
平成２９年度 上越市学校教育研究会図工・美術部研修会 

平成２８年・２９年度 新潟県中学校教育研究会指定  
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日 時 平成２９年１１月１４日（火） 

会 場 上越市立城西中学校 

 

日  程 

 13:20 13:45              14:35  14:45                               16:20   16:30 

受 

付 
授業公開 

移 

動 
全体会・協議会・指導 

閉 

会 

 

指導者  上越市教育委員会学校教育課   指導主事 岩片 嘉和 様 

上越市立小猿屋小学校         校  長 梅澤  崇 様 

 

主 催  新潟県中学校教育研究会    上越市学校教育研究会図工・美術部 

 

 

研究主題        かかわる かわる つなぐ 造形教育 



日程と内容 

１ 授業公開 １３：４５～１４：３５   

学 組 授 業 者 教材・学習内容 場 所 

２年３組 梨本高志  
「わたしに○○なプレゼント」 

～木彫コースターを作ろう～ 
美術室 

 

 休憩・移動 １４：３５～１４：４５ 

 

２ 全体会（１４：４５～１５：１０） 【集会室】 司会 上越市立城北中学校 白井由美子 

（１） 開会のあいさつ（会場校） 上越市立城西中学校 佐藤 幹夫 校長 

（２） 来賓、指導者紹介 上越市立直江津中学校 太田聡子 

（３） 研究概要の説明 上越市立直江津中学校 太田聡子 

（４） 授業者からの振り返り 上越市立城西中学校 梨本高志 

（５） 協議会の説明 上越市立城西中学校 梨本高志 

 

休 憩（１５：１０～１５：２０） 

 

３ 協議会（１５：２０～１６：００）【集会室】 

協議題 

図 工 ・ 美 術 科 に お け る 学 び 合 い と 手 立 て に つ い て  

 

 

４ 御指導 １６：００～１６：２０ 

上越市教育委員会学校教育課 指導主事   岩片 嘉和 様 

上越市立小猿屋小学校       校  長   梅澤  崇 様 

 

5 閉会の挨拶 上越市学校教育研究会 図工・美術部長   池田 隆 校長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全 体 会 

●開会のあいさつ（会場校） 上越市立城西中学校 佐藤 幹夫 校長 

 

 

●来賓、指導者紹介  上越市立直江津中学校 太田 聡子 

 

 

●研究概要の説明  上越市立直江津中学校 太田 聡子 

 

 

 

●授業者からの振り返り  上越市立城西中学校 梨本 高志 

 

 

 

●協議会の説明 

公開授業では、来年度へ向けて、お手元の付箋に①授業の良かった点（＝赤色）、②工夫が必要な点（＝黄色）

についてメモを取りながらご参観いただき、協議会に参加いただければと思います。その後、ご自身の実践を通

して、生徒の学びが深まったと感じる「学び合い」や「手立て」について紹介（＝水色）いただき、私たち教師

の学び合いを深めていきたいと思います。 

〔１５：２０～１５：５０〕  

① 参観しながら、授業の良かった点と工夫が必要な点を付せんに書く。 

② ご自身の実践の紹介、有効だと感じた実践、上手くいかなかった実践などを付せんに書く。 

③ 授業についてそれぞれ付箋を見ながら発表してもらう。四つ切り画用紙に貼る。同じグループでまとめる。 

④ ご自身の実践について発表する。③でまとめたグループに近いものがあれば一緒にまとめる。 

⑤ 出た意見を直接書き込んでいく。 

⑥ グループの中で共有できた、図工・美術科における学び合う生徒の姿や手立てについて検討する。 

〔１５：５０～１６：００〕 

⑦ 指定されたグループは発表する。 

イメージ 

   ○グループ 

 

 

 

 

 

 

 



協 議 会 

 

協議題 

図 工 ・ 美 術 科 に お け る 学 び 合 い と 手 立 て に つ い て  

 

 

●御指導 

上越市教育委員会学校教育課 指導主事  岩片 嘉和 様 

 

 

 

上越市立小猿屋小学校       校    長  梅澤  崇 様 

 

