
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 ： 松 　山　 　明

所 在 地 ： 大阪府大阪市天王寺区城南寺町1-31

電話番号 ：　 06-6761-2487

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　大阪城の南に位置 し、校区に２小学校を持つ本校

周辺は、井原西鶴や近松門左衛門、国学者契沖などに

まつわる史跡が多く点在する歴史と文化の町である。

　本校の学校運営の重点は、①基礎的 ・基本的な学

習内容の定着を図り、学力向上を目指すこと。②基本

的生活習慣や 自立的な態度を身に付けさせ、共に支

えあう集団を育成すること。③社会連帯や国際理解

の教育活動を充実すること。④教育環境を整備 し、

その活用を図ること。である。

　また、本校の努力 目標は①時間を大切に。②校舎

内を美しく。③言葉づかいを正しく。であり生徒に

規則正しく、基本的な生活習慣を大切にすること。

学びの環境を共に清掃し美化意識を育てること。友

達や家族との会話を大切にすること等を全教育活動

を通じて指導 している。

２　学校の概要（平成 １９年 ５月 １日現在）

教員数　 ２５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

　　美術の鑑賞力の育成およびビジュアル ・コミュ

ニケーション能力の育成

　（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］

　 第 １学年 デザイン　ビジュアルコミュニケーシ

ョン能力の育成にかかわる指導と評価につ

いての研究　＜マーク ・シンボルの制作＞

＜評価の観点＞

　美術への関心 ・意欲 ・態度 ・・・伝えたい内容を

視覚的に伝える工夫をしようとすること

がでる。

　発想や高層の能力 ・・・伝えたい内容を構成や色

彩を考え発想 し、効果的な表現を構想す

ることができる。

　創造的な技能 ・・・・アイデアをもとに形を描き、

美 しく着彩することができる。

　鑑賞の能力 ・・・ ・・・作品のよさや美しさ、独自

の表現の工夫を味わうことができる。

　第 ２学年　鑑　　賞　　美術の鑑賞指導と評価の

工夫　＜浮世絵についての学習＞

＜評価の観点＞

　美術への関心 ・意欲 ・態度 ・・・浮世絵の表現の

多様性 に気づき、役者絵、美人画、風景画

のそれぞれの特色に関心を抱くことがで

きる。

　鑑賞の能力 ・・・・ 作者の表現上の特色や工夫を

感 じ取 り、それぞれの作品の魅力を味わ

うことができる。

　　第 １学年で取り組むデザイン領域のビジュア

ル ・デザインの指導 と評価については実践例がすく

ないとい う事情もあり、本校がこれまで取 り組んで

きた実践をさらに創意工夫し深める研究をすすめる

こととした。また、第 ２学年の鑑賞分野の指導と評

価については授業者がこれまで比較的多く実践を行

ってお り、とくに日本の美術の鑑賞分野で海外にも

多く影響を与えている浮世絵を生徒達により深く学
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ばせることをねらいとした。平成 １８年度の調査研

究の始まりを受けて、生徒達にはピクトグラムやマ

ークデザインへの関心が高まり、平成 １９年度の文

化祭で印象派の作家の作品や浮世絵を題材として、

学年の共同制作で巨大壁画が作成 されるなど、生徒

達の美術に対する関心は高まりつつある。

　鑑賞指導

　［調査研究の対象］

　２　生徒の学習の実現状況と考察

第 １学年　サイン ・マーク ・シンボルの制作

　 １年生のデザインについてはアイデア力や創造力

など、発想する力がまだまだ全体的に乏しい感じが

見受けられる。昨年度同様、内容や意味を単純な形

や色で的確に表現するサイン ・マーク ・シンボルの
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制作に入る前に、生徒各 自に身のまわ りにあるサイ

