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くく美術科>>

深く考え、豊かに創造する生徒の育成
ーアクティブ・ラーニングを通してー

酒井織恵* 上村豊**

*琉球大学教育学部附属中学校 **琉球大学教育学部

I主題設定の理由

1 社会的背景

知識基盤社会と言われて久しい。 2005(平成17)

年の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将

来像J(1)の中で、 21世紀はいわゆる 「知識基盤社

会 (knowledge-basedsociety)Jの時代であると

述べられている。その響きは、近未来的な社会の

到来に期待を感じさせる一方で、、激しい変化の渦

に足下をすくわれはしないかとういう漠然とした

不安も感じさせる。答申では、知識基盤社会の特

質を 1( 1 )知識には国境が無く、グローパル化が

進む。(2 )知識は日進月歩であり、競争と技術革

新が絶え間なく生まれる。 (3 )知識の進展は旧来

のパラダイムの転換を伴うことが多く、幅広い知

識と柔軟な思考力に基づく判断が一層重要になる。

( 4 )性別や年齢を間わず社会に参画することが

促進される。」 としている。中でも、(3 )につい

て、大迫 (2016)は、今まで、身につけていた知識、

そして考え方がもう通用しなくなり、今までとは

違う知識、考え方が求められるとし、また、 「考え

る」という人として最も初源的な行為が、未来的

な状況に立ち向かう唯一の方法となる、 (2)と述べ

ている。このことから、ただ漠然と不安で、いるの

ではなく、「考える」ことこそが未来を切り拓く鍵

になるのではなし、かと考える。

本校では、子どもたちが潜在的に持っている学

ぶ力を引き出し、それを使いながら知恵(ジンブ

ン)をはぐくむことで、 21世紀を生き抜くために

必要な思考力の育成を研究主題に据えており、本

校美術科としても国立教育政策研究所(以下 「国

研」とする)が示す、「生きる力」をより実効性の

あるものとしてどう発揮するかという方向性を示

唆するモデルωとしての 121世紀型能力」の中の

「創造力」のとらえ方をヒントに、教科の特質を

踏まえた思考力の育成について考えて行きたい。

国研が示す 121世紀型能力」の中の「創造力」

は、「問題発見解決力」と組み合わされ、 「個人で

あるいはグループで、問題を発見したり解決した

り、新しいアイデアや牛み出したりする思考力で

ある。」と定義されている。またこれは、 「次期学

習指導要領に向けたこれまでの審議のまとめ 3、

子供たちに求められる資質・能力と教育課程の課

題」の中の《学校教育を通じて育てたい姿と、 「生

きる力」の具体化>> (4)の項目のひとつである 「変

化の激しい社会の中でも、感性を豊かに働かせな

がら、よりよい人生や社会の在り方を考え、試行

錯誤しながら問題を発見・解決し、新たな価値や

創 i告していくとともに、新たな問題の発見・解決

につなげていくことができること。J (二重線、 著

者)と意味合いが重なり、次期学習指導要領を見

据えつつ美術科としてはぐくみたい力のひとつで

ある。

2 生徒の実態

では、実際の美術の授業での生徒の様子はどう

だろうか。「創造活動の喜びを味わいJ 1愛好する

心情を育てJ1感性を豊かにしJ 1基礎的な能力を

のばしJ1美術文化についての理解を深めJ1豊か

な情操を養う」ことを目標とした美術科において、

知識や理解力を計るスケールは存在せず、正解を

競うような教科でもない。逆にどこに力を入れれ

ばいいのか暖昧ともとれ、生徒によっては雲をも
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っかむ思いを感じているかもしれない。

