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           〈キーワード〉学校教育、美術教育、資質・能力、学びの汎用性                   

  本研究は、学校教育、特に義務教育段階の教育課程における中学校美術科と

いう、より大きな枠組みから見た美術による学びの意義と、授業外でも生きて

働く資質・能力の育成について考察するものである。全教科共通で重視して育

む４つの資質・能力を設定し、美術科の題材に合わせてそれぞれの資質・能力

の育成を目指して実践研究を行った。実践研究からは、育成を目指す資質・能

力を明確に、より具体的な手立てを講じることと、既存の題材を捉え直すこと

で、また、教科アンケートの結果からは、美術による学びの意義と、場面に応

じて美術による学びが他の教科で育成された資質・能力と混ざり合うことで、

生徒の実感を伴った力として備わっていくことが明らかになった。 
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１．研究の動機および目的  

 ２１世紀の社会は知識基盤社会であり、新たな知識・情報・技術が、社会のあらゆる領域での活

動の基盤として飛躍的に重要性を増している。加えて知識・情報・技術をめぐる変化の早さが加速

度的となり、情報化やグローバル化といった社会的変化が、人間の予測を超えて進展するようにな

ってきている。情報技術の飛躍的な進化等を背景として、経済や文化など社会のあらゆる分野での

つながりが既存の国境や地域を越えて活性化し、多様な人々や地域同士のつながりがますます緊密

さを増している今、 変化の激しい社会を生きるために必要な資質・能力とは何かを明確にし、美術

科を含めた教科等を学ぶ本質的な意義をもう一度、捉え直す必要があると考える。そのような中で、

次期学習指導要領が告示され、教科等横断的な視点を持って育成を目指していくこと、社会とのつ

ながりを重視しながら学校の特色づくりを図っていくこと、現実社会との関わりの中で子供たち一

人一人の豊かな学びを実現していく必要性が示されてきた。 

そのため、本研究では「何ができるようになるのか」という観点から生徒を主体として学習の場

を捉え、育成を目指す資質・能力を整理することや、教科等を学ぶ意義、教科等間のつながりを踏

まえ、整理された資質・能力を育成するために「何を学ぶか」について必要な指導内容等を検討す

ることとした。また、「主体的・対話的で深い学び」の視点から、その内容を「どのように学ぶか」

という学びの質を重視し、主体的で対話的な深い学びの実現に向けて授業改善を図る。そして、美

術による学びを通して育成される資質・能力が他の場面でも応用され、活用できる能力として発揮

されていくためには、今後どのような工夫が必要なのかを探っていくことが必要であると考えた。 

また、本研究では、教科の特性を生かした教材・題材の構成・学習課題・学習過程の開発等を行

うが、「学びに向かう力」や「学び方」に関わる資質・能力を高める工夫などについては、各教科間

で相互に共有化を図りながら、研究を進めていく。中学校は教科担任制であり、それぞれの教科の

学習の中で、専門的な知識や技能を高め育んでいくことは重要である。だからこそ「それぞれの教

科の学習を通して一人の生徒を育てる」と考えたときに、各教科は生徒たちが持っている資質・能

力のどの部分を伸ばしていくことが求められているのかをしっかりと捉えながら、各学年の目標に

照らしてその指導法をカスタマイズしていく必要があると考える。また、美術科の学習ではそれぞ

れの題材の中で、美術科特有の視点や知識・技能の習得を目指しつつ、美術による学びによって生

徒の資質・能力を伸ばし、それらが授業の内外でどのように発揮されるのかを今まで以上に具体的

に考えていくことが求められている。これまで伝統的に行われてきた美術科の授業の題材について

も、時代に即して改めて捉え直し、その教育的な資産を有効に活用しつつ、学習を通して育成する

資質・能力を明確にした授業改善を中心に据えた実践研究として検証していくこととした。 

 

２．研究の方法 

 本研究は、授業改善を中心とした実践研究である。検証については、アンケート調査等をもとに

した生徒の実態把握による分析と、授業実践における生徒の変容等をもとにした分析の両方で行っ

た。アンケート調査については本校生徒１を対象とし、年度末に数値で計ることができる項目と、

記述形式の項目を合わせたアンケート調査を用いて分析を行う。 

 

２．１ 全教科共通の捉えについて 
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 本研究では、美術による学びを通して「何ができるようにするための学習なのか」という視点に

立って教科の特性と存在意義を問い返しながら、子どもたちが、変化の激しい未来を生きる社会の

担い手となっていくために必要な資質・能力とはどんなものなのかを探り、教科特有のものと、他

教科との共有化が図れるものを整理していく。また、全教科共通で重視して育む資質・能力として

以下の表１の４つ２に整理して設定し、共通理解を図った上で研究を進めていく。 

 

表１ 全教科共通で重視して育む４つの資質・能力 

学びに向かう力に関する資質・能力 

①よりよいものを求める探究心や自主性、社会性  

  教科などの奥深さや面白さに触れることによって得られる喜びがあることや、学びそのものが

自分や社会をよりよい方向に向かわせる力になることに気付き、自分の中に「学ぶ意味」を見い

だすこと。 

 

学び方に関する資質・能力 

②知識や技能、経験の生かし所を見いだす力 

知識や技能、対話を含む、様々な課題解決スキ

ルが、他の単元や教科、生活の課題解決場面にど

う活用できるか見いだしたり、解決の見通しを立

てて実際に活用したりすることができる力。 

③場に応じて判断基準をつくる力 

 目的や相手、場を的確かつ詳細に捉え、判断の

基準を適切に設定し、それに基づいて自他の考え

や基準そのものを、より高次なものに練り上げる

ことができる力。 

④学びを評価し、課題を見付ける力 

 知識や技能、学び方が、他の場面での実践に生

かされるようになったかを振り返り、そこから新

たな課題を見いだすことができる力。 

 

２．２ 研究主題と実践を通して目指す生徒像について 

本校生徒の実態と、前項で全教科共通のものとして設定した４つの資質・能力を踏まえ、本

研究の研究主題を「未来を創る豊かな学びの探究～教科を中心に育む資質・能力～」と設定し、

さらに学校全体で目指す生徒像を「学びの意味を実感し、よりよいものを求めて探究し続ける

生徒」とした。それを受けて、本校美術科では「創造活動の喜びを味わい、造形的視点を持って

豊かに自己実現していこうとする生徒」を教科の学びを通して育成を目指す生徒像として設定し

た。特に美術科で目指す生徒像の後半部分は、美術による学びを通して育成された資質・能力

を使ってよりよい表現や鑑賞活動を目指すだけではなく、他の教科や実生活の中でも生徒自身

研究で重視して育む 

４つの資質・能力のイメージ 
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が学んだことや身に付けたことを基に、自らの思いや願いを実現していくことができるように

したい、そのような美術科としての願いが込められている。 

 

