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工作教育研究に関する一考察

佐久間 敬（難溝教諭

嘩．はじめに

　鐸年・一締隼の二年にわたって私は，葉群にも

仔｝達震暮桑新舞下立醸芳ノ卦学季交の饗職教育　「騒遜二£｛繁

科講究」にまぜていただくことができた。たくさ

んの鱗究授業も参観することができたし，その購

究会にも参擁できて本当にいろいろ勉強きせてい

ただいた。

　公立校における靉靆工作科の羅究はどのように

進めればよいのかとか，授業実践を遇して指導法

の一つ一つを韓韮かめていくこと力試大受雰であること

など教えられたことも多かったが，それと瞬時に，

工作教蕎馨華究を進めることの大変さとか，工1艀…教

畜の今後の課題など，美徳教蕎に携わるひとりと

してこれから考えていかな縁ればならないたくさ

んの課題についても提起されたのであった。

　醗究にまぜていただいたことへの感謝の気持ち

を表すためにも，ノ卦学校現場1こおける工作教；壽覇1

究への取り緩みの実態を分新し，考察できることを

まとめておきたいと思う。そしてできれば，小学

蓄交の先生を目指そうとする学生のために，大学に

おける■卦学垂交譲程の教育言葉程をどう塞霧威しヲ乞実さ

せていったらよいか，そのための一資料としても

役立たせたいと思う。

2．小学校にお纏る工作教欝醗究

　　一醸芳小学校の場合を中心として

　／参　麟錘嚢工作教鳶：醗究に取鯵緩むことになるま

　　で
　醸芳ノ歪、学季交の現職教育春葺2竃として騒露二£｛乍零薯寿ぜ

取り挙げられることになったきっかけ1ま，東馨と造

形硬窒大会であったと書ってよい。昭穂総年度の大

会の当番集がたまたま福島察であったことであ穆．

しかも寮内で毎集実施されている察透彫教奮醗究

大会の盛番地籔が票龍地鍍，さらに醸芳小のある

律達駆がその瀬番であったことが，そもそもの始

ま弩である。

　醗窒大会の会場校が決まるまでぴ〉遍程は，文藻

省蔓妻定の養葺究校を決める場合でも，その勉どんな

教科の場合でも決まったルー勘はないのであろう

が，その餅究毯体の本部と会場校の饒補に挙げら

れた学手交との言毒し合いによる醸1者の会・意で漢定さ

れる。大きいといわれる大会の場合．これまでの

｛灘が示すように，その教孝薯を専門とする校長の学

校に落ちつくことが多いようである。醸芳小の場

合もその夢彗夕参ではなかった。察教育雰の中老塵勺な

立場というだけでなく，隠縫工葎教蕎の指導的立

場にある方が醸芳心の校長先生なのである。今癒

に眼らず，あの校長先生1こ弓捲受けていただけれ

ば充実した醗究大会にすることができるというわ

けであるから，当然と害えば当然なのかもしれな

も㌔　しかしこのことは！，欝究季交を決定する際の望

ましい一要霞とはなっても，決定的な要麗とはな

り得ない。今罎の場合も参考にしながら，講究校

になり得る要纒をまず探ってむこう。

①教員の構絞と資質

　窮達のように，校長の専門教科が郷であるかも

大きな要露とな辱得るが，それ鍛圭に重要なのは

その学蓄交の教職暴の構成1にあるように思える。そ

の教零誓の藩究を進めるにあたって中’むとなって取

り緩むことのできる孝愛員の存窪iま，　大郷な条で等と

なろう。現職教；壽主任として企露力をもって講究

推進にあたれる教舞，　さらにその教科の主任とし

て羅究の方陶，内容について深めることのできる

孝嚢員等の才香躍カデあって肇謬めて，　よ吟発実した春胃炎

が橿i進されるからである。

　これらの教員の存在と講むように重要なことは：

全教員の構成がどうかということである。つまり

教科の藩究に立ち海かうための協力態勢ができて

いるか，さらに，講究への意欲をもった教員で綴

織されているかということである。

②これまでの講究歴

　これまでの校内爾究の取り緩みがどうなされて

きたかということも，これからの硬魔への取馨緩

みを考える上で重要な参考資料となる。教育醗究
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の内容，進め方はいろいろあるにしても．小学校

