茨城大学教育実践研究 30(2011), 51-65

美術教育における方法論的前提としての言語
―― 児童生徒と教師、それぞれの位相での言葉 ――
金子一夫＊・小口あや＊＊・鈴木敦子＊＊＊・中川知子＊＊＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Verbalization as a Methodological Premise in Art Education
Kazuo KANEKO , Aya KOGUCHI, Atsuko SUZUKI and Tomoko NAKAGAWA

キーワード：美術教育、言語活動，授業，指導計画

本稿は美術教育における言語活動の方法論的意味を、実践事例を通して明らかにするものである。 小・中・高の教員に
よる４件の実践事例報告を収録する。1.小学校１年生の動物写生、2.同、続き絵制作、3.高校生の鑑賞授業、４.中学生の３年
間の題材批評結果である。緒言において、報告 1.言語化が言語化されない対象把握までを促進したこと、2.言語化が想像
内容を促進・豊富化したこと、3.言語が経験内容の客観化と範例化という機能をはたしたことで、高校生の鑑賞活動を促進し
たこと、4.生徒による中学校３年間の題材批評という試み、題材における「面白かった」と「ためになった」という批評内容の不
一致など、重要な内容を含んでいることを指摘した。美術教育における言語活動も、これら事例報告にあるような重要な事実
を踏まえて理論化されるべきである。

緒言 美術教育における方法論的前提としての言語
本稿は美術教育における言語活動の方法論的意味を、実践事例を通して明らかにしようと
するものである。美術教育における言語活動は、児童生徒の思考と教師の思考という二つの
場面において考えられる。本稿では前者についての報告と考察をする。児童生徒においては、
教師の働きかけの言葉とも関係して、言葉が表現や鑑賞活動を促進することがある。言語も
美術も認識と表現の機能をもつ。言葉の方が意味をより抽象化・一般化し、一列になって順に出現
する。とらえどころのない対象世界は言葉によって区切られ、その区切りの多様な積み重ねが概念
＝意味の精緻な世界像を創る。感覚・感情も言葉によって直観的に伝えられる。一方、美術は言語
では捉え尽くせない、感覚・直観・感情を伴った視覚像の創出である。ただ、言葉のように一列に
ならないで、作品の要素が同時多発的に感受される。
――――――
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けれども、言語と美術とは相互作用がある。本稿収録の報告１は言葉によって絵画表現で
の対象把握が促進された事例である。しかも、同報告は言語化が言語化されていない内容ま
でも児童に把握させているという重要な指摘をしている。２も同報告者による、言語化が想
像内容を促進させた事例報告である。３は言語化が高校生の鑑賞活動を促進した事例報告で
ある。友達という他人の経験内容を記述言語が客観化したこと、そして記述言語が範例とし
て生徒間に機能していったというのが重要な指摘である。鑑賞や記述になれていない高校生
に、この報告にある言語の客観化と範例化の機能が有効であったことを示している。４は生
徒による中学校３年間の題材批評を考察したものである。教師に明確な３年間の指導計画が
あるので、生徒による３年間の題材批評の考察という発想が出てくる。題材に対する「面白
かった」と「ためになった」という批評が必ずしも一致しないことに注意したい。
一般論的に言えば、児童生徒は教師の言葉(指示)で表現や鑑賞に関する思考や行動を促される。
教師の説明で美術の意味を直観できることもある。移ろいやすい内なる表現主題を言葉で記せば明
確な方向目標となる。鑑賞の際、作品や印象を表す言葉を知っているのと知らないのでは、体験に
大きな差が出る。児童生徒の色彩や形の感覚や概念を精緻にしていくことで、より高度な美術的認
識や表現に導いていける。それが言語の精緻化と並行すれば調和のとれた人格形成が期待できる。
本稿収録の報告にある重要な指摘は、このような一般論を超えてより進んだ美術教育方法論の認識
へと我々を導くものである。
（金子一夫）

