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はじあに

　「懸麟指導をどう進めるか庭その麟では，子ど

｛フたち1こよ鱗議1建のいく撲靉靆才霧勤を展醗させるた

めに夢鰹を篠かせたらよいかゴ，つま弩，題材の設

定をどうしたらよいかについて遠べた。題樗が設

定されるといよいよ許どもたちを捲i露活動1二取除

緩ませることになるが，本論では，一一毅に「導入3

と麺；する牽受業の袴めの葬響鷲1こ焦点を裏て，　よ弓豊

かな表理を求めきせるためにはそれぞれの題麸1二

「どう取聾緩ませたらよいカ㌧について，莫｛本的な

実践纒も挙げ膏察を擁えながら違べていきたい。

　「鑓鰻工作科の授業の霞功・矢数は，導入鄭iにお

ける詣導のあ弓方で決まってしまう」とよく霧わ

れる。どんな圭募含蓄ノそうだとは欝い｛譲れないし，

その後の振導の工夫によってむしろ得がたい表現

活動を体験させることができたという案馨菱鞭｛勢も

耳にすることもあるのだが，多くの場合，その糞垂

導グ）良し錘姦しカデそび〉｛愛の表蛋箆青髭童舞をナくきく孟翌凄至し

てしまうという点で，やは許），導入難の指導のあ

彗ノ7力望嚢受業び〉重要なン繋イントになること1ま嚢窪かで

ある。特に嚢ヒ三表環を顯う本教孝導の授業の美蕩合，

導．入の季麦1よ多・ども一一底ひとりの農三整誰催なぞ羨動1こ裳養

せることになるわ鷺で，授業途中での大きな軌道鋒

翫や変更はなかなか難しいだけでなく，子どもた

ちの活i難をいたずらに潟毒しさせることにもな鯵か

ねない。それだけに捲導者1よ，先の見通しを持｝つ

た瞬到な計繕と充分な事鋳の準鰭を心がけなけれ

1ぎならないということにもなろうΩ

　ミ撃入朝にお1ナる蓄舞導のポイント　　　それは一一

欝に｛誓えぱ，r許ど蓮歩一㌔奔、ひとりの表王難人あ意族

を彗興起しつつ，　こんなこと（表琴芭の三艶麗〉　を，　こ

う　種蕎楚琴　力・い一ぐみたいとち玉う表現の意図をしっ

かり幸寺つこと寿ぐできるようにきせること雌　となる、，

「かいてみたい乏いう表現への意欲を認めるため

には，題材1そのものが』許どもたちにとって新舞…で

魅プ3のあるものであることが麟提となるが，それ

に粧えて，レデ｛ネスをどう藷めるか，題樗をど

うぶつけるかなど，援1業が始まってからは勿、論，

それ以前からの振導のあ鐸かや醍癒すべきことが

多々あろう。また，「こんなことをごうかいでみた

い」という義軍壁の意騨1をしっかン〉郵芋たせるため1こ

は，表現対象（表現しようとする嬬象・内容・テ

ーマ）に触れて種々感じたことをどう焦点づけ，

それを掻き表すための壽薄想をどう練許｝1づデさせる

かなど，表現を力鶴づ酵るための指導を工夫しな

ければならない。

　こび）ような叢談華の意1灘，　そのためび）叢｝導のあ鯵

方，薩義葱すべきことなど，「導入簿騨こおける援1襲1

の進め方…1こついて多匪評達べても透くが，擁めi二，そ

の全体像とも誘うべき「絵趣表歪惣こむける授業遜稚

（事羨，感受・構想の綾購海についてふれてむこう。

1　綻灘表現にお静る授業遷程

　表現しようとす〔る対象に強く’むをi蕩かされ，「こ

んなことをごうかいでみたい」という表醗への1意

露1をしっか弩蓄穿つDその意緩1こ基づいていろいろ

麟意工夫しながら，表礎に熱中する。そしてつい

に作熱を捲きあげ，絵を掻く婁び，発案感を味わ

い，さ鎮こ次の絵露表舞への鰭待感を抱く。この

ような「たくましく駿かな髭≧慧鍾表奪εをする許ど竜ナ」

を求める授業選程はどうあれば襲いか。機業遍程

（次頁馨参照／を構想するにあたって基本的にふま

えておきたいことを，まず逮べておこう。

○　たくましく豊かな絵1懸表瑳を簿1讐するために

　は，まず「楽しい」「おもしろかった3というそ

　の劉の心ぴ）動き，心構の叢まン），感聾する姿な

　ど，表現薦勧に葎う許どもの心的状態を大事に

　し，　・‘ノ、ひ・と鞍の｝ども1こ｝豊彫する喜びや充実

　感を味わわせたい。しむの藷ま静を1

0次に，鈴どもの興味・関心，表嚢への懇待慈

　　意欲などの轟まりに露を海鯵，叢ら求1めて表

　琴蔀二立ち向かむうとする構えを大事1こしていき



絵蘭嚢現1こおける授灘過穰（纂前・感受，構想の段階）
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　たい。（主体的な構えを／

