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造形教育の授業実践報告
― 児童の可能性を開く指導者の育成 ―

辻  　  政  博

（要旨）
　造形教育について、多くの学生が「苦手意識」をもっている。それは、表現活動の「巧拙」
という既成概念に囚われているからである。けれども、造形教育は芸術家の育成ではなく、
公教育における一般教育として、人間的な育ちに寄与するものである。形や色やイメージ
という特性を媒介に、つくることの喜びを味わいつつ、他者や社会とかかわるなかで、創
造性や感性を高めるのである。教員養成では、造形教育の目標や内容、方法を理解し、学
生自らが自分の身体性を十分働かせながら、他者とかかわり学びを共有し、表現したり鑑
賞したりすることの楽しさを味わい、その経験を再構成し、深めることで、指導者として
の素養を培うことが大切である。

（キーワード）
つくりだす喜び、身体性、素材（材料）、操作、イメージ、かかわり、学びの共有、アプロ
プリエーション、ポートフォリオ、経験の再構成

1.　序論

1.1　実践報告への予備的考察

　造形教育に関する実践報告を行なうにあたり、序論では、教科の目標や特性等の解説と
再確認を含めながら、造形教育の実践への理解を深める道筋をつけたいと考えた。という
のも、私自身もそうであるが、専門外の学問領域に対して、知見が浅いため、他の分野の
理解を深めることが、なかなか困難であるからだ。特に、造形教育は、一般社会の芸術や
芸術家への通念が横たわっていて、児童の表現を稚拙や未熟という観点から、捉えやすい
傾向がある。また、才能がある者が行なう分野であるという見方も強い。けれども、造形
教育は、たんに芸術家を育てるものではなく、公教育における普通教育として、児童の育
ちの契機、媒介として存在する。本報告書は、造形教育関係者以外の多くの諸氏が読むも
のであることを想定し、教科に関する予備的な考察を含めながら記述することにした。

1.2　教員養成における授業の指標

　本実践報告では、主に小学校教育の教員養成にかかわる造形教育の授業実践を紹介する。
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授業をしていて痛感することは、多くの学生が造形表現への苦手意識をもっていることで
ある。それは、造形表現が、特殊で専門的な技能の側面をもつことに起因していることが
考えられる。
　また一方で、これまでの造形教育は、認知心理学者の佐伯胖（1939 ～）が述べるような
教師主導の「教え主義」をベースに行なわれてきた側面がある。1） 今日、「生きる力」（『学
習指導要領』）と述べられているような児童の主体的な学びを培っていくためには、造形教
育にかかわる教員養成のなかで、児童を主体とした造形教育への理解やそれにともなう指
導法の経験は、欠かせない。
　公教育として位置付けられる造形教育は、たんに美術の専門的な技巧を児童に注入する
のではない。造形表現の形や色やイメージなどの表現媒体としての特質を生かしながら、
個々の児童が「つくりだす喜び」を味わい、他者や社会とかかわりつつ、創造力や感性を
育むことを目標とする。
　授業を実施するに当たっては、次のような具体的な指標を設定し、のぞんでいる。
①「子どものまなざし」と「教師のまなざし」で、授業を経験し、指導者としての素養を

高めること。
②『小学校学習指導要領』が示す造形教育の目標や内容を踏まえつつ、表現媒体としての様々

な特質を楽しみながら、表現活動や鑑賞活動を経験すること。
③造形表現の基軸となる身体性や素材等に着目し、題材を経験すること。
④他者とかかわりつつ、自他の表現や活動のよさや面白さ、美しさを感じること。
⑤「ポートフォリオ」を作成し、自分の経験を再構成し、造形教育に関して自分なりの見

解をもつこと。

1.3　造形教育の目標の再確認

　現行の『小学校学習指導要領』では、図画工作科の「目標」について次のように述べら
れている。2）

　表現及び鑑賞の活動を通して , 感性を働かせながら , つくりだす喜びを味わうよう
にするとともに , 造形的な創造活動の基礎的な能力を培い , 豊かな情操を養う。（同書
P71）

　特に表現や鑑賞の活動を通して「つくりだす喜び」を味わうことが強調されている。ま
た「感性」という文言も入り、教科の特性が明示されている。例えば、『小学校学習指導要
領解説 図画工作編』では、「感性」について、次のように解説されている。3）

