
平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 宮代町立前原中学校
ふ り が な みやしろちようりつまえはらちゆうがつこう

。

校 長 名：小林 尚

所 在 地：埼玉県南埼玉郡宮代町字中４６１

電話番号： 0480-34-0631

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 美術

≪研究主題≫

〔共通事項〕を生かした指導と評価の研究

～生徒自らが価値をつくりだす

創造的な鑑賞の学習を目指して～

【研究の要点】

①生徒自らが価値をつくり出す鑑賞学習の充実

授業や家庭学習で,積極的な「みる」活動を

取り入れ，言語活動を軸に置いた。

生徒は見方や感じ方，とらえ方を発表する

中で，美術用語を積極的に使うようになった。

②〔共通事項〕を生かした評価と指導の工夫

題材ごとにワークシートへ〔共通事項〕の

観点を取り入れることにより,生徒の鑑賞活動

の能力が高まった。また，ワークシートを評

価の対象とすることで，指導と評価の一体化

を図ることができた。

１ 学校・地域の特色及び実態

花と緑に囲まれた美しい教育環境の中，生徒

主体の教育活動を展開している。数学・英語の

全学年・全時間少人数指導，朝の全校読書，宮

代特別支援学校との交流や福祉ボランティア活

動の充実を図っている。

首都園から35㎞で30年前からベッドタウン化

が進んだ地域である。豊かな自然環境から多く

の恩恵を受け「農」の資源を市民全体で維持発

展させ，宮代町の地域資源としてとらえ，「農」

のあるまちづくりを推進している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１年 ２年 ３年 計

学級数 ３ ３ ３ ９

生徒数 103 83 108 294

教員数17名（１名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

〔共通事項〕を生かした指導と評価の研究

～生徒自らが価値をつくりだす

創造的な鑑賞の学習を目指して～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

生徒自らが価値をつくり出す鑑賞学習の充

実を図るために，新学習指導要領に新たに示

された〔共通事項〕を生かした指導と評価の

研究を深める。

○［調査研究の対象］

現３学年に焦点を当て，「鑑賞の能力」の

観点を中心に，１年目は「作者の心情や意図

と表現の工夫」，２年目は「目的や機能との

調和のとれた洗練された美しさ」，本年度は

「美術文化に対する理解」を調査対象とした。

対象をこのように設定したのは，新学習指導

要領を見据えて，３年間ですべての指導事項

について研究を行うためである。

また，第１学年から同一学年について鑑賞

の研究を継続的に行うことにより，鑑賞の能

力の高まりを系統的に把握できると考えたか

らである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 「作者の心情や意図と表現の工夫」に関す

る鑑賞について

題材として「交流から生まれる鑑賞」を設

定し,埼玉県立近代美術館所蔵の５点の作品

についてグループ活動を中心に対話型の鑑賞

に取り組んだ。

①評価規準・評価方法について



○「学習活動における具体の評価規準」は,

次の通りである。

【美術への関心・意欲・態度】

・作品などに対する思いや考えを話し合い，

対象の見方や感じ方を広げている。

【鑑賞の能力】

・作品の色彩から受ける感情に注目し感じ取

ったり,作品全体のイメージをとらえたり

している。

○「評価方法」は,次の通りである。

