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＜実践報告＞

主題を基軸とした創造的構図の探求
―「通学路五十三次」の授業実践から―
鈴木大三

信州大学教育学部附属長野中学校
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１．はじめに
現行（平成20年版）『中学校学習指導要領』第６節美術（以下，H20中要領美術と略記）
を読み込む時，Ａ表現領域を指導する上で，生徒の表現活動を動機付け豊かにする「主題」
が極めて重要な事項であり，主題を軸に指導面の重点化を図るべき点が改めて理解できる。
そこで，本稿を始めるに当たり，参考資料として，H20中要領美術における第１学年，
第２学年及び第３学年の主題に関する指導事項を図１に転記し，
再確認することとしたい。
〔第１学年〕
(1) 感じ取ったことや考えたことなどを基に，絵や彫刻などに表現する活動を通して，発想や構想に関する次の事項
を指導する。
ア 対象を見つめ感じ取った形や色彩の特徴や美しさ，想像したことなどを基に主題を生み出すこと。
イ 主題などを基に，全体と部分との関係などを考えて創造的な構成を工夫し，心豊かに表現する構想を練ること。
〔第２学年及び第３学年〕
(1) 感じ取ったことや考えたことなどを基に，絵や彫刻などに表現する活動を通して，発想や構想に関する次の事項
を指導する。
ア 対象を深く見つめ感じ取ったこと，考えたこと，夢，想像や感情などの心の世界などを基に，主題を生み出すこと。
イ 主題などを基に想像力を働かせ，単純化や省略，強調，材料の組合せなどを考え，創造的な構成を工夫し，心豊
かな表現の構想を練ること。
図1 現行『中学校学習指導要領』第６節美術における，主題の扱われ方

筆者は，H20中要領美術で重んじられる主題に着眼し，「主題を基に創造的な構図を考
える力を高めるための指導の在り方」と称するテーマを掲げ，この問題意識から，題材構
想，勤務校での授業実践，授業検証を試みた。その概要は，長野県中学校連合教科研究会
（平成24年11月22日開催）で発表したが，本稿でこれら一連の取り組みを改めて考察する
ことで，表現領域における主題を軸とした学習指導の重要性を提起したい。
新井哲夫は，主題概念を検討し，主題を主観的な表現意図として客観的な造形特性と対
立させる立場を取らず，「作者が対象やモチーフから得た感覚や感情が，造形的な形式に
よって統一されることによって，はじめて表現内容つまり「主題」として形成される」 1)
と解釈した。筆者も同様な見識に立つが，学習者が生成し得た主題が，制作活動過程で，
表現内容を多面的に深化・発展させる水先案内人的な機能を有する点にも関心があり，本
稿の主題の捉え方も基本的にこの関心に基づく。
本稿で論考対象とする題材は，「通学路五十三次（対象学年：第２学年）」であり，本
題材を中心に検討を展開するが，題材配列上，本題材に連なる先行題材「季節を招く水墨
画（対象学年：第２学年）」も重要であることから，これに関しても概要を提示したい。
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表1 主題を基軸とした創造的構図の探求を意図する題材一覧
鈴木大三・羽田光（信州大学教育学部附属長野中学校美術科）「長野県中学校連合教科研究会レポート（長野29
第2分科会8番資料）」p.3.（実際の記載は，美3）より一部修正加除し作表し直し転載。
○目標に据える学習者の姿：見たことや感じ取ったことや考えたことを基に豊かに発想し構想する生徒。
○主眼事項：各題材の段階的・系統的積み重ねを経て，主題を基に創造的構図を考える力を身に付けさせる。
【筆者が確認する生徒の実態（評価を○△×で提示）】
・自分の主題を決め出し，意欲的に表現活動に取り組む姿が見られる。○
・写実表現を重要視し過ぎる傾向があり，主題と関わらせて色や形を決め出すことが苦手である。△
・風景や情景を表現する課題を行う際，重なりや大きさの変化を適切に捉えられず，空間の奥行きや広がりを表すことが苦手である。△

学年

題材名

第３

３Ｄ立体アート

通学路五十三次

第２

季節を招く水墨画

わたしは，日
常カメラマン

第１

写生会に行こう

発想・構想の場面
奥行きのある風景
や情景を発想し，
主題を基にどのよ
うな構図と色で表
すかを構想する。

教師の支援と指導的手立て
・奥行きのある風景や情景を想い起こし，
主題を決め出して後，どのようなもの
がどの位置に配置されるかをスケッチ
で表し，具体的に確認するように促す。
・最も手前の風景（最前景）から最も奥の
風景（最遠景）までを確認するのにカー
ドを何層使い，どのような形を切り取る
べきかを模索し，イメージマップを使っ
て作品を構想するように促す。
毎日歩く通学路の ・浮世絵版画から主題を読み取り，構図の
工夫を理解し参考とするように促す。
心に残る風景に着
眼し，その風景から ・イメージマップを活用して，主題を具
体化し決め出すように促す。
発想し，主題を基に
どのような構図に ・構図の基本を成す近景・中景・遠景の三
段階をレイヤーシートで確認しながら，
するかを構想する。
最善の構図を考えるように促す。
・レイヤーシートで位置や視点を変化さ
せながら，主題がよりよく表れる構図
について友と意見交換し，構図を再検
討する活動を位置付ける。
季節の風景からイ ・イメージマップを活用して，主題とモ
チーフを決め出すように促す。
メージするものを
基に表現内容を発 ・友の試作や参考作品を提示し，視点や
大きさを変化させるなどの表現上の工
想し，主題を基にど
夫点を見付け出させ，自分の試作の参
のような構図にす
考にするように促す。
るかを構想する。
・試作と鑑賞を繰り返し，構図を再検討
する活動を位置付ける。
身の回りの風景か ・身の回りの風景から，気になるものや好
きなものや魅了されるものを見付け，主
ら主題を決め出し，
題を決め出すように促す。
どのような構図で
写真に撮るかを構 ・中心になるものと周囲の環境との関係
を考慮に入れ，何枚か写真に撮り，友
想する
との意見交換の中で，主題と関わる構
図について検討する活動を位置付ける。
写生地の風景から ・写生地の建物や自然をよく観察し，印象
に残る場所や美しいと感じる風景を見
主題を決め出し，ど
付け，主題を決め出すように促す。
のような構図で絵
に表すか構想する。 ・手前に入れるものと遠くに置くものと
を，バランスよく画面に配置した構図を
参考作品で紹介し，大まかな線でスケッ
チして構想を練る活動を位置付ける。

