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ドローイングを取り入れた描画学習プログラム 

 

 

千葉県立 ○○○○ 高等学校 ○○ ○○ （芸術科 美術） 

 

１ はじめに 

 学習指導要領の美術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに共通する目標として，「生涯にわたり美術を愛好する心情

を育てること」があげられている。そのような目標を頭においた授業を心掛けたいが，高校入

学時の希望調査では美術の選択希望者が少なく，勤務校では芸術Ⅱが必履修科目でないなど，

対象とすべき生徒そのものの減少が現実のものとしてある。希望者が少ない原因を考え，受講

する生徒たちのニーズはどこにあるのかを探りながら，授業を計画していく必要があるのでは

ないか。美術文化に興味をもてるような学習内容とはどのようなものが考えられるだろうか。 

 これまで美術Ⅰの授業では，学習指導要領に「３ 内容の取扱い （３）内容Ａの指導に当

たっては，スケッチやデッサンなどにより，観察力，思考力，描写力などが十分高まるように

配慮するものとする。」とあることから，描画に関しては主に写実的な表現方法を習得する学

習に重点を置いてきた。徐々に大人並みの論理性を獲得する年齢になった生徒達が，見たまま

そっくりに描けるようになりたいという願いをもっているのではないかと考えての指導計画であっ

た。しかし授業アンケートの結果や生徒の反応から，生徒が描き出したい世界を描く方法を美

術の授業で提案できていないのではないか，写実的な表現を好んだり求めたりする一方で，発

想力や思考力，自分の中にある形のないものを自由に表現する方法も求めているのではないか

と考えるに至った。 

 ドローイングは，その即興性や自由な表現から，現代の美術表現には多く取り入れられてい

る方法の一つである。写実的な表現方法だけではなく，ドローイングのような主観的な表現の

方法を紹介することも，生徒の意欲を引き出すのではないか。加えて様々な描画材についての

知識も，表現への意欲を支えるものになりうると考える。使いやすい，表しやすいなど，生徒

が自分と相性がよいと感じられる画材と表現方法に出会えるような場を提供したい。 

 絵画表現は幅広い美術文化の中でも大きな柱の一つであり，学習の時にさまざまなアプロー

チができる分野である。その年齢に合わせた写実的な表現とドローイング表現，またそれらを

支えるための画材に関する知識や経験を総合的に含んだ学習プログラムを構築し，生徒の中に

少しでも「生涯にわたり美術を愛好する心情」が育まれるよう願い，主題を設定した。 

 

２ 学校概要（平成２６年度） 

生徒数 １００４名（男子５４９名／

女子４５５名） 

クラス数 １年生８クラス 

     ２年生８クラス 

     ３年生９クラス 

 

 

        平成２６年度選択者数内訳 

選択科目 １年生 ２年生 

音 楽 １１６ ６４ 

美 術 ９７ ６６ 

書 道 １１０ ６４ 

こどもの発達と保育  ６４ 

フードデザイン  ６４ 

合計 ３２１ ３２０ 
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・芸術Ⅰ １学年で音楽，美術，書道より選択。 

     入学許可候補者説明会で希望調査票を回収し芸術科で人数調整して決定する。 

・芸術Ⅱ ２学年で芸術３科目，家庭科２科目（こどもの発達と保育，フードデザイン）より選択。 

     １学年６月に第１次希望調査，９月に第２次希望調査を経て学年で人数調整し決 

     定する。 

・芸術Ⅲ 平成２５年度入学者より文類型で 3学年の選択科目に含まれる。 

     ６月の第１次希望調査で，音楽５名，書道７名，美術１２名の希望者がいるため， 

     現段階では芸術Ⅲを開講できると予測している。 

 

３ 研究方法と年間指導計画の中での位置付け 

（１）研究方法 

 美術Ⅰ（１年生）対象，年間を通じた総合的な描画学習プログラムの構築とその実践。 

 ・平成２５年度  

  １学期 鉛筆による写実的な表現の学習／画材（墨）の特性を活かした表現の学習 

   ２学期 ドローイングによる主観的な表現の学習（研究授業）／画材研究（透明水彩） 

  ３学期 写実的な表現による風景画（透明水彩）／立体の着色（アクリルガッシュ） 

年間授業実時数５２時間のうち１／２〜２／３程度割り当てることで理解や定着が得られるか，

授業アンケートや完成作品から振り返り考察する。  

 ・平成２６年度は前年度の授業アンケートや完成作品を参考に，美術Ⅰの学習をどのように発 

  展させるか，美術Ⅱとの学習の繋がりや深化をどのように計画するかを考え，まとめる。 

 