１ 言語活動を取り入れた絵画指導 1
―「言葉のスケッチでうさぎを描く」
（小学校第 1 学年）―
小口 あや
1. はじめに
平成20 年告示の新学習指導要領では，
全教科的に言語活動を充実させることが述べられている。
図画工作科では鑑賞に「話す・聞く」などの学習活動を取り入れ，言語活動を充実させることが記
されている。では，表現でも言語活動を取り入れることで，作品の表現内容を充実させることはで
きないのだろうか。ある年の 12 月に、受け持っていた小学校 1 年生対象のうさぎの絵を描く授業
で言語活動を意識的に取り入れた。
2. 研究方法
（1）この題材のねらい
この題材は，国語科の「わたしのはっけん」という，観察したことを文章として表現する単元
と関連させて行った合科的な題材である。図式的表現期である小学校 1 年生の児童は実際に見え
るものではなく知っているものを描くという特徴を持っている。この特徴を考慮しながら児童の
作品の表現内容を充実させるには，児童の「うさぎについて知っていること」を増やすことが必
要であると考えた。言葉でうさぎのスケッチを行うことで，うさぎをよく観察し，児童の「うさ
ぎについて知っていること」を増やし，表現内容を充実させることをねらいとした。
（2） 実際の指導と結果
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① 導入
1 年生の児童はうさぎのような小動物が大好きであった。ほとんどの児童は絵を描くことが好き
であるために「うさぎの絵を描こう」の呼びかけに何の抵抗もなくうさぎを見ないで描くことがで
きた。画材はクレヨンである。その時描かれたもののうちの 2 点が下の作品である。それぞれの児
童が持っている「うさぎについて知っていること」を描いたものである。これらに代表されるよう
に，児童にとってうさぎとは「にんじんの好きな耳の長い動物」程度の認識である。また，うさぎ
の体を桃色で表す児童が多く，キャラクター化されたうさぎの影響も強く受けている。
② 言葉のスケッチ
児童は学校で飼っているうさぎに触れ，感じたことを簡単な文で記した。
「あたたかい」
「もこも
こしている」
「けがふわふわしていて，きもちよかった」
「かみそうだった」
「スルスルしている」
「もさもさ」
「耳をさわるとちぢむ」
「さらさらしている」など，児童それぞれが自分の言葉で感じ
たことを書いた。
次に，小屋で動いているうさぎを外から観察した。児童は長い間観察し，たくさんの文を書くこ
とができた。
「耳と耳がくっついていた」
「口の下のところにまるいのがあった」
「はなのところが
とんがっていた」
「目がぱっちりしている」
「くろいのやちゃいろいのがいた」
「しろとちゃいろが
まざっている」
「たべるとき，ふくらんでいる」
「てがしろい」
「しっぽがまるい」
「くちがちいさい」
「まえあしのけがふわふわしている」
「ひげが，いっぱいある」
「からだがながい」
「耳がとんがっ
ていた」など，うさぎの色や形について分かったことをたくさん書き，なかなか小屋から離れよう
としなかった。
③ うさぎの絵を描く
①の導入と同じように，クレヨンでうさぎの絵を描いた。描く前に，うさぎの色や形を思い出し
ながら色を選びクレヨンを動かすことを指導した。児童それぞれの作品に変化が見られた。導入時
に図１を描いた児童が図２を、図３を描いた児童が図４を描いた。図３の児童は，言葉のスケッチ
で「目がぱっちりしている」と記した。記した後の作品には、実際に目がぱっちりとしているうさ
ぎが描かれている。また，図３に比べ図４は，うさぎの形と線がやわらかくなっている。だが，こ
の作品を描いた児童の言葉のスケッチには，そのような表現は見つからなかった。そのほかの作品
においても，導入時にうさぎの顔だけを描いていた児童が体まで描くようになった（図５，６）
。

