
― 78 ―

自ら課題をつくり出す力の育成

～感性的な自己内対話の充実より～

西原有香莉

図画工作科の学習活動において，他教科 • 他領域との大きな違いは「感性」 を働かせるところにある。 その感

性は一人一人がもつ感覚で，個々に異なる。それぞれにもつ感性は，図画工作科における学びに留まらず，コミ

ュニケーションカなどの資質 ・能力を育むことにもつながる可能性をもつ。そこで，子どもたちの感性を発揮す

ると共に磨くことのできる題材開発を試みた。今回感性的な自己内対話が繰り返される素材として，形の試行

錯誤が可能なワイヤーを扱うことにした。活動過程で様々につくりだされていく形を目の当たりにした子どもた

ちは，それぞれの表現のよさを感じると共に， 自分が生み出している造形表現の価値や意味を見出し，形を細か

に調整するなどして自分なりの表現を追究する姿が見られた。それまでに習得した知識・技能を活用しながら個々

の感性の基に表現を追究し，自分なりの「表したいこと」つまり 「自らの課題」をつくり出し，造形的な表現の

探究する子どもたちの姿が見られた

キーワード ：創造性， 感性，対話，針金，ワイヤー

1 . 研究の目的
めまぐるしく変化し予測困難な現代社会を生き抜く

子どもたちに求められる力として，国立教育政策研究

所から 「21世紀型能力」が提唱された。この提唱に

は， OECDによる 「キー・コンピテンシー」や英国

の国一 ・スキル」など，教育の世界的な潮流が背景

にある。この提唱のもと学習指導要領が改訂され， 学

校教育においては，各教科の学力向上ではなく汎用的

な能力の育成が目指されている。しかし，この学力観

は，図工科教育における価値は生み出された結果（作

品）ではなく，生み出す過程にあるとしてきたこれま

で美術 ・図工の教育が主張してきたことと重なる部分

が少なくない。このような事実から，固工の教科とし

ての存在意義や独自性が弱まることが考えられる。図

工教育の独自性や他教科 • 他領域に転移する力， さら

に未来を切り拓いていく資質 ・能力を考えた時，やは

り重要になってくるのは「創造性」の育成だろう。

また， 他教科 • 他領域と芸術教育の大きな違いは「感

性」を育てるところにある。「感性」は人間の精神が何

かを認知する能力である。「感性」の認知としてのはた

らき方として，ふじえみつるは 「感覚レベルで差を感

じ取るというセンスのはたらき（センサー）から，そ

れぞれの異なる事象や分離されたものの間に通底する

ベースを感じ取る直観力，さらに人間同士の共感力に

至るまで多様な形態がある」 (1)と述べている。感覚レ

ベルで差を感じ取ることは，感受性ともいうことがで

き，磨かれることで細かな差異を感じ取ることにもっ

ながり，多様性を受け入れる力にもなると考えられる。

また，他者と共有できる共通の感覚をもてることが「感

性」としてはたらく時，二十一世紀型能力として重視

されるコミュニケーションカにもつながりをみせるだ

ろう。これらのことからも，感性を育むことは他のカ

へと広がりをみせる可能性があると考えられる。

図画工作科の時間の中では，子どもたちのもつ豊か

な身体感覚と素材や場 空間などの様々なことやもの

と出合いを果たし活動が展開されていく。子どもたち

が周りを取り巻く環境に対して自ら発想し，工夫して

活動を展開していく学びを実現するためには，絶えず，

目の前にある造形物に価値や意味を見出していくこと

が鍵となる。さらに，そのような活動は，子どもたち

がもつ豊かな身体感覚に支えられた感性を働かせるこ

とで展開が可能となる。本研究では，その過程にある

感性的な対話に着目する。感性的な対話とは，素材や

場空間といったあらゆる環境と子どもの柔軟な身体

が出合い，展開されていく感性的な関わり合いともい

える。感性的な関わり合いは，自己内で行われ， 言葉

にならないレベルで展開されていることが多い。そう

いった感性的な自己内対話に支えられ，子どもたちは

創造的に活動していくのである。この対話の充実が，

子どもたちそれぞれの「表したいこと」を見付けるこ

と，つまり， 自分なりの課題を見付けることにつなが

り，さらに，自ら学びを生み出す活動がより活発に行

われることになると考えた。

2 研究仮説
感性にはそれぞれの感覚による違いがあり，子ども

たちは目の前のものやことに対して異なる意味や価値

を見出し異なる学びを生み出していると考えられる。
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そういった事実から共感といった感性を育むだけでな