（２）年間指導計画の中での位置付け（太字部分） 

 美術Ⅰ学習内容  美術Ⅱ学習内容 

 

 

１

学

期 

鉛筆基礎１ ８時間 

写実的な表現の学習（小課題） 

「手と文房具」 

 

 

１

学

期 

日本画基礎 １２時間 

「動物を描く」 

水張り／下図／下地づくり／転写／骨描き 

彩色（水干絵の具）／彩色（岩絵の具）  水墨画 ４時間 

模写による鑑賞／創作 ドローイング絵本 ４時間 

蛇腹本をつくる／背景をドローイングする 

／主人公を貼り込む 

鉛筆基礎２ ４時間 

「ガラスのコップ」 

 

 

２

学

期 

日本の文様を用いた布袋の装飾 １４時間 

シルクスクリーンによる製版／印刷 

 

 

２

学

期 

プロダクトデザイン ２０〜２２時間 

公共の場所にあるイスをデザインする／デザイ

ン原案をポスターにする／公共の場所または個

人住宅のイスをデザインする／設計図と木取り

図を制作する／1/5サイズの模型を制作する 

ドローイング ２時間 

コんガらガっち生物の制作 ４時間 

紙粘土による造形 

透明水彩基礎 ２時間 

３

学

期 

身近な風景を描くⅠ１２時間 透明水彩 

 

３

学

期 

身近な風景を描くⅡまたは自由課題 

 

１２〜１４時間 画材は選択制 コんガらガっち生物の着色（アクリルガッシュ） 
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４ 題材の評価規準 

 

５ 授業実践 

（１）鉛筆基礎１・２（１２時間） 

 鉛筆の特性を理解し，主に明度段階を把握しながら表現す

る方法を学ぶ。 

 写実的に表現する技能を身に付けるに当たり，鉛筆はごく

一般的な画材であるが，明度に応じて鉛筆の硬度を変えて描

画した経験のある生徒はほとんどいない。簡単なグレーチャ

ートを作成する過程で，一つの区画をむらなく同じトーンに

する方法や，練りゴムの使い方などを一つ一つ説明し画材説明に代えた。 

 

 数回の課題で写実的な表現方法を習得するのは難しいので，どのような理論でなりたってい

るか説明し，小課題をいくつか行った。理論の説明に当たっては，「脳の右側で描け 第３版」 

（ベティ・エドワーズ著，エルテ出版）が作例，ワークともに充実しており，いくつかの課題

を引用している。ファインダーと呼ばれるデスケルの簡易版の板に直接水性ペンで描くなど，

特に初歩的な形の見方や捉え方，それを表す方法の紹介で，それまでより描きやすくなったと

 美術への意欲・関心・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 

題
材
の
評
価
規
準 

様々な表現方法に関心をも

ち，主体的に表現しようとし

ている。 

感性や想像力を働か

せ，感じ取ったことや

考えたことから豊かに

発想し，創造的な表現

の構想を練っている。 

創造的な美術の表現をす

るために必要な技能を身

につけ，意図に応じて，

表現方法を工夫して表し

ている。 

模写や鑑賞を通して，

美術作品の表現の工夫

や美術文化を理解し，

そのよさや美しさを味

わっている。 

学
習
活
動
に
即
し
た
評
価
規
準 

・モチーフから感じ取ったこ

となどから主体的に主題を生

成し，使用画材の特性を理解

して用いながら形体や明度段

階，色彩などを工夫して主題

を追求しようとしている。 

・様々な過去の作品のよさを

理解し，工夫して表現に取り

入れようとしている。 

モチーフや使用画材な

どから豊かに発想し，

主題を表現するために

構想を練っている。 

使用画材の特性や表現方

法を理解し，主題を効果

的に表現するため，意図

に応じて表現方法を工夫

している。 

作者の心情や意図と表

現の工夫などを感じ取

り，様々な美術文化を

理解している。 

課題１ 鉛筆によるグレーチャート作成 ＊ 

課題２ 逆さまに模写する（１時間） 

課題３ 「手と文房具」を描く（３時間） 

課題４ ネガティブスペースを見つける／圧縮された形を描く＊ 

課題５ ガラスのコップを描く（３〜４時間） 

鑑 賞 「足の石膏デッサン」ピカソ 

 