そこで、生徒は美術の授業をどうとらえている

のか、授業中の生徒の様子を観察すると、あるこ

とが見えてきた。授業の流れや目標、意図を理解

している生徒としていない生徒、また、必要な作

業をやる生徒とやらない生徒がし、るということで

ある。仮に縦軸を 「意味がわかる、わからなしリ、

横軸を 「やる、やらなし、」に分類してみる。 「意味

がわかって、やる生徒」をA群、 「意味がわからな

いが、やる生徒」をB群、「意味はわかるが、やら

ない生徒」をC群、「意味がわからないし、やらな

い生徒」をD群とした場合、ほとんどの生徒はい

ずれかに当てはまることがわかった。

わかる

c群 A群
わかる+やらない わかる+やる

や
b 

、司『ー_-- 、『ーー←-- や
な

r 一一 る
い

D群 k|/B群
わからない+やらない わからない+やる

わからない

図1 美術の授業における生徒の授業態度

それぞれに特徴がある。A群の生徒は、わかっ

た上でやる、またはわかろうと努力しながらやる

ので、理想的な生徒像と言える。 B群の生徒はA

群に混在している場合が多く、一見してわかりに

くい。しかし、わからないままに作業を続けてい

くので最終的に的がずれることが多い。c群の生

徒は、わかっていながらも作業をやらないという

態度に出るため、わかりやすい。 しかし、「わかっ

ている」ことを明確に確認する手段に限界がある

という意味で、観察者の憶測を出ないという欠点

があることも前提としなければならない。D群の

生徒は、着席したまま何もしない無気力型や、教

室内を移動しながら時間を過ごす回遊型などがい

る。もちろん、生徒達はそれぞれの群に常に固定

されているわけではなく、題材によって、または

本人の意識の変化によって移動している。

本校に多いのは、 B群の生徒である。 B群の生

徒の本音は、評価を落としたくないという思いが

強いと考えられる。授業の意味を十分に理解して

いるわけではないが、質問をしてしまうと"わか

っていない生徒"と思われて評価を落としてしま

いそうだから、それはしない。できれば、自分が

理解していないことを周りに悟られたくないので、

授業中はじっと我慢。彼らのワークシートや自 己

評価シート等は細かく丁寧に記録されているが、

内容が表面的であったり日記風であることが多い。

提出物や持ち物にも抜かりがなく、基本的な学習

態度も定着 しているといえる。 しかし、それは美

術の目標を達成しているとはいえないだろう。

そのような彼らの課題は「わからないこと 」で

はなく、「わからないことに蓋をしている」という

ことである。わかるためにわかるための工夫をす

ればいいのだが、場合によっては 「わからないこ

と」そのものの自覚が無いため 「わかっているつ

もり 」でいるとも考えられる。では、どうすれば

「わからなしリと自覚し、 「わからない」を「わか

る」に変換させることができるのか、閉じた蓋に

気づいてその蓋を取りのぞき、 学びに向かわせる

ことができるのか。そこで、彼らを 「意味がわか

って、やる生徒」のA群に移動させる手立てとし

て、前述した国研が提案する i21世紀型能力」の

ひとつである「思考力」の「問題解決、発見力、

創造力とは、個人であるいはグループで、問題を

発見したり解決したり、新しいアイデアを生み出

したりする思考力である。」という考え方をヒント

に、アクティブ・ラーニング(主体的・対話的で

深い学び)を用いることが有効であると考えた。

E 本研究の目的

アクティブ・ラーニングを通して、深く考え、

豊かに創造する生徒の育成。

E 目指す生徒像

他者との関わりによって、深く考え新しいアイ

デアを生み出す生徒。

- 70 -



W 研究内容

本校美術科の研究テーマをフクギをモデルとし

て著者は考えてみた。

1 rフクギモデル」の提案

( 1 )なぜ、フクギなのか

沖縄が北限とさ

れるフクギ(図 2) 

は風害や塩害に強

く、さらに耐火性

を持つことから、

古くから防風林や

屋敷林として植栽

されてきた。沖縄

県においては、非

常に身近な樹木の

ひとつである。葉

は肉厚で密集して 図2 フクギ

生えるので、並べ

て植栽すると緑の壁のようになる。また、フクギ

が風に強い理由として、根の特徴が挙げられる。

フクギの根は「分散型・深根型」で、広く深く根

を張ることで倒れにくい。 (5)このようなフクギの

特徴は、変化の激しい社会においても柔軟な知恵

(ジンブン)で生き抜く、「深く考え、豊かに創造

する生徒」のモデルになり得ると考えた。

( 2 )フクギモデルのイメージ

フクギが育つ土の養分を「他者との関わり」と

し、幹を「生徒の主体性」、枝を 「深く考える姿」、

葉を 「新しいアイデア」に喰える。 「他者との関わ

り」によって得られたエネルギーは、広く深く張

った根によって吸い上げられる。このエネルギー

は、主体性という幹を通って 「深く考える」枝に

届けられ、深く考えることで、エネルギーは肉厚の

葉という 「新しいアイデア」に形を変化させる、

というイメージである。

つまり個人は他者からの影響を受け、思考を揺

さぶられることによりさらに考えを深め、新しい

アイデアを生み出すのではないか、ということだ。

r;/t?~ 
暴風雨

=変化の激しい社会

エネルギー

地上部

フクギの根

〔分散型・深根型〕

図3 フクギモデル

2 VTSを用いた鑑賞

(1) V T S (Visual Thinking Strategies) 

とは

美術作品を鑑賞することで、学習者に 「複合的

能力」を身につけさせることができることを提唱

する鑑賞方法。ニューヨーク近代美術館 (MoMA)

