
 

 

 

 

 

 

 ■授業計画の例 

       １次 「メぢから・スコープ」の活動（pp.1-3） 45 分 

       ２次 「校庭でメぢから・スコープしよう（p.4）」 など 90 分 

※各学校種ごとに授業案がありますのでご覧下さい。 

 

 ■基本的な流れ 

 シート 活動の流れ ポイント、大切にしたいこと 

①  

メぢから・スコ

ープのモデル

学習と体験 

 

 

 

10 分 

 

 

メぢから・スコープとは？ 

 

モデル学習 

「ビーム光線」・・ 

どの写真から見つけたの

か、1～9 のなかから探し、

意見を交流する 

 

写真のなかから、一人一人

が見つけたものを交流  

1 頁下の説明文を使って学習内容を紹介。

 

写真をじっくり見ることで、イメージをふく

らませ、見つけたものを言葉にする。 

・印象や発見からはじめる。 

・多様な見方を認め合う。一人一人の見

方を理解、共感するようにする。 

・どのようなところからそう思ったのか、 

理由の交流もできると楽しい。 

   ↓ 

② 
メぢから・スコ

ープで世界を

捉えた作品を 

味わう 

 

10 分  

 

1頁の写真1～9は、大久保

さんの作品の一部であるこ

とを紹介 

 

大久保さんが、メぢから・ス

コープした世界に名前をつ

ける  

1 頁で見つけたものが、画面のどこにある

のか見つけながら、作品を味わう。 

 

4 頁の作品にも触れつつ、大久保さんも、

「メぢから・スコープ」で、作品の世界を切り

取ったことに関心を向ける。 

   ↓ 

③ 
メぢから・スコ

ープでお気に

入りの世界を

見つける 

 

20 分  

 

メぢから・スコープさしを切り

取る 

 

さしを動かして、2 頁、3 頁

の作品からお気に入りの世

界を見つける 

 

名前をつけて見方を交流  

メぢから・スコープの方法で、さまざまなも

のからお気に入りが発見できることを伝え

る。 

 

一人一人が見つけた世界が多様であるこ

とが実感できるよう、「スコープ メモ」に記

入した言葉を、当てっこするなどして楽し

む。 

 

   ↓ 

④ 

作家の考え

方を知る 

 

 

 

5 分  

 

作家が自然のなかを歩くこ

とで、季節、気候、時刻の

変化のなかでメぢから・スコ

ープをしていることを知る 

 

 

 

 

作家の考え方を知ることで、身近にあるも

のからお気に入りを発見したり、表現した

りできることを伝える。 

 

デジカメで撮る写真など、身近にあるメぢ

から・スコープの方法についても触れる。 

鑑賞シート指導の手引き 

「大久保英治さんと 

 メぢからスコープ！」 

―現代の写真― 

 鑑賞シートは、子どもたちが作品鑑賞のきっか

けをつかみ、そこからさらに鑑賞を深めていける

よう手助けするための教材です。 

 徳島県立近代美術館の所蔵品を取り上げて

いますので、実物の作品鑑賞と結びつけること

も可能です。実際に作品と出会い、その魅力を

直に味わう機会はかけがえのない経験となりま

す。シートを用いた授業と、美術館での観覧を

組み合わせることで、子どもたちの鑑賞体験が

より豊かなものとなるように願っています。 

 学校の授業で活用していただけるよう、授業

案の一例を含めて、内容のポイントをまとめまし

たので、参考にしていただけたらと思います。 
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●大久保英治さんとその作品について 

 

 

 

 

■花をつかって表す 

 ふだんの暮らしのなかで、どんなと

きに季節を感じるでしょうか。たとえ

ば、梅の花は、寒さのなかに春の訪れ

を感じさせてくれますし、満開の桜は、

春の一日をはなやかに印象づけてくれ

ます。日本には「花歴（はなごよみ）」

ということばがあるほど、花々は季節

の移ろいを教えてくれます。 

 大久保英治さん（1944 年生まれ）の

〈影シリーズ 菜の花と影Ⅱ〉は、そ

のような季節の花を巧みに使った作品

です。制作されたのは、1998 年 3 月 23

日。この時期、制作地となった徳島県

では、まだ寒さが残るなか、菜の花は

レンゲ草などと前後していっせいに咲

き始めます。大久保さんは、吉野川の

広い河原一面に、黄色い花が咲いてい

るのを見つけて制作しました。 

 腕を頭にのばした人の影は、大久保

さん自身の影で、その影の形にそって、

頭や胸のあたりまで菜の花を置き写真

に収めた作品です。明るい菜の花と緑

の草が、この時期にだけ見せる美しい

色彩の対比をつくりだしています。 

 

■自然のなかに作品をつくる 

 大久保さんは、山や谷、海岸などを

歩き、拾い集めた素材で表現する作家

として世界的な活躍をしています。画

家が絵を描くときキャンバスや絵具を

用いるように、海岸で見つけた流木、

山で拾った葉っぱや小石、トンボや蝶

の羽など、さまざまな自然の素材が作

品の材料となるのです。大久保さんの

場合、自然の素材による作品を美術館

や画廊で展示するだけでなく、材料を

みつけた場所で、場の環境を生かして

制作することも大切にしています。〈影

シリーズ 菜の花と影Ⅱ〉を見れば、

菜の花だけでなく、地面を覆う緑の草

も、影をつくる日の光や大地の土さえ

も素材となっているのが分かると思い

ます。作品はまわりの自然と一体にな

っているのです。 

 この作品を制作したとき、大久保さ

んは四国八十八カ所のお寺をむすぶ遍

路道を歩き、四国を一周しています。

作品をつくりながらの旅に、私（筆者）

も同行する機会がありました。そのと

き、自然の色と形の多様さや、そこに

ほんの少し手が加わることで素晴らし

い作品となっていくことに、しばしば

驚かされました。まわりの環境が作品

の一部となるため、風を感じたり、鳥

の鳴き声や川のせせらぎが聞こえたり

するなど、作品観賞が、目で見るもの

にとどまらない広がりのあるのも体験

できました。 

 

■自然とともにある表現 

 大久保さんは、キャンバスに絵を描

くわけでなく、石を削って彫刻をつく

るわけでもありません。自然のなかに

あるものに、ほんのひとときの間、わ

ずかに手を加えるだけなのです。でも

そこには、作者の生きたようすが、や

さしく印されているように感じられま

す。 

 「私はここにいます！」と大声で叫

ぶのではなく、自然と寄り添い、自然

と友だちとなり、自然とともに生きて

いる姿があるのです。 

 鑑賞シート 4頁の左下、〈砂の形〉を

見てください。海岸に打ち寄せられた

細い流木を、90 度動かして小石を添え

ただけの作品です。ただそれだけなの

ですが、流木をゆっくり動かすときの

おだやかな気持ちが伝わってきます。

自然とともにある、ありのままの自分

が表現になっていく。そんな作品だと

いえるのかもしれません。 

 

■学校の先生として出発 

 では、大久保さんは、どのような勉

強をして作家となり、どのような経歴

をへてきたのでしょうか。 

 大久保さんは、1944 年に岡山県で生

まれ、兵庫県西宮市で育ちました。少

年時代は、体育が大好きだったといい

ます。大学は芸術大学の出身ではあり

ません。大阪で養護学校（特別支援学

校）の先生となり、子どもたちを教え

ながら絵を描き始めたのが、作家とし

てのスタートでした。 

 その後、1980 年代の前半にイギリス

で、ランド・アートの作家たちと出会

ったことが、自然を大事にする表現の

きっかけとなりました。ヨーロッパや

アメリカでは、自然をキャンバスとす

る、ランド・アート（アース・ワーク）

の作家たちが活躍しており、そのなか

に入っていったのです。 

 学校を退職し作家となってからは、

ヨーロッパ各地で開かれる展覧会でも

認められるようになりました。ですが、

自然を素材とするといっても、海外の

作家によくあるような、道具や機械を

つかって大規模な作品をつくるのでは

なく、もっと自然に寄り添ったやさし

い作品をつくりたかったそうです。そ

のような気持ちが、少しずつ日本の自

然観に注目した表現につながっていき

ました。 

 

