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研究の目的

生徒の発想と構想に関わる能力を高めるための美術科題材を開発し，
その効果を検証すること．

キーワード

中学校美術科 発想と構想 抽象彫刻 石膏ガーゼ

実践の目的

中学校美術科における生徒の発想力・構想力を高めるための授業改善

実践者名
対象者
実践期間
実践研究の

第一著者・第二著者と同じ
信州大学教育学部附属長野中学校 2 年生（204 名）
2020 年 12 月～2021 年 3 月
教材研究及び単元開発，単元の実施，単元の効果についての検証と検討

方法と経過
①主に自身の内面から発想・構想をすることが前提されている A 表現
の（1）アにおいても，生徒は材料の特性から発想・構想を行う部分が
少なくないことが示された．
実践から

②一定程度偶然によって形が出来上がる材料を用いることが，生徒のな

得られた

す発想・構想に幅を持たせることが推察された．

知見・提言

③石膏ガーゼの比較的短時間で固まるという性質は，授業時間の中で生
徒が多くの作品試作を行うことを促した．このことは生徒の試行錯誤を
促し，自身の作り出した形を発展させていくことによって発想・構想を
行なっていく活動となった．
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１．はじめに
本実践では，中学校 2 年生を対象として抽象彫刻制作を行なった．造形素材として石膏
ガーゼを用いる点に特徴がある．
平成 29 年度に告示された『中学校学習指導要領』
（文部科学省 2019）において，美術
科は，発想や構想，主題を生み出すというような，創造性に関わる能力の育成を一層重視
した改定がなされた．このことは，例えば「発想や構想に関する資質・能力を育成する項
目の全ての事項に「主題を生み出すこと」を位置付け」たことなどに現れているとされて
おり，その重要性は，学習指導要領の改訂において重視された「主体的な学び」を実現す
ることとも関わって理解されるべきであるとしている．そこで，
「発想や構想を行い，主題
を生み出すという資質・能力」を育成するための授業構想がなされる必要がある．このよ
うに，
「どのようにすれば，発想力や構想力を育成することができるか」という問いが立て
られるには，発想や構想に関わる資質・能力の育成が可能であるということが前提とされ
る．つまり，発想や構想，そして創造的営みというのは，一部の芸術家や発明家など，特
別な才能に恵まれた人々がなす天才的行為として理解されるべきではなく，人間一般に備
わった普遍的能力によってなされるものであり，しかも教育によって育成可能であると考
えられている．こうした創造性に対する捉え方は，近年の認知科学的知見の発達によって
も補強されている（阿部 2019，三輪•石井 2004）
．そうした研究では，一定の外的資源な
どの条件が整えられることによって，そうでない場合に比べて，有意に創造的な活動が促
されることが示されている．そこで，本実践では，生徒たちの発想や構想を促すための外
的資源，すなわち造形素材として，石膏ガーゼを選択し，その材料との関わりの中から，
発想や構想がなされる様子を観察，記録し，分析することによって，生徒の発想や構想が
いかになされるかということを示すとともに，
「発想や構想を行い，主題を生み出すという
資質・能力」を育成するための授業構想がなされる際の注意点を，造形素材の選択と，そ
れとの出会わせ方という観点から考察する．
本実践報告は，以下のように構成される．まず，初めに本題材の授業構成を説明し，そ
の中で，本実践を特徴づける 2 点，すなわち石膏ガーゼという造形素材の特性と，素材体
験の取り入れについて，その教育上のねらいについて説明する．その上で，本授業の成果
について，
生徒の制作品や作品カードなどを参照して明らかにし，
授業全体の省察を行う．
２．単元開発の意図と授業の展開について
2.1 授業のねらいと展開について
美術の授業において，発想力や構想力を育成する方法としては，実際に，自らの手によ
って発想や構想をなし創造活動を行なう経験をさせることが有効であると考えられる．そ
のためには，生徒が発想や構想を無理なく行なえるような状況を整え，体験させるような
授業を行うことが考えられる．認知科学の研究知見は，適切な外的資源を整えることによ
って，創造的思考を促すことができる，つまり，発想や構想を助けることができることを
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示している．そこで，美術の授業においても，生徒が発想や構想をしやすくなる外的資源
を整える，つまり，そのような場所，材料を用意し，活動を行うことによって，そうでな
い場合に比べ，発想や構想を促すことが可能となると考えられる．
『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説美術編』では，
「第 2 学年及び第 3 学年の
目標と内容」の A 表現（1）ア，すなわち絵や彫刻に関する発想や構想における「心豊か
に表現する構想を練る」ことの説明の中で，構想について「主題を基に考えをまとめる構
成的な側面からの構想と，材料や技法などの表現方法の側面からの構想がある」としてい
る．つまり，学習指導要領においても，構想の段階において外的資源としての材料が果た
す役割というのは意識されていることが読み取れる．このことからも，生徒の構想を支援
するためにどのような材料が相応しいかということを検討することの重要性を主張できよ
う．
上記のような考えから，本授業は，造形材料として石膏ガーゼを用い，材料体験を取り
入れることで，その材料の特性から発想や構想をなすことが促されることを期待する．
素材や材料から豊かに発想し構想する力を高めることについては，3 年間の美術科の授
業構想として，図 1【
「豊かに発想し構想する力」を高めるための構想図】に示されるよう
に構造化される．1 年時に実施された単元「繋ぐカタチ」では，綿棒を素材として用いた．
この単元の中では，綿棒の形状から生徒たちが様々な発想や構想を行なっていく様子が見
られた．特定の材料による制約は，発想や構想を規制するよりもむしろ，発想や構想を促
していたことが分かった．2 年時の本題材では，より複雑で，かつ，日常ではあまり用い
ることのない素材を用いて，材料からの発想や構想の方法についてさらに検討させ，3 年
時の複合的題材へとつなげていく．
生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる生徒
豊かに発想し構想する力の高まり
３学年：
【創造的な構成を総合的に考え，豊かに発想し構想する力】
ボックス全体で表したいイメージと，造形の要

