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美術による学び   日本・美術による学び学会誌  第 3巻 第 3号 

対話によって発想が豊かになる指導と評価に関する考察（1） 

中学校美術のまちづくり題材で生徒の反応から発想の豊かさを検証する 

 
古川拓明＊ 
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〈キーワード〉豊かな発想、対話、評価、創造性、教育デザイン研究                 

本研究は中学生の発想が豊かになる指導と評価を検証するものである。第 1

報である本論では文献調査による創造性の定義づけから発想を豊かにする理

論を構築する。この理論を学校現場で実践するにあたって生じる課題を「生徒

の自覚」「生徒の説明」「教師が行う評価」の 3 つの点で解決策を講じる。そ

の解決策として導入した対話で発想を豊かにする教育デザインを考案し、学

習・評価活動案を生成した。さらに学習・評価活動案に基づいて授業実践を試

行した。加えて試行での生徒の様子や成果物、振り返りの記述といった生徒の

反応から発想を豊かにする指導を考察し、その結果から教育デザインを修正し

た。第 1 報の結論を踏まえて第 2 報では評価の検討をする。第 1、2 報の研究

成果をもって対話によって発想を豊かにする指導と評価とし、生徒の考えを広

げて深める具体的な方法として提案とする。 

まちづくり題材で模型作りに取り組む生徒の様子［2021 年］ 
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１．はじめに 

21 世紀型スキルとして創造性が求められている。ACT21s(Assessment and Teaching of 21st 

Century Skills＝21 世紀型スキル効果測定プロジェクト)が提唱している４つのカテゴリ(思考

の方法、仕事の方法、仕事のツール、社会生活)の中で思考の方法として以下の３つが示されて

いる。「①創造性とイノベーション」「②クリティカルシンキング（批判的思考）、問題解決、意

思決定」「③学び方の学習、メタ認知（認知プロセスについての知識）」とあり、その筆頭に創

造性が挙げられている １。 
一方、学校教育においては、中学校美術の学習指導要領の目標には「造形的なよさや美しさ、

表現の意図と工夫、美術の働きなどについて考え、主題を生み出し豊かに発想し構想を練った

り、美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする」２とあり、

創造性を培うことが挙げられている。未来の社会に向けて求められている創造性と美術教育で

育まれる創造性を接続させる教育の機会が重要となる。美術教育における創造性の育成に関し

て、本研究では発想の生成過程に注目する。 
例えば美術の授業における作品アイデアを考える過程を第１に「外部情報のインプットから

始まる動機付け」第２に「漠然としたイメージをビジョンとして発芽させる」第３に「自己更

新を伴うイメージの飛躍がある」３とする考えもある。 
 一方で、このアイデアの生成過程は作家としての視点が色濃いという批判 ４もある。つまり

上記の公立の学校の児童生徒が一様に造形を好んだり、得意だったりするとは限らないという

指摘である。そのため、多様な児童生徒が発想できる方法を再検討すべきである。そのことか

ら図工美術が得意な児童生徒にも、そうでない児童生徒にも共通する発想の生成過程を、より

詳細に検証して誰でも豊かに発想できる方法が必要である。 
 学校現場では、筆者が実施した中学校の美術の授業でアイデアを考えられない生徒の姿があ

る。題材の説明が終わり、作品を作り始める前のイメージスケッチの段階で周囲がいろいろな

アイデアを描いている中、ペンが止まり俯いている姿である。題材そのものに課題があったり、

題材の説明で生徒の意欲を喚起できなかったり、授業展開などに原因があるなど、理由は様々

だが生徒は作品のイメージが思い浮かばず、結果として意欲を失っている状態である。 
絵の具の塗り方や材料の組み立て方等の技術的なことは、生徒に寄り添った指導ができるよ

うになる。一方で生徒に寄り添った発想方法の指導にはどのような工夫をすべきか考える場面

が増え、生徒が題材を生み出し、深めるための手立てを考案することが求められている。 
これらの課題に対して、第 1 報では豊かな発想を導き出す指導を検証する。第 2 報では豊か

な発想を導き出す評価を検証する予定である。 

第 1 報の第 2 章「研究の目的」では、課題解決に向けたビジョンを示す。第 3 章「研究方法」

では、教育デザイン研究に基づいた本研究の研究方法を述べる。第 4 章「分析・探索」では、

文献調査から創造性を定義し、中学校美術における発想指導の問題点を述べる。第 5 章「発想

を豊かにする指導と評価の教育デザインの構築」では、教師の介入を考案し「学習・評価活動

案」を生成する。第 6 章「学習指導案の実施」では、生成した学習指導案に基づいて中学校美

術の授業を試行する手続きを示す。第 7 章「学習指導案実施における生徒の反応」では、学習

指導案の実施による生徒の反応として生徒の様子や成果物や振り返り記録の記述等を示す。第
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8 章「学習指導案の実践結果を考察する」では、7 章の生徒の反応から「生徒の自覚」「生徒の

説明」「教師が行う評価」の実際を考察する。第 9 章「まとめ」では、8 章の考察から学習指導

案の見直しと教育デザインの修正を検討する。 

 

２．研究の目的 

本研究は創造性の指導の開発と評価の検討を行い、創造性の指導と評価を提案することが目

的である。この目的を達成するために第 1 報では、解決すべき課題として「指導できる創造性」

や「評価できる創造性」の理論を組み立て、教育デザインを構築する。また教育デザインの試

行実践による成果の検証を考察し教育デザインを修正する。第 2 報では生徒の創造性の評価の

実際を検証する。これらの研究によって、生徒にとってアイデアが考え易くなることや知識や

情報の組み合わせる方法が明確なり、学校現場で発生する創造性の指導と評価に関する問題を

解決しながら、社会が求めている創造性の育成につながっていくことを目指す。 

 

３．研究方法 

 本研究はスーザン・マッケニーとトーマス・C・リーブスの教育デザイン研究の方法 ５に則る。

教育デザイン研究は学習科学の教育研究方法であり、以下の 4 つのプロセスがある。第 1 の分

析・探索では解決する問題をより深く理解する過程である。第 2 のデザイン構築は解決策の探

求と試行及び修正の過程である。第 3 の評価・省察では解決策のアイデアとその試行を実証的

に検証しその結果について考察する過程である。第 4 の実装・普及では現実の問題解決を追求

する過程である。 

本論の第 4 章では教育デザイン研究の第 1 プロセス「分析・探索」に基づいて、文献調査に

よる「創造性の要素」「創造性のプロセス」「発想を豊かにすること」の定義づけに取り組み、

本研究の位置づけを明確にする。また、創造性を育む理論を学校現場で実践するにあたって中

学校の美術授業で生じる問題について検討する。 

教育デザイン研究の第 2 プロセス「デザイン構築」にある「解決策の探求」に基づいて、本

論の第 5 章では「生徒の自覚」「生徒の説明」「教師が行う評価」の実現に向けた学習・評価活

動案を生成する。また「試行」として第 6 章では学習・評価活動案の試行における教師の介入

の手順を説明する。第 7 章では学習・評価活動案の試行で生徒から回収したプリントや作品等

から生徒の反応として書き出す。さらに「修正」として第 8 章の考察及び第 9 章のまとめでは

教師の介入による短所を補う方法として学習・評価活動案を見直し、教育デザインを修正する。 

本研究は第 1 報を発想指導に関する方法の探究とする。第 2 報では教師が生徒の発想の豊か

さを評価する基準の策定を検証する。そのために現在の状況に有効な手段を生徒の記述から探

索する点を重視する。 

  

４．分析・探索 

4.1 文献調査 

4.1.1 創造性の研究の推移 
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これまでの創造性研究は創造力豊かな人たちから学ぶ伝記的アプローチから、創造性を測定