現場における誓聖究は案践を通しての講究であ琴，

その点で1塞基本嚢勺1こ大きく変わるもグ〉で1まない。

これまでの羅究が意欲的に推進きれてきていたと

すれば，教科が変わっても今後の講究は大いに鱗

待できるということになろう。

⑤　その飽の要灘

　その｛毯として，学校規摸．交通のず爽，』｝算的な

裏惹けなど，諸々の要灘が挙げられる。特に，馨

露二£｛撃壌芽の場合臨一番頭を盤燕ませられる（乃1よ予算錘

のことであろう◎

　以上．醗賓校にな鞭得るためのいくつかの饗膳

を挙げてみたわけであるが，最季冬的には校長を鱒

めとした全教最の意志の一致があって講めて決定

を見ることになる。

　（婁　テーマ蔚設定について

　醸芳小の場合，その藩究テーマは，繋小学校教

脅懸究会の麟露工作科のテーマ「造形表場の嚢び

をいっそう深く味わわせる詣導はどうずればよい

か盛が揚げられることになった。

　県小教醗図工科のテーマは，その部会の羅講究

委員の作歳によるもので，それ寿澤桑定されるまで1こは

緊教育委舞姿鮨導主事，県小数藁葺図工部会の役鑓

の季諺導の下で充分1こ練シ3数iデられるという遷程が

踏まれる。全寮にわたる麟磯工作科教育講究の総

括的なものであるだ酵に，え棒でやや独象的な表

境にならざるを得ない力婁，　これまでの馨箸廉：経遜を

しっかりふまえた，そして今縫的な課題に晦けて

の一・つの方韓華寿ご示さ才しるという点で意翼濠はある。

各地籔，各学校では，緊テーマを受酵てそれを具

｛奉化して実験硬究に取をラ緩むという流れになるの

だが，それがなかなか巽イ奉建できないまま1こ逮垂ぎ

てしまうというきらいはある。察テーマ魯解護を

受けた各地麹の講究鑓が，夏1分の地籔の集会で報

告し灘嚢の共通理解を図ろうとするのだが，その

遅解は様々で，よく理解するまでにレ2隼もか

かってしまったり，また，護毎次講麺の最終年次

の協議会でテーマの解親について議論がかわされ

るという穣態になったりした醗窪もあった。大醗帯

であるという綴織の大きさからくる■まむを得ない

瞬題と謡えばそれまでだが，テーマを受隷乏める

縷叡：問題がないわけではない。　tから与えられた

もので，ついやらされるという意識が購き，今騒

の麟にいる子どものためにどうしたらよいかとい

う，積極的な羅究への取鞭緩みができないことと

蓄憾2奪糞舞

か，飽教幡導，勉領重或の季交内業馨捧葺究を掩え，それ

に撰奪えて騒懸』工作奉｝を玉探静挙1デる程の余裕がない

ことなどが挙げられよう、、

　テーマを設達するにあたって醸芳小では，校内

での協議を重ね，次のような醗究搬題を設定する

ことにな一）た．これまでの醗究実践「鋳操教奢の

探求と本校の学費蓄善導訂麟作慈愛」　をふまえ，露華交

の子どもぴ）実態の分析，発展として取り組むべき

瞬究内容の鹸討などからの先生方の意向を築約し

た結果：であった。

醗究主題 　醗露工｛乍稽・における学習ま善導欝‘

麟の故善

一造形表現の喜びをいっそう濃

　く辣わわせる指導一一一

主懸設定の理繊

（》　教育課程1叢書のねらいに難して，籍指導

　要鎮に基づく指導謎麟を総絞し，教育課程

　を実施していくにあた葦），麟1戴茎二作科の挺一

　う役麟と，造形教畜のあ鯵方について酸め

　て原点に立ち返って嚢畢究する必要がある。

　　これまでも，懸遜工作科の譲標とすると・

　ころ1ま，鰯造的な造形諸能力を舞1こつけさ、

　せるとともに，美的馨露華を養うことを標牽謬

　しながらも，瑛場においては，いたずらに・

　程度の諾い表現活麟を求めたり，蠹毒誕露，

　；が1イ｛聾琴弾窪なままに婁受業力誓テわれ，圭豊形菖萎霧髭

　内力豊一1一分舞につ諺させられなかったりする

　などの羅題点が少なくなかった。

○　莞童は本来，かいた弓作ったりするとい

　う造形活動を好み，子どもな誇の発想で糞，

　康に表麗し婁びを味わうものと考えている。、

　こうした一子・どもの必然蠧毒な金宝求を大饗ζこし，…

　違重形～霊動の特徴である毯や形に藝1謹を緯藝手さ

　せ，翻意工夫をこらしながら手を使って作．

　弩齢す活麟を十分にさせていくこと・を通し

　て，ひと弩ひと鯵が学習に耕して満廷感や

　売実感を羅朱わえるような指導をめざしたい。

　　　　　　（　多気　　一ド　　蟹各　　〉

　漿テーマのめざす方講と，窃分の学校み醗究実

践の流れとをうまく鞍合させた彫での主題設定で

ある。そしてその背景には主題設定の蓬密にもみ

られるように，今現．場で麟｝をこそしな哮ればなら

ないかという実践驪龍の重要な内容が癒羅づ諺ら
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れているように思える。それは，窪校の子どもた

