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はじめに

　本議1では，構想を練辱あげ，それをまとめる段

陸離こお酵る孝蓉導ぴ）あ鞭方について“選べることにな

ろ

　こ薮まで子どもたちは，　「縛を表現するか」，

妄どんな感じをかき表そうとするび）か」　（表1現の

劃題や意羅1をそれぞれに楚握し，表現への意欲

を嵩めている』できることならこの轟まった心構

をそのまま猫露活動へぶつけさせ，のびのびとし

た表現活動が展醗できるようにさせたいとも思う

のだが，このままグ）状態ですぐに懇麟添勤へ向か

わせるのでは，義i察した造形1孟i銚を展1灘させるこ

とにぱ～）な寿デらない。　「こ二んな感慧1二したい」　と

いう撃i…現の意糞難を婁￥ち．　野かきたい」　という意金欠

が姦まっていたとしても，それが亀や彫などの造

影露盤なイメージとして，莫｛本邸31こえカ｛かれていなけ

れ1ま豊フ斜な表彗裁こ1ま華表びつきにくいからて茶庭）る。

したがってこの構想の段購では，これまで漠然と

した姿でいろいろと思い浮かべていたイメージを

整礫させ，それを造形的なイメージとしで具体龍

きせるようにすることである。

　さて，論を進めていく麟にぜひここで触れてお

きたいことは，子どもが心に浮かべる薪イメージ」

についてである。構想をどう進めさせるかを考え

その手だてをまとめるにあたって，　『メージコ

とはどういうものなのかに／）いて触れないわ諺に

はいかないD

　筆．イメージについて

　壱の中に浮かんだイメージなるものに基づいて

癒露活動が展醗さ穀，そのイメージが色や彰とし

て鱒懸に具現されるのが絵露である。議鐙鰭動を

支える「イメージ」　と1ま，・イ奉いかなる｛、のなの

であろうか。

　「広辞癒によれば，紅①むの中に思い浮かべ

る嫁，心象　②姿，形象，駿像」とある。また，

「教育む理学新辞典」によれば，「①綴膜に写し

鐵される像などの麦1学的橡　⑫過去に経験された

事勃の記憶による再現で，短覚詳3特嚢1をもつもの

を墨客｛奉轟肇イ　メージ，　露轟轟嚢辱に再至莞さ雷tるものを壽

語的イメージという。⑤感覚器憲を選鉱て遷解さ

載る外界グ）特甕叢を代表している眺娘㌻過季釜で，それ

は勃1にはたらきか捗る運動1：よって驚i歳される。

（ヒfアジェ）④羅，繭贔，　孟義などに嫁する態穫
　　　　　　　　　でニむや感構｛羅の総｛奉をいう磁とあるの

　物理的な事象，現象としてのものから，人懸の

内懸との複雑な関係において定義されるものと縣

広くあ彗掻麟活動を支えているイメージとは鰹かに

ついてまとめていうことは縷難であるが，その全

体｛象は大よそ妻雪餐できる，要する1こ，縫1錘1活i勤を

支えているイメージとは，　Fわたしたちが，婦象

との験れ｛繁いを通して’短覚したそのものの色や驚i，

そしてその舞象に対して抱いた心構までも含めた

総体としての嫁，心象話とでもまとめられようか。

　わたしたちがイメージを捲くためには．まず，

糞童蒙を矢羅覚することが轟彗提となる。　義感を選｝して‘，

捧験を通して離党した感覚精穀をよ彗どころとし

て，わたしたち書三体がイメージを鐸舘）あげるとい

うこと1こなるわきである。舞纂1羅喜愛は，　「知覚1ま

そこに対象があるから，舞1，矩覚されるので1よな

く，　髭｛季語ことつでの意醤象ノ〆定まったとき矢嚢覚さ考究

るのであ吟，そび）ときはじめてその婦象が必の中

に匿叢る姿垂，いわばイメージとして浮かぶので
　ヰヨ
ある。」というむその入にとって望薄らかの意舞泰をも

つ惣覚がされたときに袴めて，その人の碁の中に

イメージが形銭iされるというわ諺である。さらに

藤岡は，　「矯覚が生ずれば，イメージができない

わ諺に奪いかない。こうしてイメージができるか

らには，イメージは知覚によって安えられた鍵灘，

無党をなぞって鐸シ）あ謬る携錘がないわけにはい

カ～ない。　こ二業tをイ　メージのタト蓼撃摸f彗多生という。　・誤
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ノy，　イ　メ一匹ジ1小，　蕪｛奉1二と・ズぐ，　磨ノ1二しにと・ワて‘，