【美術への関心・意欲・態度】

・学習態度の観察

【鑑賞の能力】

・生徒の発言やワークシートの記述分析

②当該題材における今後の改善点等について

〈成果〉

・評価規準を明確にすることにより,授業の

ねらいを意識して指導することができた。ま

た,生徒一人一人を見るように心がけること

ができた。

〈課題〉

・【美術への関心・意欲・態度】の評価規準

が,【鑑賞の能力】と重なってしまい評価し

づらかった。鑑賞の学習への関心や意欲，態

度を見ることに整理改善する必要がある。

・【鑑賞の能力】の評価については，集団で

の活動をしたため,生徒の個々の発言を十分

把握することはできなかった。発言に対する

教師のコメントは,その場では鑑賞を深める

指導のための評価とし,記録に残す評価はワ

ークシートの記述など,全員が行うものを基

にした方が妥当である。

また，記述の量や文章の巧拙にとらわれて

しまう傾向があるので,評価するキーワード

等を整理し,文章は上手くなくても適切な視

点をもって記述されているものを的確に読み

取る必要がある。その際〔共通事項〕が一つ

の手がかりとなることが考えられる。

(2) 「目的や機能との調和のとれた洗練された

美しさ」に関する鑑賞について

題材として「身近なデザインの鑑賞」を設

定し,ペットボトルのデザインについて伝達

効果や工夫を感じ取り味わう鑑賞に取り組ん

だ。

①評価規準・評価方法について

○「学習活動における具体の評価規準」は,

次の通りである。

【美術への関心・意欲・態度】

・身近な環境の中に見られる造形的な美しさ

を感じ取り，安らぎや自然との共生を学ぼ

うとしている。

【鑑賞の能力】

・生活を豊かにする美術の働きを感じ取り，

見方を広げている。

○「評価方法」は,次の通りである。

【美術への関心・意欲・態度】

・学習態度の観察

【鑑賞の能力】

・生徒の発言やワークシートの記述分析

②当該題材における今後の改善点等について

〈成果〉

・生徒自身が気に入ったペットボトルを選び

出し，その根拠を考えることでデザインにつ

いて親しみをもてるようになった。身近にあ

るペットボトルにも，デザイナーの思い，運

搬や販売におけるデザインの工夫に気付くこ

とができた。

・見る観点と評価規準を明確にすることによ

り,授業のねらいを意識して指導することが

できた。相互鑑賞をする中で，他者の考えや

感性を学ぶことができた。ワークシートの記

述から，生徒自身が感じ取ったり学び取った

りしたことを評価することができた。

<課題>

・【美術への関心・意欲・態度】の評価規準

は,主に観察に重点を置いた。

・【鑑賞の能力】の評価については，相互交

流の中での鑑賞のため,個々の生徒の発言



を十分把握できたとは言えない。発言に対す

る教師のコメントは,その場では鑑賞を深める

指導のための評価とし,記録に残す評価はワー

クシートの記述など,全員が行うものを基にし

た方が妥当である。また，ワークシートの記

述で鑑賞の学習の力が身に付いたかを評価し

た。〔共通事項〕が一つの手がかりとなること

が考えられると想定し，ワークシートを制作

した。

(3) 「美術文化に対する理解」に関する鑑賞につ

いて（本年度の取組）

浮世絵を基に日本の美術や文化への理解を

深める鑑賞に取り組んだ。

○制作年代が異なる５枚の絵画を鑑賞し，表

現が変わったと思われるところで二つに分

け，その理由を考える。

・写真のような表現から画家の独自性が強い

表現への転換

・絵の具の発明により，外で制作できるよう

になった。

・ダゲレオタイプ・カメラ（写真）の発明に

より，肖像画の表現が変わった。

・写真では表現できない画家独自の表現に対

する価値が高まった。

○印象派と浮世絵について