ン ・マーク ・シンボルな ど集 め させ ることと、何の

サインやマークか とい うクイズ形式での取組や地下

鉄の路線図を使っての色 の組 み合わせ との関連性な

ど、少 しでもビジュアル ・コ ミュニケーションデザイ

ンとい うものに興味 ・関心を持たせ るよ うにして、

授業をスター トさせている。

　 昨年度 よ り参考になる資料 が充実 しつつ あるが、

美術室に準備 しているサイ ン ・マークな どの画集を

幅広 く活用 し、真似 を させ るのではな く作品づ くり、

もしくはアイデアづ く りのきっかけを与えて取 り組

んでいる。かぎ られ たスペース （10センチ四方 の正

方形）の中で 自分 の伝 えたい内容や意味を表現する

難 しさをいかに把握 し、それ を作品に表 してい くか

が課題 と考えている。

題材 における各観 点ごとの考察

美術への関心 ・意欲 ・態度

　題材に入る前に身近なサイン、マー ク、シンボル

等を集 め させて、これか ら取 り組む課題 に対 して少

しでも興味 ・関心をもたせ るよ うに した。今回特に

個数 にこだわ らず集め させたが、 １個だけの生徒 も

いれば １０～ ２０個集 めた生徒 もお り、取 り組 も う

とす る姿勢に差がかな りある。

発想や構想 の能力

　 アイデアスケ ッチの段階でかな りつまず く生徒が

多かった。制作に ともない。 単純化 、強調化をテー

マ として取 り組んだが、独 自の発想 で作品に結びつ

けるのが苦手な生徒が多かったよ うに思えた。

創 造的な技能

　今回の制作は ３色以内 とい う限 られた色数の中で、

効果的に表す ことがかな り難 しい ように感 じられ た。

配色を色鉛筆 などを使って下地作 りに取 り組む積極

的な生徒もいた。

鑑 賞の能力

　文化祭 で展示 をしたあ とに、今年度は文花最後に

授業を活用 しもう一度、一年生全体の作品を鑑賞 さ

せた。色々なアイデアの作品 を熱心 に鑑賞に取 り組

む生徒や、 レポー ト （感想）な ども しっか り書 く生

徒も多数いた。

全体の考察

　色や形などを使って伝えたい情報を効果的に表す

ビジュアル ・コミュニケーションデザイン。夏休み

を使ってすでにポスターの制作はしているが、今回

の課題はオ リジナルのサイン ・シンボルマークなど

で、発想力や創造力がとても重要な要素を占めてい

る。 目的や用途を意識させ、これらの条件をしっか

りふまえて制作されているかとい うこともポイン ト

になってくるが、表現方法や順序などを計画的に考

えさせてとりくませることが大切である。

第２学年　浮世絵の鑑賞 「現代に甦る浮世絵」

　最初の授業で 「日本が世界に誇る美術 ・芸術」と

は何かとい うアンケー トを実施 し、グループ発表と

い う形で生徒それぞれの考え方など聞かせた。その

中から、社会の授業で歴史に取り組んでいることも

あり、浮世絵に焦点を絞って鑑賞につなげた。

　ここ最近、インターネットの普及に伴い以前に比

べ、調べる手段 ・方法など充実しつつあるが、パソ

コンなどを使って自主的に調べられない生徒に対 し

て、美術室にも資料を数多く取り入れ、いつでも調

べられる環境を提供 している。

単元における各項目ごとの考察

美術への関心 ・意欲 ・態度

　自分の作品の参考とした浮世絵の作品や作者をイ

ンターネットなどを活用し、調べる生徒が数多くい

た。美人画や役者絵だけではなく漫画や相撲絵など

の様々な種類を調べ、その時のはや りなども興味 ・

関心をもって取り組む生徒もいた。

鑑賞の能力

　ヨーロッパの画家たちとの関連性やその影響力を

的確にとらえている生徒もいたが、関心 ・意欲の数

字に比べると、調べるだけで終わってしま う生徒も

数多くいた。

　今年度の学校行事である文化祭において、第２学

年が取り組んだ、巨大壁画のモチーフとして、印象派
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の画家達の作品や北斎の神奈川沖浪裏を活用した制