付ける力
主題により近付
くようなカード
の色の組合せや
切り取った形の
重なりを試行錯
誤して，納得でき
る構図を決め出
すことができる。
レイヤーシートを
効果的に使って，
主題により近付
くような場面の
組み合わせや視
点を見付け，構図
を決め出すこと
ができる。

主題により近付く
ようなモチーフの
組合せや配置の仕
方を探求して，構
図を決め出すこと
ができる。

主題により近付
くように，中心と
周囲との関係を
考慮し，構図を
決め出すことが
できる。
主題により近付
くように，手前と
遠くの距離的・空
間的関係や表現
効果を考えて，構
図を決め出すこ
とができる。

前掲の二題材を含む，主題を基軸とした創造的構図の探求を意図する題材一覧を表１に
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整理した。勤務校における美術科の系統的題材配列の内から，共通的目標となる主題ベー
スの構図探求能力の伸長により結び付けられる，計五題材を選んでまとめた。全体の中で
中盤的位置付けとなる上記二題材は，目標達成のための中核的役割を果たす。
２．「通学路五十三次」の題材構想
2.1

先行題材「季節を招く水墨画」における指導体験

「通学路五十三次」に先立つ「季節を招く水墨画（平成24年6月実施）」から先に考察
を加えたい。本題材では水墨画を扱う。生徒は四季から好きな季節を選び，その季節を特
徴的に表すと判断できる情景を想い浮かべ，湧き起こるイメージを言語化し，それを主題
とした。この主題の視覚化の達成が，本学習における課題となる。
では学習者の内から１名，本題材に取り組み，筆者が追跡的に観察したＮ生の活動を概
括的に紹介したい。
Ｎ生はお気に入りの季節を夏とし，夏を最もよく表す対象を「花火」や「夜空」とした。
その上で，主題を「夏の夜空に上がる大迫力の花火」とし，試作に挑んだ。試作過程で，
Ｎ生が直面した問題点とは，試作内容が主題に近付かない事態であり，描いた花火の臨場
感が乏しく，ドドーンと漆黒の闇に炸裂する迫力に満ちた状態を創出することが困難なこ
とであった。原因が技法的または技能的問題なのか，それとも，配置構成上または構図上
の問題なのか，そこを明瞭化する必要に迫られた。
この場面で，問題解決を目指すために筆者が選んだ指導的手立てとは，経験知を共有す
る友から学ぶこと，即ち相互啓発的展開であった。筆者は，情景を眺める視点の位置を様々
違えたり，対象の大小関係を実験的に変化させたりする友の取り組みを，Ｎ生に有益な参
考例として見せた。Ｎ生は友の試作に触発され，主題に迫るため，花火が輝く夜空の高さ
を強調するために縦の構図に切り換えたり，迫力を増させるために花火単体の絵でなく周
囲の要素も描き加えた絵としたりと，諸方法を想像力豊かに試した。試作を粘り強く続け，
最後には本人が納得行く構図を獲得することができた（図２～図４）。

図2 白抜きで花火を表現した，Ｎ生の
横型構図の最初の試作

図3

大きな満月の下半分にスス
キが重なる，友の縦型構図の
試作
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図4 川面に浮かぶ小舟を画面右下
方に添景的に加えた，Ｎ生の
再検討後の縦型構図の試作
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上記体験を通じ，本題材に関しては，表現上の高い意識で友の試作を鑑賞し，そこから
得られた種々参照点を踏まえ，試作を進める中で，構図を再確認・再検討でき，そうする
中で主題基軸の創造的構図の形成力が高まる可能性が明らかとなった。
ただ本時授業では，視点の位置変更や対象の大小関係の調整の仕方は把握でき，構図も
決め出せたが，
肝腎の構図を自らの絵に適用するのが難しくてできない生徒も散見された。
本実態から，友からの学びは有益だが，参考作品の示範だけでは限界があるため，配置関
係とか諸要素が重なり合う様子とか遠近関係とかを詳細に確かめ，より具体的に理解させ
る指導的手立てを考案すべきだと理解した。
2.2

「通学路五十三次」の概要

先行題材を受け，構図を学ぶ風景画表現の一環として位置付けたのが，表現媒体は水墨
画から版画に替わるが，歌川広重《東海道五十三次》をもじった「通学路五十三次」であ
る。勤務校が附属長野中学校なので，学区域が広域に亙り，徒歩通学の生徒も勿論いるが，
多くが電車通学または自転車通学である。こうした通学形態の多様性を活かし，中学校生
活をも主題化し得る表現題材として，本題材を設定した。
本題材では，通学路を様々な風景と遭遇できる江戸期の旅路に見立て，気に入った通学
路の景色を選択して写真に撮り，それを基に一版多色版画に表す。
版画を選んだのは，広重の複数の版を駆使する多色摺り木版画との関係と，風景画表現
という主題的共通点とを意識してである。ただ生徒が制作するのは多版の方ではなく，時
間的縮減が図れ，絵柄の単純化・省略を学べる一版多色版画である。
導入部に浮世絵鑑賞を設け，浮世絵に特徴的な近景・中景・遠景による画面の三段階の
組立てを学び，自身の版画の構図の工夫に活かすようにした。
本題材は，①浮世絵鑑賞→②発想・構想（風景撮影と構図検討）→③版画制作（下絵転
写・彫り・刷り）→④相互鑑賞と，四部構成とした。展開の詳細は，図５を参照されたい。