シアワセの
素との関係を捉え，発想や構想をしたことを基
カタチ
に創造的に表現する学習

形や素材，造形要素の関係から感じ取ったことや考えたこと
を友と話し合う活動を位置付ける．

２学年：
【創造的な構成を考え，豊かに発想し構想する力】
動き出す 素材体験から主題を生み出し，発想や構想をし
“カタチ” たことを基に表現する学習

石膏ガーゼの特性を生かした造形から感じ取ったことや考え
たことを友と話し合う活動を位置付ける．

【生徒の実態】
〇対象や事象を見つめて生み出した主題を基に，発想や構想をすることができる．
●発想や構想したことを広げたり深めたりすることができないことがある．

１学年：
【形の組み合わせを考え，発想し構想する力】
繋ぐ
カタチ

素材体験から主題を生み出し，発想や構想をし
たことを基に表現する学習

綿棒の特性を生かした造形から感じ取ったことや考えたこと
を友と話し合う活動を位置付ける．

※上記の図は，以下のような構成となっている．

学年：
【研究テーマの具現に向けて，各該当学年段階で付けたい力】
主な題材

【学習活動】

【手だて】

図１ 「豊かに発想し構想する力」を高めるための構想図
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次に，本題材の評価規準及び単元展開を示す．
評価規準
知識・技能
知石膏ガーゼの特性を生かした 思
造形が感情にもたらす効果や，
造形的な特徴などを基に，動き
などを全体のイメージで捉え
ることを理解している．
技石膏ガーゼの特性を生かしな
がら意図に応じて表現方法を
創意工夫して表している．

思考・判断・表現
主体的に学習に取り組む態度
①石膏ガーゼの特性を生かした造形 態 ①美術の創造活動の喜びを味わい，主体
から感じ取ったことを基に主題を生
的に動きなどのイメージを基に構想を
み出し，表したいイメージと造形の要
練ったり，意図に応じて表現方法を創意
素との関係を考え，創造的な構成を工
工夫して表したりする表現の学習活動
夫し，構想を練っている．
に取り組もうとしている．
②造形的なよさや美しさを感じ取
②美術の創造活動の喜びを味わい，主
り，作者の心情や表現の意図と創造的
体的に造形的なよさや美しさを感じ取
な工夫などについて考え，見方や感じ
り，見方や感じ方を深める鑑賞の学習活
方を深めている．
動に取り組もうとしている．