２．３ 美術科における目指す生徒像の詳細 

２．３．１ 美術科における目指す生徒像について 

 美術科は、中学校学習指導要領３に示された〔共通事項〕を視点にしつつ、Ａ表現及びＢ鑑

賞の幅広い活動を通して、造形的な「見方・考え方」を働かせ、生活や社会の中の美術や美術

文化と豊かに関わる資質・能力を育成することを目標とした教科である。本校美術科では、目

指す生徒像を「創造活動の喜びを味わい、造形的視点を持って豊かに自己実現していこうとす

る生徒」と設定したことは先に述べた。美術科ではその具現化のために、色や形、光などとい

った、生徒を取り巻く様々な視覚情報を造形的な視点でとらえ、発想・構想に結び付けたり、

新たな考えを自分なりの表現として生み出したりできる学習活動を目指してきた。自分の感覚

や考えを表出する際には、漠然としたイメージを具体化・可視化することが重要だととらえ、

言語活動や、「効果的な振り返り」を工夫していくことで、より明確なイメージや計画を持って

課題を解決し、豊かに自己実現していくことができるものと考える。 

 

２．３．２ 美術科におけるよりよいものを求める姿について 

美術科における「よりよいものを求める姿」を次のようにとらえている。〔Ａ表現〕の主に発

想・構想に関わる場面においては、造形的な「見方・考え方」を働かせて、感じ取ったことや

考えたこと、目的や機能などを基に、生徒が自ら強く表したいことを思い描き、発想や構想を

練ろうとする姿である。また、主に技能に関わる場面においては、発想や構想したことなどを

基に自分の表現を具現化していくために、自分の持っている力を発揮しながら表現方法を選択

したり、試行錯誤したりしながら創意工夫する姿であると考えている。また〔Ｂ鑑賞〕におい

ては、造形的なよさや美しさ、作者の意図と表現の工夫、美と機能性の調和、生活や社会にお

ける美術の働き、美術文化などについて感じ取ったり考えたりして、対象の見方や感じ方を広

げ、自己の考えを深めようとする姿である。これらの資質・能力を３年間の美術による学びを

通して育成していくために、これまでも行ってきた「言語的・視覚的な振り返り」を有効に活

用しながら研究を進めていく。 

一方で、見ること、考えること、そして表現することは、美術の活動の中では、非常に密接

に関係しており、実際はそれらを完全に分けてみとることは難しいとも考えている。さらに美

術科に限らず、全ての教科において「見方・考え方」といった、生徒の内面で起こる学習中の

思考による活動は、生徒がこれまでに経験したことや他教科での学びが複雑に絡み合って形成

されていくものであると考えられる。だからこそ、美術の授業を通した学びや、経験して身に

付けた知識や技能を、授業以外の場面でも必要なときに思い出し、場に応じてその形を変えな

がら効果的に使いこなせる生徒を育成していかなければならないだろう。 

 

２．３．３ 全教科共通で重視して育む４つの資質・能力と美術科で育成する資質・能力  

２．１で説明した全教科共通で重視して育む資質・能力は、美術科の特性を踏まえて整理す

ると以下のようになると考えた。 
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表２ 全教科共通で重視して育む４つの資質・能力と美術科で育成する資質・能力 

  

３． 授業実践 

 学校研究の大きなヴィジョンと全教科共通で重視して育む資質能力、美術科における目指す

生徒像を踏まえ、各学年で様々な授業実践に取り組んだ。本稿では１・２年生で行った３つの

実践例を取り上げて、美術の授業を通した学びについて考察する。以下の実践例は、美術によ

る学びを通して育成された造形的な視点が、生徒の生活場面に反映されやすい題材を記載した。 

 

３.１ 実践１ 第１学年 「学年エンブレム（玲瓏）をつくろう 」  

３.１.１ 題材の目標４  

１．自分たちの学年名（玲瓏）が表す内容や意味からエンブレムをデザインすることに関心

を持ち、造形的視点をもって主体的に表現していこうとする。（美術への関心・意欲・態度） 

２．感性や想像力を働かせて、自分たちが持つ特徴や将来像などについて発想し、形や色彩

の意味を考え、学年名にふさわしい表現の構想を練ることができる。（発想・構想の能力） 

３．学年名から発想したイメージを基に、意図に応じた用具の使い方や効果的な彩色方法を

身に付け、創意工夫して学年エンブレムとして表現することができる。 （創造的な技能） 

４．エンブレムの形や色彩などから造形的な美しさ、作者の思いや表現の工夫などを感じ取

り、自分の思いや考えを大切にしながら味わうことができる。      （鑑賞の能力） 

 

３.１.２ 指導にあたって 

第１学年美術科の授業では、小学校図画工作科で身に付けた基礎・基本とのつながりを意識

しつつ、多様な題材に取り組んできた。本校の特徴として、県内外の２０校以上５の小学校か

ら生徒が入学してくることもあり、その学習経験や地域性、生徒の特性も様々である。 

伝統的に本校ではそれぞれの学年で「学年名」を設定している。学校生活の様々な場面で活

用されており、卒業後もその学年名で呼ばれることがしばしばある。今年度も国語科の学習の

一環として、生徒たちから「自分たちの学年を象徴する学年名」を募った。生徒が選んだ熟語

としての意味や、その意味を基に自分が込めた思いや願いなどを話し合う学年討議を経て、日

重視して育む資質・能力 美術科で育む資質・能力 

よりよいものを求める 

探究心や自主性、社会性 

形や色によるコミュニケーションを通して、生活や社会の

美術や美術文化と主体的に関わろうとする力や態度 

知識や技能、経験の 

生かし所を見いだす力 

造形的な視点で対象を捉え、よさや美しさ、表現の工夫な

どについて考え、豊かに発想したり、見方や感じ方を深め、

味わったりする力  

場に応じて 

判断基準をつくる力 

感性や造形感覚を働かせて材料や用具を生かし、表現方法

などを工夫して創造的に表す力 

学びを評価し、 

課題を見付ける力 

対象や事象を捉える造形的な視点について実感として理解

し、感性を働かせ、よりよく創意工夫していこうとする力 
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常的に学年を表す呼称として活用されている。 

 以上のような現状を踏まえ、自分たちに身近な世界と美術の関わりに目を向けさせ、自己の

感覚や思いだけにとどまらない、造形やその効果に対する客観的な見方や捉え方を身に付けさ

せたい。 

 

３.２.３ 本題材で育成を目指す資質・能力 

 本校は前項で述べたとおり、一般の公立中学校と比べ、多様な生徒が入学してくる中学校で

あるため、これまでは所謂「地域題材」に親しみをもって取り組む事が難しかった。そこで学

年名を軸とし、より身近な題材として新たに開発した題材である。本題材では全教科で重視し

て育む資質・能力のうち、主に①「よりよいものを求める探究心や自主性、社会性」と、③「場

に応じて判断基準をつくる力」を伸ばして行きたいと考える。 

 

