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茨城大学教育学部附属中学校授業作り研究会美術科部会の平成 22 年度報告書に収録された論文のうち二編を選択再

構成し、緒論を付加した。緒論において美術教育における言語的方法研究の段階が示された。収録した中川論文は、中学

生での実践において表現主題を言語で明確にさせたことで表現活動及び鑑賞活動に明確な道筋を生徒に与えたと報告

する。上手下手を気にしながらの試行錯誤的なものから、方向の明確な追求型になり、自作の説明も明確にできるよ

うになった。友達の作品の鑑賞においても、その友達の表現主題という観点から批評できるようになったとする。有

田論文は、図と立体とがもたらす感情の幅の違いを実証的に報告した。平面は抽象的単一性をもち、立体は具体的多

様性をもつ。平面図形は喚起する感情の個人による差が少ないのに対して、立体は立体の大きさや立体を見る角度に

よって喚起される感情に大きな差があることが報告された。彫刻や立体的工芸の鑑賞教育研究につながる基礎研究と

言える。 

 

緒言―美術教育における言語的方法  

 

1. 本稿の成り立ち 

本稿は茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会の平成 22 年度報告書から 2 件

の報告を抜粋再構成し、さらに今後の課題を付加したものである。上記報告書は平成 22年 12月 8

日の茨城大学教育学部附属中学校授業研究会で数十部配布された。美術科部会は「美術教育におけ

る言語活動の充実」を「美術文化への関心」とともに継続的に研究討議している。現在までに大き

な成果が得られている。共著論文を既に２回本誌『茨城大学教育実践研究』に投稿している 1)。 

―――――――― 
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2. 本稿収録の論文について 

本稿収録の中川論文は、中学校での実践で表現主題を言語で明確にさせることで表現活動及び鑑

賞活動に明確な道筋を生徒に与えたと報告する。自己像やオブジェ制作において表現主題を言語化

する。そうすることによって表現は、上手下手を気にしながらの試行錯誤的なものから方向の明確

な追求型になり、自作の説明も明確にできるようになった。友達の作品の鑑賞においても、その友

達の表現主題という観点から批評できるようになった。また、美術作品の鑑賞も作品要素の発見と

その構成によって主題を推測するという方法が提案されている。 

有田論文は、図と立体とがもたらす感情の幅の違いを、高校生と大学生を対象にして実証的に検

討した。円と球体、正方形と立方体、三角と円錐は同じ概念の平面版と立体版ではない。当然であ

るが、平面は抽象的単一性をもち、立体は具体的多様性をもつ。平面図形は大きさや見る角度に差

がでないせいか喚起される感情は個人による差が少ない。しかし、立体は立体の大きさや立体を見

る角度によって喚起される感情に大きな差があることが報告されている。彫刻や立体的工芸の鑑賞

教育研究につながる基礎研究と言える。 

 

3. 美術教育における言語的方法の研究 

美術科部会において美術教育方法における言語的要素の重要性については既に確認されていて、

現在は、美術教育における言語的要素の個別的課題を追求する段階になっていると判断する。それ

は以下のような広がりをもつと考える。 

1．表現・鑑賞学習における表現主題の言語化 

表現主題を言語によって設定することによって、明確な指導方法が可能になる。表現主題が像

的要素と感情的要素から成る感情的像である。像の言葉と感情の言葉によって表現主題が近似的に

設定できる。それによって児童生徒には表現の明確な方向性、教師には明確な指導指針が得られる。

鑑賞学習においても作品の表現主題を言語化することは、作品理解を推進するとともに、言語化が

鑑賞者の姿勢に影響する。 

2．言語作用の比喩による美術現象の解明 

美術表現は多様な要素が同時に表現、あるいは鑑賞される複雑な過程になっている。それに対し

て言語表現は時間軸に沿って一列になって出てくる。美術における要素の複雑な絡み合いを言語化

によって一列に整列させることができれば、その作品、あるいは美術の複雑な現象の解明になる。 

3. 前項での解明を表現・鑑賞指導へ応用 

前項での解明を踏まえると、鑑賞教育は作品の複雑な諸要素の効果を言語化して整列させる作

業と言える。複雑な要素を美術の方法論によって整序させる作業が表現となる。表現主題の言語化

によって複雑な要素は、かなり整理された形で把握できる。 

4. 美術教育史上の事項の言語的観点からの解明 

 美術と美術教育が言語的観点から解明できるのであれば、美術教育史上の事項もその観点で解分

析できる可能性がある。 

 （金子一夫） 
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1 「表現主題」を明確に設定する美術科授業の実践 
－中学3年生「自己像」制作から鑑賞までの取り組み－ 

