
図画工作科における鑑賞学習指導についての全国調査集計	
日本美術教育学会	

 	  
　	  
本調査は、美術教育に関する専門学会である日本美術教育学会が、鑑賞領域の学習指導の実

態と望ましいあり方を探るために、小学校の教員のみなさまを対象として質問紙アンケート形式
によって行ったものです。これは、平成26・27・28年度、科学研究費基盤研究（B）の補助を受けた
課題「学校における美術鑑賞の授業モデルの拡充と普及についての実践的研究」（課題番号
26285204）の一環としての調査です。	
 	

　本学会の研究チームは、平成15年に同じく科学研究費の補助を得て、「図画工作科・美術科に
おける鑑賞学習指導についての全国調査」を行い、その結果を冊子にまとめるとともに、学会誌
『美術教育』誌上、学会HP、学会学術研究大会、ならびに一般報道機関を通じて公表致しました。
調査結果は、美術教育の研究者や実践者の著書や論文、実践報告にも広く活用されました。当

時の調査によって、鑑賞教育を実践するための「提示資料の不足」、「教材研究をする時間の不
足」、「学習ツールの不足」などが明らかになりました。そこで研究チームは、カリキュラムに関す
る理論研究（平成16～18年）、教材としての書籍編纂と出版（平成19、20年）、視覚教材の作成及
び授業モデルの開発（平成21～23年）を行い、広くその成果を公表してきました。その後、全国的
にも鑑賞教育の研究や実践の報告が増えはしましたが、十分な拡充や普及が進んでいないこと

も認識するに至りました。そこで、前調査から11年が経過した現時点における状況を改めて調査
し、前調査の結果とも比較しながら、現在の美術科における鑑賞学習の課題を明らかにするとと
もに、その望ましいあり方の提案に結びつけたいと考えています。 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本美術教育学会　松岡宏明（研究代表者）　 	



調査の趣旨と目的	
　本調査は、小学校において、学習指導要領に示される図画工作科の内容である鑑賞領域の学習指導がどのよ
うに実践されているのか、その実態を全国規模で調査し、2003年度の同調査結果との比較を行いながら、現在
の図画工作科における鑑賞学習の課題を明らかにするとともに、その望ましいあり方の提案に結びつけることを
目的としています。	  
	

調査対象	  
　小学校教諭（図画工作科専科あるいは図画工作科主任あるいは図画工作科の授業を担当している教員）3773
名（『全国学校総覧2014』より児童数500~699名の全都道府県公立小学校を抽出。（ただし、専科教員の回答数
を一定程度確保するために、専科教員の多い東京都のみ200~1200名の学校を抽出）	  
	

調査期間	
　2015年1月～2015年2月	  
	

調査内容	
　Ⅰ調査対象者について	
　Ⅱ図画工作科の学習指導について	
　Ⅲ図画工作科の鑑賞領域の学習指導について	
　Ⅳ図画工作科教育等についての自由記述	  
	

調査方法	
　選択回答方式アンケート調査 	  
	

問い合わせ	  
　松岡宏明（研究代表者：関西国際大学教育学部）	
　〒661-‐0976　兵庫県尼崎市潮江1-‐3-‐23	
　TEL/FAX　06-‐6496-‐4160（直通）	  
	

研究チーム　	
　赤木里香子 （岡山大学）、 泉谷淑夫 （岡山大学）、 大嶋彰 （滋賀大学）、 大橋功 （岡山大学）、 萱のり子 （大
阪教育大学）、 新関伸也 （滋賀大学）、 藤田雅也 （名古屋経済大学短期大学部）、 松岡宏明 （関西国際大学）	



集計結果　 	
引用・ご活用について	  
	

　本調査結果を、引用もしくは参考としてご自身の研究や発表等にご活用される場合は、必ず、

下記までご連絡ください。	

	

松岡宏明（研究代表者：関西国際大学教育学部）	

〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江1-3-23	

TEL/FAX　　 06-6496-4160（直通）　　E-mail　o-o@kuins.ac.jp	

	

　また、脚注には、以下の内容を明記ください。	

	

