

　〇 工芸Ⅰ におけるプロダク ト制作の実践，及

び，評価方法の研究 と実現の状況か らの考

察

　（2）平成19年 度の調査研究のね らい と対象

　 ［調査研究のね らい］

　　〇Ａ表現 （プロダク ト制作）

　 現代社会において，様々な物が氾濫 し、

簡単に手に入る状況にあり，物の価値が希

薄になっているように感 じられる。

　 そこで,身 近な工業製品が どのように作

られているか,物 の価値を高めるデザイン

が どのようになされているかを身近なカ ッ

プをデザインし，カップを制作することに

よって理解 し，プロダク ト制作が現代社会

の中で果たす役割 と必要性を学習する。

　 デザインにおいては,人 間 と形状 との関

係を理解 し，工夫 して制作ことによって，

機能性 と造形美の関係を理解する。

　　　 鋳込み技法を用いた制作では,粘 土や石

膏の材質 と扱いを理解 し，イメージした形

態を正確に表現できることを目指 し，素材

の持つ物質感を身に付ける。

　 そ して，工業生産の関連 を理解 し，投影

法による製図を目指す．

　［調査研究の対象］

第1学年
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2 児童生徒の学習の実現状況と考察

○プロダク ト制作を調査研究の中心として進めて

きた。昨年度までは，カッターナイフのデザイン

を題材 として取 り上げてきた。この題材は，モデ

ル制作と製図で終わる内容で，プロダク ト制作の

過程 を学習す るものであった。今年度は，実用可

能な作品の制作を目指し，鋳込み技法による，カ

ップの制作に取 り組んでいる。

○実際に使用できるカップを制作す るとい うこと

で，カッター－ナイフのデザインより，生徒の興

味 ・関心も高く，意欲的に取 り組んでいる。

 発想の段階では，鋳込み技法による制約を理解

させながら発想 させた。生徒の発想が技法上可能

かどうかは，個別に確認 しながら，指導する必要

があった。発想の段階で，技法上無理なものであ

っても，多様な発想を意欲 として評価することに

している。また，発想の最低 目標数を設定 し，目

標数まで努力 させることにより，実現の状況を高

めることが出来た。

○プロダク トデザインとい うことで，機能性 と造

形美の融合が求められ， 次の段階としては， 「使

う人のイメージ」「デザインのイメージ」「機能面

の工夫」の3つ の面に焦点を当て，使 う人のイメ

ージでは，誰が，いつ， どんな時，何を入れて飲

むのかを考えさせ，段階を追って明確にしていく，

第1段 階は，アイデアスケッチ後， 第2段 階は，

粘土原型完成後，最終は，完成作品から企画書を

制作する。

 それぞれの状況に合ったカップの大きさや取っ

手の工夫も同時に考えさせた。また，参考作品か

ら，使用 目的に合った形状や大きさを決定させ，

図面にした。

 取っ手と手の接点の関係や， カップに液体が入

った状態を実感させたり，取っ手の形状を決定す

るために，紙によるモデルで検討 させるなど、具

体化 させる工夫をした。

 指先か らの感触は，生徒に多くの情報 （形状 と

指の関係や物 と接するときの心情など）をもたら

し，そこか ら，形状の改善 ・深化につなっがてい

る。粘土原型においても，紙で行った確認を同 じ

ように させ、原型の完成度を高めた。
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3 評価方法に関する研究成果

