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〈キーワード〉美術史学習、アクティブ・ラーニング、対話による意味生成的な美術鑑賞、思考ツール   

  本研究は、抜本的な授業改善が求められている高等学校専門学科美術科の美術史学習に

おいて、主体的・対話的で深い学びを促す学習モデルを開発することを目的として行った

ものである。主に「対話による意味生成的な美術鑑賞」と「思考ツール」を用いて汎用性

のある美術史学習モデルを開発、授業実践を行い、ワークシート、定期考査および授業ア

ンケートを用いて生徒の学習状況を調査・分析した。その結果、生徒自身が当学習モデル

によって知識・技能及び思考力・判断力・表現力等の資質・能力の向上を実感しているこ

とが判明し、本研究で開発した学習モデルに関して一定の有用性が示唆された。 

《ユスティニアヌス帝と廷臣たち》（547，サン・ヴィターレ聖堂，ラヴェンナ）を用いた「対話による意味生成的な鑑賞」の様子（2017年 5月） 
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１．研究の動機及び目的 

 本研究の目的は、高等学校専門学科美術科の美術史学習における生徒の主体的・対話的で深い学びを促し、

これからの新しい時代に必要となる資質・能力を育成する学習モデルを開発することにある。大きな変化が

予測されるこれからの社会において、生きて働く「知識・技能」の習得、未知の状況にも対応できる「思考

力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力や人間性等」の育成などが喫緊の教育課題とされており

（文部科学省 2016１）、高等学校の専門学科美術科も抜本的な授業改善を行う必要がある。 

 

 

 現在高等学校で行われている美術史の授業は、概ね講義形式の知識習得型の授業（図１−Ａ）が中心であり、

アクティブ・ラーニング（図１−Ｂ）とは程遠い状況である。 

 若桑（1993）は「美術史は人間の歴史の重要な一部であり、人類の創造してきた世界を理解する上で欠か

せないものである。２」と述べている。この理念に基づくと、主体的・対話的で深い学びを促す美術史の学習

を通して、価値観の多様性を理解したり美術的なものの見方や考え方を深く学んだりすることが期待できる。

それは生きて働く知識の習得となり、現在身の回りにあふれているイメージの解釈や、新たなイメージの生

成にも繋がる思考力・判断力・表現力の育成に役立つものとなるであろう。これらのことから、美術史を従

来のようなコンテンツ・ベースで学習指導するのではなく、コンピテンシー・ベースによる「主体的・対話

的で深い学び」を促す学習モデルを開発し、授業実践によってその効果と有用性を検証することを目的とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ａ：講義形式（知識習得型）の授業イメージ図      Ｂ：主体的・対話的で深い学びの授業イメージ図 

  ・美術史の基礎知識を短時間で効率よく習得できる    ・美術史の基礎知識の習得には少し時間を要する 

  ・決まった知識を教師から一方的に授かる        ・対話を通して多様な見方、考え方を得られる 

  ・見方、考え方に広がりや深まりは起こりにくい     ・主体的に思考を深め、判断力や表現力を育成する 

  ・育成できる能力が生徒の持つ資質に依存される     ・協働によって全体の資質・能力向上につながる 

  ・与えられた課題で学習に取り組む場合が多い      ・生徒が自ら課題や問題を発見することができる 

  ・生徒の主体性を発揮させる場が少ない         ・生徒の主体性を発揮させる場が多数できる 
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図１ 高等学校専門学科美術科の美術史学習で求められている授業改善のイメージ図（岩佐 2019） 
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 この学習モデルは、高等学校専門学科美術科における美術史学習だけでなく、次期学習指導要領から専門

学科美術科の必履修科目となった「鑑賞研究」の学習指導や、美術科の「表現」に関わる専門科目における

発想や構想の促進、および芸術科（美術）における美術鑑賞教育の進展にも寄与できると考えている。 

 

２．研究の方法と内容 

 本研究では、主に「対話による意味生成的な美術鑑賞３（上野ほか 2002）」と「思考ツール４（黒上・小島・

泰山 2012）」を用いて、汎用性のある形で主体的・対話的で深い学びを促す学習モデルを開発した。（→2.1）

また、鑑賞学習のプロセスを４段階に分類、学習のプロセスとねらいをあらかじめ生徒に示すことで、生徒

の学習に対する目標設定と自己評価につなげていった。（→2.2）その他、「知識構成型ジグソー法５（CoREF 2009

〜）」を援用した授業実践にも取り組み、その効果と有用性についても検証した。（→2.3） 

 この研究は 2016年 4月〜2018年 3月までの２年間、大分県立芸術緑丘高等学校美術科の２・３年生を対象

に取り組んだ。2016 年度は２年生 38 名・３年生 38 名（計 76 名）、2017 年度は２年生 39 名・３年生 37 名

（計 76名）を対象に授業実践を行い、高校２年生は西洋美術史を、高校３年生は日本美術史を学習した。 

 

2.1 「対話による意味生成的な美術鑑賞」および「思考ツール」の活用を基盤とした美術史学習モデルの構築 

 「対話による意味生成的な美術鑑賞の基盤にあるのは、美術作品にまつわる歴史や作家の情報を教えるこ

とを中心とするのではなく、作品に対する自分の見方、感じ方や考え方を他者と交流し、対話を通して個々

の見方を深めたり広げたりしながら集団で意味生成することに重きを置くという考え方である。（上野 2014）

（図２）６」 

 

 

 

 
 
 

             
 

 美術史の学習では、「美術の変遷に関する学習を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、時代、民族、

風土などの相違点や共通点による表現や文化の特色等から、新たな美術文化を創造するための基礎となる資

質・能力を身に付け、受け継がれてきた伝統やそれらを背景として育まれた文化とその価値を尊重する態度

を養うことをねらいとしている（文部科学省 2018７）」。生徒一人ひとりが造形的な見方・考え方等を働か

せて作品そのものの鑑賞を深める「対話による意味生成的な美術鑑賞」は、美術史の学習における主体的・

対話的な学びを促し、新たな美術文化を創造していく基礎となる思考力・判断力・表現力等を育成する中で

学びに向かう力や人間性等を涵養し、「深い学び」につなげていくことが期待できると考えた。 

 実践校における本研究に取り組む以前の美術史の授業は、旧来より行われている知識習得型の講義形式に

よる学習が大半を占めていた。そこで、筆者が授業担当となった 2016年度の授業より、授業で学習する時代・

様式を読み解く鍵となる作品を教師の方であらかじめ１つ選定した上で、通常授業において毎時間「対話に

よる意味生成的な美術鑑賞」の時間を設定した。 

図２ 「対話による意味生成的な美術鑑賞」の基本的な授業構造（上野 2014） 
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 2016年 4月〜2017年 4月における実践では、１単位時間（＝ 50分）の導入部分にあたる 10分〜15分程

度で「対話による意味生成的な鑑賞」を行い、残りの時間は主に教師による講義を中心にした授業を実施し 

た。この期間における授業概要と１単位時間における時間配分は、次に示した表１のとおりである。 

 

 美術史上の作品を鑑賞した上で生徒の自由な発想や考察を受け止め、対話を促すこの授業形式により、生

徒たちは徐々に主体的に思考を深めるようになり、作品そのものから感じたことや考えたことを言語化し、

ワークシートに書き留めた上で発言につなげることができるようになっていった。一方的な講義形式による

単なる知識の習得にとどまらず、作品鑑賞から批判的思考力を育成することができ、作品を語る上での言語

能力の向上はもちろん、自分の考えをできるだけ正確に発言する判断力や表現力等、さまざまな形での思考

力・判断力・表現力が身に付いていった。（図３・図４） 

 

