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《美術科》

深く考え、豊かに創造する生徒の育成
ー感情による造形的要素の気づきを通して一

酒井織恵

琉球大学教育学部附屈中学校

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 J7)年

の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来（象」 (I)

の中で、 21世紀はいわゆる「知識基盤社会

(knowledge-based society)」の時代であると述べら

れている。その牌きは、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)知識には国

境が無く、グローバル化が進む。 (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屈重

要になる。 (4)性別や年齢を問わず社会に参両する

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、 「考える」ことこそが未来を切り拓く鍵にな

るのではないかと考える。

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忠（ジンプン）をは

ぐくむことで、 21世紀を生き抜くために必要な思考カ

の育成を研究主題に据えており、木校美術科としても

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(3)としての「21

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「21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、狐~

アイデアを生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、 「次期学習指蒋要領に向け

たこれまでの審議のまとめ 3、子供たちに求められ

る臼質 ・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

を盟かに働かせながら、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、亙と

な価値を創造していくとともに、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。」 （二直線、

著者）と意味合いが重なり、次期学習指舜要領を見据

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。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。生徒に

よっては雲をもつ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、授業中の生徒の様了を観察すると、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

やらない生徒がいる。仮に縦軸を「意味がわかる、わ

からない」、横軸を「やる、やらない」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、
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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（図 1)。
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図 1 美術の授業における生徒の授業態度

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。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、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。このような彼らの課題は「わからないこ

と」ではなく、 「わからないことに器をしている」と

いうことである。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「21世紀型能力」のひとつである「思

考力」の「間姪解決、発見力、創造））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。

n 本研究の目的
感梢による造形的要素の気づきにより、深く考え、

挫かに創造する生徒の育成。

m 目指す生徒像

感情の動きにより造形的要素に気づき、新しいアイ

デアを生み出す生徒

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 「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。船は肉厚で密集し

て生えるので、並べて植栽すると緑の壁のようになり、

暴風雨に強い。また、フクギが風に強い理由として根

の特徴も挙げられる。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(ii¥

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（ジンプン）

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。

● " 

図2 フクギ
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(2)新フクギモデルのイメージ

研究1年目に考案した 「フクギモデル」では、土の

投分を「（也者との関わり」としていたが、 他者との関

わりが、必ずしも思考力の深まりを促すとは限らない

ことがわかった。生徒によっては、他者に対して警戒

し表面的な関わりに留まってしまうことがあることが

あるからだ。よって、 2年目の今回は全体的にモデル

のイメージを変えることにした。「フクギモデル・2017」

のイメージは、 1. 深く根を張る様子を牛徒の深く考

える姿に見立て、 2. 土の奥深くに下りて自分の本音

と出会い、 3.本音と向き合い続けることでそのエネ

ルギーを顛まで届け、 4.新しい発見としての肉厘の

鋲を広げる、というものである（図 3)。
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図3 フクギモデル・ 2017

2 VTSと「ビリギャル」からヒン トを得た

「問い」の工夫

(1)仕掛けとしての「ぐち」

昨年取り組んだVTS(Visual Thinking Strategies) 

の手法は、美術作品を鑑買することで、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

する鑑質方法である。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、従来の知識編璽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、解釈が開かれており、