３.２.４ 授業の工夫・改善 

本題材では、「学年に所属する自分たちが共感できる」こと、「構成美の要素を意識する」ことを

大切にした発想・構想に意識を向けさせたい。そうすることで、「文字としての学年名」から「学年

に所属する自分たちを表す学年エンブレム」としてイメージを広げ、形や色彩を工夫していくこと

ができる。また、デザインとしてのよさを追究する上で、所謂「構成美の要素」は欠かすことので

きないポイントである。形や色の組み立てで生まれる、多くの人が美しいと感じる秩序（要素）を

学び、活用し、様々な用具を適切に扱って表現に結びつけることで、洗練された線や形、色彩とし

て効果的に表せることに気付くことができるだろう。自分の思うままにフリーハンドで引いた線だ

けでなく、構成美の要素を活用して自己のイメージを具体化しながらデザインしていくことで、そ

の効果と美しさなどとの調和について総合的に考えることができるようになると期待できる。 

活動としては、自分たちの学年が将来的に成長していきたい理想の姿や、学年全体を象徴するに

ふさわしいエンブレムを考案させる。エンブレムを構成する形や色彩を考えることで、自分たちの

学年への所属意識を一層高め、自分たちの中学校生活をより美しく豊かなものにしていこうという

意識を育みたい。そのためにも、イメージできる形や色彩をより吟味し、自分の表現意図をわかり

やすく、美しく伝達することや、工夫したことが他者にも共感されるような作品を目指していくこ

とが重要だと考える。また、実際に学習を進めるにあたり、次の４点を「大切にしたい４つのポイ

ント」として導入時にしっかりと意識させた。 

 ①学年名の文字に込められた「願いや思い」が十分に伝わること 

②学年に対する自分の「願いや思い」が色や形から伝わるような工夫がされていること 

③自分たちの学年の将来的なヴィジョンが感じられること 

④多くの人に共感され、受け入れられるものであること 

 

表３ 本題材の学習計画 

 学習計画（６時間計画） ★授業における資質・能力の発揮に繋がる姿とそのための手立て  

学習活動（時数） 目指す生徒の姿（観点） 教師の手立て 

１．エンブレム、シ

ンボルマークの

・資料や作品を鑑賞して構成美の

要素について理解し、学年エン

・自分の思いだけでなく、他者意識を

持って構想を練らせるために、留意
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デザインについ

て学ぶ。    

（１） 

ブレムのデザインの構想を練

り、アイディアスケッチを描い

ている。  （関・意・態）（鑑） 

点の４つのポイントを説明し、構成

美の要素を十分に活用して考えて

いくことを大切にさせる。 

２．１０cm×１０cm

の正方形のスペ

ースを作図し、学

年エンブレム（玲

瓏）をデザインす

る。    

（４）  

 

★色や形の構成を意識し、用具の

特性を結びつけ、自己のイメー

ジを具現化しようと試行錯誤し

ながら制作に取り組んでいる。 

（発・構）（技）       

★学年エンブレムとしてのデザイン

を洗練されたものにしていくため

に、選んだ形や色の表現にどんなこ

とを象徴させたいのかを考えさせ、

振り返りカードに記入させていく。 

・絵の具や色鉛筆などの用具を意

図に応じて効果的に使いなが

ら、学年エンブレムを完成させ

る。   （技）   

・より美しく満足できる学年エンブレ

ムを仕上げていくために、水の分量

や筆づかいに注意させ、丁寧に制作

を進めさせる。 

４．制作した学年エ

ンブレム（玲瓏）

を鑑賞会で発表

する。 

（１） 

★学年エンブレムに込められた思

いや願いと、形や色彩について

発表し、互いの作品を鑑賞して

感想としてまとめている。    

（鑑）       

★それぞれの制作意図と形や色彩の

構成をじっくりと味わわせるため

に、グループ発表の後に、全体で代

表者に発表させ、学んだ内容の共有

化を図る。 

 

３.１.５ 題材を終えた成果と課題 

図１ 生徒作品【学年名：玲瓏（れいろう）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本題材を通して育成する資質・能力に関わる成果（〇）と課題（▲）は以下の通りである。 

〇自分たちで決めた学年名の意味と、学年を構成する自分たちの思いや願いから発想し、「学年

エンブレム」として表現していく活動は、生徒たちの意欲を喚起し、題材に取り組む意欲が

非常に高かった。その分、真剣に悩んでいる姿や、色や形といった造形要素を用いて表現す

る場面での試行錯誤が数多く行われていた。 
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〇エンブレムに象徴させたい内容を吟味する際には、自分たちの学年の現状や将来に対する多

様な思いを、発想・構想段階の言語活動を通して表出させることができた。また、「大切にし

たい４つのポイント」の④「多くの人に共感され、受け入れられるものであること」という視

点に関しては、表１の全教科共通で重視して育む資質・能力のうち、③「場に応じて判断基

準をつくる力」を伸ばすことに繋がり、学習指導要領のＡ表現（１）イにかかわる今後の学

習に資するものとなった。 
〇固有の形の無いイメージを具体化するにあたり、想像したことを特定の色や形に変換して行

くことで、生徒それぞれが〔共通事項〕の内容を意識した質の高い制作を行うことができた。 

▲今年度の学年名（玲瓏）は抽象的な音や状態を表す熟語であり、イメージを広げやすかった

ため、「文字」を入れるかどうかについては指定しなかったが、仮に具体的な物を指し示すよ

うな語が学年名になっている場合は、発想が制限されることの無いように文字の扱いに条件

を設ける必要もある。 

 

３.２ 実践２ 第２学年「 心ひかれる風景 ～一瞬の光をとらえて～ 」  

３.２.１ 題材の目標６ 

 １．対象を観察することを通して、光がもたらす陰影や色彩の特徴、そこから生み出される

感情などに興味を持ち、意欲的に制作に取り組もうとする。（美術への関心・意欲・態度） 

 ２．対象から感じ取った特徴や美しさを基に主題を生み出し、自分の思いや感情を込めて心

豊かに表現するための構想を練ることができる。         （発想や構想の能力）                          

 ３．光と陰影、色彩などの印象を基に、表現意図に応じて描画材の生かし方や技法などを考

え、創意工夫して表現することができる。              （創造的な技能） 

 ４．光と陰影がもたらす造形的な美しさや作者の心情や意図、表現の工夫などを感じ取り、

自分の思いや考えをもって味わうことができる。            （鑑賞の能力） 

 

