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はじめに

　「描麟i振導をどう進めるか1その董培では，題

轡の，裂足をどうするかについそf．窪その2壕で

は輔助欝と感受グ蘭1獣鋳る手癖の鞭と
そ脅あ1）薄，そして紋その31。では構葱の段鐵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すすイヨにお締る指導の．鬱気建そのあり麟こついて述べ

てきた，＜）ま彗これまで“1こ，三蓋題を建i垂髪し，爽現

恐愚蒙1を撃磁ilこ接ち，そグ）翼環のための大まかな

構想が纏縫あげら農たというところまで、講ヒられ

てきたことになる．

　したがって本輪では，いよいよ実髭祭に筆を使っ

て異能的に表堤を進める活動に取り縷んでいく段

麟について皇鋸じていくことになる、ヂどもたちの

表現への期待感、を大難こしながら，自分な今の講

葱1こしたがっていかに表・現譲動を展醗させてい・・．

たらよいのか，その慧緩と指導・のあ章暮露こつレ・て

運べていくことになる。

　「農場漂動にどう取1ナ燧ませるか、」について総

ずるにあた一．てまずふまえておきたいこととして，

　甕饗雛動とはどういうものなのか。について次

に遙べておきたい、．

1．表現，轟動とは

傷　総合的壌活勧としての表現活動

　筆墨にいえることは，’芙際紅髪．慧本｛携な衰鬢を進

めていく熊勤というのは，総金的な活動そのもの

だということである。麦聡しようとする縁家と縷

｛｝つたときグ瀦惑重重蓼，「こんなものをこんな選郵ヒ1に表

したい一…という褒美罷グ〉．麺難茎艦）誓襲い．1”』二う譲乏したい、、、

という菱舞の意懸，そして「こンの、薇について11策

しよう、という糞馨志のねらいなど，爽獲グ万曇鵜舗二

おいてlllら感じ，．奮識し，惹緩したことのすべて

が集約されるという，まさに総、奮麟な誘勤の場嚢

で一あるということがで一きる。、また，　チどもの造影

湧藪震ま，心・1霧1霧，透彫i舞．技能・態1斐1霧の三つの

鍵癖難からとらえることかできるが．その．鞄から見

ても野どもが難を進めるその活動は．それらの一一

薩だ縫で歳弩凱っている紛ではなく．心鷺、造影，

技能・態度燕そ彪ぞ穀が奮磯釣にかか才一）琴合い，

鶴穫に饑き合い支え含って構絞さ農ている総金藤

としての活動な分である　こ硲よう1こ．表堰の過

毅にお諺る麺護－裏ナから発ても，また，表堤を購

療1する1彗容から髭、ても，衰耄髭雛蓼弩というの慧，　多

様な饗1素や醗容が隻約された総会約な姿で一襲騨さ

震る実践謡動なのである，

　したがってこのような褒幾誘勤をよ妻｝難かなも

のとするためには，一つの籠嚢にのみ1護を肉汁て

そこだ汁にカを入質て指導にあたるとか，　ある騰

点から■一襲的にとらえることで、搾嚢を済ませるな

．どとし・うゾ）一己』藩〔なく，　争｝夢蓼灘奪ξことらえ藁．轟ぎ鈍馨こ孝霧

導にあたるということはあ一．たとしてもそれはあ

くまでも．総合鯵：としてある嚢聡暴動を全体鰐に

レベノレア・フさせるというll的へ麟締てなさ震る

ものでな診ればならない、，

懲　主体的な活麩としての表理活動

　その2つは，麦聡の段i藩における濤動は，まさ

に妊どもひと・1ひとりめ1三体韓な取弓績みに任せ

られなけ農1まならない議動だということである．

蕪然のことながら、感’受章構想の事、響蒙こおいても

費騰の『茎揮本蓄である影ども・グ）糞監甕舞な取妻多緩みの

姿が電擾さ爽つつ展縫さ殺てきたわ静で、ちるが，

そうはいってもここまでの学習遜鞍では教錘の揚

導鱒iがかなりのウエイトを葦秘めてそグ）展1耀を友窮

してきていること1、ま誇ダ）ない、f蝿聾はあるにして

も多くの題垂雪の場合，題’材や妻繋票の護憲，材料・

欝葦もの準購．そして嚢聡への大よその莞遽しを甑

〆てると塾・つた手受茎違の鰹美1馨・の1まとん、どフうf， 教蠧毒グ）ま誘

導意錘のドで進められてきている、そ農に駕して

こゾ）衰耄蒐の‡…難難は．　許、どもひとl／ひとりが麹いた

、豪難1舞舞発プ＼華碁歩てグタ．轡、いダ）ままのξ勇董むカご襲糞1さ震

ることが中心となるべき段購て・あって，ここに至

ってからもいまだに教鑛硲撮灘がかな彗多くの場

藤で，、もるいは多くダ饗赫灘を費やされてなされる

ようで一あるならば．それは結繋毒塚こ教麟鐙），意のま

まの糞」簾舞贔ができること1こな一・．たとしても．　本
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教科で求めようとしている子どものlll己表聡へ1奏1