幅広い囲に訴えかけるテーマを扱っている。さらに、

多様かつ複雑で、概念と感梢の両方を喚起するという

特性をもっている。」 (6)とし、対話を介してグループ

で作品をみるという鑑買方法を提唱している。

咋年は、 「感想」 「囲問」 「意見」を段階的に設定

しながら鑑買を行ったところ、授業のはじめには気づ

かなかった作品の良さや特徴を授業終わりには味わう

ことができるようになっていった。しかし、その一方

でB群の生徒の中には、最後までもやもやとした感此

から抜けきれない生徒もいた。考えられる理由として、

グループ活動で思考を深めたり、人と関わることに苦

手意識をもった生徒にとっては必ずしも有効ではなか

ったことがあげられる。そんな彼らをB群からA群に

移動させることが出来る手段を探していたところ、『学

年ビリのギャルが 1年で偏差値を40上げて脳応大学に

現役合格した話』 (7)の本の中で見つけた一節がヒント

になった。

本背は、偏差値30の女子邸校生がある塾講師との出

会いにより炭応大学に現役で合格するという実話を描

いたものであるが、著者である塾講師が勉強が苦手な

主人公に対して合格の可能性を感じたのは、歴史上の

人物に対して感情的になる姿を見た時だったとある。

著者はこう説明する。 「歴史に関しても、これはいけ

るかもな、と僕は内心、思っていました。 （中略）歴

史が得意になるかどうかの分岐点は、歴史 Lの人物へ

の愛着を抱けるか否か、歴史上の事件への執済を感じ

ら得るか否かにかかっています。時には、歴史上の人

物や事件に、いらついたり、怒ったりする一そんなセ

ンスが大事なのです」 (P46)。つまり、学習内容と

感情が繋がることでその中に入り込んだ感鈷になり、

学習内容が定着していく、という意味だと捉えられる。

このような生徒が感情的になれるような仕掛けを、個

人差や偶然性に頓ることなく意図的に授業の中でつく

り出せないかと考えた。

昨年度に行った鑑買の授業における「感想」 「質問」

等は感情が動きにくい。 指示を的確にと らえるには理

性的である必要があるからだ。では、最も感情が動く

のはどんな状態だろうか。おそらくネガティプな感情
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が動いた時である。ネガティプな感情は心が動きやす

い。心が動くことで思考が活発になることで情報が定

苅したり、新しいアイデアがうまれやすいのではない

だろうか。このことから、作品鑑‘政の条件をあえてネ

ガティプな感梢とした。

(2)「ぐち」の目的は美術の学習の深まり

作品に対してぐちる作業は、生徒にとっては燈きで

ある。これまで 「作品の良さを見つけよ う」という指

示をされたことはあっても、否定的な意兄を出すよう

にという指示をされた経験はほとんど無いのではない

だろうか。しかし、作品に対してぐちるこ とは、作品

を隅 ま々で見なければできないことであり、自分のネ

ガテイプな本音にたどり祈くために深く考えなければ

ならない。ネガティプな感情はエネルギーを使うが、

それによって思考が活発になり、新しいアイデアがう

まれるはずである。つまり、作品をぐちることの目的

は美術の学習の深まりである。 作品に対して初めはぐ

ちることで心が痛んだとしても、次第にその作品と自

分とのI関係に親密性が生まれ、それにより、美術科の

目標である「造形的な兄方 ・考え方を働かせ、生活や

社会の中の美術や美術文化と型かに関わる狡囲 ・能力

を育てる」 という、美術でしか学べない学習の深まり

が期待できると考える。

(3)B群の生徒を意識した試み

自分の本音と向き合うことで新しいアイデアを生み

出すという「フクギモデル・2017」の考え方にとって、

ネガテイプな感情を利用して自分の本音に迫るという

この方法は有効であると考える。しかし、本校に多い

B群の生徒は、潜在的に評価を気にしているため授業

でぐちを言ってはいけないものと考えていることが予

想される。よって、アプローチの方法を工夫し、ぐち

を「古」ではなく 、ワークシート上で文字にして表現

することにする。また、さらに深く味わうために、そ

のワークシートを互いに見せ合い、共感するコメント

には古き足すなどしてぐちを共有する場面を設定す

る。つまり「自分の本音」を「他者と共有Jすること

で、思考の深まりの機会を増やすという試みである。

真剣ににぐちを出せるために、このような安心できる

環境をつくることにする。

v 授業実践
1 3学年実践事例

アイデアスケッチの交換会

(I)尋

何でこれが「きれい」なの？

～使えてきれいなジュエリーてん刻～

(2)目標

本題材では、「造形的な要素」「謡味や価値をつくり

だす」をキーワードに、「きれい」に焦点化し、造形的

な要素を取り入れた自分が考える「きれい」な作品を

制作していく。ここで言う「きれい」は、次期学習指

祁要領 A 表現 (1)イの 「美しさ」を言い換えたもの

であり、中学生になじみやすい表現にしたものである。

2 本実践の目的

一般的に 「きれい」は、その対汝がもつ形や色など

の造形的な要素に起因する。しかし、 「いつもHにして

いる学校帰りの空が、運動会の帰り追ではなぜかきれ

だと思った」という場合は造形的な要素は関係してこ

ない。つまり 、「きれい」は見る側の心に委ねられてい

る部分もあると ，jえる。

この閣材では、 「きれい」の要索には造形的な要素に

加えて、「きれい」と感じる側の心にも要因があること

を気づかせ、「きれいjと感じる心の有成も目指してい

る。

3 実践内容

てん刻の制作は、3cm X 3 cm X 7 cmの大きさの堅い

石を加工する大変やりがいのある題材であるため、義

務教育最後の3年生最後の美術の授業の姪材としてふ

さわしいと考えた。本来てん刻はn分自身を証明する

役割を持っため、印面のデザインを重視する。しかし、

本題材では「きれいJをテーマにしているため、 「き

れい」の代名詞といえる 「ジュエリー（宝石）」をイ

メージすることにし、印面に名前を彫ることにはこだ

わらないが、作品全体の用と美の共存を意識した、使

えてきれいなてん刻作品をH指す。
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(1)授業計画〈全 14時間〉