○　 さらに，露分の感診たこと考えたことを掻き

　表す活動を通して，その予の酸い力擢窪か1こ具現

　されるようにしたい。一人ひと辱の表現の姿に

　響を禽隷，その・子ならでは1の表現のよき・お｝も

　しろさを認めつつ髭導を進める中で，確かに轟

　己表現めサできるようにしたいという，嚢襲いである。

　（｛馨姓的表墨髭を〉

○　表現活動にあたっては，子ども一一一人ぴとりの

　表現力の実態に目を蜂獄，造形的な感覚や理解

　技能などの造形表現力を無実に藷めるようにし

　たい。（造影表現力の高まりを〉

　以勤，　婆つの額いを基本的にふまえ，「たくまし

く豊かな議会麺表現をする子ども盛を甕指す委受業の進

め方を構想したわけである。

　なお，絵錘表現にお1ナる授業の段鷲は．感受，

構想，表現，鑑賞の昇段講として綴織することと

し，　本轟轟で1ま，　事毒警手旨導と，委受業の最壽謬の蓑斐陵で

ある感受び）蓑憂欝を取馨挙げ，その意鑓，指導のあ

り方について達べていく。

2、事前の指導

繕　その意霞

1，馨纐た鍵霧慧瀦副
俵饗への難待感を高める，　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　事離の予告をすることによって，題季オにかかわ

彗の深い作品や資料に対しての興味・縫心を蕎め，

表現への難待感を大きくふくらませようとする場

醸である．事購のちょっとした教締の醗癒が，授

業露始後の子どもの活嚢へ喪い影響を与えるとい

うことは誰もが経験しているところであ彗，その

懸果も承知iしているわ諺であるが，その害承こ1ま事

繭指導に籍する醒癒が充分なされているとは：害い

難い。特に低学年の場合は，叢会をかく活動そのこ

とが生活の流れの一遇程であるべきことを考えれ

ば，始業のチャイムが1鶏ってから突然始めるので

はなく，授業以繭の生活からの建長線しに表愛活

動が｛窪置づけられるこ二とが議然であ彗，その絃果

よ鯵髭体的な取り組みも薄葬寺できることになるの

で1まないだろうか。より意欲的な表現への取り縛

みを健すためにはぜひ，事鋳の指導を充実させ

ること1こプ3を才童ぐようにしたい。

　（21　その手だて

（1）　生凝｝の耕し

　○　生活体験を広げる

　子どもたちの生活体験の鉱亮をはかることは，

簿も図エグ）場合に獲らず教官的に意義砕あること

は叢うまでもない。ここであえて事饒指導の手だ

てとして取鯵挙げたのは，絵嚢で表理される内容は

すべて，その子のこれまでの生活体験そのものであ

り，これまでの｛本験無くしてその一野の良己表現1まあ

り得ないと考えるからである。悪い出してかく馨会

ではその子の生活｛水霧禽そのものが描かれ，空想・

想像してかく絵では遍去の生活体験を発想源とし

たその子の夢や額いが描かれる。また，見てかく

絵では，表現対象とのふれ合いによって慰むとら

えたそのイメージが表現される。このように考え

てくると，新たな題材に取礁緩ませるその機会に

その表現1の源泉ともなる生活｛奉験を拡充させる場

を設定することは，より豊かな縷縷表現をきせる

ための重要な手だてとして挙げねばならない。

　豊年「雪遊び」（写真／は，零の降り積もったあ

る馨，学級全輿で校1莚に飛び餓し，額に汗して疲

れる程に遊んだその後に搭かれた《乍晶である。こ

れまで見た

ことも作っ

たこともな

い大きな雪

だるま，み

んなで繹つ

た震グ）すべ

それら新．鮮　　　　　「雪遊び」　（奪隼｝

頓酵彗体験が表現への意欲を姦め，絵の内容を充

実したもグ）にしている。

　この葎奮ま，題韓そのものである雪遊びをさせる

ことによって豊かな表現を簸得した実践纒である

が，その勉に題季戯二直接，闘接にかかわ一）て駿墓

ぶ∫魎れる」「調べる」「集めるゴなどによってそ

の夢の生瀬の耕しをはかっていくようにしたいも

のである。写生をする対象としての「古い建称盛

や「神祇」などの墜史とか，麹語の絵に羨てくる

「みの」や「わらぐつ」などグ）これまで発たことも

ないものについて，事講に調べたり，実鞠を見た

駐），それに験れた警することによってそれらグ）存

在を矯ることは，表現内容を豊かにすることにつ
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ながることになろう。