　「感性を働かせながら」は , 今回新たに加えた文言である。これは , 表現及び鑑賞の
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活動において , 児童の感覚や感じ方などを一層重視することを明確にするために示し
ている。「感性」は , 様々な対象や事象を心に感じ取る働きであるとともに , 知性と一
体化して創造性をはぐくむ重要なものである。表現及び鑑賞の活動においては , 児童
は視覚や触覚などの様々な感覚を働かせながら , 自らの能動的な行為を通して , 形や色 , 

イメージなどをとらえている。これを手掛かりに児童は発想をしたり , 技能を活用し
たりしながら ,自他や社会と交流し ,主体的に表現したり ,よさや美しさなどを感じ取っ
たりしている。（同書 P10）

　『解説』に見られるように、造形表現は、「言語」とかかわりつつも、形や色やイメージ
を主な媒介とするノンバーバルな表現を特徴とする。そして、その媒体の性質を理解し、
体得するには身体的で、技能的な側面が深くかかわる。教員養成においても、こうした造
形表現を媒介としつつ、児童の育ちを期するような教育の具体的な方法が、授業のなかで、
十分に経験されなければならない。

1.4　戦後の造形教育の理念の振り返り

　さらに、現在の造形教育にみられる児童の主体的な創造力の育成という目標は、戦後の
造形教育に通底する主旋律でもある。今一度、振り返りつつ、造形教育の意義を再確認し
たい。
　戦後の造形教育の理念的モデルとなった H・リード（1893~1968）は、造形教育に関する
主著『芸術による教育』の中で、教育の目的の矛盾する二側面について興味深い指摘をし
ている。4）

　その一つは、人は、その人自身になるように教育されるべきである、というもので
あり、もう一つは、人は、その人自身でないものに教育されるべきである、というも
のです。（同書 P19）

　前者は、教育の目的は、個々の人間の中に潜在する諸能力を自由に発展させることであり、
後者は、教育の目的は、自身が構成員である社会に適合させることであると述べられている。
このように教育の目的には、相反する二つの側面があることを指摘している。
　けれども、こうした一見離反する傾向は、矛盾するものというよりも統合されるべきも
のであると、リードは述べている。教育とは「個別化」の過程であるとともに「社会化」
の過程でもあるのだ。
　戦後の民主主義の実現は、個々の人間の固有性と多様性が保障されるとともに、それら
が有機的に結合し、社会を形成することにあるのだと、大戦の惨禍を経験したリードは、
主張する。
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　それは「芸術の教育」ではなく、「芸術による教育」であり、造形活動を媒介として、人
間形成と社会の形成をめざすという、今日の造形教育の目的、目標に連なっていると考え
られる。造形教育が、たんに「技術」の伝達にとどまらないことは、教員養成においても、
再確認しておきたいことのひとつである。

1.5　造形教育の媒介としての特徴

　造形表現・造形活動の媒体である形や色やイメージは、より根底で、「身体性」や「素材
（材料）」によって支えられている。造形活動は、身体性を基軸としながら、「素材（材料）」
とかかわり、「操作」するなかで「イメージ」が生まれていくという活動である。
　現行の学習指導要領で新たに提案された〔共通事項〕は、『小学校学習指導要領解説 図
画工作編』から以下に抜き出すように、図画工作の媒体の特徴を言い表すものでもあり、
造形表現を従来の領域的な概念で捉えるのではく、より児童の表現活動の実相から出発し
た記述となっている。5）

　児童は , 材料に触れて形の感じや質感をとらえたり , 材料を見つめながら色の変化に
気付いたりするなど , 直観的に対象の特徴をとらえている。同時に対象や自分の行為
などに対して自分なりのイメージをもっている。そしてこれらを基に発想や構想 , 創
造的な技能 , 鑑賞などの能力を働かせて , 具体的な活動を行っている。このような , 形
や色などの特徴をとらえたり , イメージをもったりする能力は , 表現及び鑑賞の活動の
基になるとともに , 対象からの情報を的確にとらえ , それを主体的に判断するコミュニ
ケーション能力の基盤となるものであり , この内容を〔共通事項〕とした。（同書 P18）