する実験・測定期を経て、創造のプロセスを細分化して、誰でも創造性を成長させられる研究

へとつながってきた。 

まず、アメリカにおける創造性教育は 1950 年にジョイ・ポール・ギルフォードが産業や科学、

教育等多岐にわたる分野で創造的能力の大切さを講演したことから始まっている。その後、1958

年にエリス・ポール・トーランスが始めた TTCT(Torrance Tests of Creative Thinking)に基づ

いて創造性育成のアイデアブックが多数開発されている。加えて 1967 年からハワード・ガード

ナーらの研究グループによって、子どもから大人までの学習過程の発達が研究されている。そ

の研究では知能と創造性の関係を述べ、さらに動機と創造性の関係性も述べている。創造性の

研究が創造のプロセスを明確にし、大学での創造性教育に関する専門課程の設置につながって

いる。それらの創造性の研究に基づいた小中学校での教育実践では、創造的発想方法や創造の

プロセスの明確化、アイデアを発想するために必要な要素が明らかにされている。 

アメリカの創造性研究に触発された 1960 年代の日本の創造性研究は、その後日本創造学会に

よって 1990 年代に「創造性研究」としてまとめられている。それ以降は認知科学や脳科学の分

野における創造性に関する知見が拡大している ６。また、創造性はその活用場面として経営や

科学技術での研究が進められている。 

 

4.1.2 本研究における創造性の定義 

日本は 90 年代以降に理科や技術・数学・科学といったいわゆる「科学技術立国」を目指して

きた。より独創的な発展を目的とした教育開発がめざましく、例えば恩田彰は創造性の要素を

社会課題の創造的解決のために心理学的な視点から「創造的思考力」「創造的技能」「創造的態

度」７としている。 

創造性の活用について、テレサ・アマビールが事業革新などのビジネスの中で創造性を活用

するために創造性の要素を「専門性」「クリエイティブな思考力」「モチベーション」８と捉えて

いる。またアレックス・オズボーンは実業家がより実践的なアイデアを考える根本にあるもの

として「体験」「連想」「感情と意思」がある ９と述べている。 

ここまでの文献から創造性を発揮する要素として「知識や体験」「発想する技術」「情意」の

3 つにまとめられる。詳述するとまず「知識や体験」とは、アマビールが述べる「専門性」とオ

ズボーンの「体験」に相当する。「専門性」とはその分野の知識や情報であり、それらの知識や

情報がゼロでは創造することはできない。「体験」とはその分野について本人の経験したことで

ある。オズボーンも知識は創造することには必要だとしつつ、有用な体験は創造力をさらに加

速させるとのべている。知識がなければ創造ができず、その知識もただ覚えただけのものより

体験を通して体得すると創造性にとって上質な素材になる。以上のことから創造性の要素の一

つを「知識や体験」とする。 

次に「発想する技術」とは、オズボーンの「連想」、恩田の「創造的思考力」と「創造的技能」、

アマビールの「クリエイティブな思考力」に相当する。「連想」はある事柄から思いつくことを

あげる方法である。「創造的思考力」は拡散的思考（たくさんのアイデアを出すことで、例えば

ブレインストーミングが類する）や集中的思考（多くの事実やアイデアをまとめあげる考え方

で、例えば KJ 法が類する）を指し、アイデアを生み出す考え方である。「創造的技能」は創造
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的思考で生み出したアイデアを社会に伝えて生産につなげていく過程も含めている。「クリエイ

ティブな思考力」は正しい疑問を投げかけたり、結びつけを見いだしたりする考え方である。

つまり創造には方法があり、目的に即して方法を使い分ける多様さや生み出すアイデアを活用

するプロセスも含めて「発想する技術」として創造性の要素の一つとしてまとめられる。 

最後に「情意」は、恩田の「創造的態度」、アマビールの「モチベーション」、オズボーンの

「感情と意思」に相当する。「創造的態度」は創造的欲求や意欲であり、動機付けなどの情意的

傾向が強い。「モチベーション」は外的モチベーションと内的モチベーションがあり、後者が創

造性にとってはより重要であるとアマビールは述べている。外的モチベーションはその人物の

外に起因する。内的モチベーションは情熱や興味といった「何かしたい」という欲求に起因す

る。「感情」とは内からの衝動と自分自身を鼓舞することが創造力を発揮させることであり、「意

思」とは目標を限定することでアイデアを考え始めるスタートを支えるものである。以上のこ

とから知識や方法を知っていても、よりよい革新は生まれず、意欲や目標といった「情意面」

が創造性を支える必要な要素とする。  

本研究では、上述したように創造性には 3 つの要素があるとし、創造性を現実社会の問題解

決に活用させる目的から、本研究では創造性を発揮させる要素を「アイデアの生み出し方」「ア

イデアの元になる様々な情報や体験」「自由な発想を受け入れる情意面」と定義する １０。 

 

4.1.3 創造のプロセスの定義 

創造性の要素を個人がどのように組み合わせてアイデアを生み出すか、文献調査から創造の

プロセスの定義を組み立てる。 

小澤基弘は先述のように創造のプロセスを「外部情報のインプットから始まる動機付け」「漠

然としたイメージをビジョンとして発芽させる」「自己刷新を伴う飛躍の時」１１としている。 

フィンケは認知科学的アプローチから創造性を研究して、ジェネプロアモデルを提唱してい

る。この創造性のプロセスはイメージを生成する段階と，そのイメージを解釈する探索・解釈

段階の二つ段階がある。これらの段階を往還してアイデアが洗練される １２としている。 

阿部慶賀は認知科学の観点からアイデア決定までの流れを初期の試行錯誤、あたため、ひら

めき、検証 １３としている。 

以上の先行研究から本研究では、美術教育における創造性のプロセスを考究する観点から、

「①問題を認識する」「②イメージが発生する」「③イメージを解釈してアイデアを洗練させる」

と定義する。 

 

4.1.4 発想を豊かにすることを定義する 

本研究における「発想を豊かにする」とは、「一度アイデアを生み出してから対話によって第

三者的な意見から気づきを得て、再びアイデアを改善していくこと」と定義する。対話に注目

したのは以下 2 点の文献調査からである。 

第 1 は対話が発想を豊かにすることについてである。石井成郎と三輪和久は公園の遊具の新

しいアイデアを 1 人で考える場合と 2 人で考える場合を比較している。結果は 1 人よりも 2 人

の方が創造性のあるアイデアが出るなど、発想における対話の有用性が示している。その中で
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発想を豊かにするとは、一度発想した後、アイデアの解釈や修正、見直し、合成を経て洗練さ

せること述べている １４。 

第 2 は発想を豊かにする対話の内容についてである。益川弘如らは生徒同士の対話が生徒自

身の分かっている状態と分からない状態の行き来を引き起こす。そのことによって生徒は解答

の解と自己経験とを結びつけた理解につながる １５としている。 

ただし、これらの文献調査では正しい答えにたどり着くための方法としての対話の内容等が

検証されているため、正答ではなく最適解や多様な解を追求する美術教育における発想を豊か

にする方法を検討する必要がある。 

 

4.2 発想の評価に関する問題定義 

次に生徒が発想を豊かにする授業の中で教師が評価する方法論を検討する。この問題を以下

の 3 つの点で検証する。第 1 は生徒が自分の発想が豊かになったことをどのように認識するか

である。第 2 は生徒が発想を豊かにできたことを記述説明できるかについてである。第 3 は授

業の中で教師が生徒の発想の豊かさをどのように評価するかである。 

この問題を解決できると、教師は指導と評価を通して、生徒自身の発想について生徒は自分

がどのように発想するのかを認識することができるようになり、生徒は自分の発想力を授業以

外の場面で応用する力につながると考える。 

 

4.3 文脈分析として中学校学習指導要領解説美術編との統合 

4.1 で定義した創造性を中学校学習指導要領解説美術編（以下、解説）の「教科の目標」に当

てはめると表１になる。創造性の要素では、第１の「アイデアの基は情報や体験等」といった

定義は教科目標（1）にある「対象や事象を捉える造形的な視点」に相当する。第 2 のアイデア

の生み出し方という定義は教科目標（2）にある「豊かに発想し構想を練る」に相当する。第 3

の自由な発想を受け入れる情意面は教科目標(3)の「心豊かな生活を創造していく態度」に相当

する １６。 

創造性のプロセスでは、第１の「問題を認識する」という定義に対しては、具体的な授業の

題材として教師から生徒に提示される課題とする。第 2 の「イメージが発生する」という定義

に対しては、解説にある教科の目標(2)の「主題を生み出し豊かに発想し構想を練る」に相当す

る １７。第 3 の「イメージを解釈してアイデアを洗練させる」という定義に対しては、本研究で

は対話を通しての実現を目指しているため、解説の第 4 章にある「主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善」の対話的な学びの視点に相当する １８。 