■四国でのプロジェクトと近年の
仕事 

 この「鑑賞シート」に掲載した作品

は、すべて 1998 年に行った、四国霊場

八十八カ所を結ぶ遍路道を歩いて制作

したときのものです。春分の日（3 月

21 日）に徳島県鳴門市を出発し、徳島

から高知、愛媛、香川を歩き、8 月 15

日に出発地の鳴門へ戻ってきました。

約 1500 キロメートルの道のりでした。

その後、冬にかけて四国山地でも制作

し、90 点以上を制作。翌年、徳島県立

近代美術館でその成果を発表しました。 

 その後もいろいろなプロジェクトを

行っていますが、2009 年には、江戸時

代の俳人、松尾芭蕉の歩いた『笈の小

文』の道をたどる制作も行っています。

近年では、韓国などアジアの国から招

かれて展覧会をすることも増えていま

す。 

 ゆかりのある西宮市大谷記念美術館

がまとまった作品を所蔵している他、

イギリスのヴィクトリア・アンド・ア

ルバート美術館など、ヨーロッパやア

メリカの美術館にもコレクションが入

っています。 

 

 
参考文献 

 

『大久保英治 四国の天と地の間 阿波の国か

ら歩く』、徳島県立近代美術館、1999 年 

 

『A Drop of Water : Eiji Okubo』、西宮大谷記

念美術館、2005 年 

 

『芭蕉 新しみは俳諧の花』、柿衞文庫、2009

年 
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●シートの内容と構成 

 

 

 

 

 このシートでは、大久保英治の作品

を取り上げています。彼は、自然のな

かを歩き、川や野を画用紙に、草花や

石を絵具のようにして表している作家

です。 

 

 大久保の作品を味わうために、「メぢ

から・スコープ」という方法を用いま

す。両手の指で四角をつくって風景を

覗くように、世界を切り取り、お気に

入りを見つけるのです。 

 

 シートは、「メぢから・スコープ」の

方法によって、モデル学習と方法の体

験、大久保作品の鑑賞、そして児童生

徒が、主体的に自分のお気に入りの世

界を見つけていく、3つの段階で構成さ

れています。 

 

 また発展学習としては、校庭などで、

石や葉っぱ、人の影などを使ってつく

る造形遊びにつなげることもできます。

その場合、デジカメが「メぢから・ス

コープ」となるはずです。クループで

作品をつくり、プリントアウトしたも

のに名前をつけて合評会をするのも楽

しい授業になると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者 

徳島県立近代美術館 

 

発行年 

平成 21 年 3 月 31 日（鑑賞シート No.8 「大久保英治さんとメぢからスコープ！」） 

平成 23 年 2 月 3 日（指導の手引き） 

 

●鑑賞シート作成 

鑑賞教育推進プロジェクト 

山木朝彦(鳴門教育大学)／濱口由美(福井大学、前鳴門市板東小学校)／山本敏子(徳島市

加茂名南小学校)／結城栄子(吉野川市立鴨島第一中学校、前徳島県立総合教育センター)

／小浜かおり(鳴門教育大学附属中学校、前鳴門教育大学大学院生)／亀井幸子(徳島県立

板野支援学校、前鳴門教育大学大学院生) 

徳島県立近代美術館 仲田耕三／森芳功／竹内利夫(専門学芸員)／福原輝美(文化推進員)

 

［編集］濱口由美・森芳功・竹内利夫 ［デザイン］竹内利夫 

 

●指導の手引き作成 

鑑賞教育推進プロジェクト 

上記以外に、井上史朗(徳島県立総合教育センター)／若井ゆかり(鳴門市林崎小学校・鳴門

教育大学大学院生) 

［執筆］ 

作家・作品解説 森 芳功 ................................................................ 2 

授業記録 

 （小学校３年生） 濱口由美............................................................... 4 

実践報告 

 （小学校２年生） 鶴田愛子（徳島市大松小学校） ................................. 7 

 （小学校３年生） 佐伯奏美（徳島市川内南小学校） .............................. 9 

 （小学校３年生） 山本敏子（徳島市加茂名南小学校）........................... 13 

 （特別支援学級） 川田真紀（徳島市川内南小学校） .............................. 18 

 （小学校４年生） 島田由江（吉野川市立森山小学校）........................... 19 

 （小学校５年生） 岩井友香（徳島市千松小学校） ................................. 26 

 （小学校５年生） 脇本正久（吉野川市立知恵島小学校、前川島小学校） .. 29 

 （中学校１年生） 小浜かおり（鳴門教育大学附属中学校）...................... 36 

大久保英治さんから 
「鑑賞シート」で学ぶみなさんへの手紙 

 

「時々、ゆっくり歩いてみよう」 

森の中や川辺、近くのちょっとした野原をゆっくり歩くこと
から始めてみよう。 

きっと、ふだんは気づかない木の葉や、今まで見たことのな
い石を見つける 

ことができるだろう。 

君が新しい発見をしている時は、朝なの？夕方だろうか？ 

太陽は出ているの？それとも雨が降っているの？ 

季節は春だろうか？夏？秋、冬かもしれない。 

そう、森には森の、川には川の時間がある。時間が動けば、
季節が動く。 

あたり前のように過ごす時間の中に、いったい何が起こって
いるんだろう。 

発見を楽しんでみよう。君だけの発見を。 

時々、ゆっくり歩いてみる。 

自分だけの発見で、自分だけの世界をつくろう！！ 
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 単元名「季節の中で」題材名「メぢからスコープで季節を楽しもう」（大久保シート活用授業記録） 
（5/12/2009 板東小 3 年松組児童 37 名  授業者 濱口由美） 

 
時間 

(分) 

教師の発問 児童の反応 指導上の留

意点など 
３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遍路みちのスタートってどこ？ 

 

毎日、いろんな人がここからスタートしていく姿をみかけるよ

ね。どうやってみんなゴールにたどり着くんだろうね。 

 

今日は、みんなに一人のお遍路さんと一緒にへんろ道を歩いてみ

てもらいと思います。そのお遍路さんは「大久保英治」という芸

術家です。大久保さんは、ちょっと変わった歩き方をしながらゴ

ールを目指しました。どんなふうに変わっていたかというと、体

全部を目にして歩いていったのです。手も足も口も目にしてね。

 

全身を目にしていろんなものを見ていく力に、こんなあだ名をつ

けました。（「メぢからスコープ」と板書） 

「メぢから」の意味はわかる？ 

 

「スコープは？」 

「メぢから」と「スコープ」が合体したらどうなる。 

 

 

 

 

大久保英治さんは、へんろ道を「メぢからスコープ」しながら歩

いた。みんなが言ってくれたように、おもしろいものやふしぎな

もの、すてきなものなどを発見しました。どんなものを大久保さ

んが発見したか見たいでしょ。 

 

まずは、覗き穴から少しずつ覗いていこうね。 

何が見える。 

 

 

 

 

竹組の友だちが「メぢからスコープ」しながらいろんな穴から覗

いてみると。こんなものを見つけました。今から言うものは、何

番の覗き穴から見つけたものかあててね。 

 

「プテラノドン」の足、 

ここ 

一番さん。 

歩いてとか。白い服来て つえをもっている 

バス・汽車 

 

 

 

笑い 

 

 

どうやって・・・・・ 

 

 

「メぢからスコープ」 

 

目の力。一生懸命みようとする力。 

自分で、発見しようとがんばって見る力。 

望遠鏡  顕微鏡みたいなやつ 

すっごい見える。ふつうだったら、見えないも

のがわかる。新発見ができそうなくらい見え

る。 

 

 

 

 

 

何？自然みたいやな。 

あこれ、みんなこれを分解をしたやつじゃ（即

座にトリミングされた部分図であることに気

づく） 

（具体物が見えにくい、予想外のものがでてき

たことにとまどっている感じの子どもも多い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワーポイン

トで、鑑賞シー

ト P1 をうつ

す。 
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１２ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

プテラノドンは空飛ぶ恐竜なんだって 

 

 

どうして、そう思った？ 

 

 

 

 

 

 

 