く，それぞれに違った価値ある学びを共有することで

多面的に物事を捉える感性を育むこともめざしたい。

図丁科において個々の学びは “かたち”に表れてい

るが，より共有するために，感じたことを言語化する

必要があると考える。個々の学びの結果ともいえる表

現物に関する言語での対話は，新たな学びや価値の発

見にもつながるだろう。また，自己の学びを言語化す

ることによって，感性的な自己内対話において感覚で

しかとらえられていなかった学びが明らかに認識され

るようになると共に自覚化が促され，活用可能な知識・

技能ともなり得ると考える。

上記を踏まえ，研究仮設を以下のように設定する。

感性的な対話を充実させることや必要に応じた

言語化をさせることにより，イメージの想像と創造

における探究力を育むことができるだろう。

3 研究内容・方法

3. 1. 感性的な自己内対話を実現する素材

本研究では，ワイヤーによる題材を試みた。ワイヤ

ーは，子どもの働きかけがそのままの形で保持され，

形の変更も容易であることから，扱いやすい素材であ

る。そのような特性から，「線材からの立体構成」のよ

うな造形活軌が行われてきたが，一方で，近年図画工

作科で扱われることが少なくなってきたような印象が

ある。その理由の一つは，立体としての表現をするこ

とが比較的難しいということが考えられる。しかし，

立体素材としての扱いにくさは，一方では「線材から

立体を表現する」ごとの本質にかかわる難しさであり ，

その難しさは学ぶべき価値でもあり ，魅力的な部分で

もある。

本題材では，アルミ線を用い，自在に姿を変える柔

らかな線と張力をもって張った時にみせる緊張感のあ

る直線の2つの特「生（素材の魅力）を子どもたちに示

す。そして，素材知験を積み重ねていく中で，針金に

かかわる造形の技法を発見すると共に多様に変化す

る針金を目の当たりにすることから，表現の可能性を

探り始めると考えた。

3. 2. 創造への意欲を高めるテーマ設定

造形のテーマを「ワイヤーの森」とし，それぞれが

思いついた植物を教室に造形する。ワイヤーの森とい

うテーマ設定は，それまで獲得してきた素材体験にお

ける学びの活用を促し，針金の特性を活かした有機的

な柔らかな表現を満き出すと考えた。更に，植物とし

て意味付けられることで，アルミ線のつくり出す曲線

のよさや光りの美しさを改めて味わうことにもなる。

素材に関する新たな気付きが，イメージを膨らませ，

“表したいこと,,への思いを更に深めていくことを予

想した。そして，自分や他者の働きかけにより教室の

風景が変わっていくことから，場や空間を変化させる

ことのおもしろさを感じることや自 らが創造者である

ことの自覚につながり ，創造への意欲が高まることか

ら，探究的な学びが実現できると考えた。

3. 3. 感性を育むカリキュラム

教科内では，1学期に，造形遊びを中心とした表現

活動の時間を多く設けた。本研究の対象児は5年生で

あることから，形や色がもたらすイメージを学ぶ混色

やが感覚へもたらす効果を学ぶことを目的とした活

動を意識した。例えば，絵の具で色づくりをする活動

である。その際色のもつイメージを感性と知性の両

面から認識することをねらい，つくり出した色を名付

け，自身のもつ色のイメージを言語化することも活動

に取り入れた。また，形の感覚に対するアプローチと

して，身の回りにあるもの（はさみや鉛筆コンパス，

家から持ってきたフィギュアや洗濯ばさみなど）をア

ルミホイルで包んだ“かたち”を組み合わせて抽象的

な形をつくるという活動も行っteeさらに，出来上が

った作品を，多方面から自身で鑑賞したり，他者の作

品を見合ったりしにこれらのように「形や色」を造

形的な視点で捉え自分なりの意味や価値を見出すこと

をめざした表現活動を行うことで，感性的な対話の充

実をねらった。

題材内では，造形遊びによる素材体験から立体造形

へと発展的な題材構成をした。造形遊びによる素材体

験の充実の中で体験的に素材の特質を学んでいく こと

で，後半の立体的な造形活動において，自分なりの表

現のより深い探究を支えると考えたからである。また，

自分と違った表現があることやそのよさを味わうこと，

そしてその気付きが自身の表現の広がりへ遠元してい

くことをねらい， 互いの表現を見合う場を意図的に設

定した。その際，国語科 「すいせんしよう」と関連さ

せ，表現のよさを言葉で記録していくことにしに感

じていることを言語化することで，感性と知性の両面