３.２.２ 指導にあたって 

 本題材は、身近な風景を「光や陰影」という視点からとらえ直して、風景画の表現に結びつ

けるものであり、〔共通事項〕の視点を生徒自身がより強く意識して制作に取り組む事ができる

よう、生み出される作品の内面的価値を重視した絵画表現を目指す題材として設定した。 

人が日常生活や旅先の風景などを見て「美しい」と感じるとき、私たちは自然界に存在する

さまざまな光と、光によって生み出される色彩や陰影に包まれ、その場の空気感に魅了されて

いる。ものの形の美しさのみならず、時間や天候によって変化した光から生み出される色彩や

陰影が加わることによって、その瞬間しか味わえない深い印象となって心に刻まれ、感動とし

て残るのである。制作時においても、感性を働かせてじっくりと見つめ直すことで、風景から

感じ取ることができる雰囲気、情緒などは大きく変化すると言えるだろう。さらに、光によっ

て追加される情緒や感動は、現代では夜間のライトアップとして建築物、桜並木などに人工的

に光を当てることで多様に演出され、見る人々に多くの感動を与えている。 

本題材を行うにあたってレディネスとしてアンケートを実施した。「風景画を鑑賞するとき、

『綺麗だと感じる条件』だと思うことはなんですか？」という質問項目では、「光の加減や、色

彩表現が美しいこと」を挙げた生徒が８３％であった。さらに、生徒の実体験に基づいて、「日
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常や旅行先などの風景を目の前にして、『美しい』と強く印象に残った理由」を記述する項目で

は、「（日の出を見て）『色』では表せない綺麗な光だった」「日差し、風なども全て含めて見て

いて気持ちが良く、綺麗だった」「夕焼けの色が力強く美しかった」「春ならではの山の色だっ

た」「自然が生み出すグラデーションや、似ているけど違う色のコントラストが心にしみた」「海

に映る夕日の色の変化が綺麗だったから」などの記載が見られた。以上の結果から、生徒たち

は物体として見える景観だけではなく、その場、その日の光の加減や季節によって生み出される色

彩の変化が、風景を美しいと感じる重要な要素であることに気付いていることがわかる。対象を光

や陰影という視点で感じ取り、絵の中に形や色彩として表現していく過程では、自ずとそれら

が自分にもたらす感情の理解や、遠近法等の三次元的空間認識が必要不可欠になる。「光や陰影

に着目する」事を通して色彩や空間への見方や感じ方が深まり、これら創造的な技能に関わる

課題についても主体的に解決していくことができる題材である。 

以下の図３では、これまでの風景画題材に取り組む際の生徒の思考と、本題材に取り組む場

合の違いについて図解した。既存の題材であっても、新たな学力観や題材を通して育成される

資質・能力を基に捉え直すと、生徒の学びも一層広がっていくと考える。 

図２ これまでの風景画の題材と、本題材の学習の違い 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの風景画の題材での活動の流れは・・・ 

  

場所や構図の決定前に遠近法等の空間表現の方法について学ぶことで、自分の描きたい場所を探して描いたつも

りが、「遠近法で自分が表現できそうな場所」を選んでしまっている可能性があった。主題について考えるものの、

結局こちらから与えた「透視図法を使って表現する」という枠の中での表現になってしまう生徒も多かった。  

風景画の鑑賞
空間表現に
ついて学ぶ

場所を探す 制作 完成

光や影の効果を用い

た主題の決定 

光や陰影に注目していく題材では ・・・ 生徒自身が【共通事項】を意識した制作へ 

      

 

               

 本校生徒のレディネスを基に題材を考え直したところ、上記のような流れに変更した。光の加減や色彩に目を向

けて、そこからよさや美しさを感じ取っているのであれば、光や陰影により注目させ、自分の主題にじっくりと向

き合わせたいと考えた。そうすることで、自己の主題の表現のために必要な技法が明らかになってくるはずである。 

 光や陰影に注目することで、「物体に光が当たって影が落ちる」ことや、「同じ物体でも光の中での色と、影の中

での色が違う」ことなどに気付く。それらの生徒の気付きから、「陰影表現による立体感」や「空間表現」、「混色の

工夫」などの表現技法を探究していく興味・関心が喚起され、その後の制作活動が主体的なものに変化する。 

風景画の鑑賞

光や陰影に注
目して場所を

探す

光が生み出す
色彩に目を向
けてスケッチ

 

光や影の効果を用い

た主題の決定 

主題を基に
場所や構図
を工夫

主題を重視
した制作 完成

主題の実現に

向けた技法の

探究 
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３.２.３ 本題材で育成を目指す資質・能力 

本題材では、造形的な視点をもって、普段当たり前のように通り過ぎている風景を捉え直し、

自己の表現に主題として取り込むことによって、全教科共通で重視して育む資質・能力の①「よ

りよいものを求める探究心や自主性、社会性」や②「知識や技能、経験の生かし所を見いだす

力」を伸ばすことにつながると考えている。 

 

３.２.４ 授業の工夫・改善 『学びの自覚を促す「振り返り」について』  

本題材では資質・能力の育成のための「振り返り」について以下の取り組みを行った。  

「振り返り」を言葉で記録するだけでなく、制作途中の作品画像としても記録し、制作  

が進むと更新されてしまうプロセスを蓄積し、必要に応じて戻って確認させる。 

 美術科で必要とする「振り返り」は、文字情報だけでは十分とは言えない。学びを通して見

えてきた新たな課題を、次時の目標として具体的に書き記すことが重要だと考える。イメージ

と文字の「振り返り」の橋渡し役になるのが記録として残した作品画像と〔共通事項〕の視点

だと考えている。本題材では特に、時間と共に変化していってしまう、その時その場所の光や

陰影、色彩の変化を記録したり、自己の制作プロセスを記録したりする道具として使用させた。

美術の制作活動や、保健体育科の技能に関わる学習では、授業での学習が進むにつれ、前時ま

での過程が上書きされていき、作品や自己の変容を比較することが難しくなる。本題材では、

生徒が毎時間の制作過程を画像として記録することで、いつのどの段階でもこれまでの自己の

学びを視覚的に振り返ることができるようにしている。その結果、学習の初期段階から続く作

品の画像と、毎時間の学びの振り返りと次時の計画の記述内容と合わせ、題材の終末時に、題

材を通した自己の成長や価値観の変容などを自覚することができた。このような取り組みを通

して、生徒の内面に美術による学びの適切なフィードバックがされていくことで、作品が完成

することの満足感だけでなく、自己の資質・能力の伸びを大きく俯瞰しながら自覚させること

も可能になった。 

図３ 写真による記録を活用した視覚的な振り返り 
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本題材に取り組んだ後の生徒の感想は以下のようになった。 

 ここでは代表的な記述例を挙げたが、本題材を通して多くの生徒が造形的な視点を持って自

らの学びを自覚して感想としてまとめている。形や色彩、光といった造形の要素について考え、

工夫していく経験を経て、これまで見ていた風景や作品の感じ方さえも変化していることがわ

かる。これは、制作活動を通して造形的な視点が身に付き、生徒自身の能力として生かされる

ようになったからなのではないだろうか。 

 