ちに対する教育課程の案銭へ陶1ナての具体髭とい

う課題であ弓，害い換えれば，毎曇の授業一騎寺翼

一環寺霧を充実するための学習指導をどう進めれば

よいかという，本当に具体的レベルでの授業充実

のための課題であると替えよう。

　指導要領が示されると各小学校では，それに基

づく各教科の学習指導譲遜を作蔵し，匿3々の授業

に臨むことになるのであるが，全領球，全教科に

わたっての纏密な巽毒導計莚錘を，　一一ノ卦学業交で毒虫霧1こ

窪讃することは，購羅校などの擁外1まあるにして

も，　一一霧幾の玄＞三菱季交で1ま不再麟墾こ髭重も》。　したカまって

広地域力華ナキュラムという形で，部とか薦挙縫で

その地1えの子どもたちのための学習詣導計露が｛乍

歳されているというのが現実である母たとえば渠

北弛緩の場合，編轟毒地区で作蔽1きれた各教科の

学習指導計麟が．僻遠，安達まで食めた■三池籔の

全小学蓄交で髄灘されている案態である。そのよう

な中にあっても，やはり理想的1こは，各校独霧の

指導誕縫が作暖きれることであり，そのために各

学校で1まヂ学習指導講露1の糞校建」　を豚重るべく「学

欝巽繁華誹纒改善のための実践纏講究」が進めら

れることになるわけである。

　これまで鋳操教育の醗究に取り組んできた醸芳

心では，萌年度のうちに，全教費の露己欝修を深

めるという形で，学雷交種衰の藝羅露1工｛乍零等笠鉾欝多義導

蔑舞覆のぞ乍絞1こあた一）ている。各題季孝，一饗寺懇一考寺懸

の舞鐘導露量麟｛乍簿斐の中で，あの資料この蜜養毛と，蒋夢斐

駿薫1を餐里裏されてトいる先生とはいえ，もともと図遜

［鐸を韓1際としていない先生がほとんどであるのだ

から，その驚労1ま大変なものであろう。多忙な毎嚢

の学校生活の中にあって，i隼から6年までの翻

懸工作科学習指灘言f露1舞絞の作業が進められたわ

けである。

　そのような憂摯究経過の垂二に立ち，その密旨導謙露

をよぎ｝充実したものにするために，そして今の子

どもたちに造形表現することの喜びをさらに深く

味わわせるために藩究を深めていこうという全教

鑓の顯いが，蔚掲グ）ような醗究テーマとなって集

騨｝されたのであるe県テーマを幸嚢極約1こ受けとめ

ていこうとする先生方『の意診次的な構えがうめ・がえ

るところである。

　／3）　実践嚢讐養葺究の震琴舞

　はじめに，醗1究がどのような形で進められたか，

その撮要を1凝窪介したい。

　醗甕内容と方法

①醗究計態
　G　第一集次（昭鵜弱年賜

　　　　　絵で表す，造形的な遊び

　○　第二年次（昭秘56隼慶／

　　　　　立体で表す，陸う嶺，のを（デザイ

　　　　ンして／つくる

②内容と方法
　ア　購隼度に作成した学習指導計露の弩標，

　　内容（題赫雛発も含めて1を跨昧して，

　　本校発童の実藩を生かした指導謙遜であ

　　るかどうかの検証をする。

　イ　授業覇：突を通して，造形表現の喜びを，

　　練わわせるための指導のあ等方と，造形

　　的な製造活嚇の基礎・基本を培うための

　　振導（材料，驚異の発達段購に騨した指

　　導〉のあ辱方を1究醸する。

　ウ　学習指導要領，幾導書（文部省，教科

　　書会縫〉，その纏の文献による理譲羅究を

　　進める。

　工　資料集や馨遜工作学翼の墨びき（聲童

　　海隷，教締鶴舞〉の｛乍威をすすめる。

　オ　授業覇賓推進のために抵串嘉ブロック

　　ごとの蘇究テーマを設定し，醗究主題に

　　せまる、、

　　○　低学年　　ひと弩ぴとりに楽しくの

　　　　　　　　びのびと表現させるための

　　　　　　　　捲導

　　○　中学隼一一ものの見方や懇繰力を青・

　　　　　　　　て，　生き生きと表現させる‘

　　　　　　　　ための指導

　　○　轟学年一主題を明確にし，表現を

　　　　　　　　二亙夫させるための蓋窪導

醗究紹織と醗究推進内容

①　全体醗魔綴織

1雑多｛雛馨［篇

②　各部の任務漫び捲当者

⑤　授業羅究の具体謙遜

（略／
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ア　教蕎醗究部，騒工部，各捲導部幾の密

　接な連携のもとに羅究を謙遜し推進する。

イ　授業硬1究は，ブロック養弄糞と全体覇甕

　に分けて行う。各学隼とも全体爾窒i学

　級，ブ獄ック購究2学級とする。（醸芳学

　級は低学年ブ冒ックに入る。／

ウ　授業醗究の方法は，藩年度まで進めて

　きた授業羅究で培ってきた手法を改善し，

　その実績を生かすように努める。

工　授業改善の視煮に立って，子どもを生

　かす一喜びを感じきせる一授業の構
　想を主鰻として授業案（指導訴錘）の聲…

　成を行う。

オ　授業醗究の手顯を次のようにする。

　　授業案の繹綾1（授業者）一一一→ブロック

　醗究（校長・教頭，教育麟甕部／一→事

　羨爾究会（全体〉一授業一事後爾究
　（ブ蟹ック・全体／一→事後羅究の記録要約

　・郎麟醍姦

　以上の資料から，麟究実践がどう進められたか

が大よそ理解できるが，具体的な講究実聾斐の場面

なども紹介し考察を綴えながら述べてみたい。

①授業を土俵とした，授業からの欝究

　まず，葦葺究の土俵青書あくまでも授業の場であっ

たことを挙げたい。醗究という名の下に簿かをま

とめたり発表会をもったりしょうとするとき，そ

れが実践的に進めなければならないものであって

も，つい遷論的砥1究に振り翻されてしまうことが

ある。理議｝薄書先達りし，理論に合わせようとする

実践であったり，理譲のレベルで右往左往し，実

鍵蔓のレベルまで具｛本｛とされむまいであったりするσ

あるいは1，｛毎か新たな理議｝を構築しなけれ1まとい

う意識が醗究の喜敏蚕に押し出され，実践そのもの

がお・ろそかにされがちであったりする。

　現場における覇：究は，当然のことであるが，授

業を中・むとした実餐莞薮葺究でなければなるまい。そ

の意味で醸芳心の醗究が，現場における実践的鱗

甕の一つのあり方を承しているとは害えまいか。

　徹底して「授業から墨発して授業に返る」とい

う轟音究の進め方がなされていることである。その

遷程では，理論的にはどう解毅できるのか，なぜ