・絵画独自の表現を追究していた印象派の画

家たちが浮世絵表現に出会い，魅力を感じ

ことに気付かせる。（当時，西洋に輸出され

た伊万里焼の包装紙に浮世絵が使われ，偶

然目にとまったことを知らせる。）

○各班にテーマ性の違う復刻版の浮世絵を用

意し，発見や感じたことをワークシートに記

入させる。

○「神奈川沖浪裏」を見て，気付いたこと，

分かったことや感じたことを書く。

・班で話し合いながら，箇条書きにする。ま

た，その根拠も記録させる。

・全員が「神奈川沖浪裏」の感想を述べる。

さらに，参考になった意見をメモし，視野

を広げる。

○日本の文化が海外に与えた影響について資

料で示す。

○本時の学びをワークシートに記入する。

（生徒の感想）

・絵は昔から基本は変わらないのだなと思い

ました。浮世絵では，摺り師・彫師・絵師

と多くの人が関わり，すべての技術を合わ

せてできるものだと思いました。世界の人

から評価を得られたのも，一人一人のがん

ばりだと思います。

①評価規準・評価方法について

○「学習活動における具体の評価規準」は,

次の通りである。

【美術への関心・意欲・態度】

・浮世絵版画のよさや美しさ,作者の心情や

創造的な表現の工夫,印象派の作品に与え

た影響などに関心をもち,主体的に感じ取

ろうとしている。

【鑑賞の能力】

・浮世絵版画のよさや美しさ,作者の心情

や創造的な表現の工夫,印象派の作品に

与えた影響などを感じ取り,浮世絵版画や

美術文化への理解を深めている。

○「評価方法」は,次の通りである。

【美術への関心・意欲・態度】

・学習態度の観察

【鑑賞の能力】

・ワークシートの記述分析

②当該題材における今後の改善点等について

〈成果〉

・【美術への関心・意欲・態度】については,

班活動の中での話合いの様子を評価した。

他者の意見を聞く姿勢や，感性を認めてい

くようになった。

・【鑑賞の能力】については,評価規準を基に，

次のような視点で評価を行った。



評価規準 記述の視点

浮世絵版画のよさや 形,色彩，構図，単純

美しさ 化，省略，強調など

作者の心情や創造的 作者の表現意図と，

な表現の工夫 それを表現するため

の工夫など

印象派の作品に与え 浮世絵が印象派に与

た影響などを感じ取 えた影響や,浮世絵と

り,浮世絵版画や美術 印象派の作品の相違

文化への理解 や共通性など

「記述の視点」の内容を生徒が気付くような

授業をすることにより,指導の視点が明確に

なり,授業改善につながった。その際，〔共通

事項〕を意識して指導することが重要であっ

た。

〈課題〉

・【鑑賞の能力】について,ワークシートの記

述は十分ではないが,授業中の発言内容から

は評価規準を実現していると思われる生徒が

いるので,どのように把握し，評価の総括を

すればよいか,今後の課題である。

３ 成果の普及と今後の展望

鑑賞は，自分自身の目で作品をみつめ何か

を感じ取ったり，考えたり，想像したりする

など，生徒の資質・能力を大いに高めるもの

であると思われる。また，自然や生活の中の

造形などに親しみがもてるよう環境整備や題

材設定を工夫した研究を深めたいと考えてい

る。今後は，先行事例に学び，目の前の生徒

と実態とを重ね合わせ，さらに力を伸ばせる

研究をしたい。

また，2年時で実践した「ペットボトルの

鑑賞」を3年時でも引き続き行った。学年が

上がり，ペットボトルの魅力を新たに発見し

た例も多くみられた。1年の間にデザインが

変更されることや経済的な視点からの造形の

工夫にも気付くことができていた。そのペッ

トボトルを石膏で型取し，ペーパーウェイト

の制作につなげた。表現につなげることでさ

らに，ペットボトルという対象をよく見るよ

うになった。