 調査研究指定以前の評価は，作品から評価する

割合が多 く，よりよく改善できないものか と考え

ていた時に，この指定を受けることとなった。

 この機会を生か し，自分の評価方法を再点検す

る機会とすることが出来た。

 調査の当初か ら、観点別学習状況の評価を点数

に置き換えて実現の状況を把握できないか，授業

の流れの中で，各場面の指導状況の積み重ねに基

づいた評価が適切に出来ないかを研究課題 とし

た。

 調査開始時は，評価する項 目の評価割合が作

品に偏 り、評価の観点も不明確であった。調査を

進めるごとに，生徒の学習の場面を適切に評価 し，

理解 しやすい指導で目標 を達成させてや りたいと

各場面の指導を工夫 した。

 （1）評価方法は，観点別評価 を基に柔軟に対

  応 し，生徒のよさを積極的にとらえ、評価に

  加えた。

   評価においては，先にA・B・Cに 大別 し

  評価を確定 した後，評価ごとに設定 された配

  点に基づいて採点 した。また，評価 と点数の

  相関を検証 しなが ら，5段 階評価にも活用 し

  ていった。

 （2）A・B・Cの 評価において，A評 価 （6

・5点 ）B評 価 （4・3点 ）C評 価 （2・1

  点）の場合のように，各段階の点数幅が狭い

  場合は，集計に影響が少なかったが，点数幅

  が大きい場合，点数評価が細分化 され，判断

  が難 しくなった場面 もあったので，出来るだ

  け簡潔にする工夫が必要である。

  A・B・Cで 大別 した後，点数評価すること

  は，点数評価 の判断が容易になり，講座 数や

 評価項目が多くなっても，評価に差が生 じに

  くく，安定 した評価をすることができた。

（3）評価の割合が作品中心の場合，作品70％

 ・プ リン ト類20％ ・出席状況10％ 程度であ

 ったが、現在は， 「興味 ・関心 ・意欲」20

 ％，「芸術的な感受や表現の工夫」35％，「創

 造的な表現の工夫」35％， 「鑑賞の能力」

 10％程度 となっている。

（4）評価を点数化 し，授業のどの場面で， ど

 のように評価されたのかを一覧表にして生

 徒に返 した。

  しっかり評価 されているんだとい う意識

 が芽生え，一部の生徒か らは、「この項 目

 の点数を上げるためには， どうすればいい

 のか」などの質問が返ってきた。

  そのような機会に，次の課題の評価ポイ

ン トを丁寧に説明し，生徒に意欲を持たせ

 ることが出来た。他の生徒も，前期より，

 意欲的になったように感 じる。
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4 今後の展望

 工芸の評価で，作品偏重になった場合，授業に

集中できなかった生徒が，手先の器用な生徒であ

り，短時間で一定 レベルの作品を完成 させた場合，

その作品を他の生徒 と同 じように評価 し，その後，

授業態度で減点するとい うことも起こりうる。

 やはり，生徒の実態を把握 した上で，授業計画

の中で，評価の観点を明確 にし，あらゆる場面で

生徒の状況 と作品を評価することが重要となって

くる。

 今後も，授業全体の流れを考えなが ら，作品偏

重にならないように展開 していきたい。

 調査の中で感 じたことで，アイデアの発想段階

は個性的なものが多く見受けられた。 しかし，実

際の作品づくりとなると，ものづ くりの経験が少

なく，ものを作る喜びを知 らない生徒がいた。

 そのような生徒は，意欲 も弱く，適当なところ

であきらめてしま う傾向にある。

 工芸の授業で，美 しいものや完成 して感激 して

くれ るような題材選びが大切ではないかと感 じて

いる。

 指導においては， どうすれば上手 くいくかを生

徒が理解 し、意欲が出るようにする工夫が必要で

あ り，更に，研究を進める。
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 神 田利 明

所 在 地： 新潟県長 岡市 四郎丸町字沖 田357

電話番号 ：0258－32－0096

Ⅰ 研究指定校の概要

1 学校・地域の特色及び実態

  普通科 と家庭科 （被服科 ・家政科）の二科か

 らなる。 自主 ・自立の精神に基づき，知 ・徳 ・

体のバランスの取れた人間を育てることを教育

 目標に，生徒一人一人の豊かな個性の伸張 と人

格の完成を目指 し，将来にわたる自己実現に向

 けた進路希望の達成を積極的に支援 している。

運動部の活躍は顕著であり，昨年度，一昨年度

 と二年連続で，新潟県スポーツ最優秀校 （女子）

 を獲得 した。

2 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

教員数69名 （教科 芸術3名 、科 目 書道1名 ）

 芸術 （書道 Ⅰ）は，普通科が3単 位選択必修 （1年

次2単 位，3年 次1単 位）。家庭科が，2単 位選択必

修 （１年次）。芸術 （書道Ⅱ）は 家庭科が2単 位選

択必修 （2年次）。

Ⅱ  研究の内容及び成果等

1 調査研究について

 (1)研 究主題

   漢字仮名交 じりの書における 「自らの思い

  や感動する言葉を表現する創作の授業」の指

  導 と評価の在 り方 （古典未習の場合）

 (2)平 成19年 度の調査研究のねらい と対象

 ［調査研究のね らい］

   「漢字仮名交 じりの書」の分野の必修に伴

  い，年度初めに教材 として実践する場合，生

  徒の心の有 り様や変化が直接的に表現に結び

  つ くことが期待 される。古典未習の場合でも

  創作の前段に，用具用材を工夫 して表現 した

  り，幾つかの用筆法 ・運筆法で試書 した りし

  て表現の幅をふ くらませ、それか ら創作学習

  「書きたい思いをことばに して」に移行する

  と，ね らいやイメージに近づいた作品が制作

  しやすい。昨年度に引き続き，同 じ調査研究

  の対象 となるわけであるが，今年度は古典既

  習の段階でも同じ語句で創作 し，未習の段階

  の作品と比較 して考察を行 う。

 ［調査研究の対象］

第1学年 芸術 （書道Ⅰ ）
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2 生徒の学習の実現状況と考察