　○　其通体験の場を

　｝どもがそれぞれに体験したことに基づきテー

マを庭1灘に選ばせて描麟活動に取り緩ませようとす

る題材は，懇姓的な表翼，欝己妻環を求めようとす

る本教科では，これまで鉄、熱こ求めていかな締れぱ

ならない題季オの方萎韓である。　しかし一一芳で1ま，　会葬

綴晃童金銭が其通グ〉俸験を通して巽に婁び合い楽

しみ合ったことをかき表すことのできる題季孝もま

た，蓄奢て去るこ二とのできない｛難養嚢ある題材1と誘え

よう、其通グ〉捧．験が学綴の仲醗づくりヘと発緩す

るというだけでなく，黄遜のテーマの下で其に励

まし合いながら窪く活動の申で，さらに深ま聾の

ある造形妻琴遙が難待できるからである。

　羨の鰹に挙げた題樗「雪遊び」も其通体験の場

を経て篠かれたものであ掌），遜じテーマへ愈ナて

の蓑堤過程では互いに影響し合いながら共感した

弓，あるいはむしろ鋭い諺で発合った掌）する中で，

よ弓深まった表理へ海けての活動が襲羅き駿たの

ではないだろうか。この溺のように，其に捲く毒

びを味わい励まし合う纂懸の中で，あるいは，瞬

じ｛奉、験をして紅達る者1葺葦∫惹だけ1こむしろ厳しい萎重奏羅

もあるだろうせっさたくまする集簿の申で，其に

庵まり会ってほしいと駆うのである。

　事離指導の中で其通に体験することの場を設定

すること羅：，よ弩豊かな表理をi奨1二求めさせよう

とする手だてとして大事にしていきたいことの一

つである。

　○　　飽享受孝斗・勉肇嚢蚤戴との穫套塞から

　その題韓のために特溺の場を設1足して新たな捧

。験をきせることも意義あることであるが，鐘教裾季

　飽領域での教育活動の場において，次に取箸組

ませようとする題材のために意図的に多種な体験

をさせることも羊ぎ意・義なこ1とである。

　このような意味で取讐緩まれる描懸題撚として

は，2年の運科で栽培・観察をする紅ぴまわ彗」

を素馨とした題樗，羅じく理科の生物教材で取妻）

扱う　「うさぎ」「にわと弓」紅魚」ジ虫ぱなどに関す

る題季オ，　あるぴ1ま茎t会の発逆鉾学翼として1芙毒毯され。

る「工場，駅，溝防署等の発学」をテーマにした

題赫，その魑1こ捧育での野マット運灘，鉄季泰運勧，

水泳などの運聾」，学校での諸行事．遊びにかかわ

る題韓などが挙げられる。これらの題季オは，合科

的な掃いによって’より麺果的な学習も璽能となる

だろう題材でもあるが，合科妻勺振導とまではいか

臆綴奪3暮

ないまでも，　そグ）蓄妾の題材“衰耄建をよ難ヲ籍実した

ものにするための意1灘的な取静扱いによってより

童舞果的な学習を展羅させることが可書葦な題材“と

叢’える。地i敦孝導，飽食藝重或1こお縁る学習を進めてい

く中で，表墨髭しょうとする重重象の煮夢在感を髪茎じ取

らせること，舞象や活難に帰する心の嘉ま磯を求

めること，そしてできれば色や彫などの造形的な

発育でとらえることができるようにすることなど

も合わせて意図することができれば，その後轟表

∫発活動をより■充実したものにしていくことができ

るであろう．

②　難境構虞
　○　興味・灘・むを麟iめる圭舞グ）設建1

　物語の絵駿海鉄遂の夜3縫｛のをかかせよう

としたときの事糞彗の取彗掃い1ま，　いろし～ろ奪警護度

からなさ駿た。まず，そヂ）李舞養護を事羨1こ読んでお

くよう1こドギること．　できたら宮夢幾賢蕎餐乍の｛亀の｛乍i

義義も譲箆んでおくこと治f望ましいこと，さらに1よイ隻，

空を艶klデて量．空を観察しておしくこと，それに纏

えで，学級に駐｝るSLファンの許に頼んで朝や4毒

鯵の会や給食の縛懸を拳邸妻1してSしのことについ

て誌をしでもらうことも企鱒された暑鈴どもたち

にとっても多・建な学校生活であシラ，1瀬二亙二の学習

のためにのみ多くの時襲を費やすことはできな
いので，　金頭秦蕎談箏グ）土蕩を馨拳渉垂1こ壽隻けることはかな

掌）難しいが，その題材表麗へ1球ナての子どもたち

の藝軽鐸家・馨手むをいくらかでもi舞めようとする酸！憲

は，機会をとらえ欝らかの形でなされるようにす

るこ二と毒す望ましい。

　給食の時

醗を穂離し

てのSLフ
ァンの二人

の『魔ﾉよる

発表は妻子評

であった。

機羅華を大

きくか雛た　　　　　　　　「銀溝鉄遊の夜」　14奪）

i馨を使ってそれぞれの綴分の名称とか，プレート

にある（〕とか登1こついて（7）壽発明，　その｛毯Sしに関

する楽しく興鐸奉ある蠧毒もあ琴，単級発童のSしに

鍾する縫心も確かに趨まってきたようである。次

の糞躍嚢，わぎわざ搭内の公露まで鐵かけて行っ

てそこに置いてある機関牽を見てきたという■ヂも

いたことからも，それが鰯うこ二とができる。
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○　かかわン）のある資料，隼贔等の掲示，展示