作が行われた。制作にあたっては、ただ作品を３６

分割 してそのワンピースを担当するだけでなく、作

家の活躍 した時代背景、その作家の生い立ち、作品

に込める思いなどの調べ学習が大変充実し冊子 とし

てまとめられた。このことは研究内容の広が りを考

えていく上でたいへん重要であると考えている。

　そのため、昨年度は版画作品を制作してから取り

組んでいたレポー トを、「現代に甦る浮世絵」として

アレンジする作品を先に選択させて、それについて

調べてレポー トに書かせていく方法をとった。

　制作する前に、選択 した浮世絵作品や作者などを

調べてから作品につなげていくことで取 り組む意識

をかえている。

全体の考察

　今回は 「現代に甦る浮世絵」というテーマで作品

を一般多色刷 り版画で制作し、その制作とともに、

浮世絵の鑑賞に取り組んだ。レポー トを作品制作

終了後に提出させて内容を確認し、感 じたことは、

もう少 し指導者が資料などを準備 し取り組ませる

ように進めるべきだと思ったことである。最近は

インターネットも各家庭で普及 し、以前より手軽

に調べることが出来るようになったが、それ以外

の生徒に対 して、指導者側から浮世絵に関する資

料などを豊富に提供 し、意欲的に取 り組ませる環

境を用意するという必要性を感 じた。また、鑑賞

する能力の観点でも述べているように、調べるだ

けで精一杯 となり、浮世絵のよさや美しさを感 じ

取るところまでの指導に至っていないのが現実で

ある。今後の指導方法の改善が必要であると感 じ

ている。

　３　評価方法に関する研究成果

　第 １学年の 「サイン ・マーク ・シンボルの制作」

では普段何気なく見ている、サインやマークのデザ

インが人に対 して、分かりやすく情報を伝える手段

であることや、社会の多くの場所で役立っているこ

とを気づかせることが出来た。また、マークの制作

では自分をいかに簡潔でわか りやすく伝えるという

工夫と創造を試行錯誤する過程で、よりよいマーク

デザインとは何かという発想や構想の能力を育成す

る指導のあり方を探ることが出来た。

　第 ２学年の一版多色 「現代に甦る浮世絵」の制作

では、ただ浮世絵を調べるだけでなく、昨年同様、

『現代に甦る浮世絵』というテーマで版画作品を制

作させた。作品作 りの過程で参考とする資料にかか

わる内容などをレポー ト形式で書かせたが、自分が

選んだ作品ということもあって、興味 ・関心をもっ

て調べる生徒が数多くいたことはこの授業の成果で

あり、うれしく思う。また、鑑賞とい う観 点では、

日本の浮世絵が印象派の画家たちの多くの影響を与

えていることを感 じ取らせた り、調べさせ気づかせ

ることがねらいであったが、学習環境の整備が不十

分であり、成果を上げるまでには至 らなかった。

　授業の中で調べる環境作り （例えば、資料の数を

さらに増やすことや、浮世絵師の興味を引くエピソ

ー ドなどの資料提供）が必要に感 じられた。教室の

環境づくりでは班学習などを通じて、周 りの生徒が

調べている内容などを相互に見ることで、よい刺激

になり、制作意欲の向上につながればと考えている。

　第 １学年のビジュアル ・デザインの作品制作や第

２学年の鑑賞 ・版画作品の制作について、なかなか

制作が進まない生徒に対して、指導者が資料を提示

したり、放課後の時間を使って一緒に調べた りなど、

自らが進んで制作するという、雰囲気の醸成が必要

である。

　４　成果の普及と今後の展望

　デザイン作品にしても、鑑賞 （版画）の作品にし

ても、興味 ・関心を生徒が持てば本当に作品制作の

意欲が違 うので、 １時間の限られた時間の中で、教

師側が参考作品や資料などをどれだけ効果的に提示

し、上手く活用できるかがポイン トとなると考えて

いる。

　どちらの作品も、現在制作進行中であるが、昨年

度同様、第 １学年のビジュアル ・コミュニケーショ

ンデザインの作品制作後にアンケー トなどを実施 し、

日常生活の中でどれだけ意識が変わったかなどを調
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査する 。 （昨年度は、制作す る前 と制作後では半数

近い生徒がサイ ン ・マー ク．シンボルについて興味 ・

関心 をもって 日常生活の中で意識 して見る様になっ

た とい う結果が出ている）

　 また、 ２学年の鑑賞 ・版 画作品の制作後 も、前回

２年生だけに取 り組 んでいたアンケー トを全学年 に

実施 を考えている。現在 、西洋 の美術が鑑賞教育 な

どに取 り入れ られることが多い中、 日本の美術 ・芸

術 に視点 を変 え、これ らの よさとい うものをどれだ

けの生徒が意識 し把握 しているのか調べてい くこと

を考えている。 その結果か ら、 これか らの鑑賞教育

をもう一度見直 していくきっかけとなることにつな

がる と考えている。生徒 一人一人が、自信 を持って

日本が世界に誇 る美術 ・芸術 とは何か とい うことが

答 えられ る力 を育んでいくことにつ なげてい くこと

ができれば と考えている。

◎授業風景 「浮世絵 の鑑賞」（平成 １９年 １１月 ６日）

◎授業風景 「サイン ・マーク ・シンボルの制作」

　 　　　　 　　　 　　　（平成 １９年 １１月 ６日）

◎ １年生徒作品

（左上） 「お年寄 りを大切 に」

（右上） 「歌っていつ も明るく」

（左下） 「夜 に大きな声を出す のは禁止」

（右下） 「柔道部のシンボルマーク」
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◎ １年生徒作品　 ２

　 （上から順に）

　 ・「花を摘むのは禁止」

　 ・「ホーム転落　注意」

　 ・「メタボ リックシン ドロームに注意」

◎ １年生徒作品　 ３

（上か ら順 に）

・「自然 （み どり） のサイクル」

・「男女平等」

・「吹奏楽部のシンボルマーク」

◎ ２年生徒作品

　　現代社会や世相、大阪の街並みをモチーフにし

た 「現代に甦る浮世絵　一版多色刷」
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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 ：伊藤愼吾