本当だ。4 番は今、地面にちょうど足をおく瞬間みたいだな。み

んなも、いつのまにか「メぢからスコープ」してるな 

竹組の人は5番からプテラノドンの足跡を見つけていたのだけど

今の意見もすごい「メぢからスコープ」の力が出てるなあ。 

 

もう一つ「ビーム光線」 

 

よくわかったね。竹組の人は、これはふつうに見たらすすきだっ

ていうです。でも「メぢからスコープ」でみたらビーム光線が見

えた。すすきのまわりが黒いから、すすきが光って見えて音も聞

こえてくるみたいって話してくれました。 

 

最後は先生の見つけたもの「じゃり・ぐしゃ・がり」 

 

 

なるほど・・それもすごい「メぢからスコープ」推理だね。でも

先生は、「２番はなんだろう」と口に入れて見た。（口に入れるま

ねをして目をおさえる）口の中でこれを発見した。そしたら、こ

んな「じゃり・ぐしゃ・がり」を発見した。 

 

今から、これと同じものがのっている鑑賞シートをくばります。

みんなも、自分が気になる穴から「メぢからスコープ」していっ

てみよう。 

前にうつっていない覗き穴もひとつ増えています。竹組さんはそ

こから「シューマイ」を発見した。本当にシューマイが「メぢか

らスコープ」できるかそれも楽しみに見てね。 

 

番号の下に、「メぢからスコープ」で発見したものを書いておこ

う。 

気になる穴からやっていっていこう  全部できなくてもいい

んだよ 

わかった 

あった 5 番 

 

なんか、この黒い部分が足言ってくれたのは跡

の形にみえる。 

すごい体重で踏みつけたから、草が取れて地面

がしわみたいによっている。 

 

4 番と思う。今、足が足跡をつけようとしてい

るみたいに見える。 

あ、ほんまじゃ。足をおっきょる。 

 

 

 

 

 

８番。線みたいなのが、光りを出してひろがっ

ていくみたい。 

 

 

 

 

 

3 番。なんかいろんなところを踏んでるみたい

な感じ 

 

 

 

 

え、まずそー 

先生、吐き出した？ 

 

 

 

ほんまや、シューマイあったわ。 

シューマイかこれ？ 

 

（覗き穴からの、「メぢからスコープ」がはじ

まる。５番や８番にすぐに「プテラノドンの足」

「ビーム光線」と記入する子どもが何人かい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鑑賞シート配

る。 

（書き込みを

前提としてシ

ート作成する

なら、名前を書

くところもあ

っ た 方 が よ

い。） 
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５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もういいかな 

友達の「メぢからスコープ」で見ていくと、もっとよく見えてく

るようになるかもしれないから、また一緒に少しみてよう。 

ユーちゃんの「メぢからスコープ」を借ります。 

ユーちゃんが何番から見つけてきたか考えてみてね。 

「火」、燃える火だよ。 

 

 

４番が火に見えてくるね。 

ユーちゃんは、１番に火って書いてある。ユーちゃんに、どうし

て火なのか聞いてみよう。 

あっそうか、ゆうちゃんの火はボーボー燃える火でなく、飛んで

る火花の「火」なんだ。 

もうひとつ・・・・ 

「道がくずれるーーーー」 

 

 

ユーちゃんも９番 

 

みんなも、あってこしたいでしょ。 

グループになって今のようにやってみよう。①のせきの人から一

つずつ出していこう。①の人が出した問題にはのこり人（②～④）

が一人ずつ答えること。番号だけでなくどうしてそう思ったの

か、理由も説明することがルールだよ。 

 

 (休憩後次時へ続く) 

 

（見立ての他に、「くちゃくちゃ」などのテク

スチャーをイメージできる子どもがいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっと見つけたい 

 

 

 

 

４番  なんか赤く火がひろがっている 

４番 火がふわっってしていて、燃えた墨が落

ちてる。 

 

赤いのがびゅーびゅー（指でうごしながら）っ

てとんびょるでえ。 

 

 

 

わかったわっかた（たくさん手があがる） 

９番 おなじです 

下の方から崩れていってる。 

(拍手) 

 

（グループ活動になるとすごくもりあがって

くる。「二つ言わせて、お願い」と迷っている

考えも通やすそうである。しかし、自分の問題

をはやくいいたいため、時間をかけて答えを見

つけ出そうとしている友だちをせかす子ども

もいる。） 

竹組にはなか

った見方でき

るのは、はじめ

のモデル活動

の違いである。

子供らに身に

付けさせたい

力を明確にす

るこで、導入時

のモデル学習

が見えてくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ活動

での手順やル

ール明確にし

ておく方が能

動的に動くこ

とができる。 
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鑑賞シート活用授業 

「メぢから・スコープで見ぃつけた！」 

                        徳島市大松小学校 教諭  鶴田 愛子 

 

１ 日時 ２０１０年１月６日（水） ３・４・５校時 

 

２ 対象 ２年１組児童 ３５名（特別支援学級児童３名を含む） 

 

３ 学習の展開 

  

①「なに見つけたの？」 

   ５ エイのような魚 

   ６ 雪、さくらの木 

   ９ 菜の花 

 

②「大久保さんが」メぢから・スコープした世界に 名前をつけてみよう 

   ステキなせかい 

   ススキ男 

   人の心 

   はりネズミ 

 

③「君も」メぢから・スコープで お気に入りの世界を発見しよう 

 

④「見つけた世界に名前をつけて メモしておこう」 

   教師がやって見せた。 

  

⑤「校庭で」メぢから・スコープしよう。 

   運動場を藩用紙にして描＜。 

    ○デジタルカメラ８台（各班１台） 

    ○一人１～２牧撮る。 

    ○班行動を守る。 

    ○カメラはひもを腕に通して、落とさないようにする。 

    ○太陽を見ない。 

    ○近づいたり遠ざかったりして写す。 

  

⑥スライドショーをして、作品の鑑賞をした。 

 

※ 作品をプリントアウト（はがき大）して、Ｂ５用紙に貼り、感想等を書＜予定。 

  教室に掲示して、みんなで鑑賞する。 

 

 

 

 

３校時 

４校時 

５校時 
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石や葉っぱや枝で 

 

 

 
葉っぱがひらひら 

 

 

 
木の影もステキ 

 

 

 

 

 

 

 

 
砂が落ちる様子 

 

 

 
虫食いのもよう                           

 

 

 
板書 
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実践報告 実施日 平成２１年９月１８日（金）３，４校時

大久保英治 メぢから・スコープ 平成２２年１月２９日（金）３，４校時

川内南小学校 ３年２組 ２６名

指導者 佐伯 奏美

教師の働きかけ・発問 児 童 の 反 応

１ ①メぢからだめしのページを見て，他の学校 ○ほとんどの児童がすぐにどれを表している

の子ども達が考えた名前に合う写真を１～９ のか分かり発表していた。

の中から選ぶ。

・怪獣の足跡

・猫の手

・わあ，くずれそう

・シュー，流れ星

２ 自分たちでも名前を考えて発表する。 ○各写真ごとに発表していった。

１→草のまつり

２→古代遺跡への道，宝石キラキラ

５→空とぶ鳥たち，キツネの顔

８→流星群，花火，爆弾が落ちていく

９→森

など

３ スコープさしを使って②メぢからだめしの ○それぞれ自分なりの世界を見つけ発表する

「影シリーズ ススキと影」から切り取った ことができていた。

世界を作る。その世界に名前をつけ，なぜそ ・雪の世界

う思ったのかを別の紙に書く。その後，班で 真っ白でふわふわしているようだから

発表し合う。 ・花火の世界

花火が上がっているようにみえたから

・海の世界

石がいっぱい落ちていて砂浜みたいに

見えるし，その向こうに海が見えそう

だから

４ ワークシートと名前を書いた紙を並べて机の ・ふわふわベッドの世界

上に置き，教室の中を自由に移動してそれぞ ススキがふわふわしているところがベ

れが見つけた世界を鑑賞し合う。 ッドに見え，その上に寝たら気持ちよ

さそうだったから

・ねこの世界

ススキで猫の隠れ家ができそうだから
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教師の働きかけ・発問 児 童 の 反 応