図２ 指導後の作品

図１ 導入時の作品
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図３ 導入時の作品

図４ 指導後の作品

図５ 導入時の作品

図６ 指導後の作品

その他にも導入時ピンク一色だったうさぎの体を，クレヨンの色を何色か混ぜてうさぎの毛の色
を表現したり，うさぎの毛並みにそってクレヨンを動かして塗ったりした作品が増えた。特筆すべ
きは、それらは必ずしも言葉のスケッチで書かれていない内容であることである。
3. 考察
児童は言葉のスケッチによって，よりうさぎについて知ることができた。言葉のスケッチで記し
た内容をそのまま絵として表した作品もあった。しかし，言葉では表さなかったことを絵に表した
作品も多かった。形や線のやわらかさや，顔だけから体全体を描くようになったことや，自分が見
たうさぎの色に近づけるように行った混色や毛並みに沿った塗り方というような表現の変化が見ら
れた作品も多く見られた。このことから，児童は言葉に表したことをだけを絵に表すのではないこ
とがわかった。児童は言葉に表せなかったことを絵で表したのだ。言葉では表せなかったことがあ
ったからこそ，それを絵で表現しようとしたことで表現内容が豊かになったのではないだろうか。
自分の思いを言語化するということは，自分の思いを明確にすることでもあり，自分の思いの中
には言語ではまだ表現できない部分があることを知ることではないだろうか。それが絵画の表現内
容として現れてくる。
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２ 言語活動を取り入れた絵画指導 2
―「つづきえどんどん」
（小学校第 1 学年）―
小口 あや
1. はじめに
受け持っていた小学校 1 年生の児童は絵を描くことを好んだ。しかし集中力が続かず、大きな紙
を渡しても何らかの指導を入れなければ，端の方にちらほらと描いて終わりにしてしまうのが常だ
った。この「何らかの指導」というのは，
「真ん中に大きく描きましょう」
「空いている場所がない
ように描きましょう」等の言葉かけであった。これは児童の表現の指導者による操作と紙一重のよ
うな気がしていた。小さいものを描きたい，空間を空けておきたい児童もいるはずであるからであ
る。実際，そういう言葉かけでバランスが崩れてしまった児童の作品もあった。一方，集中力が続
かないために児童自身が「もうこれでいいや」という感じで終わりにしてしまう場合もあり，そこ
に指導の難しさがあった。
児童が飽きることなく描けるようにすることが改善の道であると考えた。
前節の「言語活動を取り入れた絵画指導１」の考察で，自分の思いを言語化するということは，
自分の思いを明確にすることでもあり，また自分の思いの中には言語ではまだ表現できない部分が
あることを知ることでもあるだろうと考えた。この考えが正しいのか確かめたいこと，また正しい
ならば、このことを考慮した絵画製作指導をすれば、児童は飽きずに製作することができるのでは
ないかという仮説を立てた。それを実証すべく「つづきえどんどん」という題材で自分の思いを言
語化する活動を取り入れた指導を行った。
2. 研究方法
（1）題材について
小学校 1 年生の児童は，休み時間などに楽しそうに絵を描く。興に乗ると，その絵の周りに新た
な絵が描き加えられていき，
「お話」ができていく。そのような児童ならではの絵の描き方を生かし
た題材が「つづきえどんどん」である。10ｃｍ四方の小さな 1 枚の紙に描いた絵から次の 1 枚に絵
を描き，描いた絵を好きな場所につなげていくことで，話をどんどんつなげていく。この題材で，
児童自身が自分の「お話」を作り上げる活動を児童が自分の思いを語って言語化することで，児童
が飽きずに描き続けられるかどうかを観察した。
（2）実際の指導と結果
①導入
まずは，児童が題材について理解するとともに，自分なりのお話を作れるように，お話作りのき
っかけとなる指導が必要と考えた。そこで，本実践の一週間前に「つづきえどんどん」の学習予告
をし，自分のお話をじっくり考える時間を設けた。予告した上で，お話の参考として絵本の読み聞
かせを行った。絵本の言語と絵による話の広がりを同時に感じ，自身のお話づくりと絵画表現の助
けとなるようにと考えてである。絵本は，時間的な広がりの他，空間的広がりを感じさせる話を選
んだ。また，様々な表現ができることを伝えたかったこともあり，それぞれ違う傾向の絵のものを