題材展開
段
階

導
入

展
開

◆学習

教師の指導・支援
・石膏ガーゼで固めた形を示し
生徒のつぶやきを共有する．
・アのような形が動いていると
感じる生徒の見方を整理し，
石膏ガーゼの特性や留意点を
説明する．
・イのような反応から，
学習問題
「石膏ガーゼでどのような形
をつくることができるのだろ
うか．」を設定する．
・ウのような反応から，
様々な用
具を提示し，学習課題「用具の
使い方を工夫しながら石膏ガ
ーゼの特性を生かしてつくろ
う．」を据え，造形に入る．
・素材体験の追求を振り返り，
ワ
ークシートに記述する．
・カのような振り返りから，
形を
つくる上での造形の要素を整
理する．
・キのような反応から，
つくって
いる形から感じ取ったことや
考えたことを造形の要素と関
連させながら話し合うように
促す．
・クのような反応から，主題（表
したい動き）を考えるように
促す．
・ケのような振り返りから，
題材
の学習問題「表したい動きは，
どのような形で表現すればよ
いだろうか．」を設定する．
・コのような反応から，
前時の造
形要素と関連付けて構想した
生徒の意見を紹介する．
・サのような反応から，
学習課題
「造形の仕方と表したい動き
を関連付けて考えよう．」を設
定する．

予想される生徒の反応
ア 紙粘土だろうか．まるで風で揺れているカーテンがそのまま
固まったように見える．友は，水の流れに見えたようだ．
イ 石膏の水に反応して固まる性質によって曲げた形がそのまま
の形になって立体的な表現ができる．この特性を生かしてどの
ような形をつくることができるのだろうか．
ウ そのまま固まる特性を生かして，まずは石膏ガーゼを引っ張
った時の布が伸びたような形をそのまま固めてみよう．どんな
用具を使えば，引っ張った時の形をそのまま固められるのだろ
うか．
エ 石膏ガーゼの端を洗濯ロープに洗濯ばさみで固定して，下に
垂らすと引っ張ったような形になりそうだ．垂らすだけじゃな
くて下からも洗濯ばさみで引っ張って固定してみよう．
オ 石膏ガーゼを水に浸けて垂らして引っ張った状態で固める
と，筋が放射状に広がった形になった．
カ 石膏ガーゼを垂らして引っ張って固めると，筋が生まれて何
かが飛んでいくような感じがする形になった．
キ 友は，垂らしたりひねったりして様々な造形の要素を使って
形をつくっていた．友は，つくった形から何を感じ取っていた
のだろう．
ク 友は，滑らかな曲線から風が緩やかに回転しているような感
じがしたと言っていた．私は，ひねっている形からイルカがジ
ャンプしているところに見えた．私の形を見た友は，筋が同じ
方向にそろっているところから隕石の軌跡に見えると言って
いた．石膏ガーゼのそのまま固まる性質を生かすと，動いてい
るように感じる形を表すことができそうだ．
ケ 友の意見を参考に，以前見たことがある彗星が空を勢いよく
飛んでいく美しさを表していきたい．どのような形で表現すれ
ばよいのだろうか．
コ 彗星の勢いよく飛んでいく美しさは，素材体験の時のように
洗濯ばさみで石膏ガーゼを引っ張って筋状の形をつくること
で表現できるだろうか．さらに主題を表せるように，表現の構
想を深めたい．
サ 同じ垂らした形でも，自然に垂らした形は横から見ると穏や
かな風を感じるし，下に引っ張った形はボールが飛んでいく素
早い動きを感じる．造形の仕方によってイメージは，変わって
くる．造形の仕方と関連付けてイメージの違いを考えていけ
ば，主題を表していけそうだ．
シ 勢いよく飛んでいく感じにしたいから，強く引っ張って細い
筋状の形をつくろう．さらに端に何本もスリットを入れてひら
ひらさせてみたら強い風を感じるだろうか．やってみよう．
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時
間

