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はεめに

　鰍芸備の秋々を還える鑛，小学校では学校響事

としてのド全校絵をかく会ゴに取豪）緩むところが

多い。学校によって運営の方法は様々であるが，

その多くはi奪から6年まで校内一斉に絵醸表現

に取琴緩む活麟を遷して，全校晃童の造形表遜力

の海上をねらおうとすると縁蒔に，理職教壽の一

藻として，先生方グ）指導力の鋳、とをもねらおうと

する行事として実施されている。縄童の作贔は，

いずれ校内作贔展．地襲の作品展．あるいは各種

児童癒展へも鐡品されることもあるわ1ナで．従っ

て先生方は．充実した雛悪活動1こ取り緩ませたい

という霧1いととも．に，できれば結果としての作贔

もよ鯵満塁のいくものであって欲しいと顯うわけ

である。

　機会があって，絵をかく会の行事に鐵かけたと

きに先生方に強く求められることは，子どもたちに

よ参満足のいく搭嚢活動を展露させるために，「侮

を搭かせたらよいか」，そして「どう描かせたらよ

いか」について，もっと具体的なレベルでの適確

な助言が欲しいということである。確かにわたし

たち美徳教育に携わる考であっても，子どもたち

の前書こ立ち，いざ搭廼1指導を進めようとするとき

にいつも懸まされることは，馨薄を」描かせるのが

この子どもたちにとって有効であるのか，そして

嶽嚢活蟻を進めている過程での子どもの表霧に薄

して「どう」助言し，いかなる捲導を進めていく

ことカ｛効果的力玉ということである。

　そこで奉論では．これまでσ）美術教官藩究を通

して一般的にあるいは蓬論的に覆われている雛

懸場導に対する考え方をふまえながらも，理場の

先生秀の要求に癒えるために，よ修実践的・醗実

的な立場から，鑑蚕詣導のあり方について整遅し

てみたい。

　「何を搭かせるか」それは題韓の問題であ琴，

また「どう描かせるか」それは叢藏指導の進め方

（指導法〉の翼題である。この二つの開題を窮琴

離して遜べること鍾難しいが，その二つのかかわ

りについてはいずれふれることにし，今騒絃「搭

藪捲導をどう進めるか」のそのiとして，題轡の

設定に焦点を当ててまとめてみたい。

　愚麟活動を進めさせるときわたしたち指導養

は．まず「鰹を搭かせるかゴを決めるまでにかな

りのエネルギーを費す。琴薄を盛によって子どもた

ち霧）描錘活動の方鋒蓼は，賎に決定づけられるから

である。それだ1ナに，どんな題耕を設定するかに

ついて検認する場合には，先の見違しも充分に持

ちつつ，いろいろな角簑から吟味を換え，そして，

総合的1こ舞簸されなければならない。以下，題材

の設定について遠べていくが，実践指導1こあたっ

ての一助ともなれば幸いである。

亙．題材の意義

　「題材」は，子どもたちの表現活動にとって．

どのような意義を持つものであろうか。

　題材匹に基づいて，子どもたちは，馨標の達成へ臨

けての搭懸活動に取り緩み，その遜程を通して表

理するカを身につけていく。この意嫁で題秘とい

うのは，造形表醗力を蔑めるため寮）義理活動その

ものであると言える。縫って題縁の持つ意義とい

うの慧．欝標の達成へ向けて必要とされる表理活

動（学習体験／そのもの1こあると言える。

　もう少し分析的にとらえるならば，その一つは，

題材慧子どもの義理へ陶けての主題牲を呼びおこ

すもσ）であるということである。題材への取馨緩

みを通して子どもたちは，露分の感じたことや考

えたことを表現する。題材「運動会」の中で子ど

もたちは，心はずませて参擁した運動会に録する

自己の様々な思いを醗面へぶつけ，そこで自己

を表現しようとする．ひと9ひと轡の子どもが，

心の内に捲いた自5の主張を造形表理するため6）

活動体験とな鯵うるわ1ナである。
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　その二つは，題材は子どもの衰瑛活動という主