という考えもあった。それらが下記のものである。
a.エロール・ル・カイン絵・矢川澄子訳『おどる 12 人のおひめさま』1）
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b.岩井俊雄『100 かいだてのいえ』2）
c. 荒井良二『たいようオルガン』3）
a.は，主人公が地下に潜り冒険をする話である。空間が下へと広がり，展開していく。絵は細い
線で密に描かれ，淡い色づかいが美しい。b.は，主人公が 100 階建ての家に招待されて様々な部屋
を通り，最上階へと向かう話である。ものの形がきっちりと線と色で分けられ，アニメーション的
な親しみやすい絵である。時間の経過と共に，明るい青空から星の見える夜空へと変わっていく時
間的な広がりも絵において感じさせる。c.は，主人公が様々な場所を通り過ぎていく，横への空間
的広がりを感じさせるものである。
鮮やかな色でダイナミックに塗られ，
繊細な線で描かれている。
こちらも b.と同様，だんだん夜になっていく様子も描かれている。
これらの絵本の読み聞かせをする前に， 10ｃｍ四方の画用紙にそれぞれの話の主人公を描き，
「今からこの主人公はどうなっていくのかな？」という呼びかけをして，題材理解への助けとした。
また，これらの絵本の他にさまざまな本を読み，アイデアを貯めておくように勧めた。
②自分の思いを語りながら描く
実際の製作では，10ｃｍ四方の紙に色ペンとクーピーで，お話の主人公を描くことから始めた。
その後，もう一枚の同じ大きさの紙に続きの絵を描き，任意の場所に糊やセロハンテープで貼り付
けていく。児童の想像力が尽きればおしまいである。1 週間構想をあたためていた児童もいれば，
その場で思いつくままに描く児童もいた。
指導として製作中に行ったのは，児童の話をよく聴くことだけである。だがこれこそが，今回の
言語活動において不可欠の指導である。聞き手がいなければ，自分の思いを語ることはなかなかで
きないからである。もちろん聴くばかりではなく，児童と会話もしたが，
「ここは○○みたいに見え
るね」などの教師の考えを言わないように気をつけた。指導者の考えを押しつけられたりするのを
防ぐためである。よって，児童との会話は相槌や賞賛，
「ここはどうなっているの？」など，会話が
発展するような問いかけが中心となった。児童はよく話し，よく描いた。2 時間の授業であったが
児童は時間が来るまで飽きることなく描き続けた。一方で黙って描きたい児童も数名おり，その児
童に無理に話させることはしなかった。児童の描画の様子を見ていると，話すことで話が生まれ，
描くことで話が生まれ……を繰り返していたことが分かった。
挿図は児童の作品である。図７（題名「きゅうこん」
）は，
「主人公の女の子が」
「家から出てきて」
「種をまき」
「水をやり」
「種は芽を出して」
「花を咲かせた」という話である。最初に女の子を描き，
その子の家を描くことを思いつき描き始めた。しかし紙が足らず，紙を足して書き加えていった。
図８（題名「ありのだいぼうけん」
）は「アリがいました」
「これがアリの巣です。巣の中にはサナ
ギや卵があります。アリの友達に散歩に誘われ出かけると」
「雤が降ってきたので葉の下で 2 匹で
雤宿りをしました」
「雤がやみ，太陽と虹が出てきました」
「トンネルを通って」
「鳥にあいさつをし
て」
「もとの巣にもどってきました」という話である。図９（題名「いもむしのたんけん」
）は，
「い
もむしがいました」
「いもむしは虹の橋を通り」
「りんごの木の下を通り」
「いちごがなっている苗の
下を通り」
「ぶどうがなっている木の下を通り」
「いろいろな動物たちに会い」
「いつのまにかだんだ
ん蝶になって」
「たくさんの仲間たちと一緒に花畑を飛ぶ」という話である。
どの作品も話をすると簡単ではあるが，図７の女の子の楽しげな表情であったり，作品②の巣の
中の様子や何かを見たり話したりしているアリの頭のむきであったり，図９のいもむしの周りの美
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しい風景であったりするところに児童の表現したい内容が詰まっている。児童はこれらの表現の意
味について自分から尐し語り，後はだまって描いていた。これらの作品のどれもが空間的・時間的
広がりをもった内容であり，よく考えて描かれている。