 (1)古典未習の段階で漢字仮名交 じりの書を創

 作するにあた り，まずは創作 しようとする言

 葉で次の単元を実施 し，それぞれ言葉と表現

方法の関係を模索した上で指導に入った。

  ①運筆 ・用筆の工夫

   ・太い線でゆっくり運筆

   ・細い線で速 く運筆

   ・逆筆蔵鋒で運筆

  ②用具 ・用材の工夫

   ・様々な種類の筆で試書

   ・半紙 （滲む紙、滲まない紙），わら半紙，

    コピー用紙に試書

   ・超濃墨，中濃墨，淡墨で試書

   ③構成の工夫

   ・5つ の構成パターンで試書

   3単 元ごとに，どの表現が書きたい言葉に

  ふ さわしいかを制作カー ドに記入させ，作品

  もス トックさせた。創作の際には制作カー ド

  とス トックした作品がべ一ス となり，作品づ

  くりに効果的であった。

 (2)用 具用材の工夫と，墨色の工夫の単元で

  は，今まで経験 したことのない表現方法を試

  みたので，学習意欲が高 く，また表現の工夫

  や創造的に表現の技能を養ってお り，評価A

  と認められる生徒が多かった。

 (3)創 作の授業1回 目 （2時間）では，表現の

  面で，制作のねらいや意図は頭の中にはある

  ものの，それが思い通 りに表現 しきれず消化

  不良であった。2回 目の創作の授業では，1回

  目の自己反省 と教師の助言， 生徒間の作品鑑

  賞などから，観点①関心意欲，②表現の工夫

  の面で著 しく評価が上がった。3回 目の最後

  の創作授業では，生徒 も妥協せずに，何 とか

  自分の表現をねらいに近づけようとしてお り

  創造的な表現の技能の観点③で評価が高まっ

  た。

 (4)鑑 賞の面では，創作の授業1，2回 目に提

  出作品を相互鑑賞して，気に入った作品の良

 い ところや工夫 してあるところを見つけ，鑑

 賞カー ドに記入 させた。3回 目の作品完成時

 には，言葉 と表現の関係や線質 ・墨色 とその

 効果 ・全体構成の工夫などの点か ら，できる

 だけ詳 しく鑑賞カー ドに記入 させ，相互鑑賞

 会を行った。その成果があり，鑑賞の評価A

 の数値が昨年度 より上昇 した。

 (5)古 典未習の段階での漢字仮名交 じりの書

 の創作と既習の段階での創作 との違いについ

 て，未習の場合は， 自由で大胆で冒険的な作

  品が望める。一方，既習の場合は，まず意図

 やね らいがあって，それを達成するために古

 典を応用するとい う立場で学習活動を展開 し

  ていかない と，形だけにこだわった形骸的な

  作品に陥 りやすい。

3 評価方法に関する研究成果

  (1)作 品による評価 と制作カー ドによる評価
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(2) 鑑 賞カー ドに よる評価

(3)作 品が完成するまでの手だて

生徒Aの 場合

 創作1回 目の作品

       サイズ 半紙2枚 つぎ

＜制作後の感想 ＞

・起筆 で しっか り止 めて書 くことと， 漢 字 と

平仮名 とを区別 しないで書 いた ら良くなった。

＜提 出作 品につ いての教 師の コメン ト＞

・行 の段差 をあま りつ けないで書 いてみ た ら

よいのではないか。

 ・1行 目か2行 目の どち らか に ウエ イ トを置 こ

う。

創 作2回 目の作品

      サイズ 半紙2枚つぎ

＜制作後の感想＞

 ・竹筆で書いたら何かいい感 じになった。

 次回はもう少 し流れを出す。

＜提出作品についての教師のコメン ト＞

 ・文字から文字に移るとき，気持ちや流れを

 切 らないように運筆 してみてください。
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創作3回 目の作品 （完成作品）

      サイズ 半紙2枚つぎ

＜制作カー ドより＞

 ・表現のねらい

   気持ちの重要性 を書き表す

 ・用具用材の工夫・・・竹筆 ・濃墨

 ・用筆，運筆の工夫

   太い線でゆっくり運筆 ・露鋒

 ・構成の工夫

   つ ららの形をイメージした構成

 ・感想

   あま りうま く表現できなかったけれ ど

も，初めていろんな筆で書いた りして楽 し

かった。

古典既習後の作品

 （顔氏家廟碑の特徴を生かして創作）

サイズ

 半切1/3

・感想

 古典未習の時の書 き方は，書き方に工夫

 があるか ら気持ちが伝わるけ ど，今回書

 いたのは，比較的きれいで整っているか

 ら誠実な感 じがしてさわやかだ。

生徒B 作品変化の様子

 創作1回 目の作品

創作2回 目の作品

創作3回 目の作品 （完成作品）

古典既習後の作品

  （造像記の特徴を生か して創作）
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生徒C 作品変化の様子

 創作1回 目の作品

創作2回 目の作品

創作3回目 の作品 （完成作品）

古典既習後の作品

 （造像記の特徴を生か して創作）

4 今後の展望

  この度の研究では，個人的にスキルアップを

図 ることができた。漢字仮名交じりの書の分野

は，必修になったとはいえ，「ただ好きに書きな

さい」 とい う指導や教師が見本を書いて書かせ

る指導では，感興や意図に応 じた 自己表現が損

なわれる。また， 古典未習の段階での漢字 仮名

交 じり書の創作は難 しいとの声 もよく聞かれる。

しか し，今回の研究ように，古典未習の場合で

も，生徒は書きたい言葉を幾つかの表現の技法

を経験することによって， 自分の表現 したい術

を発見 し，高校生な りの感性で， 自由かつ大胆

な漢字仮名交 じり書を書くことができる。

 未習であるが故に，制作態度 も作品も情熱的

で大胆 さを期待できるこの研究主題を，全国の

高校書道研究会や県の教科別研修会で，研究成

果 として報告 し，学力の向上に貢献 していきた

い。

作品鑑賞会風景
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生徒作品 （創作3回 目 完成作品より）