2

1

・追求の様子を振り返り，
ワーク
シートに記述する．
・タのような反応から，
前時に異
なる造形要素や形を組み合わ
せて表現した生徒を取り上
げ，全体で共有する．
・チのような反応から，
学習課題
「造形要素や形の組み合わせ
に着目して表していこう．」を
設定する．
・トのような反応から，
台座を提
示し，作品の設置の仕方につ
いて示範する．

終
末

・表現の振り返りをワークシー
トに記述する場を設ける．
・ニのような振り返りから，
学習
問題「友は，どんな動き出す形
を表現したのだろうか．」を設
定し，お互いの作品を鑑賞し
合う場を設ける．
・ヌのような反応から，
学習課題
「造形要素や形の組み合わせ
方による見方や感じ方に着目
して，友の表現の意図や創造
的な工夫を考えよう．」を設定
し，鑑賞に入るように促す．

・題材全体の振り返りをワーク
シートに記述するように促
す．

ス これではまだ風の感じが弱い気がする．もっと長めにスリッ
トを入れてくねらせることでダイナミックな動きを感じるの
ではないかという友のアドバイスを参考にしてみよう．
セ ひらひらの先端を鋭くとがらせてみたら，勢いが増したよう
に感じる．すべての先端をとがらせてさらに勢いを表そう．
ソ 友の形を見ると，押し寄せてくる波の様子を，何枚も同じ形
を重ねて表現している．表したいことが強調されていてよい．
私もひらひらの部分を重ねてみよう．
タ 友のアドバイスや形も参考にして，筋状の形の太さやスリッ
トの長さを考えてより強い風を感じる形で表現することがで
きた．主題をさらに表現するにはどうすればよいだろうか．
チ 友のように異なる造形要素や形を組み合わせて，さらに主題
を表していけそうだ．漫画表現の強調線のように，棒状の形を
つくって上に重ねることで，より勢いを感じられるのではない
だろうか．
ツ 棒状の形を重ねたことによって，彗星が勢いよく飛んでいく
美しさを表すことができそうだ．
テ 友は，多様な造形要素を複数組み合わせながら，春夏秋冬の
様々な風を表現していてすごい．でも，私は彗星が勢いよく飛
ぶ一直線の美しさを表したいから，造形要素は少ないままで追
求していこう．
2
ト 強く引っ張って細い筋状の形にしたことで強い風を表現でき
たし，棒状の形を組み合わせたことでより勢いを感じる表現に
することができた．作品をどう設置すればよいだろうか．
ナ 斜め下に向けて飛んでいくイメージでつくったけれど，斜め
上に向けると前向きな印象になってよいので上向きにしよう．
ニ 彗星の勢いよく飛んでいく美しさは，造形の仕方と関連付け
て構想を練ったり，形などを組み合わせたりすることで，より
表現することができた．友は，どんな形を表現したのだろうか．
ヌ 友の作品は，最初の素材体験の時の形からだいぶ変化して，
造形要素や形を組み合わせて表現している．友は，それによっ
てどのような動きを表現したのか，友の表現の意図や創造的な
工夫を考えたい．
ネ 友は，偶然できた形をヒョウに見立てて追求したようだ．私
と同じくスピード感が出るように造形しているように見える
けれど，友はヒョウの足とかに直線的な形を組み合わせて表現
している．そうすることで，素早く動いた軌跡のように見える．
ノ 友は，私の作品を見て，筋状の形がいくつもあって，細く先
1
をとがらせたりしているところから，彗星がとても速く飛んで
いる感じが表れていると言っていた．全体的に洗練された美し
い形になっているという感想もあった．表現したかったことを
表せたと思うとうれしい．
ハ 今回は，石膏ガーゼという素材を使った表現だったが，柔ら
かい素材が固い素材に変化する魅力があると思った．固めた形
から発想を広げ構想を練って表現していく方法を知り，表現の
幅が広がってよかった．具体物だけではなく，動きを表現する
よさも感じることができたので，今後の表現の参考にしたい．

