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実践報告 実施日 平成 21 年 12 月 15,16 日 4 時間

大久保英治さんとメぢから・スコープ 学校名 吉野川市川島小学校
－第６回鑑賞シート活用授業研究会－ 学年 5 学年 人数 17 名

指導者 脇本 正久

『メぢから・スコープ』の授業実践

１．授業の流れ （４時間） ２．実際の様子

１ メぢから・スコープについて知ろう。 ○ スコープさしを切り取り，使い方を知る。

２ メぢから・スコープでどこを切り取った ○ メぢから・スコープで切り取られた１～９
のかを見つけ，それぞれの世界に名前をつ の世界を鑑賞シート p2 の大久保作品から見つ
けてみよう。 ける。

（メぢからだめし１） ・ 見つけやすいように，シートを各自 2 枚
用意する。

・ スコープを操作し，見つける。

○ １～９の世界に名前をつけてみる。
（資料参照）

３ 大久保作品に名前をつけてみよう。 ○ 大久保作品に名前をつける。

（メぢからだめし２） （資料参照）

４ スコープをつかって自分の世界を見つけ ○ スコープを操作し，自分の世界を切り取る。
よう。

（メぢからだめし３，４） ○ 切り取った世界に名前をつける。
（資料参照）

○ 友達の世界を見に行く。

５ 大久保英治さんについて知ろう。 ○ 鑑賞シート 3 ～ 4p を見たり，教師の話を聞
き，大久保英治さんの作品や制作方法などに
ついて知る。

１時間
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６ 自然の中から自分たちの世界を切り取ろ ○ 本時のめあてをつかみ，グループで制作す
う 。 る。（５グループ）

活動の順番
①切り取る場所を選ぶ。
②材料を集める。
③新しい世界をつくる。
④作品の写真を撮る。
⑤作品に名前をつける。

・制作している過程も写真に撮っておく。

７ 友達の世界を見よう。 ○ 他のグループの作品を見に行く。
２時間

８ 活動をふりかえろう。 ○ ふりかえりカードに記入する。

９ 作品の発表会をしよう。 ○ 自分たちの作品について，発表をする。
・制作過程，工夫や苦労，感想 等

１時間

３「メぢから・スコープ」の鑑賞遊びを取り入れてみて

・ メぢからだめし１の活動の後，大久保作品を切り取った１～９に名前をつける活動を取り
入れてみた。次のメぢからだめし２の活動の試しのような感じで行ってみたのだが，児童の
つけた名前から，興味ある結果が得られた。(資料参照)

・ メぢからだめし２の大久保作品に名前をつける活動では，名前をつけることができず悩ん
だ児童が多かった。(資料参照)

・ メぢからだめし３，４の活動では，意欲的な取り組みができた児童が多かった。スコープ
操作を楽しみながら，思い思いに切り取ることができた。その後，友達の切り取った世界を
見に行く活動を行ってみると，自分の切り取った世界を友達に楽しそうに話している児童が
多かった。(資料参照)

・ 自分達が外へ出かけて新しい世界をつくる活動は，12 月の寒い時であったが，グループ
で協力しながら意欲的な取り組みが見られた。

・ 活動が早く終わってしまった時の対応が難しい。今回は，他のグループと共同するという
活動ができたのは，よかったと思う。

・ 発表会で，自分の思いを伝えたり，友達の話を聞いたりすることで，より鑑賞が深まると
思う。

・ 報告のため，できあがるまでの過程を写真に記録していったことが，子ども達を評価する
ためのよい資料となった。
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・ グループ活動をするとき，それぞれの児童が自分の思いをどれだけ作品に込めていけるか
について，普段の子どもの力関係が影響することも考えておかなければならない。

・ 活動場所や時期によって，子どもたちの活動が大きく作用されるので下見が重要となる。

児童の作った新しい世界

グループ１ 「顔 ３部作」

作品３

作品１は，水たまりを見つけ，雪だるまの
イメージで顔を作った。

作品２は，クローバーが，かたまって生え
ていた所を見つけ，ハート型の顔を作った。

作品３は，砂利をしいている所を見つけ，
砂利を取り除いて，顔を作った。

水たまりの世界ができあがった後，次の場
所を見つけることに苦労していた。そこで，
一緒に歩きながら助言していった。なかなか，
自分達の考えているイメージに合わない様子