　こうした児童の経験に着目した
考えは、昭和 52 年以降のカリキュ
ラムの改訂から今日まで大きな流
れを形成している。それ以前のカ
リキュラムにおいては、系統主義
的な領域によって造形教育も編成
されていた。6）

　それは 5 領域、すなわち、「絵
画」「デザイン」「彫塑」「工作」「鑑
賞」という区分された領域である
が、この編成は、子どもの経験に
沿った区分ではなく、大人の文化
の領域に対応し、設定されたもの

一般・文化領域

大人の文化領域に対
応した領域化が図ら
れた。

絵画 鑑賞工作デザイン彫塑

教材（題材）

児　童

注入主義

図 1　昭和 43 年告示の学習指導要領における領域区分
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であった。（図 1）　言わば、大人の文化を教材としてユニット化し、児童に注入したので
ある。そこでは、効率性と知識の量的な拡大が目指された。教師の指し示すモデルに、児
童が近づくことが、教育活動の主眼となり、こうした傾向のなかでは、技巧の巧拙や作品
主義という考えが浮上し、表現主体である児童の個性や多様性が、等閑視される負の側面
が生じることになる。
　平成年代の学習指導要領は、こうした対象化された児童像から、主体的に学ぶ児童像へ
と変換されるなかで、編成されてきたと言える。
　また、内容の系列化は、例えば「算数」や「歴史」のように、明快に体系化できる教科
もあり、それを「内容教科」と呼ぶとすれば、図画工作科は、内容と表現活動（学習活動）が、
不可分に一体化した「表現教科」としての特性をもつことも、留意したい点である。教員
養成でもこうした教科性や媒体の特徴を意識させながら指導を図りたい。

1.6　教科の構造化から

　図 2 は、現行の学習指導要領で示される図画工作科の目標や内容領域、評価規準や題材
等の関連を総合的に構造化し、図式化したものである。
　本論で再三述べているように、たんに「上手な絵を描く」ことが造形教育の目的ではなく、

「絵に表す活動」等を通して、個々の児童が、「発想や構想の能力」や「創造的な技能」等の「評
価規準」で示される資質や能力を培い高めることが目指されている。
　各領域は、表現と鑑賞の 2 領域に有機的に関連をもたせながら設定されている。発達の
段階も、低・中・高学年と緩やかに区分され、各学年の目標は、評価規準と対応し、教科
として育む児童の姿を示している。
　教師が授業の中で児童に提案する「題材」とは、単体としての表現技法ではなく、目標
や内容、児童の発達、育成する資質や能力等と有機的に結びつくなかで、設定されるべき
ものであり、また、題材は、多様性と連続性が重視される。
　造形教育の指導では、表層的な方法論に目が向きがちであるが、カリキュラムの中で構
造化されることで、「題材」が「育てたい児童像」と結びついていることに着目する必要が
ある。

1.7　造形活動の構成要素と題材

　図 3 は、児童の造形活動を絵画や彫塑といった領域概念ではなく、活動を根底で規定す
る要素で捉えたものである。児童の造形活動は、身体性を基軸としながら、「素材（材料）」
とのかかわりのなかで、様々な「操作活動」を行い、多様な「イメージ」が立ち現れる活
動として、捉えることができる。
　昭和 52 年の改訂で「造形的遊び」が位置付けられ今日に至っている。「造形遊び」は、
こうした児童本来の造形活動の姿を基に設定された。
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　というのも、形式的な領域概念は児童のなかにはもともと存在しないからである。身体
や素材に立ち返ることで児童本来の表現を引き出そうとしたのである。7）

　児童の遊びには , 人が本来もつ生き生きした姿を見ることができる。遊びにおいて , 

教科の目標

［共通事項］

教科の目標（２学年ごと）

高学年中学年低学年事　項項　目

表現及び鑑賞の活動を通して、感性を働かせながら、つくりだす喜び
を味わうようにするとともに、造形的な創造活動の基礎的な能力を培
い、豊かな情操を養う。

（1）造形への関心や意欲、態度に関する目標
（2）表現の内容に対応し、発想や構想の能力、創造的な技術に関する
目標
（3）鑑賞の内容に対応し、鑑賞の能力に関する目標