　瞬じように，子どもたちの興味・醜態を高める

ために，その題樗にかかわ導のある資率導，｛馨贔等

を掲示，展示することによって礫塊構成を工夫す

ることも，一一つの畜嬉な手だてとなろう。讐に，

許どもたちがこれまで鑓たことも離れたこともな

い資審楽を主饗ラ翼し，　二夷；際1こ手1：取って発た彗薄塗葦生た

りきせることができれば，それがそグ）後の褒理へ生

きてくることが大いに窮待できよう。また，絵嚢

表税を進めていく1二で直接参響になるだろう絵叢

作品を掲示することも，ヂどもたちの鷺心，意欲

を葵髪激するの1こ有嬉であろう、，その舞三熱は，名麟1

と誌われる作r畿でも」窪いが，発童｛乍贔．それ糞、必

ずしも震い作蕪に鰻らず多少講題を持つ鐸贔で竜、

良い。、｛㌻菅脇を緩ジ質する土蕃｛釜，　どう発たら良いか，

その観点を堆蓄して箆一ぜるよう1こす『ること力搬塵｛蓼で

あることは叢うまでもない。また，ある観点から

鑓て望ましい昏三贔と1馨選董のあるぞ乍贔を叢バ：て圭ヒ華交

鑑賞きせるようにした｝り，　多重羨な表墨髭のノ｛ターン

の作贔を示していろいろな褒現の確縫｛生への意谷桑｛

を爵iめるよう1こした毒するなどの虹1夫肇、董f・婆とな

ろう。

曾予　　告
　○　難蓄寺感を高める予告をする

　簿をするのか事糞麟二知らせずに鄭き待感を持たせ

ておいて授業が嬉まってから気付かせるという，

いわばブラック・ボックスと言われる導入のし寿

もあるが，どちらかと震うと，事羨に野霧するこ

とによって題軽表現に駕する内容跨伴った鱗待感

を蔑めようとすることが常道であろう。「今度猛1こ

んなことをやるのカ㍉ということが分・かれ．ば，豪受

業が始まるまで1こ1まそび）題材1内容に対ドタる興曝ミ・

開毛・も徐々1こ薦iまるこ

とも響蓑毒できるし，毛・

の準備壽、なされるであ

ろう。

　嘆年「千手観音3の

で告1ま，鋒彗もなく春の

遠建を違えようとする

1灘工の時鵜になされた。

「干静観沓を見たこと

があるか1ドどんなかっ

こうをしているのだろ

うかぎ予想した纒をス

ケッチブックにかいて　「千手観音の予想図1〈4奪）

みよう」，許どもたちはそれぞれに難分の想嫁する

予手観音のスケッチを始める。千本の手をかくの

だと書って観音様の黍をどんどんかき進める子，

お地蔵様のようなかわいい表餐｝をした観昔様をか

く子，奇妙な彩をした耀子をかぶった観音蟻をか

く許など，　これまでi二知琴得た観音桑叢に関する知

識やイメージを総動錘させてスケプチする。

　遠建の1歪，お寺に到著し，千夢観音に鐵合一）た

ときグ）野ど毛、たちの欝1ま輝いていた。案内入の醤疑

i馨を溝1きながら　一生懸命メモをする，観二音｛象を覧

ながらメモ績にスケッチをした鯵と，勉の学級の

許ど｛、たちとの違も擁ま繕産然としているむ二酋響嚢辱蓋果

題として事麟に与えた効渠の大きさ，籔1機づけを

することび〉大｛秀さ，そしてそび）事応・えを感馨させ

られた場藏であった。、その後の描麟活動がかな弄り

意繕｛熱質こ綾羅さ農たこと1よ誘うまでもない¢

　○　準講贔（季舞…レ鴛1巽1の予告

　必要な轡料・鱗呉謄■一つが欠診ても描錘活動に

支擁が鐵てしまうことを脅えれば，材料・羅興の

準播蕎1ま謬全1こなされな畿ればならない。，その予｛芳

は講1教二されるのではなく，準備する疇鵜的纏と

りがある、よう1二数藝葬韓にされるべきであるし，そして

できるだけ子ども鶴舞の手でできるようにさせた

い．露分舞舞の妻でやらなければならないとす

ればそれだけ奏麺を感ごて準葦蒲することになろう

し，その巻彗果それらを大事に雛うことにもなるで

あろう。薩よ診｝も，馨料・購輿の準備を進めでい

く中で徐々に褒饗への鱗縛を蔑めていくことにもな

るのではないだろうか．

　（3！よ鯵積極的な取零緩みを求めて

　案銭鰹も挙げながら事麟指導のあ艶）方について

違べてきたが，この殺購で期待したい｝どもの姿

とぱ，「欝か籍しいできごとに対して興味・羅心を

‡キつ野ど手．」ではないだろうか。無気ブ3，無縫毛・

と誘われるような野ど書、て死まなく，脚｝かやろうと

するとき1二．奏転たな期待を蓄設いて粛iち海かおうと

する積鬱譲勺な許どもであってほ1しいと想う。その

題舞“においてよぎ｝豊かな表現1をさせようとするた

ダ）の事饒事隷華のあ彗方を求めるというだ酵でなく，

／鍾事1こも積癒的・、書三体的に艶ち向かおうとするた

くましい畢どもを＝奪蔵することをも意1饗した事前

指導はどうあれば喪いかについても今後考えてい

かな酵れ1まならない。
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3．感受の段鷲の捲導

緯　その憲麟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
　表現対象との出合いを通して，婦象の存在1

感・｛議≦籔などを感じ取箸， 露分な弓グ〉イメー

ジを抱くことによって表現への童題をとらえ，1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き表税への購えをつくる場面　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