１ 大久保英治の作品を見て，活動のめあてをつ ○鑑賞をしてからずいぶん時間がたってしま

かむ。 っていたが，鑑賞で使ったワークシートを

配ると自然と思い出していた。

・画用紙

地面，水たまり，海，草むら

・絵の具，クレパス

花，草，木，枝，石

２ どのような世界を作ってみたいかを発表し， ○他の学校の子ども達がどんなものを作った

考えが似ている人とグループを作る。 のかを紹介すると，イメージがふくらんで

・緑のカーテン いた。

・花の階段 ○写真を撮るときどんな工夫ができるか聞く

・食べちゃった と，地面に寝転がったり，対象に近づいた

りする方法を考えて発表できていた。

３ 各グループごとに分かれて活動をする。世界 ○遊具や影もいかしながら作っていくことが

ができたら構図を考えながら写真を撮る。 できていた。作りながらどんどんイメージ

がふくらんでいっていた。

４ 撮った写真を使ってグループごとに発表す ○友だちの発表を聞き，新しい見方やおもし

る。 ろさに気付かせる。

「かげでおにの顔」

剪定してあった松や石を使って，ち

ょんまげや牙のあるおにの顔を作っ

た。自分の影のおなかの部分が顔に

なるようにした。

「化石の世界」

まず，恐竜の歯のようなとがった石

を並べていった。自分たちの名前も

木の実や松の葉を並べて作っていっ

た。
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教師の働きかけ・発問 児 童 の 反 応

「ログハウス」

ジャングルジムに松を乗せてログハ

ウスの屋根にした。地面には松の枯

れ葉を敷き詰めて絨毯にした。ジャ

ングルジムの上に積み上げるのが大

変だった。

「おかしなひと」

生えていたタンポポをいかそうと思

って人の口にした。木の実や葉っぱ

を使って人の顔にして，自分たちの

影もいかして目元を強調した。風が

吹くと髪の毛にしている葉っぱが動

くので位置を決めるのに苦労した。

「ジャングル」

ジャングルジムに松を乗せてジャン

グルの椰子の木やぶら下がっている

木の枝を表現した。ジャングルジム

の上に大きな木を持って登り，落ち

ないように組み合わせていくのが大

変だった。

「まつぼっくりの家族」

松の葉で家を造り，枝で家具を作っ

た。松ぼっくりのお父さんとお母さ

んとたくさんの子ども達の様子を表

現した。水仙の花で家をおしゃれに

飾った。
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○「大久保英治 メぢから・スコープで見ぃつけた！」の活動を取り入れてみて

・本学級の児童はこれまでに美術作品の鑑賞をする機会があまりなかったが，クイズのような手

立てのある大久保英治のシートを用いることで，抵抗なく作品の世界に入り込み，細かいとこ

ろまで観ることができていた。

・大久保英治の作品の鑑賞をしてから四ヶ月もたっていたが，「みんなが図工の時間に描いた絵

と何がちがうかな」と問うと，画用紙の代わりに地面を，絵の具の代わりに葉っぱや石を使っ

ているということにすぐに気付くことができていた。

・「他の学校の子ども達はこんなものを作ったよ」と例示する写真がなかったので，板書で簡単

に紹介した。そのときに，「どうやってスコープするとおもしろいかな」と問うと，写真をズ

ームでとったり下から見上げるようにとったりする方法をたくさん考えついていた。

・教室の中でこんなものがつくりたいと考えていた子もいたが，実際には運動場に出て材料を見

て発想をふくらませることができていた。（「表したいことを表す」のではなく「材料や場所

などを基に発想」することができていた）

・つくっていくなかで発想がふくらみ，友達と試行錯誤しながらいろいろな形に変化させていく

グループが多かった。

・「遊具や影も使っていいんだよ」と声かけすると，ジャングルジムに材料を組み合わせていっ

たり，つくったものに自分たちの影を重ねて強調したい所にだけ陽が当たるように工夫するグ

ループもあった。

・造形遊びをするのは今回が二回目だったが，場所や材料から発想をふくらませ，それぞれの特

徴をいかした作品ができていた。

・デジタルカメラでスコープした自分たちの作品を発表する場面では，どの児童も作品のテーマ

や伝えたいこと，工夫したところ，苦労したところなどについて詳しく説明することができて

いた。それだけ活動に熱心に取り組むことができていた。

・いつも見ている何気ない場所や材料が変化する今回の活動は，子ども達にとって見方をかえる

いい機会になった。

・細かい作業よりも体全体を使ったダイナミックな活動が好きな子どもは，今回の活動をきっか

けに図工の新しいおもしろさを見つけたようであった。
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                       実施日 平成２１年１２月２２日（火）３・４校時 
                       学校名 徳島市加茂名南小学校 
                       学年  ３学年    人数 ３０名 
                       指導者 山本 敏子 
 
１ 授業の流れ 指導者の発言や働きかけ    ２ 実際の様子 子どもたちの発言や反応など 

１「今日は，大久保英治さんという人を紹介しま

す。大久保さんは，日本や世界各地を歩いて

作品をつくりました。四国にも，徳島にも来

ました。」 
「大久保さんは，体全体を目にして歩きまし

た。手も足も口も目も・・です。」 
 「『メぢから』ってわかりますか？」 

「全身を目にして発見していく力のことです。」

 
「じゃあスコープは？ 
「今までに観察する時，どんなところを働かせ

ましたか？」 
 
２「大久保さんは「目ぢからスコープ」しながら

歩きました。大久保さんの発見を見てみたい

ね。これは大久保さんの作品です。」 
「先生はパンパンパーンと音が聞こえてきま

した。どの番号かわかる？」 
他に発表してください。 

 
「みんなも発見したものを書いてみましょう。

 （鑑賞シート p.１）番号の下に発見したもの

を書いておきましょう。」 
発見しにくい子たちへの具体的な指導（手だて）

・P１をじっくり見させて，何かに見立てさせ，

見えてくるもの，聞こえてくる音を探し出

し，言葉で表現できるように，切り取られた

世界の形や色の表現に着目する視点を与え

る。 
・切り取られた世界の面白さを感じて自分なり

に作品に関心を持てるようにする。 
  
「発表してもらいましょう。」 

 
 
 
 
 
３「A さんが言ってくれましたが，これは大久保

さんの作品の一部だったのです。」 
「P2 を見てみましょう。どこにどの部分があ

るかわかるかな。探してみよう。」 
 
 

 
 
「どんな絵をかいたん？」 
「版画とちがうんですか？」 
 
 
「目の力」 
「いっしょうけんめい見る力」 
「ずっと見ること」 
「大きくして見る」 
「耳で聞いた」「手でさわってみた。」「鼻でにおい

を感じた。」「食べてみることもできる。」「心で

感じた。」 
 
 
 
 
 
「わたしはうさぎを見つけました。うさぎが考え

ているみたいです。（５）」 
「雪がつもっているみたい。（６）」 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
「モコモコこけみたい。(9)」（このあたりは昨年の

鑑賞シートの経験が活かせている。） 
「ザラザラ バッタがたくさんいる。(1)」 
「ジャリジャリした感じ。(2)」 
「小鳥に見える。(5)」 
「これはパズルみたいになっている。３が完成し

たものと思う。」 
 
・ 作品の一部がどこにあたるのかを見つけ出し，

発表することで，すごく興味をもって来て意欲

的になってきた。この活動がきっかけで，大久

保さんの世界に入りこんできた。 
 自分が見つけられなかったところを見つけた子

がいると互いに感心していた。 

鑑賞シート「大久保英治さんとメぢからスコープ！」

ビオトープでメぢからスコープしよう 

を実践して
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４「大久保さんの表現方法は，画用紙は野原だっ

たのですね。野原の他にもあるかな。」 
 
「みんなが使うクレパスや絵の具のかわりに

は何をつかったのでしょう。」 
  
「音も入っているかな。」 

 
 