＊ 課題１に取り組む前に，使用する鉛筆 4 本をカッターで削る。 

  課題２〜４は「脳の右側で描け 第３版」に紹介されているものを用いた。 

  課題４は課題３（手と文房具を描く）の途中に差し挟んで行う。 
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感じる生徒が多いようである。一つの課題に長時間集中させるというより，描く過程を細かく

区切り，大きな作例などに実際に描き込んで見せるなど，具体的に解説しながら完成に導く授

業展開にした。 

 

（２）墨による課題（４時間） 

 日本の著名な画家の水墨画を模写し、水性の画材の特

性を学ぶ。また，それを生かして創作を行う。 

 日本美術について，中学校の教科書には鳥獣人物戯画，

琳派（風神雷神図），北斎などが全て鑑賞教材として取

り上げられている。高校の教科書でも西洋美術の占める

割合が高く，生徒はゴッホ，モネ，ピカソを知っていて

も，狩野永徳や長谷川等伯については知識がない。昨今

は多くの日本の画家の再評価が進み，様々な展覧会も盛

んに催されている。ポスターなどで目にする著名な作品や画家などは，なるべく授業で紹介し

ていきたい。墨は水性の画材の特性をもち，しかもモノトーンであることから，グレー段階を

大まかに見分けて表すことと，水分量を３段階（薄墨，中間の墨，濃墨）に調節しながら，に

じみやぼかしを効果的に取り入れることをねらいとして課題を設定した。鉛筆にやや飽きてき

た生徒が，新鮮さを感じて取り組んでくれたらというのが正直なところでもあった。模本のモ

チーフは動物に限定し，見た目の面白さや奇抜さなどを感じるものを選んだ。

 

 

（３）ドローイングによる主観的な表現方法の学習（２時間） 

 今回の研究テーマの柱であるドローイングについて

は以前から興味があり，授業への導入の仕方を思案中で

あった。埼玉大学の講座でドローイング講習があること

を知り実際に受講してみたことが今回の授業の構成に

大きく役立った。自分で経験した自由に描くことによる

心の動きが，ドローイングを授業に取り入れようと強く

思う動機になった。ドローイングの手法だけを取り出す

と見落としがちであるが，ドローイングをした後に作品を振り返ることが重要な役割を担って

いることも実際に受講してみて理解できた。この振り返りの部分が授業をする立場として責任

が重く，何度も講師を務めてこられた小澤教授も，「自分という人間が丸ごと試される」とい

う言い方をされていた。実際の講習でも全体の１／３〜１／２程度の時間が振り返りの時間に

充てられている。 

課題１ 動物をモチーフとした水墨画を模写する（２時間） 

用意した模本：鳥獣人物戯画（教科書），曾我蕭白（唐獅子），長谷川等伯（猿），伊藤若冲（鶏）， 

             長沢芦雪（虎）等 

課題２ 墨の特性を生かして動物画を創作する（２時間） 

用意した資料：動物図鑑の表紙のコピー（白黒） 
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 ドローイングの制作方法については，詳しく触れすぎると生徒の活動が固定化されると考え， 

教科書（Art & You 創造の世界へ 日本文教出版）を参照した他は作例の掲示程度にとどめ

た。制作の後，作品を掲示して皆で鑑賞することを伝えた。アクリルガッシュ，透明水彩，ク

レヨン，色鉛筆などを用意し，それぞれの画材を黒板に貼った画用紙で使用してみせ，簡単に

画材の特性や組み合わせを紹介し制作を開始した。このような導入で制作できるだろうかと不

安もあったが，クレヨンや色鉛筆などを手にすると案外スムーズに描き始める生徒もいた。描

けない生徒に，「何を描いてもいいですよ」と待つこともまた重要であった。また同じ表現の

繰り返しにならないように，様々な表現を試してみるように呼びかけるなどするうちに，３０

分経過する頃にはどの生徒も何かしら描いていた。 

 