最後に、「発想を豊かにする」の定義に対しては、美術科における深い学びに相当している １９。 

 本研究での定義 中学校学習指導要領解説美術編及び総則編 

創造性の要素(1) アイデアの基は情報や体験等 対象や事象を捉える造形的な視点 

(2) アイデアの生み出し方 豊かに発想し構想を練る。 

(3) 自由な発想を受け入れる情意面 イメージを解釈してアイデアを洗練させる。 

プロセス（1） 問題を認識する （課題を知る） 

（2） イメージが発生する 主題を生み出し豊かに発想し構想を練る 

（3） イメージを解釈してアイデアを洗練させる 対話的な学び 

豊かな発想 一度アイデアを生み出してから対話によって第

三者的な意見から気づきを得て、再びアイデア

を改善していくこととする 

主体的，対話的な活動などを通して考えを深める 

表 1 創造性に関する本研究の定義と中学校学習指導要領解説美術編の関係 
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５．発想を豊かにする指導と評価の教育デザイン構築 

5.1 解決策の生成 

5.1.1 検討 

4.2 で示したように 3 つの点から発想の評価を考える。第 1 の生徒の自覚については、対話

的学びの指導を工夫する。第 2 の生徒の説明については、教師による生徒への直接インタビュ

ーによる聞き取りや生徒の振り返り記述の分析を通した考察を行う。第 3 の教師が行う評価に

ついては、教師が生徒の活動内容や成果物を評価する方法を考案する。 

これらの長所・短所マトリクスで検討した結果、対話の方法と発想を豊かにする評価方法に

ついてまとめたものが表 2 である。 

表 2 解決策の長所・短所マトリクス表 

 

長所・短所マトリクス表を踏まえて、本研究における問題定義を解決するため方策を具体的

にする際の留意点を以下とする。対話や記述はすべての生徒が対話し記述できないと公平な評

価にはならない。またその評価によって生徒の自由な表現の妨げにならないように配慮する必

要がある。 

5.1.2 文部科学省や国立教育政策研究所が示す資料との整合性の確認 

学校教育の文脈を学習指導要領解説や『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参

考資料』２０(以下「指導と評価の一体化」と表記)と比較して、検討中の解決方策が学校教育の

文脈の中でどのような位置づけになるかを以下の 3 点で確かめる。 

第１の対話的な学びの指導については学習指導要領解説総則編では「主体的・対話的で深い

学びの実現に向けた授業改善(第 1 章第 3 の 1 の(1))」において「子供同士の協働」「教職員や

地域の人との対話」「先哲の考え方を手がかりに考える」ことを通じて「自己の考えを広げ深め

る」ことと述べられている ２１。ただし、「自己の考えを広げ深める」ことに関してはより詳細

な方法等は見受けられない。そのため先述の「主体的・対話で深い学び」にある「情報精査し

て考えを形成する」「問題を見出して解決策を考える」「知識を相互に関連付けてより深く理解

する」「思いや考えを基に創造する」２２という視点から指導方法を考案する。 

第 2 の教師による生徒への直接インタビューや生徒の振り返り記録の記述は、「指導と評価の

一体化」の第 1 章４「平成 29 年度改訂学習指導要領における各教科の学習評価」にある「思

考・判断・表現」と「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な評価方法としてあげられてい

る「レポート」「児童生徒による自己評価」「教師による行動観察」が当たる ２３。 

第 3 の生徒の活動や成果物を教師が評価することは「指導と評価の一体化」の第 1 章４「平

成 29 年度改訂学習指導要領における各教科の学習評価」にある「思考・判断・表現」と「主体

 問題点 解決案 方策 長所 短所 

１ 生 徒 の

自覚 

教師の指導の工

夫 

対話的学びの指導 対話によって発想が豊かに

なったことを自覚できる。 

対話が苦手な生徒は発想を豊かに

する経験が得られない。 

２ 生 徒 の

説明 

生徒の自己評価 インタビューによる

聞き取りや振り返り

記録の記述 

生徒が授業で理解したこと

や創造性への認識を文章で

第三者に説明できる。 

生徒が自分の考えを記述すること

が苦手な場合は、生徒は考えてい

ても書き表せない。 

３ 教 師 が

行 う 評

価 

生徒の活動内容

や成果物の評価 

生徒の活動の評価 

生徒の成果物の評価 

生徒の成果物から生徒の発

想力を教師が評価すること

ができる。 

生徒の多様な活動や成果物を教師

が一様に評価することで表現への

制限になる懸念がある。 
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的に学習に取り組む態度」の具体的な評価方法としてあげられている「グループでの話し合い」

「作品の制作や表現」「レポート」「児童生徒による自己評価」「教師による行動観察」を評価す

ることが当てはまる。これらの総則編にある記述を元に具体的な方策を考案した。 

 

5.2 学習・評価活動案作成 

本項では、問題点を解決する方策から具体的な授業実践の方法を学習・評価活動案として作

成する。各問題点に対応させた学習・評価活動案を表 3 にまとめた。 

表 3 解決策と学習・評価活動案の対応 

 

６．学習・評価活動案の試行 

本章では 5.2 で作成した学習・評価活動

案に基づいた中学生の美術授業を試行し、

その実際を検証する。 

 

6.1 学習・評価活動案の試行の概要 

本研究の調査では題材を中学美術の光村図書の「美術 2・3」にある「暮らしやすい町づくり」

とした。この題材を選択した理由は将来自分が住む地域で自発的に関わり、地域を盛り上げる

一員になって欲しいという教師側の意図がある。しかし、目標にある「心地よい環境を考えよ

う」でイメージを考える困難さを感じる生徒がいると予想された。 

そのためこの題材における「まちづくり」を次のように設定した。「まちづくり」を地域の課

題を解決することや地域住民を結び新しい取り組みに挑戦するソフトに関することとした。一

方で都市計画や景観デザインなどのハードに関するまちづくりは対象とはしない。このように

まちづくりで生徒が考える範囲を制限したのは、まちづくりといった社会に関わる題材は対象 

とする中学 2 年生では初めて取り組む分野であることから判断したためである。 

問題点 解決案 方策 対応する評価のポイント 学習活動と評価活動 

生 徒 の

自覚 

教 師 の

指 導 の

工夫 

対話的 学

びの指導 

情報精査して考えを形成する ①生徒が KJ 法を用いたグループワークを行う。 

問題を見出して解決策を考え

る 

②生徒がブレインストーミングを用いたグループワー

クを行う。 

知識を相互に関連付けてより

深く理解する 

③生徒が自分のアイデアを生徒同士でプレゼンテーシ

ョンする。 

生 徒 の

説明 

生 徒 の

自 己 評

価 

インタ ビ

ューに よ

る聞き 取

りや振 り

返り記 録

の記述 

レポート ④生徒が作品アイデアを発想して分かったことを記述

する。 

児童生徒による自己評価 ⑤生徒による生徒自身の発想力に関する自由記述でレ

ポートにまとめる。 

教師による行動観察 ⑥生徒に作品アイデアの発想について教師が生徒に直

接インタビューをする。 

教 師 が

行 う 評

価 

生 徒 の

活 動 内

容 や 成

果 物 の

評価 

生徒の 活

動や生 徒

の成果 物

の評価 

生徒はグループで話し合い、そ

の活動を教師が評価する 

⑦生徒の話し合いの発言内容から発想が豊かになった

かを教師が評価する。 

生徒の作品の制作や表現を教

師が評価する 

⑧生徒の作品から生徒の発想力を教師が評価する。 

生徒のレポートを教師が評価

する 

⑨生徒が記述した生徒自身の発想力に関するレポート

を教師が評価する。 

児童生徒による自己評価を教

師が評価する 

⑩生徒は自分自身の発想力に関して豊かになったこと

を自己評価した内容から教師が評価する。 

題材名 「まつりのあるまちづくり」 

実施期間 令和 2 年 9 月 1 日～12 月 25 日 

対象 町田市立小山中学校 第 2 学年 322 年 

授業形態 6 人１組によるグループ制作で対話を促す。 

参考題材 光村図書出版株式会社「美術 2・3」『暮らしやすい

町づくり』 ２４ 

題材の説明 グループで地域課題を解決するまつりを企画して、

20 分の 1 のまつり会場の模型を分担して製作する。 

表 4 題材の概要 



日本・美術による学び学会誌  美術による学び〈第 3 巻 第 3 号〉 

 9 

 