作品２ だった。ようやくクローバーの群生を見つけ
作品１ 活動が活性化した。

児童の感想
・ 工夫したところは，３作品を全部顔にしたところです。
・ 何もない水たまりを，石やたんぽぽで雪だるまを作ることをがんばりました。
・ 周りを赤い草で囲んで，外側の草と区別がつくようにするのに苦労しました。
・ 写真をいろんな角度から撮ることを工夫しました。

グループ２ 「小人の家」

枯れた草むらの中に，草が丸く生えているところを見つけ，そこへ木の枝や石，葉などを組み
合わせて，小屋のような家を作っていった。小さな作品であったが，細かいところまで丁寧に材
料を組み合わせて作っていくことができていた。割と早めに仕上がったので，助言をして活動を
広げていくよう促した。

児童の感想
・ 工夫したところは，小人の入り口を作ったり屋根に葉っぱを乗せたところです。
・ 土に木が立たないので力を入れてさすのに苦労しました。
・ 作っている途中で風が吹いてきて，枝がばらばらになったのを直すのに苦労しました。
・ 何もないところにどんどん木の枝を集めて家を作ったのは，とても楽しかったです。
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グループ３ 「パーフェクト ザ・ハウス」

砂利の中に緑の草をみつけ，そこへどんどん材料を持ち込んでいっていた。自然にある物以外
の人工物もうまく組み合わせることができていた。このグループでは，図画工作が大変得意な児
童がいてリーダーシップを発揮していたが，その児童の考えが作品に大きく反映された感がある。

しかし，グループ内の関係は良好で，積極的な活動ができていた。

児童の感想
・ 材料を集めるのに苦労した。木を立ててその立てた上に大きい葉っぱをのせて，少し
隙間を作って乗せていくのを工夫しました。

・ 苦労したことは，石や草を見つけることでした。他のグループにない花や草を見つけ
て飾りました。

・ かまくらのように屋根をつくるのに苦労しました。
・ 木をどのような角度に立てるかとか，花を木にはさんだりするとかを工夫しました。

グループ４ 「幸せを呼ぶツリー」

場所を選ぶのに時間がかかっていたので，聞いてみる
と集めてきた材料を，立体的に表したいとのことだった。
枯れた草の中にぽつんと枯れ木を立たせることができた
後は，どんどん活動が広がっていった。

作品名が「幸せを呼ぶツリー」ということもあり，雪
を降らせ，それをカメラで切り取ることが，作品の完成
だということであった。何度も，友達に雪（枯れ草）を
投げてもらってカメラで切り取っていた。

児童の感想
・ 風が吹いても木が倒れないように，大きな石や小さな石をうまく使いました。
・ ツリーのバランスや飾りつけを考えるのに苦労しました。
・ 写真を撮るとき寝っ転がって下からうまく撮りました。
・ どのように冬を表現するかを考えることをがんばりました。
・ 材料を木のどこに，どうつけるか苦労しました。
・ みんなで一緒に材料を集めて楽しかったです。
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グループ５ 「巨人」

場所は，クローバ
ーの群生を見つけ，
顔を作っていった。
そこで，完成と言っ
てきたので，「周り
をもっとよく見てみ
よう。」と助言をす
る。

実は，顔の下が偶
然にも体のようにな
っていたので，木の
枝をどんどんつない
で体ができあがっ
た。写真を撮ってみ
ると木の枝では，輪

郭線が細くわかりにくかった。そこで，石を見つけてきて，体
のラインを分かりやすくしていった。大きな作品となり撮影が
難しかったようだが，非常に満足げだった。

児童の感想
・ 草と色が同化しなように石を運んで周りにおいたことが大変だった。
・ クローバーが生えているだけだったのに，巨人ができるとは思わなかった。
・ 石などの材料を集める時が一番苦労しました。
・ 始めは，「よもぎもちマン」になっていたけど，体を作ってみるとでっかくなったの
で，「巨人」という名前をつけました。