 振り返りの時間では，描いたもの全てを貼り出し，描いた生徒に作品について述べてもらい，

質問するなどして１人につき１分程度でどんどん進めるようにした（写真１,２）。埼玉大学で

のドローイング講習では比較的ゆったりとした講評の時間があり，受講者も満足している様子

だったが，授業では思い切ってスピーディに取り扱い，他の生徒の作品に興味が持続するよう

にした。短い時間の中で，どの作品も同じように認め合い，使われた色や描かれている雰囲気

などに共感し，同じ空間で絵画を楽しむ者同士の意見交換ができればいいと考える。 

 授業をするに当たって，日常的にドローイング制作をすると，生徒の作品に共感したり反応

したりできる幅が広がるという小澤教授のアドバイスもあり，授業題材としてただ画材と時間

を提供する以上の準備が必要でもある。教科書（Art and You 創造の世界へ 日本文教出版）

の指導書に添付されている DVDには，授業導入時にそのまま利用できるようなドローイング

の説明や，制作する様子の動画などが収録されており，題材を理解する上でも役立った。 

 

 

写真 １ 写真 2 

 

授業の流れ（５０分×２時間連続の授業１回） 

導入 ドローイングの意味の説明     １５分 

準備 画材配布        ５分 

制作 ドローイング       ３０分 

休憩        １０分 

制作 ドローイング    １０〜１５分 

準備 講評会準備     ５〜１０分（作品掲示と環境整備） 

講評会        ２５分（１人１分程度） 

片付け         ５分 
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（４）画材研究 透明水彩（２時間） 

 絵の具を使用した絵画制作を苦手という生徒は「下描

きまではうまくいったのに，色を塗ったらめちゃくちゃ

になった」ので嫌いだと，描く前から敬遠している様子

もよく見られる。透明水彩は描き直しも難しく，予備知

識なく扱うと前述の生徒の言葉通りになることも多い。

しかし，水分調節に配慮し，基本的なテクニックを学習

しておくと比較的大きな失敗も少なく色鮮やかな作品

が制作できる。本校の教育課程から，美術Ⅰのみで芸術の履修を終える生徒も４０％程度いる

ため，卒業後にでも材料が入手しやすくかつ本格的な表現ができる透明水彩を紹介しておきた

いと考えた。1 回２時間の授業で透明水彩の技法にしぼって学習し，透明水彩の特徴を体験的

に理解できるように設定した。その際，ウォッシュやウェットインウェット等は，実際に何度

かやってみせ，コツは何かと質問したり考えさせたりした後に，生徒が実際にやってみる展開

にした。 

 

 

（５）写実的な表現による風景画（１２時間） 

 透明水彩の画材研究をした後，実際に風

景画の制作に取りかかる。夏期休業中に風

景の写真を撮影し，３枚程度の写真を提出

することを課題としている。課題の説明に

当たっては，通学路等身近な風景の中から

よさを見つけて撮影してみるよう勧める。

また，近景・中景・遠景が捉えやすい構図

にすると描きやすい資料となることなど

を事前に説明する。写真を基に描いていく

際に，実際に描く大きさに資料写真を拡大コピーし，コピー紙と水彩ボードに４〜１６分割し

た線を入れて下描きをする。また，２作品程度の大きめの参考作例を用意し，授業と同時進行

で進めて制作途中のイメージをつかみやすくする（写真３）。その他，透明水彩の技法や作品

を紹介する書籍を教室においておき，鑑賞も兼ねてサージェントと永山裕子の作品を紹介する

など，透明水彩の発色の美しさをアピールするようにした。 

 

手順１ 写真を参考に水彩色鉛筆で下描き     

手順２ 彩色する順番を考える／白を使わない 

手順３ 自然な色に近づける混色の工夫 

手順４ 遠近の意識 

鑑 賞 透明水彩の優れた作品の紹介 

課題１ パレット上の色を知る 

課題２ グレーや黒に近い色を混色で作る／大まかな色相の理解 

課題３ 水彩の技法（ウォッシュ，グラデーション，ウェットインウェット，ウェットオンドライ，白抜き等） 

写真 ３ 
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（６）立体の着色 アクリルガッシュ（２時間） 