 

（※１単位時間＝５０分）  

 授業概要 時間配分 

導入 

前時の振り返り、復習 ５分 

当日に学習する時代・様式におけるキー作品を使った「対話による意

味生成的な鑑賞」 

 ① １分程度、作品をよく見る 

 ② 作品について感じたことや考えたことを、ワークシートに書き 

  入れる。（言語化する） 

 ③ ②でまとめたことをベースに作品について全体の場で意見交換 

  し、意味を付与していく 

 ④ 現時点での自分の作品解釈を簡潔な文章にまとめる 

１０分〜１５分 

 

（１分） 

（３分） 

 

（７〜１０分） 

 

（３〜５分） 

展開 教員による美術史講義（時代・様式解説） ２５分〜３０分 

まとめ 講義全体のまとめ ３〜５分 

表１ 2016年 4月〜2017年 4月に実践した、研究当初の美術史学習モデル案（岩佐 2016） 

図３ 2016年 5月の授業における３年生生徒のワークシート記入例 
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 しかし、表１の授業モデルでは、全体の場で発言できる生徒の数に限りがあり、発言する生徒が固定化さ

れていた面があった。それと同時に、授業を受けている生徒が元々持っている資質の違いによって、発揮さ

れる鑑賞の能力や言語表現力に大きな差が見られた。このことから、表１の学習モデルのままでは、授業を

受ける生徒一人ひとりの思考力・判断力・表現力等を伸長させるために必要な「対話による意味生成的な美

術鑑賞」の時間を確保できているとは言えず、授業そのものも、実質は従来までの知識習得型の授業と比べ

ても大きな変化がないと判断した。 

 そこで、授業を受けている生徒全員にとって「深い学び」につながる主体的学習活動を保障する意味で、

2017 年５月以降の実践では授業時間の多く（２５〜３０分程度）を「対話による意味生成的な美術鑑賞」に

割り当てた。また、ほぼ同じ時期に、発想や構想を可視化してアイデアを生み出したり、共有して協働的に

考えたりすることを助けるツールである「思考ツール」をワークシートに採用した。「思考ツール」の活用

は、鑑賞時の生徒の思考を可視化することで、教師が生徒の学習プロセスを客観的に評価することが可能に

図４ 2016年 12月に実施した２学期期末考査における３年生生徒のメモおよび答案記入例 
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なるとと考えた。それと同時に、生徒自身が自らの思考を構造的に俯瞰できることから、作品や美術史に対

する論理的思考力や批判的思考力、生徒自身のメタ認知能力等の育成にもつながると考えた。 

 改変した授業モデルの概要と１単位時間における時間配分は、次に示す表２のとおりである。 

 表１の開発当初の学習モデル案から表２の学習基本モデルへの変更点は、次の表３のとおりである。 
 

比較項目 表１の学習モデル案（2016.4〜2017.4） 表２の学習基本モデル(2017.5〜2018.3) 

鑑賞の時間 １０分〜１５分 ２５分〜３０分 

① 

鑑賞における 

対話の形式 

全体の場での、教師のナビゲーション

とリレーションによる対話 

全体の場での、教師のナビゲーションとリレ
ーションによる対話 
  ↓ 
個別の、生徒同士の対話（フリートーク） 
  ↓ 
全体の場での、教師のナビゲーションとリレ
ーションによる対話 

② 

鑑賞ワークシート 

作品を見て思考・判断したことのメモ 

（箇条書き等、記述形式は自由） 

題材に合わせて教師が選定した思考ツール 
  ＋ 
作品鑑賞文 

③ 

講義内容の学習 
教師作成のレジュメ（穴埋め形式） 

生徒判断による授業メモ（フリースタイル） 
  ＋ 
教科書を活用した自宅復習（フリースタイル） 

④ 

生徒の振り返り 
無し 

「鑑賞学習のプロセス、ねらい」を用いた 

「事実確認／真実発見／意味付与／価値形

成」での４段階評価（→2.2） 

（※１単位時間＝５０分）  

 授業概要 時間配分 

導入 前時の学習の振り返り／「鑑賞学習のプロセス、ねらい」の確認 ３分 

活動１ 

当日に学習する時代・様式におけるキー作品を使った「対話による意味生

成的な鑑賞」 

 ① １分程度、作品をよく見る 

 ② 「思考ツール」を使って、作品について感じたことや考えた 

  ことを可視化（言語化）する 

 ③ ②でまとめたことをベースに作品について全体の場で意見 

  交換し、意味付与していく 

 ④ 近くの座席の生徒同士で意見交換する（フリートーク） 

 ⑤ ④で出てきた意見を中心にもう一度全体で意見交換する 

 ⑥ 現時点での自分の作品解釈を簡潔な文章にまとめる 

２５分〜３０分 

 

（１分） 

（３〜５分） 

 

（７〜１０分） 

 

（５分） 

（５〜７分） 

（３〜５分） 

活動２ 教員による美術史講義（時代・様式解説） １０分〜１５分 

活動３ キー作品の再鑑賞／講義前と比較しての思考の変化の確認 ５分 

まとめ 学習の振り返り／「鑑賞学習のプロセス・ねらい」を使った生徒自己評価 ２分 

表２ 「対話による意味生成的な鑑賞」を基盤に置いた美術史学習基本モデル（岩佐 2017） 

表３ 開発した学習モデルにおける、2016年度から2017年度にかけての大きな変更点 
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 まず、鑑賞における対話の形式を一斉指導における教師のナビゲーションとリレーションのみで行うので