から，表現の価値や意味の実感を促すことにつなげる

ことを考えたからである。

4 授業の実際9単元の実際活動の実際等）

題材計画は，以下のようである。

単元計画 （全7時間）本時5/7

第1次ワイヤーで何ができるかな？

～甚本の技に挑戦しよう～

(j)ワイヤー眉人になろう!I基本IJ)技を使ってみよう）

どんな表現ができるかな？

Rワイヤー届人になろう I(新しい技を試してみよう！）

基本IJ)技IJ)組み合わせで，更にどんなことができるかな？
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第2沢ワイヤーの和吠粒ら眉がとんできた！？～

(j), ~. @りイヤーの森をつくろう ！ （本箭）

見たことのない植物を生やし，敦室をワイヤーの森に変身させよう．

＠不思乱な植物園鑑をつくろう

つくった植物の設阻書をつくろう．

＠ワイヤーの森の写真家になろう

店気1こ入りの鷹前やいいなと思うところを探して写員をl最ろう。 また， そ0良さを伝えあ店う•I

上記の第1次では，ワイヤーの素材体験を，「造形遊

び」的に学んでいく段階である。第2次では，第1次

で学んだワイヤーの素材に関する知識 ・技能の活用に

より，立体による「表現Jの活動の段階である。その

際の授業において見られた姿を以下に記述する。

4. 1. 素材体験と基本の技の習得

素材と子どもたちの出会いの場面である。ワイヤー

を見せた瞬間 「きれい ！」「早く触りたい！ 」という

反応が返ってきた。銀色に光るワイヤーの美しさや，

自在に造形できそうであることの素材の特性を感じ取

り，活動への意欲が早くもでていたようであった。

さらに，ワイヤーは“アルミ製’であることを伝え

ると，子どもたちの素材に対する距離がぐっと近づい

ていたように感じた。1学期にアルミホイルを使った

活動を行っていたことから「素材の特質を知っている」

という自信があったのではないかと考えている。アル

ミホイルの特質に関する気付きは以下のようであった。

rlしミホイti,

＊アルミは自由自在アルミはとてもやわら力いからいろんな

形に変身させることができる

＊まく時、軽くひっぱると、ぎ1いになって、ぎ1,(,¥にまける

ことが、こ⑬翠た分かりまし厄

素材とのかかわりの中で体険的にアルミの柔らかさ

を捉え，引っ張るとすぐにまっすぐになり，何度も形

をつくり変え可能な試行錯誤できる素材であることな

どへの気付きである。

そのような経験をした上での第1時である。アルミ

線は，直径 1.

6mmのものを約

2mずつ配布

し，基本の技法

を提示した。提

示したのは，「ま

げる」「ねじる」

「まきつける」

「つなぐ」「とめ

ど尻）る

る」の5つであ 図1 基本の

る （図 1)。“基 抜却）掲示

本の技法"は，

技法の組み合わ

ねじる

せや工夫次第で新たな表現を生み出していく ことがで

きそうなものに絞っている。その基本となる 5つの表

現技法の習得や造形技能の向上，アルミ線の特質を体

験的に獲得していくこと，造形表現の更なる広がりを

ねらった時間である。

活動の開始直後，基本の技を忠実に試す姿が見られ

た。図 2は，鉛箪にアルミ線を巻いて「まきつける」

を試している姿である。アルミ線をすき間なく巻き付

けることでバネのようなものをつくり上げ，いくつも

つくつていたことから，バネの形状をしたアルミ線の

美しさを感じ，よさを見出している様子が確認できt;:.,

基本の技の中で 「つなぐ」の技法が難しいようで，

うまく鎖のようにつないでいくことができず苦労して

いる姿が多く見られた。

図2 「まきつける」を試す姿

その中で，つないでい

＜輪を図 3のようにね

じって閉じずに，「つな

ぐ」を成功させている子

どもがいた。これは，ア

ルミ線の 「形状を保拝fす

る」という特質をうまく

生かした技法であると

考えられる。

また，「もっと細かく

ワイヤーをつないでい

きたし」ヽ という思いか

ら，固1や因3のような

「つなぐ」に限界を感じ

ている子どもがいた3 そ

のような子どもに，S字

フックのようにつなげ

ていく方法を伝えた3 そ

の子どもがつくった作

品は回 4のようなもの

である。初めはつなぎ目

部分をきっく締めてい

たことから，アルミ線同

図3 「つなぐ」表現1

図4 「つなぐ」 表現2
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士が固定され連なっていた3 しかし，つくり続けてい