けての誘動が展羅されたこととはな彰）得ない。

　したがってこの段賠においては，あくまでも子

どもひとりひとりの表現への意緩や簾襲いを大事に

しながら子どもの雍慮な表現を保障してやること

が大饗であ老）．そのような子どもたちの表現を縦

し陰ながら援期すべく努力することが教縣に強く

求められているのである。これβ）の表現活量撰ま意

図的な教曹活動としてなされる学習活動であるか

ら，子どもひとl／ひと腕こすべてが晦だねられ雍

慮奔放に進められてよいということではない．し

かしだからといって教麟の駆いのみが強く謬醸に

鐸し患され，その指導権が避難葬こ発孝軍されてもよ

いとはならない。授業の場藤が教瞬の麟御と児童
　　　　　　　　　　　　　　　しヰき
の発発との繕関で放り立っているとす縦ば，こ

の表！現の段欝は，！避童の発見的活動がそグ）ほとん

どを承める授業場藏であるべきだといえよう。そ

れだけに，指導者としての役凝は舞なのか，子ど

もの主体的な取鞍鑑みの中で難かな雍己表現を求

めさせるにはどうしたらよいのかについて，常に

購い求めつつ指導にあたろうとする教練の1難覚と

構えが求められることになるのである。

　以■駈，表現の段講の指導を進めるにあたって墓

参的にふまえておきたいこととして，表現活動と

はいかなるものか，そして本来あるべき霧£表現

のための活動は授業の申でどう位譲づ諺られて進

めら農なけ農ぱならないのかの2点について述べ

てきた。これらは，以下述べようとする表聡の段

階での指導のあll寿の蘇提としてあるものであ1｝，

そして購時に造影教書を進めるにあたって基本的

にふまえておかなければならない考えおともいえ

るものである．

2　表現の段階での指導

　許どもの表現活動への積極的な取身）緩みを簸待

しょうとする指導蕎は、表瑳活動の主棒餐である

児童ひと1〉ひと1ンに籍して．　どのような構えで，

どのような指導の意図の下に，どのような手だて

によって指導を進めていったらよいのであろうか。

（鶴　捲導者（野掩え

詣導煮としての購え，そ振ま翻こも述べたよう

に、結果としての作贔の豊かさ，そのレベルの餓

さを求めるあまll緩き過ぎた指導をしてしまつこ

とを極力差し携えることであ喜）、この綬鐸暮暮こあっ

瞳8§隼3舞

てはなおさらのこと．指導者というよりはむしろ

夏場の意穰や腰い実瑳のための陰の援動養的立場

にあって野どもの表堤を支えることであろう．も

ち論時には醗確な鮨導の意灘の一霞こしつかりと指

導覇業することがあるのは当然だが，その多くは

援勧蓄として，鐵力者として，より盤かな表境へ

の取1）緩みを健すための，いわば雛嬢的な役麟を

携とつ指導灘として一野ども1こ憾彗きか1ナるようにする

ことが大切である。表現の段蔭にお捗る指導者縁，

臨こは意騒的にぐいぐいと指導を進める指導者と

なった辱，時には援拗者，脇力者ともなった験す

ることカ｛できるというよう1こ鶴薙；く柔軟な購えを

持って指導にあたらなければなちない立場に置か

れているのだといえよう，，

織　表競の段繕で意穣したいこと

　さて，表現派動を進めさせるにあたって意験し

たいこととは簿であろうか。表境活動はいろいろ

な要業が築約される総合的な活動であるので，．懸

験したいこともいろいろな舞窪度から多様にあげら

震るが，ここで慧．本数種で求めようとする確葛

かな蓑1己褒環」に藍ち向かわせるために戴要と患

われる蓬、鄭こついて，述べておきたい。

　①表現4〉童題，蓑現へσ〉意醤

　まずその一つ1ま，「簿をかくのか」という表現の

主題と．「こんな感じをこう表したい」という表現

への意馨1こかかわることである。感受，構想の殺

購においてとらえられ，それな｝減こイメージされ

てきたであろう主題や表現意図があって初めてそ

の子の表現活動が展羅され，その子の糞ε表現が

薩能となるわけであるから，これこそその子の袈

麗活動の中季亥をなす重要な内容といえる。

　この段隣で綜．主題にかかわっておぼろげなが

らイメージされていたものが，膜分の意図に基づ

いた表現活動の展灘を経て次第に具現されてくる

ことになるわけで，その過程では「主題の表現と

なっているか∫抱いていたイメージが翼翼されっ

つあるか」という闘いと，意聾する表現，豊かな

表現へと高めようとする鞍いとが絶えず交錯し合

う中で活動が進められることになる。それは必ず

しも意識的・意還納喜こ進めら震るとは褻聲らず，｛珪

学年の発童の場合などは，むしろ心の中にうず巻

く感精的・感覚的な思いに基づいてその子の誘麟

が震闘されることが多いといってもよいだろっ。

　したがってここでは，主題へ1毒1けての表堤が思

いのままに進められるように，そして子どもそ農
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ぞ爽が抱いた表現への意騒や蒙襲いがそのまま具現