　感受の段繕は，そび）後の描麹活動の方海を決定

づける重1要な蓑受踏である。題紡の内容，表現のあ

を）方をどうするかもさることながら，ここでは，

その後の表現への取静緩みをよを）主捧的に，より

意欲的にするためにどうするかの方が重要である。

そのために1ま，子ども一人ひと鯵の心の麟きに充

分気を糶ることである。

　この季隻階で意葦難したい子どもの’むの動きをその

溝藝れにそって挙1デてみると，まず，題耕に隣する

その子の興1象・関・むから崖発すると震えるだろう。

許どもの趣味趣藏もそれぞれだし，また好録むが

匿盛かどうかも子どもによって様々であろうが，

それらも発分、弘まえながらどの一チにもそれな陰の

興1壕・関・むを抱かせな容ればfならない，、

　ン欠に，単なる興味巨関・むでなく，表至難重重象との

よ章｝綬密な縫駐合いを遠して，「楽しい，おもしろ

い，不思議だ3というような，対“象に責幸するその

許の・むの姦ま弩を求めることである。つま掌｝，ヂ楽

しそうだ，おもしろそうだゴというような興味・

関心のレべんから，葬本当に楽しい，お斐、しろい」

というように，対象／＼の毛贈糞をさら1こ深めるこ二と

だとも蒙窪えよう。

　そしで，ヂ楽しも㍉お漆，しろい」ところまで姦ま

った惹・精を基にしながら，「それを絵で表してみた

い盛という透彫毛嚢動が起きるように導くことであ

弓．きらに，「こんなことを表してみたい3という

その■許な戦の意1饗を曝葬窪にさせ，意欲熱罫こ表現に

疏ち晦かう構えをつくることである。新1たな表現

燐象とグ〉塩合い，親密な触れ合いによって轟めら

れた子どもの・むが次第に造形表現の1意欲へと方向

づ諺られ，さらに姦められていくことが．この段

1箸にむいて求めな締ればならない姿であ許｝，これ

がこの季斐階にお替る指導の意1灘となる、、

　｛21　そ鈴手だて

⑦　対象との出合い

欝書4隼3薄

○　体ごとぶつけて（実体験1

　実跨に衰分の体を硬って経験することの意義は

事蕪指導の項でも運べたところであるが，子ども

の興味・関心を高め，表瑳対象に対する心構の高

まりをねらうために1ま極めて有効な手だてとなる。

麟で考えるだ諺だつた弓，あるいは遠く題離をお

いて臨めているだけではたとえ理懲の。しでは遷解

できたとしても，実感として味わい惣ることもできな

いし本当に遜解できたということ1こ1まならない。

葭分の全身・全感覚を霧藝｛更して感じ味わうことカぐ

できれば対象の本質に験れその存在を実感し理解

することもできるだろうし，その活麟体験の中でその

垂の毛・も織さぶられヂ楽しい，おもしろい盛といっ

た’む構のi姦ま弓も簿1侍することカξできるだろう。

讐にまだ経験の浅い低学年，いろんな意味で未分

化である低学年晃童にあってはなおさらであろう。

額1こ汗し，　全身・全鍾茎覚をギ吏一）ての実｛本験を通し

てこそ初めてその楽しさ，おもしろさを俸で案慰

し，　・むをゆり蓼雰力・すこと力夢できるの“ぴある。

　2年紅糠蝦鴨の実践は，実総に糠取掌）を体験

させた後で描かせた題栃である。木登りもしたこ

ともな1，識で

あろうこの

子どもたち

にとって，

たわわに震

った糠の木

に恐る恐る

登った簿験

そして葭分　　　　　　本尊こ登って糠取響をする子どもたち（2奪）

の『養で毒毒をもぎ取ることえ〆できたず本験は，勿譲孝君

めての体験であ彗，その驚きと喜びは大きかった。

木に登る蘇の不安気な繊手．手がようやく締に届

いたときび）緊張感，　もぎ取ったときグ）婁｛ヂの衰鬢妻，

それをしっか鯵握ってようやく木から降篭ること

のできた子の安緒の表椿，そしてその擁を誇らし

「締取集（2翁

気に艶せ合

ったり大事

そうに雨季

で包み込む

ようにして

裏寺っている

子どもたち

の満尾気な

姿など，案
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際に嚢分の身をもって体験きせることの大鰐さを