所 在 地 ：愛媛 県新居 浜市中萩 町13番31号

電話番号 ：0897－43－5131

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　本校 は、県の東部に位置 し、別子銅 山より

工業 を中心 として発展 してきた本市の南西部

にある。本地区の人 口は約 ３万人、農業は も

ちろん、古 くは金比羅街道 の宿場町 として、

また近年は市街のベ ッ ドタウン として発展 し

　てきた。生徒は,ほ ぼ一校 の小学校 よ り入学

してくる。少子高齢化が進む中で、生徒数は

やや減少 している。 「思いや りの心を持ち、

主体的に生きようする生徒の育成」 を教育 目

標 に掲 げ、 「玉成」の校訓の もと、 「福祉 ・ボ

ランティア」 を学校 の特色 として、調和の と

れた地域 に貢献できる生徒の育成に取 り組 ん

でいる。

２　学校の概要 （平成19年5月1日現在）

　　　　　　　　　 教員数　31名 （２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

　　　指導 と評価の一体化の実践研究

　(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 ］

　　　表現 （18年度）・鑑賞 （19年度）領域におけ

る生徒のよりよい学びのための基礎基本を押

さえた指導と客観的 ・多角的 ・効果的な評価

の在 り方の研究

(1)「 日本の文様－デザイン ・技術の伝播－」

について

　①　身近な生活のなかにある日本の文様を観

察 し、形や色彩の特長や美しさなどを通し

てその関心や理解度 （感 じ取る力）を調査

す る。

　②　鑑賞の基礎的能力について考察を行い、

実践での生かし方について調査す る。

　③　鑑賞の評価 としての表現について考察

し、実践での生か し方について調査する。

(2)「色彩の輝き－印象派の作品から－」につ

いて

　①　 モネの連作を中心とした印象派について

関心を持ち、理解する能力（感 じ取る能力）

を調査す る。

　②　絵画鑑賞の基礎的な能力について考察を

行い、その実践に生かす場面について調査

する。

　③　鑑賞の評価 としての作品 （ポー トフォー

リオ）について考察し、実践に生かす在 り

方について調査す る。

〔調査研究の対象 〕

２　 生徒の学習の実現状況と考察

　(1)調 査研究のねらいについて

　　　目標に準拠 した評価が一層重視 されたその

大きな意味合いは、学習指導要領に示 された

目標や各内容を確実に生徒に身に付けさせ、

課題解決能力や思考力 ・判断力、表現力など

が十分育つ よう、生徒一人一人の個性 ・能力

に応 じてきめ細かく指導をするためである。

　　　また、生徒にとってよりよい学び となるた

めには、基礎基本 を重視 した指導内容 と、客

観的 ・多角的 ・効果的な評価の指導への活用
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　が大切である。本調査研究では、この点に着