そう考えるべきなのか，その鯉譲的裏付けが舞で

あるかを調べるための文離硬究による確かめがな

されるが，　それをもう一度授業実践を逸して蚕窪か

欝書2年蘇露

なものとする実餐葵蒼蒼究の手法寿ずとられたのである。

ある学級での雲霧葵，そこから隻まれた疑翼，問題

点についての講究，そして次の学級でみ実践とい

うように，瞬題誘による数学級でめ授業を通して

一つ一つを確かめていこうとしたのである。

　したがって「造形表現の馨1びを瞭わわせるため

の方策3として挙1デられた，　魂っの養野饗！の方麟も

老爽して被象嚢勺なものではなく，影授業」に餐養準を合

わせた具棒的な難業の観点を示している。

造形表現の喜びを裸わわせるための方策

①　題材’の欝標を明確にする。

⑫　鰯イ毒する活i勤を具｛本｛とする。

⑤　習得させたい基本的事項を瞬確にする。

④ひとりひとりを生かす｛翻彗指導を重擬す

　るG

　簿のために，簿を，どうさせたいのかを精選し

明確にさせて，授業に取り緩もうという，極めて

基本的な．授業レベルでの課題から畠発している

のである。

　このような講究の進め方は，新理譲を打ち立て

ようとしたり，遅講的にすきのない醗究としてま

とめようとしたりするもので1まなく，その意味で

1ままったく地無表とも言える舞茸究の進め方であるわ

酵だが，「授業雌に焦点をあて，馨々実践されてい

る学習掻導において生ずる疑闘点，問題点を解消

することによって．子どもたち…人一人に確かな

学欝の成立を顯う軟膏現場の課題に，真歪面から

取り組もうとする醗究であろう脅

②子どもを知ることから

　ジ授業から畠発して授業に返る3という羅究のあ

り方は，言い換えるならば糞子どもから出発して

子どもへ返る」という教官の原種を基盤とした羅

究の進め方であると害えよう。

　醸芳心では，授業実践を進める遜程で，まず「子

どもを簸る」ことが大燐だとし，次のように述べ

ている。

まず，子どもを惣ること

　子どもの意欲を育て主体的に表現する子ど

もへと育てていこうとする時，まず，子ども

の屡犬態それも子ども懸々の壕衰態をよ尋確実に

はあくすることが大事である。つまり，子ど

もは今｛羅を求め，どんなことに興味をもって
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いるかということを教1壽は絶えずつかむ努力

をしていかなければならない。

　子どもの遊びを鋭く漏察し，そこから題材、

を弓1き戯す工夫をするなどの努力，そして教，

麺が共感をもつことを子どもが簸ることで表

現意欲はうんとかきたてられるものである。

　　　　　　（中　　　略／

　そのためには，瞬時も発進さない教締の鋭“

い観察が必要である。子どもが軽きでや一）て

いるから大丈夫であると，手をこまねいてい

るところがら1ま，主体的に，震的をもって活

麟する子どもは生まれてこない。

　　　　　　（以　下　略　）

　子どもを薙るための具体的な作業の一つとして

まず，「全晃童に録する実態護1萱3を行っている。

図露工作科についての保護者の関心度，麗童の興

糠関心度，発童の表碗態度と意識，さらに教麟に

重重しての調査も実毒鬱し，広い茎髭点寿・らi絶童の震態

を餐駐重麗しようとしている。これる・らの餐鳶彗璽二［二群三軍導

教1育のあ辱方を探るための資料としても一襲璽なも

のが得られている。たとえば，「麟露』工作の勉強

で響簸が好きか」の調査では，全学年を通して盤上に

よる掌鷲を第一…に挙げ，長二学年生では次に木による

一［／乍’掌習を挙げているというように，詳しく分擢して

みたらおもしろそうなデーダが得られているが，そ

れらはいずれ役立たせていただくことにし，今圏

はふれないことにする。

　子どもを知るための方策としてのもう一つは．

題材蓄衰導にあたっての誇備調■査である。技能的な

藪での実態を捲握することを茎三なねらいとし，瞬

時に，造形への感覚，態度などの表現力の実態も

できればとらえようとするものである。　i年「げ

きのお藏」警吏うものをつくるうの蓄篶導にあたって

事藩調査されたものとその結果を憲霧介したい。

　○　霧や霞を一本線で表してしまう。

　○　怒っている子の鐸がつ馨．とがることに

　　気づいている子は多いが，笑っている顔

　　と泣いている顔の違いにはあまり気づい

　　ていない。

　○　鼻は，みな購馨ようにかいている。

調査2　羅・鼻・縫のかいていない熊の絵を

　　　与・え，お露の鼓の穴を羅けさせる。

調査結果

　〈曇の佳麗について〉

○
○
○
○

顔にあて確かめながら切った者…8人

§らしも謡講権二葬霧をつけてから・・一一ii人

麟をつけずに湧つた者……………i3入

や弩方がわからなかった者………3人

奪蓼馨ぬき方について〉

○　紙を獅って綴った者……一一・・…雌

○　はさみの先で穴を開静てから……

G　わからなかった者一一……・・…

〈隻数溺〉

GO
羅がくっついた

o O

離れすぎた

○○

大きすぎた

O　O

位置がずれた

　璽卑碧げきのお面」実態調査

　　　（蓼欝，羅ll歪講騨に絢

調査亙　のっぺらぼうの顔を与え，笑ってい

　　　る顔，恐っている顔，泣いている顔1二

　　　見えるように，醤・葬・霞をかき入れ

　　　きせる。

旨調査結果

　・○　醤・鼻・口を小さく子が多い。

25人一

7人

3人

　事前の実懇調査は，その題材で重点的に習得さ

せたい事項にかかわって，ぜひとらえておきたい

子どもの実態を，多くとも2つの醗燕に絞って調

査し，その結果をふまえて振導にあたることによ

り，より充実した学習を贋購させようとするもの

である。その時覇のポイントともなる内容にかか

わる一人一人の苧どもの実態がとらえられている

わけであるから，その髭導の手だて，方策が段欝

に感じて，あるいは綴に繕じて具体化され，よ辱

適確な指導の手が差し簿べられることになる。

　麟遠のi隼「げきのむ面」の授業では，事蕾の
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実態調査をふまえて次のような展鰻となった。