梅語る姿である。

　酵毒取舞」と1舞むように，実｛本験をさせることに

よって導入することのできる題季オとして1ま，「遊び

に関するもの」野選難に絶するものま「鴛事に関す

るもの藩など，慧常生活を題季オにしたもの（生活

露と言われるもの〉　が三姦に挙1デられる。「こんなこ

とをやったことがあるね，慰籍鐵してかいてみよ

う」というので1まなく，ぜひその場で捧を聾かさ

せ新1鮮な驚きとか嚢1びを慰むさせることができる

ような導入を工夫していきたいものである。

　〇　五感を通して

　全身・全、感覚を通して表毫髪しょうとする貢孝象を

丸ごと受診姦めるということは，その穀象の存在

や懸≦籔をも感覚鋳・総合的にとらえることであ警，

それは造形表現をするにあたっての基盤と竃，なる

重要なこととなる。そこに表現舞象としての建物

があるからそれを単にかき写すというので1まなく，

その建物の存姦や簸纏を露己の全感覚飯盛）を

駆使して感じ取を），糞分な辞）に感じ取ったことを

色や夕影でき鐘形露勺にカ・き表すというの力婁，　本孝交番薯で

求めようとする嚢己表税の姿であると鳶えよう。、

　ところで婦象をとらえるその麗感に1ま，視饗1，

触覚，聴覚，1嗅覚，味覚とあるが，題麸によって

は∫i感ずべてではなくそのいずれかの感覚を遷し

て舞象をとらえさせ，毛・の蚕難ま尊を簿拝撃しようと

する美嚢合｛，ある。以下，それぞれの感覚に韓を韓響

け，それぞ農の感賞を駆綾させることによって舞

象を感覚謡萎ことらえさせようとした孝灘髭｛舞を挙1デ，

考察を醗iえてみよう。

　曝　 馨竃覚を玉垂して“

　　毛髪覚は華会麟蓄衰耄楚グ）場合，　ま〒ヂ第一一1こ挙1デな1ナ

　ればならない感覚であろう。絵露では，表現舞

　象の色や形，っ讐合い箸の葵的秩序を難でとら

　えるこ二とから妻毒まる。私たち1ま嚢に写る鐸央｛象か

　ら感じ取ったことに基づいて表現に立ち海かう

　ことになる。そして摩会繕1表王楚を進める最愛賠でも

　溌覚を通して確かめながら感馨たことを縫薩へ

、麺1誓いく猿である．ド急懸欝騰の要衝

　である霊と講われる縫えんはここにあるのだろ

　う。

　　従って，罷覚を通して婦象をとらえさせよう

　とするためには，表現講象の色や影，大きさな

　ど，その変｛ヒや統一一の畜殺彰｝な屡犬懇をよく発つめ

　とらえさせることによって造形的なつくりのお

もしろさに気づかせることである。

　たとえば，ヂ花」をかかせようとする題本オの場

合なら，その花の色の美しき，形やつく辱のお

もしろさに謬を食けさせ，「おもしろい，きれい

な花だ，よしかぴてみよう」という意欲的な気

持ちへと高めていくことであろう。そのとき醗

癒したいことは，一つの観点からのみ鱈象を発

つめさせようとするのではなく，観点を変えた

弓見方を変えた馨など，いろ雛ろな角度からじ

つく弩と見つめさせること1こよって，叢書象の幾

さを鵜キ広くとらえさせな馨ればならないことで

ある。

　重重象を箆つめとらえさせようとする具体的な

，場嚢でもう一一つ馨§題とされること1ま，　許どもた

ちの芙慈として，「よく発なさい」と誘わ舞ても

「よく躄れない盛でいる纏肉があることである。

決して腎1に駿橡として写っていない」のでは

なくて「躄るこ二とゐごできない」でいるグ）て輩ある。

つま聾，1三1を講捗ればギすぐ楚えるゴという安

笏さが，安笏な発方でしかヂ発れない」状慧に

させているとも蕪える。

　だとすれば多どもの発達に応毒で，ヂ艶麗る」

ことができる状態にしてあぼな曇ればならない。

そのため1二は，角彗葵移植者の甕欝蒙データからも

充分察せら潔るように，視覚にだ1ナ頼って艶せよ

うとするので1まなく，そ穀紅撰1えて鰻重の1感覚の鰐｝

鑓がぜひとも必要になるということである．幾覚

にのみ頼って慧象の全てをとらえさせようとす
るグ｝ノ〆、1二煮篶講蛙建もギぞ｝あったと壽」1言えるだろう、，

過・去の体薯嚢を裏づ汁にしながら更せるようにし

た辱，また，触れる，聴く，1饗ぐ，味わうなどの

飽の感覚も合わせ縫って，鐸象をとらえさせる

ことが大切となるっ

　「少隼蓑1然の家の患い識」韓年）では，つい先

ξ鷺強分たちが蜜泊調練を婁施したときのスライド

を見ながらの導入がなきれた。単に蓼餐覚1こ薄暮えよう

　　　　　　　　　　　　　　　　としての導

　　　　　　　　　　　　　　　　入ではなく，

　　　　　　　　　　　　　　　　実体験とい

　　　　　　　　　　　　　　β「難う裏稼貿）

　　　　　　　　　　　　　　　　ある蜜舞に

　　　　　　　　　　　　麟論欝

「少隼翕然の家の思い鐡」韓：簿〉　　てあのとき
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ぴ）楽しかったこと，感潮麟だったこと」）一コマ

ーコマを懇達書させ，そのときグ）老・の1籍ぶ鯵を1琴

慶襲撃び・輩こそうとしたわ諺である、、

　また，「機鋒華寧藩（2舞今では，機関車1こτ羨峯祭

に乗った弓，冷たく硬い鉄の箏輻に鰻毅たりし

ての導入

であるむ

遠くから

醗めさせ，

よく甕て

かかせよ

うとする

だ諺では

なく，そ　 「蒸気機獲妻事毒こ乗って3（2隼）

の視覚的なとらえ右に癩え，箋捧：験，触覚を通

しで1感じ取らせることによ一ノて，機縫撃という

知｝象を迄ノつか袴、とらえさせようとした乏華；入と誘

えよう、

　そゲ）縫1こ媛象を「発ることができる」よう1こ

するた鍵霞こ，意1ヌ雛態な観点を撃えて蔓せるとい

』｝茎だ一て柔ナ挙1デてオゴきたい、　たとえは㌧衆隼勢慈｝建

業舞などを建てかこうとしたとき，「メくきさの娩

率やつ弓台・いはどうなっているだろう」「天分古

い建物だが，いつ頃造ら農たのだろうノ簿をす

る建物だろう」というような観点を与え，造影

的な麟からも，　また・む轄量的な醸からも対象を「躄

ることができる」ようにすることも大事にした

い手だての『一つであるっ

O　触，覚を遠して，

　　達参離れて対象を雇淀めることと比べ，　じかに

毫ノグ）1こ毒塗れること1ま，　より嚢達妾衰辱であ聾より、真

鯵的な移籍である．，それだ諺に子どもたちは，

毒窶れるという行為を選垂してよ静強くものの質感，

量感，存姦感を感じ王蒙ってFいるように患える孕

機関薫鋒1こ簿塗れたときのあの冷たさ，難1さ，重美糞

感などの癖象が権iめて深かったことは，その後

の描1難濡聾の中での盲嚢からも充分察せられた

ところでもある。・むの底から感動したり実感し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　すコやたりさせるため1こ韓1，大橋轟告亀の1遽べているよ