目し、「美術への関心 ・意欲 ・態度」「鑑賞の

能力」を読み とるための考察を行った。

(2)生 徒の学習の実現状況

　①　「日本の文様－ デザイン・技術の伝播－」

について

　　ア　身近な布などの題材の中に新 しい発見

を見つけることができ満足感がもててい

た。

　　イ　唐草文様の由来や日本古来の文様を面

白く感 じる生徒が多く見られた。

　　ウ　 日本風やその他の国々の特長 をとらえ

ることにより文様のよさを見つけデザイ

ン作品の見方の理解が深まった。

　　エ　できあがった作品を生か して友達と楽

しむ姿が見られた。

　②　「色彩の輝き－印象派の作品から－」につ

いて

　　ア　純粋な鑑賞の学習に対 して生徒はやや

抵抗感があったがＰＣを利用 してのイン

ターネ ットでの調べ学習を行 うことで、

意欲的に学習することができていた。

　　イ　単なる調べ学習 とせず感想はもちろん

クイズなどを課題 とすることで生徒の興

味 ・関心を高めることができていた。

　　ウ　調べたことを発表することで、コミュ

ニケーション能力や、プ レゼンテーショ

ンの基礎的能力を高めることができた。

　　エ　できあがった作品を生かして友達 と楽

しむ姿が見 られた。

　　オ　発表後ワークシー トに感想を書かせ、

言葉でのふ り返 りとお互いの個性を認め

合 うことの大切さを感 じさせることがで

きた。

(3)平 成19年 度の成果 と課題

　　鑑賞活動は、これまで、ペーパーテス ト等

と生徒の感想や自己評価の言葉に頼る面が多

かった。そこで、生徒の感想や 自己評価をど

のよ うに読み取れば客観的な評価に近づける

かを国語科の作文の評価例を元にして考察し

てみた。また、鑑賞の評価の一つの試み とし

て、鑑賞活動で見て理解 したことを模写表現

させ、それを鑑賞の形成的な能力 として評価

することで、生徒の状況把握をより多角的な

ものにす ることができないかについて試行錯

誤を行った。あくまでこの場合、その評価方

法が表現 としての評価にならない ようにする

ことが大切で、表現領域の制作の際に、鑑賞

をよくさせておいて理解や関心を高めておき

制作に取 りかかるのと同じと考えた。このこ

とは、今後 とも研究を行 う必要があると考え

る。

　　　また、基礎基本を押 さえた鑑賞活動におけ

る内容 とは、学習指導要領に示された内容で

あり、それを具現化 しなが ら授業研究を行っ

た。その積極的な鑑賞学習 とは、①感覚を研

ぎ澄ま し、作品 として表現 されたものか ら積

極的に何かを感受していこうとする意欲②多

様な価値を尊重する態度③主題や描かれた物

の意味など作品に対する理解を深めてい くこ

とである。 このことは、鑑賞学習の基礎基本

は、「美術への関心 ・意欲 ・態度」 と美術作

品などへの理解であることがわかる。このこ

とをふまえた研究授業を行った。

３　 評価方法に関する研究成果

　○ 　「日本の文様－デザイン ・技術の伝播－」

　(1)言 葉による生徒の鑑賞能力の把握Ａと判断

　 す る例及びＣの状況の生徒への手だてについ

て

　 ① 　「美術への関心 ・意欲 ・態度」の評価に

ついて

　　　ア　学習活動における具体の評価規準

　　　　 美術作品のよさや美 しさ、素材の生か

し方などを感 じ取 り、作者の心情や工夫

を味わお うとしている。

　　　イ　Ａ（十分満足できると判断されるもの

とする例

　　　　　美術作品を鑑賞す ることに対 して積極
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的で、 自分 の感性 や根拠 を明確 に しなが

ら、筋道 を立てて相 手に伝 えようとして

い る。

ウ　Ｃとす る生徒への手だての例

　 作者や時代背景などをわかりやす く話

し、作品と人間との関連をエピソー ドや

図版を交えて解説す る。

②　 「鑑 賞の能力」の評価について

　ア　学習活動における具体の評価規準

　　　 自分の価値意識をもって、文様のよさ

や美 しさについて、批評す ることができ

る。

　イ　 Ａとする例

　　　質的面では、根拠を明確にした、客観

性のある構成の整った説得力のある内容

で、自分の考えを持ち、量的面では、与

えられた量を8割 以上満たしている。

　　　 自然や、美術文化に対する強い理解を

持ち、感性の豊かな文章を書いている。

　 ウ　 Ｃとする生徒への手だての例

　　　鑑賞のキーワー ドを教え書かせる。

　　　 自分の感 じ方をメモ させ、つなげて考

えさせる。

(2)感 想及び模写表現による生徒の 「鑑賞の能

力」の把握について

　　この題材での指導の重要な視点は、『鑑賞

した内容について模写などを通して体得 し、

その知識を自分のこととして感受 し理解でき

る。』ことであると考えた。

　　そこで、指導 と評価の一体化を図るために

感想及び模写表現による評価を行い、Ａ （十

分満足） とする例 と、Ｃ （努力を要す る） と

する生徒への手だての例を考え、実践 した。

①　Ａとする例

　　ア　感想による生徒の 「鑑賞の能力」

　　　 様々な観点から鑑賞 した内容を自分な

りの工夫を加えてよく理解 し、自分の生

活や生き方など、幅広い観点から考察 し

ている。

　イ　模写表現による生徒の 「鑑賞の能力」

様々な観点か ら鑑賞 した内容を自分な

りの工夫を加 えてよく理解 し、的確に模

写することができている。

②　 Ｃとする生徒への手だての例

　ア　基本形を考えさせ、美の要素か ら連想

させ る。

　イ　 どこから描き始めるかを教える。

　 〔Ａの感想文の例〕

　　 「日本の文化は外国か ら伝わった物が

どんどん多様に変化 した物であることが

わかった。古代オ リエン ト等の遠い国か

らも伝わってきたことがわかった。文化

の中で文様がとてもすごかった。 日本風

や中国風などとても様々な文様があるこ

とや、自然の中にある植物や動物の形に

は面白い形があることがよくわかった。

　　また、文様には連続 している物もある

こともわかって面白かった。 自分で文様

をつくってみると、とても楽 しかった。

　　僕は 日本風の手裏剣をイメージした物を

つくった。少 し難 しかったが、 うまくで

きた と思 う。 （中略）他の国々には独特

の文化があ り、互いに影響し合いながら、

段々とよいものを生み出していかなけれ

ばならないと思った。昔の文化を伝統と

してしっか り受け継いで次の世代につな

げていかなければな らないと思った。」

　 （評価理由 ：様々な観点か ら鑑賞 した

内容を自分な りの工夫を加えてよく理解

し幅広い観点から自分の生活や生き方に

生かそ うとする様子が見 られるから。）

〔Ａの模写表現の例〕

日本風な文様　 １
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 （評価理由：例示 したの図版を単に模写