本授業においては，生徒に発想や構想を行わせ，創造的技能を育成する工夫として，前
述の通り，造形素材として石膏ガーゼを用いるとともに，導入段階において素材体験を取
り入れ，その段階において，友との共有を行っている．次に，そうした工夫についての授
業者の意図について説明する．
2.2 造形素材としての石膏ガーゼについて
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本題材で用いた石膏ガーゼは，石膏が塗布されたガーゼであり，布状の形状であるが，
水と反応することで硬化させることができる．主に医療現場においてギプスとして用いら
れるが，造形素材としても，しばしば型取りに用いられる．例えば，彫刻家ジョージ・シ
ーガルは，石膏ガーゼを用いて人物から直接型取りをした彫刻作品によってよく知られて
いる．また，美術の授業でもライフマスク制作や，仮面作りなどで素材として用いられる
ことがある．
今回の題材においては，主に，石膏ガーゼの布状の形状，水と反応させることで硬化す
るという特徴から発想や構想を行うことを想定している．生徒の中には，制作したい主題
との兼ね合いや，後述する素材体験の中で，型取りを行う者もいるが，必ずしも全ての生
徒に型取りをさせるわけではない．具体的な操作を指示するのではなく，素材との関わり
のなかで発想や構想を行うことを目指すのであり，むしろ，型取り以外の方法によって造
形する，例えば，水に濡らした状態で吊り下げる，巻き上げる，引っ張るなどの操作を通
して，即興的に造形がなされることが推奨される．
2.3 導入としての素材体験
多くの生徒にとって，石膏ガーゼや石膏というのは初めて扱う材料であった．そこで，
授業の導入時において，いきなり作品制作に向かわせるのではなく，まずは，石膏ガーゼ
に実際に触れてみて，素材を体験する時間を設けた．この時間の学習課題については，
「石
膏ガーゼでどのような形を作ることができるのだろうか」とした．事前に主題形成をなし
てから造形活動に入らせるという順序性を持った活動ではなく，むしろ，素材の特徴に触
発され発想や構想がなされることを期待した．
抽象彫刻を作る題材というのは，中学校美術科においてしばしばみられるが，例えば実
際の材料についての理解や知識がない状況で，アイデアスケッチなどによってなされる発
想は，実際の制作の可能性を無視したものとなってしまいがちである．そのような観点か
らも，実際の制作に対応した発想や構想のためには，素材体験とその理解が重要であると
考えられる．石膏ガーゼという素材は，水に濡らして固めることで，例えば 1 時間の授業
でも 2，3 個の形を作りながら素材体験を行わせることができるため，実際の制作に繋が
る素材理解が可能となる．また，その体験の中で，意図せぬ形ができ，即興的に発想が連
鎖していくなどして，更なるアイデアが湧出することが期待できる．また，そうしたアイ
デアについて，
生徒同士で共有し，
深めるタイミングを導入において設けることによって，
友の作り出した形や，発見した技法から触発されることも期待できる．
３．授業の効果に対する考察
3.1 生徒の作品から
終末の相互鑑賞にあたって，完成した生徒作品は，110mm 四方の木製台座によって展
示した．それぞれの作品の形状に合わせた表現意図に従い，台座に直接接着したものと，
150mm のアルミパイプを用いて，直接接地しないようにして，動きや浮遊感を持たせた
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ものがある．展示の際には，作品カードを添えるように指示した．作品カードについては，
制作者名やタイトルの他に，
「何をどのように表したのか作品カードに記入しましょう」と
いう指示のもと，主題及びその表し方について記載させた．
生徒作品の一部について，画像とそのタイトルを図 2 に示す．