時間 内容

1 何でこれが「きれい」なの？

鑑費＋アイデアスケッチ①

2 どうして「きれい」とおもうのだろう ？

ジグソー①

3 もう一度、 どうして 「きれい」と思うの

だろう ？ジグソー②

4 「きれい」の分析と分類

5 アイデアスケ ッチ②

6 アイデアスケ ッチ交換会

7~13 制作①～⑦

14 作品鑑質会＋授業の振り返り

(2)本時のねらい (6時間目）

互いの作品を鑑賞し合い、他者からのアドバイスを

取り入れた錬り直しをすることができる。

(3)思考を深める工夫

1時間目の森入時に芸術作品をぐちる鑑nの授業に

行ったが、その時の生徒の感想は「ぐちっていいって

言われたから張り切ったけど、意外と出ない」 「見れ

ば見るほど、良さが見えてぴっくりした」などがあり

（図 4)、ネガティプな本音に心揺さぶられながら作

品を隅々まで鑑買し、自分の本音や作品と向きっ合っ

たと考えられる感想がみられた。
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図4 1時間目のワークシート

本時においては「ぐち」を表現することは封印する

が、 1時間目の禅入時からジグソーも含めてこれまで

の 3時間 「何でこれがきれいなの？ （全然きれいじゃ

ない ！）」 という批判的なアプローチで鑑伐する時間

をもったことで、本時に行う「友達のアイデアスケッ

チを見る→作者の工夫に気づく→さらに良くするア ド

バイスをする」とい う一連の息考の流れが自然にでき

るように布石を打ってある。

まず、授業始めに前時に行ったアイデアスケッチを

無作為に全員に配布し、友達のアイデアスケッチのワ

ークシートに対してアドバイスを行う。思考を深めら

れるように授業の森入部分で 2つの指示を出した。

①作者の思いや工夫を読み取ること

②を踏まえたアドバイスをする

（ちょ っと大げさに ！思い切って ！）

生徒たちはこれまで友達の作品をじっくり観察して

アドバイスをしたり、また、逆に自分の作品を友達に

じっくりと見てもらいアドバイスをしてもらうという

経験もほとんど無い。このことから、友達の良さを踏

まえてアドバイスをしたり、自分の工夫を踏まえたア

ドバイスをもらうことで、深く考え自分の本音と向き

合うことで、新しいアイデアを生み出すきっかけにな

るのではないかと考える。

(4)実践の考察

①生徒の学習の評価

本校に多いB群の生徒と考えられる生徒数名の感想

から考察してみる。

考察・・B1は、 友だちからもらったアドバイ スは取り

B 1 (男子生徒）の感想

(1)友だちにアドバイスをしてみて

自分よりもしつかりしていたのを描いていた

のに、それにアドバイスするのは少し申し訳

ないとおもいました。

(2)友だちからのコメントやアドバイス

• 名前を作品としている所が良い

• 音符で名前をつくつている

・リコーダーと か彫りやすそうだけど（やっ

てみてはいかが？）

(3) アドバイスをもらっての感想

底面を音符にするのは難しいけど、持ち手を

リコーダーにするのは良いアイ デアだな と思

いました。それを使ってみたいです。

入れてみたいと意欲的だが、自分がアドバイスするこ

とに対しては申し訳ない、 と、 温度差がある。提供さ

れたアドバイスには感謝するが、自分は人にアドバイ

スする立場ではないと感じていることが伺える。
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B 2 (男子生徒）の感想