するだけでなく、 日本的な文様の特徴を

とらえ、それを自分なりに創意工夫 して

描いてお り、鑑賞の理解が深いと考えら

れるから。）

〔Ｂの感想文の例〕

  「世界にはいろいろな文様があるんだ

なあと思いました。一番びっくりしたの

は唐草文様が外国から入ってきたと言 う

ことです。私は、文様についてこんなに

勉強をしたことがありませんで した。で

も、勉強 してみるといろいろきれいな文

様や唐草文様みたいに古くか らある文様

などた くさんあって奥が深いなあと思い

ました。後で自分で文様を書いたりして

とてもいい経験になりました。これから

も文様についていろいろ調べたいです。」

（評価理由 ：自分なりの観点から鑑賞した

内容を素直に理解 し、身近な自分の生活

に生かそうとする様子が見られ るから。）

〔Ｂの模写表現の例〕

   日本風な文様 ２

 （評価理由 ：自分なりの創意工夫はない

が、例示 した図版から特徴 をとらえて模

写し、鑑賞した内容 を理解 しようとして

いるから。）

〔Ｃの感想文の例〕

  「卍崩 しや矢絣 もよいが、唐草文様が

日本の自然みたいな物を表 して感 じがよ

い。」「日本には昔からいい作品が生み出

されています。」

（評価理由 ：自分な りの好みから鑑賞 した

内容を理解 しているが、言葉による理解

の深 ま りは見 られ ないか ら。）

〔Ｃの模 写表現の例 〕

      日本風な文様 ３

    （評価理由 ：例示 した図版をあまり見

  ず、何 となく描いた形 となっている。特

 徴はやや理解できているようだが、「鑑

 賞の能力」を高めるための手助けにあま

   りなっていないから。）

(3)基 礎基本を押さえた指導について

 学習指導案の題材の考察の中でその関連に

ついて明確に した。

 「日本の文様－唐草文様の伝播か ら

       トプカプ宮殿まで－」の例
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○  「色彩の輝 き一印象派の作品から一」

(1)ポ ー トフォー リオを通した生徒の鑑賞能力

 の把握 と、Ａと判断する例及びＣの状況の生

 徒への手だてについて

  ポー トフォー リオとは、生徒の思考の跡や

 獲得できた自ら感 じた知識、その時間の活動

 をこれまでの学習の流れに位置付けられた生

 徒自身の内面が自覚的に記録 されたものをい

 う。つま り、生徒の学習の足跡 となる資料や

 作品であり、そこに何 らかの形で生徒 自身の

 自己評価 （学びの価値付け）がなされたもの

 である。

  ポー トフォー リオの場合、前述にもあるよ

 うに自ら学び考えて学習を進める形 となるの

 であるから、 しつか りとした学習の進むべき

 方向を具体的に理解 していることが大切であ

 る。そのためにも教師 自身が評価規準をしっ

 かりと持ち、生徒に示 していくことが必要で

 ある。

  そこで、その方法は、今回共通の課題であ

 る印象派についての検索キーワー ドについて

 一斉指導で しっか りと行い、個別指導を通 し

て確 かな学習内容 の定着 と理解 を深 めるこ と

 とした。

  ここでの実践例 は、 次のよ うに行 った。

キー ワー ド例

○モネ○マネ○ スー ラ○ ジャポニズム

○ル ノワール○ ドガ○ ピサ ロ○ シス レー

○モ リゾ○ ゴッホ○ ゴーギャ ンな ど

① 「美術への関心 ・意欲 ・態度」の評価に

 ついて

ア 学習活動における具体の評価規準

   印象派の作品やそれ らに関わる作品を

  通 してそのよさや美 しさ、創造力の豊か

  さなどを感 じ取 り、鑑賞する喜びを味わ

  お うとす る。

 イ Ａとする例

   課題 （印象派について）をしっか りと

  持ち、計画的で意欲的に調査活動を追究

  して行 うことができる。

 ウ Ｃとする生徒への手だての例

   興味 ・関心を抱いていることは何かを

  会話や記述により絞 り込んでいくように

  する。分かりやすい作品などを提示 し関

  心を持たせる。

② 鑑賞の能力の評価について

 ア 学習活動における具体の評価規準

   近代西洋画の基礎 となった印象派の作

  品などと日本の浮世絵の作品を通 して、

  その相違 と共通性などに気づき、色彩の

  生かし方や創造的な精神について理解を

  深めるとともに、自分の価値意識を持っ

  て作品のよさや美 しさを味わ うことがで

  きる。

 イ Ａとする例

   印象派について深 く理解 し、様々な角

 度から自分の言葉で分か りやす く説明す

  ることができる。

 ウ Ｃ （努力を要する）とする生徒への手

  だての例

   ＰＣの利用についての基礎的な操作の

 確認 をする。

  人物 と作品の解説をよく読ませ、楽し

  く絵や図を多く利用 して分か りやすくす

  るよ う指導する。

生徒の制作 したポー トフォー リオの例
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４ 成果の普及と今後の展望