サイズ 半紙2枚 つぎ
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 鈴 木  均

所 在 地 ： 静岡県牧之原 市静波 ８５０

電話番号 ：0548－22－0380

Ⅰ 研究指定校の概要

1 学校 ・地域の特色及び実態

  １９００年創立の地域の伝統校である。『至

誠真剣』を校訓 とし，文武両道を掲げ社会に資

する人材の育成に取 り組んでいる。国公立，私

立の四年制大学にほとんどの生徒が進学 し，芸

術系に進む生徒 も多い。

 学校のある榛南地域 （静岡県中部）は，書写

 ・書道に対して関心が強く，書塾への通塾経験

のある生徒 も多く，また小 ・中学校における書

写教育も盛んである。

1 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

           教員数 58名 （1名）

 1年 次に芸術Ⅰ （書道Ⅰ， 音楽Ⅰ， 美術Ⅰ）

を2単 位選択必修で履修する。また，3年 次に

文系の生徒が芸術Ⅱ （書道Ⅱ，音楽Ⅱ，美術Ⅱ）

を2単 位及び学校設定科 目 （「書道概論」「音楽

概論」 「美術概説」）を4単 位選択履修すること

ができる。

Ⅱ  研究の内容及び成果等

1 調査研究について

 (1)研 究主題

   高等学校書道 における， 「生徒 自らが考え

  て工夫 し，表現技術を高める授業」の指導 と

  評価の在 り方

 (2)平 成19年 度の調査研究のねらいと対象

 ［調査研究のね らい］

   本年度は平成18年 度 と同様の方法で調査研

  究を行ったが，昨年度の課題である 「適切な

  タイミングで自己評価することができるワー

  クシー トの作成及び改善と，その適切な使用

  方法」について重点的に取 り組むとともに，

  特に 「生徒 自らが考えて工夫 し」とい う研究

  のねらいが実現されるように，生徒の自己評

  価方法の工夫と，学力の実現状況を把握しや

  すい授業方法の改善研究のね らいとした。

 ［調査研究の対象］

第1学 年　書道Ⅰ

2　 生徒の学習の実現状 況 と考察

(1)　 ワー クシー トの使用 と理解度

　　　授業 はワー クシー トを使 って実施 した。 ワ

ー クシー トに従 って授 業を展 開 し，生徒 は学

習 した内容 をワー クシー トに記入 し，整理 し

て理解 してい く。 ノー トや 資料 プ リン ト等 も

使用す るが，あ くまで補助 的である。記入す

る内容 は， 自分 の意見や感想 ，他 の生徒 の発
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表内容，指導者の説明，板書事項である。記

入には十分時間を取るが，自分の考えを適切

な言葉に置き換えることの苦手な生徒が多

　 く，その内容は十分 とは言えない。一方，学

習内容の理解 と定着は，ワークシー トを使用

することで格段に進んだと言 える。

(2)鑑 賞能力の向上 と相互批正の方法の習得

　 今年度の研究のね らいの一つである，「鑑

賞能力の向上と相互批正の方法を習得するこ

とを通 して自己の意図 した表現ができるよう

にさせる」ことに関しては，一定の成果が上

がったと考える。

　 ① 鑑賞能力の向上

　 古典や生徒作品を見せて感想を言わせる

ことは従来も実施 していたが，どのように

見て良いのか，またその結果をどのように

表現 して良いのかを生徒は理解 していない

ので，その内容は大変浅いものであった。

また，学習指導要領の 「B　鑑賞」の領域

の指導として行 う場合には，時間を特に設

定する必要があるので （授業の一部であっ

たとしても），各授業の中で特に時間を設

けて，書に関する理論的なことについて指

導を行 った。例えば，文字の構成法につい

ては，その特徴とそれぞれか ら受ける印象

を実際に古典を比較す ることか ら理解 さ

せ，自分の作品に応用できるようにさせた。

さらに，授業の展開においては，まず感 じ

た事柄 を生徒 自身の言葉で言わせた後に

，それを批評用語を使 って説明するとどのよ

うになるのかを指導者が解説 してみせた。

その結果，学習す る以前 と比較 して，「言

葉」によって表現す る能力が向上 した。評

価は，ワークシー トの感想の項目と年 ２回

行 うペーパーテス トにより行った。

　 ② 相互批正の方法の習得

　相互批正は 「課題制作」「自由制作」の

　 授業において実施 した。まず 「課題制作」

の授業で相互批正を実際に体験させること

により，批正することに慣れさせた。特徴

ある作品を数点選び，複数の生徒に批正 さ

せる。その後，それぞれの批正の良い部分，

問題のある部分を指摘 し，指導者が実際に

批正を行い，基本 となる批正方法を理解 さ

せる。最後に４～ ５名のグループを作 り，

相互批正を体験 させた。最初は恥ずか しが

った り，嫌がった りしていたが，慣れ ると

かなり的確な批正ができるようになった。

評価はワークシー トに記入 された内容及び

批正内容を聞いて判断 した。

　③　成果 と今後の課題

　最終提出作品 （自由制作）の選定におい

て，友人の意見を参考にすることを認めた

が，その際の判断がかな り適切であり，鑑

賞学習 ・批正学習の成果が感 じられた。 し

かし，今回は研究とい うことで授業を丁寧

に行い，また本校生徒の資質に頼ったとこ

ろも大きい。「漢字仮名交 じりの書」の学

習において，鑑 賞と批正ははずせないもの

であ り，比較的簡便に行 え， しかも万人向

けとなるマニュアルを作成することが必要

不可欠である。また，参考作品の紹介を印

刷物を使って行ったのは，分か りづらかっ

たので，プレゼンテーシ ョンソフ ト （パワ

ーポイ ン ト等）を使用 して
，幅広 く参考作

品を紹介 していけば，作品の一層の深化が

期待できる。

3　 評価方法に関する研究成果

(1)評 価方法

　 評価は （Ａ）「十分満足できると判断 され

る」状況 （Ｂ）「おおむね満足できると判断

され る」状況 （Ｃ） 「努力を要すると判断 さ

れる」状況の三段階に分け，次の三資料を評

価材料 として評価 した。全生徒が （Ａ） とな

ることが望ま しいが，最低限 （Ｃ）の生徒を

無 くすことを目標 とした。机間支援指導の中

で，生徒 と一対一で話 し，理解できていない
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点を探るとともに，ヒントとなる事柄 を与え