３.２.５ 題材を終えた成果と課題 

 本題材の実践を通した成果（〇）と課題（▲）は以下の通りである。 

〇光や陰影に注目させることで、ものの見方や捉え方の視点が明確に定まり、絵画作品の制

作への意欲を高めることができた。また、色彩の捉え方と表現の幅が大きく広がり、生徒

が自分の目で感じ取れる色をどのように表現するかという探究的な学びが自然と生まれた。 

〇対象物の形は誰が見ても大きく変わることはないが、ものを見た際の感じ方は人それぞれ

である。生徒が感じ取ったことを軸にしながら制作の方向性、つまり主題を決めることで、

生徒自身が自分の感性を自覚することができる題材になった。 

▲今回の実践の期間は晴天に恵まれた活動となったが、風景画などの制作の場合は天候に左

右される場合が多い。ただし、タブレット端末で撮影した風景写真だけを見ながらの制作

になってしまうと、画面の比率の違いや、主題となる場の臨場感や制作開始時の感動が薄

れてしまう等の問題も考えられる。今後は端末の画像拡大機能など、より効果的な活用方

法をさらに工夫することで改善していきたいと考えている。 

 

３.３ 実践３ 第１学年「 『美しい』ってなんだろう？ ～アートカードで開く美術のトビラ～ 」  

３.３.１ 題材の目標 

１．造形の要素である形や色彩の働きに目を向けて鑑賞する活動を通して、作品や身の回り

の造形を捉える造形的な視点について理解することができる。    （知識及び技能） 

２．感性や想像力を働かせて様々な視点から作品を鑑賞して見方や感じ方を広げ、自分のイ

メージを言語化しながら美術作品を味わうことができる。 （思考力、判断力、表現力） 

３．美術作品に表現されている事柄に関心をもち、複数の作品の鑑賞を通して、その多様な

よさや美しさを主体的に感じ取ろうとする。      （学びに向かう力、人間性等） 

・自分の目で見えたものだけを表すだけでなく、「感じる色」をしっかり表すことで心を動か

す絵ができ上がっていくのだと思った。  

・光や色の表現を工夫することで、「温度」や「明るさ」までも読み取れる。  

・影などを意識して描いたことで、光、陰影、色彩の変化がよくわかるようになりました。  

・影があることで、よりリアルで身近に感じ、心が掴まれるように感じます。 

・自然の中の木や葉を表現するのがあんなに難しいとは思わなかった。光の当たり方で全部

色が違って見えた。  

・色彩の工夫と合わせて、法則としての遠近法を上手く活用することで、広がりや臨場感を

感じられると思った。 
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３.３.２ 指導にあたって 

第１学年全体（１３６名）のレディネスからは以下のような結果が得られた。 

 小学校図画工作科の授業で「作品を鑑賞する授業を受けたことがあるか」という質問では、「受け

たことがある」と回答した生徒が９０％、「覚えていない」「無い」は合わせて１０％だった。また、

「これまでに有名な作家の美術作品を鑑賞する授業を受けたことはあるか」という質問では、「ある」

と回答した生徒が１９％、「覚えていない」、「無い」は合わせて８１％であった。以上の結果から言

えることは、鑑賞活動自体の経験はあるが、それは生徒作品の相互鑑賞会や、市町村で行われる美

術展の巡回展に合わせて行われることが多いのだろうと推測できる。所謂「美術作品」を扱った鑑

賞活動の経験や記憶があまり無いということであろう 

 さらに、「あなたが美術作品を鑑賞するとき、よい絵だと判断する条件はなにか」という複数回答

可能な質問で、回答数が最も多かったのは「動きや情景などが伝わってくること」で９２名だった。

ついで「形が整っていて色鮮やかであること」が８０名、「心地よさを与えてくれる表現であること」

が６３名と続いた。これらの結果からは、半数以上の生徒たちは形や色彩、表現された内容や主題

に目を向けて、「よい絵」かどうかを判断していることが推測される。ただし、「丁寧であること」

が３８名、「写真の様に正確であること」という生徒も１７名おり、これらの生徒には、美術作品に

触れる際、形と色彩で表現される内容の幅広さや、創造的な工夫の自由さを味わうという鑑賞活動

の面白さを広く味わうための造形的な視点がまだ不足していると考えられる。 

以上のような現状を踏まえ、生徒一人一人が感じ取ったことを大切にし、作品を構成している造

形の要素などから生じる印象や感覚、作品の特徴から捉えたイメージなどを基に話し合いながら、

作品や対象への造形的な見方や感じ方を広げていく必要がある。  

 中学校学習指導要領によれば、鑑賞は「自分の見方や感じ方を大切にして、造形的なよさや

美しさなどを感じ取り、表現の意図と工夫、美術の働きや美術文化などについて考えるなどし

て、見方や感じ方を深める」７ものである。つまり、我々が捉えることのできる視覚的な情報

を手がかりとしつつ、「知識なども活用しながら、様々な視点で思いを巡らせ、自分の中に新し

い意味や価値を作りだす学習」８である。当然、色彩や形などが同じであっても、見る人が違

えばその感じ取り方が違い、そこから生まれる心理的な感覚や頭に浮かぶイメージ、言葉に表

したときの内容にも差が生じてくる。これが鑑賞教育の特色である。また、鑑賞の学習を通し

て身に付けることができる資質や能力は、生涯学習的な視点から見ても重要である。多くの人

は、社会人として生活する中で、美術作品や演劇の鑑賞、旅行先で出会う建築物や風景などを

鑑賞する機会が無数にある。そのような場面においては、「他者が評価しているから美しいはず

と捉える」のか、「自分の感覚を通して味わったときに美しく感じる」のかでは、得られる価値

の質が大きく違う。心身ともに大きく成長する中学生の時期に、様々な鑑賞の活動を通しても

のの見方や感じ方を自覚しながら広げていくことで、自己の内面を豊かにし、情操や豊かな人

間性の形成に寄与していくと考える。 

本題材では、様々な美術のジャンルから選ばれた「アートカード」を活用する。今回は、あ

えて作品を一つに絞らずに、それぞれの作品について多様な視点から活動に取り組むことで、

〔Ｂ鑑賞〕の活動内容を通して育成される資質・能力のみならず、今後の表現活動や鑑賞活動

に取り組む際に重要な〔共通事項〕に示された造形的な視点を、実体験を通して身に付けてい
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くことが期待できる。 

 