 初年度は、表現領域の題材で研究を行いデザ

 イン制作の幅を広げた基礎的な学習を通 した作

 品などの評価方法や、空想画における感性や情

操面の把握について考察 した。

 二年次は鑑賞の領域で研究を行い、生徒にと

ってよりよい学びとなるための基礎基本 を踏ま

 えた指導内容の在 り方についてと、客観的 ・多

角的 ・効果的な評価 の指導への活用等、「美術

への関心 ・意欲 ・態度」「鑑賞の能力」を読み

 とるにはどのようにすればよいかについて、考

察を行った。

 また、ポー トフォー リオを利用することで、

生徒の学びや成果を多角的に読みとれ、個に応

 じた指導が可能 となってきた。その意味でもポ

ー トフォー リオは、指導 と評価の一体化のため

の効果的で重要な手だてとなると考えられる。

 大切なことは、指導 と評価の一体化を目指 し、

評価のための評価ではなく、生徒の学力をしっ

かり伸ばしてい くための評価であることを改め

て確認することができた ことである。

 本研究については、本校の研究紀要で紹介す

 るとともに、平成19年10月5日 の新居浜市教育

研究発表会などを通 してその一部を発信 した。

 今後 とも、効果的で有効な評価の在 り方 と指

導への生か し方について研究を積み重ねていき

たい。
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 校 長 名 ：志村洋子

 所 在 地 ：埼玉県さいたま市南区別所4－2－5

 電話番号 ：048－862－2214

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校 ・地域の特色及び実態

 本校は， 一般の公立中学校 と同様 の中等普通

教育を行 う学校であり，加えて埼玉大学教育学部

の附属中学校 として次のような性格を持つ。

○教育学部の計画に基づき，教育学部生の教育実

 習の実施にあたる。 （年 ３回）

○教育に関する理論及び実践についての研究 ・実

 証を行 う。

○県内の中等普通教育関係の諸活動に協力する。

 学校教育目標は 「正 しい判断力 とたくましい実

践力をもった自主的人間の形成」である。この目

標のもと、生徒をよき社会の形成者に育てるべ く

教育活動に励んでいる。

 研究については，毎年5月 下旬に研究協議会を

開催 し，研究成果を県内外に広く発表 している。

学力についての研究はここ数年の研究課題のキー

ワー ドである。

 本校周辺の地域は住宅街であり，日々の教育活

動に理解 と協力がある。また，生徒はさいたま市

全体が学区のため，広い地域に居住しているが，

保護者は本校の教育活動にとても協力的で，保護

者会等には，ほぼ全員の参加がある。ＰＴＡ活動

も盛んである。

２ 学校の概要 （平成19年12月1日現在）

教員数 24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

 創造の喜びを実感できる題材 と指導法の研究

(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］

  学力の把握が適切にできるように，前年度

 行った題材を見直 し，指導 と評価の内容を適

 切なものにしていくとともに，指導 と評価の

 計画を一層充実させ る。

 ［調査研究の対象］

 第 １学年 『カラフル大作戦』

  色彩や平面構成 の基礎的内容 を学び， 木の

 立方体に平面構成を行 う。

第2学 年 『パケ ッチ』 （パッケージのスケッチ）

食 品 な どの箱形 のパ ッケー ジ を鉛筆 で 画用

紙 にスケ ッチをす る。
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第 ２学年 『個性 を形 に』（スタイロフォームの彫刻）