 
「初めに話に出てきましたが，大久保さんは五感

をつかって作品をつくったのですね。」 
５「今日はビオトープに行ってメぢからスコープ

します」。 
「まず，スコープざしを切り取りましょう。さ

しを動かして窓の大きさを変えて，お気に入

りの世界をメぢからスコープしよう。」 
 
「活動の順番を確認しておきましょう。」 
○活動の順番を守る。 
○あぶないことはしない。 
○グループでなかよく話し合いをしながら

よりよい形に決めていく。 
 
「グループで協力して作品にしていきましょ

う。」 
・デジタルカメラは初めてという子も多かったので

簡単に扱いかたを説明する。 
 
【ビオトープでの活動】 
活動グループは教室の生活班。 

子どもたちの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「川もです。」 
 
・草 ・石  ・花  ・木  ・空   
・すな ・かげ ・水  ・こけ   
 
・木のゆれ  ・草のゆれ  ・水に入る音 
・虫の声  ・水てき 
「においもあると思います。」 
 子どもたちは意欲をもって発表した。 

  
P３,P４に触れ，大久保さんの世界をみる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・下の方がちょっと細い石を見つけたので，それ

にはっぱや木をのせたら顔ができました。 
 
 

「ビオトープでメぢからスコープ」の作品 

活動の様子 

１班 



-15- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１月 12 日（火）に，各班でお気に入りの作品

を選んで作品名をつけ，みんなで鑑賞する予定。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・自分で思ったよりもきれい

に自然がだせたと思いま

す。それと角度も考えたと

思うので自分では，じまん

できる作品です。 
３班 

６班 

４班 

８班 

５班 

・I さんといっしょにビオトープ

をこうどうしました。花や木や

草で顔をかざりつけもしまし

た。I さんはすごいひらめきをし

ていました。とても楽しかった

ので，またいつかぜったいにし

たいと思っています。 

・いろいろとれたので，よか

ったです。かんせいするの

が楽しみです。 

２班 
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実践・続編  １月１２日（火） 
お気に入りの作品を選んで発表会 

 
 
 
 
 
 
 
 
  グループでお気に入りの作品を選んだ。      班ごとにお気に入りの作品を発表 

  作品の名前もみんなで付けた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

作品名「笑う しぜんの子」         作品名「かわいい顔の花」   
      笑っているように見えたからです。      ４つの花をとったら，顔みたいに 
                          かわいくうつったからです。  
                          
    
 
 
 
 
 
 
 

作品名「リンリンジャラジャラ」        作品名「きせつのかわり」  
     実みたいなのがすずのようにゆれて      すすきが秋のきせつの植物で，木に 

いるからです。               葉がなく，冬に変わったように思った 
                      から。 

 
〈 発表会後の子どもたちの感想から 〉 
・石で顔に使う目や口を集めるのが大変だった。みんなの作ひんを見たらおもしろいのやいろいろのが

あって、とても楽しかった。 

・Mさんの班の作品で，顔がおもしろくてよかった。 

・題をつけたのが楽しかった。○さんのが気にいったのでもう一度みてみたい。○ちゃんと○ちゃんの

がきれいでした。石とはっぱのくみあわせがすごくよかったです。 

・みんなのしゃしんがすごくよくできているなあと思いました。 

・自分で作品をつくったり撮ったりしたのが楽しかった。 

・みんなそれぞれふしぎな名前をつけているなと思いました。とてもおもしろかったです。 

・みんなの写真とてもいいな～とおもいました。私もこんどまねをしていいしゃしんをとりたいです。 

・４はんの写真はかげでかたつむりをつくれたのがすごくいいなと思いました。 

・楽しい写真で見たり感じたりしてとてもたのしかったです。写真を撮ったときにしっぱいかと思った

７班 

５班 
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ら，すごくきれいな作品ができてうれしかったです。 

・石をつりさげている作品がつりをしている写真に見えました。「きせつのかわり」という題名をつけ

れたのでうれしかったし，とても楽しかった。 

・みんなといっしょにいい写真がとれて工夫をしてできました。○さんのがとくに気に入りました。 

・ぼくは，木から生えているふしぎな実はとてもきれいでした。見たりさわったりしてとても楽しかっ 

たです。 

・みんな工夫してとてもきれいだなとも思いました。 

 
 
 
〈 子どもたちが付けた作品名の一部 〉 
・リンリンジャラジャラ・・５班 

・二人でにこにこひなたぼっこ 

 

・水にうつった友だち・・４班 

・池の世界の木や花 

・おおきなかげにうつったかたつむり 

 

・みずくさくん・・８班 

・みどりりーふ 

 

・しぜんのサラダ・・３班 

・光とかげがつくった色 

・きせつのかわり 

 

・森の中のちいさなおうち・・６班 

・木からはえているふしぎな実 
 
・楽しいかんさつ・・１班 
・友だちとたのしぃく話 
 
 
 
 
 「ビオトープでメぢからスコープ」を実践して 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 校庭の片隅にあるビオトープ。子どもたちのお気に入りの場所である。草むらでは虫の活動する

様子が見えたり，池の水の中では生き物の活動する姿が見えたりする。春には桜の花びらが，また

秋には落ち葉が舞って，四季折々にいろいろな物が発見できる場所である。子どもたちを連れて行

く前に，安全面の確認と題材確認のため，その日の朝にビオトープに行ってみた時，冬であること

もあって，明るい色は少ないなあと感じた。 
 しかし，子どもたちを連れて行ってみると，子どもたちは冬であろうと関係ない。ビオトープの

自然の中からいろいろなものを見つけ，デザインし，切り取って作品にした。教室での活動から，

大久保さんの影を活かした作品が印象的だったのか，自分や友達の影を取り入れた作品もあった。

自然のなかの地面や水面等を画用紙にして，石，草，花，影等を活かし，教師が思う以上にみずみ

ずしい感性でもって作品が仕上がったように思う。 
 作品にするだけでなく，ビオトープにおいて今まで気づかなかった様々なものに気づいた子たち

も多い。木に取り付けてある鳥の巣箱を入れた作品や青い空の美しさを背景として，校舎を横に空

に向かう感じのケヤキの木を入れた作品もあった。 
校庭の中には，まだまだ様々な場所がある。季節や場所を変えて再度また実践してみたい。 

 

水にうつった友だち 

光とかげがつくった色 

森の中のちいさなおうち 
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 実施日 平成２１年１１月１５日 時間（ ２・３校 時  ） 

 学校名     公立小学校                 

 学年     特別支援学級      人数   ５人    

 記録者          川田 真紀            

１ 児童の実態 

・ 情緒・知的・肢体不自由の学級に所属する児童７名（当日２名欠席）と担任３名で普段は学習する。 

・ デジタルカメラ経験者１名。 

・ 特に中学年の２名は、図画工作が好きである。 

２ 本時のねらい 

・ 大久保さんの作品を見て、自分が好きな作品を自分なりに選びその理由を述べることができる。 

・ 自然界にあるものに関心を示し、自分の作品作りに生かすことができる。 

・ デジタルカメラを使って自分の作品を撮影することができる。 

・ 友達の作品に興味をもち、鑑賞活動を楽しもうとする基盤を培う。  

３ 事前に気をつけたこと（その対応） 

１ 初めてデジタルカメラを使う児童が多いため、カメラ操作がスムーズにできるように、支援者を確保する。

 →（参観日に実施し保護者の協力を得られるだけ得る。活動をより支援できる学芸員の配置） 

２ 各担任３名の共通理解を図る。→（シートを見た後、できるだけ全員の児童が活動しやすい内容や方法を

話し合う。参考作品の吟味） 

３ 参観日に実施するデメリット：運動場に保護者が駐車するために、当日材料集め・撮影を運動場で行うの

は危険→（実施の場所の検討と事前の材料集め） 

４ 児童と担任及び学芸員との組み合わせ→（児童の実態や兄弟関係による保護者の時間等を考慮） 

４ 授業の展開 

児童の活動 大切にしたこと・実際の様子 

＜事前＞１ 校庭で「秋見つけ」をすることを理

解し、秋らしい自然物を集める。 

 