はなく、生徒同士で対話を深めるフリートークを間に設定した（表３−①）。そのことにより、生徒全員が主

体的・協働的に鑑賞に取り組むように変化した。フリートーク後の教師主導のナビゲーション・リレーショ

ンによる「対話による意味生成的な美術鑑賞」の時間においても、生徒が自らの考えを持った上で話に耳を

傾けているので、より深く学習に取り組む姿勢が見られた。 

 実際の事例として、２年生の西洋美術史で新古典主義を学習した際、ベルギー王立美術館所蔵のジャック

＝ルイ・ダヴィッド作《マラーの死》（図５）を主な鑑賞作品として設定し、参考用の比較作品としてナン

ト美術館所蔵のポール・ボードリー作《シャルロットコルデー》（図６）を用いて「対話による意味生成的

な美術鑑賞」を行った 2017年 9月の授業実践記録８を掲載する。 

（１分間、《マラーの死》をじっくりと鑑賞する） 

教 師：１分経ちました。何が描かれているか、事実確認・事実発見からしていきましょう。何が描かれ 

    ていますか？ 

生徒Ａ：手紙を書きかけている。 

教 師：どの部分からそう思ったの？ 

生徒Ａ：人が紙を持って、その紙には何かが書かれていて、羽根の、昔の筆みたいなものを持って、他に 

    もメモみたいなものがあるし、手紙か何かを書こうとしていると思った。 

教 師：手紙を書きかけているんじゃないかって意見ですね。他はどうかな？ 

生徒Ｂ：上半身しかわからないけれど、裸で、頭にタオルみたいな布が巻いてあるので、お風呂場かな？ 

教 師：お風呂場？ 

生徒Ｂ：バスタブ… 

教 師：なるほど、裸で、タオル巻いてて…なるほど。 

生徒Ｂ：えっと、その人の身体に血が出ていて 

教 師：どこ？ 

生徒Ｂ：血が出ているかどうかわからないのですが、血のようなものがついていて、手に羽根ペンを持っ 

    ているから、それで刺したのかな？とも思ったのですが、下にナイフみたいなものがあって、そ 

    れで刺したのかな？と思いました。 

教 師：ふむふむ。血が出ている、ナイフがあって、刺したのかな？と。（挙手した別の生徒を指名して） 

    はい、どうぞ。 

生徒Ｃ：風呂場で手紙を書いている途中かと思ったのですけれど、普通、風呂場に布ってあまりかかって 

    いないから、この時代がどうだったのかはわからないけれど、風呂場に置く板の上に温かそうな 

    そうな良い物とかがあって、普段上質な暮らしをしている人ではないかと思った。 

教 師：なるほどね。他にないかな？ 

（しばらく沈黙） 

教 師：意見が出なくなったら、みんなで分析タイムですね。近くの人と話し合ってみてください。（し 

    っかりと作品を鑑賞するために）前に出てきても構いませんよ。 

（５分程、近くの座席の人と話し合う。教室全体がにぎやかになる。「風呂場っぽいよね」「カプセル 

 ベッドみたいだ」「手紙があるからさ…」「死んでる」「殺人事件かよ」「血たまってんじゃん」 

「やばい、つながった！」といった声があがってくる。） 
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図５  

Jacques-Louis David（1793）《マラーの死》 

165×128cm、キャンヴァスに油彩、 

ベルギー王立美術館、ブリュッセル 

教 師：はい、じゃあ時間になりましたので席に戻ってください。意見のある人？ 

生徒Ｄ：殺されたのかなぁ？ 

教 師：殺された。どうしてそう思ったの？ 

生徒Ｄ：普通、自殺するんだったら自分でナイフを持っているけれど、両方とも手がふさがっているし、 

    首吊りした訳でもないし、だから殺されたのかな？と思った。 

教 師：そうした根拠で殺されたと思ったのね。他には？ 

生徒Ｅ：最初、ぱっと見た時に感じた印象が棺桶かな？と。 

教 師：なるほど。バスタブって意見もあったけど、棺桶かなと思ったのね。他にある？ 

生徒Ｆ：どこかはわからないけれど、そういう風呂に入るって風習があるって聞かないから、風呂場では 

    ないのかな？と思った。 

教 師：風習ではないだろうということで、風呂場じゃないと思ったってことね。なるほどね。はい、次 

    どうぞ。話し合ったことを教えてね。 

生徒Ｇ：ベッドなんですけど、何て言うか、柵付きのやつ？ 

教 師：病人とかが寝ているやつ？ 

生徒Ｇ：それです。 

教 師：あ、それ？ 

生徒Ｇ：ご飯食べる用のやつ… 

教 師：ああ、病院の患者さんがご飯食べる時に使っているやつ？ 

図６  

Paul Baudry（1860）《シャルロット・コルデー》 

203×154cm、キャンヴァスに油彩 

ナント美術館 
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生徒Ｇ：あれに布を置いて書いているのかな？って思った。 

教 師：あ〜、そういう風な意見なのね。そういう、具体的な場面設定が出てきたのね。 

生徒Ｈ：Ｇさんと同じ意見なんですけど、病院のベッドで、そこで病人みたいな感じで、生きるのが疲れ 

    たみたいな感じで… 

教 師：病院とか病人とかいう話が出てきたけど、何でこの人が病人だって思ったの？ 

生徒Ｈ：ベッドがそういうベッドで… 

教 師：ベッドの形からそう思ったのね。 

生徒Ｂ：病人って訳ではなく、たまたまそういう形のベッドがあるのかな？って思った。 

教 師：なるほどねぇ。 

生徒Ｉ：インクをつけようとして、何か力尽きたみたいな感じがする。寿命が来て何か書き残しているの 

    か、それとも殺されて、ダイイングメッセージみたいなものなのか… 

教 師：ダイイングメッセージ！ う〜む、事件性が出てきましたね。 

生徒Ｊ：笑っているように見える。 

教 師：笑っているように見える？ 

生徒Ｊ：結構安らかな感じで目を閉じている。 

生徒Ｋ：頭にタオルを巻いていて、お風呂場で自殺で、遺言を書いているのかと思った。 

教 師：自殺説と他殺説が出てきましたね。では、少し、この絵に関する見方や考え方を広げようと思い 

    ます。この絵は実際にあった話を絵にしているのですが、この絵とは違った視点で描かれている 

    絵をもう１枚、紹介します。 

（図６《シャルロット・コルデー》を図示。生徒たちから「ん？」「お？」といった反応が返ってくる）

教 師：これ、実は同じシーンです。この二つの絵を並べてみて、事実確認からもう少し広げて、価値形 

    成まで進めていきたいですね。どうかな？ 

生徒Ｌ：まずお風呂場。そこに布が敷いてあるのが、その人が感染病か何かで、お風呂に次の人が入った 

    らその人の病気がうつってはいけないから布を敷いてる。 

教 師：なるほど、布の意味があるのね。他にあるかな？ 

（生徒は沈黙） 

教 師：では、これは自殺か、他殺か？ どっちと思う？ 挙手で聞いてみよう。 

    自殺と思う人、手を上げて？（数名挙手） はい、何人かいますね。 

    では他殺と思う人？ 殺人事件と思う人…（多数が挙手） なるほど。 

（２枚の絵を見せて）こっちとこっち、同じシーンだけど、主役の違いってわかる？ 

    こっちの絵（＝図６）は誰が主役？ 

生徒Ｃ：女性 

教 師：どうしてそう思った？ 

生徒Ｃ：光の当たり具合 

教 師：うん、そうなんですよね。そういう、絵の描き方の表現もあるのかなと。 

    もう少し話を詰めたいところなのですが、今の段階で自分がどう思うのか、こちら側（＝図５ 

    《マラーの死》）に関する解釈を書いてみましょう。 

（ワークシートへ作品解釈を記入。記入後、新古典主義の講義開始。） 

［※この鑑賞学習の動画は、次の URLにて限定公開している。https://youtu.be/IRm7WqNFY1k ］ 

https://youtu.be/IRm7WqNFY1k
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 先に開発した表１の学習モデル案における

一斉指導での教師のナビゲーションとリレー

ションのみで「対話による意味生成的な美術鑑

賞」を行っていた際は、「発言の多様化」や「ゆ

さぶり」、「掘り下げ」等、ナビゲーションや

リレーションにおける教師の発問や指導、支援

の力量に依存するところが大きく、短い時間の

中では生徒同士での対話による意見の練り上

げや意味生成がなかなかうまくいかないこと

が多かった。また、意見発表する生徒が特定の

人物に偏ることが多くなりがちで、多くの課題

があった。 

 2017年5月に表２の学習基本モデルへ改変し

たが、全体の場での意見交換の間に生徒同士の

フリートークを入れたことで、全員が確実に授

業に主体的に参加することができ、一人ひとり

が確実に自分の考えを持った上で授業に参加

することができるようになった。 

 フリートークとほぼ同時期に始めたワー

クシートの思考ツールへの記述（表３−②、

図７、図８）は、作品のどの部分から何を考え

たのか、生徒自身の思考を確実に可視化させる

ことができる。そのため、思考ツールを使って

自分の考えを意識的にメモしていった生徒に

ついては、この学習基本モデルを繰り返し体験

していく中で、作品のどこから何を思考・判断

したのか明確に根拠を示すことができるよう

になり、一定のレベル以上の作品鑑賞文が作成

できるようになっていった（図７、図８：作品

鑑賞文）。逆に、思考ツールによる思考の可視

化を積極的に行わなかった生徒については、対

話による鑑賞の場での思いつきによる発言は

できるものの、後で自らの考えを作品鑑賞文に

まとめる能力の向上にまでは到らなかった。そ

うしたことから、思考の可視化は生徒の言語活

動の資質・能力向上にとって非常に重要なプロ

セスであると考える。 

 