体的な造形行為を促す意義を持つということであ

るむ新たなものを禽彗遷し，　露呂を衰耄凝するという

麟造行為，造形行為とも震うべき活動．その活動

過程を通して子どもたちは，多様な学習をしたり，

またものを造拳超す喜びや充実感を味わった修す

ることになるわ諺である。

　そしてその三は，素馨や縁，翼とのふれ合いの中

で子どもたちは，多様なそして新たな学習体験を

することができるという意義であるむ素耕とふれ

合い，自分の手・を駆硬し，灘異を使って造形する

活動を通して，素秘鈴特質を離離，その存在を認

識することになるα

　子どもにとってび）題材の意義について，主題姓

を呼びおこす，童体的な造形行為を促す，素材や

驚異とのふれ合いの中でその存在を認識させると

の三要素としてとらえた。元来，造影表現活動と

いうのは，人間ともの｛素材〉　とのカ》毒）わりの中

で新たなものを進撃饑していくという意騒的な行

為がなされることである。主題牲，ものとのかか

わ箏，造形の行為という三要素を包み込む表理活

動（学習体験／を通して子どもたちは，察己表現の

喜びを感じ，造形行為する充実感を味わい，もの

とのふれ合いの中でその手癒えを昧象）うことにな

るのである。

2．錘材の条件

　「授業盛を構造的にとらえてみると，次のよう

に褒される。授業とは，羅標達成へ商けて意纒的

になされ．る，発童と教材』（題材）　と教麟1とがかカ・

わ参会う教育活動であると。題聡慧どのような懸

纏壱持つものでならないかについて，以下，農標，

晃童ラ教練それぞれの窓から整饗してみたい。

　轡　嚢標達成へ海けて

　騒面工作科学習の欝擦は，心棒面，造形藤，技

籠・態度醸の三灘からとらえられる。この三つの

籔面から，目標達成へ陶けての題材はどのような

ものでなければならないかをまとめてみよう。

○　心欝露にかかわって

　◎　　子どもの感動を呼びおこし，　｛｝を豊力犠こす

　　る題馨

　O　自己表現の完実感を味わうことのできる題

　　韓

　O　共に表理することの：霧びを味わうことので

　　きる題縁など

i警書3二窺三i　i歩弓

○　造舞舞餐にかかわって

　⑱　色，彩，購成に絶する活動を通して，子ど

　　もの造形感覚を高めることのできる題馨

　⑬　造形的1こ麟慧工夫することσ）できる題蟹な

　　ど

○　鼓能・態度にかかわって

　⑬　馨料・霧翼の毅いを通して争造形鼓能を高

　　めること方書できる題材

　O　造形技法について麟意工夫することのでき

　　る鶴のある題紡など

　以、と三つの鍵懸から藝標達絞へ商けての条件を

遠べたが，申でも，造形懸，技能・態度愈こつい

ては，子どもの実態・発達段繕に合わせた異体的

な羅標内容が，系統・発展的1こ構造づけされ．そ

れらが題赫とのかかわζ）で｛壼置づけられることに

なる。

　121晃童の灘から

　題材に基づく義理活動の主体考はあくまでも発

童であるのだから，晃童の灘から見た条件こそ，

最も重要な条件と蓄える。また，「工．題秘の意義ゴ

でも遊べた内容の全てがラこれから述べようとす

る条件の饒提となるものであるとも震えよう。題

材は子どもにとって意糠のある表理体験でなけれ

ばならないからである．子どもの抱いた主題表硬

σ）ために．あるいは素材・絹奨を駆硬して新たな

ものを麟達する造形行為を，どの子にも藩籬にし

なければならないという㊧が，題耕の重要な条件

であるということである。

○　心簿面紅かかわって

　○　子どもの興殊・関心，表理欲求を辱びおこ

　　す題替

　○　子どもの生活から生まれた題材

　○　子どもの空想・悪縁する量界で遊ぶ楽しさ

　　を満廷させ，表現の喜びを昧津）わせてくれる

　　題材

　O　よく見てじつく吟醸察して措く楽しさを味

　　わわせる題耕など

○　造形蚕i綻かかわって

　◎　その子どもたちの造形感覚，表現能力の実

　　態に照らし，それをより高めることのできる

　　題耕

　◎　子どもたちにとって籍たな造形思考に立ち

　　海かうことのできる題材

○　技籠・態度薩疑かかわって

　O　萩たな素馨，罵，異，そして技法体験のでき
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　　る題擁