１ 紅葉した銀杏の葉・まつぼっくり・実等が秋らしい

ことを話しながら集める。児童 1名は、集めた葉を空

中に投げひらひら舞う様子を写したいと述べた。 

１ 学芸員を交えて自己紹介をする。 

２ 鑑賞シート 3 枚目の 8 点の中から自分の好き

な作品を選び発表する。（理由を話すことができ

る子は、それを述べる） 

３ 製作の方法を知る。 

① えらぶ②ならべる・つくる（参考作品４枚）

③うつす（ズームについて） 

カメラのつかい方①スイッチ（シャララーン）

１０：２０までにうつす 

４ 製作し撮影する。 

５ 印刷したものを鑑賞する。 

１ 温かい雰囲気の中行われた。 

２ 短時間で児童は好きな作品を選んだ。全部好きと言

う児童は一名だった。理由は自分の好きなところを述

べていた。 

３ 参考作品は、並べる楽しさが伝わる具体物になって

いない作品２点と葉で蛙や人の顔になった作品 2点を

用意した。事前の活動のつぶやきを全児童に紹介しな

がら、自然物から見立てができることを共有した。「こ

のお芋はカブト虫みたい」とＡさん言ってたね。 

４ 迷うことなく熱中してどんどん製作していた。 

５ みんなの作品を和気藹々と鑑賞していた。 

準備物： 事前に集めた自然物・ 鑑賞シート・ デジタルカメラ・印刷用紙・プリンター・作品の台紙（真っ白）・参考作

品（写真）・自然物を接着する物 

５.鑑賞遊びを取り入れてみて 

１ 学芸員依頼について 

   本授業を理解してくださっている学芸員の方が支援してくださることはとても心強かった。依頼の方

法だが、事前に学芸員に本授業の趣旨（特別支援学級で）を説明し児童の関係で心配なことがあるか伺

い、本校長の判断を頂き、派遣文書を作成した。 

２ 鑑賞シートについて 

   学年が上の児童については、表紙の問題を材料集め直前に実施した。内容を理解し楽しむことができ

た。3枚目については、どの児童もお気に入りを見つけることができた。（一人は、それぞれを切り離し、

カードとして渡すと選びやすかったのではないかという意見が授業後担任からでた。） 

   「メぢから」の説明はしない。代わりに「ぼく・わたしの秋をうつそう」というめあてで行った。児童

１名は、作品の横にどんぐりを並べて「りゅう」と題を作って撮影していた。当日休んでいた児童 2名も

後日自然物から刺激を受け、意欲的に製作に取りかかることができた。製作がほぼ教室のためか、集中で

きた。しかし、撮影もほぼ教室になったので、普段の日にベランダや校庭等で材料集めをし、製作撮影す

ると、また違った作品で楽しめるように感じた。 

 

 実施報告 

 メぢから・スコープで見ぃつけた 

 -鑑賞シート活用授業研究会- 
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実施日 平成２１年１２月１７日 １・３・４校時

実 践 報 告 学校名 森山小学校
大久保英治さんとメぢからスコープ！ 学年 ４年 人数 １８人（欠２人）

－第６回鑑賞シート活用授業研究会－ 指導者 島田 由江 支援員の先生１名

流れ 学習活動 教師の発問 児童の反応

4 5 １ 鑑賞シートｐ２の写真を 「この写真を見て感じたこと ・「自分の影の中に，草や葉を
分 見て感想を発表する。 や気付いたことを発表しよ 置いている。」

・表現内容，表現材料， う。」「何を材料にしている ・「ススキを使っているので，
Ａ 表現方法への気付き のかな」「どこで，どのよう 秋を感じる。」
鑑 にして撮ったのかな」 ・「川原にあるものが材料だ。」
賞
∧ ２ 「メぢから・スコープ」 「『メぢから・スコープ』と
鑑 の説明を聞き，ｐ３のさし は，全身を目にして発見して
賞 を枠にして，ｐ２の大久保 いく力のことです。」「みん
シ さんの作品に置いて，お気 なのメぢからを発揮してもら
｜ に入りの部分を見付け，話 いましょう。」「さしを大久
ト し合う。 保さんの作品にあてて，ビビ
で ・自他の違いや共通点に気 ビと感じるところや，ここい
学 付く。 いなあと感じるところを見つ ・スコープさしの大きさや形は
習 けよう。」「友達の選んだと 様々であるが人影＋ススキの部
の ことろを見てみよう。」 分が人気。
手
法 ３ ｐ１の例から気に入った 「ｐ１は大久保さんの作品の ・４番「にている！犬の手」
を 写真を選び，題名を書き込 ある部分です。」「すきな写 ・５番「陸と海」
理 み，発表する。 真の下にぴったりの題名を付 ・６番「白の世界」
解 けてみよう。」 ・８番「暗やみの中」 など
∨

４ 坂東小学校の子ども達の 「坂東小学校の子ども達もこ ・「『ガサガサ』」は１番だと思
ネーミングを紹介し，「シ の写真に言葉をそえました。 う。そのわけは草の音が聞こ
ーがる・た」遊びをする。 どれがどれでしょう。当てて えそうな気がするから。」

・なぜそう思ったのか理由 みよう。」「なぜそう思った ・「『「ビーム光線』は８番だと
を明らかにさせる。 のか理由も発表しよう。」 思う。ススキがビームみたい。」

５ 教師からｐ４ｐ５の説明 「大久保さんは四国一周を歩 ・「笹の葉で△をつくっている。」
を聞き，大久保さんのアー いて風景を見て回り，自然を ・「海岸に大きな虫が出現した
トや制作の様子や作品への 材料にして描き・・・・・」 みたいだ。」
関心を深める。 と鑑賞シートにそって説明。 ・「川に葉をうかべるときれい。」

10 分 １ 教師の作品例（７月の研「先生も夏休みの勉強会で『メ
究会）から５点を選んで， ぢから・スコープ』をしまし

Ｂ 「シーがる・た」遊びをす た。」「５枚の写真を見せる
鑑 る。 ので題名を当ててください。」
賞 ・大久保さんの作品と比べ
∧ ると制作の場や材料が違 ・５枚の写真の題名
身 うことを知る。 「板東家の家族」
近 ・学校の校庭で，木や葉な 「忍びよる」
な どの自然の材料を生かし「カーニバルのあとで・・・」・どんどん挙手し，盛り上がる。
作 てつくった作品であるこ 「ミュージッククラス」 ・「ミュージッククラス」と「あ
品 とを知る。 「あっ，食べちゃった」 っ，食べちゃった」以外はす
例 ・写真の題名に込めた制作者 ぐに正解した。
∨ の意図も説明した。
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流れ 学習活動 教師の発問 児童の反応

5 0 １ 「メぢから・スコープで 「 ワークシートの順番にし ・１班（女子３名）
分 見ぃつけた」の活動のめあ たがって活動しましょう。」 ・２班（女子３名）

てと方法を理解する。 「みんなは，どんぐり人形を ・３班（女子３名）
Ｃ ・活動Ａ（通常の活動） つくったので，それも使って ・４班（男子３名）
造 ・活動Ｂ（どんぐり人形を みよう。」 ・５班（男子４名）
形 プラスして撮影 ）「つくった風景のすてきなと
遊 ころが伝わるように写真を撮 ・女子班は切り花を中心の材料
び ろう。」 として，班の友達と一緒に「置
∧ く，並べる，積む」行為を試行
ラ ２ ４班に別れ校庭で活動す ・撮影時や安全面の注意 したり，話し合ったりしながら
ン る。お気に入りの風景がで 「校務員さんにお願いして， 楽しそうに活動していた。【考
ド きたら写真に撮る。 菊やサルビアの花を用意しま 察あ】
ア ・砂場，壁画の前，バック した。使いたい班は言ってく ・男子班は遊具で遊んでしまう
｜ ネット，うんてい，タイヤ，ださい。」「校庭に落ちてい 場面もあったが，動きのある角
ト 滑り台，ブランコ，中庭， る葉や枝は使ってもいいけ 度や，場所を生かした新しい場
∨ 石碑など思い思いに散らば ど，折ったり切ったりはしな 面をつくり出していた。【考察

る。 いでね。」 い】班で協力して活動するので
「班のみんなが順にシャッタ はなく，個人の活動をつないだ
ーを押そう。」 ような展開だった。
「走りまわったり飛んだりす
ると危険です。危ないことは ・撮影の後始末がきちんとでき
しないように。」 ている子もいれば，そのままの