く中で，S字を少し大きく曲げて余裕をもたせること

であそびが出ることに気付き，鎖の様にやわらかにア

ルミ線が連なる表現を成功させ，新たな「つなぐ」の

技法に磨きをかけていた)

上記のように 「つなぐ」に自分なりの工夫や気付き

を加え変化させていったように，時間の経過とともに，

基本の技法をそのまま再現するだけでなく，技法を組

み合わせたり，新たな技法を生み出したりする姿が増

え，表現の広がりが見られた。

4. 2. 自分なりの表現に向けた新たな表現技

法の模索

前時では， 自分の し

てみたい基本の技法を

誤姿や自分なりにエ

夫を加えて表現活動し

ていく姿は見られた

が，全体的に試行錯誤

が個人の活動で止まっ

ている子どもが多いよ

うな印象を受けた。

個々の表現活動の追究

はできつつあったが，

表現活動の広がりはあ

まり見られなかったの

である。そういった現

状から，表現活動の広

がりに向けて協働する

ことも視野に入るよう

に，第 1時の後半にで

てきていたたくさんの

技法の中から，いくつ

かヒ ッ゚クアップして提

示した。

まず提示したのは，

第1時で苦戦していた

色々な「つなぐ」技法で

ある。色々な大きさの

輪をつないだもの（図

5), 図3にも挙げた輪

を閉じるだけでつない

だもの（図6),さらに，

「つなぐ」と「ねじる」

の合わせ技でつないだ

もの（図7)である。

また， 自分の表した

いことをもち始め，そ

れを実現するために，

基本の技を活用し始め

ている子どももいた。

---図5 「つなぐ」表現3

-ヽ
・.... ; 
io,i; .. 

図7 「つなぐ」＋「ねじる」
表現

これらの作品は， 表したいことに対する技法の有用性

を感じることができると考え，提示した。

初めに紹介

したのは，「ね

じる」をつかっ

て「ねこ」を表

現 していたも

のである（図

8)。図8にお

いては，アルミ

線をうまく曲 図8 「かたどる」表現

げることで具

体的な形のシルエ

ットをつくること

ができていること

から，「かたどる」

という新たな技法

として表現を位置

づけ，紹介した。ま

た，同じふたど

る」をしている表

現として図 8も提

示した。図9に関

しては，「かたど 図9 表現方法雌且み合わせに

る」によって星を よる表現

つくりだすと共に，「ねじる」 「つなぐ」を活用しクリ

スマスツリーに飾るオーナメントの様な，つるすとゆ

らゆらと動く表現を生み出していた。

最後に，図 10のような表現を紹介した。図 10を

つくり出した子どもは，アルミ線を十字に 「とめる」

ことで，立体の表現を生み出していたのである。

図10 「とめる」ことによる立体表現

この表現を知ることから，アルミ線を線材として扱

い平面表現に留まることなく，立体表現もできる素材

として，アルミ線のさらなる造形素材としての可能性

をさぐることへ向かってほしいと考えたからである。

上記のような表現を紹介した後，新しい技を試した

りつくり出したりすることをめあてとし，活動に取り

組んだ。また，第1時を終えた時点で，もっと細かな
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表現をしたいと考えている子どもが多かったことから， また，図13のような 「花束」の表現を完成させた子