た。

①　 ワークシー ト

ワークシー トによる評価は，記入内容を

対象とし，予め用意 した評価規準に従って

評価を行った。特に，「課題制作」 「自由制

作」においては，制作段階の試作計画 と制

作後の自作品に対する評価を通 して学習内

容の実現状況を判断 した。

②　授業内評価

　授業 中に付ける評価簿を作成 した。 ワ

ークシー トの内容に沿って評価項 目を集

団 ごとに設け，授業の進度に合わせその

場で達成度をＡ， Ｂ，Ｃの三段階で評価

した。

③　提出物による評価

　提出された作品を対象 とした。 ワー ク

シー トで設定 した項 目ごとに達成度を評

価 し，さらに各観点別評価規準に照 らし

てＡ，Ｂ，Ｃの三段階で評価 した。

（2）評価方法の工夫及び改善

　現在実施 している「漢字仮名交じりの書」

の授業は対話型を取ってお り，リアルタイ

ムに生徒の実現状況 を把握す る必要があ

る。そのため，指導をする際にワークシー

トに記入 された生徒の自己評価 （理解度）

を確認 しながら助言を行った。

(3)学 習の実現状況把握に関する効果

　生徒の実現状況を把握 した上で助言 ・指

導できたので，個々の生徒に必要かつ最適

な助言を与えることができた。生徒も自分

に不足 している事柄を的確に理解 してか ら

次のステ ップに進むことができたので，意

欲的に学習に取 り組んでいた。

(4)今 後の取組 と課題

①　授業内における評価

　評価の時間を中心に授業が展開されるこ

とがないよう評価項目を絞ったが，結果 と

してかな りの負担 とな り，指導に目が行き

届かない場合があった。本校の場合，書道

Ⅰの授業集団は最大で25名 なので，評価に

かかる時間は少なくて済むが，40名 程度の

場合では，ほぼ不可能に近い。より簡便な

方法の研究が必要である。

②　 自己評価のぶれ

生徒に自己評価を行わせる際に評価規準

を説明 したが，説明の仕方によって生徒の

とらえ方が違ってきてしまった。今回同 じ

説明を聞いても，「自分の設定 した 目標に

どの程度達成できたか」ととらえた生徒 と

「最初の作品からどの程度良くなったか」

ととらえた生徒が出てしまった。 自己評価

の方法をしっか りと把握 させる指導を事前

にきっちりと行 う必要がある。

③　評価の精度の向上

「漢字仮名交 じりの書」は指導が始まっ

てか ら歴史が浅 く，作品評価の規準が定ま

っていない。また評価が指導者の価値観 に

よって左右 される割合も大きい。実際に自

分が行った生徒作品の評価を客観的に見る

と，自分の価値観が色濃く反映されている

ことに驚 く。やむを得ない面もあるが，客

観性 を高める方法を更に研究 していきた

い。

④ ワークシー トの負担軽減

ワークシー トの使用は学習内容の理解 と

定着に大きな力 となるが，一方で生徒にか

かる負担 も大きい。特に文章をまとめるの

が苦手な生徒にとっては，意識がそちらに

集中して しまい授業内容がおろそかになる

場合もあった。記入を箇条書きにさせるな

ど工夫 したが， 自分の学習過程を整理 しな

が ら， しかも簡単に記入できるシー トへの

改善が更に必要である。

4　 成果の普及と今後の展望

(1)　今後の指導への反映

①　指導資料の整備 と指導の体系化
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　今回の研究を通 してワークシー ト，学習