できるようにするための，教糞雛の才盤力・いまなざし，

援麟，指導が必要となる．

　②造形的壌課題
　その二つは，「主題をよ垂）豊かに表饗するために

色や彫をどう工夫して表現するか」という造形的

な課題にかかわることである．主題表現へ1韓ナて

駿かなイメージを抱いたとしても，それが色や彩

で巽｛本壽鱗こ生き生きと表さ矛駈ることカ｛な1ナれ1ま藩会

錘表現とはならない．したがってこの表…箋グ）段賠

では．1養分の抱いたイメージを色や彫を使ってよ

辱豊かに具現するために，造形的にいかに工夫し

ていったらよいかという嘩1確な造形課題を持って

表現才毒勤毒こ立ち誘導力～うことカ｛大燐となる。

　造形的な課題としては，彫による表現，色紅よ

る表現，癖纒の■二夫，動きの表現．そして広が1｝

や遠近の表現などの造影の要素や感覚にかかわる

謹果題と，さら1こ，生き生きした線蓄藻、筆づ力残、の工

夫，そして絵の，曇の水簾減の■1夫などの造形技法

にかかわる課題があ1ずられる。これらの造形課題

は．どのような擢i醸表現においてもそのほとんど

すべてが大なl／小な1｝かかわっているものであ1ン，

したがってすべての課題についてそれぞ才暴こ工夫

していかなければならないことになる。しかしな

がらこれらのすべてを課題として取1）あげたので

は．子どもたちは侮をねらって表堤活郵露こ取1タ緩

んでいったらよいのか迷ってしまうことになる。

学翼場麟にあって鯨，その題軽表現を進める一しで

特に韓を中心的な課題として遡求させることが著

効であるのかを吟味するなど，課題の焦、姦徒1を綴

ることが必要となる。

　また，この造形的な課題は，子どもの造影表聡

能力の発達とのかかわ含／を抜きにして考えること

はできないわけで，したがってチどもの発達段欝，

‘糞綴髭童の表境毒老ブ」の実態に基／ブ㌧玉て寺　どのよう

な内容・レベルの課題を．どう段驚的に設定した

らよいのかについて充分に吟嫁しなければならな

い。そして講時に，子どもたちがどれだけ意識的，

意1翼的に衰聡を進めることができるかという発達

段繕，能力の実懇に感じて，どう異体的に設定し

たらよいかについても醗癒しなければならない。

　③表鏡意欲の持続

　その三つは，主体的な表現活動への取善1緩みを

支える表現への意欲にかかわることである。感受，

構想の段隊での意欲の高ま喜／がそのまま持続さ農，

表現が進むにつれてむしろ高ま1｝を見せ，さら1こ

表現フうで叢冬了するζこ至るまでそ示しカ｛持続さましること

によって子どもの表現活動は充実したものとなる。

もともと本教科で獺う豊かな鎌己表現の姿は子ど

もひとき）ひと垂｝の主体的な取彗雛みに支えられて

いるのであ辱，それは表現への意欲の高ま薯）があ

って可能となる．

　やろうとする意欲の高ま弓を難侍するため1こは．

結果がどうかよき）もやろうと思ったその意志をこ

そ大事にしなければならないといわれる。その意

味からすれば，具現された表現や結果としての作

贔がどうかというよ旨｝は，その遜程にあって「ど

う表現しようとしているのか」にこそ襲を1継ナな

ければならない．「どう表現しようとしているのか」，

それは主題菱聡のための意図であ鯵，その意襲こ

そ大事にしな謬ればならないのである．表現過程

にあってチどもの意欲を高め，それを持続させる

たダ）のよき）どころとなるもの隷，子どもひと辱ひ

と鯵が麹いた表現への意緩であll，その意図へ向

けてどう取り緩ませることができるか，そしてど

震だけ翼義させることができるかにかかっている

といえよう。

　したがって意欲の持続を1灘るためξこは，そのよ

辱どころとなる褒職への意図を．感受，構想の段

階までにしっかぎ珪寺たせることが前提とな1｝，そ

して表現の段賠においては．教麟糞身が子どもひ

とl／ひとllの表現への意図や難いをとらえること

によ辱その子に旛じた饑きか諺を■1失すること，

そして妊どもひと鱗ひと陰が欝分の意図を大事に

しながら表現を進めることができるよう援蝕する

ことが大切となる。表聡の意図へ向1ナて繕一構表

境しているという売実感が次の表現への難待感を

大きくし，意図長堤へ1醸ナての意欲をさらに持続

させてい（ことになる。さらにこのような内的籔

醗によって慧敏の持続を馨っていくことを中老・と

しながらも，それと瞬時に，表現されたものや取

締績みの様毒1を認め1騰ますという舛的報醗1こよる

意慾：づけを麟っていくことも忘れてはならない。

　⑧　よ鱒よい表現を求める態度σ〉育蔵

　さて叢後にあげておきたいことは，表裏活動へ

醗酵ての薦鶴きの構え，績藪的な態度にかかわる

ことである。その時の，その題材i二おける表現が

うまくいくようにすることも大饗だが，そ控以一t二

にド1己の表現へ晦汁てたくましく蕉ち鶴かうこと

ができる態痩の影戯1を1灘ることを大事にしたい、
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表現纏動への取讐績みの遜程で，表環にどう立ち