教育部の部長を務めたフィリップ・ヤノウィンが、

従来の知識編重型の指導に疑問を抱き、長年の調

査・研究・実践を踏まえて開発した新たな指導方

法である。ヤノウィンは、 「アート作品は文字に頼

らない視覚的なもので、親しみやすい部分と謎め

いた部分をあわせ持っている。また、解釈が聞か

れており、幅広い層に訴えかけるテーマを扱って

いる。 さらに、多様かっ複雑で、概念と感情の両

方を喚起するという特性をもっている。J(6) とし、

対話を介してグループで作品をみるという鑑賞方

法を提唱している。その際、教師は一つの正解を

教えるという従来の役割をするのではなく、 学習

者から出された各々の意見の共通点や相違点を示

円
t
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しつつ、ディスカッションの聞はファシリテータ

ー(コミュニケーションの交通整理係)に徹する。

このような特徴をもった IVTS Jをアクティ

ブ・ラーニングと位置づけ、本研究を進めてし、く。

(2) VTS  r学習者への促し」と r3つの問い」

①学習者への促し

-作品をよくみる

・観察した物事について発言する

.意見の根拠を示す

・他の人の意見をよく聴いて考える

-話し合い、さまざまな解釈の可能性について考

える

②3つの問い

・「この作品の中で、どんな出来事が起きている

でしょうか。」

・「作品のどこからそう思いましたか。」

. Iもっと発見はありますか。」

3 フクギモデルと V TS

他者との関わりによって、深く考え新しいアイ

デアを生み出すというフクギモデ、ルの考え方にと

って、 VTSの対話を介してグループで作品をみ

るという鑑賞方法は大変魅力的である。しかし、

開発されたアメリカでは、ファシリテーターであ

る教師が一枚の作品の前で子供たちの考えを引き

出しながらディスカッションをしていくが、本校

の生徒たちには難しい手法であると考える。なぜ

ならば、もともと B群の生徒が多く、彼らは潜在

的に評価を気にしているため、自分の意見を全体

の場で積極的に発言しながら思考を深めていく、

といったアプローチには抵抗を感じるだろう。よ

って、アプローチの方法を工夫することとした。

全体の場では難しくても、 4人程度のグループで

の話し合い活動なら十分可能で、ある。実物大の作

品 1枚をみんなで囲むことの代わりに、小さめの

作品を 4人で囲んで話し合いを していくことにし

た。本校の生徒達はこういった話し合いには慣れ

ており、つぶやきも十分聞き取れる安心して発言

できる距離感といえる。

4 B群の生徒を意識した「視点」

評価を意識し、場合によっては 「わからないこ

と」もわかっていないB群の生徒にとって、 「わか

らない自分」に気づくことは大きな出来事と言え

るだろう。そういった B群の生徒の視点を変換さ

せ、美術の目標に向かわせるためには、何かしら

の工夫が必要だと考えた。それは、 VTSの I3 

つの問しリに加え、思考の自然な流れを意識した

「視点」を段階的に提示するというものである。

まずは、作品を見て思ったことを表現する「感想」、

そして相手の考えを意識した「質問」、さらに相手

の考えにさらに切り込む 「意見」、という設定をす

る。授業では「グループ活動お助けシート J(図 4)