中川知子 

 

1. はじめに 

作品制作で自分が何を表したいかを言語化する取り組みは、茨城大学教育学部教育学部授業づく

り研究会美術科部会での主要な研究テーマとなっている。実際に言語化による制作支援は生徒にと

って効果があると感じられているのか、中学3年生の制作活動とアンケートによって考察する。 

美術科教育の現場では、作品主義や知識習得主義といった考え方や、芸術のアイデアは自分の内

側にあり、十分に思索を深めれば自然と湧き上がってくるものという芸術能力に対する神秘主義的

な考え方が依然として根強い。そのため、「何をどう表現するか」という表現主題に関しての指導

がおろそかになったり、指導自体をよくないことと考えたりしてしまう。場合によってはどう指導

してよいかわからないとか、描き方は決められた通りでないといけない、といった気持ちに指導者

はなりがちである。結果として作品の評価は表現技能（描写力や正確さ）の評価となり、「才能や

センスのある人」だけが生き残るものという感覚を生徒・教師双方でもっていることが多い。しか

し、学校教育の中の美術科教育は、生来の能力というものによらず、一つの方法論として自分なり

に作品を制作する方法や手順を示す必要があるのではないか。 

本稿では、中学3年生の「自己像」制作を始めとする表現主題を軸にした複数の題材を通して、表

現主題が生徒の制作活動に及ぼす効果を考察する。また、表現主題を軸にした制作活動が、作品評

価の基準として利用できることや、鑑賞方法の一つを獲得することでもあることを事例検証したい。 

そして、表現主題を明確に設定する授業を積み上げていくことで、テーマや技法を教師に指示さ

れなくても、生徒自身が自由に発想し制作する事ができる力を身に付けさせる。そうした経験を積

み重ねることによって、何をどうしたらよいか指示されてから考えるのではなく、常に自分から何

をどうしたいかを意識して行動できる、社会に出てからも役に立つ力を培っていきたい。 

 

2, 実践 

(1) これまでの取り組み 

 これまで筆者は本校勤務になってからの10年間毎年、中学3年生の

生徒の実態に合わせて「表そう、自分のこと」及び「心を癒すオブ

ジェ」を計画し、実践している。 

この二つの題材では、テーマは教師が示し、そのテーマに合わせ

て生徒はそれぞれ自由に素材や技法を選択し制作する。それができ

るのは、１・2年生で多様な素材での制作活動や複合的な鑑賞の題材

を計画的に積み上げているためである。その結果身に付けた素材に

対する感覚、獲得した技能、鑑賞によって得た知識などを総合する

ことによって生徒は自分の制作したいものを表現できる。 

昨年度までは、制作のテーマを指示したうえで生徒にデザインを

自由に考えさせていた。その結果、個人的に獲得していた芸術的な技能や知識が高い場合は作品が

充実したものとなり、そうでない場合は制作に積極的になれないケースもあった。また、制作に熱

心な生徒であっても表現技能が乏しい場合は、どうしても作品の評価につなげることができず、「や

 

図１「心を癒すオブジェ」 



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 94 - 

はり技能が高くないと美術はだめなのだ」という感情をもつこともあったと思われる。その場合で

も生徒たちはそれぞれ満足感や充実感をもって制作を終える。しかし、ほとんどの生徒の授業態度

が熱心であれば、教師による評価で最後に違いをつけるのが技能面であったことは事実である。 

しかし絶対的な基準を持たない美術科の特性として、何をもって評価の絶対的な基準としたらよ

いのか曖昧なまま、旧態然とした評価を残すことにとまどいもあった。制作に入る時に生徒に対し

て評価の基準を明確に示してはいるものの、生徒も教師も、さらに友達同士でも共有できるような

評価の根拠や基準を共有することが重要ではないかと考えていた。 

 