 「図画工作科における鑑賞学習指導についての全国調査集計」、日本美術教育学会、http://

www.aesj.org/、2015、平成26・27・28年度科学研究費基盤研究（B）「学校における美術鑑賞の授

業モデルの拡充と普及についての実践的研究」 （課題番号26285204）研究代表者：松岡宏明、

研究分担者：赤木里香子 、 泉谷淑夫 、 大嶋彰 、 大橋功 、 萱のり子 、 新関伸也 、 藤田雅也	

　	



3773通送付 
児童数500～699名の全都道府県公立小学校（ただし、
専科教員の回答数を一定程度確保するために、専科教
員の多い東京都のみ200～1200名の学校を抽出） 

回収数784　 
回答率20.7% 



Ⅰ 対象者 



北海道 	 15/92	   千葉	 21/161	 福井	 4/16	 岡山	 10/32	 佐賀	 4/23	

青森 	 9/19	 東京	 228/1076	 富山	 6/17	 広島	 8/60	 長崎	 5/23	

秋田 	 4/17	 群馬	 17/53	 石川	 6/29	 鳥取	 3/10	 宮崎	 4/24	

岩手	   8/24	 山梨	 4/14	 三重	 9/33	 島根	 6/14	 熊本	 8/36	

山形	 3/22	 神奈川	 46/285	 滋賀	 6/34	 山口	 4/33	 大分	 6/22	

宮城	 10/51	 長野	 16/51	 京都	 7/65	 徳島	 5/14	 鹿児島	 6/34	

福島	 9/48	 新潟	 23/47	 大阪	 41/262	 香川	 6/22	 沖縄	 5/47	  

茨城	 22/63	 静岡	 18/96	 奈良	 12/39	 愛媛	 7/30	

栃木	 10/42	 愛知	 48/202	 和歌山	 1/10	 高知	 3/11	

埼玉	 20/200	 岐阜	 15/46	 兵庫	 34/108	 福岡	 20/121	

１：あなたが勤務する都道府県　　回収数/送付数　 



N=784	

２：あなたの性別　　　 



N=778	

３：あなたの年齢　　　 



N=779	

４：あなたの勤務年数（講師期間も含む）　　　 



N=778	

５：あなたの勤務形態　　　 



N=1552	

６：あなたの取得免許状・資格（複数回答可）　　　 



N=2030	  

７：あなたの美術との関わり方についてお答えください。（複数回答可）　　　 



N=783	

８：あなたは美術館博物館、画廊、ギャラリーなどで作品を鑑賞する機会をど
のくらいの頻度で持っていますか。　　　 



Ⅱ 図工科指導 



N=3502	

１：あなたが、図画工作科（表現領域を含む全般）の授業実践を考える上で参
考にしているものをお答えください。(複数回答可) 



N=780	

２：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「感性を働か
せる」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=781	

２：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「つくりだす
喜びを味わう」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=780	

２：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「造形的な創
造活動の基礎的知識を培う」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=779	

２：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「豊かな情操
を養う」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=781	

２：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「表現と鑑賞
の関連づけ」の指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=779	  

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「表したい主
題を見つける」指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=780	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「発想・構想
をふくらませる」指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えくださ
い。  



N=779	  

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「表現方法を
工夫する」指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=779	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「イメージし
たことを言葉に表す」指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えく
ださい。  



N=779	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、以下の項目を
どのくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=780	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「美術作品を
味わう」指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=777	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「形・色・構
成などの特徴」の指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えくださ
い。  



N=778	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「材料の特
性」の指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=780	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「場所や環境
の特性」の指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=779	

３：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）について、「用具の使い
方」の指導をどのくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=777	

４：あなたの図画工作科指導（表現領域を含む全般）の積極性について、あて
はまるものを一つ選んでください。   



N=63	

５：４において、「やや消極的である」あるいは「消極的である」と回答され
た方は、その理由を以下の中から挙げてください。（複数選択可）   



Ⅲ 鑑賞指導 



N=3076	

１：あなたが、鑑賞学習の授業実践を考える上で参考にしているものをお答え
ください。(複数回答可) （複数選択可）   



N=2443	

２：児童に美術作品を提示する際に使うものを以下から選択してください。
（複数選択可）  



N=1627	

３：児童に図版を提示する方法として使うものを以下から選択してください。
（複数選択可） 



N=781	

４：鑑賞学習指導において、「その子独自の見方や感じ方」をどのくらい重視
しますか。その度合いをお答えください。  



N=780	

４：鑑賞学習指導において、「他者の多様な見方や感じ方からの刺激」をどの
くらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=780	