　●　露分な歩》に麟意工夫することのできる纒の

　　ある題材

　修　先の発達しを持って謙遜的に表理1こ取り縷

　　むことのできる題材

　藤　材料の性質，驚異の緩い方について遅解す

　　ることのできる題霧

　13｝教魎として

　教麟の麟から見た条件として考えておかねば

ならないことは，鱗と／2／で述べた条件を充分にふ

まえることは勿論，それに擁えて，黎桑的な授業

ヌう書意藝塞的串…講鼕鼕的1こ緩織さオしるこ二と寿婁可能力》どう

かみ観点から，題材を吟味しな謬ればならないこ

とである。

○　羅標達成へ陶けて

　◎　旛導すべき内容が確かに捲導することがで

　　きる題誘であるか，目標達成へ向けての表現

　　活動尋こ取ζ）緩ませることのできる題材か

○　晃童の灘から

　O　晃童の実態罎常生活の実態，興味欄心，

　　意欲，造形感覚，技能，表理想度等の造形表

　　現縫方にかかわる実態，懸盤，懸人差，心身

　　の発達後彎等｝をとらえ，それを高めた蓉補

　　強した鬱することができる題替

○　授業を緯織するにあたって

　◎　学習の計薩，遜程，鋳懸，方法，学習形懇，

　　評懸，教室空聞，環境など，それぞれが適合

　　し，勤果欝に授業が進められる題材

　　　そして，さらに要求される基本的とも覆う

　　べき条件は，教饒自身にかかわる問題である。

○　教麟窪身の潤題として

　轡　教編岩身，その題孝郵こ興味・離心を持ち，

　　表現への意欲を抱くことができる題耕である

　　か

　麟　造形的にどう越獲1していったらよいのかに

　　ついて，教舗密身の考えを持ち，先を見通す

　　ことのできる題材睡であるカ㌔

　轡　その題材“に！おける素材・総裏の擾い，表理

　　技法紅ついて還解している題替であるか。

　◎　露分自身で蓑麗した今，あるいは事羨に指

　　導したことのある題材’であるか。

　教麟の立場からとらえることのできる題耕の条

件　　　　それは，舞上述べてきた諸々の条件の葱

擾条件として，教締窪身の資質，力量，表現への

意欲的な構えが，実は大きく問われているという

ことになる。

3．題材の分類

　次に，これまでの実践で取撃緩まれてきたいろ

いろな題材“を挙げ，それをいくつかの観点から頚

濁しておきたい。「さて，簿を磁かせようか」と題

轡を検討するときの基礎資料としたいのである．

（i／見てかく絵の題耕倒

①　人

O
O
⑫
②
磁

嬢

分
達
生

露
友
先

梅

家の人（お父さん，お母さんなど／

欝く人（工場で，パン麗さんややおやさん

　　　　などの繕で，工事理場で，懇や嬢

　　　　でなど／

○○する人｛ノ、一モニ寿，立憲．ピアニカ，

　　　　アコーディオン，チェ欝，コント

　　　　ラバス．　ピアノ，オルガン，ラッ

　　　　パ類を演奏する人，本を談む人な

　　　　ど／

⑨　動物，鳥，魚，虫などの生き物

　
　
　
　
　
　
ん

　
　
　
　
ぎ
　
お
ん

　
　
　
た
さ
　

い
鯵
に

牛
馬
猫
ぶ
う
象
ら
き
わ

○
⑬
O
O
⑫
◎
⑬
◎
②

麟　小篇

◎　にわと参

◎　くじゃく

。　ちゃぼ

◎　魚類

◆　するめ

○　ざ拳がに

◎　虫類

③草花，勝本などの纏梅

　⑫　ひまわ彗

　◎　葉睾ず瓢》とう

　◎　藤の穂

　◎　フリージア

　◎　果物

　◎　野菜

⑧乗　ウ　物
　◎　自転車

　◎　　バス

　◎　汽車

　◎　麟

　◎　トラクター

　○　ダンプカー

　
　
ず

い
な
う

さ
ら
渓

¢
ぶ
ぎ

あ
あ
ね

◎
◆
◎

◎　懇木

○
◆
◎
◎
O
◎

オートバイ

トラック

露華

消鋳懲動車

ブルドーザー

クレーン車



5善 遜島大学教欝実残響窒紀要第魂号

　O　　lノフトカー

　o　校舎　　　　　　○　農家

　O　一般住宅　　　　○　ビルディング

　○　神経　　　　　　○　お寺

　○　橋　　　　　　　○　齢讐

　○　鍵…嬌　　　　　　　○　鐘つき堂

　○　水霧　　　　　　o　千手観音

　O　お地蔵さん

⑥　嵐　　　景

　◎　街　　　　　　　○　藩落

　○　由や鱗

　⑦　生活をかく題材溺

①学校での生活
　○　授　　　業

　　修　図工の鋳翼（絵をかく，工作するなど／

　　○　体育の鋳懸（マット運動，水泳．ボール

　　　　　　　運動，すもう，鉄棒．かけっこ，

　　　　　　　リレーなど）

　　華　音楽の詩題（合曙，合奏など〉

　　○　理科の鋳闘（実験，観察，鑛微鏡など／

　　O　家庭の鋳濁（講理実習，ミシンなど〉

　○　遊　　　び

⑤　建　造　物

O
O
轡
O

登り擁

すべぎラ台

鰹旋塔

雪遊び

○　学校行事

　　○　運動会

　　■　修学厳行

　　o　水派大会

　　o　鼓笛行進

　　●　予騎漣財

　○　そ　の　縫

　　◆　給食室

　　○　給食運撮

　　○　登下校

⑧　家庭での生活

　　o　家族厳行

　　◎　歯医者さん

◎　ジャングルジム

◎　ぶらんこ

O　うんてい

O
●
◎
O
●

遠足

磨泊譲練

音楽会

体重灘定

身体灘定

●　清揉

。　雨鋒彗

修　つ蓼

③地域の行事，季籔の行事
　　◎　祭り　（新顯祭，較穫祭，○○毒など〉

　　O　難句（ひな祭拳，五月籔句，簾分など〉

　（3／窒懇・想像してかく題材倒

①物語の絵

響83奪腫得

○

O
麟
○
◎
●
O
O
●
○
○
○
●
◎
◎
　■
O
◎
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
k