「自然や身近な環境の中に見られる造形的

な美しさ」に環境の中の造形の働きについて

質問したところ，次のような回答があった。

「進修館（宮代町の公共施設）のデザインが

僕は好きです。あの光を多く取り入れ，自然

との共生をイメージさせてくれる造形のされ

方がおもしろいです。ここは僕の気持ちをお

だやかにしたり，優しく明るい気持ちになれ

たりします。このように造形の働きというの

は，人間の気持ち，その人の造形の美へのイ

メージを180度変化させることができる力を

もっていると思います。」 （３年 男子）

「安らぎや自然との共生などの視点から，生

活を豊かにする美術の働きについて，あなた

にとってくつろぎのある環境とは何ですか。」

という質問では，次のような回答があった。

「宮代町は自然が豊かなので，緑に囲まれた

公園がたくさんあります。そこで，風にゆれ

ている葉を見たり，シャカシャカという葉の

当たる音が聞こえたり，小さな子が走り回っ

ていたりするのを見ると心がなごみます。山

崎山の林に囲まれた道は人が少なく静かなの

で，より自然を身近に感じられるような気が

するのでお気に入りです。近代的な街並みも

好きだけれど，私にとってくつろぎのある環

境は，豊かな自然に囲まれた宮代町です。」

（３年 女子）

3年間継続して鑑賞に重点を置いて研究す

る中で，生徒自ら「みる・考える・つくる・

感じる」といった力が身に付いてきた。また，

鑑賞を積極的に授業に取り入れることで，表

現が豊かになり，言語力も付いた。さらに，

コミュニケーションの能力も高まった。今後

は，生徒の力を伸ばし，この研究を研究会や

学会等で発表し成果を広めていきたいと考え

ている。



平成２２年度研究協議会資料≪学力の把握≫

学校名 甲斐市立敷島 中 学校
ふ り が な か い し りつしきしまちゆうがつこう

校 長 名：西山 豊

所 在 地：山梨県甲斐市島上条１２６３

電話番号： 055-277-3151

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 美 術

《研究主題》

「自ら考え，学び，行動する生徒の育成」

（部会）美術科における資質や能力の育成

に着目した指導と評価の改善について

【研究の要点】

① 第２学年Ａ表現に重点をおき，４観点を明確化する

ために授業の工夫を行った。評価については，観点の共

有化を図ると共に，座席表などを利用し，簡素化を図る

ためのポイントを探った。

② 成果としては，４観点をカードとして提示すること

で授業の中で身に付けるべき力を共有化することがで

き，生徒の意欲につながった。課題としては，４観点を

提示する言葉の有効性と有用性，適切な文言について授

業実践の中で検証していく必要がある。

③ 事前事後のアンケートによる生徒の意識調査を行

い，観点について当初あまり意識していない生徒たちが

観点を意識することで，個々の意欲や考え方の変化，深

まりにつながることができた。生徒と教師の中で課題の

中で身に付ける力について共通認識することで集中力や

意欲的な取組につながってきている。

④ ４観点を整理することで，共通認識と，焦点化され

効率が上がった。ただ，４観点そものより具体性のある

ものが有効であった。観点の簡素な言葉による提示は生

徒にとって身に付けるべき学力の明確化という点で有効

であったと考える。今後も，生徒の実態に応じた手だて

を研究し，実践的研究を進めていきたい。成果の普及に

ついては，研究授業の提案やホームページによる研究資

料の公開などを行う方向で考えている。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本学校区は甲府市に次ぐ県内第二位の人口を有