！謬力繕「院愚昧があるから、二そ蓉三ら駿るわ1うで，　イ

メーシ“，＿，よ，　翻｛本1二〔とっての意霧受とUう馨彗嚢嚢寿ごあ

る、、これをイメーージヂ瑳蚕糞・1業とい墨」と逮ぺて『い

る。無党を選1して誓言葬歌、たイメージの二連舞β窪とし

て，外饗からの・騰毅一基づきそグ）まま警三韓鐵さ駿

るという漢算盤と，ある入にとって特響彗轟．愚妹を

擁｝って葬…られる麹蕪難業．があ鞭，この1総が1またら

きあつて 一つぴ）もグ）として讐～之彗疏って“いると“う

わ轄で“ある，〕

　ア亨ン・リチぞ一ドソンによるイメージの分類

によ麗ば，イメージに1よ，ただ総鬚壌癸っている

かのような矯覚に逐いも｛ノ）　（残｛象．懸毒舞｛象，　痘観

｛象〉　と，　一髪｛事とのかかわ瞬｛7凝柴誓注もの（巖i嚢董暖二蓬髪

類｛蓑イメージ，想｛象・む｛象｝があ鞍，特に後煮1よ一、1三

｛華寿｛ど“う峯拳定一前る寿彗こよって欝1馨彗さ牽tるイメ一一シ“
むヨ

だという。藤難雛，イメージを二．つの藤からとら

え，また，リチャードソンはいろいろなイメージ

があるとしてとらえているが，いず農にしても，

イメージには短覚を遇してとらえた磐弊の慧象に

逡　彰“ぴ影綾：されたものと，そぴ）弄、との1莱いかか

わζ1があ一、）て彩蔽1された．ものとがあると考えら数

るようである。擁1嚢褒琴孟の中に，　跨の1舞にあるも

のを発ながらかくという観察による義理と，糞分

の生活をかく生活錘，1－1分の夢ざ纐いを込めてか

く牽薄懇、1こよる表現とがあるが，　それぞ離、にどの、よ

うなイメージをもッて‘表饗されて’いくのか，また

どのようなイメージの彩駿1がなさな1亨駆ばならな

いグ）かなど，　いろい■　考えさせられるところであ

る，．観察に、よる譲i理』の美舞金にぱ模写鑑が強く舞達欝

1二i窪いイメージの彫籔：カぬ老婆となり，　また，聾ぎ羨

1難や構想による。糞乏発グ践議会に1象，　茎菰箏と轟か力癒

弩が深〈独套舞空の強いイメーージ跨形成が求められ

るということ1こなるだろう、、そしてまた，いず農

の場合凄タ，　臨近三表現を難｛う欝重蟻看護肇毒言で一あることを

考・えれば，そグ＞劉ごのかかわりの深覧迄イメージを

確毒，二重萎たせることが必要となるわ諺で，そ｛弩た

めに韓1，そグ）■鈴にとって‘跨，褻：蕪というi、のを差分

奪えて才薮導にあたることが大琴郵こなって『くる。

　したがって‘，轟轟鍵蒙1饗彗を乞える苓メ，一ジを毒窪か

1こ蓄麓かせるた就彗．二1よ，　ま“デ，郵童蒙とグ蓬毒鍾妾嚢勺な奪蜜

糞あいができる場を設建！することであり，そして

講嚢毒裟，その・動にとって．愚昧のある篶ぎ髭を辱能と

する鐵会い，雛潔あいをさせる、ζ瀦二一ることで

あるといえよう。

　罫・ど尋、がむの中，二浮かべたイ、メージは，描講演

重継今金過程を遷して広がっ、たり深まった離して“，

そ糞が色や彩として具現さ駐蓬｝繕として表現さ看

ることになる。デ繊懸活動分取轟｝緩みグ）率で，イメ

ージがどの。ような変容や｝霧ま弓を発せるのかにつ

いて言挙しく叢霧“ヂるス！く一ヌ、嫁ないが，　ここ“ぴはイ

メージ，こかかわる一鱗葉1二ついて一整糞嚢“重ることに、よ

皇一

p，そ吾凝嚢才分彦謹をとらえてみたい・，

つ発　　懇
　「乏整のまとまシンはなし遙寿ご，萎壱．楚漿がユニー7だ」

奪どという。　1三1趣グ）とらえノy，季溝1蟻『・’どのお・もし

ろさや聾萎窪難をいう場孟に綾わ駿る。発想とは懸

を竃バこ縫1．い浮かべることで“あ牲，また，それは：そ

σ）野一難讐の｛講嫉からに1∫み出た嚢幾に慧する、響、い

とか験いで’ある一

　勤どもに懇を鍵募縁墨かばせるために1よ，そのき

っか1†となるものを与えること滋必要である。導

入時にお馨る参考糞料や作贔．遊びの場の護憲な

ど，嚢｝懇、を｛足回ポき一ノかiナとなるものである“1嚢1診

ようなきっかけを撃えても．その発想び）姿は子ど

もひと弩ひと酵ζこ多重譲であるといえる．、

○蓬　　懇
　ある“纂蓄糎やでメージをもとにし。て一，　そ潔．とかか

わ彗グ）ある事物やイメージを．悪い浮かべることで

ある，，連想は．轡、考’に麟1をもたせるものであ警，新

たな難懇を壌き戯すための　一つの叢要な饗素とな

るものである⊂、

　子どもたち群星墾びに連想遊｛フ袴があるが，豊かな

発想、一力を離iめるために大一事1二し「たい遊びといえる、，

c　懇　　像
　「、広、，彰竃一三によ駿ば，　「硬）おしはかること．②“

幾翼グ）箋1覚に与えら訟ていない勃事の心像（イメ

ーシノ　を’むべこ多筆力、バミるこ二と。3墨塗季の毫髪鳶嚢を書套慧三“『季一重

る場合と逝去の経験を緩み合わせて霧しい心象を

つくる蠕き合とがある。、想、達するこ1と，　藻て推絶す

るこ、と一まとある．）

　い振・ろ懇豫することができるた薦には，豊露

な経舞舞が．契溝となる。、翻感を邊隻し体をf吏一コて、㌻る

f事i験露：，必一ダや懇．｛象を饗：か1こするてのろう。

ゼ「、．　蜘　　　　灘
…　　 工　　　　　　’螂、

　1『現実1二1δ．あ鞍得るはずのないことをいろいろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まと叢悪いめぐらすこと、，露鋒豊的態篶象の…’幸叢である。．3

とある．

　イメージは矯’髭を題して彫威されるが，いった

んイメージができてしまえば，いろんなイメージ
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を緩み合わせてイメージからイメージを作ること
　　　でヰす
ができるとい挑空想するということは，イメー