(2) 表現主題 

そこで、今年度中学3年生に対し、表現主題を制作活動の重要な要素として示し、指導を行った。 

① 「表そう、自分のこと」（自己像） ※絵画をベースにした複合表現活動 

初めて表現主題を重要な要素として明確に設定することにした2)。 

そこで1年当初から授業で必ず使用してきた制作計画表に表現主題を明確にするための定型文

を用意した。 

 但し、自分を表現するための客観的な視点として友達からも自分の印象をキーワードにして

寄せてもらい、それを利用した表現主題を決定させた。 

 その結果、過去の取り組みでは曖昧であった「自分」という存在に関して客観的で冷静な視点で

作品制作を行うことができた。 

          

図2  題材の構成 

制
作
・
鑑
賞
の
流
れ 

図3   定型文 

図 3  定型文のワークシート 
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一例として、友達から「天パー・チリチリ・頭いい・わからない」などのキーワードが寄せられ

た男子生徒は「私は天然パーマ、明るいけど分からない感じなのでポカポカチリチリフワフワして綿ま

たは黒いところのような感じを絵と立体的な綿、スチールウールで表現したい」と設定した。その男子

生徒は、題材説明後すぐに自分が常日頃コンプレックスとして抱え、かつ友達からも揶揄されてき

た身体的な特徴を客観的に文章化し、作品として外在化することに成功している（図 4）。また、

「かっこいい・強そう」といったキーワードの生徒は「私は強そうだけど意外と涙もろいので力強

い中に弱いものがあるような感じをライオンの中にいるネズミで表現したい」と設定し作品化した

（図 5）。 

全体の傾向として、表現主題を設定せずに制作を行った場合、自分を表すというよりも、自分が

熱中しているものや好きなものを表現することが多かった。例えばサッカー部に所属する生徒はサ

ッカー選手やフィールド、吹奏楽部は自分が演奏する楽器などである。 

しかし、表現主題を設定した今年度は、外部から客観的に自分を見て表現する傾向が強まった。

例えば、「足が速い」とか「おしゃべり」というキーワードを生かした表現が増えた。 

② 「心を癒すオブジェ」 ―素材・技法や大きさ等が自由の造形活動 

前述の題材と同様に、表現主題を最初に決定したことで、制作について具体的な指導や支援を的

確に行うことができた。今回の題材では、友達からのアドバイスはなく、あくまでも自分の欲しい

癒しを作品に昇華させていくことが必要である。したがって自分の癒しに対するイメージが明確に

できないため、表現主題が作れない生徒がいた。その生徒には言葉から連想を広げていくイメージ

マップを一緒につくり表現主題設定の手助けを行った。ある女子生徒には好きな色（オレンジ）を

挙げてもらいそこから連想を広げていった結果、「私は見ていて癒されるものを作りたかったのであ

たたかいオレンジ色などの色をタイルで表現したい」と設定できた。その次の授業では早速材料を用

意しきて、さらに最後のまとめでは満足のいく制作ができたとみんなの前で発表した（図 6）。表

現主題が明確になった生徒は、材料や技法に自分の好みを反映させ熱心に制作を重ね、満足のいく

作品を完成させることができた。 

③ 上記二つの題材で実施した相互鑑賞会 

二つの題材作品の完成後の発表では、生徒たちは表現主題が自分の作品のどこに現れているか具

体的に説明を付け加えていて、生徒自身の作品ながら客観的に作品批評する様子がほとんどの生徒

に見られた（図6）。 

さらに作品完成・発表後の次の時間を使って、作品批評会を実施した。全員の名前が入ったワー

クシートを用意し、表の一番上には自分の表現主題を記入させておく。そのワークシートと作品 

 

図6「心を癒すオブジェ」 図4「表そう，自分のこと」 図5「表そう，自分のこと」 
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図10  鑑賞テスト1回目 

図 9 鑑賞テスト問題用紙  図 7 作品発表 図 8表現主題を鑑賞の基準に 鑑賞 
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を机上に置き、各自糊つき付箋紙をもって友達の作品を鑑賞していく。鑑賞の視点は表現主題で、