 ４月当初は計画になかった紙粘土による立体制作（２種類の生物の特徴を併せもつ動物をデ

ザインし，紙粘土で制作する）は，１学期末の授業アンケートで生徒から要望があって急遽組

み入れた課題である。平面制作が続いたせいか，紙粘土による制作は大いに盛り上がった（写

真５，６）。題材のヒントと名称は「コんガらガっち どっちにすすむ？の本」（ユーフラテス

著 小学館）から引用している。また，制作の進度調整のため，工作紙で箱をつくり，箱の着

色と装飾も行って，アクリルガッシュを体験的に使用するようにした。

 

 

 

 

６ おわりに 

（１）研究の成果と生徒の反応 

 １年間の少ない授業時間の中で，様々な表現方法と画材に触れることで，どのような成果が

得られたかについて，各学期末に行っている授業アンケートを基に振り返る。１学期のアンケ

ートでは，鉛筆での課題について「難しかったけれど楽しかった」「こんなにいろいろな鉛筆

を使って絵を描いたことがなかった」「詳しい説明でわかりやすかった」という肯定的な感想

がやや多く，「説明はわかるけれど，難しかった」「途中で飽きてきた」など難しさや目の前の

写真 ５ 写真 ６ 

手順１ 自由な混色／重ね塗りの効果（立体着色） 

手順２ くすんだ暗い色を下地にする／鮮やかな色やパステルカラーで装飾的な模様を入れる 

    （紙箱着色） 

写真 ４ 
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ものを見て描く題材への興味が続かなかったとする感想もあった。中には「上手くいかなくて

怒りが込み上げた」というものもあり，理解できたようでいても，実際に描き表してみようと

すると思い通りの形にならない苛立たしさを感じている生徒もいるようだった。 

 肯定的な感想をもち満足度が高かったグループ（写真７）と面白さを感じられなかったグル

ープ（写真８）では，目標達成度にも差が出てきており，理解して技能が身に付くと楽しさを

感じ，表現がうまくできないと否定的な印象をもちがちであることがわかった。 

 

 ２，３学期を経過して学年末に実施したアンケートからは，「絵は苦手だと思っていたけれ

ど，意外とうまくいって良かった」「自分の絵が否定されなかったことがなによりうれしかっ

た」「いろいろな絵の具を使えて楽しかった」「授業で描き方を学んで，これまでより上手く描

けるようになった」と授業の内容を肯定的にとらえて評価している生徒が多かった。絵の描き

方の学習や画材研究によって，「時間があったら自宅でも描いてみたい」「将来趣味で絵が描け

たらいい」と記入した生徒もおり，プログラムが受け入れられた様子も見られた。また「いろ

いろな絵を見る時間が好きだった」など，鑑賞に興味を抱く生徒も少数いる反面，アンケート

では１／５にあたる人数の生徒が名画鑑賞に「特に興味はない」と回答するなど，作品の提示

の仕方や見せ方などにも更に工夫が必要であることがわかった。 

 生徒の反応としては比較的楽しんで授業に参加する様子が多く見られ（授業アンケート質問

③），プログラムの性質から繰り返しが少ないことも「毎回色々なことができて面白かった」

と捉える向きが多いようである。またアンケートでは，この授業の成果として，絵を描くこと

が以前より「すごく上達した」「まあ満足できる」が半数を超え，約４割の生徒が「よくはな

ったがもっと上手くなりたい」と答えている。生徒達は様々な表現方法や画材を知り，意欲や

関心をもって授業に臨んでくれていた。２５年度はクラス間で授業時間に２〜４時間の差があ

ったことから，ドローイングの授業を実験的に半分のクラスで実施してみたが，年間を終了し

て大きな差が出ているようには感じられなかった。しかし授業をする自分が，ドローイングの

授業を通して様々な表現を許容する気持ちや，ドローイング表現が多く見られる現代美術につ

いてもより強く興味を感じるようになった。授業中の一つ一つの指示や言葉に「こうしなくて

写真 7 写真 8 
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はならない」と表すことが減り，「今はこういう方法を試してみる時間だけれど，その方法も