（1）「A表現」及び「B鑑賞」の
指導を通して、次の事項を指導
する。

ア　形や色などに関する事項
イ　イメージに関する事項

（1）材料を基
に造形遊びを
する活動を通
して、次の事
項を指導する。

（1）作品など
を鑑賞する活
動を通して、
次の事項を指
導する。

（2）表したい
ことを絵や立
体、工作に表
す活動を通し
て、次の事項
を指導する。

ア 発想や構想の
能力と活動の概
要
イ 発想や構想の
能力と活動の方
法
ウ 創造的な技能

ア 発想や構想の
能力と活動の概
要
イ 発想や構想の
能力と活動の方
法
ウ 創造的な技能

ア 鑑賞の能力と
活動の概要
イ 鑑賞の能力と
活動の方法

○造形への関心・意欲・態度

○発想や構想への能力

○創造的な技能

○鑑賞の能力

（目標達成への視点）＝造形表現（活動）の原理＝（題材化への視点）

　　　　〈材料・場所〉〈操作・行為〉〈イメージ・思い〉

評 価 規 準

関連

関連

領域

A
 
表
　
現

B
 
鑑
　
賞

（図画工作科で育む資質や能力）

造形活動の広がり

造形活動のつながり

題材群

図2　「学習指導要領」が示す目標と内容構成、並びに、題材との関連について
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児童は , 自ら身の回りの世界に進んで働
きかけ , いろいろと手がけながら , 自分
の思いを具体化するために必要な能力を
発揮している。そこには心と体を一つに
して全身的にかかわりながら , 多様な試
みを繰り返し , 成長していく姿がある。
　このような遊びがもつ教育的な意義と
創造的な性格に着目し , その特性を生か
した造形活動が「材料を基に造形遊びを
する」内容である。（『学習指導要領解説』
P20）

　このように「造形遊び」とは、児童の創造
力が立ち上がる原初的な造形活動の場面に立
ち返り、設定されたものである。
　そこでは、「身体性」（材料とのかかわり、
操作性）、「共同性」（他者とのかかわり、社
会性）、「遊び性」（想像性、創造性、主体性）
等の児童の育ちにとって重要な契機が含まれ
るのである。
　写真 1、写真 2、写真 3 は、「造形遊び」の
実技の情景である。学生たちは、こうした実
際の経験を通して、児童の造形活動がもつ
様々な意味性を汲み取っていく。「造形遊び」
の指導は、児童の主体的な学びの場を設定す
るために、十分経験させたい教材である。
　さらに、こうした経験を、後ほど述べる

「ポートフォリオ」によって、記録、考察を
行なうことで、自分の意識の中に再構成して
いく。
　また、図 4 は、領域間の捉えを示している。従来の領域主義的な捉えではなく、身体性
や素材（材料）に深くかかわる「造形遊び」（A 表現（1））を中心に「絵や立体や工作に表
す」（A 表現（2））活動と関連付けることで、より児童の造形活動の実態に即した題材化が
図れると考えられる。ここで、表記される「～に表す」という文言の「に」という助詞は、
動作・作用及ぶ方向性を示しており、「造形遊び」の示す活動が、他の形式や領域へと有機

イメージ

身　　体

図 3　造形活動の 3つの要素

素　材

（材料）

操　作

造形遊び

A表現（1） A表現（2）

絵 立体 工作

絵

造形
遊び

立体 工作

図 4　領域間の関係

A表現（1）と A表現（2）は、上図のように
併置して捉えるのではなく、「造形遊び」
を中心に相互に関連するものとして捉
える。

− 143 −



造形教育の授業実践報告

的に関連付けられていることを示している。
　つまり、「絵や立体や工作に表す」活動にお
いても、身体性を基軸とした「素材（材料）」「操
作」「イメージ」（図 3）をベースとしながら「表
す内容や形式」と「用途や機能」等を関連させ
ながら、捉えることが重要である。
　さらに、鑑賞の活動でも、以前のような、た
んなる知識の受容としての鑑賞ではなく、表現
活動と一体化した鑑賞がもとめられている（図
5）。
　『小学校学習指導要領解説 図画工作編』では
以下のように鑑賞活動について、述べられている。8）