友達の作品の表現と表現主題の関係を知り、主題をどのように表現すればよいかというバリエーシ

ョンを知り、さらにそのよさを友達に知らせるため、付箋紙にコメントを記入してワークシートの

自分の名前の欄に貼り付けていく。時間内に出来るだけたくさんの友達の工夫や良さを見つけられ

ればよい。（図 8） 

単純に上手かどうかといった評価になりがちな相互鑑賞だが、表現主題が表現にどのように表れ

たかを視点として鑑賞することで、技能ではなく表現そのものの達成度を批評する（作品改善のア

ドバイスではなく、よさをみつける）力がつき、多様な方向から作品をみつめることができる鑑賞

力を得ることができた。 

④ 作品の表現要素を見つけ、要素から作者の表現したいことを推理する鑑賞方法の実践 

 表現主題を重視した作品制作および相互鑑賞を経験して、生徒は作品の表現に現れた表現要素は

作者の意図が表れているということを経験した。 

 そこで、これまで美術作品の鑑賞にあった「好きかどうか」「知っているかどうか」などといっ

た個人の好みや知識による作品の価値判断などのほかに、作品鑑賞の方法の一つとして表現主題を

確認する方法を提案した。 

 いくつかの平面作品を提示し、その作品に描かれている（現れている）要素を拾い出させる。ビ

ジュアル・シンキングの方法を応用した 3)。作品に描かれているのは何か、どんな形かなど、客観

的に判断できるものをみつけ記録していく。作品について知らなくても、それは誰の目にも共有で

きる情報である。表現の要素だけなので白黒の印刷で可能である（図 9）。 

図11 鑑賞テスト２回目 
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そして取り上げた要素をもとに作品のストーリーを想像していく。それが作品の表現主題である。

もちろん作者本人が考えたものとは違うだろうが、この方法であれば既存知識や好みにとらわれず

その場で作品鑑賞が行える。美術館で初めてであった作品でも楽しめる鑑賞方法であろう。 

今回はこれを期末テストで実践した。生徒は25分という限られた時間内に、はじめて見る、また

は見たことがあるが詳しく知らない作品について要素を取り出し、各自自由に表現主題を作り上げ

ていくことができた。 

鑑賞テスト1回目は「表そう、自分のこと」のあと、鑑賞テスト2回目は「心を癒すオブジェ」制

作のあとに実施している。（評価方法は、見つけた要素の数を基準とする。12個以上がＡとあらか

じめ伝えておく。） 

図 10・11はある男子生徒のものだが、2回目には表現要素をより多く見つけ、自分なりの表現主

題を推理する力が伸びてきていると思われる。 

 なお、1回目で取り上げた作品は「東海道五十三次猫の怪」「湯浴み」「ゲルニカ」、２回目のテ

ストでは「叫び」「モナリサ」「神奈川沖浪裏」を利用した。  

(3) アンケートによる検証 

上述した題材を実践したのち、アンケートを取った。 まず、「表現主題を設定することが制作

のしやすさや作品の完成度について有効だと思うかどうか」では、「大変有効」「まあまあ有効」

を合わせて81％となった。題材別の項目（「心を癒すオブジェ」）でも77％となり、生徒自身が表

現主題の効果を実感している。また、「鑑賞するときに注意する点は何か」という設問に対して、

自分の好みや自分の作品と比較しただけでなく、表現主題に関しても注目していることが読み取れ

る。「（作品をみても何に注意すればよいか）わからない」と答えた生徒はわずか10名で、生徒に

とって表現主題が作品鑑賞に有効な一つの手段となっていることが推測される。さらに、４の設問

では作品鑑賞の際、表現主題は有効であると選択した生徒は61名に上り、わからないと答えた生徒

がわずか2名と、これまで、一般的に作品鑑賞は何を手立てとしたらよいか判断が難しいと考えられ

てきた状況と比べると、具体的な手段が意識され、鑑賞に関しての広がりが期待できる。 

 

図13「心を癒すオブジェ制作で表現主題は有効か」 図12「表現主題は制作活動に有効か」 
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3. おわりに―成果と課題 