４：鑑賞学習指導において、「作品に込められた思いや意図の読み取り」をど
のくらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=781	

４：鑑賞学習指導において、「作品の中の色や形の効果への気づき」をどのく
らい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=780	

４：鑑賞学習指導において、「作品の構図や配置の効果への気づき」をどのく
らい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=779	

４：鑑賞学習指導において、「作品における素材や材料の活かし方」をどのく
らい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=780	

４：鑑賞学習指導において、「作品の歴史的、文化的背景や位置づけ」をどの
くらい重視しますか。その度合いをお答えください。  



N=775	

５：この５年間において、鑑賞学習を独立させて指導したことがありますか。  



 	 度数	 最小値	 最大値	

低学年	 272	 0時間	 30時間	 

中学年	 355	 0時間	 15時間	 

高学年	 382	 0時間	 20時間	 

６：5で「はい」と答えられた方は、年間の図画工作科授業のうち、およそ何
時間を「独立した鑑賞学習」に充てましたか。   



N=775	

７：表現領域の単元で「鑑賞の能力」についての評定をつけていますか？    



N=780	

８：鑑賞学習において、「ワークシートや鑑賞カード」を評価の際にどのくら
い用いていますか？     



N=775	

８：鑑賞学習において、「レポートや感想文」を評価の際にどのくらい用いて
いますか？     



N=778	

８：鑑賞学習において、「観察（児童の活動の様子）」を評価の際にどのくら
い用いていますか？     



N=774	

８：鑑賞学習において、「チェックシートや評価カード（教師記入）」を評価
の際にどのくらい用いていますか？     



N=777	

８：鑑賞学習において、「個人の発表や発言」を評価の際にどのくらい用いて
いますか？     



N=774	

８：鑑賞学習において、「グループによる発表」を評価の際にどのくらい用い
ていますか？     



N=771	

８：鑑賞学習において、「ポートフォリオ評価」をどのくらい用いています
か？     



N=764	

８：鑑賞学習において、「ルーブリック評価」をどのくらい用いていますか？     



N=776	

８：鑑賞学習において、「児童による相互評価」をどのくらい用いています
か？     



N=775	

８：鑑賞学習において、「ペーパーテスト」を評価の際にどのくらい用いてい
ますか？     



N=747	

９：あなたの鑑賞学習指導の積極性について、あてはまるものを一つ選んでく
ださい。      
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N=779	

１０：９の回答に関わらず、「美術や美術史についてよく知らない」について、
あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=780	

１０：９の回答に関わらず、「知識（意味・内容・方法）が乏しい」について、
あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=779	

１０：９の回答に関わらず、「目標設定に困難を感じる」について、あなたは
どのくらいあてはまりますか？       



N=778	

１０：９の回答に関わらず、「何を鑑賞させればよいか分からない」について、
あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=778	

１０：９の回答に関わらず、「評価基準の設定に困難を感じる」について、あ
なたはどのくらいあてはまりますか？       



N=778	

１０：９の回答に関わらず、「実際に評定をつけることに困難を感じる」につ
いて、あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=780	

１０：９の回答に関わらず、「自らの鑑賞学習の経験がないのでイメージがわ
かない」について、あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=778	

１０：９の回答に関わらず、「必要性を感じない」について、あなたはどのく
らいあてはまりますか？       



N=778	

１０：９の回答に関わらず、「児童が興味や関心を示さない」について、どの
くらいあてはまりますか？       



N=780	

１０：９の回答に関わらず、「授業時数が少なくて鑑賞に充てる時間がとれな
い」について、あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=779	

１０：９の回答に関わらず、「表現（制作）に取り組ませることで目一杯であ
る」について、あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=780	