 

 

●閉会の挨拶   

上越市学校教育研究会図工・美術部長   校  長  池田  隆  

 

 

 

 

 

 

 

メモ 



研究の概要 

１ 研究主題 

 

 

２ 主題設定の理由 

  平成２７年度新潟県美術教育研究大会・上越大会の研究主題であり、上越地区の各学校で設定す

る図工・美術研修主題の拠り所となっている。「かかわる」、「かわる」、「つなぐ」というサイクル

が子供の意欲を高めることに繋がると考えた。生徒が制作や鑑賞で感じたことを伝え合うことで考

えを深め、鑑賞や表現する意欲が高まり、主体的な学習活動としての深まりが期待される。美術科

における「学び合い」と有効な手立てについて提案していきたい。  

 

３ 研究の内容と方法 

１年次は「美術科での学び合い」に焦点を置き、「学び合いの学習形態（モデル）」の提案を目指

した。共同制作を通じて、生徒個人の学びや気づきが共有でき、新しい発見や課題解決へつなげな

がら学習活動を進められると考えた。研究を進める中で、共同制作において「学びの質を高める手

立て」、「個人制作を得意とし、コミュニケーションを不得手とする生徒への支援の必要性」が課題

となった。そこで、２年次では「伝え合う視点」や「学び合いの形態」を工夫し、「学び合いで生

徒個人の学びを深めること」を課題とした。そのために具体的な手立てとして、題材を工夫し、表

現する活動を苦手とする生徒が意識転換し、発想を広げるための手立てとして仲間と伝え合う活動

を適宜行った。美術科が大切にしている個人の気づきや思いを伝え合うことで、生徒が自信をもっ

て活動し、考えを深め表現する意欲につながると考えた。研究主題を達成する方法として、次の３

つの視点から取り組むこととした。その際、「県中教研 授業ナビゲーション 学び合い１０（美

術）」との関連を図った。  

 

（１）魅力ある題材の工夫（学び合い１０美術 ② ⑥ ⑨）  

  美術と社会のかかわりの中で、生活の場面で伝える、使うなどの目的や機能を考える題材は生徒

の意欲関心が高まることが期待される。また、修学旅行で実際に目にする日本の伝統文化や伝統工

芸を鑑賞するなど、見方や感じ方の視点を示し、発想を広げられる題材を設定する。  

 

 （２）表現する活動を苦手とする生徒への手立て（学び合い１０美術 ④）  

表現や技能面に苦手意識のある生徒への手立てとして、生徒個々の発想や作品のイメージを具体

化しやすくするために、試行錯誤できる作品づくりの時間を確保し教材の工夫（支援ツール）を行

う。  

 

（３）発想を広げるための手立て（学び合い１０美術 ③ ⑥ ⑩）  

  ペア活動、小グループの鑑賞・アドバイス交換など、制作の段階や場面に応じて学習形態を変化

させる。また、意見や疑問点等を記録し、振り返りのための、付箋や記入式のホワイトボードを活

用する。  

 

～かかわる かわる つなぐ 造形教育～  

 



美術≪上越地区≫  美術独自の学び合いで自信と意欲を高める 

「見付ける」「伝える」を促すＩＣＴの活用                                  上越教育大学附属中学校 

寺田  寛 

１ 学び合いを生み出す手立て 

ステップ１（見つける） 

・抽象表現への関心を高め，活動に見通しをもつ

ことができるよう，鑑賞の活動を位置付けると

ともに，ＩＣＴの活用を図る。 

ステップ２（伝える） 

・作品を紹介し合うことができるよう，ＩＣＴを

活用して活動記録を学級全体で共有する。 

ステップ３（自分に生かす） 

・表したい感じやイメージの手掛かりとすること

ができるよう，「素材コーナー」や仲間の活動記

録を基に形や色への注目を促す。 

 

２ 実践例 （全５時間） 

（１）題材名 

 「心でとらえたイメージ」 

－音楽のイメージを形や色で表そう－ 

 