・ 赤い葉っぱや花で飾りつけをした。がんばって，できたので満足しています。

グループ同士でつなぎ合おう

グループ２は，早く作品が
できて活動が停滞してしまっ
た。そこで，すぐ近くで活動
していたグループ４の作品に
対して，「何かアプローチし
てみたら。」と助言してみる
と，つるを見つけてきて，道
を作り始めた。そのうちグル
ープ４の児童も一緒に活動し
始めた。

連帯感が生まれ活気ある活
動ができた。

カメラを使って切り取る

グループに 1 台デジカメを用意していたので，交代で
使っていたが，自分の順番でないときスコープで切り取
る活動を始めた児童がいた。ふりかえりカードには，あ
まりよい自己評価をしていなかった。しかし，教師の評
価として，この行為を評価するべきだと考える。
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寝っ転がって下から作品を切り取った児童がいた。グループの作品としては，採用してもら
えなかっようだが，ふりかえりカードの自己評価は高かった。

大変積極的な取り組みを見せ，材料集めや組み合わせて作っていくこと等，充実した表情で行
うことができた。教師の評価を高くしてよい活動内容だった。

大久保作品１～９に名前をつけてみよう。(抜粋)

・うさぎ ・草むら ・包丁 ・石とこけの戦争 ・巨人の影 ・巨人
・どこにいるのかな ・石の軍隊 ・石の村 ・影とすすきがぴったり
・座敷童 ・ジャングル ・石の町 ・こけの町 ・人の影 ・影に毛が…
・秋の花火 ・どこ行った？ ・おそわれた草むら ・サワサワ ・ぼくの影
・バッタの群れ ・こけの羊雲 ・シャベル ・毛がぬけていく ・大男

・街 ・原始人 ・ピッタリ！
１ ２ ３

・地球儀 ・鍵穴 ・顔 ・島 ・鯨のしっぽ ・金魚 ・月 ・雪の国
・すすき村 ・草の手袋 ・崖の上の岩 ・鳥 ・犬 ・真っ白な世界 ・雪の山
・雪山に残った草 ・恐竜のあしあと ・ねこ ・氷の町 ・白い雲
・針千本飲んじゃった ・つばめ ・石の町 ・地面に降った雪 ・霧
・森 ・いのししマンタ ・エベレスト ・流れない川

・地球 ・鳩とカモノハシ ・石のはくしゃく
４ ５ ６

・ＵＦＯ ・石の平和な町 ・吹き出し花火 ・毛根 ・顔 ・草原
・口 ・バッタマン ・暗闇に輝く黄金の草 ・グリーンワールド
・こけみみず ・雑草が一本 ・ススキの夜中 ・噴水 ・こけの地面
・こけの世界 ・弓矢セット ・ススキぼうき ・山の深海 ・野原 ・かくれ魚
・川原 ・ホタルのいる葉 ・夜の森 ・戦争 ・大量の緑人

・祭りの花火 ・輝くススキ ・こけのなわばり
・暗闇の世界 ・ほうき星 ・目が… ・野原の川
・２匹のうさぎの耳

７ ８ ９

大久保作品に名前をつけてみよう。(抜粋)

・もう一人の世界 ・宇宙人の世界 ・巨人の世界 ・原始人の世界
・緑の島と白い海の世界 ・植物の世界 ・自然の世界 ・遊ゆうの世界
・大きな人の世界 ・石の街の世界 ・宇宙の世界 ・光と闇の世界
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切り取った世界に名前をつけてみよう。(抜粋)

世界地図の世界 池の中の魚たち 泣き虫の世界

広くて小さな町の世界 おうごんの世界 うき島の世界
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鑑賞シート NO.8『大久保英治さんとメぢからスコープ！』 

実践事例（中学校第１学年） 

 

平成 22 年 2 月 10 日（水）2校時 

学習者 鳴門教育大学附属中学校 1年 1組 40 名 

指導者 小浜かおり 

 

中学校第 1 学年指導案 

１ 題材  メぢからで、今まで見えなかった新しい世界を発見しよう！ 

  