ジを豊1かに発展させるために大事な活動である。

○　イメージを広げる（蓋大1，深紛る（深｛緋

　どちらも，イメージを発展させるということで

懸ぽ講慧ような愚妹で養われることが多いが，広

げる1拡大／という場合1ま，　1イメージした対象

の籠饗をおしひろめて，その内容を売笑させてい

くこと」であ撃），また，深める（深達）という霧1

会1ま，　1イメージした婦象を竈、う一穫：発つめ直し

そ享罫蓄環象をさらに霧辱さげ充実したもの1こしてい

くこと」1こなろう。い“ヂ農も、魂三縄こ豪季海｝／くたイメ

ージの内容をいろいろな角痩から発つめ竄し，癒

広い豊かなものにしていくというものであ章），籍

たな発想，連想，懇繰，空想のはたらきが大きく

かかわってくるも‘乃であるむ

○　イメージを定蕎させる・まとめる

　イメージを旗繍，深めた後に縫置づけら駿る濤

麟であ彗，いよいよ欝露活動に入る直麟分段購で

轟活動である。その愚昧では，これから達べよう

とする購懇の内容1こ含まれる重要な活響1でもある、、

　また．イメージを定篶させることをもっと広い

愚妹でとらえ，套難語に魚や彫でかき表すところま

で含‘めていうこともあるっ

○　機　　　懇

　F広辞苑滋によ教ば，　緩動考えを緩み謝てるこ

と，②芸衝誓三贔を調轄する場合．髭題，建綴，思

懸内容，表現彩式など，あら簿る要素の構繊を思
　　　　　　　　　　すモヨ考すること，③想像に麟じ」とある、

　遷1去の｛奉験1こよサて舞｝た1議叢薮やイ　メージ，　懇｛象

や1黎懇によって彩罎1したイメージなどをよ指）どこ

ろとしながら，｛蓬を，どこに，どのような表麗の

佳際で，またどんな纈序でかいていくカ・など，そ

の全体の講懇を総合麟に考え，緩み嶽二てでいくこ

とである。発想，連想，懇縁，空想．イメージの

拡大・深化と．イメージを腹げふくらましていく

のとは違い，懇の定葵をはか彗集約していくはた

らきを撰すこと1こなる鼎また，琴彗の馨い方をすれ

ば，イメージと疑う摘象的なレべんのものを，藪

や影，軽科，繕具，技法など現実のものとのつき

会わせ1こよ彗，、翼｛本｛として熱く鑑霧彗であるといえ

よう。

　蓑奪義の主題がよ量3豊寿痩こ具現するこ二とができる

か，脅分の抱いて碁たイメージをそのまま金や彩

でかき表すことができるかなど，こ農から構穣麟

表現を左右するポイントとなる盲毒彗糞である。

　2．権懇の段獲の叢導

　購壌グ）購想の定義によれば，構想というのは，

詑題，仕組など，芸鱗葬贔を麟鐸する場合のあら

ゆる要素の構絞を思考することとなる。だとすれ

ば，本論（その2）で論むたヂ主題掘癌1グ）段階

からすでに権懇が始まっていたととらえてよい。

騨つから構想が始まって“雛るのか1こついて聡確1こ

いうこと1ま難しいが，広い意肇泰でとらえれば，対

象との鐵会い．いわば感受の段繕からすでに始ま

っているといえる。しかしここで1ま，もう少し毒美

くとらえ，表現の主題をいかに箕現するか，露分

のえがいたイメージを具体銘するために，色，影，

構縷などをどうするかについて思考し練離あげる

という遜程に焦点づ締て講じていきたい。

　緯　その意襲

　イメージをさらに広げさせ深ダ）させるととi

も訟，懇の建蕎を醗ろうとする場懇である。　…

ゼ窮分の褒そうとする芝題をどう具現するか」1

隷書難1欝ぎ1㌘鏡聡1欝i
きるようにする．このような活聾を還して大1

よそのi避還しをもたせるとともに，嚢現／＼σ）i

難｛孝慈をさら1こ籍iめようとする誉

　購懇を異体約に練ぎ）あ繍させるためには，まず

その子がかこうとする短象のイメージをよ垂りはつ

きりしたものとして‘とらえさせることである。そ

の一華の猫糞な難懇や／嚢鴛…蓑露なとらえ方を認めなが

ら，いろいろな観点から発取れるようにさせた彗

も、う一度発！）め濤二させたぎ）などして，イメージの

拡大・深達をはか箏，かこうとする対象のイメー

ジを韓広く豊かにえがくことができるようにした

㌧㌔

　さらに，撥鏤表現へ肉汁て色や彰などをどうす

るカバこついて凝4事的に季糞垂懇を練謬あ1デていくこ二と

になるが．そ群ために1ま，譲i蒸発の芝題をふまえさ

せながら．それを巽｝凝するたiめの手がか箒となる

造形的な課題糞幾のポイント，事騨峯や騨欝．技

法などをしっか影鷲塗解させることが大難である奪

灘分のえがいたイズージをそ駿らの凄．融とつき合

わせながら．造影麟なイメージとしてえがいてい

く二とオ葦できるよう1こする，．琶1ま．　彩1‡，　虞こきさ
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誌，金棒の横綴は，そしてかき表し方諺…　　と，