指導計画略案，補助教材 （資料）等を作る

ことができたが，内容に問題点が残ってい

るので，見直しをしっかりと行い，更に体

系的に指導できるものに改善 していきた

い。

②　評価の簡便化と客観性

「指導」と 「評価」は表裏一体のもので

あるが，やは り生徒の学力向上とい う視点

から考えると，「指導」に重点を 置きたい。

そのためにも「簡便な評価方法の確立」は

急務である。また，評価者の価値観が出過

ぎない 「客観性 の高い評価方法の確立」も

必要である。

　指導者の資質向上の努力とともにこれら

の課題に取 り組んでいきたい。

(2)成 果の普及

①　印刷物としての刊行

　静岡県高等学校教育研究会書道部会研

究会誌に研究成果を掲載する。研究成果

刊行物を作成発行する。

②　研修会での伝達

　県教委主催の教育課程研究集会や上記書

道部会の授業研究大会等で研究成果を報告

協議 し，今後の指導の参考としてもらう。

またその結果を，文科省の 「各教科等担当

指導主事連絡協議会」で報告する。

自己評価の様子

③　研究授業の実施

今後 も引き続き授業を公開し，研究成

果の検証を行っていく。

ワー クシー ト「 自由制作」 （裏側）の評価欄

「自由制作」でＡ評価が付いた作品

自己評価の様子

-129-



試 作1　 評 価 は Ｃ　 （助言 内容）「紙一杯 に書かず余 白

を入れ た り， グルー プ化 を して 自分が一番 表現 した いこ とが

伝 わるよ うに しよ う。」

試 作2　 評 価 は Ｃ　 （助言 内容）「だいぶ伝 わるよ うにな

ったね。 で も 『高い壁』 ってイ メー ジがわか ない なあ。『限界

を超える』 ってい う強い意志 が見たいなあ。」

完 成 作 品 　 評 価 は Ｂ （評 価 理由 ） 「構成を整理 した

結果，最後 の二行 の強 いメ ッセー ジ性 が感 じられ る。線 質 も

工夫 して構想 でね らった力強 さが 出てい る。 落款 も良い。」

試作 　評価 は Ｃ　　（助言内容）「構成も線質も面白い

ね。でも，構想の中で 『温かく柔らかい作品 にしたい』

って書いてあるね。 この筆でいいのかな。柔 らかさが

出る筆はどの筆だったかな」

＊生徒の使用 した筆は「藁筆」。面 白さに惹かれたよ

うだが，構想からはずれた筆を選択したので評価はＣ。

完 成作品 　 評価 は Ｂ　 （評価理由）「筆を羊毛筆に

変更 し，柔 らかい雰囲気の作品に仕上げた。構想に近

づ き，用 具の選択 も適切であるので評価 をＢに上げ

た。」

＊構想に近くなったとい うことではＢ だが，作品の独

創性，独 自性 とい う点ではつまらなくなったとも言え

る。
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＜資 料 ＞

単元名　 「自己の意 図 に基 づ い た作 品 の制 作」

1　 単元 の評 価規 準　 ＜学 習 活動 にお け る具体 の評 価規 準 ＞

2　 指導 と評価 の計 画

-131-



校 長 名 ：坎 田 俊作

所 在 地 ：奈良県桜井市桜井95

電話番号 ：0744-45-2041

Ｉ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　 明治37年 県立桜井高等女学校 として開校 し，

その後，男女共学 とな り，本年度103年 目を迎

える伝統校である。卒業生は約 ２万 ８千人を超

え，各界で活躍 している。豊かな自然に囲まれ

た伝統ある学校は，知 ・徳 ・体のバランスのと

れた教育活動が行われている。又，部活動には

生徒の大半が所属す るなど活気に満ちあふれて

いる。

　 普通科の中に書芸 コースと英語コースを設け，

個性の伸長を図っている。その書芸コースは，

一般選抜入試に先立って行われる特色選抜入試

で30名 が選抜 される。 １年次では，専門科 目の

授業はなく，一般選抜入試での入学生に混じっ

て共通の学習内容を履修する。その後，類型選

択で選択 した生徒 とともに書芸コースが編成 さ

れる。奈良県の中部地域は，書写書道教育が比

較的盛んに行われてお り，一般選抜入試におい

　て入学 してくる生徒の中にも書写能力の高い生

徒が多く含まれている。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数58名 （教科 芸術 ４名 ：科 目 書道 ２名）