２ 題材について 

（１）「感性」を育む、写真作品の制作と鑑賞 

新学習指導要領では改訂以前より引き続いて、美術科の教科目標の一つに「感性を豊かにする」内

容が示されている。「感性」とは自分なりの感じ方やものの見方、考え方や直感的な判断力であり、

他者や社会と広くコミュニケーションする力である。その判断力や視覚のコミュニケーション力を育

むために、「写真」の鑑賞及び制作は有効な手だての一つになると考える。なぜなら、その表現方法

の特徴により、世界を見つめる生徒一人ひとりの視覚に焦点を絞った学習が可能だからである。形や

色彩を無限に創り出すことができる絵画表現とは違い、写真は加工しなければそのままの現実世界を

写しだす。その点において、世界をどう切り取るか、すなわち、被写体の選択、形や色彩を見る角度、

光の方向、ズームやワイドの仕方に、主題表現の工夫が絞られるため、逆に他者とその方法を話し合

ったり共有したりできる場面が広がると考えられる。 

本題材は、生徒たちにとって普段見慣れた風景を共通のモチーフあるいは材料とし、カメラワーク

によって新しい世界を発見する制作活動と、その前段階において鑑賞シート NO.8『大久保英治さんと

メぢからスコープ！』を使用して制作の視点を広げる鑑賞活動を連動させたものである。大久保作品

の鑑賞では、世界をみる視点を広げていく意識を持たせたい。その意識は、次の制作活動でカメラを

通して、世界の美しさやおもしろさを発見しようとする判断力、その発見した主題を表現しようと工

夫する思考力の育みに生きてくる。写真作品を鑑賞・制作する活動を通して、共有している身近な空

間に、新たな世界を発見し合い、主題に応じた視覚のちがいを他者と直接的に確認し、楽しむことが

できると考え、この主題を設定した。 

 

（２）鑑賞シート NO.8『大久保英治さんとメぢからスコープ！』の活用 

  大久保シートは、私たちが生きている空間を、そこに存在する自然物や人工物の配置や視点を変え

て“見ること”を意識させ、新しい世界あるいは空間の本質を感じさせる鑑賞シートである。作品の

部分鑑賞から入り、映り込んでいる作者も気づかなかった形や色彩を発見することでそれぞれのイメ

ージが喚起されるように工夫されている。次に作品全体の鑑賞から、主題決定や創作の方法を想像し

作者の思いに触れていく学習を、仲間同士で楽しみながら進めていくことができる。部分から全体へ、

そしてまた全体から部分へ、写真作品を味わう視点がこのシートを通して広がっていく。 

 一般的に“写真”といえば、記録的、記念的なスナップショットを思い浮かべるが、その他にも報

道・商業写真、または自然科学の研究における天体写真や顕微鏡写真、医療現場での X線写真などの

ように、様々な目的や方法で画像化されている。写真技術の進化、デジタル化、プリンターや画像編
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集ソフトの進歩と共に、これまでもその多様な表現性を活かした芸術写真も多く制作されてきた。光

と影、色彩と形態の美しさ、時間や物語を捉えて表現する。このような写真制作への扉として、大久

保作品の視点を学習したり、作家の視点を超えた発見を経験したりすることで、日常空間の見方が広

がり、生徒一人ひとりが様々な視点で写真制作ができることを期待した。 

 

３ 学習計画（全３時間） 

（１）目標 

  第一次 鑑賞  

大久保英治の作品を鑑賞することを通して、作者が世界をみつめる視点や、主題を表現するた

めの工夫を感じ取り、絵画とは違った写真表現のおもしろさに気づくことができる。 

  第二次 制作  

カメラワークを通し、普段見慣れた風景の形や色彩に自分なりの主題を持って、新しい世界 

を創造することが出来る。 

（２）展開 

  第一次（１時間） 

学習活動 指導上の留意点 具体的な評価規準 評価方法 

１『大久保英治さんとメぢ

からスコープ』で、イメ

ージトレーニングをす

る。（ページ①の部分鑑

賞、ページ②と“スコー

プさし”を使用した他者

との交流） 

 

 

 

 

 

 