O•M 生《雲・風》

K•R 生《飛ばされる布》

H•K 生《成長したその先に・・・》

D•K 生《水の循環》

M•N 生《春風》

M•K 生《流れ星》

Y•Y 生《ヴェールの道》

I•H 生《日々》

T•M 生《うぉ!扇状地》

図２ 生徒作品
次に，作品カードに記載された制作意図について表 1 に示す．
表１ 制作意図
O・M 生《雲・風》 私の作品は，片方は優しくなびいている雲のように感じて，もう片方はぐるぐるになっ
ていたので風（竜巻）のように感じました．元々は別々だったそれらを，接着剤でくっつけて組み合わせてで
きた作品です．
D・K 生《水の循環》 川の流れはずっと続き，どこかでそれが循環していると考えると，水のすごさや素晴
らしさを感じる．人々は，当たり前のように川の流れだけを見ているが，川の流れ以外にも水の美しさを表現
できるように水が循環しながら登る様子を表した．
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M・N 生《春風》 春は，かわいらしくて丸いイメージがあるので，石膏ガーゼの帯をくるっと丸めたり，風
を表すためにすーっとたなびかせたりして工夫できた．また，春は，たくさんの生物が冬の冬眠から目覚める
ので，小さな帯をくるくる巻いて生き物に見立てた．石膏ガーゼの重さを感じさせないような軽さを感じるも
のをつくりたかったけれど，それが表せた作品ができてよかった．
K・R 生《飛ばされる布》 風によって飛ばされる布を表現しました．すべておなじ形はなく，風の強さや天
気が違うことを表した．布の喜怒哀楽を出すために，しわをつくったり，つける高さを考えたり，地に付かな
いように浮かせたりしました．
M・K 生《流れ星》 流れ星は，必ずしも直線の軌道を描くとは限らないと思ったので，あえて曲線の軌道を
表しました．また，軌道が強く表せるように，少し幅の広い感じにしました．
Y・Y 生《ヴェールの道》 ウェディングドレスのヴェールをイメージしました．まるで一瞬を切り取ったかの
ように見えるようにしわを工夫し，今にも動き出しそうな感じになるようにしました．その先にあるものが必
ずしも幸せとは限りませんが，幸せが待っていたらと思います．
H・K 生《成長したその先に…》 この作品をつくるにあたって大切にしたのは「過程」です．自分の伝えた
いことをどう表現するのかなど考えることに着目した作品です．題名に置き換えると，成長と過程，その先に
作品そのものというように考えました．
I・H 生《日々》 貼り付けて，覆って，隠そうとするけれども，それでさえままならない様子を表現しようと
思いました．これは，僕の日々です．大きく分けて三つのパーツを使いました．見る角度によって形が大きく
変わるように意識しました．見る人は，どのような角度から見るのでしょうか．
Ｔ・Ｍ生《うぉ！！扇状地！》 元々，走った時にできる風をつくる予定だったのだが，いつの間にか扇状地
のようになっていたから，題名を「うぉ！！扇状地！」にした．水の勢いが表現できていて素晴らしいと思っ
た．