Ⅱ　研究内容及び成果等

1　 調査研究について

　(1)研 究主題

　 漢字の書や仮名の書における指導と評価の

あり方 （臨書や古典，書写との関連）につい

て

　(2)平 成19年 度の調査研究のねらいと対象

　 ［調査研究のねらい］

　 学習指導要領の書道Ⅰ の科 目において，漢

字仮名交 じりの書が必修 とな り，漢字の書や

仮名の書が選択 となった中で，漢字の書や仮

名の書 とい う伝統的な分野の新 しい古典 との

かかわりや臨書観はどうあるべ きかとい うこ

とを評価の観点か ら探る。書道Ⅰ においては，

　 書写 との関連や書写能力の向上 という側面か

ら古典 とのかかわりについて考える。書道 Ⅱ

においては，臨書を楽 しむ とい う観点から自

分の好ましい古典作品を探 り，主体的に臨書

をする姿勢を育てる。

［調査研究の対象］

　 第1学 年　芸術科書道 Ⅰ
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第2学 年　芸術科書道Ⅱ

2　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　 調査研究にあた り，各時間の目標や指導の要

点を生徒に周知徹底 させるように心がけた。実

現状況の割合は，およそ指導者が予想 していた

　ものであった。その目標の設定においては，臨

書の場合，原本にどれだけ似ているかという技

能面の目標に陥 りやすい。 目標を技能 と工夫の

観点，意欲の観点 とい うように生徒の負担にな

らないように複数の観点を立てることもあった。

特に 「関心，意欲，態度」の観点として，観察

による評価については，授業を行っている時点

で，大半の生徒がまじめに受けているので，一

見 しただけでは同じような取組の様子に感 じら

れ る。授業後のノー トや感想，そして自己評価

によって，初めて理解や意欲の違いとい うもの

が見受けられるようにな り，改めて観察におけ

る評価の難 しさを再確認 した。 しかし，細かく

観察することは必要なので， これからも観察を

詳細に行いたいと考える。

　 又，表現の工夫における評価については，仕

上げた作品だけでなく，できるだけ1枚 目の作

品も残 しておき，自己評価に活用 させた り，提

出させて工夫の度合いを評価 した りす ることも

行 った。ただ時折，1枚 目の作品の方が新鮮な

気持 ちで取 り組む ことがで きるのか，又 は，全

体の作品イ メー ジがつかみやすいのか，1枚 目

の作 品の方 が良い ことが多 くあ った。 これは指

導者 もよく体験す ることだが，生徒が どん なイ

メージを もって実習 を行 ってい るか，その記録

と照 らし合 わせてい く必要が ある と感 じた。

　 「鑑賞 の能力」の観 点 は，第一印象 の レベル

か らどの よ うに深 化で きたか とい うこ とが大切

であ ると考 える。

　 臨書の学習 も鑑 賞活動 を含 んでお り，臨書学

習に鑑賞の視点 を引 き出そ うと した時， どうし

て も時間に追われ て しま う。 た くさん書 きたい

とい う生徒 の欲求 とは，両立 しがた く大変難

しく感 じることが多かった。

3　 評価方法 に関す る研究成果

　 自校 にお ける研 究課題 として，行 った事例 よ

り成 果 を考察 してみ る。

（1）　 書道Ⅰ の導入 の段階 において 「友情」　 「成

長之年」 とい う趙孟〓 よ り集 字資料 を用いて

行 書の学習 を行 った。 その 「友情」の題材 に

おいて，具体的 には，①正 しい執筆 法 と自然

な姿勢，②筆脈 の貫通，③筆 の様 々な面 を利

用 して運筆の三点をポイ ン トとして示 し、評

価規準 と しては観点 ２や観 点 ３の 「表現の工

　 夫」や 「表現の技能」に視 点 をおいた。

　 当初，全体 として練習 していた場合は，観

点2－ ① か らの評価 は，Ａ と判 断 され る生徒

が39人 （33％）， Ｂ と判断 され る生徒が60人

（50％）， Ｃと判 断 され る生徒 が21人 （17％）で

あった。その後 ， 自己評価 をもとに どの 目標

に重点 を置 くか 自 ら判 断 し、 目標 を設定 させ

た場合，同 じ観 点か らの評価 は，Ａ と判断 さ

れ る生徒が62人 （51％）， Ｂと判断 され る生徒

が44人 （37％）， Ｃと判 断 され る生徒 が15人

（12％）と効果が見 られた。

(2)「 蘭亭十三跋 」か ら 「蘭亭序 」へ の展 開例

について は、本 校では導入期 で漢字 仮名交 じ

りの書 を扱 った後，行 書を行 ってい る。 それ

は仮名 と調和す る書体 は行書 であるだけでな

く，最近 は筆を持った経験 のない生徒 が増 え

-133-



て きてい るか らで ある。様 々な表現 を しよ う

とす ると筆 をある程度 自由に動か さな ければ

な らない。その 「動 き」 を大切 に したい と思

ったか らで ある。そ して 「蘭亭序」の学習 を

深 めるた めに，先 に 「蘭亭十三跋 」 を学習 し

た。 「蘭亭序 」の同 じ語句 の部分 を臨書 させ

た。何事 も比較対照す ると分 か りやす いよ う

に，「蘭 亭序」 （峻領茂林） の雰 囲気 を よくつ

かめていた。授業後 の 自己評価 でも 「蘭亭十

三跋 」 の方 が技 法的に易 しく，又 ， 「蘭亭序 」

の細や かな技 法 （特 に気脈 の貫通や筆 の抑 揚

等）が理解 できた と答 えた生徒 が大変 多かっ

た。 その題材 において，観 点2-② か らの評

価 は， Ａ と判断 され る生 徒が37人 （31％），

Ｂ と判 断 され る生徒が65人 （54％）， Ｃと判断

され る生徒が18人 （15％）で あった。 しか し，

これは鑑賞の能力の観点か らも評価で きるこ

とで ある。

　 以上の よ うに，い きな り 「蘭亭序」 の臨書

に取 り組む ので はな く，簡単 なものか ら取 り

組み，徐 々に 「臨書で きる能力」 を身 につ け

なが ら，結果で はな く，工夫や過程 を評価 し

てい くこ とによ り，臨書を難 しい もの と捉 え

ず ， 自然 に取 り組 め るよ うにな るのではない

か と考 え る。書道Ⅰ の臨書学習につ いては，

中学校 との関連 を頭 に入れ なが ら進 めなけれ

ばな らない。 それ が導入期 での趙 孟〓の学習

であった。趙孟〓は実用の書 と して も，また

芸術 的に も優 れてい る書で ある。教科書に は

あま り取 り上げ られていないが趙孟〓 を学ぶ

ことは大変重要 なこ とだ と考 える。

　 書道Ⅰ の臨書学習 において は，様 々な方法

や工夫 を しなけれ ばな らない。 目的 によって

方法 は変 わって くるが，拡大縮小 はもちろん