修
●
O
■
●

醤本」）もの

こぶとりじいさん　　●

莚さかじいさん　　　●

かぐや鰹　　　　　　○

かさ地蔵　　　　　　◎

舞いろうそくと人魚　◎

かもとりごんべえ　　○

もちもちの木　　　　 肇

セ欝ひきのゴーシュ　○

手袋を買いに　　　　O

銀溝鉄道の夜　　　　●

おじいさんのランプ　O

大造じいさんと薄墨ん　 轡

牛をつないだ嬉σ）木　O

箆さき由　　　　　　肇

躰蟹のもの

ガ1ナバー旅行記　　　◎

ふしぎな国」）アリス　○

ジャックと豆の木　　O

みつばちマーヤの　　O

　　　　　ぼうけん　○

マッチ売彗の少女　　○

花の好きな牛　　　　○

ブレーメンの音楽鎌　◎

白鶏の王子　　　　　◆

雪の女王

③　購懇による絵

O
◎
0
0
0
0
0
◎
●
○
◎

大きな木があったら

海の中で

土の中で

鳥に乗って

船に乗って空をとんだら

墜転車で空をとんだら

汽車に乗って

小人になって

宇宙へ行って

未来の都落

ジャングルや砂漠へ行って

葺灘のつる

つるの懇、返し

むく鳥の夢

ごんぎつね

八躯物議

片耳の大麓

よだかの星

海の楽舞

大■と鬼六

くもの糸

五色の鹿

少年駅伝夫

定長手長

くじら雲

霧指婿

せむしの子馬

赤ずきんさん

裡の王様

ピノキオ

空とぶかばん

きい竜黒い電

電の目グ）涙

小人のくつや

　授業にあたっては，以上分類され列挙された題

韓鰹を参考にしながら，この子どもたちにとって

どれが適した題材であるか，そしてさらに適した

題軽はないものか常に模索していきたいと思う。



4．望ましい題季重

　どのような題材が，子どもの造形表理活動を意
欲的1こ，　しカ・も豊力結こす．るも｛7〉であるカ・。　ここで

は．寒露こダ彗挙した題｝縁の中からいくつかの題；鯵を

取合挙げ，それがなぜ望ましい題材として実践に

取1）纏まれているのかについて考察を蕊え，背景

にある要霞を探ってみよう。

　轡　見てかく絵の題材から

①　蜜ア二方をひく友だち」〈2年／

　●　子どもたちの嚢

　している。欝に宰

　窮めてピアニカが

　ひけるようになつ

　た贋の接いであれ

　ば，よ！〉効果的で

　あろう。

◎　人物の表現は，

　子どもの写実力を

　とらえるためのバ

　　欝メーターとなるとも言われる。人物搭写が

　　一つの基本であるので，発達段購に応じてし

　　っ力陣》捲1かせた魏ものである。

　　　この窮の子どもの入物表現の問題に，頭デツ

　　カチ魔ツ麟ミの類海があること，手や建が極め

　　て小さく嶽か轟てしまうことなどが挙げられる。

　　　そこでこの題誘では，単に人物一人をとい

　　うのではなく，人物と楽器を組み合わせるこ

　　とによ讐，大小驚係，鍵盤まで紳びる競や指

　　にも譲を海諺させ，確かな入物表現を求めさ

　　を持つ　　「けんび鏡を冤る友達」（3奪〉

　　題轡として．「けんび鏡を見る友達」（写真／

　　とか，「嚢転車葉鞘，「あやつ1）人形で遊ぶ友

　　達」などが挙げられる。

②「神鮭」得年／
　O　自分の住んでいる地域にある建て物で，し

（その蔓｝ 戸
3

［
3

⑧

かもふだん見なれているものであるが．そ嚢

をもう

一霞発

つめ聾

してみ

ること

によっ

て，新

たな美

　しさを発1晃させようとする題材と言えよう。

◎　神祇の屋根の瓦と複雑な漆芝の緩み込みをた

　んねんによく購いている。縫攣に摸きあげる

　ことができると懸われる近機建築麹であるビ

　ルよ酵も，子どもたち縁意夕藝こもッ複雑1こ入

　1ナ緩んだ蝿象の表愛にたくましい取鞍謹みを

　示す翻）である。表現の蝿象紅麟する緊張感

　が，子どもの表理を力強くさせることは薙

　かであ

　る。

　ような

題材擁

　レ1ヅ　レ　　ロ　　しタ

　「変電

　瞬」，

　匠駅の

◎　講箏

　　　　　　　　　繰車塔（5奪）

　購内」，ヂ操牽場ゴ（写真〉などが挙げられる。

　「わたしの欝｝」（§年1）

　晃覆すとまた楽しくおもしろい表現を奪能1こ

　すること渉ある。そ嚢）意味でこの題韓は，高

　いところから見おろして描かせることによっ

　イ

◎　ふだん見なれている颪禦も，覆点を変えて

し，表

理意欲

を噂び

おこし，

「見お

ろした

感じを

表す謹

という新鮮な課題を与えることσ）できる題耕

である。こグ）ような題材1ま，人物，建て物，

植物など，見る視点を変えることによって生

まれてくるものである。また，後で遠べる空

想・想像グ）絵の多くは，そ」）援い方によって
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　　糧点を変えた多権な表霧を藤能にする題材と