第1時で用意していたアルミ線に加え，直径 0.9nrn1の どもがいた。

アルミ線も与えた。活動開始直後まず見られたのは

図11のような様子である。

図11 「とめる」の技法を共有する姿

図 11の右にいるのは図6の表現を生み出した子ど

もで，左にいるのは図 9の表現を生み出した子どもで

ある。これは，左の子どもが「つなぐ」の方法を聞い

ている場面である。左の子どもは右の子どもから実際

に「つなぐ」をつくつているところを見せてもらい，

納得した表情を見せ， 自分の活動に入っていった。そ

の後図 11中の左の子どもがつくり出した作品は図

12である。固9と比べると同じ大きさの輪が連なり

「つなぐ」の部分が伸ばされゆらゆらと動く部分が長

くなっていることと，星形は三角形を組み合わせるこ

とでより複雑な形へと変化していることが分かる。星

の部分は，三角形を細いアルミ線でくくりつけること

で固定されていることも確認できる。図 11の作品よ

り表現が複雑化していることから，図 12を完成させ

るまでに多様な技法を習得し表現に活用したことがわ

かる。そして，表現には，図 11の場面で獲得したと思

われる技法が活用されていることから，協働的な活動

によって表現の広がりがあったといえる。さらに，第

1時での表現

と大きな変化

はないものの，

細かな部分で

表現の発展が

見られたこと ，

からは，自分な ＼

りの表現に価

値を見出して

いたことや，自

分なりの表現

に対する思い

を深めながら

造形活動して

いたことが感

じ取れる。

図12 第2時で完成させた表現

図13 花束

その表現を見た子どもが「すごい ！」と声をあげ，

その声を聞いた子どもが周りに集まり出し，図 13の

表現に顔を近づけてよく見たり ，制作した子どもに方

法を聞いたりし，多くの子どもが同じ表現を試し始め

る姿が見られた（図 14)。

図14 友達の表現を試す姿

こういった姿が広がり始め，友達と表現技法につい

て対話する姿が増えていったことから，協働的な活動

により表現の幅をさらに広げることができるという実

感が，子どもたちの中に蓄積されていったと感じてい

る。授業の終末には，友達の表現に着目し，「今日のす

いせん作品」を見つける活動を設定した。友達の完成

させた表現のよさを見つけ，図エカードに記録する（図

15)。

固15

この時間の設定により，活動途中では見ることがで

きていなかった友達の表現を知ることができると考え

たからである。また，この記録は，国語科の「すいせ

んしよう」の単元での情報収集のプロセスで扱った。
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4. 3. 習得した知識・技能の活用による表現

活動

前時の図エカードにすいせん作品として紹介されて

いた表現の中で，何名にも選ばれている作品があり，

子どものコメン ト共に紹介した。子どもたちが見つけ

たよさの中で，新たな表現技法として分類できるもの

は抽出し，新しい技として名前を付けて伝えることに

しt~ そうすることで，全く違ったイメージのものを

つくり出していく際にも活用できる表現の技法として

捉えることができると考えたからである。新しい技法

としては，「うずまき（図 16)」「からめる（固 17)」

「まきつける（固 18)」を紹介した。

図17 「からめる」表現 図16 「うずまき」表現

図18 「まきつける」表現
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前時から紹介してきた表現は，アイテムカードとし，

いつでも見て活用できるように掲示した（図 19)。

杢が吐9叫遵翌歿遷ヨ応雹砂

図19 アイテムカードの掲示

子どもたちの活動や，生み出されていく 表現の多様

さから，それぞれのアルミ線に関する造形技能の蕎ま

りや表現技法の獲得ができてきたことが感じられた。

このよ うな実感から，第2次の立体的な造形活動に移

っていく ことが可能であることを確信した。

また，前時の図エカードに図 20のようなコメント

があった。図 20で紹介された作品を制作した子ども

は，花をつくっていて，鑑賞時間の際にその花を筆箱

に差し込んでいたのである。このような表現をきっか

けとして，図エ室にワイヤーの植物を生やし，ワイヤ

ーの森へと変化させていく造形活動を子どもたちと共

有した。

子どもたちは図工室のどこに植物を生やそうか考え，

場所に関わっていくことを楽しんでいる様子であった。

表現の特徴としては，前時までに医 13の様な花の表

現を試していた子どもが多かったことが影響し，花を

造形する子どもが多く見られた（図 21)。

き
． 

E塁
~ 

m
 ビ .. ．、

図21 図13の表現を基にした花

また，植物を生え伸ばす場は，机やいすの柱が多く

選ばれていた。（図22)。

活動が進んでいくにつれ，植物の表現にも広がりを

見せ始め，図 22にも見られるような作品や葉のかた

ちを丁夫した作品（図 23),花だけではなく実を付け

たりしている作品（図 24)も増えていった。
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図23 葉の表現を工夫した作品