1隼「げきのお面」学習の展麗

i．いろいろな表構の顔を見て，学習のねら

　いをつかむ。

　（麟　変化する顔を発て，欝，購，鼻など表

　　を壽について毒毒し合う。

〈留意事項〉

○　黒叛に変嚢二する顔をはり，表驚で大｛露な1

　のは蔭鼻昌などの影，大きさ，佳麗である…

　ことに気づかせる。

　黒板にはられたのっぺらぼうの大きな顔，子ど

もたちはその「福笑い遊び」にのってきた。驚き

があり笑いがあり，子どもたちは皆，黒飯の顔に

集中した。紅今度は泣いた，笑った，恐つた盤と，

楽し気に展霧莚される遊びの中で，本題季嘘のねらい

や工夫すべき点が確認されていった。実態を搭握

している教締の，子どもたちの反感に慰した嚢震

のある》一ドが，製作への意欲をかき立てること

になったのであった。

2．難の麺羅を決め，形や大きさを考えて鍔『

　琴線く方法を遷解する。

　○　譲の位置の決め方の工夫

　○　切琴轟き方の工夫

〈留意事項〉

○　 藝の位置をどのようにしてみつける力翌冬

　自工夫させることになるンぎ，基本餅郵こは，

　左手でほお骨のところを押さえ，右手で雛

　をつけさせるよう1こするとよい。

○　昌の中実にくぎの先で穴を騰け，一度顔

　にあてて確かめてからはさみで小きざみに，

　§の輪葦雛こそってしっか鯵窮らせるように

　するとよい。

　大人の感覚で考えると，欝の佳麗など1凝聾分で

大丈夫みつけるだろう痙にしか考えないが，あの

実懇調査の結果からみると．一年生の・子どもにと

って1まかなり高度なま麦縛量であることがとらえられ

る。それをとらえた教締1ま，子どもに麟意工夫す

る余地を残しながらも，具体的な資料や示籠を通

して確かな指導を展畷することができた。実態調

査で矢数した子どもへの鰯磯の翫癒もなきれ，ど

の子も§を縁せて製｛乍に取り緩んでいたことは言

憶鍵隼暮薄

うまでもないむ

　以上遠べてきたような事蒲の実態講査は，すべ

ての授業でなされたのではないむ特に醗：突的に取

箸緩まれた題秘の場合を中心に案施されたのであ

るが，この試み的な実践の中から，次のようなこ

とが考察できよう。

G　事毒彗に欝｝らかの手だてでとらえることのでき

　た子どもの実慈から，子どもに応εた具体的な

　季巽導の手だてカご発鐵され，学習書霧導の場に響窪か

　に生かされる。特に技衝指導にかかわる内容に

　ついては，子どもの実態に離した嬉果的な携導

　治す大いに期裂蕃できる。

○　事羨調査を実右筆するにあたって，その調査内

　容を跨賺し観点を絞ることが容易でない。材料

　購具の！逃理能力など披講指導に関することにつ

　いては，箆較的容易にできるが，心構藪，造形

　覆葬こかかわることについて盤：あいまいにな鞍が

　ちである。充分な孝嚢季重嚢葺究によって暖ン季春・造形

　薩についての講査事項が絞れたとしても，その

　結果について考察することが難しい。

　　事羨調査の醸界がこの辺りにあることが考察

　できる。

○　暮露の委受業実婁斐1こあって常1こ芙蓉蓬することは

　饗場の多餐：さから考えても不可能に遵い。　した

　がって薯夢隻の授業においては，その授業の中で

　具体的な評懸の観点を毀誉，子ども一一人一人の

　活動への取弩緩みの様嬢をとらえることに努め，

　その後グ）指導のために役立てていくことが大篝

　だということ1こなろう。そしてさらに，その題

　樗の学習の中でとらえられたことを，その後の

　題韓指導に役立たせていくようにすることも大

　事なことになる。

⑤　　教練講らの製｛乍｛奉験を玉毒して教華言を簸る

　この題材は，どのようなねらいの“下に，どのよ

うな活動を期ぞ毒するのか，そしてそれらの活動の

中で｛再を揮さえなければならないのかなど，　一題

材ごとに充分な教紡羅究が深められた。ドこれまで

癖気なく捲導にあたってきたという題携‘も，改め

て琵褻してみると，そのおもしろさと難しさを強

く感／∫た。謹というある先生の護にみるまでもなく，

教露ま糞葺究を深めれば1渠める程その題材1の意殊：もわ

かり，それだけに展鵜の難しさを感ずることにな

るのであろう。教材欝究を深めたお陰で，多くの

課題が髭えすぎて，授業の展羅をどうしたらよい

か｛鎌んでしまうことはよくあることである。
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　醸芳ノ卦で1ま，題材睡の展縫案を作成する場合，　ま