３.３.３ 本題材で育成を目指す資質・能力 

第１学年美術科では、表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、基礎的・基本的な力の定着を図

るとともに、創意工夫を重ねて自己実現していく充実感と喜びを十分に味わわせたいと考えて

いる。特に本題材では、「アートカードを用いてカードゲームを楽しみながら、表現や鑑賞で必

要とされる造形的な視点を身に付けていく」ことを、題材を通した課題として設定し、「造形的

なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や意図と表現の工夫などについて考えるなどして、見

方や感じ方を広げること。」（第１学年 Ｂ鑑賞（１）ア（ア）９）に重点を置いて学習活動を

進めていく。目指す生徒像を具現化するために、本題材では、生徒が自分の感じ取ったことや

気付いたこと、考えたことなどについて、対話を通してお互いに説明し合う中で、自分にはな

い新たな見方や考え方に気付かせたい。そして、本題材を通して得た造形的な「見方・考え方」

は、第１学年のＡ表現（１）のア（ア）１０の発想や構想の資質・能力を高めることになるとと

もに、全教科共通で重視して育む資質・能力の②「知識や技能、経験の生かし所を見出す力」

や③「場に応じて判断基準を作る力」を伸ばすことにつながる。 

第１学年でこのような経験を積むことにより、３年間の美術科の授業における基礎的な考え

方を身に付けることができ、生徒たちは現実社会の複雑な情報に対して、自分の「見方・考え

方」を大切にしながら主体的に思考・判断していくことが可能になると考える。また、実際に

学習を進めるにあたり、次の２点を留意点として設定した。 

 １，本題材を、３年間の鑑賞活動の導入として位置づけ、造形の要素の働き等に着目しなが

ら作品を分類したりする活動を通して、これまで漠然と見ていた色や形から受ける印象な

どについて実感を伴いながら理解させ、今後の表現や鑑賞に取り組む際の見方や感じ方を

広げさせる。 

２，作品を鑑賞したときの他者との感じ方の違いなどについて気付かせるために、学習プリ

ントを活用しながら対話させることで、自分の見方や感じ方を広げつつ、造形を豊かに捉

える多様な視点をもてるようにする。このように、造形的な視点で物事を捉えながら洞察

的な思考を重ねていく経験を積むことによって、「Ａ表現〕」「Ｂ鑑賞」の活動内容のみにと

らわれることのない、汎用的な資質・能力として育成していく。  

  

表４ 本題材の学習計画 

 学習計画（２時間計画） ★授業における資質・能力の発揮に繋がる姿とそのための手立て  

学習活動（時数） 目指す生徒の姿（観点） 教師の手立て 

１．アートゲームで造形

的な視点を確認しな

がら美術の幅広い世

界に触れる。       

（１） 

★アートゲームを通して、形や色彩

などに注目して気付いたこと、感

じたことを話し合ったり、文章に

して記述したりしている。        

（知・技）（態）            

★造形的な視点を持って作品を

味わうことを身に付けさせる

ために、造形の要素を手がか

りにした対話を繰り返して、

見方や感じ方を広げさせる。 
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２．自分の「お気に入り

の１点」を選ぶ。    

（１） 

  

・感じ方の多様性に気付き、共感し

ながら、自己の「見方・考え方」

を広げようとしている。 

（思・判・表）（態）   

★美術作品に対する自己の感じ方

や思いを、根拠を明確にして学習

プリントに記述している。 

（思・判・表）    

★多様な作品群を鑑賞したこと

で自覚されてくる、造形的な

視点に立った「見方・考え方」

を再確認させるために、学習

プリントの記述内容を基にし

ながら「お気に入りの１点」

を選んだ自分の考えを、根拠

を明確にして記述させる。 

 

３.３.４ 授業の工夫・改善 

 本題材では美術科における資質・能力の育成の場面として、題材の１時間目に学習活動を４

つ設定した。題材を通して生徒が自己の変容を実感するためには、それぞれの学習活動を通し

た学びが重要であると捉え、学習活動毎に生徒の「美術による学び」について論じ、学習前後

の変容を分析していく。 

 

（１）学習活動１「現在抱いている美術の鑑賞のイメージを記入する」について 

中学校入学後、初めての「鑑賞活動」の時間である。導入時の生徒の記述内容には以下の

ような意見が挙げられた。 

 ・いつもなんとなく見て、感じたことを書く。  

・難しい。その絵の描き方とかを見て、何か考える時間。  

・どこに目を付けて鑑賞すれば良いかあまりわからないときがあるから、難しいと感じる。  

・見るときのポイントやこだわったところがよくわからない。好きか嫌いかで考えている。  

生徒たちは、これまでの図画工作の学習を通して鑑賞活動に取り組んできているものの、

対象を漠然と眺めているだけで、記述内容には色や形などの造形の要素やそれらのもたらす

視覚的な効果について言及している生徒はいなかった。活動２以降のアートゲームを通して、

造形の要素に目を向け、自分たちが視覚的な情報からどのようなことを感じ取っているのか

自覚していくことができれば、作品中の要素を根拠として自らの意見をもつことができ、鑑

賞の幅が広がるはずである。 

 

（２）学習活動２「カードを分類する」について                  

カードを分類する際、スムーズに分けることのできな    図４ 分類中の様子 

いカードがいくつか出てきた。生徒たちは対話を通して

どちらかのグループに分けていくが、各々がそう感じた

根拠を作中から探し、互いの印象の共通項を探りながら

最終的な判断をしていた。また、活動１の記述の中に、

「一瞬チラッと見ていく人と、ずっと見つめている人の

両方がいて、それぞれなにを考えているのかが気にな

る。」というものがあった。その生徒は活動２を通してお互いの感じ方の違いが、「見ている
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ところが自分と違う」ことから生まれることに気付き、見ている要素の積み重ねから、作品

全体の印象として感じ取っていることが理解できいていた。この気付きは活動３、活動４に

続く重要な学びの一つである。しかし、いくつかの作品では、作中から読み取れる情報が非

常に多かったり、それぞれの要素が相反する感覚を呼び起こしたりする場合は、話し合いが

まとまらないこともあった。 

 

（３）学習活動３「判断の基準となった造形の要素やそう感じた根拠を確認する」について 

  アートゲームを通して自分たちが見ていたポイント、そこから感じたことを言語化する活

動である。「あたたかい・つめたい」で分類する時は作中の色彩を手がかりにしており、「か

たい・やわらかい」の時は引かれた線や表現された形を重視しながら分類していた。いくつ

かのゲームを通して、造形の要素が鑑賞者にもたらす感覚について理解し、これまで自分た

ちが感じてきたことも、それら造形の要素が根拠となっていたことに改めて気付かせること

ができた。また、色彩の使われ方でも分類する際の判断に影響があると感じている生徒もお

り、それらの要素が複雑に関係して全体のイメージを作りだしていることにも言及する生徒

も出てきた。 

 