描き始めた所

図７「きゅうこん」

描き始めた所

図８「ありのだいぼうけん」

描き始めた所

図９「いもむしのたんけん」

3. 考察
児童が絵を描くのにすぐに飽きてしまい、まとまった絵を描けないことが，低学年の絵画指導の
悩みの一つであった。しかし，この実践では児童は時間が来るまでずっと描き続けていた。このこ
とから，児童が製作中の表現内容・思いを語ることは，児童が飽きずに描き続けるために有効な手
段であると考えられる。また，児童は語りつつも，言葉にしなかった登場人物の表情やちょっとし
た体の動き，周りの風景の様子などを描いていた。このことから，自分の思いを言語化しながら描
くことは思いを活性化し、言語と絵画が相俟って表現内容が充実すると考えられる。
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３ 語彙力不足と言語表現不安を克服させる鑑賞指導の工夫
鈴木 敦子
１．短時間鑑賞の実践
前任校での実践事例であるが、二つの作品の共通点と相違点の比較鑑賞について検討したい。
この事例は授業開始時にプリント資料を使い短時間に行ったものである。美術の鑑賞に限らず、
何をみても「すごい」
「キレイ」
「かわいい」などという一語文的表現でとどまってしまう生徒につ
いてなんとかしたいという思いがあり、そのために行った題材である。
これは、生徒に二つの作品を比較して共通点と相違点を、短い言葉でよいので、なるべく多く見
つけて記述してもらうものである。ただし、この時プリント資料に記述してもらうだけで、その場
ではあえて解説を行わない。
生徒が提出したプリント資料に書かれた内容を教師がまとめたものを、
次時に配布する。これを年数回、授業開始時に実施した。
この題材の設定の要点について
ア．共通点と相違点というものに焦点を絞った点について
作品を見てわかることのみに限定することで、基本的なことだが、まずは自分で作品をしっ
かり観るという姿勢を尐しでも持たせたいと考えたためである。
イ．生徒が書いて提出した内容をまとめて次時に配布した点ついて
生徒によって語彙力・表現力に差がある。上記のように一語文的表現で終わらせようとす
る（おそらくは知っている言葉があっても面倒がって一言の生徒も多いと思われる）生徒の
ために、書けている他の生徒の文章やいろいろな表現を見せたいというねらいがあった。
また、ある一定数の生徒がいると、ある生徒は「こんなことを書いてもいいのか」という
不安があって表現できなかったとしても、別の生徒はそのことを書いていたりすることもあ
る。次時に再配布するときに、書けなかった生徒は「ああ、こんなことでよかったんだ」
「こ
れくらいでも大丈夫なんだ」という安心感を、尐しは得られるのではないかと考えたからで
ある。
ウ．最初は解説をしないという点について
最初から解説をしてしまうと、教師からの一方的な見方を提示したことになりやすい。生
徒は自分で見て気づくことより、教わることがすべてになりやすいのではないかと考えたか
らである。
「美術の先生」という立場にいる教員は、どうしても生徒からすれば、専門家で、自分た
ちよりも知識があって、上であるという感覚がある。そのため、教員が示した以外の見方や
感じ方は間違っていると、とらえがちになるのではないかと思う。
しかし、次時に生徒の記述内容をまとめて配布するプリント資料には、同級生の言葉が載
っている。ある程度の能力の生徒がある一定数いれば、こちらが意図したことをかなり書い
てくれるはずであると期待したこともある。それをもとに話すことは、教師の言葉というよ
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り、同級生の言葉であるから、同じ立場の人の意見であるため安心して受け入れることがで
きるのではないかと思った。
エ．プリント資料への記述及びまとめで行うことについて
もちろん、友人の見方を知るのは、挙手による発表でも得られると思う。が、発言に対し
て不安や恐れがある生徒は挙手をしづらいし、指名されても、
「分かりません」でその場を
乗り切ってしまうことが多いと思う。プリント資料への記述であれば、尐しは書いてくれる
だろうという思いがあり、プリント資料への記述という形態で行った。
また、
複数の学科を設置している学校であると、
学科ごとにも語彙力や表現力の差もある。
この方法であれば、他学科の生徒の意見も見られるというメリットもある。そのため、クラ
ス毎にまとめるのではなく、全クラス分をまとめることにした。
２．実践事例
事例 1