　　な鑑〉うるわ韓’である。

　②　生活をかく題韓から

　◎　懸字奪の子ども紅とって適した題樗と言え

　　よう。そのわけは夢警分たちの生活を素材に

　　したと慕うだけでなく，実像に体重灘定をし

　　ながら搭嚢i藝活銚紅取馨纏める題韓だと襲うこ

　　とである。事蓉叡こ経験したことを想いおこし

　　　　　　　　　　　　　　て毒～くこともてきき

　　　　　　　　　　　　　　るが，それよ鯵も

　　　　　　　　　　　　　　やはり．今体験し

①　 「たいじ濫うそくてい」（i隼＞

　　　　　　　　　　　　ているその新癬な

　　　　　　　　　　　　気宇寺ちで毒～くこと

　　　　　　　　　　　　のよさ，　しかも羅、

　　　　　　　　　　　　て確かめながら表

　てくれるのである駐そじてできれば，いつも

　体重灘定をして募る保健室で授業をすること

　ができるのなら，なお楽し雛表現を薯能にす

　るであろう。

◎　入梅表鏡を追求させるため善こ遷した題樗と

　震える。捧重計の台1このる入物の形やつ！ヲ合

　いもさることながら，この題耕では特に人物

　の色の表理1こ§を請けさせることができる。

　ほとんど操の入梅

のはだ色の微妙な

違雛に目を醸ナさ

せ，それをどう表

現するか工夫させ

ることもできよ
う葺羅嚢奢垂こ，ノ薄ス

による璽隼や漉色

の技法も工夫させ

ることもできよ
う。ノ｛スでさっと

なでて彩色を終え
るのではなく，力　　　薪シャワー運（i奪〉

を入れてかき込む，重ねる，混ぜる，こする，

時には轟彗るという活動を充分させること1こよ

って，懸いたという実感を味わわせたいと患

う。

i磐3奪簸鍔

　麟　1司Oような題舞携として，ヂシャワー」（写

　　真｝，ヂすもうユ，「運動する人」などが挙げら

　　れる。

　態　子どもが受けた強烈な露象，深い感動1ま，

　　生活の絵をかく時の墨発点にある重要な要素

　　となる。その意練でこの題韓は，ヂ痛い，いや

　　どもの1

　　心に深

　　く食雛

　　込んだ

　　1こ違秘．

　　な難生

　　活砂中での体験を素材とし，糞に遺ったもの

　　として衰i饗されること力燦馨待できる描藤1題材

　　であると害えよう。

　　な餐離舞体験をさせ

　　ることも，人梅を

　　かく力を高めるた

　　めの一一つのきっむ玉

　　けになるのではな

　　いだろうか。㌃まい
　　　　　　　　　　　ゼ演奏する友達ま（3隼〉
　　しゃさん」の｛乍贔

　　（写真／の趨羅者さんの魏は，たまたま長く

　　義軍覧される結果華こなトつたのであろうが，この

　　ような表現を通して縫の表現紅関心をもつこ

　　と力婁できるよう紅なるのである。

　O　購むようなねら魏をもって実践された騨は

　　ドピア二方をひく友だち涯のところでも挙げ

　　た麟，そ轟鎖換えて，膿奏する友達」（写真／，

　　さら垂こ穫擁ずもう」などの入梅と入梅とを纏

　　み合わせた題誘も挙げておこう。

　／3／空想・想像してかく麺樗から

　◎　子どもの夢をさそう文学牲の高いテーマの

　　お話である、造琵多釣革こい青蝿こ蔓聖運する毒｝とし≧

　　う造形欝な課題を追求させようとすることだ

①　「かもと讐ごんべえ盛／2隼／

⑨　　「はいしゃさん」（豊年）



敬

　1テ考えるのではな

　く，お謡そのもの、

　が，子どもの心を甕．博．

ひきつ締さぶﾁ　こと力葦できるよう

　な文学牲σ）高いも

　のであるかどうか

　を充分紅吟妹しな

　ければならないわ一

　けである窃そして

　できればその嚢

面，つ豪参文学盤

　と造形姓を蓋ね備えている秘語を選撰するよ

　う喜こした躰ものである。

O　この梅語が，お講の絵の題耕としてよく取

　今挙げられているもう一つのi要藝郵こは，造形

　的鉦麟意工夫して恥く上で，纏の広い可能性

　を持つ題樗であるということである離その罵

　籠牲とは鶴か，その一つは，この物語の中に

　は空とぶ場嚢があることである。空をとぶご

　んべえさんをいかに懸癒におさめるか，その

　溝繊を工夫する場合に，子どもたちは独§の

　空想・懇｛象力をはたらかせ，上からでも横か

　らでも，あるいは下からでも全く熱熱こ難き

　表すことができることである。その二つは，

　かもと1）ごんべえさんという動的なものと，

　胤重の塔という勧かな鵠ものが登場してお

　り，その緩み合わせによって効果的な表幾を

　驚能にすることが難待できること，その三三つ

　は，かもとそれにぶらさがるごんべえさんとを

　結ぶひもの表現睾こよって，懸覆茎を弓1きしめた辱

　動きを感じさせるようにした修するなどの意