動かっていったらよいのかを欝6の棒験を通して

身につけさせることによ1），これから先，新たな

場露に直難したときに，欝ら求め1難らの力で精…

杯表聡へ立ち麟かうことのできる態度の欝絞を図

ることをねらいたいのである。

　遍藤難レは蓼学び露学響の誓言導垂の中で．学び

方の手獺と手段を身につけさせることによって主

捧的な学欝態度の育成を馨ることだと述べている

が，造形表現においてそれは表現の手懸，表現の

手だてに置き換えていうことができる。豊かな表

現を進めるために，どんな手瀬で進めていったら

よいのか，どのような手だてによって工夫してい

ったらよいのかを身につ幹させることによ暑），護1

らの力で欝巳の表現へ立ち晦かうことのできる態

度を形成したいと、患う書

　表現の手1藤とは，表現の主題をとらえ．その主

題褒瑳へ向けて表聡の意鐵を持ち，ラフスケッチ

や指がきによって構想を練1）上げイメージを確か
　　　　　　なものにする。そしてその構想にしたがって線擾，

彩色の表瑳．鑑賞をするという描麟表現の全道程

の流れである．さらに表堤の手だてとは．よ1》よ

い表現を求iめようとする時，あるいは表現を進め

ていく一ヒで想った時にどうしたらよいかについて

麟意工夫していくためのよりどころとなる観点や

む法である。表現の手だての異体耀として，今の

段隣でまとめられる主なものを次にあげておこう。

○　これまでのかき方，縁麟や馬具の使い方など

　を想起してみる．

○　表税の瀬序をかえたり，見方・考え布や見る

　角度，緩み合わせだなどを変えてみた掌｝する．

○　実鞠を甕た身）離れた鞍して確かめてみる。

0　試しに描いてみた藷／スケッチした1タして，確

　かめてみる。

○　動憂乍化をしたぎ｝，モデルにな垂｝合った舜してみる。

G　途中作轟をときどき醜めてみる。時には作贔

　から離れて蹴めてみる。

鍔雛饗捧験の懇趨∫観点を変えてみる」εヒかに確

かめる」「試してみる∫察分でやってみる」などと

まとめられようが．これら表現の手だてを，表

現ヘグ）実践活動を通して身につけさせることによ

季），糞らのカで離巳表現に立ち1薄かうことのでき

る穫雛的な態度を育威していきたいと額うのであ

る。

緯総隼3鷺

　以一1二，表幾の主題や意隣，造形的な課題，表現

への意欲，そして懸度の影戯の逢点について述べ

てきた。豊かな護1己表瑳へ立ち向かわせるために

はそのいず震もが欠かすことのできない要件とな

を｝，それらが1醒いにかかわ華｝合い支え合うことに

よってたくましい取1｝緩みを薪能とするのである．

3．表現〈線がき）の段繕に欝ける
　　　　　　　課題とそσ〉指導の手だて

　この蓑重葬蓉茎こお1ナる課題と事だて1ま，あくまでも

ひと彗ひと辱の表現惹鎌の翼瑳のために，そして

よぎ》豊かな表堤活動が展醗されるためにを彗的と

して講じられな1ナま纏まならない。単1こその表現を

巧みにするためのものではなく，その子の霞己表

現1ことって意蕪のあることを醤的としな馨・ればな

らない．

　さて，表現活動は総合的な活動であるだけに，

その課題とその手だては陰りなくあるといっても
過言で1まなじ、。　線力できカ｝ら｛峯三古義の｛士、量ゴデ1こ至るま

での全遜程にわたって．また，心梼．造形，技能

・態度錘のすべてにかかわって乍さらに子どもの

実態や特性によってと，まさに多繰多様な課題と

その手だてが喜在する．したがってここでそ農ら

のすべてについて、塗ずることはできないので，本

、漁では，一般的な表現活動の手1藤からいってその

第一段繕である「線でかく殺購」における課題と

その指導の手だてに絞って述べていくこととする。

　また．よ喜）真棒的に講じていくため1こ，2つの

題縁実践を通してとらえられた瑳実的な課題やそ

の指導纏をあげ，その後にまとめてみたい。

緯　実践め串でとらえられた課題と指導欝

　①　　ゼσ〉ってみたい　4〉纏もの」（葦奪〉

　児童を｝馨譲こ遵鍵毛ていき，　し1ま『らくの認糞窪葬こ遊

ばせる．さっそく露分の好きな乗尋物1こ乗ってご

講撹。「さあ，臨分の大峰きな乗寺｝勅をかいてみよ

う」　ということで購懇を練革｝，いよいよ表幾蒙｝動

へ入る。「線がきの段藷でとらえられた課題と指導

の手だて携ヨは表i（次賞1の遜りである．そのい

くつかを取手｝あ1ギ解説を燦えておこう趣

G　露鋒蚕の大きさに寿ましてノ1、さくしめ・力鑓ナない。

　のびグ〉ぴと大きくかくことカ｛できずに，露羅紙

の大きさに銘してつい小さくかいてしまう子が多

い．あの小さな魏でかくのだからそう大きくかけ

ないであろうし，また大きくかく必要誓も感じて

いないのかもしれない。大きくかきたくなるよう



敬：撫覇指導をどう進めるか1その塁｝ 8§

　　　〈主　怠　課題〉
○　繰麟グ）大きさに隣して小さくしかかけ・

　ない。

（）　大きくかき過ぎて主題がわか暑穿にくい。

○　なかなかかき始めら農ない。

（臼

j→
（
）
　
（
）

一… ｨヂ、

｛溝をかくカ・決まらない。

’→気．」

どうかいたらよいか迷っている。

一一黶ｨ　・

○　線が弱々しい。カがこもっていない、，

○　ド1揺がなさそうにかいている。

○　やや依喜的．その都獲：教編に確かめる、、

一■一G　－

……ｨ『」

　（　騒ノ

ー一瘍dナ

○　き螺髪藩過ぎて麦溌が硬い．

→○

・→○

　　〈　その搬導の手だて鱗　＞

嚢癌1こ麓が銚くように纏舞覆をま毯醸に・…調帯

もう一一度乗辱梅こ触震させ芋大きさ箆べを

指“がきで大きさを再1斐羅iかめて…・一

パスの携iちむをにぎl／持ちに一…

はみ醸してもよいからとの鯵議を…一

碧どもの要求渥こ慈ヒ1て鱗茎鐸歪紙のつ1ナたしを

濠灘究題のための議し合いを一…

　主題，意鑓についての確認。膳き墨しを

　乗り麹をもう一度毘せて，疑る観．煮を…

　友達の｛乍贔を参考としてきっか諺を…

バスグ）持ち右をにぎ弓持ちに……

ナ」を入れてかくよう1ことの勧誘を…一

励ましとゴ糞繋を…・

時には繕談絹平に，内容によって時にはド1

○　　入物をかいていない、，

うまくか睦ないから一

”■一一黶ｨ三ゴ

分で考えるように……

　ひじを浮かしてかいてみるようにとの勧誘

　線の動きのおもしろさを感し取らせること

を惹緩して友達の誓三贔を発せる，、

　あなたやお友達慧どこにいて，欝をして楽

しんでいるグ〉かグ〉問いか1ナを…一

一→　　銚／乍三化で確かめる．

　　　友達にモデノレになってもらって・・

　＜褒1〉　㊦

な題樗の設定，対象との懇勧的な旗会いの場の工

夫，そして大きくのびのびとかくことのおもしろ

さを経験を通して賑わわせることなどが必要である、、

ここでは，瞬発授を圭甕縷において｛本会｛本を綾ってか

けるように，また、バスの持ちおを変え髄iから勘

かして大毅このびのびとかくことができるように，

ヂのってみたいの彰ナもの」（1隼／一線がきの設婁簑にお馨る課題とその幾導の手だて携

　　　　　　　　　　　　　　そして，も

　　　　　　　　　　　　　　う一度指が

　　　　　　　　　　　　　　きをさせ大　　　　壽φ轡

網　獣　　　　　　　　　　　　　　きさを確か

　　　　　　　　　　　　　　めさせてか
　　　霧←幽舐壽「　　　　　　　　　　　　　　らカ・き1姦し
　　　　　　譜域　　　　　　　　　　　　　　させるなど

　　　　　　　　　　　　　　の手だてを
つい亭さめになってしまう。麟－瑠野ぐ　談じた、、

○　なかなかかき鈴めら農ない．．

　かき始めら農ない療講は、その華1こよって様々

であるようだ。「憾をかいてよいかわからない」1主

題がつかめていない〉，「どこにどうかいたらよい

か迷っている1（意図があいまい，イメージが不鮮

磯1，そしてド藝、1が持てないために思い切l！がっか

ずにかき始められないでいるなどである。1・三題の

驚渥．構想の練倉／あげが充分でないということは，

離段1蓬までの指導が行き麗かなかったことである

ので，ここでは離の段繕まで逆のぼっての餐轟肇1釣

な欝指導が必要となる、ひと弓ひとりに議しかけ，

轡flこ績みどう醗っているグ）かをとらえることによ

鯵．主題の鶴認，意縫形成のための難露．さらに

1擁，1を持たせるための激励などの手だてを講ヒた、

r、　　　　　　rレ　　　　　　　　　　　　　　　　　＝！　　一回、　一・一一、　　　　　　1

薯
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、
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がたどたど　　力強い線で鑑かせたいのだが一
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しく透主切れ寿ぐちである．ともかくここでは、三笠題