具体的な方法として今回生徒に提示したのは「まつり」や「イベント」である。「まつり・イ

ベント」にまちづくりのアイデアを集約したのは、著者自身のこれまでのまちづくりに関与し

てきた経緯から考えた。ただしこのようにまちづくりの解決方法を限定したことで「生徒の発

想を狭める」といった批判がある。そのため本研究においては、生徒がアイデアを考える足が

かりとしてまちづくりの方法を「まつり」と意図的に制限している一方で、まつり・イベント

会場に用意する店舗等は生徒が豊かに発想できるように自由度を高くしている。 

 

生徒は 9 クラスと人数が多く、クラス替えで初めて交流する同級生が多い環境で生活してい

る。また 1 年次から 4.1.3 で既出した創造のプロセスについて説明を受けていて、題材の導入

時には、問題に関する情報収集を繰り返し行ってきている。 

時 授業内容 生徒の活動内容 対話の機会 評価資料 

1 情報共有 
課題探し 

自分の住んでいる地域について調べてきたことから、地域の課題を

グループで話し合って考える。 
KJ法を用いた

テーマ設定 
・事前アンケート 

2 仮説作り・

テーマ案 

調査から分かった地域の課題に対して、楽しく解決できるまつりを

企画する。（まちづくりを「まつり」に限定した理由とねらいは 6.1

で説明する。） 

ブレインスト

ーミングを用

いた課題解決 

・ブレインストー

ミング振り返り 

3 
テーマ 決

定 
役割分担 

複数のアイデアから選択した解決策について、祭りやイベントの方

法として具体的に考え、発表する。また、グループで役割を広報、

販売、企画、モニュメント制作等で分担する。 

プレゼンテー

ションによる

意見交換 

・プレゼンテーシ

ョン振り返り 

4 個人ア イ

デア それぞれの役割毎にイベント会場の一角をデザインする。 生徒同士の意

見交流 

授業観察 

5 配色 イベント会場デザインのねらいやスケッチを考え、配色を考案す

る。 

（グループ対

話等で）アイ

デアを多様な

視点から検討

する 

 

6 設計図 同じ分担同士で集まり、自分の個人事業デザインについて情報交換

を行う。イメージが固まったものから設計図を考える。 

プレゼンテー

ションによる

情報交換 

・イメージスケッ

チによる情報交換

の振り返り 

7 材料加工 
スチレンボートや発泡スチロール、紙粘土などの主とする造形素材

の具体的な加工方法と加飾素材の扱い方について学び、制作の見通

しを立てる。 

作品の制作作

業中の自由な

生徒の会話 

・第 1～13 時まで

の各授業の振り返

り記録 
8 部品製作 設計図から各種パーツを考え、素材の特徴を生かして表現する。   

9-10 組み立て 接着剤等を用いてパーツ素材を組み立てて、会場の雰囲気を工夫し

て表す。 
  

11-
12 装飾 素材の特徴を生かして見る人に自分たちの考えが伝わるかどうか

を考える。 
  

13 着色・完成 絵具や色紙等で着色して、作品全体を創り出す。  ・事後アンケート 
・制作を終えて 

14 鑑賞 グループごとに作品を発表して、互いの作品を鑑賞し、様々な発想

や工夫の良さや楽しさに気づく。 
  

※時数と授業内容は制作の見通しのために生徒にも示している。ただし、第 4 時「個人アイデア」以降は生徒それぞれが取り

組んでいるため、生徒によっては順序が異なる。 

表 6 授業計画(創造のプロセス) 

生徒目標 

地域の課題について調べ、それを解決する暮らしやすい街づくりを考えて創造的に表す。 

教師の指導と評価の目標 

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 主体的に学習に取り組む態度 

形や色などが感情にもたらす効

果や、造形的な特徴などをもと

に、伝わりやすく、暮らしやすい

デザインを全体のイメージで捉

えることを理解している。 

情報を伝える目的や条件などをもとに、伝え

る相手や内容、社会との関わりなどから主題

を生み出し、形と色の組み合わせの効果や、

暮らしやすさと美しさの調和などを総合的

に考え、表現の構想を練っている。 

美術の創造活動の喜びを味わい、主体的

に何を伝えるかを考えて、住民が暮らし

やすいデザインする表現の学習活動に

取り組もうとしている。 

表 5 題材の目標 
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 生徒はこれまでに「情報をわかりやすく伝える」ことをテーマにしたマークをデザインする

題材に取り組み、使う人の気持ちを考える力が養われている。またデザインしたのはキッチン

カーのマークで、自分のアイデアで起業することを想定して制作作業を行っている。 

 中学校美術の授業ではグループで作品を作る経験は初めての挑戦になる。また、この祭りや

イベントに参加したことがある生徒は多くいると予想されるが、作る側の考えをしたことがあ

る生徒は少ない。表 6 には指導計画に加えて、導入する対話の機会と生徒が記述する機会をま

とめた。 

 

6.2 生徒の自覚に関する学習・評価活動案の試行 

ここでは発想を豊かにすることを生徒が自覚できるように導入した対話について述べる。計

画的に導入した KJ 法やブレインストーミング及びプレゼンテーションの詳細を説明する。 

 

6.2.1 生徒が KJ 法を用いたグループワーク（第 1 時） 

生徒が KJ 法を用いたグループワークに取り組むことで、情報を精査して考えを形成する点に

ついて生徒が自覚できるようにする。 

題材をまちづくりとして、生徒が普段漠然と感じている「自分が暮らしている地域」につい

て、KJ 法を用いて改めて

観察してわかったことを

分類する活動を「情報を

精査する」とする。また暮

らしている地域の特徴を

捉える活動を「考えを形

成する」とする。 

(1)の手順を進めるに

あたって、「①生徒は自分

の住んでいる地域につい

て歩いて気づいたことを

まとめる」では地域を観

察することを生徒が取り

組み易いように観点を

「a.人やモノの動き、時

間経過による変化」「b.人

同士やモノとヒトの相互

作用、交流」「c.その場所

を利用している人のタイプ」「d.その場所の雰囲気、空間、設備」「e.観察エリアに存在するも

の。独特なもの、ないもの」として、生徒はその中で気づいたことや発見について記入する。 

 

6.2.2 生徒がブレインストーミングを用いたグループワーク（第 2 時） 

(1)KJ 法を用いたグループワークの手順 

①生徒は自分の住んでいる地域について歩いて気づいたことをまとめる 

②生徒は 6 人組で①調べたことを付箋に書いてグループに提示する 

③生徒は付箋に書かれた地域の情報を分類して小分類ごとにまとめる 

④生徒は小分類で似ている分類を併せて中分類にする 

⑤生徒は中分類で似ている分類をまとめて大分類にしてタイトルをつける 

⑥分類した地域の情報を改めて観察して、生徒たちは自グループのテーマを選ぶ 

(2)ブレインストーミングを活用したグループワークの手順 

①生徒は選択した課題にある解決の糸口となる情報を付箋に書き出して並べる 

②生徒は課題が解決している状態を仮説で考えて解決の糸口につなげて貼る 

③生徒は①が②の状態にする方法を考え、解決策を付箋に書き出して②の近くに貼る 

④生徒はブレインストーミングの活動を通して気づいたことを振り返る 

⑤生徒はこの活動で考えた複数の解決策から、グループとして取り組む解決策を１つ選

ぶために、自分も一つ選択して次回のプレゼンテーションの準備を進める 

(3)プレゼンテーションを用いたグループワークの手順 

第 3 時でのプレゼンテーションを活用した生徒の活動 

①生徒は第 2 時で出た解決策から一つ選び、解決策のイラストや説明を考える 

②生徒は考えてきた解決策をグループ内でプレゼンテーションする 

③生徒はグループ内の全員の発表を聞いた後、生徒同士で話し合ってグループで取り組

む解決策を一つに選択する 

④生徒はプレゼンテーションを通して気づいたことを振り返る 

第 6 時でのプレゼンテーションを活用した生徒の活動では、生徒がアイデアを豊かに発

想できるように 

①生徒は模型のイメージスケッチと模型でつくる部品の設計図を作成する 

②生徒は同じ分担で集まって、自分のイメージスケッチと部品の設計図についてその分

担のグループに説明をする 

③生徒は他の生徒のアイデアから創作のヒントを得る 

④生徒はイメージスケッチや設計図を説明し合う活動を通して分かったことを振り返る 

表 7 生徒の自覚に関する学習・評価活動案の試行の手順 
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生徒がブレインストーミングを用いたグループワークを行うことによって、生徒は問題を見