（２）題材の目標 

○音楽のイメージを表現するために形や色彩を

様々に試す。≪美術への関心・意欲・態度≫ 

○試したことを基に単純化や強調をするなどして，

組み合わせや構成を工夫する。 

≪発想や構想の能力≫ 

○材料や用具の特性を生かし，表現方法を工夫し

て表す。         ≪創造的な技能≫ 

○イメージをどのように表現しているか，作者の

意図や工夫を感じ取る。   ≪鑑賞の能力≫ 

 

（３）学習活動の概要 

①作品を鑑賞し，作品画像へのかき込みを紹介し

ながら主題や作者の意図について話し合う。 

②曲を聴き，そのイメージをスケッチしたり，モ

ダンテクニックを用いるなどして，イメージに

合う表現を試したりする。 

③形や色の組み合わせを考えたり，構成を工夫し

たりして曲のイメージを表す。 

④活動記録を作成し，作品に設定した仮想現実を

参考にしながら互いの作品を鑑賞し，感想を伝

え合う。 

 

（４）成果と課題 

鑑賞の活動では，ＩＣＴを活用し，作品画像へ

気付いたこと，感じたことなどを書き込んだ。授

業後の感想からは，形や色彩，その配置や構成か

らイメージを膨らませ，作品のテーマや作者の意

図を読み解こうとする姿が見られた。また，表現

の活動では，モダンテクニックによる様々な表現

を掲示した「素材コーナー」を設けるとともに，

活動記録を学級全体で共有した。制作において「素

材コーナー」や仲間から得た素材を用いた生徒が

１６名（全４０名），複数の技法を組み合わせて

方法を工夫した生徒が２３名おり，仲間の表現な

どに刺激を受けながら，自分なりに方法を試し，

曲調に合わせて表現を工夫したものと考える。 

 

３ まとめ 

 本題材では，鑑賞作品の提示，活動記録の共有

でタブレット端末を活用した。「見つける」に関

わっては，主に拡大，複製，「伝える」に関わっ

ては，静止画・動画による記録，即時的な共有と

いうデジタルならではのメリットを実感すること

ができた。特に活動記録は，様々に試したこと，

偶然発見したよさなど，生徒が活動の中で考えた

こと，作品からは見えにくいことを知る手掛かり

となり得る。記録の仕方，共有の仕方など，改善

を図っていく。 

 

写真は左上から：①作品画像へのかき込み，②素材コーナー
③制作の様子，④活動記録（動画） 

①  ②  

③  ④  



 

  

美術≪上越地区≫  美術独自の学び合いで自信と意欲を高める 

かかわる かわる つなぐ 鑑賞活活動（２学年）                 柏崎市立第三中学校 

上 雅次  

１ 学び合いを生み出す手立て 

ステップ１（見つける） 

・多くの学校現場にある校内作品（常設の寄贈作品）

を活用し，身近な点から美術作品への興味を喚起

することを意図する。 

ステップ２（伝える） 

・活動においては，生徒の“主体的・対話的で深い

学び”へと繋がるよう，作品と対峙する場面・他

者と話し合う場面を重視する。 

２ 実践例（全２時間） 

（１）題材名  

「校内作品 description（ことばからあらわそう）」 

（２）題材の目標    

○積極的に仲間と関わり，活動する。身近な美

術作品への関心をもつ。  

≪美術への関心・意欲・態度≫ 

○造形表現から言語表現へ繋ぎを工夫する。 

≪発想や構想の能力≫ 

○アートカードにした校内展示作品を鑑賞し，

作品を細部まで読み解く。 ≪鑑賞の能力≫ 

 