　醗的な衰理が薄能になるということである。

　　瞬じような意籔を持って取り纏めるであ

　ろう勃

　語に，

　「白雛

　竜と黒

　い竜」

　（写真／，

　「蚕灘

　のつる」，

　「空と

　ぶかば　　　喰い竜と無籍竜」（3奪）

　ん」などが挙げられる。

！その玉｝一題料の設定一 57

⑨

轡

「天ぐのお誌」（i隼｝

おそらく教舗鈴灘鐸紅よるお謡の絵であろ

う。文学穫の高さ

という点毒）ら聾今嫁

すると必ずしもそ

うであるかどうか

な疑わしい。しか

し教麟準聾乍の毒妻蓑こ

は．それに代わる

ものとして，心に

響く夢をさそう内

容が含まれてくる

ことになると思わ

　れ1蕎。学綴の子どもを一番よく短っている鐙

　任が，その子どもたちのために麟作したもの

　であれば，そオむは子どもたちの心を強くひき

　つけ，惣嫁の盤界にいざなうことも充分に薄

　能墓こなると思われる◎

　1）追求させた聾するための婁さが二つ含まれ

　ている。その一つは形や大きさに僕多してであ

　る。慧学年の表現活動拶）ねらいに，のびのび

　掻くこと力量できるようにすること力婁ある毒童，

　この題韓はそのねらいへ食けての表現活動へ

　取辱縛ませようと意臠したものであろう。大

　きな体4）天ぐさん，蕎い鼻で太った体の叉ぐ

　さんを登場させること紅よって蚕麺一拝紅大

　きくのびのびと．そして変化菰豊んだ鷲徴あ

　る形を楽しく携か量ようとしたのであろう。

　　その二つ意う魯彩の捲導や醸面ま二の色彩の

効果を予濁し，すで紀お議の中に色彩を取零

　入れて雛ることである葛叉ぐさんの真赤な顔，

　真裏い着物，暗魏森の中，緑の葉っぱという

　ように，色に対する子どもたちの饗鎌・閣心

　を大事にしながら，取零緩ませたい彩色の学

　習，藪懸における色彩効果まで吟味されてい

　るように思える。

　駿参緩むなら，ギガ婆バーあヂ建長，手長」，

　ヂ大きなかぶ」などの梅語があ箏，色彩的イ

　メージをかき立てるお蒙窒としては，鶏莞咲き

　出講，ヂマッチ売滲の少女謹などの縣成の文学

　鐸晶が挙げら翻る赫．織こはぜひ教舗自身で

　子どもたちのた鐙紀灘聾したお藷を基にした

　携錘活動華こ取拳毅裏家せた雛と思う。

⑬　このお話には，造形的な課題を意識させた

＠　大きくのびのびと鑑かせようとする意籔で



謎

③「大きな本があったら、経年／

　O　子どもび）夢や額いをそ6）まま鱗き鐡し．イ

メージ豊かに表理

を楽しませようと

する題舞である。

「こんなに大きな

白い木があった
ら，そこで蕎をし

て遊ぼうか…とい

う，　空想‘懇｛象す

ることができるた

めの場が設定さ

れ．それをきっか

けにして子どもた

　　ちは空想・想像の婁1罪にはばたく。「小鳥たち

　　とお議してみたい」，「長い畏いぶらんこで遊

　　びたい」，礒著いところまでよじ登ってあた！ラ

　　を見渡してみたい」と，子どもたちは窒態・

　　想1象の世界を露毒にかけめぐ鞍，夢や願いを

　　大きく広げることになる。

　轡　空想・想像σ殴量算にいざなう題韓としては，

　　ヂ空がとべたら」，『小人さんになって…など

　　が挙げられる。

　鶴　そ　の　錘

①　 「瓦工場」（§年／　　一郷土に暴を向けて

　O　嚢分の住む地域垂こある工場を訪ねて描かせ

てもらっ

た作品で

ある。盛

分の生表

れ育った

ふるさと

を，じつ

く鯵晃つ

　　めさせたいという籐いも込められた題材であ

　　る。建元を見つめ聾し子どもにとって意味あ

　　る題材を発擬したい。

⑨　　「給食当番ゴ（3隼）　　　材料」）効果を予灘

　　してボー

　　一ル紙諺、．

してい

るが，

圭繋3尊重窮

③

教饒はその特質を運解して，色による表現の

蓼｝果を充分予離していて設定された題轡の→

つであると叢えるだろう。白ボール紙の裏や

黄ボール紙を硬稽した場合，その色彩効果と

して，嚢，ク琴一ム色などの明色が実1こ生き

生きと表されるのである。

εとうもろこし舞舞肇（蓬年〉　　　　造諸多的な

面からみた表理課題
との力聾力》わ謬；争ら

◎　かれたとうもろ

　こしの葉の変鷺に

　豊んだ茶難を，絵

　の漿1こよる溌色の

　工夫によって表理

　させようとする窮

　確な表現課題を

　もって設定された

題韓である。

5．望ましい題材 そのまとめ

　題材携を挙げて考察したことをまとめてみたい。

　表現の短象に関心をもち，作品の完蔵まで持続

して意欲的1こ主題を追求することカ｛できるため喜こ

は，表現遜程での指導のあ1）方もさることながら，

題材そのものがそれに耐え得るだけの懸魑を有す