子もいる。それぞれの行動の様
子がみとれる。

4 5 １ 活動Ａ 活動Ｂから３・ ・事前に写真を印刷し準備。 ・班ごとに相談して写真を選ぶ
分 ４枚写真を選び，題名を付 「では，みんなが撮った写真 が，思いが深い作品が多く，な

ける。 の中からお気に入りの写真を かなか決まらない様子だった。
Ｄ 選ぼう。」 ・ネーミングに関して，男子班
鑑 「選んだ写真をＡ４に拡大し は，視覚イメージに直接的に結
賞 ました。班の友達と相談して び付く題名が多い。女子班は，
∧ この写真に題名を付けよう。」作品の情景に物語を感じ取り，
ふ 自分の感情を加えた題名である。
り 女子班は言語能力が高い児童が
か 多く，題名が凝っている。【考
え 察う】
り
∨ ２ 「シ－がる・た」遊びを 「『シ－がる・た』遊びをし ・絵札と読み札の枚数が少ない

通して友達の作品を鑑賞し よう。写真と題名を当てっこ ので簡単に当たるが，発表班は
合う。 しよう。」 当たると嬉しそうである。
・ネーミングの根拠や造形 「なぜ，この題名を付けたの ・題名の理由が発表されると，
活動のエピソードを話す。 ですか。」 「なるほどなあ。」「ほんまやな

あ。」「あっ，そうか。それで。」
というつぶやきが出ていた。、

・活動Ａ 活動Ｂの比較 「活動Ａ 活動Ｂはどちらが ・女子は活動Ａを，男子は活動
楽しかったですか？」 Ｂを好んだ。【考察え】

３ 一連の学習をふりかえり 「他の班の作品や題名につい ・「１班の写真は空の青の色と
感想を書く。 て感想を発表しよう。」 階段の色がきれいです。」

・「どの写真も見ていて楽しい。」
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児童の活動の様子と作品
１班【女子３名】

さかあ
がり板
で試す

「青空へのかいだん」 「花のロッカー」

２班【女子３名】

撮影の角度を試す 「おめかししちゃお」 「ようこそ自然の世界へ」

３班【女子３名】

花で文字をかきたい 「かみの毛がはえた」 「夫婦のほほえみ」

４班【男子３名】

バックネットに落ち葉
を埋め込んでみる 「妖怪が来た」 「嵐の雷鳴」

５班【男子４名】

うんていにどんぐり
人形をつるしてバン 「ロボット 」 「森山家のひなたぼっこ」

ジーャンプさせる
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授業を終えて
１ 大久保さんの鑑賞シートについて
① 表現と鑑賞は相互に関連して働き合うもので，鑑賞活動の対象を幅広く考えることで子どもの

より豊かな表現活動が期待できる。この鑑賞シートが，県立近代美術館のメジャーな所蔵作品（絵
や立体）を基にしたこれまでのシートと大きく異なるのは, 子どもが「自分もこんなふうに草木
で遊んでみたい。写真を撮ってみたい。・・・できそうな気がする！」と，すぐさま次の活動意欲
が喚起することだと思う。大久保さんは，自然の素材を材料とし場の環境を生かして制作をしたが，
小学校の図画工作科の題材にも，身の回りの場所に自然の材料の特徴を生かして表現する造形遊び
がある。この鑑賞シートは，絵や立体作品だけでなくこのような制作と表現のスタイルがあること
を知る，大久保さんの作品を自分の感じ方で読み取り自分のイメージを膨らましていく，同じ手法
で自分も表現を試みる，の３点が魅力的である。授業では，鑑賞から表現への導入として活用でき
る。

② ｐ１の写真１２７９は似ていて曖昧な画像である。それ故に個々のイメージが広がるともいえる
が，色や形の差異が視覚的に弱いため下学年児には面白味が乏しいかもしれない。

③ 自然が材料であるため写真の色彩が柔らかで落ち着いている。夏の花や夕日が登場すれば色が豊
富になり，シートの雰囲気も変わるだろう。夏を強く感じさせる作品も見たいと思った。

④ ｐ３のスコープさしの製作が変化があり楽しい。授業では，導入の話し合い活動で停滞していた
児童が，スコープさしの製作で目を輝かせ始めた。さしの大きさや形を変えられることで，「メぢ
から」を自由な位置に動かし，作品を自分の見方で切り取り個々がイメージを広げていく補助とな
った。

２ 授業の流れについて
① 導入ではｐ２の写真を拡大し教室の黒板に示すとともに，子どもの手元にも鑑賞シートを配布し

た。今回の授業は，ｐ２にさしをあて自分の「メぢから」を引き出してからｐ１に移ったが，ｐ１
から導入すれば子どもの「？」「！！」がより生まれたかも知れない。また，実践して検証したい。

② 「Ａ鑑賞シートで学習の・・・」の４の活動では，板東小学校の子どもたちの言葉を紹介するこ
とで，他の学校の友達も自分と同じ感じ方をしたり，違う視点で捉えていたりしていることを知ら
せたかったからである。（本学級は１８人と少人数であるため）４の活動は学級人数によってカッ
トしたらよいと思う。

③ 流れのＡＢＤで枚数の少ない「シーがる・た」遊びを取り入れている。（「シーがる・た」とい
うよりは「題名あてっこ遊び」であるが，本学級の子どもは５月に県近代美術館で「シーがる・た」
遊びを経験しているので理解しやすい）「シーがる・た」遊びは，誰でもが気軽に活躍できるので
子どもたちが盛り上がる楽しい活動である。今回，３回も取り入れたのは，ネーミング活動に慣ら
し，言語表現のセンスアップを図るためである。しかし，重点を置く「シーがる・た」遊びを決め，
じっくり時間をかける展開もよい。

④ 活動ＣとＤは時間をあけない方が子どもの思いが持続してよい。ロスタイムのない展開にするた
めには，教師が休み時間を利用して印刷したり，Ｔ２に印刷を依頼したりするサポート体制が必要。

３ 児童の反応の【考察】について
【考察あ】本学級の児童は，共同製作で男女混合班の経験が多かったので，今回は男子班と女子班

に分けた。班は，図画工作科の資質や能力と友達関係の両面を考慮し教師が構成員を考え
た。女子は花が大好きである。花をメインにして場を飾りたいという意欲が強かった。教
師が準備できたのは菊とサルビアで種類が少なかったが，色や大きさを考え，夢中になっ
て並べ方や置き方を工夫していた。写真を見ると，女子班は，製作の過程から切り取る風
景の枠を意識しながらつくり進めていることがわかる。

【考察い】男子班は遊具に強く惹かれ，授業であることを忘れ，木登りをしたりうんていや滑り台
で遊び始めたりしていた。しかし，登ったり滑ったりして自分が動いているうちに面白い
発見をして斬新なアイディアを思い付いていたようだ。うんていにどんぐり人形をつるし，
ゆらして，その瞬間を撮りたいとか，アップで撮ったり大胆な角度から撮ったりしたいと
か，女子班の「静」に比べ動きのある場面をつくっていた。男女の嗜好の差異が興味深い。

【考察う】各班，真剣にネーミングに取り組み活発に話し合っていた。それだけ，作品への思いが
深いということではないか。「シーがる・た」の成果であろう，どの写真にもぴったりの
題名が付いていたので驚かされた。男子班はその場面の結果や状態を見て題名を付け，女
子班は物語の場面を連想させる題名を付けているのが面白い。どの班も，題名が作品から
離れることなく（言葉に酔いすぎていない）かつ，題名の根拠が明確であることが前次の
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造形活動とこの鑑賞活動の価値を高めている。
【考察え】校庭の自然を材料とした造形遊びの活動では，活動Ａと活動Ｂの２通りを試した。（詳

細は別紙）ここでも男女の違いが顕著である。女子は「草や花が好きだからそれを楽しむ
活動Ａの方が好き」「材料が生かされている気がする」と答え，男子は「人形が場面に登
場する活動Ｂの方が面白かった」「人形を使うとイメージが変わって面白い」「景色だけ
だと何をしているかわからないけど，人形を使うとしていることがよく伝わっていい。」
と答えた。中学年の男子は概して活発で冒険心に富んでいる。子どもにとってどんぐり人
形は自分の分身である。５班の「ひみつのどうくつ」のコメントはそれを明瞭に表現して
いる。「ぼく達のひみつのどうくつでどんぐり人間で写真をとりました。どんぐり人間が
ひみつのどうくつに入って行こうとしています。」ひみつのどうくつとは，石碑の下の空
間である。ミニサイズの人間だから入っていける場所である。このような隙間の場所にも
関心を持つところが子どもの「メぢから」のすばらしさだろう。