出して解決策を考えることについて自覚できるようにする。 

 (2)の手順を進めるにあたって、「①生徒は選択した課題にある解決の糸口となる情報を付箋

に書き出して並べる」では、生徒が「解決の糸口」をイメージし易いように、第 1 時で調べて

きた地域の情報を活用するように指示を加える。 

「③生徒は①が②の状態にする方法を考え、解決策を付箋に書き出して②の近くに貼る」で

は、生徒が解決策を発言しやすいよう「a.アイデアは質よりも量が大切である」「b.アイデアの

実現性の判断は後回しにする」「c.アイデアを組み合わせてまたアイデアを生み出しても良い」

「d.アイデアや発案者を否定しない」というルールを教師から生徒へ説明する。 

 

6.2.3 生徒が自分のアイデアを生徒同士でプレゼンテーションする（第 3 時及び第 6 時） 

プレゼンテーションによる交流によって、生徒が知識を相互に関連させて深く理解すること

を目指している。 

 (3)の第 3 時の手順で試行するに当たって「①生徒はブレインストーミングで出た解決策か

ら一つ選び、解決策のイラストや説明を考える」ではプレゼンテーションの発表を生徒が考え

るにあたって、生徒がプレゼンテーションを準備し易いように「a.生徒が選択した解決策の参

考になる事例を調査する方法」「b.発表のための原稿を事前に作成する方法」「c.解決策をイラ

ストに描いて分かりやすく説明する」の説明を行う。 

また「③生徒はグループ内の全員のプレゼンテーションを聞いた後、生徒同士で話し合って

グループで取り組む解決策を一つに選択する」では、生徒同士で互いのプレゼンテーションを

「a.企画の楽しさ」「b.目的の達成度」「c.メッセージ性」の観点で評価し合った。生徒へ評価

を元に話し合いを進めるように指導することで、生徒それぞれのプレゼンテーションがどのよ

うな知識の関連になっているかを生徒が分かりやすくするねらいがある。 

第 6 時の授業では、生徒は自分が考えた作品のアイデアについて第三者のからの意見を得て、

自分の作品について客観的に見ることができる。また生徒は他の生徒のアイデアを見ることに

よって他の生徒が行った「知識を関連させた理解」の結果のイメージスケッチや設計図を自分

の作品の参考にすることがねらいである。 

「③生徒は他の生徒のアイデアから創作のヒントを得る」では、生徒は他の生徒の発表から、

テーマは違うが、同じ役割なので参考にしやすいと予想して試行した。 

 

6.3 生徒が自分の発想を豊かにできたこと説明することに関する学習・評価活動案の試行 

6.3.1 生徒が作品アイデアを発想して分かったことを記述する 

生徒がその授業時間の学びを振り返って記述した内容で発想を豊かにした自覚を説明できる

ことを目的とする。 

表 8 の(1)の機会は、生徒が発想を豊かに出来たことを説明し易いように質問をした。また対

話と豊かな発想の関連性に焦点を当てるために、生徒の対話活動の直後に記述する時間を確保

する。これらの機会で、授業の導入から作品のアイデアを決定して作品を作り始めるまでの期

間における生徒の発想の豊かさについて生徒が説明できることを目指す。 
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①②④の記述では創造的な技法による対話における効果について「③生徒が授業毎に振り返

りを記入する授業記録」では授業内の予想していない場面で発想に有効な対話が行われていた

場合に記録できるようにした。 

 

6.3.2 生徒が自由記述で生徒自身の発想力について自己評価する 

生徒が題材全体を振

り返って記述した内容

から生徒の豊かな発想

について生徒の自己評

価を引き出すことを目

的とする。質問では、ア

イデアが思いついた要

因を教師が設定した対

話の機会とそれ以外で

も記入できるようにした。 

表 8（2）の「①題材前と題材後に同じ質問をして生徒の考えの変容を読み取る」では生徒に

対して題材に取り組む前後で同じ質問を実施し、生徒の見方・考え方の変容を見取ることが目

的である。「②作品制作の最後にこれまでの取り組みを振り返る」では題材の目標に対する達成

度について生徒が記入できるようにした。 

 

6.3.3 教師が生徒に作品アイデアについて直接インタビューする 

教師が直接生徒と交流する中で、生徒の豊かな発想について生徒の自覚として引き出すこと

を目的とする。 

 教師が生徒へ投げかける質問は「なぜそのアイデアにしようと思ったのか」や「生徒の作品

から感じた意図」を中心とする。 

 

７．学習・評価活動案の試行における生徒の反応 

表 9 KJ 法を用いたグループワークでの生徒の反応 

(1)生徒がアイデアを発想して分かったことを記述する機会 

①生徒が KJ 法やブレインストーミングを使って地域課題の発見やその解決策を考えた後 

②生徒同士が課題の解決策のプレゼンテーションを行ってグループで一つに選択した後 

③生徒が授業毎に振り返りを記入する授業記録 

④イメージスケッチ等を使って生徒同士がプレゼンテーションを行った後 

(2)生徒が自分自身の発想力について記述する機会 

①題材前と題材後に同じ質問をして生徒の考えの変容を読み取る 

②作品制作の最後にこれまでの取り組みを振り返る 

(3)教師が生徒の作品アイデアについて直接インタビューする機会 

①生徒同士が対話をしている場面 

②生徒が描いたアイデアスケッチについて教員と意見交換する場面 

③机生徒が作品を作っている時に教師が机間巡視で生徒に声をかけている場面 

表 8 生徒の記述に関する学習・評価活動案の試行の手順 

①生徒が自分の暮らす地域について調査して気づいたことや発見したこと 

「町がきれい」「海がない」「木が大量に生い茂っている」「田舎」「午後の公園には子供が多い」「白山公園は遊具が多い」「公

園は利用者が多い」「マンションが多い」「街灯が多い」「駅は利用者が多い」「工事や新しい住宅が多い」「小山ヶ丘は車通り

が多くて危ない」「塀が崩れそうで危ない」「小山の住宅地は道が細い」「坂道が多い」「飲食店が多い」「お店が多い」「お店の

通路が広い」「小山中の前は登校中の生徒が多い」「境川沿いはおじさんが歩いている」「夕方にランニングしている人が多い」

「尾根緑道には様々な人がいる」 

②ＫＪ法での分類のタイトル 
「自然が多い」「公園」「町の特徴や・様子」「住宅地」「町のお店」「歩いている人達の様子」 

③調査した情報をＫＪ法によって分類したことで分かった地域の特徴 

地域の軸になっていること 地域が抱えている課題 地域の希望 

「コストコ」「自然が豊かな所」「子

供が多い」「交通」「公園」 

「コストコ渋滞」「大通りを外れると一気に人

が少なくなる」「車が多くて危ない」「同じ地

域の中でも色々な道路がある」「交通量」 

「年齢層が多い」「道路の車線を増やし

て欲しい」「夜も道路が明るい」「地域の

シンボルが欲しい」「明るい雰囲気」 

④生徒の行動観察 

生徒が KJ 法を用いて情報を整理する様子では、それぞれが調べてきた情報について生徒同士で発表する活動は概ね取り組め

ていた。一方で、情報をまとめて分類する段階では積極的に活動する生徒と静観する生徒に分かれる傾向があった。 
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生徒の反応は抽出した生徒を記録する 7.1 と 7.2 での生徒の反応の抽出方法は意見の内容が

異なるグループから無作為に選出した。7.3 と 7.4 の生徒の反応の抽出方法は第 2 時のブレイ

ンストーミングの取り組む様子から選出した。生徒 ab は生徒同士の対話が滞り、教師による補

助が必要だったグループ 6 名から 2 名を無作為に選出した。生徒 cd は生徒同士の対話が継続

して出来ていたグループ 6 名から 2 名を無作為に選出した。 

 