搭鶴表瑳への禽1ナての構想を具体的に練琴あ揮さ

せていくことによって，意欲的・意馨的に表幾へ

立ち商かおうとする構えを作ろうとするのが，こσ〉

暑受贈1こお診る指導の意騒となる、、

　②　構想すること弱二つめ形

　構想を充分に練警あ1デ，先の晃通しをしっかり

もって意騒綿な1購懸活勇に取彗緩むという理想的

な姿を鑛にえがきながら，構想の段鬢髪にお酵る蟻

導の悪騒について運べてきたが，表現に入る羨の

この段鶴1でしっか弩と構想を練彗、薫雲デることがい

つも理想的な姿であるとは震い曙麗ない。懸垂オに

よって，あるいは1単隼の発達段階によっては，む

しろ適さないことがある。特に低学奪麗童にあつ

で1ま，表現の結果まで発通した構想を立てること

は一と台無理な認である。低学年の場合，構想をし

っかをラ立ててから喪理に入るというよりも，かき

ながら・考え，考えてからまたかくという耳翼弓緩み

のカがより生き生きとした表糧が矯待できるので

ある。かいたものを発てイメージを広げ，新たに

えがいた構想、に基づいてまたかくという活動を繰

弓かえす中で，　よ鯵具体的な構想が練鰺あ1ずられ

ていくと考えてよい，，

　かいてみて締めてその蓑親の感蓼ぴ）ず駿に気づ

き，構想グ）練舞直しを余／義なくされること1ま，蛋薩

も抵学｛導の整暑童に葬疑ら一ず，　わたしたち大人であっ

て‘もよく経、験するところであるぴこグ）段繕でしっ

かり練彗あげた構想であっても，それを変更して

1まならない翼建｛ヒさ教たもグ）として’考えるのでは

なく，よりよい表幾を求めようとする活動グ）中で

柔軟に扱ってよいもの，むしろ，表現活動の全過

程を通してその癬度確かめられ練弩あげら舞てい

くべきものだと考えた≒㌧

　しかしながら，構想を．　「かきながら考えるも

の∫かいてみてから考えるもの、ま，ヒだけとらえる

のは幾違いである。蟹姦懸蠕動の前に，主題を表現

するための全｛奉を冤選1した構想を立てること1ま．

薄霧にも逮べたように，売の莞通しを柔、って講縷約

　意騒的に表現を進めていく｝二で，たいへん重要

な一季憂欝量となるものである鼎

　かき始める蕊に．鉱てる購i馨も，かきながら鐙構

想のいず穀もよ重タよい表現を求め先の疑通しをも

っという点でその憲義は瞬じである。学年の発達

に感じた構想に取諺緩ませ，いず羅，兜の発通し

をも一）て活聲1できるようにさせていきたい、

　③　その手だて

　・むの中に悪い浮かべたイメージを定養させ，さ

らにそ穀をどのような色や形で表したらよいか，

醸醗紙のどこにどうかいたらよいかなどについて

具体的に購想を練弩あ響きせるにはどうしたらよ

いか，以峯，授業実践を通して考察できることを

慕にし，私発善．簾えながら遠べてみた㌧㌧

　なお，締めに．形や大きさ，構緩についての購

懇の手だて，その次に，毯についての構想の手だ

てという1額で遜べていきたいD

《形，大きさ，構欝についての構想》

①動作化
　お謡の睾会や生活をかく絵をかかせようとする美場

合などに，そのお譲難やその場嚢1こ鐵てくる人箋舞や

i勤犠1になったつも辱で難き麟らせたり摸搬させた

詳｝する重だてである，、

　動｛乍化をさせるねらい1まいくつかある，、その一一

つ1ま，主題をとらえさ・ぜようとするときの動｛㌻｛し

である。登場する大挙勢や動物等の灘きを摸懸1させ

る漉婁弩を通して，お藤霧のイメージをよ辱具体的に

とらえさせ，主題を簿藤霧につかませようとするわけ

である。単iこ聾箋の中でえがくイメージよ陰も，実

際1こ露分の｛奉を使い轟きを通してとらえたイメー

ジの方が，よむ真棒≦跨でよ警嚢羊墾なイメージとし

て・むにえがかれることになる。また，そσ）入奪舞の

動きを竈葵餐護4重る≠羨動の蓄群で，・チど竜、たち1ま，　そぴ）

人業舞の’む猜を感じと静，その人隼舞にな・）たような

無季妻ちでお謡の雰麟気をも一新分賑わいながら，そ

の髪題をしつカ・警と幾重墓一孝るこ二とにもなると髪玉う

わ1ナである。

　その一二つは，表愛ヘグ）意欲的な取辱緩みをさせ

ようとするためグ）鞠警護とである。捲導者からただ

お謡を饑くという受身的な学習ではなく，二畢ども

たちが霧らの誌を硬って参鍼するという能動的な

学習が可能となる。そして瞬嚢手に，授業の雰醗気

そグ）ものを楽しく活発にすることにもなる。

　きてその

三が．構想

の綬驚に｛立

直づきられ

る動作化で

ある，）それ

は，　ピどん

なか一）こう

をしている 動作化による携i縷
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か∫どんな聾きをしているカ㌧など，露分グ）｛本を

穫っての動｛乍を通して，俸の形や動きなどを確か

めるための動｛乍｛ヒである。轟分が実葬祭1こそのかっ

こうをしてみることによって，抱いていたイメー

ジをより1まっき年〉としたイメージとして具体麟にえ

がくことができるということは，子どもに漿らず

だれもが経験することである。簿1暮三途中で．　｛こ

こばこうかな」などと，身ぶ警手ぶ彗で確かめな

がら表幾ξこ鞍諺蓬曇む姿などがそれである鼎実葬祭に

そのかっこうをしてみること1ま，どんな形になっ

ているか，どんな難きをしているかについて確か

めるというだけでなく，　「どこにカが入っている

のか」手と手がどう緩み合っているのか∫どんな

感蓼になっているのか3など，　もっと複雑なもの

を確かめるために，あるい1まそのときの心経．気

分などまでも確かめるために交書肇のある拳だてで

ある⊂、

　なお，ll謹分で聾作姥をしてみて入物や動物のか

っこうや麟きを毒窪かめるというこの手だでは，季糞

懇の段講だけでなく，虞際に描露を進めていく途

中で，縫かめながらかいていくときの幸だてとし

ても効果のあるものとなる。

　封王、L，　どのようなねらいをもって勧ぞ㌻費三寿ξなさ

れるかについて遠べてきたが，この手だてが，ど

の学年の箆童にも遠しているとはいい難い。これ

までの賓賎からいえることは，麟窪｛とによ鞍お議

の場藏を演墨したり，空をとぶなどの懇豫の場覆1

を演戯した軒）するのぱ，低学年の場合は極めて交青

果的なのだが，姦学年で1まあま戦意昧がなくなる

ということである．茎瓢学年1ともなると，耳むドギかし

さもあってか，麟作髭による演鐵にもなかなかの

ってこないし，1纏よ弩も，身｛奉表現によってその

ものにな弩きるという交青果がそれ程．垂馨待できない

ということである摩したがって轟学年の場合には

そび）三で遠べたように，そグ）かっこうをしてみて

彫や動きを確かめる程度の動鐸建が適業であろう

ということになる。

②友達とモデルにな辱含って
　　1聾翼乍｛とゴのぎ養で1ま，　臨分嚢身でそのかっこう

や動きをしながら構想を練弓あげまとめようとし

たのであるが，ここで1まそのかっこうを友達にや

ってもらい，それを観察しながら購想を練弩あ1ず

ようとするものである．勿論，臨分が動作髭を試

みた後で，互報ニモデ猷こな給撃観察し合うこ

とになる。動維化をしている友達を観察しながら

構想できることのよさは，密分でやっていてはな

かなかとらえられない全｛本の形や動きなどを，露

分の難で確かめてとらえることができることであ

る。そして，蝿象から一歩離れ，復党を通して観

察できるということは，海分で動鐸化をしてみて

その感じをとらえるという毛・馨ま面に重きを置いた

とらえ方にくらべ，色や形．動きなどの見取琴を

容易にするという点で，購想をより造形約にまと

めさせていくために有妙な手だてとなるむ

　互いにモデ∫レにな孕）合い，確かめながら表現に

立ち鶴かう姿は，構想を練りあげるときだけでな

く，絵をかいている途中で磁iかめてみたいという

必要性が生意たときにも大いに推めたい姿である。

それぞれが綴溺に活動を展露することになりがち

な搭醗学習の中で，互いに鴇為し合い，励まし合

いながら共に表現することの妻びを味わわせるた

めにも交青果のある手だてといえる。

③捲がき
　1蓬をかこうとするかが決ま幣，いよいよ蠢蠢絹紙

にかこつと

いう場面で

なされる手

だてである。

一直接，描懸

韓でかき始

めるのでは

なく，その

蕪に確かめ　　　　　　　「ここには…」とつぶやきな浄ら嶺羨きする

をするという意轟衆で，養塗や議会筆を使って大よその

　　から形を空がきしてみる方法である。薩絹紙のどのあ

たりに．どの位分大きさで，しかもどんな形のも

のをかくかについて見当をつけさせること1こよ一）

て構想をまとめさせようとするわけである。

　捲がきをするという方法は，形の変乾をどうす

るかというような微妙な義理について考えるため

に適した方法ではない。かこうとするものの大よ

その形や大きさ，陶きや縫竃など，いわば懸藏全

体の構載1をどうするか裟つ静ての構想をまとめ，

大よその歪籠通しをもっための一つグ）秀法として考

えたい◎

　また，この揚がきは，海度でもや鞍直しがきく

ものであ詮），纏持幾で，しかも気軽な気持ちでの

びのびとやれるもので，露簿1紙奪こ直接か継ていく

という極度の緊張感をやわら1デる，いわばクッシ

ョン的な役霧縫もつ活動ともなる。しかし，気軽
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に取り緩むことのできる方法だけ謹こ，安易な気持