自分 の 内面 のイ メー ジを抽 象表 現 として 立

体に造形す る。

２ 生徒の学習の実現状況と考察

 (1)実 践例1

【第１学年 Ａ表現 （2）ア と Ｂ鑑賞ア】

〈平成18年 度>カ ラフル大作戦

色彩や平面構成の基礎 的内容 を学び， ア クリ

ル絵 の具の使 い方を習得 した上で， ケン ト紙

に平面構成 を行 う。構成や配色の効果を考え

ながら色鮮やかな作品を作 る。

〈平成19年 度〉 カラフル大作戦Ⅱ

基礎的技法の習得は変わらないが，支持体を木

の立方体にし，前年度の平面構成に加えて，組

み合わせの変化が楽 しめるようにした。 この工

夫により，生徒の学習意欲の高ま りが見られた。

 1年 次最初の題材で，デザインの基礎的技能を

身に付けさせる題材である。授業はそれぞれ評価

の焦点化をすることにした。例えば、平塗 りな ど

のアクリル絵の具の使い方を学ぶ時間は技能を習

得する時間 と割 り切 り，技能を評価する時間 とし

た。また、身の周 りのカラフルなものを集めて レ

ポー トをつ くり鑑賞 し合 う時間は、鑑賞の能力が

発揮 される時間と割 り切 り，鑑賞を評価する時間

と した。 この よ うに1時 間単位で学習 させ ること

を焦点化 させ るこ とによ り，生徒 に とっても， 教

師 に とって も， 授業 が取 り組みやす くなった。

 (2)実 践例 ２

【第 １学年 Ａ表現 （1） ア ・イ と Ｂ鑑 賞イ 】

〈平成18年 度〉パ ケ ッチ （パ ッケー ジスケ ッチ）

自分が気に入っている食品などの箱形のパ ッケ

ージを各 自が持ち寄 り，画用紙に鉛筆でスケッ

チする。鉛筆の使い方や透視図法 も教え， より

正確に立体感が出るように具体的な物の見方や

描き方ができるようにする。

〈平成19年 度〉パ ケ ッチⅡ

制作の内容は変わらないが，作品展示を考える

ことを題材の活動内容に加 えた。具体的にはス

ケッチ完成後に，持参した箱 を加工 し，自分の

スケッチと構成 し，美 しい展示が作れ るように

発展 させた。

 技能を楽 しく学ばせるための手だて として，モ

チーフにいつもよく見ている食品のパ ッケージを

使用した。静物をよく観察 しながら鉛筆でスケッ

チすることも十分価値があるが，透視図法を理解

させてか ら制作させた り，パ ッケージの内容をし

っか りと描かせることにより，デザインの領域に

も関係 している題材 となった。また，選択授業で

は，実際のパ ッケージデザインに一工夫を加えて

パロディーのパ ッケージをつ くる立体題材に発展

させ，生徒たちにも好評を得た。

 本年度は，昨年度に加え， 自分の描いた作品が

引き立つ ようにモチーフの箱を解体 して，スケッ

チ とともにレイアウ トを構成 して掲示できる状態

にした。技能を習得 させ るだけだった題材に鑑賞

の内容を盛 り込み， 自分の作品を人に見せ るとい

うことを意識 させ， 生徒の満足感をあげることが

できた。
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(3)実 践例 ３

【第 ２学年 Ａ表 現 （1） イ と Ｂ鑑賞 ア】

〈平成18年 度〉輝 け ！栄光 の トロフィー

自分の日頃の生活を見つめ，その中か ら褒め称

えたいものを探 し出 して トロフィーを制作す

る。針金の心材に紙粘土を使って，具象的 ・抽

象的な形を考えて立体作品にする。

〈平成19年 度〉個性を形に

自分の内面を見つめ自分の長所や興味か ら発

想を広げて， 立体作品を制作する。断熱材な

どに使われ るスタイ ロフォームを使用 し，糸

鋸やカッター，金ヤス リなどで成形 してい く。

 第2学 年の彫刻表現であるが，前年度は針金の

心材 と紙粘土を使用し，生徒には適度な抵抗感が

あ り望ましいものであった。 しかし，生徒が心の

中の抽象形態をイメージ通 りに表現 しようとした

ときに，具現化 しづらい素材でもあった。そこで

様々な素材を検討 した結果，加工が比較的 しやす

く心地よい抵抗感 もあるスタイロ フォームに行き

着いた。本年度， 実際に生徒の制作の様子を見て

いると，作品の発想や大きさが どんどん膨れあが

っていた。これは自分の思いを表現することがで

きている現れであると考えられる。生徒は満足感

を得ることができたのだと思 う。

 本題材では、素材を工夫することで，指導内容

が明確 にな り、より評価が しやすくなった。結果

として，生徒の内面をきちん と見ることができた。

３ 評価方法に関する研究成果

 １時間の授業の中で４つの観点をすべて見るの

ではなく， １時間につき １つの観点を見るとい う

ように，評価内容を焦点化することにより，評価

もしやす くな り，適切になっていくことが確認さ

れ、効果をあげている。

 また， ４ページ目に本校が取 り組んできた題材

の評価計画例を掲載す る。

４ 成果の普及と今後の展望

 私たちは研究1年 次の効果 と課題に正対 し，課

題を研究してきた。本校が生徒の学力を向上 させ

るために，また学力を的確に把握するために工夫

したのは，以下の点である。

 (1)表 現素材の工夫

新たな画材や素材を提供す ることにより （実践

例 ２），生徒の関心 ・意欲 を高めることができる。

新題材の開発も含めて，生徒の学習意欲を向上さ

せることが，我々の学力把握をしやす くし，学力

を定着させるために大切なことである。

 (2)領域を繋いだ題材開発

 絵の内容とデザインの内容を１つの題材に盛 り

込んだ り （実践例 ２），鑑賞や作品掲示を意識 し

たまとめ方をした り （実践例 １・２）することに

より，１時間あた り１つの観点でも，題材を通 し

て評価を続けていけば， しっか りとしたデータを

得 ることができる。

 (3)作品に込める思いやり

 人に見せ ること，人に渡す ことを意識 させて作

品づくりに取 り組む ことにより，他者の美的感覚

を意識 し，自分の作品をよりよく見せたいと思い，

自分の美的感覚を確かめるようになるのではない

かと思 う。そして，普段持っている力以上のもの

を発揮することができるのではないかと考える。

生徒の能力 ・学力を引き出す有効的な方法かもし

れない。

 評価の在 り方が言われてから，授業中に生徒を

評価することが主体になっていて，個別指導を行

うことより評価が優先 されてい るようにも感 じ

る。きめ細やかな個別指導を行いながらも，的確

な学力把握をしてい くためには，題材や学期を通

した適切な評価計画をきちんと整備 し，指導 と評

価 の両面を充実 させていくことが大切であろう。
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「個性を形に」 指導と評価の計画
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