　児童は , 視覚や触覚などの様々な感覚 , 自分の行
為などを通して身の回りの世界を把握している。そ
こに ,経験や発達の状況 ,伝統や文化などが加わって ,

よさや美しさなどをとらえている。さらに , 感じた
ことを , 自分で確かめたり友人と話し合ったりする
などして , その見方や考え方を深めている。表現や
鑑賞の活動においても , 児童は対象から感じた形や
色 , イメージなどを基に , 主体的によさや美しさな
どを感じ取ったり , 自分なりの意味をつくりだした
りする活動を行っている。この内容を「作品などを

写�真 1　木切れを活用した造形遊び。共同的
な活動として展開している。素材の特徴を
生かし、並べる、積む等の操作活動を基に、
つくりながら発想し、また、つくり変える
活動である。

写�真 2　粘土や他の自然材、人工材を活
用した造形遊び。素材の特徴を生かし、
組み合わせるなかで、様々なイメージ
が生成している。

写�真 3　水を活用し、様々な色彩をつくり、
配置し、床（場）に並べ、構成している。「図
と地」の認識から、活動が展開している。

表現 鑑賞一体化

図 5
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鑑賞する」とし「B 鑑賞」の（1）で取り扱うこととした。
　「B 鑑賞」の内容は , 鑑賞の活動を通して , 形や色 , 作品などのよさや美しさを能動
的に感じ取っていく資質や能力を育てる学習活動であり ,「A 表現」の内容とともに ,

児童の造形的な創造活動の基礎的な能力を育てる領域として構成している。表現と鑑
賞は相互に関連して働き合うものとしてとらえ , 鑑賞の活動や作品などの対象を幅広
く考える必要がある。（同書 P18）

　ここまで、造形教育の目標や媒体としての特質、カリキュラム、造形活動の諸要素、題
材、表現や鑑賞等について述べてきた。造形教育の教員養成では、これらの要件に関して、
主に身体的で技能的な知を体得しつつ、理解するという活動を行っていく。それらは、個
人の知識の獲得という側面もあるが、「教室」という集団の学習空間においては、学びの共
有化という側面も見逃せない。以下では、実践事例をピックアップしながら、「学びの共有
化」と「ポートフォリオによる経験の再構成」という観点から述べていきたい。

2.　実践事例から

2.1　学びの共有化

　近代における「芸術家」のイメージは、例えば、画家フィンセント・ファン・ゴッホ（1853

～ 1890）に代表されるような「孤独」「個性」「天才」などのイメージが強い。造形教育に
おける学習も、それに似て、極めて個人的な学習者のイメージで覆われている。けれども、
教室での学習活動では、互いに学び合う姿がみられる。
　近年、アプロプリエーション（「専有」（ワーチ 2002））と言われるような社会的な文脈
のなかで学習者の能動的な社会的参加を意味する学習が問われている。造形教育の学習で
も、たいへん重要な視点を提供していると考える（図 6）。9）

　それは、①活動、対話などを通して、他者の方法、イメージ、感覚、感情、思考、文化
などを自分のものとして取り込む。②活動を比較し、相対化しながら、自分にとっての意
味付けを行なう。③他者の表現に触れる喜びや他者とともに表現する喜びを得る。という
ような学習の側面を提供する。
　一方、学習者の個別化モデ
ルでは、学習者は、単独で、
知識を注入される極めて受動
的な存在と化す。それは、極
めて個人的な能力に依拠した
閉じた学習観である。こうし
た学習観では、技巧の巧拙と
いった側面ばかりが浮上して

教師

教材

子ども

学習者の個別化モデル 学習者の相互行為的モデル

教材（経験の共有）

他者 他者自分

図 6
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しまうのではないだろうか。むしろ、学びの共有化のなかで、他者の表現に触れる喜びや
他者とともに表現する喜びを得ることが、造形教育にかかわる指導者としての素養を培っ
ていくと考える。
　写真 4 は、作品の鑑賞活動を行なっている場面である。技巧の巧拙を問うのではなく、
他者の作品や活動のよさや面白さを見付け、触れながら自分の個性を知ることができる。
毎回の授業でこうした活動を行なうことで、学生のものの見方が少しずつ変容していくの
が感じ取れる。
　写真 6.1 と写真 6.2 は、共同製作的な取り組みである。「しりとり」という遊びを糸口に、
製作を進める。お互いの表し方や考え方等が、比較検討され、自分の表し方の中に取り込
んでいく様子がうかがえる。また、意見を交流させながら製作を進めることで、親和的な
感情が生まれ、創作に対する楽しさや意欲が生じる。
　写真 7. 1 写真 7.2 と写真 8 は、表現活動の基となる素材から、その特徴、表現方法、表
現内容について互いに意見を出しながら、「題材」を考える活動である。模造紙に意見を自