図７ ２年生、授業時に作成したダヴィッド作《マラーの死》 

   のイメージマップと作品鑑賞文の例 

 

図８ ３年生、平等院所蔵《雲中供養菩薩像》の 

   作品鑑賞ワークシート例 
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 さらに、自分の考えは鉛筆やシャープペンシル等で、他者の考えは色ペンを使い、色を変えて区別した上

で記録を取るように指導をし、対話を通して自らと他者の見方・考え方を比較・検証できる形にした。その

結果、対話における関係性も含まれた形で生徒の思考のプロセスがさらに明確に可視化できるようになって

いった（図８：イメージマップ）。 

 「対話による意味生成的な美術鑑賞」後に行う美術史の講義で配布するプリントについても、旧学習モデ

ル案では、従来の美術史学習のように、重要用語の穴埋め形式による教師作成授業レジュメを配付して講義

に取り組んでもらっていた。しかし、改変した学習基本モデルでは、生徒の思考や判断による授業メモおよ

び自宅復習ができるように、図示を活用した記入を促したプリントを配布する形に大幅変更した（図９）。

講義で使用するプリントを生徒が主体的に学習、記録できる形式に変更したことにより、生徒が自らの視点

で美術史についての考えをまとめることができるようになったと同時に、講義の復習として自宅学習をする

機会が増え、基本的な知識の定着にもつながる結果になった。 

 

 

 

 

 

 こうして、表２の学習基本モデルを通常の授業として繰り返し学習体験を重ねていくことで、作品そのも

のから生徒が主体的に時代の特徴や様式を発見することができるようになり、美術史の学習に対して探究的

に取り組めるようになった。また、生徒の美術史に対する思考力・判断力・表現力等は確実に向上していき、

作品批評に対する基本的な思考ルーチンも定着していった。 

図９ 美術史講義で配布したプリント（左：2016年度〜レジュメ形式、右：2017年度〜生徒主体での記述） 
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2.2 「鑑賞学習のプロセス・ねらい」の提示 

 生徒の能動的な「深い学び」を実現させるために、鑑賞学習の

４段階のプロセスを美術史学習のねらいとして明確にまとめ、ポ

スターにして授業の際に掲示した。（図１０） 

 学校現場では、「指導と評価とは別物ではなく、評価の結果に

よって後の指導を改善し、さらに新しい指導の成果を再度評価す

るという、指導に生かす評価を充実させる「指導と評価の一体化」

が重要である（文部科学省 2000）９」と言われている。 

 従来の美術史の授業は、教師からの一方的な講義形式の授業で

ある他にも、学期末や学年末等の定期考査での事後評価に終始し

たものが多く、学習評価が生徒の具体的な学習改善にはつながっ

ていないという課題があった。そうした背景を踏まえ、「指導と

評価の一体化」の観点から生徒の学習改善につながる授業にする

ために、学習目的を明確にして提示し、生徒と教員が共通の目標

を持って授業に向き合えるように学習環境を整えることを考え、

ポスターを作成した。 

 この「鑑賞学習のプロセス・ねらい」を作成する際のヒントにしたのは、ニューヨーク近代美術館（MoMA）

で実践されている IBA（Inquiry Based Appreciation／探究型鑑賞）の基本的な４段階（図１１）１０である。

これは「対話による意味生成的な美術鑑賞」の基本形とも同じである。 

 

 「対話による意味生成的な美術鑑賞」は、

作家の意図や作品を巡るエピソード・特定の

象徴的意味といった情報を遮断して鑑賞す

るＶＴＳ（ヴィジュアル・シンキング・スト

ラテジー）とは違い、美術史で学ぶべき知識

や情報の提供を行っても構わない１１。学習指

導要領に基づいた科目の目標や評価の４観

点に照らし合わせた上で指導計画を作成し、

「対話による意味生成的な美術鑑賞」をベー

スにした美術史の学習を行うことは、「生き

て働く知識・技能の習得」「思考力・判断力・      図１２ 学習指導要領改定の考え方１２ 

 第１段階：よく見ること｜Observation 

 第２段階：言葉にすること｜Description 

 第３段階：他者の意見を聞き、意見交換の中で解釈を進めていくこと｜Interpretation 

 第４段階：美術の世界だけでなく、見ている私たちの日常につなげていくこと｜Connection 

 

図１１ ニューヨーク近代美術館（MoMA）で実践されている 

        IBA（Inquiry Based Appreciation／探究型鑑賞）の基本的な４段階（上野 2014） 

図１０ 鑑賞学習のプロセス・ねらい（岩佐 2017） 
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表現力の育成」「学びに向かう力・人間性の涵養」といった「育成すべき資質・能力の三つの柱」を中心に

した学習指導要領改訂の考え方（図１２）にも合致すると考えた。 

 ただ、実際に授業の中で MoMAの IBAの 4段階（英単語）を学習のねらいとしてそのまま生徒に提示するの

は、生徒の実態を考えると、目的の理解を促すのが難しいことが予想された。そこで、MoMAの IBAの４段階

と構造が非常に似ている桑田（2016）の「問いのタイプ」（表３）を参考に、「鑑賞学習の４段階のプロセ

ス・ねらい」を作成した。この「問いのタイプ」は、視覚や聴覚・音感等、感覚的にすんなりと受け入れる

ことができるような覚えやすい言葉であるため、美術史の授業における鑑賞学習の基本的な４段階のプロセ

スを生徒にルーチンとして定着させることができると考えた。 

 

タキソノミー 
のレベル 

問いの 
レベル 

問いの 
タイプ 

問いの意味 

記憶 レベル１ 事実確認 事実の存在の確認、単純なYes／Noを求める問い 

理解 レベル２ 事実発見 事実確認だけでなく、事実を発見するための問い 

応用・分析 レベル３ 意味付与 
事実確認、事実発見だけではなく、何らかの意味づけを見いだ

す（分析する）ための問い 

評価・創造 レベル４ 判断形成 
事実確認や発見、意味付与だけでなく、妥当性や信ぴょう性な

ど、判断や意味形成（創造）が伴う問い 

１３（※内容は一部抜粋） 

 

 当初は、桑田の「問いのタイプ」における四字熟語を「鑑賞学習のプロセス・ねらい」の中に全部引用す

ることも検討した。しかし、「対話による意味生成的な美術鑑賞」の学習の特性を踏まえ、以下の２点につ

いて考慮した結果、桑田の見解は参考とするまでに留めた。 

（１）レベル２の「事実発見」という語が「対話による意味生成的な美術鑑賞」の実態に合わない。 

 事実は客観的なものであり誰にとっても確かなものだが、「わたしにとっての確かなもの」は感情や判断

が入っているので事実ではない。感じたことや考えたことを言葉にする活動はあくまでも主観的であり、「真

実」という言い方をするのが一般的である。そこで、「事実」という言葉はこの学習活動では合わないと判

断し、「真実発見」という表現に変更した。 

（２）レベル４の「判断形成」は、「価値形成」にした方が

「対話による意味生成的な美術鑑賞」の実態に合っている。 

 「対話による意味生成的な美術鑑賞」の中でも判断をする

場面は当然存在する。しかし、ある意味、「判断」はどの段

階で行われており、「判断形成」にすると第４段階だけが「判

断」するものだと誤解をされる可能性があると考えた。大切

なのは、美術の世界だけでなく、歴史や社会・自らの日常に

つなげることである。生徒たちが個々の状況に応じて課題発

見、探究し、新たな問いや価値を創造してもらいたいと考え、

「価値形成」という表現に変更した。 

表３ 「問い」のレベル：何を考えるのか（桑田 2016） 

） 

 