（４）学習活動４「本時の活動を通して気付いたことや感想をまとめる」について 

  本時の活動を終え、改めて生徒たちに「美術作品の鑑賞」について問い直した。探究的な

学びを経て、自分の見ている対象（造形の要素）と、自分の感じ取り方の関係性を実感し、

ほぼ全ての生徒が学習活動１での記述内容からの変化が見られた。「活動を終えて、今考える

『鑑賞』とは？『美しい』とは？」という問いに対する学習プリントへの記述内容は以下の

ようになり、視覚情報としての造形の要素やそれらを捉える造形的な視点が、自らの感覚的

な判断に影響を与えていることに気付いたという生徒が多かった。  

・言葉が無く、正解が無い絵を、自分なりの視点で感じ取っていくことが鑑賞だと感じた。

それは、絵を描いたりする時の工夫点にもなる気がする。  

・一つの作品を色々な視点から見て、それぞれの作品に合う言葉を見付けるのも鑑賞なのだ

と思う。美しいとはそれぞれの作品にピッタリと言葉が合っている状態なのだと思う。  

・鑑賞は絵とじっくり向き合う時間。色々な視点から考えること。『美しい』とはその要素が

そろっていること。 

・造形的な視点からものを見て、美しさや思いを読み取り、そこから考える力を付けること。  

・鑑賞とは、造形の要素をつかみ取りながら、自分たちでその絵を味わう時間。美しいとは

視点を変えながらその絵のよさに気付くことでわかってくる。 

  

３.３.５ 題材を終えた成果と課題 

 本題材の実践を通した成果（〇）と課題（▲）は以下の通りである。 

〇本題材を通して、生徒たちに色や形などのもたらす効果や心理的な影響を感じ取り、その

結果として作品を味わっていることを自覚させることができた。学習指導要領の〔共通事

項〕にある造形的な視点に気付き、美術の鑑賞活動のスタートとして一定の成果が得られ

た。今後の表現活動、鑑賞活動においても、生徒の造形的な視点を生かした題材開発を目
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指していきたい。 

〇学習活動２において、対話を通して作品を分類するにあたり、お互いが同じ要素から感じ

ていること、また、違った要素に目を向けた結果で、同じ作品から違った印象を受け取っ

ていることに気付かせることができた。作品を鑑賞する際、結果的に他者との意見が違っ

てくる理由がどこに注目しているかという「視点の違い」にあることがわかり、その違い

を交流することで作品の見方が大きく変わったり、１人では気付けないことまでより深く

味わったりすることができる楽しさを実感させられた。 

▲美術作品が作られた文化的な背景や宗教、時代による感覚の違いなど、関連する知識が無

ければ感じ取れない情報が少なからずある。特に作者の意図や、作品が作られた時代に鑑

賞者にどのように受け入れられた結果、名作として残ることになったのかなどを考える時

は、当時の時代背景や国柄などについて現在との違いを感じ取ることも重要なのではない

だろうか。今後、何か一つの美術作品を取りあげて鑑賞する際には、それらの知識をどれ

くらい、どのようなタイミングで与えるかが課題である。本題材で生徒が身に付けた造形

的な視点を大切にし、当時の作者の表現意図や伝えたかった情報を適切に判断していける

様に工夫を凝らした授業づくりを行っていきたい。 

 

４． 授業実践後の教科アンケート結果の考察 

 本研究では、「何ができるようになるのか」という観点から生徒を主体として学習の場を捉え、

育成を目指す資質・能力を整理し直し、教科同士の学びのつながりを踏まえ、資質・能力の育成の

ために必要な指導内容等を検討した。また、その内容を「どのように学ぶか」を重視して既存の題

材を捉え直しながら、本稿で取り上げた３つの実践例以外にも多くの授業実践を行った。平成３０

年度の本校生徒を対象とした教科アンケートの結果と分析について以下に示す。 

 

４.１ 全教科共通で重視して育む資質・能力②③について  

 これまでとは内訳に変化が見られ、Ａ「とてもそう思う」

が６２％（昨年度より１０％増加）、Ｂ「そう思う」と回答

した生徒が３６％（１０％減少）であった。これらの回答か

ら、美術の学習に対して肯定的な意識を持って臨んでいる生

徒が全体の９８％に上ることが分かった。昨年度も肯定的意

見が９８％だったが、内訳としてＡが増加しているというこ

とは、1 年間の授業を通して、美術による学びが豊かに生き

るために重要な教科であるという認識が生徒に広く深く理

解されてきたことがうかがえる。また今年度の第３学年では

ＡまたはＢの回答が１００％となり、自分たちが「豊かに生

きる」ためには美術を通した学びが必要だと感じていること

質問の概要：美術の授業での学びは「豊かに生きる」うえで大切だと思いますか？  

Ａとてもそう思う  Ｂそう思う  Ｃあまりそう思わない  Ｄ思わない 
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がわかった。１・２年生も９０％台（１年：９４％、２年：９９％）ではあるが、学年が上が

るにつれて上昇する傾向があった。 

肯定的回答の記述の内容を見ると、「様々な視点から考えをまとめて豊かな感情表現ができる

から」「ものを多角的に見る力がつく。美術的に考えると創造の意欲が湧く」「鑑賞の面白さを

知ったから。自分の考えやアイディアを自由に広げてくれるものだ」「自由な発想をうみだすこ

とができるようになる」「生活の中で、色や形は身近なものであるから、それを感じ取ることは

大切」「自分の奥に眠るものを掘り起こせる。そして表現できる」「身の回りは美術やデザイン

にあふれており、それが私たちの生活に様々なものを与えてくれるから」「創造する力はこれか

らの社会を生きていく上で一番重要」などがあった。 

 

４.２ 全教科共通で重視して育む資質・能力④について  

  Ａの「とてもそう思う」が４５％と、昨年度と比べて

も変化はなかった。ＡとＢの合計は９２％で、ほとんどの

生徒が美術の学習で経験した「色や形に対する考え方」や

「創意工夫する思考力」などが、自分の生活を豊かにして

いると感じている回答が得られた。 

 この項目も、学年が上がるごとに向上していく変化が見

られ、Ｃ・Ｄの項目を選んだ８％はほとんど 1 年生であっ

た。まだ１２，１３歳という年齢では、「自分の生活」と

いう自覚がほとんど無く、親や家庭の影響力が強い時期で

ある。自分の意思で様々なことを選択したり、決定したり

していく場面に出会ったときに、やっと実感できるのでは

ないだろうか。 

 Ａを選んだ生徒の記述内容は、「自分は世界の文化や世

界遺産に興味があるが、それらに美術は密接に関わってい

るから」「鑑賞をして、『今すぐ美術館に行きたい！』と思った。感動を得られた」「自然や人工

物など、全ての美しさに目がいくようになった」「将来の生活で必ず使う」「何かを作っている

時、自分の世界に没頭することが沢山有り、作品に熱中したり、その間に心の整理をしたりで

きたから」「自分の国のよさや美しさを知ることができた」「何かを見るときには総じて役に立

つ」「人に合わせるのではなく、自分のこだわりが持てる。自分の思いに従って追究できる」「『ど

うすればこうなるのか』」を考える事は、他の場面でも重要だから」など、多岐にわたる内容が

挙げられた。 

 

 

 

質問の概要：美術で学習した事が「自分の生活を豊かにしている」と思いますか？  

Ａとてもそう思う  Ｂそう思う  Ｃあまりそう思わない  Ｄ思わない 
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４.３ 全教科共通で重視して育む資質・能力①について 