○形や色彩を根拠として発見した

りイメージしたりしたことを、自

由に発言できるようにする。 

・小学生の発見した例を紹介する。

（プテラノドンの足、ビームは

どれでしょう？） 

・聴覚や触覚にも意識を向けさせ

るようなクイズをだす。（ふわっ

ふわっ くしゃはどれでしょ

う？） 

○グループで「クイズ」を出し合

い、他者の発見を楽しみながら

鑑賞させる。 

（関心・意欲・態度） 

作者が世界をみつめる

視点や、主題を表現す

るための工夫に関心を

持って鑑賞している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鑑賞シート

観察 

２ 作品全体「影シリーズ 

ススキと影」の鑑賞をし、

作者の意図した主題を考

える。 （ページ②、） 

 

 

   （ページ③、④） 

○１で鑑賞した部分が、作品の主

題表現にかかわっているかを考

えさせる。 

○この作品も作者が世界を切り取

った部分であることに関心を持

たせる。 

○主題表現のために、作者が工夫

をした点を考えさせる。 

作者の主題表現の工夫

を感じ取り、絵画とは

違った写真表現のおも

しろさを味わってい

る。 

鑑賞シート

観察 
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第二次（２時間） 

学習活動 指導上の留意点 具体的な評価規準 評価方法 

３ カメラを持って、新し

い世界を発見しよう。（教

室の外で写真撮影を行

う） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教室の外で活動する時の要領

を、ワークシートで確認させ、

グループで、助け合い深めあっ

て活動できるようにさせる。 

○カメラワークの方法をワークシ

ートに記録し、それを基に表現

を工夫させる。 

 

○プリントアウトする写真の精選

をグループで相談しながら行う

ことで、主題についてお互いの

視点を共有させ、感じたことを

伝えられるようにする。 

（発想・構想） 

自分なりの主題を持っ

て、被写体の選択をす

ることができる。 

（創造的技能） 

主題に応じたカメラワ

ークの方法を選択し、

撮影できる。 

 

 

 

 

 

 

作品 

作品カード

 

 

作品 

作品カード

 

 

４作品しあげとふりかえり ○事前に写真をプリントアウトし

ておく。 

○展示用のワークシートに写真を

貼り、前回の友人の意見を参考

にしながら、題名を決定させる。

  

（３）評価 

 美術への関心意欲態度 

「十分満足できる」と判断される状況（A） ・作者が世界をみつめる視点や、主題を表現するため

の工夫を主体的に感じ取ろうとしている。 

・視点を広げ、自分なりの主題を持って新しい世界を

発見しようとしている。 

「おおむね満足できる」状況（B）を実現す

るための指導 

鑑賞シートを活用し、クイズ形式の活動で作品の部分

や全体のイメージを言葉で伝えあい、主題を想像させ

る活動を通して、写真表現に関心を持たせる。 

 発想や構想の能力 

「十分満足できる」と判断される状況（A） カメラワークを通し、普段見慣れた風景の形や色彩に

自分なりの主題を持って、被写体の選択をすることが

できる。 

「おおむね満足できる」状況（B）を実現す

るための指導 

鑑賞活動で、作者が世界をみつめる視点を確認させ、

「みたて」や「オブジェづくり」の方法と主題のかか

わりに気づかせる。 

創造的な技能 

「十分満足できる」と判断される状況（A） カメラワークを通し、普段見慣れた風景の形や色彩に

自分なりの主題を持って、主体的に新しい世界を撮影

することができる。 

「おおむね満足できる」状況（B）を実現す

るための指導 

鑑賞シートを活用し、主題に応じたカメラワークの方

法（ズームやワイド、被写体を見る角度、光の方向な

ど）を確認させる。 
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 鑑賞の能力 

「十分満足できる」と判断される状況（A） 作者の主題表現の工夫を感じ取り、絵画とは違った写

真表現のおもしろさを自分の価値意識をもって味わっ

ている。 

「おおむね満足できる」状況（B）を実現す

るための指導 

鑑賞シートから、“目ぢからスコープを使用して、作品

の部分や全体から、作者が世界をみつめる視点を確認

し、主題とカメラワーク方法とのかかわりに気づかせ

る。 

 