（３）学習活動の概要 

本実践の題材として用いたのは，現在当校に

展示されている寄贈作品の数々（計３０点）で

ある。古くは数十年を経過している作品たちは，

既に生徒にとっても“学校風景の一部”となっ

ており，“気になる美術作品”ではないようであ

る。そのような「身近な所にある美術」に＜か

かわる＞ことから，美術的な興味・視野が＜か

わり＞，自己と周囲を＜つなぐ＞体験ができな

いかと考えた。鑑賞場面のキーワードとしたこ

とは，“ディスクリプション（叙述・説明）”で

ある。撮影した作品を印刷，ラミネートして，

手作りの「作品カード」を用意した。丁度，校

内の作品数と生徒数が同数ほどであるため，封

入したカードを一人ひとりが選び，他者に描写

されている内容が伝わるよう，言葉を駆使して，

あらわす活動である。次に，グループ形態の活

動に展開し，言葉に変換されたものを再度絵と

して表現することを行った。グループでの表現

活動は，レクリエーションのように楽しそうに

取り組む様子が見られたが，それぞれの表現が

終わったのちに“正解（言語化される前の作品）”

を見せると，日頃から見かけていた絵画たちで

あったことに驚いている様子だった。生徒から

は「楽しく取り組むことができた」「絵をじっく

りと見る機会になった」という感想が寄せられ

た。 

  

（５）成果と課題（○成果 ●課題）     

○意欲的に参加する生徒が多かった。 

●言語化→描写表現の流れが難しい。 

●単発的であり，他の題材との融合がない。 

 

３ まとめ 

美術におけるイメージや色や形を，単純に“言

語化”して“言語活動”とすることが効果的で

あるかという判断は難しいところである。本題

材は身近な環境へ関心をもつ一つのきっかけと

なることが大事であった。校内展示作品への関

心が授業前と比較して高まったように，活動が

きっかけとなって，美術活動や美術作品，作品

の作者や学校そのものへと関心が広がり，それ

らを通して他者と語り合う場面が増えていくこ

とを願っている。 



美術≪上越地区≫  美術独自の学び合いで自信と意欲を高める 

学級全員がつながる共同制作                           上越市立直江津中学校 

太田 聡子 

１ 学び合いを生み出す手立て  

２ 実践例 （全１０時間） 

（１）題材名 

色について「自分のマークを作ろう」 

－共同色相環ドミノづくりを通じた 

彩色練習－ 

（２）題材の目標 

○仲間と関わり合いながら、ドミノ制作
に意欲的に取り組んでいる 

≪美術への関心・意欲・態度≫ 
○伝えたい内容について、自分らしさや
美しさなどを考え、表現の構想を練る
ことができる。 

≪発想・構想の能力≫ 
○形や色彩などの表し方を身に付け、意
図に応じた材料や用具の生かし方を考
え、表現することができる。    
        ≪創造的な技能≫ 

（３）学習活動の概要 

デザイン分野の作品制作の際に、平塗と

呼ばれる絵具の混色の技術の習得が必要で

ある。例年、練習課題として紙面上での絵

具の水加減や溶かし方、筆遣い、混色を指

導している。しかし、下書きをした後、作

品に彩色すると、基礎的な技能が定着して

いないために、はみ出したり、色むらがあ

ったりする生徒が多く、完成後の振り返り

でも技術面で満足していない記述が多い。

また、混色や構成美、色彩学などを学んだ 

後も、絵具のチューブからそのまま出し 

 

 

 

 

 