O•M 生の《雲・風》
，D•K 生の《水の循環》や M•N 生《春風》に見られる雲，風や水
のような主題は，素材体験の際から多くの生徒が発想していた．風というのは，石膏ガー
ゼが固まった状態が，風にたなびく布がそのまま固まったように見えることからの発想で
あろう．それは，K•R 生の《飛ばされる布》にも典型的に現れている．Y•Y 生による《ヴ
ェールの道》も，布からの連想である．水の流れる様子というのは，石膏ガーゼを硬化す
る際，水を用いることからの連想であると考えられる．この他にも，風になびく布や，水
など不定形なものの一瞬の形を留めたような表現が多く見られた．
ただし，
多くの作品は，
複数のパーツを組み合わせるなど，意図した形に近付けようとする操作が行われており，
偶然にできた形をそのまま見立てるという事からは，
一歩踏み込んだ恣意性を有しており，
最初の材料体験の際にできた形から，連想的に発想した上で，さらに理想とする形を追求
しようとする姿が窺える．M•K 生による《流れ星》などは，自身の表したい感じを求め
て，
「あえて曲線の軌道を表し」たり，
「少し幅の広い感じに」するなど，明確な意図を持
って形を探求していったことがよく現れている．
H•K 生《成長したその先に…》
，I•H 生《日々》は，より抽象的な主題を持った作品で
ある．石膏ガーゼによって出来上がった，たゆたうような形を，自らの成長や日常に重ね
合わせている，思春期の中学生らしい主題の抽象的昇華が認められる．T•M 生の《うぉ!
扇状地!》では，当初，風を表現するつもりであったが，素材を扱っていくうちに，
「いつの
間にか扇状地のようになっていた」ことから，題名や主題そのものを変更している．これ
らの作品についても，主題発想の根幹には，素材体験による特性の理解があると言える．
彼らは素材と自己との往還的な対話の中で，主題を形成し，素材に働きかけるという制作
プロセスをとっている．
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3.2 授業者による振り返り
生徒は，第 1 時の素材と出合った際，石膏ガーゼが乾くと硬化する素材の特性に驚きの
声を挙げた．実際に体験する際には，生徒は，初めての素材に躊躇しながらも，ひねった
り，垂らしたり，指に巻いて固めてみたりと様々な形をつくりながら試行錯誤を始めた．
第 2 時においても素材を体験する時間を設け，そこでつくった形から感じ取ったことを友
と意見交換した．
生徒からは，
風が吹いているように見えるなどという反応が返ってきた．
石膏ガーゼについての知識をほとんど持たない，つまり先入観のない状況で，素材体験活
動を十分に取り入れたことによって，実現した場面であると考えられる．
上記の活動によって，生徒から発せられた，風が吹いているように見えるなど，動きに
注目する言葉を拾った上で，
「動き出す“カタチ”」という題材名を提示し，授業を展開した．
石膏ガーゼの特性を生かした「動き」のある表現を追求していった生徒たちは，石膏ガー
ゼでなければつくり出しにくい浮遊感のある形などを発想しながら表現していった．
本題材では，まずは素材を体験することで，そこから生み出した主題を基に，発想し構
想することができる可能性を感じた．一方で，一部の生徒は，素材を体験した際，石膏ガ
ーゼを丸めて球をつくる生徒や，サツマイモなどの具体物を作り始めた．素材の特性を分
かっていながらも，つくりたい形が先行し，石膏ガーゼではなくてもよい形を考えてつく
っていたと見取ることができる．また，
「見立てたこと」と「動きを表すという課題」を繋
げられない姿も見られた．そこで，
「石膏ガーゼの特性を生かしてつくった形はどのように
見えるのか」という印象をまとめる時間を設ける必要があったのではないかと考える．例
えば，
「動いているように見える」
「浮いているように見える」
「時間が止まっているように
見える」
などの印象を生徒たちと共有することで，
その印象と関連付けて主題を生み出し，
特性を生かした形を発想し構想していくことができるのではないか．素材を体験した後，
そこで感じ取ったことや考えたことなどをいかに整理して発想や構想につなげていくのか
をさらに考えていきたい．
４．おわりに
本実践では，外的資源としての造形素材によって，生徒の主題形成を支援することがで
きるという仮説に立って，石膏ガーゼというこれまで生徒が扱ったことがないと考えられ
るものを素材とした抽象彫刻制作を行なった．その際，素材から発想するために，材料体
験の時間と，そこから得られた感覚を共有する時間を設けた．
今回の実践では，アンケートなどによる定量的なデータを収集したわけではないが，授
業中の様子や生徒の作品，作品カードに寄せられたコメントなどから，一定程度生徒たち
が素材に刺激され，主題形成をしていった様子がうかがえた．その際，石膏ガーゼという
素材の持つ，短時間で固まることにより，即興的かつ偶発的な形が出来上がるという特性
は，彼らの発想や構想を促すことに作用したと考えられる．
一部の生徒においては，偶然出来上がった形を，教師から示した作品課題と結び付ける
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ことに困難を感じるなどの姿が見られた．提示する課題や，素材体験と表現主題をより関
連付ける授業構成にするなどのさらなる改善が考えられる．
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