１０：９の回答に関わらず、「教材研究をする時間がとれない」について、あ
なたはどのくらいあてはまりますか？       



N=777	

１０：９の回答に関わらず、「提示する資料が乏しい」について、あなたはど
のくらいあてはまりますか？       



N=780	

１０：９の回答に関わらず、「資料の収集方法がわからない」について、あな
たはどのくらいあてはまりますか？       



N=779	

１０：９の回答に関わらず、「提示のための機器や施設が乏しい」について、
あなたはどのくらいあてはまりますか？       



N=773	

１０：９の回答に関わらず、「近くに美術館等がない」について、あなたはど
のくらいあてはまりますか？       



N=778	

１１：あなた自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「資料の収集」の必要性
の度合いをお答えください。       



N=778	

１１：あなた自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「指導の展開に関する研
究や研修を深める」の必要性の度合いをお答えください。       



N=778	

１１：あなた自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「目標や評価基準の設定
に関する研究や研修を深める」の必要性の度合いをお答えください。       



N=778	

１１：あなた自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「評価の仕方に関する研
究や研修を深める」の必要性の度合いをお答えください。       



N=778	

１１：あなた自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術についての研究や
研修を深める」の必要性の度合いをお答えください。       



N=776	

１１：あなた自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術文化に対する教養
を高める」の必要性の度合いをお答えください。       



N=777	

１１：あなた自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「教材研究をする時間の
捻出」の必要性の度合いをお答えください。       



N=774	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「鑑賞学習に関する研究や研修の機会の充実」の必要性の度合いをお答えくだ
さい。        



N=776	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「美術についての研究や研修の機会の充実」の必要性の度合いをお答えくださ
い。        



N=776	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「美術文化に対する教養を高める機会の充実」の必要性の度合いをお答えくだ
さい。        



N=775	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「教員養成課程での鑑賞に関するカリキュラムの充実」の必要性の度合いをお
答えください。        



N=775	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「美術に関する資料の充実」の必要性の度合いをお答えください。        



N=777	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「鑑賞学習に関する実践例などの資料の充実」の必要性の度合いをお答えくだ
さい。        



N=775	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「鑑賞学習に関する目標や評価の指標」の必要性の度合いをお答えください。        



N=776	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「十分な授業時数の確保」の必要性の度合いをお答えください。        



N=775	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「学校における提示機器や施設の充実」の必要性の度合いをお答えください。        



N=769	

１２：これからの図画工作科教育において、鑑賞学習指導を充実させるために、
「地域社会における美術文化施設の充実」の必要性の度合いをお答えください。        



条件付き単純集計 



図画工作科指導に「積極的である」または「ある程度積極的である」を選んだ
人は、「感性を働かせる」指導について十分か。 

N=717	



N=718	

図画工作科指導に「積極的である」または「ある程度積極的である」を選んだ
人は、「つくりだす喜びを味わう」指導について十分か。 



N=719	

図画工作科指導に「積極的である」または「ある程度積極的である」を選んだ
人は、「造形的な創造活動の基礎的能力を培う」指導について十分か。 



N=716	

図画工作科指導に「積極的である」または「ある程度積極的である」を選んだ
人は、「豊かな情操を養う」指導について十分か。 



N=718	

図画工作科指導に「積極的である」または「ある程度積極的である」を選んだ
人は、「表現と鑑賞の関連づけ」の指導について十分か。 



N=58	

図画工作科指導に「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ人は、
「感性を働かせる」指導について十分か。 



N=58	

図画工作科指導に「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ人は、
「つくりだす喜びを味わう」指導について十分か。 



N=58	

図画工作科指導に「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ人は、
「造形的な創造活動の基礎的能力を培う」指導について十分か。 



N=58	

図画工作科指導に「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ人は、
「豊かな情操を養う」指導について十分か。 



N=58	

図画工作科指導に「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ人は、
「表現と鑑賞の関連づけ」の指導について十分か。 