た色のみで作品を完成させる生徒がいる。

本実践では、木製のドミノに色を塗ること

で、より水加減の大切さや混色の美しさに

気がつき、彩色技能の向上につなげたい。

班ごとに基本となる６色を分担し、最後に

学級全体で１つの色相環を完成させる。学

級全員で完成させた作品を鑑賞し、自分が

一緒に創った達成感、成就感を味わわせた

い。 

（４）成果と課題（○成果 ●課題） 

○作業を通して互いに伝え合うことで意欲

的に参加する生徒が多かった。 

○その後の本制作では自分のイメージする

色に近づけようと混色を試す姿が見られ

た。 

●課題の理解に時間がかかり、班によって

完成するドミノ数に差が開いた。 

３ まとめ 

 学級の生徒全員による共同制作を通じ

て、達成感が得られた。班同士で比較する、

たくさん作れた班は喜び合う、見せ合うな

ど前向きな姿勢が感じられた。授業に参加

する生徒全員が、混色による表現の可能性

を楽しんでいた。この経験を生かして自分

のマーク制作にも意欲を繋げていきたい。

一方で、生徒の中から班の人数が多く色が

変化しない、個で制作した方が集中できた

などの意見もあり、題材や場面に応じた方

法を検討する必要がある。  

ステップ１（見つける） 

・自ら混色することで、たくさんの色が作れるこ

とを経験する。 

ステップ２（伝える） 

・共同制作を通じて、彩色を苦手とする生徒にア

ドバイスをしたり、実際にやり方を見せたりす

る。 

ステップ３（自分に生かす） 

・本制作（自分のマーク作り）の前に彩色練習や

混色の技能を習得することで、自分の作品に生

かす。 



美術≪上越地区≫  美術独自の学び合いで自信と意欲を高める 

上越市立城北中学校 

白井 由美子 

  

１ 学び合いを生み出す手立て 

ステップ１（見つける） 

・自分の好みや日頃考えていること、気になって

いること、頑張っていることなどを「自分発見

シート」に書き出し、自分の考えや感じ方を再

認識させる。 

ステップ２（伝える） 

・アイディアスケッチや「自分発見シート」をも

とに途中段階での作品の方向性を友達に伝え

たり、表現に関わる悩みを相談したりする機会

を毎時間設ける。 

ステップ３（自分に生かす） 

・必要な資料を収集し、表現方法を試行錯誤しな

がら表したい作品に仕上げていく。 

 

 ④（資料収集とアイディアスケッチを進める中

で友達との情報交換やアドバイスを受ける。 

⑤制作過程で相互鑑賞をし，新たな発見や学び

を生かして作品を仕上げる。 

 

４）成果と課題 

 図法練習や表現方法の紹介，練習などを通

し，表現することへの抵抗感をなくした。さら

に自分との関わりを条件とし，自分が日頃考え

ていることや自分の嗜好などを自覚させるこ

とにより，作品に取り入れる図柄のイメージを

もたせることができた。 

 しかし，空想画表現を進める段階で構成の仕

方に迷ったり，明暗のバランスに行き詰ったり

する場面もあった。そんな時に随時設定した相

互鑑賞会により，自分の表したい作品の方向性

に気づき，作品が徐々にバージョンアップして

いった。 

 

３ まとめ 

 条件を明確にし，手立てを講じることで徐々

に抵抗感をなくし，自由な表現活動を進めるこ

とができた。 

 表現することの楽しさを十分感じながら活

動できたことが，次の活動へのエネルギーとな

ってくれることを期待したい。 

 

 

２ 実践例 （全１３時間） 

（１） 題材名 

「不思議な空間」 

～自分の心を覗いてみたら～ 

（２） 題材の目標 

○自分との関わりをもとにして図柄や表現方法

を選び，自由な発想で奥行きのある空間のイメ

ージを広げることができる。 

○発想段階や制作途中での学びあい活動や各自

の振り返りカードへの記入を通して，表したい

ことを明確にし，作品にまとめることができ

る。 

≪発想・構想の能力≫ 

○遠近感・立体感を表す図法を習得する。 

≪創造的な技能≫ 

○相互鑑賞会を通して，新たな表現に気づき，そ

れぞれの作品の良さや表現意図をくみ取るこ

とができる。       ≪鑑賞の能力≫ 

 

（３）学習活動の概要 

① 立体感や奥行きを表す図法練習をする。 

② 参考作品を鑑賞し，表現方法を知る。 

③ 「自分発見シート」に自分の考えや思いな

どを記入する。 

 



