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東京都 研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 芸術（工芸） 

研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

①工芸Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（いずれか又は全て）又は総合学科や普通科のコース等におい

て，表現及び鑑賞において育成する資質・能力と学習内容との関係を明確にし，主

体的な学習に対する態度の高まりの中で，資質・能力が総合的に関連して働くよう

にするとともに，主体的に学習に取り組む態度や，「思考力，判断力，表現力等」の

育成を重視した指導方法及び学習評価についての研究 

学
ふり

校名
が な

（生徒数） 東京学芸大学附属高等学校
とうきょうがくげいだいがくふぞくこうとうがっこう

（984 名） 

所在地（電話番号） 〒154-0002 東京都世田谷区下馬 4-1-5（03-3421-5151） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.gakugei-hs.setagaya.tokyo.jp 

研究のキーワード 

「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」双方に重なる資質・能力，主体的に学習に取り組む態度，素材を生かす，

工芸の「Ｂ鑑賞」の題材，学習の振り返り，ルーブリック 

研究結果のポイント 

○ 「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」双方に重なる資質・能力から題材を整理し，それぞれの活動の関係

を明確にすることで，工芸における「思考力，判断力，表現力等」の育成の充実につながる。

特に，「Ｂ鑑賞」の活動を充実させることは，「Ａ表現」の活動において，思考・判断しなが

ら創造活動することへの意欲を高めた。 

○ 生徒に学習目標を明確に示し，どのような資質・能力を育む学習活動であるかを生徒と教師

の間で共有することは，主体的に学習に取り組む態度を高めることにつながる。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」相互の関連の中で思考力，判断力，表現力等が育まれる「Ｂ鑑賞」の題

材の開発と学習評価の工夫 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校では，学校全体で育てたい生徒像（実直に向き合う生徒，自主的に学ぶ生徒，他と繋がる生

徒）や重点的に育みたい資質・能力から既存のカリキュラムを見直す研究を行っている。芸術科の

科目においても，「思考力，判断力，表現力等」を育む視点で題材を見直し，生徒の実態に即したカ

リキュラム・マネジメントに取り組んでいる。また，芸術科の科目の全てを開設しており，それぞ

れの興味・関心に応じた選択をすることができている。工芸ではものをつくることが好きな生徒が

多く選択している。課題としては，ものをつくる時間を多く確保するため，「Ｂ鑑賞」の活動の大切

さを理解しつつも，カリキュラム上に十分な時間取り入れることができていなかった。その内容も，

授業の完成作品の相互鑑賞や，作品制作のために参考資料とする鑑賞活動と偏ったものであった。 

平成 28・29年度研究指定校事業において，「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」双方に重なる資質・能力を明

確にし，相互の関連の中で 「思考力，判断力，表現力等」が育まれる指導方法とルーブリックを活



 

東京学芸大学 
・研究の助言・指導 

用した学習評価の工夫に関する研究に取り組んだ。平成 30・31 年度の研究では，前回研究が不十

分であった「『Ａ表現』と『Ｂ鑑賞』の相互の関連が充実するような『Ｂ鑑賞』の題材を充実させる

こと」と「主体的に学習に取り組む態度を高める学習評価の工夫に取り組むこと」の二点を取り上

げ，研究を進めていく。 

（３）研究体制 

 

 

 

 

 

 

（４）１年目の主な取組 

平

成

30

年

度 

【4〜11月】生徒への意識調査・検証，研究主題に基付いた授業実践 

【8月】教育研究大会への参加 

【10月】研究指定校（岐阜県立可児工業高等学校）の見学訪問 

【11〜1月】生徒の意欲や能力についての変容の把握，研究のまとめ 

【2月】研究協議会発表 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

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 

  平成 28〜29 年度の研究成果を踏まえ，工芸を通して育む，「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」双方に重なる

資質・能力を明確にする。「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」双方に重なる資質・能力を軸に，これまで取り扱

ってきた題材を見直し，2 年間のカリキュラムで学びが深まるよう題材を配置する。 

「工芸を通して何を学ぶか」や，どんな資質・能力に着目した授業であるかを生徒が理解し，学

習に対し主体的に取り組めるよう，年度始めのオリエンテーションや題材の提示方法，題材名を工

夫する。 

  (1)身近な社会と工芸，(2)社会と工芸それぞれの視点から工芸に対する見方や感じ方，考え方が

深まるよう，「Ａ表現」の活動と「Ｂ鑑賞」の活動を関連付けた題材を研究し，授業実践に取り組

む。特に，これまで十分な時間を取り扱えなかった「Ｂ鑑賞」領域の題材の開発に取り組む。題材

を設定する際には，生徒が主体的に学習に取り組む気持ちが高まるよう，生徒にとって身近な課題

を取り扱う。 

 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 

平成 28〜29 年度の研究に引き続き，教師の学習指導や生徒の主体的な学びに生かされる，学習

評価の工夫について取り組む。学習評価の方法として，「思考力，判断力，表現力等」の質的な変容

の把握に適した，ルーブリック表を利用する。 

主体的に学びに向かう姿勢を高めるため，自己評価を効果的に活用する。毎時の授業や題材の最

後に，学んだことを客観的に振り返り，自分自身の学習に対する姿勢を把握し，取り組んだことに

対する意味付けを行う。 

1 及び 2，それぞれの研究成果は，工芸を通した学習に主体的に取り組む態度や，工芸に対する

興味・関心の変化と，「思考力，判断力，表現力等」の変容との関わりから検証する。検証方法とし

中心研究教員 

・研究の実践 

・成果の検証 

 