図１３ 授業におけるポスター掲示の様子 
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 以上のような経過を経て出来上がった「鑑賞学習のプロセス・ねらい」のポスターは毎時間の授業で黒板

に掲示、生徒と教師の間で学習目的を共有するために使用した。（図１３） 

 こうして美術史の授業における学習のねらいが明確になったことで、生徒は目的を明確に持った上で授業

に臨むことができるようになったと同時に、自らが学習過程のどの段階にいるかを自己評価することができ

るようになった。このポスターを通して、美術の世界だけでなく歴史や社会、自らの日常につなげて思考す

るという美術史学習の見方・考え方を示したことで、個々の状況に応じた課題発見、探究につながり、生徒

たちの美術史学習に対する意識も変化していった。 

 

2.3 知識構成型ジグソー法 

 「知識構成型ジグソー法は東京大学 CoREFが独自

に開発した協調学習で、生徒に課題を提示し、課題

解決の手がかりとなる知識を与えて、その部品を組

み合わせることによって答えを作りあげるという活

動を中心にした授業デザインの手法である。（CoREF 

2015）１４」短い時間で３つの部品を効率的に取り扱

うことができ、個人の見方・考え方を保障する形で

深く学習できるこの方法は、関わり合いを通して一

人ひとりが学びを深めることができるという点で優

れている。この手法を援用し、美術史における様式   図１４ 知識構成型ジグソー法の構造（江本 2015）１５ 

や美術作品、芸術家、作品が生み出された時代背景等について、

創造的に鑑賞・思考・判断したことを自分の言葉で説明したり、

他者の説明に耳を傾けたりする活動を通して、造形的な見方・考

え方を働かせ、専門的な美術に関する資質・能力を育成すること

が期待できると考えた。実際には 2016年は印象派で実践した。

また、2017 年には知識構成型ジグソー法と「対話による意味生

成的な美術鑑賞」を合わせた形で、彫刻家コンスタンティン・ブ

ランクーシにスポットを当てた探究学習を実践した。（図１５） 

 いずれの授業においても、作品そのものから思考・判断したこ

とと、与えられた資料を元に思考したことの両方を活用して、生

徒全員が確実に主体的に対話を深めることができ、必然的な形で

協調学習を行うことができた。しかし、この手法は松下(2016) 
１６により「知識の分割と、対応する教材の開発が難しく、適用

される授業が限定される」というデメリットが指摘されている。

また、教材開発・資料作成に関わる教員の負担もかなり大きい。

よって、この知識構成型ジグソー法については、「対話による意

味生成的な美術鑑賞」のように通常授業で日常的に援用するので

はなく、生徒の実態に合わせて適切な題材を選定した上で、不定

期に取り組むのが望ましいと考える。 

図１５ ２年生のジグソー法授業風景 

    （上：2016年、下：2017年） 
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３．成果と課題 

 本研究の成果は、授業中のワークシート、定期

考査及び授業アンケートを用いて、生徒の学習状

況や学習に対する実感度を調査・分析した。 

 右の図１６、図１７、図１８は、2017年 9月に

実施した授業アンケートの結果である。これらの

結果から、生徒は本研究で開発した美術史学習モ

デルの有用性と自身の「資質・能力」向上を実感

していることが示された。 

 また、定期考査で美術鑑賞文問題や作品展企画

の問題を出題して生徒の思考力・判断力・表現力

の変化を確認したところ、文章表現力や批判的思

考力、作品に対する意味生成力等が向上しており、

学習に対する生徒の実感を裏付ける結果を見て

取ることができた。（図１９） 

 本研究をふりかえって見えてきた課題は、次の

四点である。①今回開発した学習モデルはあくま

でも専門学科美術科の高等学校における美術史

学習モデルに過ぎない。できるだけ多くの高等学

校でも活用できるよう、汎用性の高い学習モデル

に改変する必要がある。②思考ツールによる思考

の可視化の有効性が示唆されたので、「対話によ

る意味生成的な美術鑑賞」により適した思考ツー

ルと学習プログラムについて、さらに研究を進め

ていく必要がある。③生徒の学習状況をより正確

に把握して、個に応じた指導の充実を図るために

評価規準を見直し、指導と評価の一体化が進むよ

うに改善を図る必要がある。④学習内容の特性を

考慮して、国語科や地歴科等といった他教科と教

科横断的な授業連携を図ると同時に、鑑賞題材に

応じて地域の美術館や社会と連携を進めるべき

である。 

 本論の最後に、美術史学習カリキュラム編成事

例（資料１）と「対話による意味生成的な美術鑑

賞」の鑑賞題材および使用思考ツール設定例（資

料２）を添付する。これらを、専門美術科高等学

校の美術史学習実践の参考にしてもらえれば幸

いである。 

0

0

13

22

0

0

27

11

全然役に立たない

あまり役に立たない

ある程度役に立つ

非常に役に立つ

２年生（39名中、38名回答） ３年生（37名中、35名回答）

図１６ 生徒の美術史学習モデルの有用性実感度（2017.9） 

5

25

7

4

24

21

学びに向かう力・人間性

思考力・判断力・表現力

知識・技能

２年生 ３年生 （複数回答可）

図１７ 授業で身に付くと生徒が実感した資質・能力(2017.9） 

・作品をしっかり見て鑑賞文を書いたり意見を発表したりす

ることで、伝える力がついていると思う。（２年） 

・生きる上での困った時などの考え方、物の見方の方法など

が身に付いている実感はあります。（３年） 

・美術以外のことであっても、周辺にある事実からものを解

釈し、本当の意味や自分なりの考えをはっきりさせていく

力。美術がどれほど私たちの生活に影響を与え、生活に密

着したものなのかに気付ける力。（３年） 

・何か新しいものを創る力で、歴史を学ぶことは重要だ。作

品を学ぶというより、その時代の人の思想について考える

ことで、私も作品を作る時に私自身の思想のまとめ方もで

きるようになった。（３年） 

図１８ 授業アンケート、記述部分の生徒回答（抜粋） 

図１９ ３年生 卒業考査の答案（2018.1月実施） 
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資料１ 

            （岩佐  
2017-18） 

 

 
 

西洋美術史・日本美術史の学習カリキュラム編成事例（各１単位、計２年間で履修した場合） 
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資料２ 

            （岩佐 
2017-2018） 

 