３ 本学級児童のこれまでの取り組みについて
① 本学級では，これまでの学習で，校舎や校庭へ作品を設置して環境や空間の変化を試す活動を
２回実施した。６月の「友達シルエット」（造形遊び）では大きな透明のビニルシートに人体の形
を写し取り，着色を加えた作品をお気に入りの場に飾り写真に撮って紹介しあった。１２月には，
「変身仮面～森山の主～」（工作）でお面をつくって頭からすっぽりかぶり，主になりきり校庭に
繰り出して写真を撮るという発展学習を経験した。今回は，完成作品を運んで環境を変えるのでは
なく，校 庭で材料集めをするところからスタートする学習である。
② 「友達シルエット」ではデジカメの操作や写真を撮るという活動スタイルに慣れていなかった
ためか，カメラを意識してピースをする記念撮影的なものが多かったが，次第に風景の変化を楽し
むという学習の目標にそった活動ができるようになってきた。今回は，カメラに慣れ，機器操作の
苦労がほとんどなかったことでスムーズな活動となった。

６月「友達シルエット」（造形遊び）

１２月「変身仮 面～森山の主～」（工作）
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４ 児童用ワークシートと児童感想
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第５学年 図画工作科学習指導案

2009 年 10 月 28 日（水）4 校時

5 年 3 組 35 名

指導者 岩井 友香

１ 題材名 シーガルの作品に語りかけよう

２ 題材について

本学級の子どもは，素直で明るく，何事にも真面目に取り組むことができる。しかし，間違いや

失敗を恐れずに自分の思いや考えを伝えたり，表現したりする力は十分に育っていない。図画工作

科の時間においても，活動を楽しみ自由にのびのび表現するというよりも，美しく描きたい，うま

く作りたいという思いが強いように思われる。そこで，子どものそのような思いを生かしながら，

形や色を楽しみ，そこからイメージを広げて感じたことを言葉や作品で表現できる力を付けたいと

考えた。

「自分の顔を描こう」「仲良くしよう（人権ポスター）」では，微妙な色の違いや美しさを生か

して，自分なりの配色を考えながら色作りを楽しみ，絵に表した。また，「風神雷神図屏風」を使

った学習では，風神と雷神を見比べて相違点や共通点を探すことで，作者の思いにも触れた。そし

て，新たに自分なりの名前を風神や雷神につけ，それをもとに友達と交流し，作品を見ることの楽

しさを体験した。

「シーがる・た」は，シーガルの作品鑑賞をカルタの読み札にするという言語化活動と様々な美

術作品との出合いから自己理解・他者理解の交流の場が生まれることを願って名付けられている。

この鑑賞シートの読み札と絵札をつなげていく活動を通して，美術作品との対話の仕方を身に付け

るとともに，作品の見え方は一人一人異なること，作品を見る方向や置く環境によっても，それは

変わることを感じ取らせたい。また，読み札作りや友達との絵札の当て合う活動では，他者に寄り

添うことで，自分の見方や感じ方が変容していくことにも気付かせたい。

さらに，シーガルの作品に親しむだけでなく，創作過程を自分なりに追体験することにより，日

常の瞬間を切り取り，残しておきたいという作者の意図にも迫ることができるようにしたい。完成

した作品を友達との共同制作という形で，意見を出し合いながら一つの作品を仕上げ，それを自分

なりの切り取り方で写真のフレームで切り取るという活動にもつなげていきたい。

３ 題材の目標

（１）美術作品に興味をもち，作品との対話の仕方（造形的な特徴の捉え方）を身に付け，友達と作

品の見方を交流させながら鑑賞を楽しむことができる。

（２）作品の創作過程に関心をもち，型どりすることの面白さを感じながら作者の意図にせまろうと

することができる。

４ 題材の評価規準

関心・意欲・態度 発想・構想 （創造的な技能） 鑑賞の能力

・美術作品に興味をも 作品や表現方法から 「固める」という石 「シーがる・た」遊

ち，その特徴を詳し 気付いたり感じたりし 膏の特性を生かしなが びをしながら，形や色，

く捉えようとしてい たことをもとに，自分 ら，表したい形になる 動きなどの造形的な特

る。 の表したいものを思い ように試行錯誤してい 徴を捉え，自分なりの

・型どり作品の製作に つく。 る。 見方や感じ方を深めて

意欲的に取り組んで いる。

いる。
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５ 指導計画（全４時間）

第１次 「シーがる・た」でシーガル作品と対話しよう・・・・１時間（本時１／１）

第２次 シーガル作品にいどもう・・・・・・・・・・・・・・３時間

６ 第 1 次の活動

（１）目標

○「シーがる・た」の活動を通して，立体作品の形や明暗，切り取られた動きなどの特徴の捉え方

を身に付け，友達と意見を交流させながら作品を鑑賞することができる。（ｂ）

（２）展開

時 学習活動 指導上の留意事項 具体的な評価規準 評価方法

10 １ 鑑賞シート P1 を ○発見や印象，作り方な

見ながら，本時のめ どがその作品の読み札

あてを確認する。 になることを理解でき

るようにする。

シーガルの作品に語りかけよう。

10
２ 鑑賞シート P2-3 ○互いの見方を共感的に B 鑑賞（１）

の読み札と絵札の組 受け止めながら自分の ＜鑑賞の能力＞ 観察

み合わせを考え，「シ 考え方を深めていくこ 読み札を絵札と結び付け 発言

ーがる・た」をする。 とができるようにする。 たり友達と考えを伝え合っ

○注目したキーワードで、 たりしながら，作品を特徴

それぞれ見方・感じ方 付けている要素についての

が変わることを確認す 見方や感じ方を深めること

る。 ができる。

15 ３ 見つけたことや感 ○読み札作りや絵札の当 読み札

じたことを，読み札 て合いの活動をしなが 対話

に書いてグループで ら，作品とのかかわり

「シーがる・た」を を深めることができる

する。 ようにする。

10 ４「ベンチに座るサン ○自分が作った読み札を

グラスの女」をどこ もとに考えるとよいこ

に置きたいか考え とを知らせる。

る。

（３）評価及び指導（手だて）

鑑賞の能力

「十分満足できる」 作品を特徴付けている形や色・動きなどをもとに，絵札と読み札の組

と判断できる状況 み合わせを考えた理由を友達に伝えている。

「おおむね満足でき 分かりやすい視点で作成されている読み札や手がかりになるような言

る」状況を実現する 葉を知らせ，絵札となっている作品を探すことができるようにする。

ための具体的な指導
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７ 第２次の活動

時 学習活動 指導上の留意点など

シーガルの作品にいどもう

15 １ どんなテーマで作品を作るか ○ シーガル作品の制作過程を知らせ，切り取りたい

話し合う。 瞬間や型どりをしたいものを見つけられるようよう

にする。

60 ２ 石膏包帯を用いて，思い思い ○ 子どもたちが型どったもの

のものをかたどる。 ・給食の牛乳パック

・プリンカップ

・空き瓶

・風船 ・バルーンアート

・ラップの芯

・手

めぢからスコープで，作品世界を切り取ろう

10 １ 学校の中で，自分たちの班の ○ シーガル作品も置く場所で印象が変わったことを

作品にぴったりの場所を探す。 想起させ，自分たちの作品も，ぴったりの場所がど

こかにあるはずという意識付けをする。

10 ２ めぢからスコープで，作品世 ○ 自然のものを作品に取り入れてもいいことを助言

界を切り取る。 する。

20 ３ 自分の作品をパソコンに取り ○ 写真に収まった作品を客観的に見させ，ぴったり

込み，題名を付ける。 の名前を考えることができるようにする。

８ 子どもの作品

灰色うさぎと白うさぎ 木の上にすむカニ この入り口の向こう側は？

空の上で紅葉を楽しむ

へんなうさぎ 小さな村
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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 