7.1 生徒が KJ 法を用いたグループワークでの生徒の反応 

 KJ 法を用いたグループワークでの生徒の反応を「①生徒が自分の暮らす地域について調査

して気づいたことや発見したこと」「②ＫＪ法での分類のタイトル」「③調査した情報をＫＪ法

によって分類したことで分かった地域の特徴」「④生徒の行動観察」の観点で表 9 に記録する。 

 

7.2 生徒がブレインストーミングを用いたグループワークでの生徒の反応 

ブレインストーミングを用いたグループワークでの生徒の反応を「①生徒が考える設定した

テーマとそのテーマに対する解決の糸口」「②地域の課題を解決するアイデア」「③生徒が記述

した KJ 法やブレインストーミングを行った振り返り記録」「④生徒同士の対話の内容」の観点

で表 10 にまとめた。 
①生徒が考える設定したテーマとそのテーマに対する解決の糸口 

名所が少ない 自然 渋滞が多い 

「花や木がたくさんある」「公園」「土地が

あまりない」「子どもが安心して遊べる場

所」「お年寄りが多い」「自然を生かした行

事や祭りがない」「自然を楽しめる施設や

ビルも少ない」 

「川がある」「虫がいる」「木が

多い」「道が広い」「自然が多い」

「景色が良い」「大量の野良猫」

「空気がおいしい」 

「信号が多い」「店が多い」「時間をロスする」

「車が多い」「コストコがあるから」 

②地域の課題を解決するアイデア 

名所が少ない 自然 渋滞が多い 

「インパクトのある」「学校でだれでも来

れるお祭り」「町の人からアンケートをと

って尊重する」「公園でお祭りをする」 

「水鉄砲大会」「虫見学ツアー」

「竹林迷路」「川泳ぎ大会」「草

刈り大会」 

「みんな歩くキャンペーン」「道を広くする」

「コストコを飛ばす」「車を仮装させて優勝し

たら多摩境通りにあるお店のクーポンを配る」 

③生徒が記述した KJ 法やブレインストーミングを行った振り返り記録 

「この地域の特徴や特色を知れてよかって」「発想のやりかた次第で発想の出し方や量は違うって、発想を出すにはコツがあ

ることが分かった」「他の人の意見を取り入れて考え、みんなで意見を出し合った」「みんなでよく考えてみたらこんなにも広

がった発想になると思わなかった」「大きさや機能を変えるのではなく、今あるものを良くして発展させる考えに変わった」 

④ブレインストーミングでの生徒同士の対話の内容 

「自然をもっと楽しんで欲しい」「自然は楽しいの？」「虫が嫌だ」「逆に虫を楽しめればいいんじゃない」 

「土日の渋滞がすごい「渋滞ってどうすればなくなるの？」「みんな車をやめればいい」「みんな電車を使えばいい」「コスト

コがなければ車で来る人がいなくなる」 

表 10 ブレインストーミングを用いたグループワークによる生徒の反応 

 

7.3 プレゼンテーションを用いたグループワークの生徒の反応 

プレゼンテーションを用いたグループワークでの生徒の反応を「①第 3 時プレゼンテーショ

ンの振り返り」「②生徒が描いた作品のイメージスケッチ」「③第 6 時に行った生徒同士の情報

交換を終えて生徒が記入した振り返り」の観点で表 11 に記録する。 
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7.4 生徒の制作や作品に関する生徒の反応 

生徒の作品や制作の様子について「①生徒のアイデアスケッチに関して教師の直接インタビ

ュー」「②生徒の作品制作中の教師による行動観察や直接インタビュー」「③生徒が書いた授業

ごとの振り返り記録」「④生徒が制作した作品」の観点で表 12 に記録する。 
①生徒のアイデアスケッチに関して教師の直接インタビュー 

a B c d 

生徒 aは店舗のデザインを考

えてテントと看板を描いた。

教員は生徒が表したい意図

が「ハチミツ」であることを

確認して、その意図をより強

調することを促した 

生徒 b はイベント会場を考え

てステージを描いた。教員はイ

ベントの目的が「飲食店王者決

定戦」だと理解して、ステージ

の装飾を活用して、わかりやす

さを強調するように促した 

生徒 c は時間をかけて作品

のアイデアを描いていた。

教員は生徒が表したい意

図確認して、スケッチから

意図が十分伝わってくる

ことを生徒に伝えた。 

生徒 d は渋滞を軽快に飛び越

えることをモニュメントで表

そうとしていた。教員はその

意図が伝わりやすくなるよう

に、飛び越えていく様を構成

で表す方法など提案した。 

②生徒の作品制作中の教師による行動観察や直接インタビュー 

模型をつくる技法はそれぞれが思い思いに工夫していた。作り方の工夫の共有を促した。 

③生徒が書いた授業ごとの振り返り記録 

 a B c d 
第

1
時 

結構、皆色々な案

が出てきて大変だ

ったけど協力して

なんとかできた  

今まで、あまり地域のことを考えてい

なかったから、友達の意見を聞いて、

改めて地域のことを知った。この地域

の軸や抱えている問題を見つけるこ

とができた 

皆で力を合わせて町のこと

について強く語り合った 
自分自身は話し合ってあま

り良い案を出せなかった。

次からは積極的にできるよ

うになりたい 

第

４

時 

皆が案を出し合っ

たから進みやすく

なりました 

（会場に来る）対象を考えることによ

って、○が考えやすくなった。「まちづ

くりのテーマ」が分からない 

広報を考えることができ

て、だいたいのアイデアを

考えることができた 

個人的に満足なアイデアが

出せて良い感じにまとまっ

て良かったと思っている 
第

8
時 

 

まだ配色にいけて

ないから早く配色

にいって進めるよ

うにしたい 

前回ハチミツ缶を出したら、ワッフル

が消えた。どこにワッフルを入れるか

家で考えてくる。 

今日はコンセプトシートで

未だ良いアイデアがありま

せん。家でアイデア死ぬ気

で考えて次の時間には作れ

るようにしておきます 

ベンチの背もたれと脚を作

って終わったが、結構いい

感じにできた 

表 12-1 生徒の制作や作品に関する生徒の反応 

①第 3 時プレゼンテーションの振り返り 

a.「皆、店という目的ですごい色々な案が出ていてすごいなと思いました」 

b.「表現するのは苦手だったけど、頑張って大きな声で発表できた。また、他の人のアイデアを聞くことで他の人のアイデア

でこんなのもいいなあと思ったりもした」 

c.「こうやって発表することによって自分の考えをみんなに聞いてもらったり、みんなのアイデアを聞いて色々な意見が出

て、自分の考えが深まってもっとアイデアがあふれるような気がしました」 

d.「自分のアイデアは『事前に調べる』で思いついたもので、オリジナリティがなかったことに対し、他の人は自分で考えた

ようなオリジナリティあふれるアイデアだった。もう少し自分で考えられるようになりたい。」 

②生徒が描いた作品のイメージスケッチ 

a                     b          c          d 

 

 

 

 
③第 6 時に行った生徒同士の情報交換を終えて生徒が記入した振り返り 
a.「○○君たちの意見を聞いて、イルミネーションという意見がいいなと思いました。木に飾ってあるやつがお客さんの飾っ

たやつらしくて、その案がすごくいいと思いました。木だけではつまらないから写真を飾ることができるという案がすごいと

思った」 
b.「他の人のイメージスケッチを見ると、細かく情報（説明）が書いてあった。自分もメモ（説明）を書いて分かりやすく楽

しく作れたらと思った。最初はどういう感じでやるのか分からなかったけど、他の人のアイデアやイメージを聞いて、こんな

感じかあと分かってきた。ある人は担当する敷地を上手く利用していてすごいと思った」 
c.「他の人のイメージスケッチを見て、もっと色々変えることで良くなるんだなと思いました。また他の皆のアイデアを見て、