N=115	

図画工作科指導に「やや消極的である」を選んだ人のその理由 



N=5	

図画工作科指導に「消極的である」を選んだ人のその理由 



N=485	

全科の教員は、鑑賞学習指導において「その子独自の見方や感じ方」をどのく
らい重視しているか。 



N=485	

全科の教員は、鑑賞学習指導において「他者の多様な見方や感じ方からの刺
激」をどのくらい重視しているか。 



N=485	

全科の教員は、鑑賞学習指導において「作品に込められた思いや意図の読み取
り」をどのくらい重視しているか。 



N=485	

全科の教員は、鑑賞学習指導において「作品の中の色や形の効果への気づき」
をどのくらい重視しているか。 



N=485	

全科の教員は、鑑賞学習指導において「作品の構図や配置の効果への気づき」
をどのくらい重視しているか。 



N=485	

全科の教員は、鑑賞学習指導において「作品における素材や材料の活かし方」
をどのくらい重視しているか。 



N=485	

全科の教員は、鑑賞学習指導において「作品の歴史的、文化的背景や位置づ
け」をどのくらい重視しているか。 



N=291	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導において「その子独自の見方や感じ
方」をどのくらい重視しているか。 



N=290	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導において「他者の多様な見方や感じ方
からの刺激」をどのくらい重視しているか。 



N=290	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導において「作品に込められた思いや意
図の読み取り」をどのくらい重視しているか。 



N=291	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導において「作品の中の色や形の効果へ
の気づき」をどのくらい重視しているか。 



N=290	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導において「作品の構図や配置の効果へ
の気づき」をどのくらい重視しているか。 



N=289	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導において「作品における素材や材料の
活かし方」をどのくらい重視しているか。 



N=290	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導において「作品の歴史的、文化的背景
や位置づけ」をどのくらい重視しているか。 



N=534	

「年に3回以上」または「年に2回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会をもっ
ている人は、「その子独自の見方や感じ方」をどのくらい重視しているか。 



N=534	

「年に3回以上」または「年に2回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会をもっ
ている人は、「他者の多様な見方や感じ方からの刺激」をどのくらい重視して
いるか。 



N=534	

「年に3回以上」または「年に2回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会をもっ
ている人は、「作品に込められた思いや意図の読み取り」をどのくらい重視し
ているか。 



N=534	

「年に3回以上」または「年に2回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会をもっ
ている人は、「作品の中の色や形の効果への気づき」をどのくらい重視してい
るか。 



N=534	

「年に3回以上」または「年に2回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会をもっ
ている人は、「作品の構図や配置の効果への気づき」をどのくらい重視してい
るか。 



N=533	

「年に3回以上」または「年に2回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会をもっ
ている人は、「作品における素材や材料の活かし方」をどのくらい重視してい
るか。 



N=534	

「年に3回以上」または「年に2回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会をもっ
ている人は、「作品の歴史的、文化的背景や位置づけ」をどのくらい重視して
いるか。 



N=188	

「年に1回程度」または「2年に1回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会を
もっている人は、「その子独自の見方や感じ方」をどのくらい重視しているか。 



N=188	

「年に1回程度」または「2年に1回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会を
もっている人は、「他者の多様な見方や感じ方からの刺激」をどのくらい重視
しているか。 



N=188	

「年に1回程度」または「2年に1回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会を
もっている人は、「作品に込められた思いや意図の読み取り」をどのくらい重
視しているか。 



N=188	

「年に1回程度」または「2年に1回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会を
もっている人は、「作品の中の色や形の効果への気づき」をどのくらい重視し
ているか。 



N=188	

「年に1回程度」または「2年に1回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会を
もっている人は、「作品の構図や配置の効果への気づき」をどのくらい重視し
ているか。 



N=188	

「年に1回程度」または「2年に1回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会を
もっている人は、「作品における素材や材料の活かし方」をどのくらい重視し
ているか。 