する甲斐市の北部に位置し，甲府盆地の北西端か

ら，北部山岳部に帯状をなしている。北部地域に

は，特別名勝地御岳昇仙峡がある。県都甲府市の

近郊の利を生かした大規模な住宅団地が建設され

るなど，人口が急増する都市化が進行している。

北部と南部の標高差は大きく，南部の２８０ｍに

対し，北部は１，０００ｍとなっている。学校区

の全面積は約40.28k㎡で，その大部分は山林でし

められている。産業別に見ると，かつての主産業

であった第一次産業就業者が激減し，第二・第三

次産業の就業者が増加し都市化の傾向がいっそう

強くなっている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 特別支援 計

年 年 年 学級

学級数 5 5 5 1 16

児童数 184 164 192 1 541

教員数 38 名（ 1 名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1)研究主題

「自ら考え，学び，行動する生徒の育成」

（部会）美術科における資質や能力の育成

に着目した指導と評価の改善について

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校美術科においてはこれまで，自ら考え，学

び，行動する生徒の育成を目指し，生徒の関心や

実態に応じた題材の開発を行ってきた。そして，

新しい学習指導要領が告示され美術科では生徒一

人一人の資質や能力の育成が一層重視された。

そこで，これまでの実践や研究の成果を踏まえ，

さらに美術科の指導と評価の一層の改善を図るた

めに，どのような授業の改善を行っていけばよい

のかを探っていくこととした。そのため，現行学

習指導要領「美術」の評価の観点（【美術への関



心・意欲・態度】【発想や構想の能力】【創造的な

技能】【鑑賞の能力】）に着目し，美術科で育むべ

き資質や能力を整理し，生徒の実態や学習の実現

状況をより的確に把握するにはどうすればよいの

か，実際の授業に即し，簡素で効率的に把握する

工夫についての研究，また，生徒の実現状況から

題材や指導計画をどのように見直したらよいかに

ついて研究してきた。これまでの成果を生かしつ

つ新しい学習指導要領の全面実施に向け，美術科

の授業の指導と評価の改善を図り，新たな時代に

ふさわしい授業の創造に取り組む。そうすること

で，生徒一人一人の学力の向上に努め，それぞれ

の「生きる力」の育成に役立てていきたい。

○［調査研究の対象］

美術科の観点を明確にし生徒と共有できるよう

にする工夫を考えた。対象を第２年生に絞りＡ表

現の領域で「デザイン」「絵画」を対象とした。

第２学年
領域 内容項目 具体の題材 評価の観点
Ａ表現 （２）（３）【デザイ 【カライドサイクル】 【美術への

ン】 を作ろう 関心・意欲
表裏が反 ・平面と立体の構成 ・態度】
転する立 に関心を持つ。 【発想や構
体を作る ・表裏イメージの対 想の能力】

比を考え構成する。 【創造的な
・アクリル絵の具を 技能】
使いこなし，意図に
応じた着色を行う。

Ｂ鑑賞 ・自他の作品から表 【鑑賞の能
現の工夫を学ぶ。 力】

第２学年
分野（領域） 内容項目 具体の題材 評価の観点
Ａ表現 （１）（３）【絵画】 【息づく空間】「○○

な校舎を描こう」
・身のまわりの空間 【美術への
や生活体験，人との 関心・意欲
関わりを表現するこ ・態度】
とに関心をもち，主
体的に取り組もうと
する。
・時間や空間に思い 【発想や構
をふくらませ，想像 想の能力】
力を働かせ，形や色
の特性を理解し自分
なりの表現方法を構
想する。
・描画材料の選択や 【創造的な
技法の工夫，それら 技能】
を試行錯誤しながら
自分の意図するイメ
ージに近づける工夫
をする。
・身のまわりの空間
を見つめ，感じよう
とする力を養う。

Ｂ鑑賞 ・作品の持つ発信力 【鑑賞の能
と，鑑賞者の受信力 力】
を理解し，作者の意
図や思いを感じ取り，
見方や感じ方を深め
る。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)生徒の実態調査より