①ピカソ「素描」4)と②ペンによるクロスハッチングを用いたレジェ「男の背」5)の表現

の比較
まず、この鑑賞実践の結果で着目した
いことは、共通点として「陰影がついて
いる」を挙げている生徒がいる一方で、
相違点として「線の太さ」と上げた生徒
と「①は陰の色の濃さで、②は線を重ね
て表現している。色の塗り方が違う。陰
のつけ方が違う」と詳しく表現している
生徒がいるということである。
陰影一つをとっても、どこまで作品を
よく見ようとするか、読み解こうとする

図 11 ①ピカソ 素描

図 12 ②レジェ「男の背」

かという姿勢の違いもあるとは思う。
が、
まずは、陰影について気づくということが当然手始めにあり、それがあってから違いを読み解くと
いう行為に進むことが出来る。まずは、この当たり前のようなことでも、自分で見るという姿勢が
鑑賞のスタートになると思う。そのようなことでも、気づいて書けたことはすごく大事であるとし
っかりと生徒に伝えておくことが必要である。そうすると、当然だが、次回以降に自分の意見を書
くことへの不安や抵抗感は尐しでも減らせると思う。
また、言語力・表現力に差がある。気づいている、分かっていても、どのように言葉で表現した
らよいのか分からないという生徒がいると思う。そのためにも、この事例のように、陰影について
の意見が段階を踏んで説明できるように各段階の意見が記されていたことに気づくことが、この事
例の重要なポイントであると思う。語彙力・表現力は、蓄積される力である。このような様々な表
現に生徒が触れる機会をまずはつくることが大事であろう。
また、中には「①はうまい、②は下手」と書いた生徒もいた。そこから、
「何をもってうまい・下
手と決めるのだろうか？」という新たな問いを投げかけ、次段階の思考へのきっかけにもできた。
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事例２ ①ミケランジェロの「ピエタ」6)と②作者不詳の「ピエタ」6)の比較
この実践のときにも、
「木の方
は手や足に飾りがある」
、
「②は
体から変な物が出ている（脇腹
や手）
」
という細部にまで目がい
くようになっていたが、それが
何であるかの知識なしで鑑賞し
ているため、このような記述表
現になっている。しかし、
「自分
のわかる言葉でよいので必ず書
いて欲しい」
、
「どんな書き方で
も良い」と伝えてあるため、こ

図 13 ①ミケランジェロ「ピエタ」

図 14 ②作者不詳「ピエタ」

ういう表現でも書いてくれるのかとも思う。
この鑑賞実践でも、
「飾り」や「変な物」という表現でもよいから、まずそこに気づけるというこ
とを評価したい。もちろん、
「飾り」や「変な物」と表現されたものについて、気付いていない生徒
からは、
「うあ！ほんとだ」
、
「なにこれ？キモイ」など声が上がった。
「何だと思う？」と聞くと、
様々に答えを出してくれる。
「②からは血が出ているみたい。
」という意見も出ているので、
「飾り」
や「変な物」だと思ったのは、
「血」であるという話をし、
「なぜ血が出ているのか」を切り口に、
「磔にされたんじゃなかったっけ？」
「刺された？」などという意見が生徒から出てきて、
「ピエタ」
とはどういう作品なのかについて考えていくことができた。
３．まとめ
生徒はほんの些細な気づきでもプリント資料に載ることが嬉しいようである。意外とプリントに
目を通していた姿が印象に残っている。
自分の意見だけを見るだけではなく、
「おまえの載ってる！」
など友達に声をかけていた生徒もいた。単なる説明プリントやワークシートだとすぐに机の上にほ
うり投げる感じであった生徒も、みんなの意見をまとめた鑑賞のプリントであると思いのほか、目
を通していた。このことも教師としては嬉しかった。
この題材のねらいをいくつか書いたが、このねらいに到達できたかというとまだ疑問がある。題
材の選定、フィードバックの方法、発問の工夫（共通点・相違点以外の工夫）など、改善点は多々
あると思う。しかし、当然のことだが、まずは生徒にいろいろな言葉を蓄積させることと、それら
を引き出すということが第一歩であると感じている。その一端を担えれば、まずはよしとしたいと
思うところである。
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４ 中学校生徒の３年間題材批評