 これまでよりも、授業以外の場面で美術的な活動に取り

組んでいる生徒が増加し、全体の４２％が肯定的な回答を

した。授業後も行動化につながるように促す題材づくりは、

以前から続く課題であった。今年度はかなりの改善が見ら

れた。特に「Ａ表現」に関わる題材において、「生徒のこ

だわり」に関わる部分の制作を家庭で取り組んでいる生徒

が多く、自分で材料を追加で購入して取り組んだ生徒もい

た。また、「美術館へ行った」という生徒では、これまで

よりもじっくりと鑑賞し、自分の考えを持って鑑賞活動を

行っている生徒が増加した。 

しかしながら、美術科の活動で学習したことが、生徒の

実生活で「活用」されたり、「行動化」されたりするには、

生徒の生活環境や、家庭環境も影響してくる。地方に在住

していることもあって、保護者が連れて行ってくれたりしなければ、美術館や展覧会に足を運

ぶチャンス自体が少ない。Ｃ、Ｄと回答した５８％生徒のうち、多くは上記のような要因が関

係して行動化されなかったようである。また、「熱中できる時間が無い」「受検がなければ」な

ど、生徒の多忙さに起因する部分もあった。 

 本稿の実践例としては取り上げなかったが、授業の具体例を挙げて分析すると、第３学年で

は後期の授業で授業前の短時間鑑賞を１５回程行った。毎回の授業の初めに様々な作品の鑑賞

を通して、作品の特徴や、歴史や文化的背景との関係について学んできたことで、美術作品に

対する興味関心を多面的に高めることができ、家庭に戻ってからインターネットで詳しく調べ

たり、美術関連の書籍を買って他の作品も鑑賞したりといった姿が見られた。 

 第２学年では特に「日本の伝統工芸」の分野に関わる制作において、「削る」「磨く」「艶を出

す」といった活動を、家庭で補充している生徒が多かった。生徒のこだわりや、求める美的な

基準に近づけるために、意欲的に取り組んでいたことがわかった。 

 第１学年では、よく観察し、感じ取ったことを表現に結びつけていくような題材や、タブレ

ット型端末で制作するストップモーションアニメや、拡張現実の世界を体験する授業を行って

きた。特にストップモーションは、生徒が持っている携帯ゲーム機器でも制作することができ

るものだったため、家庭で新たに制作して楽しんでいた生徒が多かった。普段から触れている

機器を使ってクリエイティブな活動ができるということは、中学校に入学したばかりの生徒に

とっては新鮮なものであり、実生活でも手軽に取り組める造形活動として受け入れられている。 

５． 育成を目指す資質・能力とその汎用性についての考察 

 本研究の実践を通して、明らかになってきたことがいくつかある。まず、教科の学びを通し

質問の概要：学習したことをきっかけとして、「もっと描いてみたい、作ってみたい、鑑賞

したい」などの思いをもち、行動したことはありましたか？  

Ａとてもそう思う  Ｂそう思う  Ｃあまりそう思わない  Ｄ思わない 
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て生徒の資質・能力を育成するという観点から題材や単元を配列し直していく必要があるとい

うことである。現時点で生徒にどれくらいの知識や技能が備わっているのか、また題材でどの

部分を重点的に育成するのかを明確にし、教師がこれまでの年間指導計画を見直し、既存の題

材も新たに捉え直しながら、授業での学びを資質・能力ベースで他教科とも連携しながらデザ

インしていくことで、新学習指導要領で示された目標の実現へのスタートになると考える。 

次に、教科の学びの汎用性についてである。本研究では美術科の実践を通じて育成された資

質・能力、美術による学びを他の場面でも活用

できる力にしようとしてきた。アンケートの結

果などからも、生徒の変容やその成果が感じら

れるものとなった。また、「対話による美術鑑賞」

などを行う鑑賞の場面では、図６に示したよう

に、他の教科で学んだ知識や経験、育成された

資質・能力を活用して発言したり推測したりす

る姿があった。 

図６ 他の場面でも生かされる「見方・考え方」 

各教科の学びは、学習の主体者である生徒がそれらを活用しなければならない場面で、生徒

の特性に合わせて組み合わされ、複雑に混ざり合った形で表出されるということが読み取れる。

また同様に、美術による学びで身に付いた造形的な視点や、発想したことを色や形で表現して

いく力も、生徒の中で他の教科の学びを通して育成された資質・能力と組み合わされ、その場

に応じた適切な形となって活用されていると言えるのではないだろうか。実践を通して、授業

を行う教師が図６に示したようなイメージを持って生徒の発言を拾い、その生徒の視点を価値

図５ 学びのつながりと汎用性 
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付けて意図的に往還させて行くことによって、美術による学びがより一層豊かに広がることは

明らかである。その繰り返しを経て、各教科の学習を通した学びが真に汎用的な能力として蓄

積されていき、美術科も含めた教科特有の「見方・考え方」を自在に活用しながら未来を創っ

ていく生徒の育成が可能になるはずである。 

  

５． おわりに 

 人間は外界の情報の多くを視覚から得ている。美術による学びは、その情報を形や色彩など

から創造的に捉えることを可能にし、新たな価値や意味があるものに変化させる力がある。そ

れは他の教科にも同様のことが言え、それぞれの教科特有の「見方・考え方」は美術による学

びと同様に、生徒が乗り越えるべき新たな問いに向き合ったときに必要な役割を担っている。

本稿でもいくつかの実践例を紹介しながら検証してきたが、それぞれの題材を通した学びが、

中学校３年間の中でどのような資質・能力を育成するために必要なのかを明確に持ち、さらに

は将来にわたってどのような問題解決を成し遂げるための力なのかを生徒に実感を伴って理解

させていけるような授業を行っていくことが必要である。 

 

 

Study of the Relevance between Generalities of Learning and 

Art Education from overviewing the Large Frame of the School 

Education 
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In this research, we discuss about (1) the importance of art education in the large frame of 

school education, especially in the curriculum of compulsory school education, (2) the 

cultivation of attitudes and abilities that can work outside the classroom. We, the teachers 

of Yamagata University Junior High School, set the attitudes and abilities toward learning 

as (1) the attitudes for exploring the better goal (trying to find the meaning of learning by 

students themselves), (2) the abilities to make use of their own knowledge, skills and 

experiences, (3) abilities to make generalities according to the situation or purpose, and (4) 

the abilities to assess their own learning and set a new goal (reflecting their learning and 

plan a new set of goals). Based on the reflective research and questionnaire, it is revealed 

that teachers make students realize their own learning by (1) taking concrete and clear 

measures to cultivate the attitudes and abilities toward learning, (2) re-understanding the 

essence of the subject that we have in the classes, (3) mixing the meaning of learning art 
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and the attitudes and the abilities that are cultivated in other subjects.  
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School curriculum   Art education    Attitude and Ability toward learning 

Generality of learning 
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