(1)友だちにアドバイスをしてみて

別のアイデアを取り入れる ことができた。少

しアドバイスするときは難しかったけど、 1人

で考えるよりアイデアが存かんだ。

(2)友だちからのアドバイス

・シンプルでいいと思う。また HS(イニシャ

ル）で自分を表して、周りの絵で特徴を表し

ている。

・HSのイニシャルは別の人と同じだからもう

ちょいヒントくれ。サッカーとか。

• もっと 工夫していいと思う。こんな感じで

（笑）。 （スケッチが描かれている）

(3)友だちからのアドバイスを諒んでの感想

「あー確かに」と思うところがあって、その考

えの方が「自分」をよく表しているなと思う

ところもあった。

考察・・B2は「1人で考えるよりアイデアが浮かんだC 」

と書いてあるように、友だちの作品について考えてい

る時の方がアイデアが広がる、という経験をしている。

その後、友だちからアドバイスをもらった後からテー

マを絞り始め、思考が深まり始めた。始めは自分のイ

ニシャルや名前だったが、次第に自分が好きなミュー

ジシャンの名前や好きな歌洞の一節を抜き出し印面や

持ち手に使えないかという試行錯誤を始めた。アイデ

アスケッチを見せに来た際の「何でこれがきれいな

のりという問いかけに対して、自分の内面の成長に

ついて説明をし、最終的にオリジルの文宇のデザイン

にたどり杵いた。このようなことから、彼はB群から

A群へ移行したと考えられる（図 5)。
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図5 B2のアイデアスケッチ（交換後）

G 1 (女子生徒）の感想

(1)友だちにアドバイスをしてみて

ワークシート 4番の取り入れたいきれいをち

ゃんと 取 り入れてアイデアスケッチを忠いて

いたからすごしヽと思った。アドバイスはあま

り思いつかなかったけど、};-けてよかった。

(2)友だちからのアドバイス

• 自分の好きな物をいれると感じているから、

自分の好きな物をいれようとしているとこ

とがわかりました。

・模様はエ夫されているから、てん刻の形を変

えてみたらいいと思う。好きな物とか。

(3)友だちからのア ドバイスを読んでの感想

名前の周りにも好きなものを入れたりすると

か、てん刻の形をかえるとか、自分だったら

思い浮かばないようなアイデアをもらったの

で、それを作品に取り入れたいと思いました。

考察・・G1は、友逹の作品について評価しているもの

の、友達へのアドバイスは躊躇しているように見える。

B2のように友逹の作品について考えた方がイメージ

が広がり、アイデアがうまれたかもしれないのに、騎

躇してしまった。まさにB群からA群への移行のチャ

ンスだったと考えられ、この場而で、声かけ等が必要

だったと思われる。

②授業デザインの振り返り

授業デザインに関しては、 「ぐち」による鑑費とジ

グソーを組み合わせることで、感情の動きと造形的な

要呆を意識させることはできたと思うが、十分では無

かったと思う。これは、ワークシートの発問の内容と

その順番に課題があった。生徒の思考に添ったもの、

または期待する思考への道筋にミスがあった。また、

鑑貨する作品の内容も吟味する必要があった。

アイデアスケッチの交換会では、B群の生徒の特徴

を明確に捉えるこ とができた。彼らは 「友達からのア

ドバイスをもら うこ とは歓迎するが、アドバイスをす

ることには抵抗を筵える」という感鈷を持っていた。

ア ドバイスができる人は能力が邸い人がすることで、

それは自分ではないと感じていた。
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③実践を踏まえた授業の改善点