美術における評価の観点について意識調査の結

果，理解度・意識度の薄さが捉えられた。内容の

理解や目的の実現を図るためにもこの４つの観点

の理解度と意識度の向上が必要であると考えた。

（図１）

理解度については，第２学年において，4月の4

観点の理解度が「よく理解している」「理解して

いる」「少し理解している」が35％に対して，9月

調査時には65％に向上している。（図１参照）

また，意識度も4月に40％に対して，9月には65

％と向上している。意識度について，認識以上に

意識して授業に向かっている生徒が増えているこ

とは，授業における意欲や態度の向上にもつなが

るのではないかと思われる。（図２参照）

（図２）

【鑑賞の能力】について入学直後の生徒はそ

れを美術の学力と捉えていない生徒が多い。また，

年間のカリキュラムの内容にもよるが，学力観の

違いもあると思われる。（図３参照）

（図３）



(2)研究実践の概要

観点別評価の方法として，①観察による評価，

②生徒の資料から読み取る評価，③作品から読み

取る評価などがあげられる。

①についての具体的方策として，美術における

４つの観点を生徒に受け入れやすい文言に代え，

常に黒板へカードを提示する中で授業を進めた。

このことで生徒は，授業の中で４つの観点を意識

すると共に，教師も指導と評価の意識が高まる。

また，自己評価を行うことにより１時間の取組

の反省や，次時への課題を明確にすることにより，

１時間の授業が充実するのではないか，という仮

説のもと研究を進め，まず，育みたい資質や能力

を生徒と共有することから行った。

○４つの観点について意識し生徒との共通理解。

各題材で育む資質や能力を教師も生徒も意識で

きるよう，授業において４つの観点を簡潔な言葉

で表した掲示物を常に示すようにする。

授業の導入時に４つの観点（【美術への関心・

意欲・態度】【発想や構想の能力】【創造的な技能】

【鑑賞の能力】）の中で身に付けてほしい事項に

ついて提示することで授業の目的や課題を明確に

する。

○美術を学ぶ意義や自己の成長が実感できるよう

な指導と評価の在り方を探っていく。

押しつけや誘導ではなく，自分で考え判断する

ことの経験から成就感，意欲の高まりを目指して，

１時間の中で指導と評価を的確，かつ簡素にして

いくにはという視点で授業実践を行った。

～美術科における４つの観点の提示について～

山梨県教育委員会がまとめた「生きる力をはぐ

くむ図画工作から美術の９年間を見通してみえる

もの！」を参考にキーワードを模索し本校では次

の文言をカードとして掲示することとした。

・【美術への関心・意欲・態度】→“深くこだわ

る創造を喜び，美術を生かす”！

“広がる心の内面を存分に働かせ，創造する喜

びを味わい，自分や美術を愛し心豊かな生き方を

創造する。”

楽しみ・こだわり・やってみる

・【発想や構想の能力】→“本当に必要なものを

吟味し探し出す！”

独創的・取捨選択（吟味・探し出す） ・組み合

わせる・考える

・【創造的な技能】→“わたしの表し方をつくり

あげる！”

“豊かな造形経験とわたしの心が結び合い，わ

たしだけの美の表現を創造する。”

わたしだけの美・試行錯誤・工夫する

・【鑑賞の能力】→“広く深く，多様な美に親し

む！”