面白いアイデアだなと思いました」 
d.「.他の人達も上下左右にでかいモニュメントを作り、注目を浴びるような奇抜なアイデアを使っていた。そして、自分の作

品と違って落ち着いていて、まとまっている作品が多かったので、それも良いと思った。その方が印象に残ると思った。」 

表 11 プレゼンテーションを用いたグループワークの生徒の反応 
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④生徒が制作した作品 

a                                    b 

 

 

 

 

 

 

    c                                     d 

 

 

 

 

 

表 12-2 生徒の制作や作品に関する生徒の反応 

 

7.5 生徒の自己評価における生徒の反応 

生徒が自身の発想を豊かにすることについて記述する機会を「①事前事後アンケート」「②制

作を終えて」の観点で表 13 に記録する。「①事前事後アンケート」では題材開始時に事前アン

ケートとしてまちづくりに対する考えを「まちづくりに必要なこと」「まちづくりの効果」「ま

ちづくりに対する印象」「まちづくりで自分ができること」「まちづくりへ参加する気持ち」「自

分が住む地域への印象」に分けて記述した。 

事後アンケートは作品制作終了後に事前アンケートで記述したことからもっとも考えが変化

した項目を１つ選び、変容した考えを記述する。 

表 13-1 生徒の自己評価における生徒の反応 

①事前事後アンケート 

生徒 選択項目 事前アンケート 事後アンケート 

a まちづくり

に必要な事 

やる気 やる気だけではダメで自然や緑、暮らしていて気持ちの良い所へと変えていくよう

にすることがまちづくりに必要なことの一つなのかと思いました 

b まちづくり

の効果 

まちづくりは町

が発展する 

制作前はまちづくりとは町が発展するだけだと思っていたけど、制作後の今では、

そこに住む人、その地域を活気づける。またその地域に観光客などの人に来てもら

おうとする気持ちから地元の人が協力したり仲良くなったりするのもまちづくりの

効果だと思った。実際にもすごいまちづくり（祭など）をやっている地域の人たち

は仲がいい。そういうためにもまちづくりは必要で大切だと思った。 

c まちづくり

に対する印

象 

森や自然を壊し

ていくのであま

りいい印象では

ない。 

今回、私はまちづくりの制作をして、人が住みやすいまちを作るのはとても楽しい

なと感じることができました。特に森などを工夫して人と自然が支え合えるような

そういうまちをつくってみたいと初めて思った時間でした。最後にまちづくりを通

して、私は人と自然がどのようにしたらうまくつき合っていけるのかという課題が

できたのでそれに頑張りたいと思いました。 

d まちづくり

に必要なこ

と 

お金と発想、客

観的な意見、お

金と発想がなけ

れば、生み出せ

ない。客観的な

意見は訂正点を

見つけ出すため

に必要。 

客観的な意見は必要ないと考えるようになった。その代わりに「ボリューム、表現

性」が必要だと思う。まず「客観的な意見」については、自分の発想が客観的な意

見を取り入れることによって自分の発想ではなくなると考えたからだ。そして「ボ

リューム、表現性」については、良い発想ならば、大きい目立たせるべき、また、

そのように表現すると考えたから。このように一つの発想から色々なことにつなが

るが、元の発想を少し変えてしまったら、そこから良いアイデアにつながるとは限

らない、だから元の発想を大切にするべきだと考え、大きな表現をすべきだと思っ

た。 
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②制作を終えて 

a.「僕の班で考えたやつはお店をテーマにしたまちづくりで、決定戦という形でやったので、ステージをつくり、何位とかを

決める感じで工夫しました。」 

b.「（題材目標の③『心地よい環境に合う形や材料を考え、スケッチに表し、形を作れる』ことに対して）その地域にあった

材料やコンセプト、形などを考えたり、その地域にあったイメージを考えるのが大変だった。でも、その地域を知るきっかけ

にもなるし、より知るためにも大事なことだと思った。」 

c.「私は今回この制作を終えて達成した目標は①（形や色、材料の工夫で生活を豊かにするデザインに注目できる）です。そ

して、深まったことは『どのようにしたら人達が集まるのか』や『なにをやったら行きたくなるのかな』といったことが身に

ついたと思いました。また、皆が楽しめるように光をつけて工夫しました。」 

d.「私は①のことが最も達成できたと思っている。自分の作品は大体スタイロフォームを使ったが、電熱線で切ったり、やす

りで削ったりと切り取り方を色々工夫してみた。それと車につける羽はやさしく、優雅な感じ出すために紙粘土を使ったりと

求めたい雰囲気に合った材料を選択した。でも色合いや形は結構シンプルなものになってしまったが、それでいいと思ってい

る。」 

表 13-2 生徒の自己評価における生徒の反応 

 

８．学習・評価活動案の実施の結果を考察する 

8.1 学習・評価活動案試行の考察の方法 

学習・評価活動案の試行による生徒の反応を「生徒の自覚」「生徒の説明」の観点で考察する。 

「生徒の自覚」については表 3 の「①生徒が KJ 法を用いたグループワークを行う」「②生徒

がブレインストーミングを用いたグループワークを行う」「③生徒が自分のアイデアを生徒同士

でプレゼンテーションする」に関するデータから考察する。 

「生徒の説明」は表 3「④生徒が作品アイデアを発想して分かったことを記述する」「⑤生徒

による生徒自身の発想力に関する自由記述でレポートにまとめる」「⑥生徒に作品アイデアの発

想について教師が生徒に直接インタビューをする」に関するデータから考察する。 

表 3「④生徒が作品アイデアを発想して分かったことを記述する」は表 8(1)「①生徒が KJ 法

やブレインストーミングを使って地域課題の発見やその解決策を考えた後」「②生徒同士が課題

の解決策のプレゼンテーションを行ってグループで一つに選択した後」「③生徒が授業毎に振り

返りを記入する授業記録」「④イメージスケッチ等を使って生徒同士がプレゼンテーションを行

った後」に関するデータを以下の 4 点で考察する。 

 第 1 に表 8(1)の①として KJ 法やブレインストーミングによる生徒の自覚は、表 9 及び表 10

のデータから考察した。第 2 に表 8(1)の②のプレゼンテーションを通した生徒の自覚は表 11

①のデータから考察した。第 3 に表 8(1)の③の授業記録にある生徒の自覚は表 12③のデータ

から考察した。第 4 に表 8(1)の④のイメージスケッチを介した意見交換による生徒の自覚は表

11③のデータから考察した。 

表 3「⑤生徒による生徒自身の発想力に関する自由記述でレポートにまとめる」は表 8(2) 「①

題材前と題材後に同じ質問をして生徒の考えの変容を読み取る」「②作品制作の最後にこれまで

の取り組みを振り返る」に関するデータとして以下の 2 点で考察した。 

 第１に表 8(2)①の題材前後の生徒の考えの変容は表 13①のデータから考察した。第 2 に表

8(2)②制作後の振り返りは表 13②のデータから考察した。 

表 3「⑥生徒に作品アイデアの発想について教師が生徒に直接インタビューをする」は表 8(3) 

「①生徒同士が対話をしている場面」「②生徒が描いたアイデアスケッチについて教員と意見交

換する場面」「③机生徒が作品を作っている時に教師が机間巡視で生徒に声をかけている場面」

に関するデータとして以下の 3 点で考察する。 
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第 1 に表 8(3)①の生徒同士の対話場面については表 9④や表 10④のデータから考察した。第

2 に表 8(3)②の生徒と教師の意見交換は表 12①のデータから考察した。第 3 に表 8(3)③の期

間巡視での声がけは表 12②のデータから考察した。 

  