が1まっき1）わかるよう1こプ3強い線でかかせること

とし，そのため1こまず，パスを五指でしっかぎ）灘

って力を入れてかくことができるようにε，さβ、

に，できるだ1ナ線を途切らせないで続けてかくよ

う1こ書誌｝質した。

○　き麟蓬海過ぎて表現が耀い．

　主題をしっかを｝とらえてしかも真鶴に収量｝緩ん

でいるのだが，欲をいえば遊びがなく．したがっ

て野どもの躍動している心構が感じられにくい表

現となっている。遺総をこそ大篝にするとか，表

堤への真鰯な取1）緩みの姿を大事にしたいという

点では準し分のな籍姿ではあるが，せっかくグ）離

麟きの姿勢が彰として翼現され得ないのでは残念

至極というほ力縁まない。

　そこでここでは，友達の誓三贔を絶せてそのおも

しろさを感じとらせるとともに，ひじを浮かして

かくと童形と楽しい線が生まれることを勧誘した

が，常にひヒを浮かしてかくことはその子にとっ

てかなりの抵談1があったようでなかなかかき進め

られないでいる。その罫の褒舞浜重窓ことって必然

鷺iがあるか，その野の欲求，特性に遷しているか

などについて充分醗慰しなかったという点で，趨

騨な指導であったとはいえない。詣導を進めてい

く時にふまえ撫賛しばならない基本鶴事項であろう。

　②　　「楽器を演奏する友達雄（3零〉

　爵楽室力痛）アコーディオンをレ数台欝りてきて，

みんなで交替で締めての演奏を試みる。アコーデ

ィオンの重さにゾ弘らつきなカ｛らも，　メ冒テ“イらし

き欝がかなでられたときの歓声と演奏巻のド1講気

　　　　く虫　な　諜　錘　〉

○　表現しようとする対‘象（モデノレ｝を

　よく見ないでかいている。

○　奉蒙力闘髭き隼』きとしていない。

一一一

黶Z

e　嚢分の概念で趨盗にかいている。

　（一→

○　大きさのつ彗合いがとれていない。

一一黶Z

・　駐心の手が小さくなってしまう。

一一

黶Z
一

　　　下半身が小さくなってしまう。・一→

　ない、，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

○　き緩嚢遍ぎておもしろ練が感ごら農一一→G

O　表現が羅iでなかなかまとまらない．　　一→○

○　　「失i羨しました詳と来る』許に・

○　さっとかいて「できました…

　子に…購

一一〇

といっ　一一一一一→○

　　　　　　　　○

　　　　〈　その捲導の手だて鰹　〉

　　モデルをよく発てかこうとの学禦課題、没定

　　一本欝釦がきでかくことの条で㌻垂足・蘇と・糞餓iを

　　参考作贔によって重き生きした線を……

　してかくようにすることの養｝示を一…・

　　参考作蕪や資料を縫って，露分な辱のかき

　かを求めようとするための意欲づけを……

　　大きさ箆べをして……

　　　醸の大きさと手の大きさを比べさせて

　　　演奏する乎からかき嬉める条稗を…

　　　その一子には建からかき餓めるように…

　　抵摂1を与えるため1こ，モデ馬を糞正嶽や真

　横からでなく斜め下からとらえるように…

　　一本線がきでかくことの条韓垂足示と承縫を

　　毛・を込めてゆつく酵線がきすることグ〉助誘

　　隣1）へ隣りへとかき進めていくように…

　　失敗したところの羅認。濠馨の究鱗と無罫藝

　　かき直しの承認とはげましを一一

　　表現主題．表幾意鼕鼕からの看嚢かめを一…

　　新たな善果題グ）｛窒擁を一…

○　かいたら濾せないサインペンを使耀させて

。　心を込めて購つく巨｝線がきすることの指示

○　灘矯紙にはペン先だ酵つ持て，ひじを浮か

○　カを入れてゆつく鯵線がきするように…

○　スケッチブックで線のかきだを談させて

O　教麟の多様な示範で描法工夫のきっかけを

○　参考焦熱や資料によって大・小鷺係を…

○

○

〈裏2〉　②「楽器を演奏する友達藩（3年1〉一纏がきの設踏における課題とその振奪の手だて舞
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螺
な表構。