ちでなで醒すだけということがあり，構想を練り

あ1ず，　まとめるという意麟寿ぐなかなか達蹴されな

雛ことがあるので，手分留意して振導にあたりた

い。簿｝のために孝簑力｛きをするのか，1まっき鯵とし

た講的意識をもたせて取謬維ませること，そして‘

できたらヂここに，　こんなふうにこれをかいて」

というように，嚢分に1請い灘かせるようにつぶや

きながら指でかかせていくなどの工夫が必要とな
る。

　この手だて1畜　ラフ・スケッチによって構想を

練舞あげることの難しい低学年の子どもたちに，

ぴつたリグ）手だてといえるっ　fここにこの｛立の大

きさで竿さんをカiいて，そ駿から…　　」と跨靴工

思し，搾量先をさかん1こ甕彗かしな力夢ら真裏辮こ構想1こ

取辱緩むレ2年生の姿を難侍したい。少々にぎ

やかになったとしても，そ舞ぞれが1蓬的意識をも

って学鷲に取諺維もうとする姿をこそ大窮にして

いきたい、ン

⑧　ラフ・スケッチ構

　構想を練鯵あ1デそれをまとめさせ，女うとすると

きの代表ともいえる手だてとして，ラフ・スケッ

チをあげるこ：とができる鼻懲分力ξ砦の中にえがい

たイメージを，試みとむて実無紅かきとめてみる

ことによ弩イメージの定養をはかるとともに，轟

藤の、童にどうえが雛たら糞分の鰹．雛をそのまま表

すことができるかを求めようとする活動である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　この手だ

　　　　　　　　　　　　　　　　ては，蓄題

　　　　　　　　　　　　一，　　　表現グ）ため
　　　＿　毒嚢　懸　　1噛瀬全体

　　　　　　　　1　　　の轍をど

　　　　．灘灘欝1襲

　　　鎗筆によるラフ・スケッチ　　主たるねら

　　　　　　　　　　　　　　　　いとなる

　　　　　　　　　　　　　　　　したがって

　　　　　　　　　　　　　　　　プ　ツ恢・｝↓　　　　　　　　　　　　　　　　一｝　㌦量感歩

　　　　　　　　　　　　　　　　一枚だ酵の

　　　　　　　　　　　　　　　　ラフ・スケ

　　　　　　　　　　　　　　　　ッチでは党

　　　　　　　　　　　　　　　　分な講想の

　　　　　　　　　　　　　　　　練辱あ！肴ま

　完成作品ぎ馬革に桑って践3隼〉　　窮待できな

いことになる台数枚のスケッチをしていく中で想

を練諺あげ，その後でどのスケッチが主題表現の

ために最適なものであるかを確かめ，一つを選ぶ

という手躍1を経ることが大｛露なのである。

　なお，　一潔慰二やられているラフ・スケッチび）

や辱方は次の通りである。搭華オには鉛筆やペンな

どの線慈縁を使い，濡紙は本番で使う露羅紙よ弓

もノ卦さめの竜，グ）で，その購紙に大よそグ）形で下が

きをするというものである。震羊しく1ま後遷するが

いつも覇むや鞍方でラフ・スケッチをさせるグ〉で

はなく題樗や学彗三の違いによつで，また，ねらい

によっていろいろなや鯵方を三夏一夫していくことカご

大鰐である，．

　さて，ラフ・スケッチをさせて購想を練彗あ繍

させようとしたこれまでの授業実婁斐からいえる謬輩

題点を，次にまとめてみよう，、

○　大まかにかけない。

　まずぴとつ1ま，子どもたち1ま大まか1こかくこと

1こかな聾の抵統をフ饗すということである。たとえ

慧f，人物を事弩や霧事弩などをで斐・、｝てさっとかくこと

がなかなかできずに，いつも｛ノ）かき方で壽羊しくか

いて‘しまう鬱病刀あるというようなことである、

した葦ってこのようなスケッチの進め方では，「1嚢

藤のこのあた鋒にこ二の｛立のメくきさで・・‘」　につ

いて構想すること1ま難、しい．．　1びとつひとつの彩

をどうかくか3など，　謬分的なところの構想にの

みむが入ってしまう結i蓑．　瞬察藝全｛奉ぐ）誕圭み窺てや

構疲への疑透しを立てるという，ラフ・スケッチ

の程群老輩穆ともいえるねらい1こ3塞らせること寿嘩難し

くなってしまうわ諺である。

　堂年が一ドであ駿ばある穫，この餐羅潔ま強い、

低学年発雛のかき表し方を発ていると，大まかに

かく場合も，また詳しくかく場合も縁とんど変わ

らない表し寿をしている姿がとらえられる一「衆

まかに．1といって『も，かなン）そ農らしく詳しくか

くし，　また，　「萎馨しくかく」　といって番ノ，　大ま海藻

にかいた番ノ）にち鉛“と健かをかき足す程度なの

である　　　，えがこうとする媛象勃ヂ）ポイン

トだけ押字さえ，縫1ま雀羅吝して‘しかもそれらしくか

くことは　かな弩講i痩な造形感糞；と鼓舞髭を饗する

宅、のであ鯵，　■墨、さな　銑ど毒、たちに寧…めるこ二と薦

鯵無墨肇なことだともいえる　そして総懸なの，ま，

メくまかにか1うないという雀麦霧老の一表妻藝さ1こ纏えて，

許どもたち嫁詳しくかかな碁と漿が済まないとい

う気持を抱いているのだということである。
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○　三冬んギーを｛吏い1またしてしまう。