生徒が深く考え、新しいアイデアを生み出すための

仕掛けとして考案した「ぐち」を活用した鑑買の授業

であったが、発問の内容と順番に改笹点があった。今

回行った内容は 「作品に対するぐちを個人で出す→グ

Jレープで見せ合う→アイデアスケッチ→自分にとって

のきれいとは？」という1順番だったが、実際にはグル

ープで見せ合うタイミングで思考を止めてしまった

り、 「自分にとってのきれいとは」という発問により

アイデアスケッチが進まなかった場而が見られたの

で、改善案として「作品に対するぐちを出す（個人）

→作品の解釈（個人） →ぐちってみての感想（思考の

振り返り）→グループで見せ合う→再び作品鑑費（個

人） →アイデアスケッチ」という流れが望ましいと考

える。そうすることで、自分の本音を卜分掘り下げる

ことができ、かつ後半は他者の意見にも心を動かされ、

改めて作品を見ることで作品が違って見えはじめ、作

品の良さを自分のアイデアスケッチに取り入れること

ができると考えた。

これらの反省を踏まえて、 1月の定期テストで再び

「ぐち」を活用した鑑伐活動を行った。

④定期テス トで再び

色や形の細部の鑑代がしやすいるように教科苫を持

参させ、そこからの出題とした（図 6)。設問は次の

3つで、この順番で答えることで感梢が作品とが繋が

ることを狙った。先ほどの生徒 B2の回答を例に挙げ

て考察してみる。

図6聖マタイの召命

設間

①作品『咆マタイの召命』を見て、細部までしつか

りと「ぐち」りなさ 1.,ヽ 0

②この作品についての考えと、疑問を述べなさい。

③ 「ぐち」りながら作品を鑑伐してみてどうでした

か？感想を述べなさい。

B2の回答

① ・全体的に暗くね？屯気つけようぜ。

・窓、きたない。ほこりたまってるんじゃん？

．隊長？めっちゃ｛雄そうにしている。

②この絵の中にいる (J坐っている）子どもみた

いな人たちは、剣を持っているから軍の人かな

と思い、右側で誰かを指さしている人は隊長ら

しき人物かなと思った。また、この絵からは、

誰かを戦場に連れ出そうとしているのか、この

中の誰かが犯罪をしたからっかまえに来たの

かという 2つが思い浮かんだけど、どっちがこ

の絵に描かれている以実なんだろうと疑問に

思った。

③ぐちっていたら、実際にありえそうだなと い

う考えが出てきたり、人物の顔や行動から読み

取ると何があったのかとても分かりやすかっ

t--o 

考察...①について、生徒 B2は部屋の暗さや埃っぽさ

に対してぐちっていているが、それは生徒 B2がその

部屋に人った感党になっているからだと考えられる。

②について、登場人物を 2つの群に分けることで、双

方のやりとりや関係性について考えている。また、①

で登場した 「隊長」に対するぐちも意味づけがされて

いる。③について、 「実際にありそうだ」という感想

から、生徒 B2は、歴史上の場面を現在の自分の生活

に近い場面に引き付けており、人物の頻や行動を細か

く観察したことで「とても読み取りやすかった」と述

べている。

他の生徒の感想からも、 「自分がぐちっていること

が、その作品の良さであると気づきました。光の位置

やむきによってとらえかたがさまざまだと思いまし

た。」 「ぐちることで自分が思っていることを全部だ

し、また何もない心に新しい桔報がはいってきたな～
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って思いました。」等の感想があり、ぐちることで、

最終的にはその作品の造形的な要素や情報がよく 見え

るよ うになったり 、心の中を空っぽにして作品と対峙

する楽しさを感じたことが考えられる。これらの傾向

を割合でみてみると以下のようになった（図 7)。

◎作品をよく見た｀よく考えた・・・55%

◎良さが見えてきた、哄になった・・・27%

●悪い絵、疑問しか出ない・・5%

△ストレスが吹っ飛んだ・・・5%

△褒めてみたい、難しい・・8%

◎期待する感想●期待と反する感想△どちらとも苫えない

図 7③の回答の傾向

感想の中には興味深いものがあった。 「悲いところ

をどんどんぐちると 、逆にこの絵の良いところも見つ

かって、見る目がかわった」 「ぐちるとい う視点でか

かなかったらみえてこなかったところがあったんじゃ

ないか？ と思った。ぐちりの時に窓が開いていること

に気づいて、しめろよ、とぐちり 、その次に鑑収する

ことで窓の位置と光の角度に気づけた。」 （図 8)等、

ぐちり続けることでその作品の良さや特徴に気づき、

価値が反転したような経験をしたと思われる回答があ

り、全体の約 3割を占めたe このぐちっていた作品の

すばらしさに「価値の反転」の経験をした生徒こそが、

本研究が目指す生徒像である「新しいアイデアを生み

出す生徒」の姿なのではないかと感じた。
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図8 生徒のテスト用紙

VI 成果と課題

1 成果

VTSを基にした鑑質活動において、 問いをネガティ

プな感惜である「ぐち」をきっかけとしたことで、深

く考えやすい猿境をつくり 出せることがわかった。ま

た、ぐちることで造形的な要素に気づいたり、作品の

良さがが見え始め、 価値が反転したような経験をする

ことがわかった。

2 課題

・ぐちり続けることでその作品の良さをに気づく「価

値の反転」の体険を生徒が作品づくりに生かせたか

といえば十分ではなかった。

・B群の生徒の特徴を十分に把握していなかったため

に、声かけのタイミングの工夫が十分ではなく、 A

群に移動するチャンスを逸してしまった。

・ 「ぐち」という表現に抵抗を感じる生徒もいたこと

から、 他の表現にできないか検討の必要性がある。
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