段
階

○学習活動

・予想される生徒の反応

学習問題

①浮世絵を鑑賞し，主題と構図の関係性を捉えてゆく。
・江戸時代の東海道の魅力を伝えるものなのだな。
・私たちが通う通学路にも魅力的な風景がある。
学習問題：私の好きな通学路の風景を版画に表そう。
鑑 ・朝，自転車で通う時に見える田園や山々が好きだから，その風景を表
したい。
・橋は普通，横から描くのに，この浮世絵では正面から描かれている。
賞
正面から描くと遠近感が出る。
・橋の手前に扉があるので，いよいよ出発するという臨場感が出るが，
扉がないとただ道を歩いてゆくだけの情景のように思えてしまう。
・写真を撮る時も，ただ風景にカメラを向けて撮るだけではなく，主題
を意識しながら表したい風景を決め出すことが大切なのだな。
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◇教師の指導・援助 ◆評価
【評価の４観点】
ア美術への関心・意欲・態度，イ発想や構
想の能力，ウ創造的な技能，エ鑑賞の能力
◇歌川広重《東海道五十三次》を一覧にして，実
際の場所の写真と共に紹介する。
◇広重の版画を参照し，自分の通学路から魅力的
だと感じた風景を想い浮かべるように促し，
学
習問題を設定する。
◇１番目の「日本橋」を取り上げ，どのような構
図の工夫が見られるか考えるように促す。
◇近景に扉がある場合とない場合を比較し，印象
の違いなどについて問う。
◇出発という言葉から，主題と構図の関係性の大
切さを伝える。
◆ア，エ

時
間

１
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②写真を基に，主題と描きたい風景を決め出す。
・自転車で長い距離を走ってきた時に出現する田園や山々がとてもきれ
いでさわやかなので，「一日の始まり。さわやかな田園風景」という
主題で進めたい。
・風景の眺めを，近景，中景，遠景に分けて考える方法は，「日本橋」
で鑑賞した時と同じだ。主題と構図を関わらせて考えよう。
・遠景と中景は写真に撮った風景で決め出せたが，近景には何を入れた
らよいのか分からない。
・鑑賞した浮世絵には一番手前に乗り物が大きく配置されていることか
らヒントを得，通学で使っている自転車をイメージすることができた。
近景には自転車を入れることにしよう。
③近景・中景・遠景の三段階のレイヤーシートを制作して構図を考える。
構 ・「さわやか」な感じを出すために建物などをできるだけすっきりと表した
い。線路の周りにある電柱や電線などの細かい線は省略しよう。
・遠景と中景は写真に近い入れ方にし，近景の自転車は，学校に向かう
想 感じが出るように右寄りに配置しよう。主題の「さわやかな田園風景」
が伝わるかどうか友から意見を聞いてみたい。そして，見直すところ
があるか検討してみたい。

◇生徒が撮ってきた通学路の写真を全体に紹介
し，各自選んだ理由を発表するように促す。
◇イメージマップを活用し，自分の描きたい風景
を，近景，中景，遠景の三段階に分けて考える
ように伝える。
◇近景に入れるものが決め出せずに困っている
生徒には，近景（最前景）の対象が強調されて １
配置された参考作品を提示し，
どのようなもの
が描かれているか生徒に問う。
◇近景には，通学方法に関わるもの（ex.自転車）
などを入れるように提案する。
◆イ
◇構図をより具体的に検討し決め出すために，レ
イヤーシートで画面を近景，中景，遠景の三段
階に分けて構想するように伝える。
◇版画にすることを考え，版画に適する省略や単
純化の技法を用いてよいことを伝える。
◇３枚のレイヤーシートを並べ，表したい構図を
探求し，
間隔を違えたり左右の位置を動かした
りして検討するように促す。
◆イ
◇本時設定の学習課題を確認した後，グループで
レイヤーシートの位置や視点を互いに変えな
がら意見交換するように伝える。
◇机間指導で意見交換の様子を聞き，必要な場合
は，
教室に掲示してある浮世絵版画や参考にな
りそうな友のレイヤーシートを見てくるよう
に伝える。
◇活動の振り返りを，参考になった友の意見や参
考作品と共にワークシートに記入し，
発表する
ように促す。
◆イ

１

１【本時】

④レイヤーシートの位置や視点を変えながら，主題をよりよく表すことがで
きる構図について友と意見交換し，構図を多角的に再検討する。
・主題の「さわやかな田園風景」が私の構図でよく伝わるかどうか，皆
さんの意見を聞かせてほしい。
・自転車の一部を手前に大きく入れることは気が付かなかった。試作で
試してみたい。
・友の意見から，自転車の前輪を大きく入れる構図に変えてみた。すると，
車輪の間から遠景が見えて，広がりや開放感が生じ，主題の「さわやか
な田園風景」の達成にかなり近付けるようになった。また，近景も同時
に強調することができ，遠近感がより強く感じられる構図になった。こ
の構図を基に版画の制作を進めたい。
⑤⑥⑦版に下絵を写し，線彫りを進める。
◇下描きを裏返し，カーボン紙を挟んで版木に転写
・彫った部分が黒くなるのを応用して，輪郭線をはっきり出すことがで
するように示範で伝え，製版方法を理解させる。
きそうだ。遠近を強調するには，近景の自転車の車輪の輪郭線はくっき ◇参考作品を提示し，彫った部分が黒色になる点
を確認する。
り表して，遠景になればなるほど輪郭線を弱くしてゆくとよいと思う。
３
・下描きにはなかったが，自転車の下に草を描くようにしよう。三角刀で， ◇線の太さを変えたり，彫刻刀の種類を替えたり，
彫り方を工夫している姿を全体に紹介する。
制 細い線をたくさん入れてみよう。
◆ウ