別の場所で活かせるかもしれないね」というように，生徒の様々なアウトプットをもっと大事

にしようと考えるようになった。画材の紹介という点でも，ドローイングの授業では紙や画材

を幅広く用意したいと考え，色鉛筆（２４色）とクレヨン（１６色）をクラス人数分用意した

ところ，久しぶりに手にするクレヨンに人気が集まった。絵の具に代表される混色する画材と

クレヨンや色鉛筆のように色を選択する画材の違いもあり，生徒によっては後者の方が描きや

すさを感じる様子も見られた。 

 アンケートから，生徒は意欲や関心をもって授業に臨み，課題内容を理解して取り組もうと

努めていることがわかる。本研究でねらいとした，様々なアプローチを提案する描画学習プロ

グラムは，このような積極的な姿勢が土台となって初めて成立するものであると実感できた。

積極的な興味関心を引き出しつつ，表現することについて，また具体的な表現方法についての

理解が深まるような工夫を，更に重ねる必要がある。課題を退屈に感じ，興味がもてないなど

の消極的な姿勢を生み出すのは，生徒の問題ではなく課題設定の問題ではないか。描画の課題

として定番と思えるものを疑いも吟味もせずに授業にもち込むのではなく，より生徒が関心を

もちやすいもの，興味を感じるものに置き換えることができないか検討するなど，改善の余地

が多く残されている。特に生徒が難しいと捉えやすい写実的な表現方法を学ぶ課題については，

目標とする技術の習得で達成感や満足感が得られ，自己肯定感や自信につながる面もある。そ

れは大変重要なことではあるが，指導の中でよく観察することによって理解が深まり，根拠の

ある強い描写や表現につながるという点に重きを置くことによって，自分の感じ方を素直に表

すドローイングや画材の特性を理解して自分の表現に取り入れるための画材研究などにつな

げられるのではないか。このプログラムを細切れの課題の寄せ集めとするのではなく，大きな

課題の側面を一つずつ見ていくような，一連の流れのあるものとなるように今後発展させてい

きたい。 

 

（２）美術Ⅱへの展開 

 美術Ⅰでの描画プログラム

を含む年間指導計画では，様々

なことを取り入れようとする

あまり，一つ一つの課題に取り

組む期間が短い。美術Ⅰで学習

したことを土台に，じっくり時

間をかけて取り組む課題を美

術Ⅱで用意したい。 

 美術Ⅰで学習した内容を美

術Ⅱでどのように深化させる

かについては，３ 研究方法と

年間指導計画の中での位置付け（２）の表のように計画した。美術Ⅰでは身近な画材を取り入

れるように配慮したが，美術Ⅱでは選択者の意識も高く，意欲的であることから，一般的には

あまり触れる機会の少ない日本画を導入した。手で膠と絵の具を混ぜて溶くことに抵抗感をも

つ生徒がいるのではと危惧していたが，1 回の授業で何色もつくり，他の生徒と絵の具をやり

写真 9 
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41% 

52% 

3% 4% 

授業への取組み 

Aすごく頑張った Bわりと 

C普通 無回答 

くりするなど，生徒の反応は非常によいものだった（写真９）。日本画は丁寧な作業で進めら

れる題材になることを予想し，主に発想や即興性に重点を置く題材としてドローイング絵本を

設定した。これは NHKのテレビ番組「趣味 Do 楽 荒井良二の絵本じゃあにぃ」で紹介され

た蛇腹本に即興的に絵の具を伸ばして

絵本をつくる方法をヒントにした題材

である。昨年度のドローイングの経験が

生かされ「同じテーブルで同じ手法」が

減少し，自分なりのテーマをもって表現

を探る様子が見られた（写真１０）。 

 学年の最終課題では，２年間の授業の

総まとめとしてテーマと表現方法，画材

を個々で設定・選択する自由課題に取り

組む予定である。この課題では観察する

こと，自分への取り込み，表現すること

を各自で組み立て，完成後に達成感や満足感を感じられるような作品となるよう，主体的な活

動を尊重する授業にしたい。 

 教科研究として，これまでの授業を振り返り，生徒の反応などを確認しながら年間の計画を

立て授業をすることで，生徒の実態や理解の度合いを把握して進めていく重要性を強く感じた。

今後も，生徒とのコミュニケーションの中で課題を見出し，解決しながら学習の定着を図るよ

う心掛けていきたい。 

 

（３）授業アンケート 

 美術Ⅰの受講生徒１０２名に授業の最後に取ったアンケートより，生徒の取組などについて

まとめた。 

 

質問① 美術の授業への取組みは 

 