ず教麟の書髭もがするように，教季導書．その指導書，

学習指導訪露，靉靆工撫科指導書，そして参考書

を使って教孝藤葺究（題韓分概・鱗粉を深める。

そしてその次に，教麟嚢らが必ず製｛乍体験をする

ことを原則としている。特に，2年次の羅究領域

である立｛本で表すナ≦吏うものを（デザインして〉

つくるの緋突を進める邊程で1ま，いろいろな軽科

を縫い多様な作り方を工夫して，その題轡グ）製｛乍

に取鯵緩んだ。

　靉靆工誓誘導の教材毒茸究　　一そのポイント1ま実際

に欝分の手で製作し，その苦労や喜びを味わうこ

とにあるのだということを実践で示したことにな

る。「緩一壷二の空譲淫とか，「やってみて祷めてわか

ったJということを実感したのは，醗空発表会の

ときその絞果を饑いた参会書ではなく，醗突絶入

の先生方一一一人…一人であったことは聞達いないだろ

う。そのことは，隻生方の鐸歳された授業案の中に，

実際の授業緩鰻の中に，そして事後の授業醗究会

での究生方の発露の中にと，絶所にうかがうこと

ができた。

　このような実践の中でまとめられた薪造形表現

を豊かにするひと言動叢」の中から，麟己の製作

｛奉験から生ま舞たと患われる「ひと謡1の『■馨藝を

挙げてみよう。

造形…菱現を豊かにするひと叢

〈立体で表す・彫塑で表すの分野グ）指導で〉

○　指先や手をうんと綾うこと．手が最姦の

　道具だよ。

○　目をつむって請手できわってごらん。

○　粗土と格土をこのようにこす鯵つ診るよ

　うにして，しっかりっけようね。

○　ときどき，水で手を轟らしながらやると

　やりやすいよ。

○　率轟土をつけるときは，棄舞蓄鐘や人蓄脅し振でi

　押しつけるようにするといいね。

○　たおれそうになったら，・むになるものを“

　入れようね。

o結土べらを綾うよ辱，捲でやるのが一番

　いいようだね。

○　石にも，割れやすい§や藤があるんだよ。

〈ず吏うものを（デザインして〉つくる分i野で〉

○　はさみはチ彗ッキンチ灘ッキンむやなく，

　チ曇一キチョーキ・スーツと鑓るんだよ○

iO　できるだけはさみの薄発を硬って湧ろう。

○　はさみはねかせないで，親蓄鍛の承が見え
｝

　るように持ちましょう。

O　i接養薄縁少し時懸をおいてからつけると

　よくっくよ。

○　左手の紙を当てて切離ミゾをつけよう。

○　引くカより押す力を強くしてごらん。

○　うすい飯を隣るときは，のこぎ吟の角度

　を小さくすると馨琴やすいよ。

　露らの製｛乍の｛本験を通して実感した教締麹身の

言葉であるだけに，製作にあたっての燐実な開題

に対する勤需となる。子どもの活動に対する的を

得た勧善は，子どもの製窪意欲を喚起するととも

に，確かな造形活動へと立ち遜かわせることにな

るわけである。

　教錘濤身が製鐸体験を経て携導にあたれば，ど

のようなメリットがあるかまとめておきたい。

○　題舞のもつおもしろさや楽しさについて，教

　無妻麹身実感することができる。

○　製焦土のねらい，条件について，その内容は

　勿論，その難易さや隠題点に気づいて指導にあ

　たることができる。

○　欝分の体験を通して，製鐸するときの纈序，

　秀法簿についての揚導のポイントがわかり，適

　弱な指導法を考えるためσ）生きたデータを得る

　ことえ〆できる。

○　どんな緩料を使ったらよいかがわか弓，さら

　に，材料の性質を短琴，適弱な処理の仕方につ

　いて的を得た指導を薄能にするα

○　どんな購具を綾ったらよいかがわかるととも

　に，その正しい使い方，亀1塗な使い方を短って

　披講指導に役立てることができる。

○　先の見通しをもって指導にあたることができ

　るし，侮よりも農馨をもった指導を展賭するこ

　とカぜできよう。

○　事前に製焦したものを，授業の中で参考俸品

　や具体的な資料として濡絹することができるσ

○　先生もやったのだと雛うことを知った子ども

　たちが，「よしぼくも3と意欲を高めることもあ

　ろう。

　そして侮よりも大きなことは，子どもが体験す

ることとほとんど購εような製修の苦労や喜びを

実感することができた教緯は，授業にあたっても

子どもの立場に立った指導を進めることができる
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だろうということである．子どもは今海を考えて