⑧⑨版に色のインクを載せ，刷る。
◇同じ色から１色ずつ刷る技法や，載せるインク
作 ・空の色は青一色ではなく，青から水色へ滑らかに薄くなってゆくような
の量の加減，
バレンでの刷り方によって表現の
グラデーションにしたい。地平線に近くなるほど色を薄くしてゆこう。
違いが生まれることを，示範で伝える。
・近景の部分の刷りを強めにしたら，色がはっきりとして対象がより近 ◇刷り方の違いを友と鑑賞し合い，互いの表現の ２
くにあるような感じが出せた。
工夫を参考にして刷りを進めるように促す。
・１つの場所に２～３色混ぜてグラデーションにしている人が多いな。
◆ウ
草の中にも色の変化を付けてみよう。
⑩完成作品を並べ，自分の作品や友の作品のよさについて伝え合う。
◇制作活動を通して学んだことや，友の作品を鑑
鑑
・友の作品は，電車の扉が開いた瞬間を表していて，「学校生活の幕開け」 賞して感じたことや考えたことを，
ワークシー
という主題がよく表現されているな。
トに記入し発表するように促す。
１
・広重や北斎も，面白い構図で見る人をアッと言わせたかったのではないか。 ◇歌川広重や葛飾北斎の浮世絵を鑑賞し，表現の
賞
構図で人を惹き付けている所が本当に凄い。
工夫を再度話し合う。
◆エ
図5 題材展開（50分授業 全10時間扱い 本時：第４時）
鈴木大三・羽田光（信州大学教育学部附属長野中学校美術科）「長野県中学校連合教科研究会レポート（長野29第2分科会
8番資料）」p.9.（実際の記載は，美9）より一部修正加除し転載。

2.3

浮世絵版画の制作資料的活用

画面を茫洋たる空間として見るのではなく，近景・中景・遠景と三段階に区画・構造化
して把握する仕方を，生徒にとって身近な風景画系譜の浮世絵版画の鑑賞を通して理解し
てもらおうと，導入部を計画した。中でも，近景にクローズアップ的手法で大きなモチー
フを配し，そこを通して中景から遠景への奥行感に富む眺めが開ける，例えば葛飾北斎《冨
嶽三十六景》の１枚，「尾州不二見原」（図６）や，歌川広重《名所江戸百景》の１枚で，
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ゴッホが模写を試みた「亀戸梅屋敷」（図７）のような版画への関心を高めたい。

図6 葛飾北斎《冨嶽三十六景》「尾州不二見原」1830年頃
画像出典：
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Fujimi_F
uji_view_field_in_the_Owari_province.jpg/1280px-Fujimi_Fuji_view_
field_in_the_Owari_province.jpg

図7 ㊧歌川広重《名所江戸百景》「亀戸梅屋敷」1857-58年頃
/㊨ゴッホの模写 1888年 カンヴァス，油彩 55×46cm
国立ファン・ゴッホ美術館（アムステルダム）
画像出典：
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Hiroshige_
Van_Gogh_1.JPG

なお，「美術を通した国際理解」 2)と関連するが，浮世絵を支柱とする日本美術の欧州
への影響（ジャポニスム）については，資料集に見開きで紹介されており 3)，上記した最
前景強調型構図が印象派に支持された点を，この機に生徒に伝達したい。圀府寺司は，「こ
の《亀戸梅屋敷》にみられるような，前景にものの一部を大きく描き前景と後景を対比さ
せる「対比遠近法」とでも呼ぶべき手法は，ゴーガンの《説教の幻影》（図版110）やフ
ァン・ゴッホの《種まく人》（挿図108）にも受け継がれることになった」 4)と解説する。
ともあれ，浮世絵版画を鑑賞し，配置要素の巧みな重なり方，重層的な空間構成，最前
景の対象と遠景とのコントラストが導く奥行き感などを，これから風景版画に挑む生徒に
知ってもらうことで，創造的構図探求への動機付けが高まることを期待した。
そこで，浮世絵鑑賞を具体化するに当たり，筆者は，広重の《東海道五十三次》の一覧
を作成し，それぞれに現地写真を添えることとした。そうすることで，街道沿いの風光明
媚だが日常的で普通とも言い得る光景が，広重特有の視点設定（俯瞰はその１つ），風景
の切り取り方，画面構成法により，大胆で独創的で個性的な魅力的場面に変貌し得る事実
を知り，これを次時の構図検討の基本枠組と捉え，通学路からの日常的眺望を広重風流儀
でユニークな風景画に高めたいという目的意識が生徒の内に芽生えるだろうと予想した。
導入部で提示する学習問題は，「私の好きな通学路の風景を版画に表そう」とした。た
だ実現はそう簡単ではない。構図的取り組みに困難さを覚える生徒をどう支援するかを，
先行題材の省察を踏まえ考えなくてはならない。解決の一方策として，筆者は，《名所江
戸百景》の顔とも称せる「日本橋」（図８）を示範し，本作に採用された構図法を検討さ
せようと考えた。最前景で堅牢な扉が開き，中景の太鼓橋がほぼ正面から捉えられ，そこ
を人々が渡り，遠方には瓦屋根が折り重なり，火の見櫓も聳え，背後に夕焼け空が広がる，
そういう構図的工夫から，生徒自身の風景版画に有益なヒントを沢山得てほしく願う。
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図8 歌川広重《東海道五十三次》「日本橋」1833年頃
画像出典：
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/
Hiroshige_le_pont_Nihonbashi_%C3%A0_l%27aube.jpg