作品制作に関して、自分が何を表したいかを言語化する取り組みを進めるにつれ、当初感じてい

た「国語科教育ではないか？」「文章力がない生徒は不利なのではないか？」といった懸念は薄ま

り、学習能力の差にあまり関係なく、美術科としての学習成果を向上させることができると認識す

るようになった。特に生徒のアンケート結果からは、教師が「表現主題」を強く意識づけたことに

よって、一つの美術表現のための手掛かりとして定着してきていることがうかがえる。制作・鑑賞、

そして評価の一つの視点・基準とすることができるといえる。 

つまり、美術科教育における言語を利用した表現活動は、中学3年生の「自己像」制作を始めと

した表現主題を軸にした取り組みを通して、表現主題が生徒の制作活動に効果的であり、表現主題

を軸にした制作活動が、作品評価の基準として共有できることや、鑑賞方法の一つを獲得すること

にも効果があることを考察することができた。 

表現主題設定によって、生徒は自分がこれから何を目標として活動を行うのか明確に意識するこ

とができるようになり、その結果、途中で技法や素材などでどうしたらよいか迷ったときに、表現

主題を教師や友達に明示することで的確なアドバイスをもらうことができるようになった。原点

（どんな作品をつくりたいのか）に戻って制作を継続することができるため、制作活動に効果的で

あるということである。今回表現主題を取り入れた制作に適していた題材が中学3年生であったこ

とから、これが中学生全ての学年や題材に確実に効果があるかどうかや、立体作品の鑑賞に有効か

どうかなど、今後継続して研究を続けたい。 

 

 

 

 

 

 

 

図15 「作品鑑賞の時役立つと思うことは何ですか」 図14「鑑賞するときに注意する点は何ですか」  
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２ 平面と立体における感情イメージ想起の違いに関する実践的研究 

                                   有田洋子 

１.本稿の目的 

形が感情イメージを喚起することは、これまでにもよく言われてきた。それに関する授業実践も

多くある。特に「みたて」の授業実践は数多い。ただ、形の状態について、平面か立体かというこ

とに着目して、それぞれどのように感情イメージの想起がなされるのかということについての言及

は見当たらない。本稿は、平面における形と立体における形からの感情イメージの想起の違いを明

らかにしようとするものである。 

このことの解明により、授業目標、学習段階と難度などを考慮して、教材・教具を設定すること

ができ、美術指導をより意図的・計画的に進められると考える。 

 

２．経緯 

平成22年7月９月に本稿筆者が当時勤務していた常磐大学高等学校で、次のような実践をした。

藤原智也氏の、ある物語を聞かせて登場人物の配役を四種類のヤカン図で考えさせるという題材(第

58回日本美術教育学会学術研究大会滋賀大会, 2009年9月で口頭発表したとのことである)を参考に

したものである。藤原氏からいただいた白黒図版のヤカンの図を提示して配役を考えせた。その後、

具体的なヤカンの形と登場人物の感じを単純化・抽象化し、丸い形は若々しい感じというように、

形からの感情イメージを言葉にさせた。生徒は、感情イメージを想起できないとか、やりにくそう

にしている様子もなく、面白そうに取り組んでいた。 

あるクラスでヤカン図の代わりに木製の抽象形立体を用いて、同様の授業をしてみたところ、先

のスムースな実践と比べ、ぎこちなさが感じられた。感情イメージを思い浮かべるのに時間がかか

ったり、迷ったりする生徒がでた。抽象形からの想起が難しいのかと思い、また別のクラスで、抽

象形の図版資料を配付してやってみたところ、生徒は難なくイメージ想起できた。つい抽象形の図

に顔を描きこんでしまう生徒もいたくらいであった。 

形からの感情イメージの想起の難易は、形が立体か平面かということに大きく関係しているよう

に思われた。抽象形と具体形、登場人物像のような複雑なイメージと若々しいというような抽出し

たイメージ、提示する形の大きさ等、様々な要素も関係しているであろう。一挙に全てを解明する

ことは難しい。まずは、イメージ想起を最も左右すると思われる、平面における形と立体における

形からの感情イメージの想起の違いに問題を焦点化し、それを解明したい。 

 

３．平面における形と立体における形から感情イメージを想起させる実践とその結果 

上記の結果を踏まえ、次の実践を考えた。四つの形、1．まるい形（○）、2．突起が放射線状に

ある形( ) 、3.四角い形（□）、4．縦長の三角の形（ ）を提示し、「かわいい」「りりしい」「ら

んぼう」「がんこ」を配役するとどうなるか、理由とともに考えさせる。一回目は、平面的な形を提

示する。四つの図形を示したワークシートを配付して考えさせる。二回目は、立体的な形を提示す

る。形に注目させるよう、色、素材、大きさを揃える。今回は白い発泡スチロールを用いる。 

このような実践を、平成22年12月、本稿筆者の勤務する島根大学教育学部美術教育専攻２年生

対象、出席者６名の授業で行ったところ、次の結果が得られた。一回目の平面的な形を提示した場
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合、全員が同じ配役をし、理由も似たようなものが出された。考える時間もそれほどかからなかっ