身近な世界から異なる文化まで幅広く親しみ，よ

さや美しさを感じ尊重する。

尊重する・広がり深まる・感じる・みつめる

(3)具体的な授業実践より

◆授業において

【第２学年「○○な校舎を描こう」】（Ａ表現(1)(3)及びＢ鑑賞）

身のまわりの空間について興味・関心をもち，

空間を探り，自分が存在する空間で思いが深い場

所・時を探す。視覚だけではなく，五感を働かせ

ることや空間のもつ雰囲気について考えることに

留意した。

普段生活をしている校舎を見つめ，空間から五

感を通して感じたことから思いをふくらませ，主

題を探っていきながら制作活動に取り組む場面で

は，【発想や構想の能力】をみる。評価規準を「感

性や想像力を働かせて，対象を深く見つめ感じ取

ったこと，考えたことを基に，主題を生み出し，

単純化や省略，強調，材料の組み合わせを考え，

創造的な構成を工夫し，心豊かな表現の構想を練

っている。」と設定した。

観点別評価の方法の工夫では，【観察による評

価】がある。生徒の活動や取組，他者との関わり

の様子の記録を座席表を活用し，各時間，気にな

る生徒の記録をした。特に「Ｃ（努力を要する状

況）（以下「Ｃ」）」の生徒の把握をすることで，

次時への工夫を考える手立てとなった。



次に，【生徒の資料から読み取る評価】は，学

習記録，制作記録などを活用し生徒の思いや表現

したいこと，工夫などを読み取るようにした。

【作品から読み取る評価】では，生徒の思いと

表現意図の理解，工夫している点などを読み取る

ために作品，作文などを活用した。

授業の導入で，黒板に評価の観点カードを提示

し本時に取り組むべき課題を生徒と共有化するこ

と，指導と評価の重点化・焦点化を図った。

この題材では，自分

の表現したい場所を取

捨選択（吟味・探し出

す）【発想や構想の能

力】する中で工夫する

ことや試行錯誤 【創造的な技能】することを主

体的，意欲的にやってみよう

【美術への関心・意欲・態度】

というような流れを，カード

にして黒板に掲示することで

生徒と共通理解し，指導と評

価の一体化を図った。

また，制作過程に鑑賞も含めることで，自他の

作品や考えから刺激を受け合い，思いや発想をふ

くらませながら制作をすることができた。

【授業の様子】

①授業の導入時，創造的な技

能の観点で作品鑑賞を取り入

れ，自他の作品を客観的に鑑

賞し合う。

②少人数の班などを利用し意

見交換を行う。

③鑑賞した作品に一言感想を

付箋紙を利用し記入，添付す

ることで，意欲付けになった。

④鑑賞した作品の中からいく

つかを電子黒板を使用し全体

に提示した。

創造的な技能の観点で鑑賞

することで，学び合うことを

目指した。

デジタルカメラや，電子黒

板の読み取り機材を有効利用

することで視覚的な刺激が得

られると共に，作品の経過を

記録に残すことで評価資料と

しても活用できる。

【参考作品Ⅰ】

＊恋バナ（恋愛の話を

友達と下駄箱でしてい

る）というタイトルで

描いている。２人に焦

点を絞り描こうとして

いることがとよく分かる。

＊２人の姿と置いてあ

る靴にもこだわりのよ

うである。

【参考作品Ⅱ】

＊自分の描きたい場所か

ら表現を始めている。指

示したものではなく，考

えた結果である。

＊全てを描くのではなく，

描きたい空間に絞り込み，

扉の上部は，省略してい

る。この生徒の，空間に

対する思いやこだわりで

ある。



今回の「○○な校舎を描こう」の展開において

は，鑑賞する（ 感じる みつめる ）ことからは

じめ，そこから，【発想や構想の能力】（ 取捨選

択 組み合わせ ）を培い，【創造的な技能】（ 試

行錯誤や工夫する ）を“やってみること”【美

術への関心・意欲・態度】へと展開していく。

こうした一連の流れの中で，前半は，発想や構

想に重点をおき，中盤は創造的な技能にポイント

を絞っている。後半においては，創造的な技能，

鑑賞の能力に重きをおいた展開を考えている。

４つの観点をカードにして提示し授業展開する

より，簡潔な言葉に置き換え展開していく方が生

徒の受け止め方もよいのではないかと感じた。

各時間の身に付けたい資質について生徒に理解

しやすいのではないかと思う。

◆ねらいの共有化

授業導入時は「Ｃ」の評価に注意する。後半で

「Ａ（十分満足できる状況）（以下「Ａ」）」の生

徒の見取りをし,技能面の指導に対して，生徒の

意図を確認しながら評価を適切に行う。

教師側のねらいを，生徒と共有化することが必

要である。これが指導と評価の一体化につながる。

１時間に評価する観点は２つくらいがよい。（多

すぎると見取りが甘くなる可能性がある）

【生徒の学習カード】

★左の表は，「○○な校舎を描こう」～わたしの場所～と
して，気になる場所，その場の空気や生活感，その場への

おもい。それらを出すための工夫などを，文章として記述
し指導資料とした。
★右の表は，各時間の生徒が取り組んだことについて記入
し，資料とした。制作状況や，出来たこと（観点の具体）
についての自己評価である。