中川知子

1. はじめに
現行の学習指導要領では美術科の目標として「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、美術の創
造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情を育てると共に、感性を豊かにし、美術の基礎的な能
力を伸ばし、豊かな情操を養う」と設定している。この目標は新指導要領では「美術文化につい
ての理解を深め」という文言を加えてはいるものの基本的に変わっていない。
この「美術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情」を、筆者は「美術は楽しいと思う
気持ち」と捉え、生徒に充実した活動体験や達成感を味わわせることで「楽しさ」に気づいても
らおうと実践を行ってきた。
2. 年間題材計画
３年間の中学校美術科で実践する題材を「描く・つくる・みる・知る」というそれぞれの領域
を軸に生徒の発達段階にそって題材を構成する。
（図 15）
○ １年→素材と技法を指定し創作体験の基礎をつくる。
○ ２年→素材と技法を複数指定し創作の幅を広げる。
○ ３年→テーマを設定し、素材と技法は生徒の意志で決定する。
３年生ではテーマに合わせて自由に素材や技法を選択できるようにしたい。生涯教育の基礎と
して美的体験をさせる。それによって、卒業後に「何かつくりたいな」と思ったとき、抵抗感無
く制作に入れるだろうと考えるからである。
（図 16）

図 15 ３年間の題材計画

図 16 制作レベルイメージ

3. 題材批評
このように題材を構成し指導を行うが、実際にその題材がねらい通り機能しているかどうかは
リサーチが必要となる。最もよくその題材について理解しているのは、体験している生徒達であ
る。従って生徒による題材批評を実施することで、教師は自分の取り組みを自己評価する手だて
を得る。
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(1) 方法
小さな振り返りから全体を俯瞰した振り返りまで、生徒からフィードバックを受けることで、
一方的な固定観念に陥らない授業実践や題材構成を考える一助とする。生徒による題材批評は４
段階で実施する。

図 17 制作計画表

Step１…制作当初に自分でたてた計画を見
ながら１時間の活動を振り返り記録する。
（表１）
Step２…制作が終了し、まとめの発表を行う
とき、自分の制作・作品について評価すると
同時に友達の作品の良いところを見つけ、授
業者や題材に対しても評価を行う。
Step３…１年間を振り返り題材についての
評価を、アンケート形式で行う。
Step４…３年間を振り返り実践した全ての
題材について総合的な評価を行う。
（表 2）

Step４は、３年間を一人の指導者が関わる
ことのできたときに行える調査である。
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図 18

題材アンケート用紙

図 19 グラフ１ 題材アンケート結果
(2) アンケートの結果から読み取れる生徒のつぶやき
以下は、平成 18 年度に入学して卒業まで一貫して筆者が美術科指導を行い、また、担任として
も携わった生徒男子 69 名女子約 63 名計 132 名に対するアンケート結果の一部である。アンケート
では実践した全題材から「よかった題材」
「ためになった題材」
「自分に合っている題材」
「おもしろ
くない題材」
「やってみたい題材」をそれぞれ選ぶようにさせた。また「先生へ一言」
「美術につい
ての感想」など、題材や指導・環境などに対する感想を記入する欄を設けた。
（図 19 グラフ１）ア
ンケートは卒業間際にとり、成績等には影響のないことを伝えた。
○ 「ためになった題材」
絵画（描画）指導としては、毎授業時間開始３分間を利用し３年間欠かさず実施した「３分ク
ロッキー」が中心であった。生徒からの評価は「ためになった」である。
別の項目で「絵を描くのは上達したか？」という問いに上達したと答えた生徒は全体の 57％い
ることから、３分間を継続することが、生徒にとっては「描き慣れる」という効果を生んだもの
と思われる。
（図 20 グラフ２）
通常、素描・絵画指導は長時間かけての実践されがちである。しかし、その指導の結果、写実
的に描くことが目的となってしまい、自分の思いを的確に再現するための能力としての素描指導
は見過ごされがちである。それゆえ、生徒は「写実的に描けるといいな」と思うが写実的に描け
ない自分に落胆し、描くことそのものから離れていってしまうケースが多い。
美術自体が好きではないと答えた生徒が「３分クロッキー」は「ためになった」と評価し、ま
た、
「自分に合っている」とした人数は女子より男子が多かったことは、3 分クロッキーの特徴的
な成果であるといえる。
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図 20 グラフ 2 「絵を描くのは上達したと思いますか」アンケート結果
○ 「面白かった題材」