た。 

1.丸い形：かわいい 

 角がなくてやわらかい。丸くてやさしい。女性的な印象だから。等。 

2.突起が放射状にある形：らんぼう 

 トゲが多く攻撃的な形。角がたくさんあり、痛そうなイメージから危害を加えそう。痛々しい

から。等。 

3.四角い形：がんこ 

どっしりとかまえて動かしづらそうだから。これ以上どうしようもないイメージ。直線的で曲

がっていないから。四角は安定感があり、変化を感じないから。重そう。“がんこおやじ”は

顔が四角いとそうばが決まっているから。等。 

 4.縦長の三角形：りりしい 

  するどさを感じるから。スマートな印象を受けたから。かっこいい。しゅっとしている。すっ

とシャープに細くなっているので。 

 次に、二回目の立体的な形を提示した場合、配役は割れ、理由も様々に出された。考える時間は

一回目よりもかかっていたようだった。 

 1.丸い形： 

かわいい(4人) 女性的、角がないのでやさしい、よく動き明るそう、自分の好きな形。個人 

的に丸いものが好きでかわいく見える。丸くてかわいらしいから。 

がんこ (1人) 球体は外からの力に強いので形が変わりにくい。 

りりしい(1人) 緊張感がある 

 2．突起が放射線状にある形： 

  らんぼう(5 人) 横からだけでなく全体的にトゲが広がったので余計に痛々しい印象になった

から。今にも動き出して暴れそうだから。角がたくさんあるふてぶてしい感じ、ジ

ャイアン。反発するかんじ。平面と同じ。 

  かわいい(1人) 動き出しそう、動物的。 

 3.四角い形 

  がんこ (4)人) 動かないぞという意思が見える。かたそうで動かない、直線のみで男性的。

安定感があって動かなそうだから。[平面と]同じ。 

りりしい(2)直線的な線だけで構成されていたのでスマートに見えた。正方の面がパキッ 

 4.縦長の三角形 

  かわいい(1人) みがるに、あいきょうのある動きをしそう。 

  りりしい(2人) しゅっとしているから。やりの先っぽににているのでそのもっている人の 

メージ。光の反射、しゅっとしている、背が高い、やりのようだ。 

  がんこ(1人) 地面に安定して立っているというのと、高さがあることから頑固な印象を受けた

から。 

  らんぼう(1人) とがっているから。 

 上記実践の後、アンケートを取ったところ、「平面と立体とではどちらが感情イメージを思いうか
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べやすかったか」の設問には、全員が平面の方が思い浮かべやすかったと答えた。また感想・意見

の自由記述欄には以下の記述があった。 

・〔…〕立体になると奥行きが出てくるので平面のときとは違った印象になったので、それぞれの

形に感情イメージをあてはめるのが大変でした。とくに「がんこ」と「りりしい」で迷いました。 

・〔…〕この形はこうだというある程度のイメージが頭の中にしっかりあるものだと感じました。

立体にするとそれがより強調されたりする一方で、自分の思っていたのと少しズレた立体であった

りして感情イメージも変化してきたりしておもしろかったです。 

・〔…〕要素数の少なさ、多さの違いが一番関係しているのではないかと思いました。立体の方が

情報量が多く、イメージが沢山出て逆にまよってしまって、固定するのが難しかったです。 

・平面の場合は輪郭線のみで判断できるので、イメージもしやすかったが、立体になると様々な視

点から見て判断することになるので、イメージも難しかったし、人によって意見が変わっていくの

で聞いていて面白かった。平面から立体に移行するだけでかなり考えが変わる人もいたので驚いた。 

また、実践について学生と話し合った際に、次のこともわかった。学生いわく立体だと形が確定

しているので、自分の想像で操作できない。だから、ちょっとした違いが、どうしようもなく感情

イメージを決めてしまう。例えば、4.縦長の三角形は、立体では円錐であった。これがもし、四角

錐など角がある形だと感情イメージは異なってくる。あるいは、4.の立体は他の立体に比べて僅か

に小さかった。この小ささから「かわいい」とした。もしもう少し大きかったら感情イメージは違

っていた。あるいは、素材が発泡スチロールゆえに角も柔らかみが出てしまう。もしこれがもっと

鋭かったら感情イメージは違っていた、とのことであった。 

 平面だと、情報量も少なく、実在感も弱いので、自分の感情イメージに合わせて考えることがで

きる。立体だと有無を言わせずそこに在るので、今そこに在る形に合わせて、自分の頭の中の感情

イメージをあてはめるしかない。それゆえ、僅かな大きさやディテールの違いが感情イメージを大

きく左右する。また、描画で示すなどできる平面と違って、立体は実物として示さなくてはならず、

そこには素材の影響がどうしても出てくる。今回は白い発泡スチロールで示したので、柔らかい感

情イメージが全体的に加わったのではないかと思う。鉄やガラスなど異なる素材で示すと違う結果

が得られるかもしれない。 

 