いるだろう，今どんなことで簸んでいるのだろう

ということを読み取ることも可能であろうし，鰹

に癒じた捲導もより的確になされることになろう。

　このように考えてくると，本教季｝で求める「教麟

の資質雌というのは，「教麟の表現力，製葎妓籍の

カゴというよりも，これまでにかびた舅乍つた弔した

ことがあるかという「妻琴薯製馨三の｛本験」が大｛考1こな

ってくるのではないだろうか。そして鰭本験」以

。翫に大事だと思われるのは，「興妹・関心をもって

カ～いた弩難一つたりしようとしている毒～。」という　「造

形に対’する意欲的な態度」であるように思えてな

らな㌧㌔

④　具体的な燐みの解決から

　普段の授業実践の中で「ふと疑問に思ったこと」

「ある子どもの製作活動に対してどう購書したら

よいか迷って繕ったこと」など，授業から生まれ

た層・さな疑欝1，閤題点，憾みを鎖し会・い，その解

決のために吾浮究濁入みんなで考える台　　　　これ

が醸芳小における講究の趨発点である。その姿勢

は二隼次（立体で表す，硬うものを・デザインし

てつくる1になっても変わ鯵はなかった。

　「結土でつくるときなぜつるつるで悪いのか。」

　「なぜつまみ出しでっくらせる方がよいのか。1

　「のり指は講指がよいのか。」

　「襲《乍の1鑛淳はこれでよいのか。」

　εどの位の大きさのはさみを縫わせたらよいか。1

　「立｛櫓ということを子どもの言葉では葎｝と書婁一）

たらよいのか。］

　垂受業をやる度に新：たな疑問がわいてくる。その

疑欝1カぎ解毒彗できため・と患うと，　また輩看たな開題力試

起きてくる．毎騒の実践の中で，爾究授業を通し

て一つ一つ確かめていくという，いわば下からの

地道な講究の取零組みから，多くの成果が饗られ

ているむたくさんの成果がまとめられ幸鍵告さ舞て

いるが，紙面の都合もあるので，その一一書藝を紹介

したい。

授業実践に箆られた権導の承イント

○　「紙を童舞る∫紙を｛青る盛基本1ま，／年生か

　らしっかりと一…・。

　　　　　　（亙年「たなばたまつり3から〉

｛）　題季オの中に，　露鐡にできる遊びの董舞舞汚を

　設ける。

　（i年「どうぶつきん　こんにちは」から1

謄毅隼鶴舞

○　小手先でなく，からだごと、蚕つけるよう

　にして《乍らせる。

　　（2隼「のってみたい　どうぶつ」から〉

○　基本を押えれば，そこから子ども主体の

　取警緩みが生まれる。

　　　（3年「なき声の乏琶るおもちゃ」カ～ら〉

○　心材の緩み合わせ（骨組み）で，大方の

　形力導宍：まる。

　　　　（3年「誌しかけるどうぶつ」から／

G　宣たな診ればならない必然鑑を生むよう

　な題華オの与え方をして……。

　　　　　　　（爆年「昔ばなしから」から〉

○　披法は教えられるが，技能縁教えること

　はできない。

　　　　　　　　　（逢年紀小物か諺」から／

○　ゴム銚力の動きから，露壽密な発想を’…。

　　　　　　　（5年』「轟くおもちゃ」から〉

○　運1墾iiiのある事変季違は，　アイデアスケプチと

　木取穆の段階で必ずチェックを……。

　　　　　　　　　　（盛年ヂはこ」から1

0　 ひとりひと弩の興鱗ミ・意雛こ1こ縫きじ，嚢遜色

　感’覚・造影感覚を蔑める。

　　　　　　　（醸芳学級「虫のくに暴から〉

　これらはいずれもが，多くの実践に裏｛才鋒られ

ているものだけに，勉を納得させることのできる

ものであ警，購1麺）授業にそのまま生かすことの

できるポイントである。

　仮設・検証という婿究法によって威：果を得るこ

との難しい孝食毒導であることの特密雲…をふまえ，　たく

さんの実茎変事奪毒からものを書蠧おうとした醸芳／卦の，

地選な欝嘘の績み1二げから得られたものであ群），

事｛桑曝葺究重去1二よる妥塞｛鑑の高い毒疑果として言率｛籍さ

れてよいだろう巷

⑤　協力体勢の下での共瞬羅究

　現場において実践的鋳究に取零緩むことのねら

いは，子どもを蔑めるためにどうしたらよいか，

その手だてを究明することにあるが，それに膿え

て，教麟病身が露己をいかに高めようとするかと

いう露£嚢弄糞蓼としての意鐸朱もある。整妻導技縛蓄の向

しということだけでなく，教育に対する考え方，

子どもの見方，授業観．教練観などについて，醗

究を進める中で互雛に深め合いたいものである。

　このような意味から考えると，共購講究という

癖甕への取り緩み方は，現場における藩究のあり



鶴久縫敬：工作！教官講究に駕する一考察 §5

方として望ましい形だと震えよう。年令も教科も違

う教締集懸が濁ご護的へ離ナて実践し観甕を進める

中で，互いに意見を出し合い高め合うこと1こなる

わ1ナだ薄才，麩1癒工葬琴導のような感覚とか披露老寿ず要

求される教誘導の場合特に必要ときれるの1ま，互

いを認め合い支え合おうとする教麟集醗の資質で

あるように思える。先生方の羅糞こ，図工・美｛癒に

対する関心の深さの違いとか，得意，不得意とい

った技能露での高ま弩の違いがあるのは当然で，

それを認め合い互いにカバーし合って講究に取吟

緩むことが大馨になる。そして，不得意だと悪っ

ている先生も，　自｛蠧毒ぐないという先隻も皆楽しい

気分で羅窒に参簾できるようにすることが，講究

を充実させることができるかどうかを大きく左右

することになる。

　〔紛　工馨教育にかかわって

①総合的な造形活動への試み

　発表会のとき，全校箆童によるスケールの大き

な造形発表があった。璽年次は講堂のステージ全

憂奮にも漫ぶスクリーンを酸1つた景孫会麟，そして2

年次は全身大のかぶるむ露の行揮というように，

大きな工鐸品を使っての集羅造形の発表であった。

　子どもたちの欝の輝きに象徴されるように，子

どもたちは，大きな造形，変身造形，簸る造形，

祭琴の造形など，薯段の緩工では扱われにくい造

形に帰する匿盛な意欲をもっている。小手先だけ

でなく，体ごとぶっつけて造形活動に立ち海かう

とのできる造形に取り組める機会を与えることが

できるようにしたも愁

②題縁の騰発を
　新鮮な題纏は，子どもたちの造形への意欲をか

き立てるものである。遊びから生まれる題樗，｛置

統鋲葺な題季嘘，地墨銭ならで1まの題季オ，　大きな造形題

材など，多様な視点から，鋳たな題耕を発い出し

ていくこと寿ぐ，造形の喜びをさらに大きなものに

するだろう。そしてできるならば，指導討遜の中

に，類似題紡という形で多撮な題秘が示され，学

級の実態に感じて授業者が露露に選撰して実践で

きるようにしたいものである書

⑤　妓籍振導の徹底を

　最透の子どもたちは手先が不器罵になってきて

いるという。普段の空活命中で手先を使った仕事

をする場が少なくなったことが大きな原画である

とすれば，工俸教畜の場で鰐らかの手だてを講じ

ていかねばなるまい。醸芳小では，この題材1では

鋲｝をさせね1ぎならないかを鐸醤養窪1こし，実態調査ま