題材には工芸的な要素の強いものが多い。石を磨いたり銅版を叩いたりすることは、どの生徒
もほぼ初めての体験であることから技能差があまりないという点で意欲がわきやすいようだ。
「自
分に合っている」という生徒が多いのは、体を動かした分だけ作業が進み、成果が目に見え、そ
れが楽しく自分らしい作品作りができたという満足感に結びついたようだ。
○ 複合的な評価の題材
水墨画や絵巻物は１～２時間での実践で、いずれの選択肢も数値が尐ない。筆者は生徒たちが
「簡単で喜んでいる」と感じていたので意外だった。生徒は簡単にできることよりも手応えがあ
り達成感・充実感が味わえる題材を記憶に残しているようだ。
和綴じは６時間程度制作時間があったが、
「ためになった」が「おもしろくなかった」という評
価となった。四つ綴じという技法が比較的簡単だったことと、和綴じの中身が自由に作れるとい
うことが逆に達成感のなさにつながったものと思われる。
4. おわりに
生徒から題材や指導について評価・批評されることが、教師の振り返りにつながる。授業後の
振り返りやアンケートにかかれた生徒のつぶやき（言葉）が予想や期待と違っていることで授業
者が得ることは多い。純粋に授業だけでなく、生徒と教師の人間的な関係の影響もある。アンケ
ート項目や実施方法など、教師側の都合のいいアンケートにならないよう考慮したい。
５

附記

本稿は茨城大学教育学部附属中学校共同研究協議会美術科部会の平成 20 年度報告を抜粋改
訂したものである。同報告は平成 21 年 5 月の附属中学校公開授業研究会の出席者用に数十部
をパソコンプリンターで印刷した。その後、他誌に改訂掲載された論文等を除き、今回、全体
的に改訂して構成した。共同研究協議会は、茨城大学教育学部の大学法人化中期目標「附属学
校園及び公立学校との共同研究推進」を踏まえて、附属中が大学・公立学校教員との共同研究
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組織として平成 20 年度から設けたもので、平成 21 年度からは「授業づくり研究会」と改称し
た。同美術科部会では議論の軸を新指導要領で言う「言語活動の充実」と「美術文化への関心」
とした。参加者を尐人数に限定して全員の報告と充実した研究協議がなされるようにした。実
際に高度な研究協議になったと思う。以下に平成 20 年度の研究会と報告目次を掲げる。
第１回 2008 年 12 月 23 日
出席者:小口、中川、高橋、小泉、金子
第２回 2009 年２月 11 日
出席者:小口、中川、小倉、久米、有田、鈴木、高橋、小泉、金子
第３回 2009 年３月 20 日
出席者:小口、中川、久米、有田、鈴木、高橋、小泉、金子
平成 20 年度報告書(平成 21 年５月印刷)の目次
緒言―美術教育の方法論的前提としての言語
Ⅰ 茨城大学教育学部附属中学校共同研究協議会美術科部会の活動
Ⅱ 児童生徒の表現と鑑賞活動における言葉
1 言語活動を取り入れた絵画指導１
―「言葉のスケッチでうさぎを描く」(小学校第 1 学年)

小口あや

2 言語活動を取り入れた絵画指導２
―「つづきえどんどん」(小学校第１学年)

小口あや

3 鑑賞活動における言語活動の工夫―中学２年生「仏像カルタ」の授業
4 生徒による作品批評の言葉―「美術科鑑賞テストの試み」―
5 表現活動における言葉―デザインのコンセプト

小倉千絵
高橋文子
久米剛広

6 生徒の年間題材批評

中川知子

7 表現主題を記述させる美術指導

有田洋子

8 記述された表現主題を実現する絵画指導

有田洋子

9 語彙力不足と言語表現不安を克服する鑑賞授業の工夫

鈴木敦子

Ⅲ 美術教師の言語
10 美術科教育の教育目標としての行動と認知そして実践研究目標

金子一夫

11 美術科教育授業批評の要点

中川知子

12 美術作品を批評する言葉

小泉晋弥
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