であったが，少し眺めた後ラジオペンチの先の細い

部分を上手く使って，花びらを外向きに曲げ，柔らか

に開いている表現を生み出していた。まるで，職人技

のようにペンチを扱い，繊細な表現を生み出していた

のである。これは，それまでに獲得してきた素材や道

具に関する知識 ・技能が発揮され，自分の 「表したい

こと」を実現しようとしている姿である。その後も，

花びらの曲げ具合を何度も微調整し，作品を完成させ

ていた。そして，完成させた後どこにその植物を生

やそうか教室内を見渡し，思いついたような表情を見

せ，作品を固定しに行く姿も見られた。これらの一連

の姿から，この子どもなりに 「いいな」と思う表現が

あり，その自分の感覚に従ってワイヤーによる表現を

試行錯誤し，納得のいく表現を追い求めていたことが

わかる。何度もつくり変えが可能であるワイヤーの素

材の特性や，素材体験を十分に行った題材栴成が，作

用した姿であったと考える。

図24 実のある植物の作品

5 授業の考察

5. 1. 感性的な自己内対話による個の探究
図工室への造形であることから，多くの子どもは席

を立ち，植物の造形をしたい場所に行き，ワイヤーを

その場所に固定したりさらに付け加えたりしながら活

動していた。その中で，ある子どもは，席に座り，黙々

と造形していた（図 24)。

曇日
図24 個の探究の姿

指先でワイヤーを扱い，小さな花の束を作っていた。

はじめ，その花の花びらはまっすぐヒ°ンと伸びたもの

5. 2. 個々の感性の違いが生み出す学び
植物の造形をする中で，図 25のように吊り下げら

れた作品を制作する子どもがいた。そのような作品を

目の当たりにし図エ室の天井は金網となっていること

に気付いた子どもたちから，「上（天井）から吊り下げ

てつくつていきたい ！」という発言が出始めた。天井

から吊り下げる場は教師から提示する予定であったが，

このような発言がでてきたのは“ワイヤーの森’とい

うテーマがもたらした効果であると感じている。“森'

という言菓は，

造形の場を自ら一

広げるために作

用するととも

にまだ発見さ

れていない植物

があるかもしれ

ないという思い

を誘発し自由な

形態の植物の造

形活動につなが

ったと感じてい

る。

ワイヤーをどんどん教室内に張り巡らせ，友達の張

ったワイヤーとつなげ，造形の場を増やしていく子ど

もがいた。しかし，場をつくるのみに留まるのではな

いかと思い，観察していると，やがて，その張り巡ら

せた場に，植物の造形をはじめた（図26)。

図26中左の子どもは，図 18の表現を生み出してい

た子どもである。図18での表現や「つなぐ」の技法を

使い，図 27の作品を生み出していた。この作品から

は，これまでに自分が生み出した表現の価値を見出し

たごとや，異なる表現のよさを感じていたこと力汁云わ

る。それは，自分自身で価値を見出していただけでは

,,, 

員

図25 つるす作品
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なく，友達からも「すいせん作品Jとして表現のよさ

を言葉で明記されていたことが，自分の表現に自信を

もつことへ繋がっていたのではないかと推測する。ま

た，「つなぐ」も葉の形をくさりのようにつないでいく

表現をしており ，友達の表現の中に 「つなぐ」を基本

として，新たな表現を生み出していた友達がいたこと

から，「つなぐ」の表現方法に応用の可能性があるとい

うことを感じた学びが作用していると考える。

図26 造形の場を広げる姿

以上のことから，“ワイヤーの森’というテーマ設定

が，子どもたちのもつ豊かな感性を刺激しダイナミッ

クな活動を誘発したと考える。そのような活動により ，

互いの表現活動を自然に鑑賞しあう場ともなり ，互い

に表現に関する刺激を与え合いながら活動することに

つながっていたと感じている。

図27 図18の表現を基にした作品

6. 成果と課題

本研究の最も大きな成果は，一人として活動がとま

っている子どもが見られなかったことである。それは，

個々にある植物のイメージを実現できるための知識・

技能が，それまでにある程度培われていたことや，異

なる感性をもつ友達の表現活動が常に見える場であっ

たことの効果であったと感じている。また，つくり出

していた表現はそれぞれに個性的で，似た作品がなか

った。それは，共通でありながら表現の自由度が高い

テーマの設定や，国語科と関連させた表現に関する言

語化が，自分では気付かなかった表現の価値や意味の

実感を促したと感じている。

しかし，図画工作科における学びをより豊かにする

ためのカリキュラム ・デザインがまだまだ弱いことが

反省点である。未来の社会は， AIの技術がさらに生活

の中に活用されていくだろう。そのような社会の中で，

創造性はますます重要な資質・能力となってくる。図

画工作科の独自性を明らかにするだけでなく ，他教科・

多領域とのつながりや相互作用について，研究を続け

ていきたい。
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