8.2 学習・評価活動案の試行の検証で明らかになったこと 

8.2.1 教師の指導の工夫による豊かな発想について生徒は自覚を得られたか 

 記述からは自分の発想の豊かさについて自覚している生徒も見られる。しかし KJ 法やブレイ

ンストーミング、プレゼンテーションが直接生徒の作品の発想を豊かにしているかについて、

抽出した生徒の様子や成果物から直接の関係性を確認することは出来ていない。 

 まずは、全てのグループが KJ 法やブレインストーミングに取り組めており、地域の情報から

地域の課題を発見し、課題解決を発案していた。次に抽出生徒が豊かに発想していることを自

覚していると判断したのは、7.2 の表 10 にある③の振り返り記録の記述で、「発想の出し方に

コツがある」「みんなで良く考えたらこんなにも広がった発想になると思わなかった」等とあり、

創造的技能や他の人との協力について生徒が説明で触れているからである。同様に 7.3 の表 11

の①にあるプレゼンテーションの振り返りでも「みんなのアイデアを聞いて色々な意見が出て

自分の考えが深まってもっとアイデアがあふれるような気がしました」など周囲との意見交換

が抽出した生徒の発想を豊かにしていることを示唆している。 

一方で、KJ 法やブレインストーミング、プレゼンテーションが直接的に抽出した生徒の作品

の発想を豊かにしていると確認できないとしたのは、7.5 の表 13 にある②のように生徒が授業

全体を振り返った際に「KJ 法」「ブレインストーミング」「プレゼンテーション」に触れて説明

していないことや「情報精査して考えを形成する」「問題を見出して解決策を考える」「知識を

相互に関連付けてより深く理解する」ことを確認できないからである。ただし、生徒 a の「周

りからはそういう感じに見えているんだと思った～（中略）～考えが広がりました」や生徒 c

の「他の人のアイデアや作品を少しでも参考にして、自分の作品もイメージスケッチの段階よ

り良くなったこと」といった記述から、生徒同士の対話や意見交換が抽出した生徒の考え方や

作品に変化を与えている様子がうかがえる。 

 

8.2.2 生徒が自己評価する中で生徒は自分の豊かな発想について説明できるか 

 考察の結果は以下の 3 つである。第 1 は、表 3「④生徒が作品アイデアを発想して分かった

ことを記述する」ことは表 8(1)「④イメージスケッチ等を使って生徒同士がプレゼンテーショ

ンを行った後」で自分の豊かな発想について具体的な記述も見られる。抽出した生徒の様子や

記述内容を読むと、KJ 法やブレインストーミングなどの創造的な技法によって生徒は様々な意

見に気づいている。しかし記述内容からは表面的な理解か深い学びなのかは判別できない。 

例えば、表 11③生徒 b の「最初はどういう感じでやるのか分からなかったけど、他の人のア

イデアやイメージを見て、こんな感じかあと分かってきた」といった記述や生徒 d「他の人たち

も上下左右にでかいモニュメントを作り、注目を浴びるような奇抜なアイデアを使っていた」

からアイデアを考える見方考え方の変容が具体的に読み取れた。 
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ただし、生徒 a の「イルミネーションという意見がいいなと思いました」や生徒 c の「他の

皆のアイデアを見て、面白いアイデアだなと思いました」からは、アイデアを考える見方・考

え方の変容の具体性を読み取ることが出来なかった。 

 第 2 は、表 3「⑤生徒による生徒自身の発想力に関する自由記述でレポートにまとめる」こ

とについては表 8(2)「②作品制作の最後にこれまでの取り組みを振り返る」で自分の豊かな発

想について抽出した生徒の記述には具体的な内容も見られた。表 13②の生徒ｂ「その地域にあ

ったイメージを考えるのが大変だった。でも、その地域を知るきっかけにもなるし、より知る

ためにも大事なことだと思った」や生徒ｃ「深まったことは『どのようにしたら人達が集まる

のか』や『なにをやったら行きたくなるのかな』といったことが身についたと思いました」か

ら生徒が理解したことや創造性への認識を説明できていると考えた。 

一方で生徒 a「僕の班で考えたやつはお店をテーマにしたまちづくりで、決定戦という形で

やったので、ステージをつくり、何位とかを決める感じで工夫しました」のように「工夫」と

いう言葉で抽象的に述べる場合もある。 

第 3 は表 3「⑥生徒に作品アイデアの発想について教師が生徒に直接インタビューをする」

は表 8(3)「②生徒が描いたアイデアスケッチについて教員と意見交換する場面」が生徒の豊か

な発想について読み取ることができる。表 12①にあるように生徒の意図を直接生徒から聞き取

ることできた。抽出した生徒同士の対話や机間巡視での声がけのデータは断片的であるなど、

データ収集に課題があった。 

 

９．まとめ 

ここでは、8.2 で明らかになったことから学習・評価活動案を見直し、教育デザインの修正を

述べる。この修正によって生徒が発想を豊かにできる教師の指導と生徒が自分の発想の豊かさ

を自覚し説明でききることをめざす。9.1 では考察の結果から「生徒の自覚」「生徒の説明」の

実際に即して学習・評価活動案の見直す点を定める。9.2 では教育デザインの修正を述べる。修

正では 5.2 の表 3「解決策と学習・評価活動案の対応」にある学習活動と評価活動が生徒の発

想を豊かにする指導に適しているかを検証する。 

 

9.1 学習・評価活動案の見直し 

 学習・評価活動案の見直しは以下の 2 点である。 

 第１は KJ 法やブレインストーミング、プレゼンテーション等の発想方法で生徒の作品アイデ

アが必ず豊かに発想できるとは限らないことである。これらの発想方法で生徒同士の対話によ

って様々な意見や考えが広がっている生徒もいた。ただし、生徒が作品アイデアを豊かに発想

する場面は生徒によってタイミングが異なる。そのため対話の機会を多様に設ける必要はある

が、発想が豊かになった自覚を生徒の記述内容から読み取る機会を対話の後の振り返りに限ら

ず、別の機会も調査する必要がある。 

 第 2 の「生徒の説明」は生徒の作品や主題と関連させて問う必要がある。周囲との意見交換

等で発想が豊かになることを説明は出来ている生徒もいた。ただし生徒は KJ 法やブレインスト

ーミング、プレゼンテーションでの経験を作品アイデアの発想を豊かにできた契機として説明
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することは少なかった。そのためイメージスケッチや作品などある程度生徒の作品イメージが

形になった状態に注目する必要がある。 

 

9.2 検証で明らかになったことを踏まえて、教育デザインで修正すること 

ここまでの第 1 報では、生徒が豊かに発想することを生徒が自覚していることと、生徒が説

明出来ていることを明らかにするために対話による学びの機会を取り入れ、抽出した生徒の記

述や行動観察、成果物等のデータを収集して検証してきた。検証から対話による学びの機会と

生徒の反応に基づいて、注目する点を生徒の気づきと作品アイデアの関係性について修正する。 

対話による学びの機会と生徒の反応の関係は以下の 2 つがある。第 1 は 8.2.1 で述べたよう

に、KJ 法やブレインストーミング、プレゼンテーションといった創造的な技法と生徒の振り返

りでは対話によって気づきが生まれることである。第 2 は 8.2.2 で述べたように、作品アイデ

アと生徒の記述からは生徒の気づきと作品アイデアの関係性を述べることができると分かった。 

第 2 報で「教師の評価」や「対話による学びと生徒の豊かな発想の関連性の評価と省察」を

検証するために上記第 2 の「生徒の気づきと作品アイデアの関係性」に着目したい。 

 

9.3 今後の研究の展開 

第 2 報では教師が行う評価に関する考察と教育デザイン研究の第 3 プロセス「評価・省察」

で生徒が発想を豊かにする指導と評価を検証する。さらに生徒が自己の考えを広げて深める方

法として構築した教育デザインを提案する予定である。 
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Consideration on guidance and evaluation enriching ideas 

through dialogue  
Examining the richness of ideas from students' reactions to urban development themes 

in junior high school art 
FURUKAWA, Hiroaki＊ 
Tama municipal Tsurumaki junior high school＊ 
 
This research examines guidance and evaluation that enriches junior high school 

students' ideas. This paper, the first report, builds a theory that enriches ideas based on the 
definition of creativity based on literature research. The problem that arises in putting this 
theory into practice at school is solved in three points: ``awareness of students'', 
``explanation by students'', and ``evaluation by teachers''. As a solution, we devised an 
educational design that enriches ideas through dialogue, and generated learning and 
evaluation activity plans. Furthermore, based on the proposed learning/evaluation 
activities, a trial lesson was conducted. In addition, we considered how to enrich the idea of 
instruction based on the student's response, such as the student's state and deliverables in 
the trial, and the description of the review, and modified the educational design based on 
the results. Based on the conclusions of the first report, the second report examines the 
evaluation. The research results of the first and second reports will be used as guidance and 
evaluation to enrich ideas through dialogue, and will be proposed as a concrete method to 
broaden and deepen students' thinking. 
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