N=188	

「年に1回程度」または「2年に1回程度」美術館等で作品を鑑賞する機会を
もっている人は、「作品の歴史的、文化的背景や位置づけ」をどのくらい重視
しているか。 



N=58	

「3年に1回以下」しか美術館等で作品を鑑賞する機会をもっていない人は、
「その子独自の見方や感じ方」をどのくらい重視しているか。 



N=58	

「3年に1回以下」しか美術館等で作品を鑑賞する機会をもっていない人は、
「他者の多様な見方や感じ方からの刺激」をどのくらい重視しているか。 



N=58	

「3年に1回以下」しか美術館等で作品を鑑賞する機会をもっていない人は、
「作品に込められた思いや意図の読み取り」をどのくらい重視しているか。 



N=58	

「3年に1回以下」しか美術館等で作品を鑑賞する機会をもっていない人は、
「作品の中の色や形の効果への気づき」をどのくらい重視しているか。 



N=58	

「3年に1回以下」しか美術館等で作品を鑑賞する機会をもっていない人は、
「作品の構図や配置の効果への気づき」をどのくらい重視しているか。 



N=58	

「3年に1回以下」しか美術館等で作品を鑑賞する機会をもっていない人は、
「作品における素材や材料の活かし方」をどのくらい重視しているか。 



N=58	

「3年に1回以下」しか美術館等で作品を鑑賞する機会をもっていない人は、
「作品の歴史的、文化的背景や位置づけ」をどのくらい重視しているか。 



N=481	

全科の教員は、ここ5年間において、鑑賞学習を独立させて指導したことがあ
るか。 



N=289	

図画工作科専科の教員は、ここ5年間において、鑑賞学習を独立させて指導し
たことがあるか。 



N=463	

全科の教員は、鑑賞学習指導の積極性はどうか。 



N=280	

図画工作科専科の教員は、鑑賞学習指導の積極性はどうか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「美術や美術史についてよく知らない」について、どのくらいあて
はまるか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「知識（意味・内容・方法）が乏しい」について、どのくらいあて
はまるか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「目標設定に困難を感じる」について、どのくらいあてはまるか。 



N=414	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「何を鑑賞させればよいか分からない」について、どのくらいあて
はまるか。 



N=415	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「評価基準の設定に困難を感じる」について、どのくらいあてはま
るか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「実際に評定をつけることに困難を感じる」について、どのくらい
あてはまるか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「自らの鑑賞学習の経験がないのでイメージがわかない」について、
どのくらいあてはまるか。 



N=414	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「必要性を感じない」について、どのくらいあてはまるか。 



N=414	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「児童が興味や関心を示さない」について、どのくらいあてはまる
か。 



N=415	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「授業時数が少なくて鑑賞に充てる時間がとれない」について、ど
のくらいあてはまるか。 



N=414	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「表現（制作）に取り組ませることで目一杯である」について、ど
のくらいあてはまるか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「教材研究をする時間がとれない」について、どのくらいあてはま
るか。 



N=415	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「提示する資料が乏しい」について、どのくらいあてはまるか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「資料の収集方法がわからない」について、どのくらいあてはまる
か。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「提示のための機器や施設が乏しい」について、どのくらいあては
まるか。 



N=410	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、「近くに美術館等がない」について、どのくらいあてはまるか。 



N=328	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「美術や美術史についてよく知らない」について、どのくらいあてはま
るか。 



N=329	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「知識（意味・内容・方法）が乏しい」ついて、どのくらいあてはまる
か。 



N=328	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「目標設定に困難を感じる」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=329	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「何を鑑賞させればよいか分からない」ついて、どのくらいあてはまる
か。 



N=328	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「評価基準の設定に困難を感じる」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=328	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「実際に評定をつけることに困難を感じる」ついて、どのくらいあては
まるか。 



N=329	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「自らの鑑賞学習の経験がないのでイメージがわかない」ついて、どの
くらいあてはまるか。 



N=329	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「必要性を感じない」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=329	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「児童が興味や関心を示さない」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=330	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「授業時数が少なくて鑑賞に充てる時間がとれない」ついて、どのくら
いあてはまるか。 



N=330	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「表現（制作）に取り組ませることで目一杯である」ついて、どのくら
いあてはまるか。 



N=329	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「教材研究をする時間がとれない」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=327	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「提示する資料が乏しい」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=329	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「資料の収集方法がわからない」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=328	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「提示のための機器や施設が乏しい」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=328	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、「近くに美術館等がない」ついて、どのくらいあてはまるか。 



N=417	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「資料の収集」の必要性を
どのくらい感じているか。 



N=417	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「指導の展開に関する研究
や研修を深める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=417	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「目標や評価基準の設定に
関する研究や研修を深める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=417	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「評価の仕方に関する研究
や研修を深める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=417	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術についての研究や研
修を深める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=415	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術文化に対する教養を
高める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=416	