Ａ：すごくがんばった（４３人）      

Ｂ：わりとがんばった（５４人） 

Ｃ：ふつう（３人） 

Ｄ：あまりがんばらなかった（０人） 

Ｅ：手を抜いた（０人） 

無回答（２人） 

 

*Ｄ，Ｅは０％のため図示していません。 

 

 

 

 

 

写真１０ 
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57% 

38% 

5% 

絵を描くことや美術の授業 

Aとても楽しい B楽しい C普通 

50% 

9% 

19% 

22% 

過去の名画について 

A興味がわいた Bもともと興味 

C興味はない D美術館へ 

17% 

37% 

2% 

36% 

4% 4% 

絵を描くことについて 

A上達した Bまあ満足 

C変わらない Dもっと上手く 

Eわからない 無回答 

質問② 絵を描くことについて，以前より   

                       

Ａ：すごく上達したと思う（１７人） 

Ｂ：まあ満足できる（３８人） 

Ｃ：以前と変わらない（２人） 

Ｄ：よくはなったけどもっと上手くなりたい 

              （３７人） 

Ｅ：どう描いていいのかよくわからない 

              （４人）  

無回答（４人） 

 

 

 

質問③ 絵を描くことや美術の授業は 

 

Ａ：とても楽しい（５８人）     

Ｂ：楽しい（３９人） 

Ｃ：ふつう（５人） 

Ｄ：つまらない（０人） 

Ｅ：苦痛だ（０人） 

*Ｄ，Ｅは０％のため図示していません。 

 

 

 

 

質問④ 過去の名画について 

 

Ａ：興味がわいた（５１人） 

Ｂ：もともと興味がある（９人） 

Ｃ：特に興味はない（１９人） 

Ｄ：美術館などに観に行ってみたい 

                   （２３人） 

 

 

 

 

 

自由記述 

・５月頃までは「美術は難しくて絶対にできない」と思っていたけれど，だんだん絵を描いて

いるうちに，「難しいけれど楽しい」に変わっていった。美術の作品は上手い，下手ではなく
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て，個性がそのまま表れることを知り，自分らしさをそのまま表現することができ，とても楽

しかった。 

・水彩画などの美術っぽい美術だけでなく，こんがらがっちやクレヨンで好きな絵を描いたり

など小さい時を思い出すようなこともできて本当に楽しい１年でした。 

・中学生の時から絵の具を使うのは苦手だったけれど，様々な技法を教えてもらってとても立

体感のある絵が描けたと思います。 

・絵を描くときの技術も見る角度や発想を変えれば上手く描けることを知れてよかった。 

・自分の表現したいことを自由に表せて気持ちよかった。 

・過去の名画は人間が描いたものとは思えないぐらいすごくて実物を見たくなりました。自分

で同じことをして，すばらしさに気づけたからだと思います。 

・完成した後に自分の絵を少し離れたところから見てみると，いつも近くで見ていたのと違い

視点が変わるとすごく絵の見え方が変わることがわかりとても驚きました。絵を描くことが得

意ではなくあまり好きではなかったけど，美術の授業が楽しみになり，絵を描くことが少しず

つ楽しくなっていったのでよかったです。 

・想像しながら何かをつくることはとてもわくわくして，早く次の美術の時間にならないかな

と思っていました。 

・もともと美術が得意ではなくて最初は不安だったがやってみると意外に楽しかったし，自分

の作品を否定されなかったことが何より嬉しかった。 

・１年間美術をやった後と前では，絵の上手さが段違いに上達したと思う。もともとが下手な

為，今でも上手いとはいえないが，自分の中では満足できる方になっている。 
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「脳の右側で描け 第３版」 ベティ・エドワーズ著 エルテ出版 

 ＊現在は第４版が出版され，授業で活用しやすいワークシート（第２版）も出版されている。 

「絵画の創造力」 小澤基弘著 花伝社 

「創造のたね ドローイングのはなし」 小澤基弘 高須賀昌志編著 日本文教出版 

「Art and You 創造の世界へ 指導書」 日本文教出版 

 ＊指導書に添付された DVD にドローイングの導入に活用出来る動画が収録されている。 

「水彩ハンドブック」 出口雄大編著 グラフィック社 

「水彩実践バイブル」 グラフィック社 

「透明水彩」 永山裕子著 グラフィク社 

「コんガらガっち どっちにすすむ？の本」 ユーフラテス著 小学館 
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