　そして■予どもにモデ

ノレを燐んでまず嬢講参1講

のク窟・アキー，その後

で害騨ばしベンと墨汁

を綾っての線描表現1こ

入る。

「ク雷ッキ一反ぴ線擢1

の段購でとらえられた

i難題とその詣導の■蓄だ

て携」は表2（饒糞）の

遷1善｝である．そのいく

つかを取りあげて解説
「難を演舞る雄露菊を超えて拭う．

O　表現しようとする対象（モデル）をよく見な

　いでかいている．

　「よくみてかこう」という学鷲の課題があるに

もかかわらず，よく覧ないでかき進めている子ど

もが意外と多い。モデルの友達をよく発ることが

できるようにここではまず，一腹：カ・いたら豪毒すこ

とができない線擢i軽として墨涯をつけてかく審鯵

ばしペンを綾うことにした。矢数できないという

緊張感を持たせることによって，見て確かめなが

らかかなければならないように佳幽静るためであ

る，かき進1めていくときに先の見避塗しをしつカ・纏

持たな誉ればならないことや，ある糧度の決麟と

幾重さとが要求されることなどの抵號が生まれ、

したがってモデルを見て確かめながら慎重にかき

進めることが余儀なくされる。その練薬，安易な

表現が少なくな1｝，緊張感あふれる表現へと鐵ま

っていくことも大いに慰籍できることになる．

○　線が生き生きとしていない。

　表境された線そのものが，安易にかきなぐられ

た感じで，生き生きとしていない。これまでの実

践の中で効集があった手だての串から，ここでは

次のような手だてを講ずることにした．まず，ひ

じを獄こ浮かしてペン先だけが麟舞1紙につくよう

にしてかくこと，カを入れて晦つく辱とかき進め

るようにすること，さらにできるだけ一本の線で

途溺れないようにしてかくこととし，そのかき芳

をスケッチブックで一度試してみてからかき進め

させた。これが決定的な雛法とはいえないが，安

易にかかれた線は少なくな1タ，漢重にかき進める

ことによって心の込もった綴が生まれ，そして擁

よ鞍も，許どもたちに毛・を込めて真穂にかいたと

いう充実感を味わわせることができるというのが

魅力である。

○　臨分の嶽念で趨峯にかいている．

　凝念的な表現は，と今わけ入物表現において鑛

篶にとらえられる。癈棄｛牽の大きさ1こ帰して太き

過ぎると思われる舞の表し右を鞍めとして．髪の

毛．ま購，馨，匿二1，その麹金棒にわた一）て，簸念

的といわれる表現が多く見られる．モデルを発て

かいているのではなく，漫灘やイラストなどを遷

して身につけた臨分の籔念で．いわば記号として

かいている子どもが多い。藤達のよく見ながらか

くようにさせることも重要な手だてとなるが，こ

こではそれに擁えて，人勤が表現された作品や資

緯を綾ってよ縫よい描法を発発し工夫していくこ

とへ向けての意欲づけを馨ることにした。

G　大小のつ魯）会いがとれていない。

　3年生』ではまだ正確な比率で入物を表！現するこ

とは難しい。夕霞ッキーの暮三贔を発ても、籏でつ

かちの表環．旗の大きさに銑べて魏が貧弱で撃が

小さく，瞬が篶く建が小さい払・う義義（下灘が

かなり多くみられる。しかし皮嚢，そのような｛乍

贔を見てその不翼然さを感ヒとることができる霧

をもっているという，いわば表現力と鑑賞力との

アンノ寸ランスの状態に

ある学年でもあるとい

えよう。そこで本題韓

では．つい小さくかか

れてしまう魏や手にも

気を露己妻）ながらかくこ

とカ｛できるよう尋こ．　顔

からかくという＝薄段グ〉

かく1頻淳を変えて，演

奏する入グ）表幾で一番

大事な手からかき縮め

ることを条聾として線
　　　　　　　　　　大小の不つ琴合い（ク陰ッキー〉
繊を進めさせた。

　二つの題軽における実践｛墾をもとに，「線がき表

現における課題と手だて」について述べてきた．

もち、鑑，この二つの題紡では雑み溺れない課題と

手だて、たとえば動きのある表現や麗行き・遠近

の表現などの造形要素にかかわる課題とその鮨導

の乎だてなどがあげら終るが，それらも含めて次

の環では．「線描の段葬皆における課題へi報ナての重

だて」についてまとめてみたい。
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嵯　線捲段購に灘ける捲導紛手だて