るものでなければならない。

①　興辣・関心をもたせ，表現への意欲を喚起さ

　せ，それ力懸守続できるものであること。

　ゆ　子どもσ）生活の中1こある麟象」）深い．感動

　　的なできごと

　㊧　子どもにとって新鮮な瞬象

⑧　露分で実鰹に体を勤かしながら表理に取ぎ｝総

　むこと善書で“きるもの

　◎想い鐵してかくというだ轄でなく，今，実

　　葬祭紅や彗ながらかける題拳郵

　◎　全身．全感覚に訴えながら表現に取彗纏め

　　るもの

　◎　臨場感あふれた現場での表現

③遜渡な抵統があ参緊張感を麹かせるもの

　◎　ちょっと複雑だと思われる表理の対象

　◎　ふだん見ている冤芳，携点を変えたもの

④　翻意工夫する余地や騙広雛藩籠姓があるもの

　◎　 自密な気持ちで涯蚕嚢藝講成の二鉱夫右書できるも

　　の



銭三夕、欝1　敬：礁1翼指導をどう進めるか（その玉｝一題韓の護建一 5§

　■　形や色についてとことん追求できるもの

　㊤　大きくのびのびとかくことができるもの

⑤造形課題へ露けて麟意工夫のしがいがあるこ

　と

　○　麟果的な造影麺運の鱗待できるもの（甕麹

　　の変化とまとま酵，色彩の勤桑など）

　○　楽しい色彩表理の懇待できるもの

　◎　造影の課題力聾まっき継しているもの

⑥難分の身の獲今やふるさ擦こ讐を向けること

　ができるもの
⑦樗料，灘翼，表醗教法などとσ）かかわりが充

　分考憲されたもの

6．懸材の驚発

　／i／題材を麗発するにあたって

　題馨は．子どもにとっても捲導者にとっても新

鮮で魅力あるものであ撃たいと思う。露量のみな

らず，旛導者自身が義理することへの意欲を強く

捲くことがなければ．充実した表現活動への取！〉

緩みは簸待できない。そのためにわたしたち養導

者は，常に身の騒彗のできごとに目を向け，子ど

もたちにとってよ1？効果的で癒鑓のある題材，そ

して指導者議身にとっても魅力のある題材を求め

なければならない血教科書にあるから，あるい慧

年闘指導計嚢郵こあるからと跨線もせずに，安易な

影で題誘を設定し，その後の子どもたちの数量）縫

みの姿を見てはじめて後悔し慰んだということ

は，わたしも｛薯覆：か｛本験した。そのようなことが

ないためにも．わたしたち振導1蕎は，子どもたち

の生活，学校生活．子どもを取診ラ巻く地域琶会，

そして窪然や季簸の移修変わ移にまで欝を翫鰍

子どもたちの要求に癒えるべく題秘を探っていき

たい。

　子どもをよく知ることは．子どもにとって意妹

のある題誘を晃鐡すために欠かすことのできない

ことでなる。そのため善こは，子ども霞身の生活実

態をよく発つめとらえること　　　ふだんの生

活の申で心罹る体験をしたこと，興味や聡心を示

したこと，いろいろなできごとに嬬してどんな感

じを抱いているかなどを，子どもたちとのふれ合

いの中で鋭くとらえようとすることが大燐であ

る。それと購鋳に．造形表現の縫方にかかわる実

態をとらえ，今後の課題をはっき○させるように

することも大窮である、麟工の学習の申で繕に興

瞭や意欲を示し，あるいは｛醸こつまずきや抵銃を

示すのかなど，造形表現にかかわる課題を翼体的

に捲甕することである昏

　さて，子どもの要求に応える題鯵を設定するた

めには，機会をとらえた柔軟な授業の取弓振いが

できるようにすることも考えておきたい。その鋳

でな謬れば機を逸してしまう素材によく出くわす

からである。道路工事，建築工事などは，その時

でないと取穆籔うことはできない。ぞ重事1こか力玉わ

る題材も繧が遺つにつれ印象慧薄れてしまうこと

になるだろうし，季簾や轟然の移1｝変わ鋒も待っ

ていてはく蕊ない。機を違さずに授業に取童）緩む

ことσ）できる旛導計甦嚢のゆと拳ある織｝戎と柔軟な

運営のあ撃方も考えておきたい。

　⑦　題材雛発の観点

　新たな題樗をもっと積極的に露発していくため

には，これからどう求めていかな診ればならない

であろうか。これまでの実践を通して震えること

を墓にし，美徳教育界の動癖も境野垂こ入れながら，

これから求めていきたい題樗について遜べたい。

①　より確かな表愛力を培うための題替

　豊かな造形表現活動紅取参緩ませるため1こは，

基礎・基本となることをしっか1）身1こつけさせね

ばならない。そのためには，箆童濤らが求め，自

分の力として獲得することができるような題梅を

もっと積極的に求めたい。子どもがどうしてもそ

れを追求しないではいられないような題材1，つま

り，子どもの必要感をかき立てる題材，課題意識

をしっか吟持たせることができる題材，そうしな

いではいられない条件が墾確な題誘などである。