写�真 4　製作後の鑑賞活動。他者の表現に触
れ、そのよさや面白さを共有するなかで、
造形の学習への喜びや楽しみが生まれる。

写真 5　デジカメによる写真記録。

写�真 6.1( 左 ) 写真 6.2( 右 )　題材名「しりとり動物園」。「しりとり」をしながら、たく
さん動物をつくり、集合させ動物園に見立てる。相互にかかわりながら、様々な発想や
創造的な技能を共有する。
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由に書き出しながら、検討し、発想を絞り込んでいく。また、学習の目的、児童の発達や
その題材を通して育つ児童像等と関連させながら、自由に意見交換する中で、様々な発想
が生まれ、児童の学習活動における「題材」の意味を学んでいく。
　写真 5 は、鑑賞の活動に付随して、デジタルカメラで、気付いたり、発見したりしたこ
とを、活動のプロセスの中で、記録している場面である。現在は、携帯電話の進化もあり、
学生には、身近で利用しやすい技術である。こうしてデータを集積し、後の「ポートフォ
リオ作成」に生かしていく。
　デジタルカメラの利点は、活動のプロセスの記録が容易であり、その変容の過程を可視
化して記録することができることである。作品の結果だけではなく、過程を考察すること
ができる。また、撮影という手段が、逆に、発見を誘発する側面があるように感じる。
　以上、事例の一端である。造形教育における表現活動は、個人的な活動と捉える傾向が

写真 7.1（左）写真 7.2（右）　題材をグループで考え、発表し、全体でシェアする。

写�真 8　「新聞紙」という素材から、様々な操作性やイメージ、創造的な技能、育てたい子
ども像などのイメージマップを作成しながら、協議し考えていく。この過程の中に様々
な気付きと学びが生まれる。
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強い。けれども、本来、学習活動そのものが、アプロプリエーションを潜在させる活動と
考えることができ、より意識的に学びの共有化を造形教育にかかわる教員養成においても、
図っていくべきであると考える。

2.2　ポートフォリオ作成による経験の再構成

　「ポートフォリオ」は、広辞苑（第五版）によれば、資料が散逸しないようにするための
「紙挟み」を意味している。本授業では、たんに資料保管というだけではなく、そこに様々
な資料や作品、また、自ら撮った活動の写真記録を、言葉やイラスト等によって、授業で
の経験を再構成するも
のとしてつくっている。
　支持体は、スケッチ
ブック（F4 サイズ）を
使っている。スケッチ
ブックは、表紙がハー
ドカバーで、中が画用
紙のため、そこに水彩
やクレヨン等で、直接、
絵を描くことも可能で
あり、また、コラージュ

（切り貼り）等の様々な
造作が可能である。「ク
ロッキー帳」やノート
だと、紙が薄いため、
堅牢さに欠ける。また、
F4 サ イ ズ は、A4 サ イ
ズの資料が、十分収ま
る大きさである。
　次のような手順で、
ポートフォリオを作成
している。
①「ポートフォリオ」
を作成し、それを提出
することを知る。各自、
購入する。
②毎回の授業で配布さ

題材名　ねらい

◆活動の設定について
材料、用具の準備
場の設定
題材の投げかけ、発問
つくりかた、活動の展開
活動の留意点
鑑賞の仕方
友人との共同
など、気付いたことについて書く。