　㊦1馨か穣かかき雄められ鞍い茅鵜麟して

　すぐかき総めたからよいと1ま必ずしもいえない

フび，蟹｝う｝．叙｝づンと豪義てもまた陰嚢められないとした

らやは喜｝1謁題である、、なぜかき嫉めら蕨ないのか

その要騰を探ることが最馨の登攀となる。その要

嚢縁，「手無纂がないから」乞いう一挙純なものから…イ蕩

をかいてよいか2っ力繍）ない．≦という核惹・に鞍，褻る

ものまで，をどもによって牽さに多嶽である．．そ

してそ農は，こグ痔、愛／驚までクー）一一斉携導跨申て瀦嘉養

することができなかったこととして謙虚．に受搾出

め．その要磯に応ヒて簸麟紅フォ冒心していかな

縁ればならない。　この場i雍では鰻に慮1じての馨蓑諄

が，これまでの金棒指導ξこも増して露．要となる、

　その要雛の多くは，主題が不覊確．表環の．奮1ヌ1

やイメー…ジがはっき1｝つかめないというのだが，

だとすれば漢の段i；難こ蔑って確かめさせ，醇度構

想を纏縫あげさせる必1要がある、全体指導の申で

進めら農た展開を単に繰縫返すだ縫でなく，その

チとのやり取零の申で新麦二な資料を墜って、1楚難を

1舞えたり翼｛本紀へのヒントを与えた与するなどし

て，その予の意i灘を礎き出し嚢環を援麟するだ1韓

で指導1こあたることが大｛労となる，、

　②　のび⑫び之大震にかくことができるように

　褒美駐穀象との懇、妻事iξ3な畠合いがあ妻季｛疹毒の轟ま

l／があれ1ご，そグ）衰幾は素縫にそして生き生きと

なされるであろうことは大いに鰭待できるが，　そ

褻でもなおかつ遠癒、がちに小ぢんまりとな…）てし

まい，　欝“分力ごイメージし．癒i離したこと寿ごレ分表蚤箆

できないで“しまう畢も少なくない。，

　起きくのびのびとかくことができるよう1こする

ためには，まず，いすに塵〆ノてではなく褻ってか

けるように，あるいは籔をとl／彩、って疲グ）11でか

かせるよう1．：して，雛を大きく動かして蓑1海にか

くことができるよう1こすることである。さら1こ線

描軽は嚢llかい表現1．二適している鉛筆やサインベン

ではなく、大騰にかくことが余儀なくさ甦る筆や

パスなどを綾ってみるのもよい，そして時には鉱

毒で渥皇霧発奮歪本を鑓ってかくよう1。二した彗，≦嚢グ｝

場合でも羨めに持一．てかくようにしたりなど，線

描耕の持ち方を、匿至二夫させることも糞効な手だてと

なる，。そして鱒よりも，新蒙紙にかか・ぜてみた弓

鍵｝灘紅大きくかかせる遊びをさせたりして，大駿

にのびのびとかくことの楽しさを■充分味わわせる

機会を、室数ナることが素鑓であろう。

醗6年3鳶

　③　麟象をよく髭癒がらかかせるため童二

　楚てかく慕衰ダ〉童舞｛｝，縁家の婁箏つ生．姦爵惑ヤ．購ま隻雫

駿感，動勢などをよく、発て嚢堤することが求めら

震るわ汁だが，そこ1こ婦象があっても子どもたち

1ま、童タ宰と疑．ること毒｛で“きないで“いる弓　そこで’ここ

で旧は，　対象を憂ないではいられないと輸駕う手だて

を至二棄し、ていきたい、、

　異銭麟でも1．盤べたよう1こ．講ずことができない

嶽材を綾わせ，・1嚢霞1こかかなけ才慕まならないとい

うi緊張ξ藝を鋳た一せることもその一つだが，それに

灘えて，繕つく弓ナ」を大義てかくよう1こさせると

か，ベン先を羅紙1．二つ1ナた蒙までモテつレを箆てま

たかき縫1ナることができるようにするとか，　さ｝）

1．：は絵の寡をできるだ碁麩ないでモテラレの弩を経

たままでかき進めることができるようにするなど，

いわば一 竄ﾄからかく．茎のではなく　「，縫ながらか

く一1ようにさせようとする葵だてがある，　また題

縁によっては，輪郭線は後まわしにしてその内翻

を先にかか・ぜて．みるとか，詳しく発つめさせたい

ところからかき嬉めさせるとかして，新鱒な気欝

ちで対象1こ接し，新たな醗．｛瀬麺蹴って疑取ること

ができるようにするのも■一つの手だてとなろう、、

そして養蜜かな表三箆を求1めるためには．疑ながらかく

ことが夫事である乙とを実感、させることであろう，

　響）　生き盤≡きともた線で

　かき手の糞繕な褒現への鍛l／鑑みによ・・ノて心の

｝慰めら農た滋綾実な轟毒う‘孝羨き1難さ駐，　そし、て寿・き茎

の心の轟まりや感動は筆先を遷して麟1露へと伝え

ら簸て生き重きと鐘勤した線として擢1き鐵さ駿、る．

　そのような糞舞を求めるためにほ，やは醤）選｝綾

な緊張感を麹かせ，毛・を込めてヒゥ〈彗とかき進

めることができるような鐵法グ）工夫が必要となる．、

麟壌で1．盤べた予だてとも戴なるが．濾せない繊韓

を養わせること，霧1捗ばしベンの場合1、二は1斎が綴

る難力を大震てかくようにさせること．かたつむ

今治彗まうように霞｝つく酵かくようi：させること，

嶽耕の持ち右を”至1夫させるなどがあるが、その縫麺

ひセを浮かして購紙に筆完だけつ鞭てかくかき弩

とか，一発勝負でかいていく一一本線がきによる癒法，

時には、警、を、組めてかくといった撰1法なと“があげら

れる。，さら1こは簸を1講しながらかくようにすると

か，　手絡を姦蚕にくねらせながらかくかき『彦など

も時には女解髪約だが，あくまで“も毛・一縫の轟まりを

あ1｝のままにかき表すことができるようにするこ

とが大鷺なグ）であって，投法だけが先走ってしま
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う誌鼕鼕1こ芦捲ることカ｛なも・，ようにしたし・、