②子どもの五感を還し，捧ごとぶつ診た実体験

　を通して取讐緩むことができる題誘

　無気力，無感動，頭デッカチと覆われる子ども

たち1ことって，今大事1こしたいことは，全身，全

感覚を駆優した実体験を遷して，額に汗し手にま

めすることではないだろうか。造影教育が本来暴

指している，豊かな心，翻意工夫する頭，そして

羅漢にものを造陰欝す手と，心身共に讚称のとれ

たたく豪しい実践力のある子どもの成長を麟うた

めには，子どもの五感をはたらかせた実体験を通

した遺賢多活動善こ取箸緩ませることによ今，農琶を

たくましく表現できたことの実感，充実感を味わ

わせることが大窮になろう。教室の中で静かに函

麗i紙垂こ華馨爵・う叢嚢舞学習だけでなく，臨場感を瞭わ

いながら取箸纏む現場学習などもその一つであ

る。
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③　額域，教科にとどまらず，難鎮域，簸教科と

　も強いかかわ撃を持たせた，合科的・総合的な

　題馨

　騎院素分化な懸学年にあっては，造形的な課題

を雑嚢に押し諾すことなく，造形すること欝体が

楽しい嬉しいという体験をさせること力婁大切であ

る。大人が勝手に分類し位置づ診ている篠域1こ

あま拳こだわることなく，表霧の主体考である子

どもの姿，生活から見て，描蚕活動はいかにある

べきかを考え，それに適した題材を晃い超すこと

である。

＠　子どもの知的好奇心をくすぐる題耕

　これまでの描懸指導の醗威観念1こあま讐とらわ

れずに，新たな観点として，子どもの知的好奇心

を尊びおこし，表理意欲を喚起しようとすること

はどうだろう。麗代の子どもたちの生活，遊びの

実懇から見ると，この携点は，今の子どもたちの

要求に合った一つの撹薫であるよう紅思える。テ

レビゲーム，メカニックな遊興ラクイズ的なもの，

ト婆ックのあるものなどへ強い興鎌・縫心を示す

子どもたちへ，惣的な要素が多分に含まれている

題材をぶつけ思考させることは，表現への意欲を

かき立てることになろうむ

⑤これまで実践されてきた題材を新たな角度か

　ら冤覆した題秘

　この題材はこうなると決めてかかるのではな

く，新たな角度から見蔑し換討を超えることによ

警，これまでになかった良さを見雛鐵すことはで

きな鵠だろうか。これまでかな拳やられてきた題

材であっても，それ，は子どもにとっては窮めての

新鱗なものであろのだから，もう一度見薩してそ

の題材の良さを確かめたり，新たな角度から見つ

めてさらに懸値あるもグ）紀編成した移するのであ

る．緩み合わせを変えてみた拳，新たな縛み合わ

せを試みたり，播く幽きを変えてみたりなど，も

っと柔軟な見方で題秘をとらえる努力力量必要とな

るQ

⑥　地域縫会，義ふるさとへ目を陶けた題耕

　もっと還元を見つめることの必要性，露分の住

むふるさとを見違すことの大鰐さは．題替を探る

にあたっても大事にしたい梶点である。

　鷲1こ子どもたちにとって，自分が生まれ青った

地域社会へ嚢を晦け，そこで騰く人の心，郷土行

事の楽しさにふれることを通してシ我ふるさとの

ぬくも彗を感じ取ることには大きな意義がある。

董囎3無ii舜

そのためには，教麟欝身がその地蟻鮭会に溶諺遜

んでいなけれ、ぱならないことは誓うまでもな鵠。

⑦子どもが糞熱こ選捉できる纏のある題耕

　以上述べてきた題耕は，子どもの穣彗に立ってと

は言いながらも，結露1は指導者が選択し与える題

紡であると糞えよう。意籔麟な教育活動として実

践されるのだから当然なのであるが，これからの

一つの方向として挙げられることはうもっと子ど

もが主体的にかかわって題誘を見つけ鐡し，欝ら

が設定できるようにしていきたいという類いであ

るむそのためには，まず，侮を舞でどう表すかの

全てについて教締が枠づけするのではなく，その

子の思いができるだけ自分の意志で翼現できる余

地のある題季重を求めることであろう。

おわ鞍に

　「何を搭かせるか」，『どう鑑かせるか」という

繕癒捲導のあ雛方のうち，本論ではヂ舞をコにつ

いて豪とめてみた。搭錘詣導に取彗緩んでおられ

る先生方の要望に癒えるためにも．よ蓼異体的に

まとめようとしたのであるが，スペースの縫係も

あ吟，また「簿を」だけに絞って達べたのでその

展醗の姿が見えず．やや一般的なまとめになって

しまったきらいはある．今後，紅どう搭かせるか」

について豪とめていく申でそれを補っていくよう

にしたい。
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