美術≪上越地区≫  美術独自の学び合いで自信と意欲を高める 

かかわり、つながり、地域の良さを発信する表現活動          糸魚川市立青海中学校 
齊京 香 

１ 学び合いを生み出す手立て 

ステップ１（見つける） 

・地域の特徴や、良さを見つけ、イメージマッ 

プにさせる。 

・地域の職人の技や実際に作られた和菓子に触 

れ、制作のヒントをみつけさせる。 

・粘土での制作前に、小グループで互いにデザ 

インを鑑賞し合い、他者の作品から工夫や、 

より良くするアイディアを見つけさせる。 

ステップ２（伝える） 

・互いのイメージマップを伝え合わせる。 

・小グループでデザインを鑑賞し合う際に、自 

分が作品に込めた意図や工夫を伝えさせる。 

また、他者の作品から見つけた良さや、より 

良くするアイディアを伝えさせる。 

ステップ３（自分に生かす） 

・自分の考えたイメージマップに、他者の発見 

や考えをつなげてアイディアを広げさせる。 

・職人の技を生かし、他者の見方や意見を参考 

に考えたうえで制作させる。 

２ 実践例 （全１０時間）２年生対象 

（１）題材名 

「和菓子づくり」 

－地元糸魚川を色と形で表現＆ＰＲ－ 

 

（２）題材の目標 

○鑑賞活動や表現活動に興味関心をもち、地域のよさ

を色や形で伝える和菓子を粘土でつくる。 

≪美術への関心・意欲・態度≫ 

○職人の実演から、自分の制作に生かせる技を見つけ

て生かす。        ≪創造的な技能≫ 

○和菓子商品や自他の粘土作品から良さや美しさを

感じ取り、より良くするための工夫を考える。 

≪発想・構想の能力≫ 

（３）学習活動の概要 

表現活動の発構想段階において「何をつくるか」で

つまずく生徒は多い。また、せっかくつくった自分の

作品を雑に扱う生徒を見かけることがある。話を聞い

てみると、「つくりたいものが思い浮かばず、時間が

過ぎて何となくつくったため、愛着がない。」「自分が

思うようにつくれなかった。」などの答えが返ってき

た。本題材では、地域に愛着をもち、地域をＰＲする

商品をつくっている和菓子屋さんを講師に招き、講話

と実演をしてもらった。 

地域の先輩という身近さと、和菓子という表現素材

の新鮮さで、興味をもたせたい。また、実演では、伝

統的な道具だけでなく、身近な道具での形づくりを示

してもらい、「こんな道具をつかったらこんな形がで

きるかな。」と、想像力を刺激したい。完成作品は、

鑑賞と投票を行い、選ばれた作品は実際に和菓子をつ

くってもらう。そして、修学旅行の地元をＰＲする販

売活動で商品として販売する。 

自分の考えたアイディアが実際に販売されるかもしれ

ない期待を制作意欲につなげたい。 

 

（４）成果と課題（○成果 ●課題） 

○構想時に「何をつくるか」でつまずく生徒が減った。 

○粘土での制作時に、様々な道具を試す姿が増えた。 

●週１時間の授業なので、気候や保存状態で制作途中の

粘土が固まってしまうことがあった。 

●立体的な感覚や、色や分量の感覚が弱く、ケースに収

まらない作品や粘土が足りなくなることがあった。 

 

３ まとめ 

 「○○をつくりたい」という思いがしっかり固まると、

「そのためにどんな道具を使おうか」、「こんな色をつくる

にはどう混ぜようか」など、生徒は自然と情報交換したり、

試行錯誤したりしていた。出来上がった作品を鑑賞時に隠

したり、見せたくないといったりする生徒はおらず、逆に

「誰かに見て欲しい！」という様子が感じられた。制作時、

作りかけのパーツが次の授業では固まっていた…という

状況が多少あり、保管方法について改善する必要を感じた。

また、立体的な制作経験の不足から、色ごとに粘土をどの

程度使用するかの配分や、出来上がりのサイズからイメー

ジしてパーツをつくれない生徒もいたので、指導方法を見

直したい。 

 