　｛簿　緩怠離1奪表現奪二なら奪いよう蓄こ

　②．③．③で達べた二とは．蜜さに機念的な災

舞1こ離らないため恐与策そのものてあるが．そ駿

でもな孝、3かつ鰹念鶴な災饗から抜縫撮せない跨で

あ駿、1、ポ．いろいろな繊減1．二ついて蟻接鵠に繕噂す

るこ，とも必要となる．参考となる多様な表幾様式

の作熱．それ慧名灘でも。莫建蹈舞贔でも．≧いそ

れ～、疏｝｛乍愚を．達して辮たな擢1法を学1ごせた摩，1欝

には教輝が承絶してみせたりすることも．ド1分な

ポ｝の欝｝法を1講発しようとするき・．か昔を与えると

いう。癒練で嬉繋約となる．そして．今身につけて

いるか・き塞！し声∫を多，鴛こしな・毒｛言、も．　、‡二絃よ聾・窒乏垂晃

を求ダ〉てド紅摩な犠のかき表し宥を嚢’、結い戯そう

≧努プ∫する蔚1遍きグ〉姿勢を待ったf一どもプ）成長を

1緩いたいダ）で、ある。

　1箋）　造舞多的毫こ豊か襟巻《霧ζこ

　ここて鷺よ，　審寒季蔭の季愛妻紫で牽裳こ簿乏き要義難まな廷才導ま一

ならない課題について取零あξデて述べて．みたい．

　隊i式舞i紅お1ナる｛嚢｛藏グ）難鷺グ〉蒔氏を選ぎると，

ド1分との1難係のみでとらえていた舞象を客鰻鈴鏡

疑るこ1とができるようになll，蓉勢とf鞠と・の1難｛県で

その大小縫孫や1舞後空ま舞の叢1係なども煙霧できる

ようになる』のような縛機をとらえて，大小の

匙率を意識した表現．聡蒼きや遠近を．響1離する糞

蝿1こ取り績ませることには意『義がある、、

○　つ縫会いをとらえて

　手だてとしては索きさ髭べしかない　2つ舷べ

ての箆較，実灘紅よる駕較があるが，図式懸から
重蓑重ナ離≦した1ず薄日｝の夢窒i三峯髪て111ま．　持｝露：リド蓄う｝と・ジ「〉カ』

かわ1｝の中でとらえさせることを大事にしたい．．

旨ほ1くよ辱こんなに起きい、、「薩夢を広げても震か

ない、、というような実i惑を健う懲ヒ至難1タがあって

慈童）て，　羨ノ1曙講孫を確か1．二、認識することになるの

である．なお，入梅■表瑳の暢合では，つ垂1合いを

考えて嚢環さ・ぜるために是からかき蕪めさせるこ

とも効果罫脊で、ある。．

○　奨蒼きや遠近の表環を蓑めて

　墜蕎き・1．甕透の褒章疑1ま三三次虎ダ）空舞套こお締る1馨

懸となるこ≧から，大小縫線の認識よりは轟渡iな

獲翼畢，懇誠となる，．さらにそ農を瀬瀬ヒにかき表す

こと1よ，　野ども1ことってかな1薦蓼響護：な造影感f甕力‘

■要求さ震ることになる。したがって．　　．輿行

き，i嚢近薦麦幾が織藤1二では大小．　垂二丁．毒。なl／，

そして糠、蟹＝1．二よる複合的な叢1繰で一表されることを

、1．まえて．段繕事至蟹こ彗鼕鼕されることが望まれる。

（〕｝動きを表現するために

　野どもの鷲舗蓉とのカ・漆・ズ）彗ゐ・ら題材一力誓ξ受ラ芝され、

ることになるのて・，入駿1や重鱗勢などが登場するこ

とが多くなり、したがって一動きの衷・現きは子ど

もの詮蕪拶碧発の串，むともなる藁（■要な造影の要素と

なる．動きグ）、もる生き豪きとした災瑛を求iめさせ

るために1ま，褒瑳鯵象の麟きに糞を海諺させるこ

とはもち、論，嚢ら動暮三化をして雛iかめてみるとか，

さら紅は翻嚢構絞1二の課題『ともなるが，傘：1・めに，

あるいは離縁垂髪1こ麹羅する，　ノ糞韓蓉三を感じさせる

よう1こする，はみ諾しの鶴■漿を添講ずる，不安定

i惑を。嚢1濠篶悸旧るなどグデ手業ごてフうごあ1デらオむる。，そして

これらグン季・だてもまた，、藪i灘を糞琴乏し、ようとする

その野ザ）必要懇、裟支えられてこそ麟果的1こ1灘くの

であり，　そ駿らは二炎現繕勤の纏縫を遍して身1こつ

汁られていくべき学び早鮨表霧．のし毎なのである．

尋．線描段繕での指導を進めるにあたって

　大事にしたいこと

　実叢的な課題にどう婦癒したらよいのか，そグ）

手だてについて述べてきたが，ここではそ鮫、らの

手だてを講じていくとき！こ大事1こしたいことにつ

いてまとめておきたい。

蟻　子ど巻をとらえることから

　野どもの指導はまずその予をとらえることから

鎗ま蕃．ひと導ひとりの活動の様隷1取彗緩みの

ξ蕩え，表鱗やつ、1ごやきなと弩や途中グ）着筆懸などを

予がか1鴛：して．その露まど跨ような意麟を持ち，

今どうしょうとしているのか．簿に霧び｛瞬こ一瞬ん

でいるのか．そしてその要請1ま欝なのかなどが発

つめとらえられ、そ．二で祷めてそ轟籍のド1じ表現

を絶すための露里燐な指｝導の手だてが饗1い趨さ駿る

、　3！た～ノ、鼻ヌ～
｝　　｝　 『一　　渉　　留　　 へ

／黛！　適度奪懸腕を

　こ蕨まで述べてきた手だて全緩に共通していえ

ることは．安易な表現に護れないために．そして

、むを1．丞めて嚢奏鐵こ取1｝緩むことができるよう1こと

の懸いから，装現を進ダ〉ていく11でグ）条｛隼を設定

し適穫iなi緊張感を飽かせるということである．逓

葭iな紙雛を与えることが畿瑛への緊張感を雄かせ

ることにな湾，馨蘇．的な袋瑛への取垂｝績みを促す

ことになるという効果をねらうも・グ）である，．だか

らきいって条訴を多く設定1一デ・どもグ）表義のド轄茎1

を簸．蟻1、：凝難してしまうことはむしろ逆交青墨を擢
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くことにもな弓かねないことを駐に命ヒておく必

要がある。，指嫁の遺擬が，その畢ならではの表瑳

を殺してしまうことにもなるからである．

傷　確かめ巷がら表現を進める態度6〉形成を

　擁灘活動を遽して，今求めたいことは，嚢ε衰

堤にたくましく立ち向かう態度の形成だといって

も過書ではない．それは本教誉灘こお謙る轄己学翼
　すネの

能考であ1｝，1箋己教奮力を蕎てることにもつなが

るのである。したがって線獺の段碁懲こお1ナる手だ

てもすべて，裳1分の無熱・や意縫に照らしてこ麓で

よいのか，もっとよい表堤はないのかについて常

に確かめながら彰1鑓の表聡に立ち向かっていく態

度の奮威をねらうものでなくてはならない。

轡　捲耕4〉欝質を生かして・推法の薦発を

　彫や色を使って表聡の意纒を具現していく段繕

であるから当然なのだが，この段1砦における指導

の手だては雛馨や描法と窮l／離して考えることは

できない．本稿でこれまで述べてきた手だてをよ

り効果的に鐵1かせるようにするためには，そ論題

樗において優罵される繊樗や購紙の特質とそれを

生かすためのお法，そして擢i法の特性などについ

て売分欝究し，銑どもたちひとりひとl／の褒現勤

グ〉課題に癒じて子ども欝らが濡離していくことが

できるようにしたいのである。

　携軽，灘紙．そして描法の特質や特性を知るた

めには，教編欝らが使ってみる，かいてみるとい

う実技修験を遠してとらえることが鰻遍であるが，

それと瞬鯖｝に，それらグ〉描韓，羅紙，擢1法によっ

て子どもたちがどのような表現への取り緩みを示

すのかを見つめ，その描麟や癒法が野どもにとっ

てどうなのかについてとらえることも大切となる。

おわ辱に

　「それは一挙なるノウハウだ」，こ就は建議的背景

にまで蓋翻隻していないという慧瞭での葬難めいた

発誉であ辱，瞬症療法だけでは穣本的な解決には

至らないという指矯である。礫論的な考えに裏付

けら農た手だてこそ子どもの表現1ことって奮鶴な

手だてとなるのは轟然だが．授業実践では表現上

の課題に羅対薙3することが求められることにな計｝．

したがってと鯵あえず考えら藍る手だてを講じな

ければならない場面が嚢めて多くなる。手だての

禽効稚iはこのような場面での子どもたちの反応に

よって確かめられる．そしてそのような指導案銭

の積み重ねの申から新たな遷、漁や考え寿の方麹が

i985年3舞

発い醸され，実践紅裏づけされた確かな礫魏が購

築されていくことになる．ノウハウと礫議｝的背景

とはまさに晦の両輪となって，強いかかわり合い

を持ちながら蔑いに支え合っていかなければなら

ない鵜孫にあるといえよう．

　以圭1のような考えに基づき本稿では．その鶴輪，

つま章／手だてと確論的背景それぞれをどう考えた

らよいのか，そしてその両輪の経連をどう緩った

らよいのか1こついても探3篭しょうとしたオっ1ナであ

るが，その意麟が充分嚢現さ褻購輪の縫係がすっ

きりと整理されたとは思わない．そ農は．一醗究

煮として，そして瞬鋳に小学全を旛手に授業をし

ている一実銭家としてのわたし護1身にこ農からも

課せら就ている醗寛課題であるといえよう。
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