４ 授業後の考察 

『大久保シート』の展開から 

ページ① 授業では、モニターで拡大した画像を全員に見せることで集団思考を促し、同じ形や色から、

自分だけでは気づけないイメージを共有することができた。その時、単にどんな形に見えるかという

だけでなく、ガサガサはどれ？どんな音が聞こえる？やもこもこはどれ？どんな触り心地？など、五

感に働きかけるような問いを行うことで、子どもたちのもつイメージの幅が広がった。 

ページ② メぢからスコープをつかって、作品の部分を切り取り、新たなイメージを発見していく活動

を行った。クイズ形式の方法で、グループで一人ひとり順番に「お題」（個人で発見したものや雰囲

気）を出し、答え（画面）を探す活動は、中学生も自分の視点に自信を持って、楽しんで行う様子が

うかがえた。 

次に、作者がどのようにして撮影したかを想像させたり、作者の表現意図を考えさせた。①で発見

した部分的なイメージと全体のイメージとのかかわりや、写真が作者の意図を超えていく表現の特徴

に気づかせることができた。 

ページ③④「カメラを持って、さあ出かけよう！」実際に教室の外で撮影をする場面に繋げていけるペ

ージとなった。制作活動は、自由で楽しい作業であることが大切だが、行動に関するルールを提示す

る必要がある。そのことによって、グループによる制作に関する助け合いや視点の深まりがある活動

となった。シートに掲載されている作品は、作家が自然物の配置を工夫し、オブジェを制作している。

例えば、創造活動に必要な子どもたちが利用する材料について、使用できる植物は清掃時間に抜く雑

草や落ち葉は使用可能であることや、行動範囲、時間、班活動の仕方、撮影枚数など、細かいことだ

が、わかりやすいように指導することで、集中した制作活動につながる。また、撮影の目標を見失わ

ないように、自己評価の表を作成し、評価の観点を明示しておくと効果的である。 

 

 このシートで活動すると、写真作品の鑑賞から写真表現の特徴に自然に気づかせることができる。子

どもたちは絵画とはちがう表現の方法を得て、写真撮影を一人ひとりの視点で楽しんだ。シートに掲載

の作品を鑑賞をしただけで他の写真作品は見せていないが、撮影の場面では、大久保さんのような空間

のオブジェを制作したり、あるものを何かの形に見立てたり、角度を変えて見たり、太陽の光を上手に

捉えて光と影の新たな形を発見したり、モチーフに動きを与えて瞬間を捉えたりと、様々な工夫が広が

った。また、グループで協力し合って制作し、作品をシリーズ化する授業に発展しても楽しいと思う。 
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作品カード たて用・よこ用（原寸はＡ４判） 
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美術科ワークシート 

校庭でメぢからスコープに挑戦！ 

 

 

目標とふりかえり 

目 標 Ａ（100） Ｂ（70） Ｃ（40）

１．自然の中にある絵の具や画用紙を生かして作品をつくるこ

とができる。 

   

２．メぢからをつかって、発見した主題をカメラで切り取るこ

とができる。 

   

３．メぢからをつかって、写真作品に合う名前を付けることが

できる。 

   

感 想 

 

 

 

 

制作過程 

① 校内で、自然の画用紙と画材、場所を探す。 

② 自然の画用紙と画材をつかって、作品をつくる。 

③ カメラで切り取る。 

④ 美術室で、切り取った世界（作品）をみる。 

⑤ グループでおすすめの作品を選ぶ。（印刷は、１２枚まで） 

⑥ 写真作品をみて名前（題）をつける。 

⑦ 友だちがつくった世界（作品）を見に行こう。 

⑧ ふりかえりをしよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   組   番 氏名 

ノート 

 ①場を生かす 

     ②伝えたいこと（発見したこと）の強さ→はっきりどう見せるか（切り取るか） 

         形や色彩 → 自分なりの意味を持たせる 

         美しさや特徴 

         組み合わせ（あるものを並べたり、積み重ねたりする） 

         連想・空想（見立て） 

     ③カメラの位置・視点の工夫 