うに「｛奉｛盤感覚を豪霧散することであり，そのた

め1こは罐蜜覚，運灘感覚を羅舞吏させることだ藩　と

いうことであ琴，そのことは，．骸記のような姿

から髭ても充分納得できるところである。

　金葎「不思議なピアノ3では．これまであま

り髭たこともないグランドピアノの中を発せ，

鵬4奪3縁

振動して

轟を蔑し

ている弦

の震えに

験れさせ

る。初め

て躄る音

の鐵るし

くみへの

好奇毛・と，

ビビーン

と響く弦

の不饗議

な手繕え

が旛まっ

た，毛篤

く導入で

あった。

　2年「ザ

》五二と

診｝…では，

「譲解震えているね垂　｛茎隼〉

　　　　　　「不思議巻ピアノ」　（奪隼）

　　　　大きな綴ですくってとったザ弓；ゲニ

を手でつかんでバケツに大農る。ゴチゴチの費

申，チクッとするとカごつた足，鋭も縄まきみの感

じを慧かに感診ながらの導入であった。

　薩1手でし∫かに対象に毎塗れ，それが生きている

婁感を離…覚を通して貸家わう阜それ1よ生勃撃を題轄

として’取弩挙1デるときに其達する手だてである鼎

　o　聴．武覚を遷して

　費は，それ霧重事造形対日象としての具体的な彫

や色のある｛、のとしては存在しないが，そのも

グ）のイメージを抱かせたを）ふくらませたを）させ

るために大事にしたいもグ）である。それぞれの

題麺内容に応建て，醗物，乗参物などの擬音を

縫うことで，空想・懇｛象力を秦彗激したり，雰翻

気を盛鯵あ1デた鞍するため1ご蕎受露な葵だてとなる〔

O　曝覚，聴覚を通して

　華鬘覚，霞濠覚を這｝して感じ取ったことを，その

まま造形表現することには：無理があるが，縁象

の存在をよ膠嚢窪かに感じとらえさせるために大

事にしたい感覚と誘える。そして，その場の雰

暖気にひたらせたり，臨場感を感じさせた辱す

るためには，見る，懸れることよ彗も，むしろ

ll嚢覚，鐸奏覧，そして聴覚を通して’感じとられる

ことの方が大きくかかわるようにも患う。

○　臨場感，雰翼気を
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　議会1懸表現をきせるにあたって基本的に大事にし