2.4

通学路写真から構図検討までの展開

浮世絵鑑賞を基礎として続く構想段階は，生徒自身が撮影した通学路の写真（図９）を
学習材として始まる。とは言え，好きな風景の写真をただ撮ればよいというのではなく，
何故ここを選び撮影したのか，どの位置からここを撮ろうと判断したのか，そうした選択
や行動判断の根拠を省察することにより，主題の生成と明瞭化を図った。

図9 通学路の写真（想定）

そこで，一連の思考を客観化して整理するための補助ツールとして，「イメージマップ」
と呼ぶワークシートを活用するようにした。記入事項は，①作品の主題，②視点と理由，
③配置の計３点とし，さらにラフスケッチ欄も設け，そこに写真を参考に風景イメージを
粗描できるようにした（図10）。
このイメージマップを活用し，浮世絵の独自な構図や特徴的な作画法を想起しながら，
近景・中景・遠景の３つの観点でラフスケッチの空間を分析し，近景については特別に新
たに加えたいモチーフを大きく配する試みを推奨する。また，細密描写が技術的に難しい
一版多色版画の特質を念頭に置き，写真から不要箇所を削除したり，形を大胆に単純化し
たりすることも有効な表現手段となり得る点を伝える。
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1. 作品の主題
○予想例：一日の始まり。さわやかな田園風景。
2. 視点（どこから見ているのか）と理由（どうしてその場所を選んだのか）
○予想例（視点）：学校に近い所で踏切を渡った辺りから立って風景を眺めている。
○予想例（理由）：朝，この風景を眺めると，一日また頑張ろうという気持ちになるから。
3. 配置（近景・中景・遠景にはどのようなものがあるか）
←遠景
○予想例：くっきりと晴れ渡った空と山々

←中景
○予想例：線路や家並や田圃や電柱

←近景
○予想例：通学用自転車
通学路のラフスケッチ
図10 「通学路五十三次」イメージマップ（ワークシート）
鈴木大三・羽田光（信州大学教育学部附属長野中学校美術科）「長野県中学校連合教科研
究会レポート（長野29第2分科会8番資料）」p.5.（実際の記載は，美5）収載の図10を基に
レイアウト変更。

しかしながら，近景に何かをクローズアップした状態で加える作業は，口で言う程簡単
ではないだろう。本作業に苦慮し，構図を決め出し兼ねている生徒がいる時は，広重の《名
所江戸百景》から，屋形船が画面を横切る「吾妻橋金龍山遠望」（図11），上部に掛かる
巨大な提灯の向こうに雪景色を望む「浅草金龍山」（図12）を示範することとする。それ
らがヒントとなり，例えばスポークが放射状に並ぶ巨大な自転車のタイヤを，最前景に描
き入れる生徒も現れるだろうと想像する。

図11 歌川広重《名所江戸百景》「吾
妻橋金龍山遠望」1857年
画像出典：
http://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/1/1c/100_views_edo_0
39.jpg

2.5

図12 歌川広重《名所江戸百景》
「浅
草金龍山」1856年
画像出典：
http://upload.wikimedia.org/wik
ipedia/commons/d/df/100_views_e
do_099.jpg

レイヤーシートによる近景・中景・遠景の擬似体験

風景を近景・中景・遠景の三層に分け，各層を独立的かつ相互連係的に動かしたり変化
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させたりしながら，構図全体を統御できれば，創造的構図の探求は効率性を増し，実質的
成果を挙げ得るであろう。決め出した主題を的確に体現するイメージの模索も円滑にでき，
主題と構図が分離せず直結できる。
そのような見通しで考案したのが，三層に対応するレイヤーシートである。レイヤーシ
ートは透明アクリル板製で，縦横18×24cmとし，構図を検証する援助が十分できるよう，
各面は描き直しが可能なホワイトボードマーカーで描くようにした。ここに近景・中景・
遠景それぞれの絵を描く。レイヤーシートを立てる道具には写真立て（両端に置くので，
１枚に付き２台必要）を利用し，前後の移動を可能にした。三層の合成結果を見易くする
方途として，デジカメ画像のモニターも考慮した。もう一層必要な生徒もいるだろうから，
４枚目も配れるよう枚数を準備したい。レイヤーシートが一番活躍するのは，クローズア
ップの対象の入れ方を試行錯誤する，近景の配置構成検討の際である。３枚重ねた状態を，
視点の位置を変えて確認してみるのも有益である。
レイヤーシートを使う創造的構図の探求は，個人作業でも深まり得るが，友と意見交換
し対話しながら進めることで，
１人では想い付けぬ多様なアイデアも得られるだろうから，
同じ通学方法の生徒３～４名で行う班活動を基本にした。
３．第３・４時の授業実践と検証
本章では，レイヤーシートによる創造的構図の探求を主眼とした，第４時の授業実践（全
容は図13参照）の分析・検証を軸に論を進めたい。ただ第４時（本時活動）に入る前に，
前述したＮ生に焦点化することで，第２時・第３時についても若干確認したい。
3.1

第２時・第３時の学習状況

Ｎ生は，撮影した通学路の写真を基に，主題と描きたい風景を決め出した第２時で，ワ
ークシートに，〈主題〉として「重くのしかかった通学カバンが，軽く思えるとき」，〈主
題に込めた思い〉として「家への帰り道，美しい夕陽を見ることで元気が出て，重いカバ
ンが軽く感じる，ということを表したい」と記した。第３時には，この主題に沿ってラフ
スケッチ（図14）を描き，ここから創造的構図のＮ生なりの真剣な探求が開始した。

図14 Ｎ生のラフスケッチ（第３時）

Ｎ生はレイヤーシート３枚を等間隔となるように立て，合成結果を撮影したが，筆者が
感想を問うと，「一枚目の写真では，道をただ歩いている感じがして，夕陽を見ている感
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学習活動

予想される生徒の反応

◇教師の指導・援助 評価

時間

備考
(準備物)