を手元に置き、さらに今の発表がどの視点での内

容なのかを相手からみてわかりやすいように手に

持てる 「ふだ」も用意した。グループでの発表は

以上であるが、それらの一連の視点をなぞ、った後

に、再び一人で作品と向き合うための「さらなる

疑問」で締めくくる。これらの視点を段階的に用

いた 4時間の連続した授業のなかで、個人の思考

に始まり他者からの影響を受けながら「わからな

い自分」に気づきながら「意味がわかり、やる」

という A群への移動を試みる。

感想

質問

お助けシート

感想は、 Aさんの~という考えについて、

~だと思いまレだ。

Aさんは、なぜ~だと考えたのですかっ

意見としては、 Aさんは~と説明していました

が、~なので、私は~だと思います。

図4 グループ活動お助けシート

V 授業実践

1 3学年実践事例 IVTSを活用したアクティ

ブ・ラーニング」

( 1 )主題

鑑賞 この作品の中で、どんな出来事が起きて

いるでしょうか
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( 2 )題材のねらい

本題材では、 VTSの手法により感性や想像力

を働かせて鑑賞し、他者の解釈に対して質問や意

見を考えたり、他者からの質問に答え、他者から

の意見を検討すること等を通して、新たな視点を

もつことをねらいとしている。

( 3 )題材のポイン卜

グループ発表の場面で、発表者の説明に対して

遠慮することなく質問や意見を行う。発表者は質

問に答える、意見を肯定的に取り入れるというル

ールを守ることで、自分と他者の解釈を同じ価値

をもって比較する作業を行う。このように互いに

影響を与え合うことで、思考を深めていく。

2 実践内容

4つの視点を段階的に提示 しながら思考力と創

造力の関連性を見るため、 4時間連続の授業を行

った。また、最後に視点の段階を振り返ることが

できるような時間を 1時間とり、 合計で 5時間の

授業計画とした。

( 1 )本時(第 4時)のねらい

-他者の説明に対して、遠慮することなく質問と

では、時間をかけてひとつの作品を鑑賞すること

が好きだ」という質問に対し、 5段階中の 3 Iわ

からない、どちらともいえなしリと答えている 0

4回の鑑賞の授業やその後の振り返りのワークシ

ートの記述より彼女の思考の跡を思わせる言葉を

拾ってみた。

-鑑賞 1回目(図 5)・ー最後の 5時間目に記入し

た振り返りカード(図 9)によると、 1回目の授

業を振り返り、 l'言2高官もおEEZEZ器Eこまでしょう肝

絵を見た瞬間に

「犬がかわし、か

った!Jと思っ

たが、すぐに「で

も、意味わから

ん」と、気持ち

が下がってい

る。 しカミしグノレ

ープ活動をした

ことで「グルー

プの人の意見で

自分の考えがふ

くらんだ。 」と記

録している。

・鑑賞 2回目(図 6) 
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図 5 鑑賞 1回目

「絵が難しいJI 1回目よ

意見をすることができる。 りは良かった」と記録し、絵の作品の周りのつぶ

・他者からの質問や意見を取り入れて自分の解釈 やきが増えている。

を振り返り、よりよい解釈を追究することができ
I ;却叫部瓢配蹴誌?… 寸

る。

( 2 )思考を深める工夫

段階的に思考を深めることができるように、 「感

想JI質問JI意見JIさらなる疑問」の視点を設定

した。また、それらの視点を意識的に使えるよう

に「グループ活動お助けシート」や手に持ちなが

ら発表できるように 「札」も用意し、グループで

の話合いが可視化できるようにした。

3 授業考察

( 1 )本校に多い「意味がわからないが、やる生

徒」の B群の生徒と考えられる女子生徒を G1と

し、 5時間の授業での変容を追ってみる(図 10) 

Glは事前に行ったアンケートの 「美術の授業

a昔、ι

ザのムカヤ

/哲も1;L11， いる-. 
司，'，・世己的

符.引"
fii.t;'-fJ¥ 

イ， .，いち

刷、使もいザーが

す1モーτ，，"，

2，グループの人の替えを抱いて、感想をsい、 質問をしましょう.

3，あなEカ"111後に考えたことをまとめましょう.
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図6 鑑賞 2回目
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-鑑賞 3回目(図

7 )一 「この人

はえらい人だと

思ったが、なぜ

耳をひっぱられ

るが疑問に思い

ましたJ (原文マ

マ)。と、他者が

提案した仮説に

対して、ごく自

然に疑問を

抱いている。
…一一昨

図7 鑑賞 3回目

・鑑賞 4回目(図 8)・ーワークシートに新たに設

定した設聞の 13②質問をして、質問に答えてみ

てどうでしたか?Jに対して、「質問をすることで

より相手の意見をきけたし、納得しやすかったで

す。質問される い一一町一一一一一一
ことによって、

自分の考えをほ

り下げることが

できました。 J

と答えており、

相互に質問する

ことによる思考

の深まりを自覚

している。

図8 鑑賞4回目

-振り返りの授業(図 9)… 4回の鑑賞会を振り

返り 「分からんなってずっと考えてても、グルー

プの人の意見、考えをきくと違う発見ができたり

して、鑑賞は、いろんな視点から、見ていくこと

で成長できるのかなと感じました。」という、感想

を記録している。このことから、 G1は、自分 1

人で考えている時に他者の意見を聞くことで、刺

激を受けてより思考が深まる体験をしているとい

えよう。これは、 「他者との関わりによって、深く

考え新しいアイデアを生み出す」というフクギモ

デルによる、「意味がわかって、やる生徒」のA群

に移動した可能性を感じさせる例である。
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図9 振り返りのワークシート