参加者名 所属 備考 グループ 担当

1 梅澤　崇 上越市立小猿屋小学校 指導者

2 岩片　嘉 上越教育事務所 指導者

3 池田　隆 上越市立吉川小学校 上越市学校研美術・図工部長

4 玉木　浩 新潟市立白根北中学校 新潟県中学校教育研究会理事長

5 曽我　茂樹 上越市立直江津東中学校 新潟県中学校教育研究会上越地区会長

6 竹内　学 上越市立直江津中学校 新潟県中学校教育研究会国語部部長

7 佐藤　幹夫 上越市立城西中学校 会場校校長

8 青山　範夫 上越市立城西中学校 会場校責任者

9 倉井　華子 上越市立大手町小学校 1

10 中澤　早 上越市立東本町小学校 2

11 市川　佳奈子 上越市立南本町小学校 3

12 宮下　笑 上越市立黒田小学校 4

13 梅澤　尚子 上越市立飯小学校 5

14 渾川　久仁子 上越市立稲田小学校 6

15 本田　久美子 上越市立大和小学校 7

16 南雲　きみ代 上越市立春日小学校 8

17 加藤　祥子 上越市立春日小学校 9

18 丸山　智子 上越市立高志小学校 10

19 松﨑　和輝 上越市立戸野目小学校 1

20 寺田　朱実 上越市立大町小学校 2 発表

21 細井　一貞 上越市立八千浦小学校 3

22 大竹　裕範 上越市立八千浦小学校 4 発表

23 金田　ひな子 上越市立直江津小学校 5

24 東條　周子 上越市立直江津南小学校 6 司会

25 五島　美歌 上越市立北諏訪小学校 7
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26 八木　直子 上越市立春日新田小学校 8

27 三部　大樹 上越市立春日新田小学校 9

28 加藤　啓 上越市立国府小学校 10

29 相浦　ゆかり 上越市立高田西小学校 1

30 松井　裕子 上越市立大潟町小学校 2

31 飯吉　さとみ 上越市立南川小学校 3

32 原　晶子 上越市立大瀁小学校 4

33 舘岡　牧子 上越市立吉川小学校 5 司会

34 渡辺　則子 上越市立針小学校 6

35 小松　悦子 上越市立宮嶋小学校 7

36 市村　千香子 上越市立清里小学校 9

37 白井　由美子 上越市立城北中学校 推進委員、全体司会 8 司会

38 志賀　雄斗 上越市立城東中学校 10 司会

39 中野　綾子 上越市立直江津東中学校 1

40 横尾　夏奈子 上越市立春日中学校 2 司会

41 小関　孝子 上越市立柿崎中学校 3 司会

42 丸山　葉子 上越市立大潟町中学校 4 司会

43 丸山　利雄 上越市立頸城中学校 5 司会

44 齊京　香 糸魚川市立青海中学校 推進委員　協議会記録 6

45 金沢　和明 妙高市立新井中学校 7

46 斉藤　岳洋 妙高市立新井中学校 8 発表

47 寺田　寛 上越教育大学附属中学校 推進委員 9 司会

48 黒岩　昭伸 上越教育大学附属小学校 10 発表

49 上　　雅次 柏崎市立第三中学校 推進委員　授業記録 1 司会

50 梨本　高志 上越市立城西中学校 授業者

51 太田　聡子 上越市立直江津小学校 副部長、協議会責任者































































Ｈ２８・２９年度中教研美術部研究会アンケートより 

上越 美術 副部長 太田聡子 

 

イメージの言語化を考える上で参考になった。視点を与えることで「なんとなくいいから」具体的な伝え方がで

きるようにしていきたい。そのような過程を経ることで学び合いが成立していくのだと考える機会となった。 

 

性別にこだわらずよさを伝え合える学級集団だと思った。 

 

中学校美術の授業を参観する機会がないので勉強になった。 

木彫制作へ向けてデザイントレーニングを行い、意図的なステップを組んで指導を進めていた。 

 

図工でも言語活動や学び合いをすることは有意義である、そのために子供たちも言語を豊かにする必要がある。 

 

ワークシートが工夫されていて、感じたことを順番に書ける仕組みになっていた。 

 

丁寧に進めながらも、仲間の作品の鑑賞や自分を振り返り、自己決定をいていくことが大切である。 

 

学習の構成がしっかりしていた。平面→立体→木彫への流れを参考にしたい。 

 

鑑賞にために教室の壁に机を向けて八する教室環境も参考になりました。 

 

外に表示、案内に駐車場の印、要項にページ数があると良かったです 
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