たいことの一つに．本隼勢の対象にじかに触れきせ

ること，　また，｛衰の場でなく現場で表瑳に三豊ち癖至

かわせたいということがある。教室での避糞饗だ縫

でなく，教！室で1ま味わえない歪発墨暴での本筆勢の｛奉験

を通して，よ鯵邊力の感ごられる表場活動ができ

る機会をできるだ睦多くもちたいというのである“

　「神祇」とか「お寺」などの建駿1写生，「蜜と錠｝」

「露華云率乗鞍」　などの雪持妻事鍵，筆勢離垂の塞会の圭暴蒙辱とな

る漂つばや韓などの表舞の場合は，近くに遜蝿な

ところがあれ1§きぜひ霧』場学欝を攣難｝ノ、駿たい、、

　もしそれが響晦能とな穀ば，　あたかもその場

に緩るような雰醗気づく弩を工夫するようにした

いも・のである‘、

　5年「赤いろうそくと人魚涯の導入1よ，暗幕を

瞬いて夜の

場懸の演墨

フ琶なされた。

舞いろうそ

くがともき

れた中で，

必の込めら

れた声で教

齢び壌善が始　 「青いろうそくと人魚涯（き隼〉紛導入

まる。嵐の場懸垂で1まゴーゴーと叢iれ善玉う波と掻夏の

擬妾も綾羅され，一屡気分を盛シ｝あ1ギる、、

　○　勤鐸髭によって

　絵に登場する入物や蠱物の動きをより具体的に

イメージさせようとする場麟でも，実醗に体を動

かしてみること　（勧｛乍｛と〉　オゼ有交毒な手だてとなる

が，導入の場麟では，題韓内容をとらえさせ，心

鋳の轟ま弓をねらおうとする乎だてとしての勧瓣

化が考えられよう。姦学隼ともなると難酸くささ

毛、あってなかなかのれないが，低学年の，と辱わ

け牽薄懇による嚢墨髭の場合に1ま，ぜひ必要な蕃だてと

なる。「くビら雲藩εかもとりごんべえ」などのお

謡の絵だ1孝でなく，ヂ鳥に乗って」薪大きな木があ

ったら」などび）薮董懲に想像してかく絵の場合にも，

その美蕩1こ’憂弓きる，　な鞍きることができるよう

に各養聾，蕪継繋二動馨建させてみることが有勤であ

る。

　三舞三「花の桑子きなま許盛の実馨箋では，花の咲き護辷

れる遊び場の遊具を牛に見たてての聾鐸化による

導入である。セメント製の遊具が，もうすつかを）

牛にな陰，そこにまたがった子どもたちもすでに

登場入麺に

な琴きって

いる。夢の

議界にすぐ

とび込める

野どもたち

の心の柔軟

きがそうさ

せているの

であろう。

　○

ヂ袴の好きな等式華年1の錘馨佳

　　　共感，共鳴

　｝どもは，教鎌グ）対応に爽めて敏感である、従

って，畢どもをさらに意欲的に表現媛象に立ち麟

かわせるためには，孝養導器の貴重葦蓉力ご〆）のポイン

トになる，　野どもグ〉罐ンの動きを・鋭くキャ・ノチし，

其に喜んだ鯵驚いたり，そして其に動｛乍化をした

辱と，子ど委ジの慰む方，　とらえかなどに共感，真

鴨できることが大｛男となろう。

　②　感動の造形乾

　○造形表現へのき一）かけを

　対象に録する心構がいくら薦まったとしても，

それがそグ）ままでは絵遜表現へとは緩びつか奪い。

「絵で表したい」という欲求がわきおこって修め

て心靖の姦ま馨が絵遜表理へと空きてくることにな

る。

　その子の感動を造影表現へと肉かわせる（感魏

の造影髭を鐘かる〉ためには，蚤鰹，感受の袴蜜）の

場癒で，いずれ絵をかくことになるのだという発

遠しを携1たせておくことがまず挙げられよう、

　また，これまでの婦象との繊合いグ）申で，造

影麟な筏点に熱った箋方，感じ方をさせておくこ

とも大鷺である。　たとえば物語の絵など，その鋳

景擢1写にあたっては特に色や形などにかかわる説

明に醍憲し，絵麟的なイメージが描かれるように

するわけである．観点諺ちょっと変わるが，「誰

かにこの様子を知らせよう3とか，ド忘れないよ

うに記録しておこう」というように，講か甕櫛を持た

せて搭かせるようにすることも，造形表現1ノ＼陶か

わせるきっか諺をつくるこ1と1こなろう。そして，

機が熟した頭を発計らって野絵にかいてみようか」

という教纈からの誘いとか，ヂ絵にかいてみたい盛

という…部の子の発書をきっか1舞こ絵露表現へ晦

かわせるということも当然あり得ることである。

　○　験れ合いの深飽

　表現対象の鐵合いの場面では，対象に対する子
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どもの心構の高まりをねらうことが主となるが，

その高められた心嬉を造影表現へと露かわせよう

とするこの場藏では，表現鵡象との触れ合い分一

屡の深化をはかることを通して，造形的な視点か

らの見方，感建方もできるように発展させること

であろう。ヂ色は」誓形は」など，罷る観点を示し，

敗めて見直させることによって造影表現へ海けて

の意識を高めようとすることもあろうが，これま

でに姦まった記v欝と｛離離離した観点から発’：）め直

させることのないようにしたい。あくまでも子ど

もたち青書，全r身，全感覚を藩藝｛更して感ビとったこ

と．高まった気持ちを寄りどころとして対象を見

つめ直させるこ二と毒筆できるように舞毒言業繋導してい

くよう1こしたい。

　2年「機縫寧遜の一一場懸，機関率で充分に遊ん

だ子どものεすごくでっかくてつぶされそうだ3

とのつぶやきに対して，次のような発灘はどうだ

ろう。「近くにある木や建舞と大きさ比べをしてみ

よう∫みんなで持ちあげてみようかコ「手つなぎ

懸人で一一まわ辱できるかな」など。

　2年「小鳥をかこう」の一場面，小鳥につつか

れて「痛い3

と瞬んだ声

に対して，

「すごいくち

ばしだね。

どんな形に

なっている

かな，色は

どうだろう　　　「すごいくちばしだね」　（2隼1

ね」など。

　③表現の主題を
　「楽しい，おもしろい」という小藩の高ま酵だけ

では絵にはならない。表現への意欲が轟ま弩，そ

して「欝をかいてみたいのか（表現の主題1」があ

って初めて造形表瑛が覆能になる。この場懸では，

これまで姦められた子どものむ椿を大事にしなが

ら，露にむを動かされたのか，どんなことに感動

したの力種こついて整理しなカぜら，　1無分力ず力残ギぐみ

たいのは鱗かについて焦点づける方晦での練り圭1

げが必要となろう。そして，「こんなことをかいて

みたいゴというはつき鯵とした表理の主題を子ど

も㎜一人ひとりに季妻たせるようにしたい。

　さて，表理の霊題が文章で明確に表現されるに

こしたことはないが，低学年の甕童に対してそれを

欝書4奪3薄

要求すること1ま無辜墾なことである。かきたいもの

のイメージを譲葉で適確に表すことは難しいこと

であるし，だからこそ遙会でかき表すのだとも害え

るからである。従って指導者は一子どものったない

言いまわしの申から，その子の意綴をくみ取るよ

うにすることが必要となろう。

　／31捧で感じとれる子どもに

　感受の段蔭で大事にしたい子どもの姿は，対象

に鐵合ったときに進んで航れ合いを求め，嬬象の

持つ特質，存在感を鋭く感じ取り，露分なリグ）イ

メージを持つことができることである。そのため

に1よ，対象を客観的1こ轟蓮めているだけでなく，　じ

かに懸れたぎ），全身で感じ取ったりすることによ

って，よ鯵直接的・主観的なとらえ方ができるよ

う1こさせたい。そのような活動を通して，常に講

を輝かせ，警分の手で，体をぶつけて対象に立ち

海力鮎うことのできる子どもを求めていきたい。

おわ酵に

　本i論では，茎霧鐘醤活璽彗の導入の場嚢である事麟と

感受の段購で紛授業の意緩，指導のあ鞍方につい

て違べてきた。授業の退程にそってやや分新的に

述べられているので，学年の発達や絵の種類醗

てかく絵，輪藷の絵など）によってどこに叢点を

置くか，手だてをどうするかなど充分縷試するこ

とによって授業を緯織するようにしていきたい。

　轟，次の論では，構想から表現の段褻器についての

授業の進め方，指導のあ弩方についてまとめたい。

玉
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