のこ と， 白黒反転 ，輪郭 プ リン ト，敷 き写 し，

米字格， 九宮法やＯ ＨＣな ど，毎 回，生徒 に

新鮮 な気持 ちを与え ることが重要であ る。

　 書道 Ⅱの学習 においては，あ る程度 は書 道

Ⅰ 同 じであ るが，鑑 賞 とい う面が増 えて く

る。鑑 賞の意識 を持たせ 自分な りの書 を創 造

でき るよ うに指導 していかな ければな らない。

　臨書学習の 「まとめ」 として，「臨書を楽 し

む」とい う視点か らその生徒が どう古典 と向

き合っているかを探るとい う授業を展開 した。

臨書は本来楽 しいものである。 自分の中で ど

れだけ原本に忠実に似せ られるか，また発見

ができるかを楽 しむのは非常に能動的な行為

である。我々は愛読書であったり，好ましい

音楽を持っている。 しかし，それだけでは，

表現者 （作家等）になろ うとしない。一見，

受動的に感 じられるかもしれないが，純粋に

芸術を楽 しんでいる。臨書において，このよ

うな取組もあってよいのではないかとい うの

がね らいである。 もちろん，作品を提 出させ

た上でワークシー トと照らし合わせ，どのよ

うな思いで臨書学習に取 り組んだのかを見る

ようにした。

　 このような試みは、 ４観点に示された能力

の特性に応 じた評価方法の工夫 として考えた

ものである。

　生徒の感想 を一部紹介する。（一部省略）

・　 特に頑張った と思えるのは太宗の 「温泉

銘」です。私は草書が好きなのでこの作品

を選びま した。「臨書は眼と手による鑑賞」

とい う言葉を教えてもらい，それを意識 し

て取 り組みました。太細をしっか りつけて，

抑揚を出すのに苦労しました。

・　 自分の好きな古典を臨書す る授業では

「石門頒」を書いた。あの摩崖碑のよさを

表現するにはどうすればいいか，書くこと

によりその古典のよさをどれだけ見つけら

れるかとい うことを意識 して見た。古典の

よさを表現するには難 しく，自分が納得で

きる作品が仕上げ られなかった。

・　 頑張れたことは 自分の好きな古典を見つ

けて臨書 したことです。私は虞世南の 「孔

　 子廟堂碑」を選びました。 この作品は有名

　 で， とてものびやかに書かれてお り，また

　 向勢に気をつけなければなりません。実際

　 に書いてみると，柔らかい線なので表現す

　 るのが難 しかった。 しかし，だんだんと練

　 習を重ねるとどのようにしたら柔 らかい線
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が書け るのか 自分な りにわか って きま した。

また，向勢に も気 をつ けることがで きま し

た。

　 ・　 作品の よさよ りその作 品に対す る気持 ち

とか， どんな ところがいい のかを考 えて書

くとい うことで新 しい気持 ちで臨書す るこ

　 とがで きた。 先生 の 「古典 と会話 しよ う」

とい う言葉が印象 に残 っている。最初 は ど

うい うこと ？と思 った けれ ど，古典 の線一

つ一つ を見てい る うちに，線 の表情や書 い

た人 のことが なん とな く想像 できる よ うに

なって きた。

　 ・　 「古典 と対話す る」 とい う学習 の方法が

おも しろかったです。私 に とっては古典 を

一つ に絞 るのも大変 なのに
，その古典 を深

く読み取 る とい うのは とて も難 しいのでは

ないだろ うか と思っていま したが，古典 を

よく見 てい くうちに，いつ もな ら先生に指

摘 され て気づ く部分 を 自分 で見つけ られて

楽 しかったです。鑑 賞す ることの大切 さが

よくわかった授 業で した。

　今回，定め られ た評価規準 は技能だ けで生徒

の能力を測 るのをや め よ うとい う趣 旨が根底 に

流れてい る。 そ こで，今回，研究 した単元 につ

いて どの程度 他の観 点が盛 り込 まれてい るか，

特 に，観 点 ２ （芸術 的 な感受や表現 の工夫） に

つ いて列挙 してみた。それ に対す る実現状況 に

つ いては以下の通 りで ある。

［漢字 の書］

・ 行書

　①柔 らかい毛筆 の様 々な面 を使用 して運筆 で

きるよ うに，行書 の用筆 法を工夫す る。

　 （Ａ33％ ，　Ｂ　50％ ，　Ｃ　17％ ）

　②行書 の字形 につ いて理解 し,そ の表 現を工

夫す る。

　 （Ａ30％ ，　Ｂ　45％ ，　Ｃ　25％ ）

・　 楷書

　 ①多様 な楷書 があ ることに気づ き，点画の表

情の表 し方 な ど，その用筆法 を工夫す る。

　 （Ａ34％ ，　Ｂ　49％ ，　Ｃ　17％ ）

　 ②文字の結構や 字形 について理解 し，その表

現を工夫す る。

　 （Ａ28％ ，　Ｂ　49％ ，　Ｃ　23％ ）

　 ・　 書体の学習

　 ①　篆書 ・隷書 ・草書の基本的 な点画 の表現方

法な ど，その用筆法 を工夫す る。

　 （Ａ26％ ，　Ｂ　55％ ，　Ｃ　19％ ）

　 ②　文字の結構 や字形 について理解 し，その表

現 を工夫す る。

　 （Ａ28％ ，　Ｂ　56％ ，　Ｃ　16％ ）

　 ・　 臨書 を楽 しむ

　 ①　多様 な古典が あるこ とに気づ き，点画の表

情 の表 し方 な ど，そ の用筆法 を 自分な りに

工夫す る。

（Ａ38％ ，　Ｂ　42％ ，　Ｃ　20％ ）

　 ②　文字 の結構や字形 にっ いて理解 し，その表

現 を工夫す る。

（Ａ28％ ，　Ｂ　50％ ，　Ｃ　22％ ）

　 今 回は，技能面 だけを評価す るのではな く，

もっ と幅 の広い評価 をす ることができたのでは

　ないか と考 えてい る。

4　 成果の普及 と今 後の展 望

　 今 回の研 究で得 られ た成果 を学校現場 の教職

員 に広め るために，県立教育研 究所主催 の研修

講座 や教科 等研 究会主催 の学習指導研 究会等で

発表 した り，また研 究会が発行 してい る研究紀

要等 に掲載 し，その普 及 に努 めたい。

　今後， 「漢字仮名交 じりの書」 の取組 につ い

　て は，一層充実 されてい くこ とになる と考え ら

れ る。その反面で，臨書 の学習 に費や され る時

　間が減少 してい くこ とになるの ではないか。 そ

こで，古典 を使 った研 究 （臨書学習等） が積極

的 に行われ ることを切 に願 うものである。

　生徒た ちは，高校 を卒業す る と，書 にふれ る

こ とや筆 を持つ機会が極端 に少 な くなって しま

う現 実が ある。 この調査研究が あ る意 味で 「書

の受 け手 （愛好者）」 の養成 とな ることを期待

す る ものである。
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