教師の提案
活動の始まり

写真、イラス
ト、作品など

活動への興味、関心、意欲、
態度などについて書く。

①思いついたこと、発想した
ことについて書く。

友人の活動の広がりを見取る。
同じ題材でも広がりがある。

②活動途中での発想の変
化や活動の変化などにつ
いて書く。（表したいもの
や表し方を思い付く）

活動の広がり
写真など

活動の途中

写真、イラス
ト、作品など

表し方の工夫や用具の活用な
どについて書く。（表したいも
のに合わせて表し方を工夫し
たり、用具を活用したりする）鑑賞して、みつけた面白

さ、よさ、美しさなどにつ
いて書く。

活動の終わり

写真、イラス
ト、作品、言
葉など

　シェア
分かち合い 他者の活動

や作品の面白
さやよさ

内容の整理　活動のなかでの気付き　活動の考察

授業改善へ

図 7　ポートフォリオ作成のための資料
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れた資料をのり付けし、保管する。
③ 毎回の授業で撮影した写真を主な資料に、授業を自分なりに再構成していく。その際、

言葉やイラスト、装飾などを加え、自由にデザインしながら、まとめていく。
④ まとめ方に関しては、図 7 の資料を配布し、参考にする。資料は次の点に留意して構成

してある。
ア　活動の設定に関すること（題材、題材のねらい、材料、用具の準備、場の設定、題材

の投げかけ、発問、つくり方、活動の展開、活動の留意点、鑑賞の仕方、友人との共

写�真 9.1（上）写真 9.2（下）「ポートフォリオ」。�様々な資料、作品、写真、メモなどが、
折り込まれている。無機的に、資料が添付されているのではなく、デザイン化され、制
作者の「思い」が入り込んだものとなっている。授業で活動した経験が、そのプロセス
とともに、再構成され、自分のものとなる。

− 149 −



造形教育の授業実践報告

同等）。
イ　従来、造形表現では、結果としての作品の巧拙が評価の対象となってきたが、ポートフォ

リオ作成においては、学習のプロセスに沿って、発想・構想、また、創造的な技能（評
価規準）が、どのように変容したかについての気付き、発見を大切にする。

ウ　特に、自分の活動や作品に加え、友人の活動や作品の面白さやよさを、見付け、ピッ
クアップし、撮影しておく。

⑤ ポートフォリオのまとめは、基本的に授業外で行なう。これは、授業の「復習」を担保
するものでもある。

　以上のような流れでポートフォリオを作成していく。それは、様々な「断片」を集積し、
取捨選択しながら構成することを通じて、総合し、新たに意味付けを行なう作業である。
写真という具体物は、こうした作業を容易にしていると言える。このようにして作成され
たポートフォリオは、それ自体が、一個の表現物であり、学生自身も愛着をもつようである。
学生は、造形教育の授業に関して、このような経験の再構成を通じて、自分の考えをまとめ、
深めていくと考える。

3.　まとめ

　以前、私は、造形教育にかかわる教師論として、次のような資質や能力について述べた
ことがある。10）

写真 10.1　学生の授業後のアンケートより
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①子どもや子どもの表現に対して愛情をもち、共感し、支援する教師。
② 授業や教材（題材）についての専門性をもち、楽しい、子どもの主体的の学習の場を提

供できる教師。
③ 子どもや保護者、管理職、同僚、地域など、教育にかかわる人々とコミュニケーション

を通して理解し合い、よりよい、広がりのある学びの場を設定できる教師。
④ 芸術など、様々な文化に対する好奇心をもち、それらを楽しむ心をもち、豊かな感性や

知性を身に付け、教育活動に還元できる教師。（同書、P199 ～ 200）

　けれども、こうした教師の指導力は、そう簡単に身に付くものではない。現場の教師が、
それこそ何年もかけて、自分の指導観や指導技術を身に付けていくのである。
　教員養成における授業の短い時間や経験では、教師への道の入り口に触れる程度であろ
う。けれども、このことは、教員養成の授業が重要ではないことを意味しない。むしろ、
それだからこそなお一層重要であると言える。造形教育が苦手である、というような負の
意識は、再生産されるからである。
　そのためにも、学生自身が、身体を基軸とした造形活動の媒体としての特性を十分感じ
ながら、感性を働かせ、つくりだすことの喜びを味わいながら、学びを共有化し、造形教
育に関する基礎的な知識と技能を身に付けることは大切である。

写真 10.2　学生の授業後のアンケートより
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　写真 10.1 写真 10.2 は、学生のアンケートの一部である。授業を受けて、学生の意識が変
容している様子が見受けられる。
　造形教育にかかわる教員養成の授業を通して、児童の可能性を開いていく教師としての
資質や能力の芽を育てたいと考えている。
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