1 前時に決 ア 学校に向かう感じが出るように，近 ◇前時に決め出した構図の振り返りを 5 レイヤーシ
め出した
景の自転車を右寄りに入れた。主題 踏まえ，各自の主題と現在困ってい 分 ート，イメ
構図を振
の「さわやかな田園風景」が伝わる る内容を発表するように促す。
ージマップ
り返り，本
かどうか，友の意見を聞いてみたい。 ◇左記イのような発言を全体に位置付け，
時 課 題 を イ レイヤーシートを使って，位置や視点を レイヤーシートで構図を再検討する
把握する。 変えて検討してみたらよいのではないか。 ことの必要性を確認し，学習課題を
設定する。
学習課題：レイヤーシートの位置や視点を変えながら，主題をよりよく表すこ
とができる構図について友と意見交換し，構図を再検討しよう。
2 レイヤー ウ 主題が「田園風景」なのに，自転車 ◇グループは，通学方法が同じ生徒３ 15
シートを
で風景が隠れ見えなくなっている。 ～４人で編成する。
分
基に，グル
自転車の位置を左右どちらかにずら ◇意見交換では，レイヤーシートの位
置や視点を変えながら，近景，中景，
ープで意
してみよう。
見 交 換 を エ 風景はよく見えるようになったが， 遠景を意識し検討するように促す。
展開する。 近景の印象が薄れ，遠近感が弱くな ◇必要な場合には，教室に掲示してあ
ってしまう。近景の印象も強くして， る浮世絵版画の特徴的構図や友のレ
遠近感を強調したい。
イヤーシートを参考にしてもよいこ
オ 鑑賞の時間に見た浮世絵は，近景の とを伝える。
対象を全体ではなく一部だけ入れて ◇机間指導では，友のどのような見方・
いた。自転車全体ではなく，一部だ 意見を参考にしようとしているのか，
け入れてみてはどうだろう。近景の 注意深く聞き，レイヤーシートを動か
して構図を試してみるように促す。
レイヤーシートを近付けてみよう。
カ 後ろの風景も目立つし，鑑賞した作 ◇全グループでの意見交換がほぼ終了
した頃を見計らい，友からの意見を
品のように近景の印象が強くなり，
基に構図を再検討するように促す。
遠近感もよく表せそうだ。この方法
◇修正箇所がある場合には，レイヤー
で試作をしてみよう。
3 友の意見 キ 近景の自転車を，全体の形ではなく
シートを描き直して，主題と構図の
を参考に， 車輪部分だけ描いてみよう。
関係を考えながら，風景の三段階の
構 図 を 再 ク 近景のレイヤーシートを前後左右 位置を決め出すように促す。
検討する。 に動かすと，ズーム的効果が起こり， ◇これまでに確認した構図とは違う構 23 ホワイトボ
場面の印象が違って見える。どの位 図を試したい生徒には，４枚目のレイ 分 ードマーカ
置にしてどこから見れば主題に近付 ヤーシートを渡し，前のと差し替えな
ー，デジタ
けるのか試みながら考えよう。
がら特徴を見比べられるようにする。
ルカメラ，
ケ ３枚重ねてみると，車輪越しに中景 ◇机間指導で再検討の様子を確認して
スケッチブ
や遠景が眺望できるようになり，主 回り，構図を修正している生徒には，
ック
題の「さわやか」な感じが具体化で レイヤーシートを一緒に見ながらそ
きるようになってきた。近景の位置 うする意図を聞いてゆく。
◇修正を終えた生徒には，省略箇所や
はやや右側にずらしてみよう。
付け足す所がないか，もう一度検討
コ 友の意見から，自転車の前輪部分を
大きく入れる構図に変えてみた。す
するように伝える。
ると，車輪の間から遠景が見渡せて， ◇決め出した構図を写真に撮るように
主題とした田園風景の「さわやかさ」 指示する。
が強まった。また，近景場面も同時 【評価】主題により近付くことを目標
レイヤーシートの組合せや視点を探
に強調することができ，遠近感を一 に，
層感じる構図になった。 （Ｂ評価） 求し，見付け，構図を決め出している。
サ 自転車を真後ろから見た構図にす （評価媒体：レイヤーシート，ワーク
れば，近景を大きく入れられ，また， シート）
後ろの風景をさらに目立たせられそ ◇修正しようと意図しても，レイヤー
うだ。４枚目のレイヤーシートに近 シートに表せない生徒には，スケッ
景をもう一つ描き，これと差し替え チブックに試し描きをすることを推
ながら表現効果を見比べてみたい。
奨し，共に描いて確かめてもみる。
（Ａ評価）
4 活動を振 シ レイヤーシートを動かしながら，構 ◇本時の活動を振り返り，探求過程で感 ７ ワークシー
図を体験的に考えられたことで，より じたことや考えたことをワークシー 分 ト
り返り，本
主題に合う構図にすることができた。 トに記入し，発表するように伝える。
時のまと
めをする。 ス 自分の主題により合った構図に直せ ◇これまで発展させてきた構想を省察し，
たので，次の時間から版画の制作に入 次時から始まる版画に表してゆく活
れるように下描きを進めておきたい。 動の流れを伝える。
図13 本時の学習展開
鈴木大三・羽田光（信州大学教育学部附属長野中学校美術科）「長野県中学校連合教科研究会レポート（長野29
第2分科会8番資料）」p.10.（実際の記載は，美10）より一部修正加除し転載。
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じがしない」と印象を語った。これを受け，レイヤーシートを覗く目の位置を違えてみた
らと助言すると，Ｎ生はデジカメの撮影位置を様々変えて写真を撮った。その中で，Ｎ生
が注目したのが，低い位置から撮った写真であった。後ろ向きの人物（Ｎ生自身）の頭の
位置が夕陽に近付き，夕陽を仰ぐ臨場感が出せたと感じたからである（図15～17）。