( 2 )他の生徒の感想

• G 2…事前アンケートでは鑑賞することが好き

か?について 5点満点中 1点(全然あてはまらな

し、)と答えた別の女子生徒 G 2は、 4回の授業を

振り返って 「きらいな分野で、充実度が MAXに

なることができて、すごいと思った。 」 と述べてい

る。充実感が高まった理由として、継続したこと

を挙げているが、一方で、「鑑賞で一番好きだ、った

のは、みんなの考えをきいたり、質問したりする

ことでした。考えに変化がでるって面白いなーと

思いました。」と述べていることから、他者の考え

を聞き、自分の考えが揺さぶられることのおもし

ろさを実感したといえよう 。

. B 1…同じく事前アンケートで鑑賞が好きでは

ないと答えた男子生徒は、感想でこう述べている。

「正直楽しくない。理由は、鑑賞以外の授業がい

し、から。たまに美術がきらいになったけど、根気

づよくやることで、なんとか校内けんのときはは

りきれたのでよかったと思いましたJ。この感想か

らは、 「きらしリとうい思いと葛藤しながらも、公

開授業のためにけなげにがんばった様子がうかが

え、本校の多くの生徒の本音を垣間見た気がする。

このような生徒にこそ、日頃から美術の楽しさを

味わえるような授業をおこないたい。

• B 2…鑑賞についての事前アンケートで 3点(わ

からない、どちらともいえない)だった男子生徒

は試行錯誤しながら鑑賞の授業に向き合い、粘り

ながら B群から A群に移動した生徒といえるだろ

う。 4回すべての授業を振り返った感想にはこう

書かれている。 11，2回目は粘り強く向き合うこ

とで、たくさん想像がふくらんでいっておもしろ
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授業の流れと生徒G 1のワークシート図10



かったです。絵の中からストーリーを考えて、

グループみんなで考えることができました。だけ

ど、 3回目は全然想像がふくらまなかったけど、

めちゃくちゃ粘ったので、少しは、考えることが

できました。 4回目は難しかったけど、 1回想像

のスイッチが入ったらそこからたくさん考えるこ

とができたJo B 2の感想から、意味がわからない

状態から粘り、グ、ループのみんなと協力しながら

取り組んだ充実感が漂っている。しかし、一方で、

なかなか想像が広げられず、作品そのものに興味

が持てない苦しさを吐露している。このことは、

生徒の心に響く作品の選択が重要で、あるという意

味で授業者の反省としたい。また、注目すべき点

は「想像のスイッチ」という表現である。彼は鑑

賞をしながら「スイッチが入った瞬間」を体験し

ており、これこそが、フクギモデルでいうところ

の「深く考えることで、新しいアイデアが生まれ

た」瞬間であり、 B群から A群への移動が行われ

た瞬間とといえるだろう。

. G 3.一一方で、、自分の世界に入り込み、周りの

意見にほとんど左右されない生徒もいた。女子生

徒 G 3は、アンケートで鑑賞することが好き(5 

点満点の 5点)と答え 1回目から熱心に作品を鑑

賞していた。しかし、その内容は思ったことを時

系列に書き留めるようなもので、作品と向き合う

というよりは、連想ゲームを楽しんでいるかのよ

うだ。授業中はもくもくとワークシートに記入し

ていることが多く、他者の発表を考えながら聞い

たり、質問をしたりといった様子はほとんど見ら

れなかった。 4回目のワークシートには「質問さ

れて考えるきっかけになった」という記述はある

ものの、重要な仕上げとなる 「さらなる疑問」に

ついての記述は抜けている。このことから、 G3

は他者からの影響により思考を深めることを避け

ていたために思考に深まりはみられなかった、し

かし、本人は満足している、といえるだろう。言

い換えれば、 G3は 「わからないことに蓋をして

いる」だけでなく、「十分理解している生徒を盤且

且ι演じている 」可能性がある。 B群には、この

ような生徒も存在していることを念頭に、 A群へ

の移動の手立てを検討していかなければならない。

羽成果と課題

1 成果

・生徒の様子を 4群に分けたことで、グループ活

動中の生徒の思考の様子がわかりやすくなった0

・授業のねらいをフクギモデ、/レを用いた 「他者と

の関わりによって思考し、新しいアイデアを生み

出したか」 という点に絞ったので、生徒の変容が

わかりやすくなった。

2 課題

・同じ B群の生徒でも、最後までもやもやとした

感覚から抜けきれない生徒がいた。どのようなア

プローチが有効で、あるのかを検討したい。

.B群、 C群、 D群それぞれの特徴を観察し、彼

らがA群に入るような有効な手立てを検討したい0

.目に見えない思考の様子をどのように見極めれ

ば良いのか、試行錯誤が必要である。

・中学生が関心をもち、興味深く鑑賞できるよう

な作品の選択を検討したい。
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