　ラフ・スケッチをするときに詳しくかかないと

気が済まないことと毒、かかわるのだが，ラフ・ス

ケプチに1籍闘をたッぷ弩か雑筆の済むまで詳．しく

かか一ぜてしまうと，表琢鑑／＼擁葬ナて談iまって“いたエ

ネルギーがそこでかなり使われてしまい，いざ本

番となったときに，意欲もエネナレギーも乏しくな

ってトしまうことである。水毒の表現番、いわば二番

せんじになってしまうということで，その結梁，

気迫の込もった意欲約な表覆は簿1待できないこと

になる。薯段の穰毒韓学鷲の申Uご舜．，隻数したから

かき醒しをするとか，作贔がはやくできたからも

う教1婁｝詫テーマでかくという，めに，1義律表現

を1度，　三度と繰き）返させたとしても，なかなか

藷1爽した表礎1二はならずに参しろ生気の失わ駿た

禽もしろ昧グ）ない表現になってしまうことが楚ら

教る。こ数も馨書し1ように表現への工率膨・ギーの不

足からきている現象と考えら蘇る。

　したがって，ラフ・スケッチでは，その書葉通

弩に荒締ず警の大まかなスケブチをすることにと

どめておくようにすることがよいこと慕なる。

　以上達べた2つの繧麟慧．享年がドであ孝tばあ

る程多く晃られるが，このことからいえること誘

うフ・スケッチ1こよって構想、を練鞍あ1デさせると

いう一事だては，低学年1の覧一襲ll二1ま高壌：て阜あろうと

いうことである。そして中・轟学年のi粧薫にラフ

　スケッチをさせようとするときにも，この2つ
の｛譲影鐸7望あることをオ．まえなフびら舞孝導1こあたらな

きればをらないのは塞然である。

○　ス、窯エ舌、猛窪圭¢媛玉一一、気書ま、素。欝木書室一で、、

　ラフ・スケγチ琢，鯵1繕紙よ乎）亭さ静購紙紐す

るの力嬉多選茎である。膝・さい舞舞我に1スケッチしたも

のをもとにしてかいた絵1ま，懸翼錘全ゴ本に嬬して

ノ卦さぎ〉の亀，（毒1二な・フてしまう。蘂藁簗；が大きくなっ

た霧離こ誘，そこにかかれる裏合が大きくえがかれず

に，その絵1まスケッチした羊、のよ彗やや大きめに

かかれる程度ということが多い。

　したがサて一，誕馨毒のこのあた彗に，そして1難毒1

全｛奉グ）≠｛きさi二気重してこの季墾穫：のメくきさでという

麟瀬騰銭：を考えるためになさ農たスケッチの意鑓

が，本番でを分瓢生かされないことになってしま

うわ酵である、、垂どもたちにとって，懸蕪全体と

i峯分σ擁難｛系をそぴ）まま拡大してとらえた蓄えがい

た聾することは．かなを蔦葛度なことになるという

ことができよう孕

　そグ）ような抵髪充を翼翼弩葬寒くため1こ，露里遜辞鍾と観

じ大きさの羅紙1ニラフ・スケッチをさせることが

考えら潅る。こ』の場合，讐に霧意しな締ればなら

ないことは，あくまでも構想のためのスケッチを

するのだということを・駈分意識させて取弓緩ませ

ることである。それがあいまいであると，構想を

とびこえて表親そのものの才濤動1こなってしまうわ

けで，簿のためにラフ・スケッチをさせようとし

たのがわからなくなってしまうことになる。なお

この夢だては．いずれ小さな購紙を使っても全体

と議事分グ｝護翼累について・考えることがで旨きるように

するための一⊥段羅として驚羅づ諺られる乎だてと

考えるべきであろう、，

○　圭綾！のスケッチで終わってしまう誉

　毛ナつとよいもの1まないかを求めさせるため1こ，

教授1のラフ・スケッチをさせようとしても，2搬：

3季交とかくことにかな静の抵銃を弩やす傾華華ンゲある。

発想が乏しいとか，イメージが貧灘だからといっ

てしまえばそれまでで，だからこそスケッチを数

纏：させることによ弩懇、を広1ディメージを豊か1二さ

せたいと懸うのである。納得のいくスケッチがす

ぐ翼まとまることよ礁も，農分の捲いたイメージ

をかき表し，そ農を髭て新！たなイメージを麹きま

たか雛てみるという繰弩返しの中で構想を練酵あ

げていくことの一だを大事にしたいのである。　じつ

く彗と繰りあ1デていくその活動を通して許どもた

ちは，金棒を構成する力や構想するカを嵩め，瞬

…響によを）よいものを求めていくための表し方を身

につ誘ていくことになる。

　そのた度）に1ま，　じつく弩取辱緩むことのできる

時鷺を保鐘することに籏え，今抱いているイメー

ジを，霧の視点や観点から発つめた弓とらえ直し

たぎ1できるようにさせることである。一上から下か

ら，右からメ蕉からというよう1こ，視点をかえて疑

／）めて“みることや，遠くから霧藝めた琴透くで晃11

1デたようにしてみたらどうかというよう1二，渉量の

控護からとらえてみることや，また，題鯵によっ

て1ま，場懸をかえた鯵かくものを取諺かえた鞍と

いうように，観点をかえて考えてみることなど，

いろいろ試みさせることである。したがってその

ため¢ヒントとなる参議乍晶や資料，勧善が工夫

されな替れ1ぎならない，，

　また，糞分のかいたスケッチをよ彗どころにし

ながらさらにイメージを広げさせるためには，で

きるだ1ナ濾しゴムを使わせずに，一度かいたもの
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はすべて残しておくようにさせることである。そ