 【西洋美術史】 

 時代・様式 鑑賞題材（作品名／作者名） 所蔵 参照先 思考ツール 

２

年

生

（

西

洋

美

術

史

） 

１

学

期 

原始・メソポタミ
ア・エジプト 

《ウルのスタンダード》
（戦争） 

貝殻・ラピスラズ

リ・赤い石灰岩・チ

ャン、BC2500頃、ウ
ル出土、大英博物館、

ロンドン 

https://www.britishmuseum.org/rese

arch/collection_online/collection_

object_details/collection_image_ga
llery.aspx?assetId=12550001&object

Id=368264&partId=1 

クラゲチャート 

ギリシア・ローマ 《ラオコーン》 

大理石、BC40〜BC30
頃、ローマ出土、ヴ

ァティカン美術館、

ローマ 

http://www.museivaticani.va/conten
t/museivaticani/en/collezioni/muse

i/museo-pio-clementino/Cortile-Ott

agono/laocoonte.html 

クラゲチャート 

ビザンティン・初
期中世 

《ユスティニアヌス帝
と廷臣たち》 

モザイク、547、サ

ン・ヴィターレ聖堂、
ラヴェンナ 

https://www.ravennamosaici.it/basi
lica-di-san-vitale/ 

クラゲチャート 

ロマネスク・ゴシ
ック 

《シャルトル大聖堂》 
1194〜1260、シャル
トル 

http://www.cathedrale-chartres.org
/architecture-cathedrale-chartres 

イメージマップ 

初期ルネサンス 
ジョット・ディ・ボンド

ーネ《ユダの接吻》 

フレスコ、1304〜06、

スクロヴェーニ礼拝

堂、パドヴァ 

https://commons.wikimedia.org/wiki

/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_

Kiss_of_Judas.jpg 

ベン図（タウル

のサン・クレメ
ンテ教会後陣フ

レスコ壁画《栄

光のキリスト》
との比較） 

盛期ルネサンス 
レオナルド・ダ・ヴィン
チ《最後の晩餐》 

油性テンペラ、1495

〜98、サンタ・マリ
ア・デッレ・グラツ

ィエ教会、ミラノ 

https://commons.wikimedia.org/wiki

/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-151
9)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).j

pg 

Ｙチャート（ジ

ョットおよびギ

ルランダイオに
よる《最後の晩

餐》との比較） 

２

学

期 

北方ルネサン

ス・マニエリスム 

ヤコポ・ダ・ポントルモ 

《十字架降下》 

板・油彩、1526〜28

頃、サンタ・フェリ

チタ教会、フィレン
ツェ 

https://commons.wikimedia.org/wiki

/File:Jacopo_Pontormo_004.jpg 
イメージマップ 

バロック 

ミケランジェロ・メリ

ジ・ダ・カラヴァッジョ
《聖マタイの召命》 

キャンヴァス・油彩、

1599〜1600、サン・

ルイジ・ディ・フラ
ンチェージ教会、ロ

ーマ 

https://commons.wikimedia.org/wiki

/File:Caravaggio_-_La_vocazione_di
_San_Matteo.jpg 

イメージマップ 

ロココ 

ジャン＝アントワー

ヌ・ヴァトー《シテール
島への巡礼》 

キャンヴァス・油彩、

1717、ルーヴル美術
館、パリ 

http://cartelen.louvre.fr/cartelen

/visite?srv=obj_view_obj&objet=car
tel_10166_62588_EL090524.jpg_obj.h

tml&flag=true 

イメージマップ 

新古典主義 
ジャック＝ルイ・ダヴィ

ッド《マラーの死》 

キャンヴァス・油彩、

1793、ベルギー王立

美術館、ブリュッセ
ル 

https://www.fine-arts-museum.be/fr

/la-collection/jacques-louis-david
-marat-assassine 

イメージマップ 

ロマン主義 

ウジェーヌ・ドラクロワ 

《民衆を導く自由の女

神》 

キャンヴァス・油彩、

1830、ルーヴル美術

館、パリ 

http://cartelen.louvre.fr/cartelen

/visite?srv=obj_view_obj&objet=car

tel_22746_74864_RF129_001.jpg_obj.
html&flag=false 

ベン図（《マラ

ーの死》との比

較） 

写実主義・自然主

義 

ギュスターヴ・クールベ 

《オルナンの埋葬》 

キャンヴァス・油彩、

1849〜50、オルセー
美術館、パリ 

https://www.musee-orsay.fr/fr/coll

ections/catalogue-des-oeuvres/noti

ce.html?no_cache=1&nnumid=000924&c
Hash=06b6746da3 

ベン図（《マラ

ーの死》および

《民衆を導く自
由の女神》との

比較） 

印象主義 

ピエール＝オーギュス

ト・ルノワール《ムーラ
ン・ド・ラ・ギャレット

の舞踏会》 

キャンヴァス・油彩、

1876、オルセー美術
館、パリ 

https://www.musee-orsay.fr/fr/coll

ections/catalogue-des-oeuvres/noti
ce.html?no_cache=1&nnumid=000497&c

Hash=d4c03c9c36 

同心円チャート 

 

 

美術史学習「対話による意味生成的な鑑賞」の鑑賞題材・使用思考ツール設定例 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=12550001&objectId=368264&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=12550001&objectId=368264&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=12550001&objectId=368264&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=12550001&objectId=368264&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=12550001&objectId=368264&partId=1
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/laocoonte.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/laocoonte.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/laocoonte.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/laocoonte.html
https://www.ravennamosaici.it/basilica-di-san-vitale/
https://www.ravennamosaici.it/basilica-di-san-vitale/
http://www.cathedrale-chartres.org/architecture-cathedrale-chartres
http://www.cathedrale-chartres.org/architecture-cathedrale-chartres
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacopo_Pontormo_004.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacopo_Pontormo_004.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_La_vocazione_di_San_Matteo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_La_vocazione_di_San_Matteo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_La_vocazione_di_San_Matteo.jpg
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_10166_62588_EL090524.jpg_obj.html&flag=true
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_10166_62588_EL090524.jpg_obj.html&flag=true
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_10166_62588_EL090524.jpg_obj.html&flag=true
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_10166_62588_EL090524.jpg_obj.html&flag=true
https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/jacques-louis-david-marat-assassine
https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/jacques-louis-david-marat-assassine
https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/jacques-louis-david-marat-assassine
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_22746_74864_RF129_001.jpg_obj.html&flag=false
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_22746_74864_RF129_001.jpg_obj.html&flag=false
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_22746_74864_RF129_001.jpg_obj.html&flag=false
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_22746_74864_RF129_001.jpg_obj.html&flag=false
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000924&cHash=06b6746da3
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000924&cHash=06b6746da3
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000924&cHash=06b6746da3
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000924&cHash=06b6746da3
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000497&cHash=d4c03c9c36
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000497&cHash=d4c03c9c36
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000497&cHash=d4c03c9c36
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000497&cHash=d4c03c9c36
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  時代・様式 鑑賞題材（作品名／作者名） 所蔵 参照先 思考ツール 

２

年

生

（

西

洋

美

術

史

） 

２

学

期 

ポスト印象主義 
ポール・セザンヌ 

《りんごとオレンジ》 

キャンヴァス・油彩、

1899、オルセー美術

館、パリ 

https://www.musee-orsay.fr/fr/collec

tions/catalogue-des-oeuvres/notice.h

tml?no_cache=1&nnumid=001470&cHash=5
f4b351825 

くま手チャート 

世紀末芸術 
エドヴァルト・ムンク 

《叫び》 

厚紙・テンペラ・ク

レヨン、1893、オス

ロ国立美術館 

http://www.nasjonalmuseet.no/en/coll
ections_and_research/our_collections

/edvard_munch_in_the_national_museum

/The+Scream,+1893.b7C_wljU1a.ips 

クラゲチャート 

フォーヴィズ

ム、キュビズム、

未来派 

アンリ・マティス 

《赤い調和・赤い室内》 

キャンヴァス・油彩、

1908、エルミタージ

ュ美術館、サンクト
ペテルブルク 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/

portal/hermitage/digital-collection/

01.%20paintings/28389/!ut/p/z1/04_Sj
9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNn

Q28_J1NXQwc_YMCTIOc_dwNDE30w8EKDHAAR

wP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQW
JKhm5mXlq8fYWCop1CQmJlXkpmXXqwfYWRhb

GEJdEsUmmme3uZA00JMPfz9w5yNnE2gCvC4J

7ioVL8gNzSiysfDIMvEUREA_W0t5g!!/dz/d
5/L0lKQSEvUUt3TS80S0khL2Vu/?lng=en 

クラゲチャート 

現代アート特別

授業 

アルフレッド・スティー

グリッツ撮影《泉》（マ

ルセル・デュシャンによ
るレディメイド） 

ゼラチンシルバープ

リント、1917、フィ

ラデルフィア美術
館、アメリカ 

https://www.philamuseum.org/collecti

ons/permanent/51731.html?mulR=512141

857|6 

イメージマップ 

ダダ、シュルレ
アリスム、抽象

絵画、エコー

ル・ド・パリ 

サルヴァドール・ダリ 

《記憶の固執》 

キャンヴァス・油彩、
1931、ニューヨーク

近代美術館、アメリ

カ 

https://www.moma.org/collection/work
s/79018?classifications=any&date_beg

in=Pre-1850&date_end=2019&locale=ja&

page=1&q=Dali&with_images=1 

Ｙチャート 

３

学

期 

近代・現代彫刻、

バウハウス、戦
中・戦後 

アルベルト・ジャコメッ

ティ《ディエゴの胸像》 

ブロンズ、1954−55、

ブリヂストン美術館 

https://www.fondation-giacometti.fr/

en/database/181096/bust-of-diego-fla
thead 

マンダラート 

抽象表現主義、

ネオ・ダダ、ポ
ップ・アート 

アンディ・ウォーホル 

《マリリン》 

シルクスクリーン、1

967、ニューヨーク近
代美術館、アメリカ 

https://www.moma.org/collection/work

s/61240?artist_id=6246&locale=ja&pag
e=2&sov_referrer=artist 

マンダラート 

コンテンポラリ

ー・アート 

ロバート・スミッソン

《スパイラル・ジェティ

（螺旋状の突起）》 

土砂・岩石・塩、197
0、グレートソルト

湖、アメリカ・ユタ

州 

https://goo.gl/maps/5H2scGQ48sdCboAk

8 

（Googleストリートビューで表示可能） 

イメージマップ 

ギルバート＆ジョージ 

《歌う彫刻》 

ソナベンド・ギャラ
リーでのパフォーマ

ンス、1971、ニュー

ヨーク 

https://www.youtube.com/watch?v=CsuH

pi2gcGY 

ジョセフ・コスース 

《１つと３つの椅子》 

木製折りたたみ椅

子・椅子の写真・椅

子の定義文の拡大写
真、1965、ニューヨ

ーク近代美術館 

https://www.moma.org/collection/work

s/81435?artist_id=3228&locale=ja&pag
e=1&sov_referrer=artist 

チャック・クロース 
《リンダ》 

キャンヴァス・アク

リル絵具・鉛筆、197
5〜76、アクロン美術

館、アメリカ・オハ

イオ州 

https://akronartmuseum.org/collectio
n/Obj1715?sid=1&x=57183 

 

 【日本美術史】 

  時代・様式 鑑賞題材（作品名／作者名） 所蔵 参照先 思考ツール 

３
年
生
（
日
本
美
術
史
） 

１

学

期 

縄文、弥生、古

墳 

《顔面把手付深鉢》 

（お産土器） 

縄文中期、山梨県北

杜市御所前遺跡、北

杜市教育委員会 

https://www.pref.yamanashi.jp/gakuju

tu/maibun/yamanashinobunkazai_kouko0

03.html 

イメージマップ 

飛鳥、白鳳 鞍作止利《釈迦三尊像》 

銅造・鍍金、623、 

法隆寺金堂、奈良、
国宝 

http://www.horyuji.or.jp/garan/kondo
/detail/ 

イメージマップ 

 

https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=001470&cHash=5f4b351825
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=001470&cHash=5f4b351825
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=001470&cHash=5f4b351825
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=001470&cHash=5f4b351825
http://www.nasjonalmuseet.no/en/collections_and_research/our_collections/edvard_munch_in_the_national_museum/The+Scream%2C+1893.b7C_wljU1a.ips
http://www.nasjonalmuseet.no/en/collections_and_research/our_collections/edvard_munch_in_the_national_museum/The+Scream%2C+1893.b7C_wljU1a.ips
http://www.nasjonalmuseet.no/en/collections_and_research/our_collections/edvard_munch_in_the_national_museum/The+Scream%2C+1893.b7C_wljU1a.ips
http://www.nasjonalmuseet.no/en/collections_and_research/our_collections/edvard_munch_in_the_national_museum/The+Scream%2C+1893.b7C_wljU1a.ips
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://bit.ly/2RuFA4m
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/51731.html?mulR=512141857%7C6
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/51731.html?mulR=512141857%7C6
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/51731.html?mulR=512141857%7C6
https://www.moma.org/collection/works/79018?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=2019&locale=ja&page=1&q=Dali&with_images=1
https://www.moma.org/collection/works/79018?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=2019&locale=ja&page=1&q=Dali&with_images=1
https://www.moma.org/collection/works/79018?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=2019&locale=ja&page=1&q=Dali&with_images=1
https://www.moma.org/collection/works/79018?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=2019&locale=ja&page=1&q=Dali&with_images=1
https://www.fondation-giacometti.fr/en/database/181096/bust-of-diego-flathead
https://www.fondation-giacometti.fr/en/database/181096/bust-of-diego-flathead
https://www.fondation-giacometti.fr/en/database/181096/bust-of-diego-flathead
https://www.moma.org/collection/works/61240?artist_id=6246&locale=ja&page=2&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/61240?artist_id=6246&locale=ja&page=2&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/61240?artist_id=6246&locale=ja&page=2&sov_referrer=artist
https://goo.gl/maps/5H2scGQ48sdCboAk8
https://goo.gl/maps/5H2scGQ48sdCboAk8
https://www.youtube.com/watch?v=CsuHpi2gcGY
https://www.youtube.com/watch?v=CsuHpi2gcGY
https://www.moma.org/collection/works/81435?artist_id=3228&locale=ja&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/81435?artist_id=3228&locale=ja&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/81435?artist_id=3228&locale=ja&page=1&sov_referrer=artist
https://akronartmuseum.org/collection/Obj1715?sid=1&x=57183
https://akronartmuseum.org/collection/Obj1715?sid=1&x=57183
https://www.pref.yamanashi.jp/gakujutu/maibun/yamanashinobunkazai_kouko003.html
https://www.pref.yamanashi.jp/gakujutu/maibun/yamanashinobunkazai_kouko003.html
https://www.pref.yamanashi.jp/gakujutu/maibun/yamanashinobunkazai_kouko003.html
http://www.horyuji.or.jp/garan/kondo/detail/
http://www.horyuji.or.jp/garan/kondo/detail/
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   ○本論文は、岩佐まゆみ『平成29年度科学研究費補助金 奨励研究 課題番号17H00122「主体的・対話的で深い学びを