でして指導にあたったお陰で，子どもたちの技能

は潅窪かに姦まっているという。

　披講指導の系統建を錘るとともに，発達段賠に

応じた指導のあ鯵方をきらに求めていかな謬れば

ならない。

④経済癖での工夫を

　王難教官を進めるにあたって第一に頭を憾ませ

ることになるのは繕料・羅具．備品等の充実度の

瞬題である。醸芳心では，工作台を大きく使うため

に合窮更をうまく言霊琴聾するという場錐嚢夢あったカず，蓉蓄

駁されているものを整えようとするだけでなく．廃

品の秘絹，安慰に手に入る地域独自の材料の活聚

など，工夫していきたい。

⑤じっくり取讐緩める晦とりを

　主体釣な取り緩みを難得する害彗には，子どもに

任せて素雪i難きせる場藏力ぜ少なくなリカ童ちである。

教麟の計錘藝したそれ孝呈ゆとりのない難寺懸の中で，

追い立てるようにしながら製作を進めさせるので

は，露分の手で造形することのできた確かな手ご

たえを充分に感じとらせることはできない。

　ちょっと矢数してもやり聾しができるぐらいの

ゆと辱ある時闘を確保することができるために．

事蔚の予告の活購と工夷，導入時分工夫など授業

遜程をさら1こ葺合嫁していくとともに．年1撰を通し

ての題縁数が多くなり過ぎないような指導誹麟を

考えていくことも大燐となろう。

『⑥窪品発表の場を

　絵懸の場合，掲示・運綴が容易であるため，い

ろいろな場での発表が可能であるのに対して，立

体作品1まその点恵まれていない。せいぜい教室の

機に董べられる程度で，展示発表会などは懸とん

どない。管理，遅緩の毯難さを思うと窪むを得な

い露もあるが，欝らかの形で作品発表の場を設け

ても藁くようζこしたも≧。醸芳ノ至、の玄関の1コピー1こ展

示された立で本｛乍…晶「蜜の鼕鼕3一大きなボー篤・紙

を篇にした大本に，チどもたちの色薄紙で俸つた

虫がたくさんとまっている一ちょっとした教麟

のアイデアが，発表の場を提供したことになる。

　普段の学校盤活の中で，学校行事の中で，ある

いは地痙の行事の中で発表できる機会を，積極的

に考えていきたい。

3．今後の課題
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　／鶴　工馨教育講究の推進にかかわって

　「教育醗究がなかったら，現場における軟膏慧も

っと発実するだろう繕と．ノ1・中学校現場での講究

による多忙さを皮肉って害う人がいる程，確かに

どの学校でもテーマを掲窪た実践舞究に取琴緩ん

でいるのは事実である。しかし残念ながら，工作

教育を取誇挙1デて嚢葺究をしている二芒鉾絞は少ない。

靉靆工窪科を嚢籍究教科とする享：校も多くないうえ

に，そのほとんどが轟撃発領主或を塞会懸に筆変ることに

なるのだから，工作にかかわるテーマで醗突に取

り緩む学校は，極めて少ないことになる。このよ

うな愚昧でも，昨年度実践された醸芳心の醗究は

大変貴重なものであ碓，これからの工悸教官実践

のための資料としてぜひ活かしていきたいと思う。

　醸芳心1！謹難視校長は次のように運べておられる。

「図纒工舞の指導がともすれば絵錘の学習に力点

がおか齢，彫塑や工作的な内容が軽く掃われる麟

向に流れ易いように患われます。艶童の造形欲求

の本来的な姿はむしろ，土をこねたり，木や紙を

切ったりっ診た弔する活動にこそ関心が姦いので

はないかと悪います。」

　繕じような慧昧で大橋麟造設は「一一毅的な方向

としていえば，　これまでともすると華会露1こ寄脅す

ぎた美1繕教育をもう少し，体を勧かし，直接韓料

と深くかかわりながら表現していく彫塑や二五芸の

方に箆重を鰺蓬すべきではないかということであ

る。ゴとし，挽■覚優｛立の美醤ま教！育から，体性感覚を

基｛本とした享i…儲蓄孝食青へとの，無妻導の力点の妻峯嚢三を

提言している。

　「素材」とのかかわりを通して確かな手ごたえを

感ε，造形の喜びを実感させることのできる彫塑

　工鐸教育の充実のために，設備，経料などの問

題．工作教官緩究への取婁）緩み不足の鷺題などに

ついての実態を購らかにすることによって’，その

対策を講ずる遊を探っていかなければならない。

　（2／小学按教舞養成にかかわって

　王難の指導の場合，教締の造形体験が不響欠で

あるとすれば，教毅養成課率墾鐸寺における造形蛮習

の愚昧は大きい。鰻られた時麟の中で造影実習を

させようとするのだから，籍｛脅的な題樗を取鯵挙

げることになるわけだが，その内容については，

小学校で援う教材とのかかわ酵を充分跨曝したも

のであるべきであろう。

　その申で披講をマスターし，鯵料・聡異等につ

いて理解していくことになるが，それと凝様に大

葉麗2隼讐薄

湧にしたいことは，製作することへの関心，意欲

など分態度である。争どもへの振導にあたって，

事繭に作ってみることが教軽講究の最たるもので

あることを考えたとき，　うまく搾れるかどうかよ

りは，窪ろうとする意欲をもって手軽に製作i二取

鐸緩める態度こそ大事になる。教鑓養歳のための

教育課程の編絞を横討するときの一観点となぎラ得

るだろう。

　最後に，工作教育に鰻つたことではないが，学

盤三たちがいず濠騨発揚にお1ナる実需養嚢勺嚢葺究の一濠箋と

して毒嚢わることになることを考えれば，醗究の企

麟運営，実践的醗究の進め方等について身につけ

ていくことが望ましいことになる。教科教書に関

す“る卒議馨養導の充〔嚢とも｛釜わせて，事彙藝重していカ・

な諺ればならない課題である。

4．おわ5ナに

　醸芳ノ卦の舞ll嚢蒸二聾環等1こお締る亡実婁愛妻葺究を中£痩こ．

憂華究の進め方，その内容等について分署青し考察を

撰1えながら，これからの1灘露■二鋒三教！青グ）進め方，

その養撃究のあ影）方・簿1二ついて求めようとしたので

あるが，そグ）勉の図嚢遜工作i教！育養葺究に関するデー

ダの不是等1もあη，充分に深鍵）た論を緩露するこ

とができなかったのは残念で多）る。今，来年痩の

緊造形教育憂影発表会の晒究校となる，薦ド癖翻）小

野縷小学校の羅究にもまぜていただいているので，

その資料・と毛、｛秀わせ．　さらに譲iを深めていきたい。

　茎義｛菱1二，　この、論をまとめる1こあたり，醸モ芳ノ卦学

校の羨校長書幾直一氏，覆校長縫無籍氏を締めと

した講究生方に絶大なるご鵠力をいただいたこと

に重重して，　1朶く感謝したい。

参考文献及び資料

1繋　1§8｛）年喜憂究集金羨「造形表王発の嚢びをいっそう

　深く瞬ミわわせる書鷺導藁一学習蕎量導言餐懸（造形

　的遊び，絵鶴／改善のために一
　　　　　　　橿鳥察伊達麗桑叛響｛宣醸芳小学校

121欝8璽隼醸究集録箏1　し　　学習詣導計露

　の敗善〔二藍体造形を中老・にして）一　　瞬手交

麟　講究会要項　欝齢，欝綴　　　　　　　講校

鴎　造形教育羅甕会登表会の案内　難覆　　羅綾

麟大橋購毯「体性感覚を基体とした藁薦教胤

　昭稽弱年痩　大学美徳教官学会誌韓3弩｝