うすれば，想、がなかなか発展しないときに，蔚に

抱華たイメージに立ち戻って考え直すこともでき

るし．また，スケッチとスケッチを緩み合わせて

新たなイメージを懇．群浮かべることも驚能となる

わけである。そして最1終的に1ま，露分のかいた数

枚のスケッチの中から，自分の意穰に合ったもの

を選ぶということもできるわ1ナである。

⑤　ラフ・スケッチ（2｝一一■太い纏や薩で

　ラフ・スケッチをさせたとき，子どもたちは大

まかにかくことができずに，つい詳しくかいてし

まうことがある。そのために，ラフ・スケッチで

ねらおうとする「露露全体の構成をどうするか盛

についての練りあげがお・ろそかになってしまう，

という課題の解決へ麟隷て試みられた方法の一つ

である。

　茎§筆とかペンのよう1こ総験線でしかかけない茎蒸

露韓でスケッチすると，つい部分の表現に気をと

られ，全｛本に馨が幽きとどかないことがあるので

ここでは，太い線でしかかけない携遜季オを｛吏わせ

太い線や藤で大胆にスケッチすることを余儀なく

させようとするわけであるG煙くなったパスやコ

ンテ．あるいは太めの絵筆などを使い，藩分の形

をどうするかというよりは，露藤のどこにどの粒

の大きさで納めるかについて大よその発寒をつけ

るために大まかにかいていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　この方法

　　　　　　　　　　　　　　　　は，大胆に

　　　　　　　　　　　　　　　　そして大ま

　　　　　　　　　　　　　　　　かに全｛本を

　　　　　　　　　　　　　　　　とらえるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　とができる

　　　　　　　　　　　　　　　　という点で

　　　　　　　　　　　　　　　確かに効果

太い繰や面によるラフ・スケッチ　がある。短

　　　　　　　　　　　　　　　暗闘でやれ

ることに燦えて，子どもたちの関心が全体権威を

どうするかの方へ確かに綯いていくことなど，そ

のよさがあ1デられるが，大まか1こかくだ鯵ではな

かなか講達しな騨子どもがいることも、忘れてはな

らな㌧㌔彫が不覊離であ琴，大まかな露でかかれ

た塊をものとして見取ることができないために，

薩嚢にえがかれているものを具体的にとらえられ

ないこと，　あるいは，一つ一つの形まで毒手しくか

くことができないことへの不離彗であろう。そのよ

うな子どもの’む嬉に応えるためには，時雛が許す

申で，　もう少し形を整えさせるようにすることも

…方法であろうが，それよりも，かきたいという

その意欲をその後の掻遜活動へとつなげていくよ

うにさせること毒ξ大｛雰である。

　蓬年での，この手だてによる実践でとらえられた

ことは，懸でスケ・ソチすること自体にかなりの抵

銃が冤られたことである。大まかにとらえてえが

くことの難しさについては，藩にも遽べた通塗りで

あるが，だとすれば，匿郵こよるスケッチは尋年で

は難しく，やらせるとしても海学年髭童からとな

掌｝そうである。したがって中学隼の場合に1ま，灘

でというよ皐）は，太い線を窪謹奏としたスケプチを

させるようにする｛乃がよいといえそうで’ある。

⑥緩をちぎって
　線や窪藝でスケッチするというのではなく，台紙

と色違い跨薄手の紙を，大よその形にちぎ弓，そ

れを台紙のあで置きかえながら全体構想を練鯵あ

げる方法で

ある。

　この手だ

ての長所難

所をまとめ

てみると次

のようにな

ろう。

○　手でち　　　　　　　ちぎった紙を使っての購懇

　ぎるのだから，大よその彩にしか切りとれない。

　したがって纒部の表現をどうするかについてよ

　静も，全体の構綾1をどうするかについての構想

　へ鐸畢むを同書ナること寿まできる。

　ットになる。シルエットは，離海きとも後ろ講

　きとも莞取れるなど，それ藪｛奉，子どもの夢を

　弓多き出すはたらきをもつものであ警，　また，影

　が不安定であることは，立体感を感じさせた弩

　幾のものを患わせたりなど，イメージを豊かに

　広1デるはたらきをもつ。この意轟泰で，構想を豊

　かに練轍あげさせるグ）に適した素麺ともなる。

　表現するときと緯｝じ大きさで構想毒薗練られ。る。

　るのに適しても》る。　しかし，　灘由1こ置きカ｝えら

　れるということ1ま，そのまま残して置き1こくい

　ということで，したが一）て構想したもののいく

○　大まかな影にちぎられたものは一一枚のシルエ

○　描画毒こ｛吏う露絹紙を禽舞瀦ζこしてやれるグ）で，

○　置きかえ，取舞かえが再霧菱で，懇を練りあ1デ
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つかを壷べて圭ヒ較できないという難点がある。

○　ちぎる，置きかえる，取詳）かえる操作があ弓

　変｛とのある学習才毒動力｛展醗できる。

⑦　見てかく活動を取辱入れた構想
　これ慧：全｛奉横磯：を練彗あ1デるというよ鞍は1，継錘

面にえがこうとする人物をどうかくか」を考える

ための重だてである。人物をかこうとするときに

そのよ穆どころとして．モデ海の茂達を発て確か

めながらラフ・スケッチをするという，いわば観

察濠1動を取鋒，入穀た構想といえる串

　子どもの墨金鍾表現1こおいて，鐵てくる人物をど

うえがくか1ま特に大｛男な要素となるが，にもかか

わらず人物表瑛を得意とする子どもは多くはない。

それを補うべく，入学勢をその重湯で観察させ，とき

には短時穰のクロッキーも取静入れてより確かな

季無想を練袴あ1デさせようとするものである，六葉奪

に張らず，樹木，建物なども同様に，発て確かめ

な力蓄ら構想できるように二すること竈声女舞果力ごある奪

⑧　トリミング

　とぎ）わけ観察による表現の購想グ）ときに，ぜひ

考えな終ればならないことに，　トリミングするこ

とがある。難の前に艶える人影琴や掻覧景の，どこか

らどこまでを露悪に納めるか，どのようなアング

ルでとらえるかについての構想である。

　そのための小道具としてよく綾われるものにフ

レームがある、，ま壅塞な大きさのボーノレ紙1二長寿彩

の窓をあ酵たもので，片§で眺めるようにする。

　　　　　　　　　　　　　　灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　透づけたぎ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　遠ざ経たり

　　　　　　　　　　　　　　　　　しながら露

　　　　　　　　　　　　　　　　　蔭の構成を

　　　　　　　　　　　　　　麹考え，トリ

　　　　　　　　　　　　　　淺ミングする

　　　　　　　　　　　　　　　　　わけである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　露藪の授置

　フレームを使ってト菅ノミングする　の箆鑛をつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　けるために