促す美術史学習モデルの開発」報告書１７』（2018.3.17）を発展させて再構成したものであることを付記する。 

 

  時代・様式 鑑賞題材（作品名／作者名） 所蔵 参照先 思考ツール 

３

年

生

（

日

本

美

術

史

） 

１

学

期 

奈良、天平 
《阿修羅像》 
（八部衆立像のうち） 

脱活乾漆造・彩色、 

734、興福寺、奈良、
国宝 

http://www.kohfukuji.com/property/cu
ltural/001.html 

イメージマップ 

平安（貞観） 《如意輪観音坐像》 
木造乾漆併用・彩
色・戴金、840頃、観

心寺、大阪、国宝 

https://commons.wikimedia.org/wiki/F

ile:NYOIRIN_KANSHINJI.JPG 

ベン図（『阿修羅

像』と比較） 

平安（藤原） 
《雲中供養菩薩像》 

（北25号） 

木造・彩色・漆箔、 

1053、平等院、京都、

国宝 

https://www.byodoin.or.jp/learn/scul

pture/ 
イメージマップ 

平安（院政） 
《信貴山縁起絵巻》 
（飛倉の巻） 

紙本著色、３巻、 
12世紀、朝護孫子寺、

奈良、国宝 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2
610172?tocOpened=1 

イメージマップ 

鎌倉 運慶《無著立像》 

木造・彩色・玉眼、 

1212、興福寺北円堂、
奈良、国宝 

http://www.kohfukuji.com/property/cu

ltural/111.html 
Ｙチャート 

２

学

期 

室町 

古岳宗亘《大仙院庭園》 
枯山水、16世紀前半、

京都 
https://daisen-in.net/syokai.htm 

ベン図（２作品の

比較） 雪舟等楊 

《秋冬山水図》（冬景） 

紙本墨画、２幅、 
15世紀、 

東京国立博物館 

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch

/show/C0006578 

桃山、江戸初期 

伝狩野永徳《桧図屏風》 
八曲一隻、1590頃、 

東京国立博物館 

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch

/search?q=桧図屏風 マトリクス（狩野
派、長谷川派の特

徴を捉える） 長谷川等伯 
《楓図（壁貼付）》 

16世紀末、 
京都・智積院 

https://chisan.or.jp/chishakuin/houm
otsu/ 

江戸前期 

《二条城二の丸御殿黒
書院》 

1602年築城、京都 
https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.
jp/introduction/highlights/ninomaru/ マトリクス（書院

造、数寄屋建築の

違いを捉える） 《桂離宮新御殿一の間》 1662頃、京都 
https://sankan.kunaicho.go.jp/guide/
katsura.html 

江戸中期 
尾形光琳 

《紅白梅図屏風》 

二曲一双、 

18世紀前半、 

ＭＯＡ美術館 

http://www.moaart.or.jp/?collections

=053 

マトリクス（描か

れているモチー

フ毎の分析） 

江戸後期 
葛飾北斎《富嶽三十六
景・凱風快晴》 

（ピンク富士） 

横大判錦絵、1830〜 
32、メトロポリタン

美術館 

https://www.metmuseum.org/art/collec
tion/search/57007?&searchField=All&f

t=hokusai+gaifu&offset=0&rpp=20&amp;

pos=1 

ＫＷＬ（知って
る・知りたい・学

んだ） 

明治 
川村清雄 

《形見の直垂（虫干）》 

キャンヴァス・油彩、

1895〜99 頃、東京国
立博物館 

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch

/show/C0035156 
イメージマップ 

大正 萬鉄五郎《裸体美人》 
キャンヴァス・油彩、
1912、東京国立近代

美術館 

http://search.artmuseums.go.jp/gazo

u.php?id=5369&edaban=3 
クラゲチャート 

昭和前期 靉光《眼のある風景》 

キャンヴァス・油彩、

1938、東京国立近代

美術館 

http://search.artmuseums.go.jp/gazo

u.php?id=4649&edaban=2 
イメージマップ 

３
学
期 

戦後 東山魁夷《道》 
絹本着色、1950、東

京国立近代美術館 

http://search.artmuseums.go.jp/gazo

u.php?id=2518&edaban=4 
イメージマップ 

 

［研究実践校での使用準教科書］横山勝彦・半田滋男監修、美術検定実行委員会編集（2014） 

「改訂版 西洋・日本美術史の基本」美術出版社 

http://www.kohfukuji.com/property/cultural/001.html
http://www.kohfukuji.com/property/cultural/001.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYOIRIN_KANSHINJI.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYOIRIN_KANSHINJI.JPG
https://www.byodoin.or.jp/learn/sculpture/
https://www.byodoin.or.jp/learn/sculpture/
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2610172?tocOpened=1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2610172?tocOpened=1
http://www.kohfukuji.com/property/cultural/111.html
http://www.kohfukuji.com/property/cultural/111.html
https://daisen-in.net/syokai.htm
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0006578
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0006578
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/search?q=桧図屏風
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/search?q=桧図屏風
https://chisan.or.jp/chishakuin/houmotsu/
https://chisan.or.jp/chishakuin/houmotsu/
https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/introduction/highlights/ninomaru/
https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/introduction/highlights/ninomaru/
https://sankan.kunaicho.go.jp/guide/katsura.html
https://sankan.kunaicho.go.jp/guide/katsura.html
http://www.moaart.or.jp/?collections=053
http://www.moaart.or.jp/?collections=053
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/57007?&searchField=All&ft=hokusai+gaifu&offset=0&rpp=20&amp;pos=1
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/57007?&searchField=All&ft=hokusai+gaifu&offset=0&rpp=20&amp;pos=1
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/57007?&searchField=All&ft=hokusai+gaifu&offset=0&rpp=20&amp;pos=1
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/57007?&searchField=All&ft=hokusai+gaifu&offset=0&rpp=20&amp;pos=1
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035156
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0035156
http://search.artmuseums.go.jp/gazou.php?id=5369&edaban=3
http://search.artmuseums.go.jp/gazou.php?id=5369&edaban=3
http://search.artmuseums.go.jp/gazou.php?id=4649&edaban=2
http://search.artmuseums.go.jp/gazou.php?id=4649&edaban=2
http://search.artmuseums.go.jp/gazou.php?id=2518&edaban=4
http://search.artmuseums.go.jp/gazou.php?id=2518&edaban=4
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Developing a Model for Learning Art History that Promotes “Proactive, 

Interactive and Deep Learning” for High Schools Specializing in Visual Arts 
 

IWASA, Mayumi＊ 

Oita Prefectural Oita West High School＊ 

 

The purpose of this research is to develop a learning model that promotes “Proactive, Interactive and Deep 

Learning” in art history at high schools specializing in visual arts where class improvement is crucially 

critical. It’s important to create a versatile art history learning model that focuses on "Art Appreciation 

Learning through Meaningful Dialogue " and "Thinking Tools (Graphic organizers)" while being able to be 

used during normal classes. This model should also allow the usage of worksheets, periodical 

examinations, and student questionnaires. The idea was researched and the results were analyzed. The 

results showed that through this learning model, students saw improvements in their qualities and 

abilities, such as knowledge, skills, and their ability to think, judge, and express. Therefore, it is 

recommended to use this learning model because it has shown some usefulness in studying. 

 

Key word：Learning Art History, Active Learning, Art Appreciation Learning through Meaningful Dialogue，

Thinking Tools (Graphic organizers) 
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