図 15 正面からの撮影

図 16 低い位置からの撮影

図 17 低い位置から写真撮影を試みる
Ｎ生（生徒の学習場面の写真［図
17，図 19～図 22］は，掲載承諾
確認済）

Ｎ生は，ワークシートに「最初にレイヤーシートを３枚並べて写真を撮ってみたら，道
をただ歩いている感じで，夕陽を見ている感じが出ていなかった。視点をいろいろ変えて
ママ

見てみたら，低い視点で見ると，夕陽を見ている感じがあった。自分と夕陽陽の位置から，
主題が伝わるか，友達に聞いてみたい」と記した。締め括りに友に意見を求める気持ちを
綴ったが，第４時の班活動はここから展開した。
3.2

第４時の学習状況

第４時は，友との刺激に富む意見交換が中心となる。ここで多くの気付き・見方・発見
がもたらされた。先ずは班活動で盛り上がった対話内容を採録する（図18）。
Ｎ生①： 私の主題は「重くのしかかった通学カバンが，軽く思えるとき」です。夕陽を見ることで元気が出て重
いカバンが軽く感じる，ということを表したいのですが，前の時間に視点を低くして写真に撮ったら，
自分の目線で夕陽を見ている感じが出せました。下からの視点で見てください。自分と夕陽の位置から，
主題が表せているか，という点で意見をお願いします(さらに低い位置からレイヤーシートを覗き込む)。
Ｗ生②： 陽は，もう少し明るく光っている感じにして，山に沈もうとしている感じにした方がよいと思います。
それから，自分の目線と言っていたので，顔と夕陽ができるだけ重なった方が，自分の目線に近付くの
ではないでしょうか(さらに低い位置からレイヤーシートを覗き込む)。
Ｎ生③： そうですね。視点を低くすることで普段見ている風景に近付いたように感じます。主題に関わってもう
少し意見をお願いします。
Ｕ生④： 人がもう少し大きくなってもよいのではないでしょうか。「重いカバン」という言葉が主題にあるので，
人とカバンを少し大きめに入れることで，カバンの重い感じが出せるのではないでしょうか。
Ｎ生⑤： 人を大きくするということは，近景を手前に近付けて見るということですね(近景のレイヤーシートを
手前に動かす)。
Ｗ生⑥： もう少し手前の方がよいと思います。
Ｙ生⑦： (レイヤーシートを覗き込みながら)もう少し右。よし，その辺。
Ｎ生⑧
凄い，自分を大きく入れたことで私がいつも見ている風景のようになっています。また，カバンがはっ
きり見えるので，主題がよく伝わります。この構図でもう一度検討してみます。ありがとうございました。
図18 班活動でのＮ生を中心とした学習場面

レイヤーシート３枚が立ち並ぶ活動の様子については，図19（Ｎ生①の場面）・図20（Ｎ
生⑤の場面）を参照されたい。
言語運用能力や，相手の意見を尊重しつつ持説を主張し語り合う社会的スキルが，班活
動の対話空間の中では要請される。発見事項も含め，種々意見が飛び交う対話と，徹底的
な自己探求活動とを相補的・循環的に位置付けるのが好ましいと考える。Ｎ生も友との活
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発な意見交換を通じ有意義な諸観点を学び得たことが，図18の採録内容から読み取れる。

図19 意見交換しながら，皆でレイヤ
ーシートの合成結果を確認

図20 レイヤーシート(近景)を観察者側
に引き寄せて変化を確認

意見交換後，顔と夕陽の位置関係や人物とカバンの大きさなどを巡り，友が指摘してく
れた事柄を吟味し，Ｎ生は主題に最も適する構図をレイヤーシートで探求し続けた（図21，
図22）。各シート間の間隔を狭めたり広げたりもした。そして，遂に納得行く創造的構図
（図23）に遭遇できた。

図21 レイヤーシート（近景）を手前
に移動し，構図の変化を確認す
るＮ生

図22 構図確定後，写真撮影するＮ生

図23 Ｎ生の最終段階の絵（主題とフィ
ットする創造的構図を達成）

Ｎ生は，ワークシートにレイヤーシートでの試行錯誤を振り返り，次のように綴った。
「友達との意見交換での，自分と夕陽の重なりや自分の大きさを工夫する意見を参考に
して，近景のレイヤーシートを手前に引いてのぞくと，自分が帰り道で見ている風景に
近くて驚いた。カバンも大きく入れることができたので，主題の「重くのしかかったカ
バンが軽く思える」感じを表すことができた。」
3.3