左霜の手で作るフレーム

フレームに

郎をつけた

辱，　1’字に

糸を張った

りする場合

もある。ま

た，重縫に

やれるもの

として，左書の手を緩み合わせてフレームを｛乍る

方法もあ鞄），意外と繧麟な方法であるσ

　濤1弩の不必要な部分をフレームでしゃ激して，

錘罫馨紙の形の艇景だ畿を｛謬彗耳翼って鐸建めることが

できるわけである寿玉ら，露鋒藝の全｛本構威を確力、め

るため1二交善果のある方法である恐し寿’し，　ト嘆ミ

ングしながら全｛本構威を考えること霞｛本，　かな吟

蕩麗な活動であるので，学年の発達段繕を考癒し

て取弩績ませる必要があろう。

⑨　文字による権懇

　スケッチによって購恕するのではなく，文字（漢

字！を綾って構想を練るという搭露の授業（5隼1

を発せてもらったことがある。たとえば大きい木

をかこうとするところには木という漢字を大きく

叢き，轟い本をかこうとするところに1ま木という

漢字を綴長く霧く。また，人物をかこうとする場

合には，人という漢字が，ときには少し麟げられ

て，警かれるといった，翼合である，，鐸i蕪i全｛本のイメ

ージを，矯時竸で適確に表させるために試みられ

た手だてだという，，

　構想のための効果的な手だてを求めて試みられ

た竜、のであるが，そこにぱ一再ノ）大きな開題がある。

毛・に浮か差しだイメージを造形釣なものとして異現

させることがねらいであるはずの場面で，わざわ

ざ露語的イメージに麗きかえるという麟警遵をさ

せることに，どのような意味があるのかということ

である，、麟己の楚美いを造影継葺ニイメージすること

を，むしろ幹部デることになるのではないかとも患

うのである。

《色についての購懇》

　線がきができてから彩色するという手頚で搭露

活麟が進められることが多いので，構想の段隣で

は，形，大きさ，構緩についての構想のみがなさ

れ，色については懸れられないことが多い．した

がって，1彩色をどうするか誰また，「全体の色あい

をどうするか」については，線がきを睾冬えたとき

袴めて考えることになってしまう。

　絵露表現において心構を豊かに表すためには，

線でかく彩もさることながら，むしろ色彩をどう

するかが重要なポイントとなる。したがって，で

きることなら，形や構羅と瞬時に，色についての

構想も練られるようにしたい。嫉一ド，試みられた

いくつかの実践について逮べてみよう岱

⑦　数色のパス，コンテ，絵の異による権想

　趨こは．単色のパス，コンテなどを使い，太い



韮、22 龍欠縷　敬：簸鹸揚灘をどう逸雄導か1その3） 簿鱗箱縫

線や藤で大鷺にスケブチする手だてについて運べ

た。ここでは，摩色でなく，敷金｛艶ノてやること

によ諺．色につ雛て総構葱も罰暗紅捲ろうとする

ものである。形．大きさ，横縫，そして色と，慈

麟表饗にかかわるすべての要素について霞，ごと構

想を練ろうとする季だてであ彗，そ農だ葬に．擁

睡｝褒聡そのものに大分選づいたラフ・スケプチと

いうこ二と毒針ひきょうひ

②　数毯の色紙をちぎって

　羨には，台紙とは違う色び）薄手御緩をちぎって

彫をっ≧鯵，それを台紙塁）鉦で麟かしてみながら

構想を練ることについて述べた。ここでは1，一色
だ1ナて各な　く婁愛｛塁｛鐸色紙を｛吏って＾，　色1こ〆タ髪溝てグ）季舞

懇も1韓嚢妻にやろうとするも群である。　「全舞茸跨色

あいをどうするか」について構想を練窟）あげさせ

るたダ）に1ま，舌拷銭とする繕舞1舞麦が真蕪で1よ意嚢拳が

ない。色蕪括誉紙を｛吏うとか，色紙を重量紙フ溶わ彗1こ

するとかの工夫が必要である台

　なお，この手だての難点をあ練れば，羅綾：跨色

の中から選ばなけ才隻ばならないたぎ）に懲う通弩の

色による華黄想ができないこと，また．色紙鈴色藏

1ま濃淡の変化がない蓄、跨な鈴で，｛メージを表す

のに鰻響があること，そして，この鈴だて1ま縫と

跳べて経済的1二舞舞がかかることなどである．

③　《》・瞬・騨¢カラー・シート壱穫iって

　ラフ・スケフチをもと1こしてシーン、を警三諺，　そ

の数1こ数色のカラー・シート　ξ磐翼こ錘茎いもの｝　を

載せヲ　スケリーーン1こ藝爽し占聾した‡ナのを麩なカゼら麟

賑発露｛7〉色あいを構想する妻だてである。

　験し鐡さむたもの1ま大きく速力があ誰，みんな

で一纏に眺めて意壁の交換ができる・しかし，変

契がそれぞ紅や蘇るようにするに魏準講がたいへ

んであること，簿よシ建，，色が発の色で，

の色と1ま大分違うことなどの霧董題は残る、，

　主講色を叢書毒する矯饗㌢には，糞婚な資料となる、、

④淡彩で
　ラフ・スケプチしたも‘潔こ淡彩で色をつ隷，色

の箕合を艶ようとす愚挙だてであ詳）．わたしたち

が絵をかくときにもよく整う構懸のための夢だて

である．色紙や寿ラー・シートの場合とは違い，

色の濃淡や微妙な色講の変建についての臆想も艶

てることができるし，携1難表尊老1馨窪い姿で確寿・め

ることが薯能となる鼎

　彗年生1こ鍵して実践した結i餐から雛えること馨，

6年生にとってもかな犠響i度な羨だてでばないか

ということ『ぴある、、三甕蕪な蕊さで彩色重ることや

あ・タさ彗とした色でかくことに糞書する抵貌だ諺で

なく．　野どもたちは，ラフ・スケ・ノチに彩色し終

えたとき1こ嚢覧1こ表琴重を華冬えた．女うな隻気分1こな一ノて『

いること，そして，特撰韓繁二かか鯵選1ぎることな

どから考えると，小学生に1まやや講i痩と患える手

だて’だといえ．よう。

おわ鞍に

　構想の綾齢：焦点をあて，その意襲と手だてに

ついて，授業実践を通して考察できることを中心

1二しな毒｛ら美進！くてきた窃

　案肇祭の護：業で1ま，ぞ薄懇のためにそ駿程長≒環寺緩董

をか謙るわ諺にはいかないが，構想が充分に練章3

あぼら駿ているかどうかは，そグ）後の癒露活動を

メくきく撫iで£劣ること1こもなるので，’鉾藩主や莚藝材，

馨善議難句余霧銭こ導蓉慧“ζ一どのように購懇を華乗鞍あ1デさ

せたらよいか，発公検討した11て薦贈糠嚢ませるよ

うにしたい。

　構想ゐ海象弩あ1ヂら震ると，そび醤薄想に基づいて

いよい．よ擁露装醗1こ取琴線むことになる。次の論

では，表現誘鹸講過程での授業の進島露，指導の

あン）ノyについてまとめたい。
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