４．結論 

本稿は、平面における形と立体における形からの感情イメージの想起の違いの解明に臨んだ。形

の状態について、平面では二次元的に描き示すことになり、そのものがそこに実際に在るという実

在感は弱い。立体ではそのものはそこに実際に在るのであり、実在感が強い。イメージと実在感と

はちょうど逆ベクトルの関係で、実在感がなくなるとイメージとなり、それが美的体験につながる

と考える。そして、人が思い浮かべるイメージは、一面的な像であり、多様な含みはない。平面は

一面で情報量も少ないが、立体は多様な面をもち情報量も多い。これらのことを踏まえると、平面

と比べて立体は、実在感の強さ、多様な面と情報量の多さから、感情イメージを想起しにくい傾向

にあるのではないかと推測した。どちらが良くてどちらが悪いという問題ではなく、それぞれの特

徴を把握できることで、美術指導をより意図的・計画的に進められると考える。 
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         図15  アンケート時に使用した発砲スチロール製の立体 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図16 平面図形から喚起された感情的イメージの回答例 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 平面図形から喚起された感情的イメージの回答例 2 

図 18  立体から喚起される感情的イメージの回答例 
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３ 附記―茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会 

1. 平成 22(2010)年度の活動 

 美術科部会は平成 22 年度に４回の研究会を開いた。議論の軸を前年度から継続し、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。今年度も出席者を少人数に限定して全

員が何らかの報告をし、充実した研究協議がなされるようにした。高度な研究協議も実現した。平

成22年度の開催日付と出席者は以下の通りである。 

第８回 2010年 6月 19日 高橋文子、小泉晋弥、金子一夫 

第９回 2010年７月 19日 新井大樹、有田洋子、瀬谷裕美、中川知子、新山路子、高橋、

金子 

第 10回 2010年９月 25日 小口あや、郡山真澄、有田、瀬谷、中川、日座、高橋、小泉、

金子 

第 11回 2010年 12月４日 中川、瀬谷、高橋、小泉、金子 

第 12回 2011年１月 22日 角谷由美、平戸拓也、有田、郡山、小口、中川、高橋、小

泉、金子 

2. 12月８日の附属中学校授業研究発表会で配布された 2010年度報告書の目次 

緒言―美術教育における言語的研究方法の段階                                                            

Ⅰ 平成22年度 茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会の活動            

Ⅱ 実践的研究 

 1 言語活動による絵画表現の広がりと深まりについて          小口 あや      

2 「表現主題」を明確に設定する美術科授業の実践 

－中学3年生「自己像」制作から鑑賞までの取り組み－                  中川 知子    

 3  平面と立体における感情イメージ想起の違いに関する実践的研究      有田 洋子    

Ⅲ 基礎的・原理的研究                               

4 美術教育方法論としての表現主題の言語化              金子 一夫   

5  石膏像素描の方法と表現効果－様式の歴史的変遷からの考察－         瀬谷 裕美    

   6  美術という教科の21世紀の姿をめぐって―教科内容学の主張から    小泉晋弥 

 

注 

1) 金子一夫・小口あや・鈴木敦子・中川知子「美術教育における方法論的前提としての言語―児童生徒、それぞれの

位相での言葉」『茨城大学教育実践研究』第30号、2011年、51-65頁. 金子一夫・小口あや・角谷由美・鈴木敦子「美術

教育における言語的方法の展開― 表現内容に関わる言語の機能」『茨城大学教育実践研究』第31号、2012号. 

2) 「自己像」とは筆者が従来の「自画像」制作とは異なり、鏡に映った自分の表面だけでなく内面や他者からの印象

などを再構築して制作した自分自身の像（イメージ）を制作する題材。題材名は「表そう，自分のこと」 

「心を癒すオブジェ」は，自分の心を癒すというテーマで，素材や技法は自由に選択して制作する題材。 

3) 上野行一 (監修) まなざしの共有 アメリア・アレナスの鑑賞教育に学ぶ』淡交社、2001 

 

 