本時授業の検証と調査結果

Ｎ生は，レイヤーシートを立てる位置（相互の間隔）を調節したり，画面を見る視点の
高低を様々試したりして，微妙にまた大きく変化する合成結果を確認しながら，それが帰
路見て感激した夕陽の場面に近付いたか，ずしり重い背中のカバンが軽く感じられた時の
感動的体験を再現できたか，辛抱強く入念にチェックし，到頭満足行く結果に行き着けた。
ワークシートの自評からも達成感が大きいと受け止められた。
こうした目標達成が，個人的探求によるだけでなく，班活動での意見交換も探求推進に
大きな役割を果たすことでなされた点に注目すべきであり，
その点が意義深く感ぜられた。
個の学習と，班を場とした相互啓発的な学び合いの２つが往還的関係を創出し，１本の糸
のごとく縒り合わされる状態の大切さを痛感した。そして，何よりもＮ生自身の内に，直
面する疑問や問題点の解決のために，友に聞き，友から学びたいという内発的願いが湧き
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起こったことが，学習全般に強い「実質的芯」を与える結果となったと理解した。
上記学習を可能とするレイヤーシートの最大の利点は，絵画領野であるにも拘わらず，
画面上での構図チェックを何度もやり直せる点である。
鉛筆の線なら消しゴムで消せるが，
描き込むと鉛筆が画面に密着して消し難くなり，広い面積ともなれば消すのに時間を要し，
画用紙も汚れる。絵の具だと塗り直しは利かない。今回の試行で，絵は失敗できず一発勝
負だとの根強い先入観が崩れ，絵でも試行錯誤可能な自由度の高い探求ができるとの認識
をもたらし得たことが，レイヤーシートの１つの功績ではなかったかと考える。
学習後，そうした点が生徒40名を対象に実施したアンケート調査によっても確認できた
（図24，図25）。「近景・中景・遠景の三段階のレイヤーシートを用いたことは，構図を
検討することに役立ちましたか」との設問で，〈とても役立った／まあまあ役立った〉の
肯定的回答が100％を占めた。回答理由も，「構図をいろいろな角度から眺めることがで
きるから」，「近景・中景・遠景の距離を自由に変えることができるので、いろいろなパ
ターンをつくることができるから」と，授業者の予想と近く，中には「平面に描くと，奥
行きや立体感がなかなか表せないが，レイヤーシートだと簡単にそれらが表せた」と，苦
手意識を育む温床，絵は難しいなる固定観念が払拭できたと確信させるものもあった。
あまり役
立たな
かった
5%
まあまあ
役立った
26%

まあまあ
役立った
21%

とても役
立った
74%

とても役
立った
74%

図24 レイヤーシートの調査結果

図25 意見交換の調査結果

以上に加え，班の意見交換に関する調査も実施した。「主題を基に，レイヤーシートの
位置や視点を変えながら，構図についてグループで意見交換したことは，構図を再検討す
る時に役立ちましたか」との設問に対し，肯定的回答は95％に上った。指導上有益な理由
も少なくなく，「友達の意見から，自分では気が付かなかったことが分かり，さらによい
構図になったから」，「友の作品を見ることで構図のよさや工夫が分かり，自分の作品に
も生かすことができたから」と，意見交換の相互啓発的機能を評価する声を確認できた。
ただ〈あまり役立たなかった〉と答えた生徒が１名いた。回答理由を，「意見がもらえ
るのはよいけれど，結果的に自分のイメージと違うものができてしまったから，自分の目
指しているところを言ってから意見交換をした方がよいと思った」とした。意見交換が介
在しても，表現活動とは本質的には孤独な１人で行う営為であり，最終的納得も達成感も
喜びも個人的範疇に属す点を再認識させられた。個とグループの相異なる学びが適切に補
完し合い循環できる方途を一層熟慮すべきと考える。
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４．おわりに
一部実践報告と検証を加え，本稿で提起した表現題材，「通学路五十三次」もまた継続
的改善により段階的に質を高めようと計画中である。
本稿表題の「主題を基軸とした創造的構図の探求」は，本題材の主幹となるテーマだが，
主題については，はじめにで論じた。ここでは「構図」を取り上げ，その重要性について
改めて簡潔に確認しておきたい。
描画指南書として名高い古典的名著，『絵画論』の著者，レオン・バッティスタ・アル
ベルテｨは，自著で「絵画は輪郭と構図と採光とで構成される」 5)と説いた。輪郭は物を画
面に正確に写す素描と関わり，
採光は彫像的対象に立体感を賦与する明暗諧調法と関わり，
構図は諸要素の調和的配列と関わる用語で，３つが統合されることで十全な絵が誕生する
とした。構図は主要三要素の一角を占める。さらにアルベルティは構図に関し思索を重ね，
「構図とは眺められた対象の諸部分が一緒になって，絵画の中に示されるところの絵画の
仕方である」 6)と整理した。構図を，絵を総合的にまとめる方法と捉えるこの見方は，美
術科で現在も変わらぬ基本指針である。
『絵画の教科書』を編纂した小澤基弘と渡邊晃一も，構図を，具象・抽象を問わず，「画
面を成立させる上で極めて重要な仕事」 7)と位置付け，「具象絵画の場合，描かれるモテ
ィーフ相互の配置，あるいは背景とそれらモティーフとの関係を考えること」 8)が，「抽
象的傾向の作品では，色面相互の関係，またそれらと線的な造形要素との関わり等々の思
考」 9)が，構図の根幹を成すと解釈した。この構図観も絵の指導の基礎を成すと考える。
しかし，画材的制約もあり，生徒が１枚の画面で構図を自在に検討するのは難しい。画
家は画面に補助線を引き，物の配列の仕方や画面分割の比率を計算するが，本手法は描く
体験からは距離遠く，中学生にとっては表現の直接的実感が乏しいと判断される。そこで，
考案したのが，構図の柔軟な検討を可能とするレイヤーシートの活用であった。作画を補
助するレイヤー的機能はＣＧで一般的だが，それを構図検討段階で応用する意図もあった。
生徒の感想は概ね支持的であった。ただ本作業は，続く版画制作のための下絵準備段階
で試みられたもので，レイヤーシートで絵を描く可能性を検討する次元には未だ到ってい
ない。目下の所，レイヤーシートは構図検討ツールだが，生徒の評価を取り入れながら，
絵画表現でも有効活用できるような完成型を目指し，改良を弛まず続けてゆきたい。
注
1) 新井哲夫「描画の発達と「主題」意識―「主題」意識に基づく描画発達の検討」『美術
教育学―美術科教育学会誌』第 10 号，美術科教育学会，1989，p.175.
2) H20 中要領美術の第２学年及び第３学年のＢ鑑賞(1)ウを以下転記。
「日本の美術の概括
的な変遷や作品の特質を調べたり，それらの作品を鑑賞したりして，日本の美術や伝統
と文化に対する理解と愛情を深めるとともに，諸外国の美術や文化との相違と共通性に
気付き，それぞれのよさや美しさなどを味わい，美術を通した国際理解を深め，美術文
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