◆評価については

座席表を基にし，観点の評価を行っている。

評価のポイントとしては，特に努力や成果がみ

られる時，又は思うような成果がみられないとき

にチェックを入れる。この積み重ねの記録を取る。

普通の生徒は特にチェックは入れない。メモとし

て，努力の具体を記入する。これらの積み重ねの

中で題材の評価をする。

作品についても要所で評価を行う。アイディア

スケッチ，下絵の完了，着彩，完成時などの中で

発想や構想の能力，創造的な技能などについて評

価している。但し，後半に重きをおいている。

【形成的評価】として出来たことを評価するこ

とにより，質的な高まりが出る。

◆〔共通事項〕としては，形や色彩がもたらす感

情の理解，イメージの把握をもたせる。

ア 形や色彩などがもたらす感情の理解。

色のもつ性質や感情など色彩に関して総合的に

理解し，色の組み合わせや配色，感情効果など表

したい感じを意識させる。

イ 対象のイメージの把握。

生徒のイメージから豊かに発想したり，構想を

練ったり，作品などの形や色彩から受ける感情や

イメージを捉えて豊かに鑑賞したりできるように

指導する。

３ 成果の普及と今後の展望

(1)研究の成果

～効率化を図った評価の考え方について～

【美術への関心・意欲・態度】は授業全般にわ

たり継続的に発揮されることが大切である。一題

材の中でも，得意・不得意があり，これが【美術

への関心・意欲・態度】に影響する。評価として

は，全授業の平均を考えることが必要である。

絵画表現において，全般にわたりこの観点が

継続的に発揮されることが望ましいが，これ以外

の３つの観点に強く影響を受ける。【発想や構想

の能力】【創造的な技能】【鑑賞の能力】など一連

の表現活動において得意・不得意とする部分があ



り，その場に応じて【美術への関心・意欲・態度】

は変化することが多い。

次のグラフ（図４）は，絵画表現の12時間の題

材における観点【発想や構想の能力】【創造的な

技能】での実現状況を示す。

① ② ③ ④

Ａ

Ｂ

Ｃ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[アイディアスケッチ] （図４）

「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」は作品から読み取れる実現状況を示す。

座席表をもとに毎時間の「Ａ」「Ｃ」の生徒の記

録を残すことが必要である。

楕円は評価場面を示す。〔この題材では，①１，

２時間目（アイディアスケッチ，下書き終了

時）と②３から10時間目，③９から11時間目，

④12時間目，完成作品から評価を行う〕

アイディアスケッチは形や色からの発想，構想，

創造的な技能という点で着彩計画など，検証

できないことから，暫定的な「Ｂ（満足）（以

下「Ｂ」）」を最高値とすることが望ましい。

②では，「Ｂ」を確定した生徒については，

その後の制作で失敗しても「Ｃ」への移行は

ないものとする。

内の評価は暫定的な「Ｂ」までとする。

着彩などに入り，形と色におけるそれぞれの観点

が達成出来たときに暫定的な「Ａ」評価が生

まれ，完成作品の評価をする中で２観点の評

価が確定することが望ましいと考える。

前半は「Ｃ」を「Ｂ」に向かわせる指導の工夫が必

要であり，後半は「Ａ」の生徒への着目が必要

である。記録する際の工夫をし，変化をみる方

がよい。

【発想や構想の能力】【創造的な技能】は題材

により能力の高まりが継続的に見られるものと，

そうでないものがあるので留意する必要がある。

「絵画表現」などの制作の場合，評価場面を

的確に捉え平均評価をその題材での評価とするこ

とも考えられる。その際，授業前半での評価規準

の定め方に配慮する必要がある。

一題材を通して，最も高いところでその題材の

評価とすることは好ましくはないが，制作過程で

の予期できない失敗については考慮する必要があ

る。（このため，「Ａ」の生徒の把握は大切である）

授業後半に評価場面を複数回設定することで，

前半とのバランスを取ることも必要である。その

意味で，③・④の後半４時間くらいの中（１／３）

に複数の評価場面を設定した。

効率化・簡素化という点で，評価場面を焦点化

することで生徒の見取りが的確に進められたので

はないかと考える。また，指導についても,見取

りの中で課題がみえ，有効な指導につながった。

(2)研究の課題

４つの観点をより具体的に提示することで生徒

との共通理解のもと授業を進め，ある程度，学ぶ

目的，学ぶ意欲につながったとは思われるが，提

示する言葉の有効性と有用性，適切な文言につい

ては授業実践の中で検証していく必要がある。

(3)研究の普及

今後も，生徒の実態に応じた手だてを研究し，

実践的研究を進めていきたい。また，研究授業や

研究会を通しての交流。ホームページによる研究

資料の公開などを通して普及を考えている。
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