研究部（研究推進） 
・公開教育研究大会の計画・実践 
・研究主題の提案 
・教員研修会の企画・運営 

研究部（SULE） 
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・校内研修会の実践 
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・研究や授業のための資料提供 
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附属学校研究会 
 
図画工作・美術部会 
・定期的な研究会 



 

て授業前後のアンケート調査や学習過程の記録を活用する。 

（２）具体的な研究活動 

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 

・題材名や題材の提示方法の工夫について 

題材名を，その題材を通して育みたい資質・能力がわかるような形に変更した。例えば，「 [陶

芸]食卓を彩る雑器の制作（Ａ表現⑵社会と工芸，Ｂ鑑賞）」は「使い手の気持ちから考えた道具

作り〜[陶芸]食卓を彩る雑器の制作〜」と変え，使い手の視点から考え，発想や構想をしたり，

鑑賞をしたりすることがわかるような形にした。また，授業の導入時に「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」

双方に重なる資質・能力が理解できる形で学習目標を提示し，生徒と教師で共有した。 

・⑴身近な生活と工芸の視点からの鑑賞する活動を通して，工芸の思考力，判断力，表現力等が育

まれる題材の研究 

「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」双方に重なる資質・能力として，「素材を生かすこと」を軸に，素材の

造形的なよさや美しさ，表現の意図と創意工夫，工芸における素材の働きについて理解を深める

ことに着目させる。素材から感じるイメージなどから発想や構想を練ったり，価値意識をもって

工芸や工芸の伝統に対する，見方や感じ方を深めたりすることを目指し，それぞれの題材を相互

に関連付け，授業実践を行った（図 1）。 

 

 

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 

・ルーブリック表を活用した学習評価と指導 

学習評価の観点と本校で育てたい生徒像を関連付けて評価規準を作成。それに基付き，ルーブ

リック表の形式で判断の基準を設定し，学習指導に活用した。生徒がルーブリック表の内容を解

釈し，より上の段階を目指して発想や構想をしたり，鑑賞したりすることで，「思考力，判断力，

表現力等」の質的な差を把握できるよう，文章の表現を変え，生徒用ルーブリックとして提示し

た。また，学習の過程が成果物として残るよう，振り返りに重点を置いたワークシートを作成し，

素材の造形的なよさや美し さ を感じ る

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

素材を生かす工芸の表現を知る～紙の加工方法から

考える～（ B鑑賞）

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

用いた小箱の制作～（ A表現⑴身近な生活と工芸， B鑑賞）

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）

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。

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。

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

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。

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。

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

次の

題材へ

より多様な視点から

「 素材を生かす」

表現を捉える

図 1 題材相互の関連とそれぞれの題材の学習目標 



 

学習ポートフォリオとして活用した。 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 「Ｂ鑑賞」の活動を充実させたことで，前年度と同じ「Ａ表現」の活動の題材であって

も，素材のもつ特性を意識的に生かしたり，作品の使用場面を具体的に想定して発想や構想を

したりする生徒の割合が増えた。例えば小箱制作の場合，使用場面を想定し，使いやすさの工

夫や塗装の色の選択などをする生徒が例年より多く見られた。また，同時並行で伝統工芸品に

ついて調べる「Ｂ鑑賞」の活動も行ったことで，職人のすごさや，工芸の伝統や文化の価値

を，体感することができていた。 

○ 「Ｂ鑑賞」の活動前の，作品を鑑賞することに対する生徒の

イメージは，「作者が作品に込めた意図や工夫を知る活動」とい

うものが多かった。「Ｂ鑑賞」の活動後では，多くの生徒が，工

芸作品から受ける印象は想像以上に千差万別であることを上げ

た。時間をかけて味わったり，他者と意見を交わしたり，作者の

作品に対する考えを知ったり，素材や技法などの知識を得たりす

ることなど，視点をもって鑑賞活動することは，見方や考え方を

広げることにつながると実感していた。実際，鑑賞を通して工芸

作品等の見方や感じ方が広がったことにより，「Ａ表現」におけ

る発想や構想をする場面でも，工芸の働きを生かそうとするアイ

デアスケッチやデザインを描く生徒が多くなった（図 2）。 

○ 学習目標を踏まえて取り組むことができたかを振り返るアンケートを取ったところ，踏ま

えた上で達成することができた，踏まえていたが理解や技術が足りず達成できなかったと答え

た生徒が 9 割を超えた。課題の取り組みの様子やアイデアスケッチ，作品の完成度は，例年に

比べ質の高い生徒が多くなった。生徒の授業に対する感想として，身近な生活の中で使用する

視点や使い手の立場から考える視点など，工芸に対する見方や感じ方，考え方を意識して制作

することにおもしろさを感じ取り組んでいる様子が伺え，主体的に学習に取り組む様子が多く

見られた。 

● 素材を生かすことを軸にした鑑賞の活動では，写真の作品を見る活動が中心となってしま

い，素材のよさを体感的に感じる活動が乏しかった。本物に触れる活動を取り入れることで，

素材の造形的なよさや美しさを感じ取り，より深い理解につなげることができたと考える。 

● ルーブリック表を活用した学習評価を学習指導に学習指導に効果的に生かすことの研究は

不十分であった。次年度の研究で重点的に取り組み，成果を上げたい。 

 

４ 今後の取組 

１については，⑵社会と工芸の視点から鑑賞することを通して，「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の双方に

重なる資質・能力を育成する題材の研究に取り組む。また指導方法の工夫として，素材に実際に触

れ，体感できるような素材見本を作成する。2 については，学習評価を指導に活用する方法として，

ルーブリックによる評価や振り返りの内容を生徒に還元する，評価シートの作成を行いたい。 

図 2 生徒のアイデアスケッチ 