鑑賞学習指導について「積極的である」または「ある程度積極的である」を選
んだ人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「教材研究をする時間の捻
出」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=326	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「資料の収集」の必要性をどの
くらい感じているか。 



N=326	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「指導の展開に関する研究や研
修を深める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=326	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「目標や評価基準の設定に関す
る研究や研修を深める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=326	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「評価の仕方に関する研究や研
修を深める 」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=326	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術についての研究や研修を
深める」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=326	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術文化に対する教養を高め
る」の必要性をどのくらい感じているか。 



N=326	

鑑賞学習指導について「やや消極的である」または「消極的である」を選んだ
人は、自身の鑑賞学習指導を充実させる上で、「教材研究をする時間の捻出」
の必要性をどのくらい感じているか。 



クロス集計 



N=94	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



N=273	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



N=130	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



N=42	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



N=225	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



N=521	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



N=242	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



N=489	

勤務形態と美術との関わりのクロス 



全科N=487	  
専科N=290	

勤務形態と美術鑑賞の機会のクロス 



勤務年数と図画工作科における「表したい主題を見つける」の重視度のクロス 



勤務年数と図画工作科における「発想・構想をふくらませる」の重視度のクロ
ス 



勤務年数と図画工作科における「表現方法を工夫する 」の重視度のクロス 



勤務年数と図画工作科における「 イメージしたことを言葉に表す 」の重視度
のクロス 



勤務年数と図画工作科における「表現の意図や特徴を読み取る」の重視度のク
ロス 



勤務年数と図画工作科における「美術作品を味わう 」の重視度のクロス 



勤務年数と図画工作科における「形・色・構成などの特徴」の重視度のクロス 



勤務年数と図画工作科における「材料の特性 」の重視度のクロス 



勤務年数と図画工作科における「場所や環境の特徴 」の重視度のクロス 



勤務年数と図画工作科における「用具の使い方」の重視度のクロス 



勤務形態と図画工作科における「表したい主題を見つける」の重視度のクロス 



勤務形態と図画工作科における「発想・構想をふくらませる」の重視度のクロ
ス 



勤務形態と図画工作科における「表現方法を工夫する」の重視度のクロス 



勤務形態と図画工作科における「イメージﾞしたことを言葉に表す」の重視度の
クロス 



勤務形態と図画工作科における「表現の意図や特徴を読み取る」の重視度のク
ロス 



勤務形態と図画工作科における「美術作品を味わう」の重視度のクロス 



勤務形態と図画工作科における「形・色・構成などの特徴 」の重視度のクロス 



勤務形態と図画工作科における「材料の特性」の重視度のクロス 



勤務形態と図画工作科における「場所や環境の特徴」の重視度のクロス 



勤務形態と図画工作科における「用具の使い方」の重視度のクロス 



勤務年数と図画工作科指導の積極性のクロス 



勤務形態と図画工作科指導の積極性のクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の積極性のクロス 



図画工作科指導の積極性と鑑賞学習指導の積極性のクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「美術や美術史についてよく知らな
い」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「知識（意味・内容・方法）が乏し
い」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「目標設定に困難を感じる」を挙げ
ている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「何を鑑賞させればよいか分からな
い」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「評価基準の設定に困難を感じる」
を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「実際に評定をつけることに困難を
感じる」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「自らの鑑賞学習の経験がないので
イメージがわかない」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「必要性を感じない」を挙げている
程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「児童が興味や関心を示さない 」を
挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「授業時間数が少なくて鑑賞に充て
る時間がとれない」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「表現（制作）に取り組ませること
で目一杯である」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「教材研究をする時間がとれない」
を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「提示する資料が乏しい 」を挙げて
いる程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「資料の収集方法がわからない」を
挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「提示のための機器や施設が乏し
い」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と鑑賞学習指導の阻害要因として「近くに美術館等がない」を挙げて
いる程度とのクロス 



勤務年数と自身の鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「資料の
収集」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と自身の鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「指導の
展開に関する研究や研修を深める」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と自身の鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「目標や
評価基準の設定に関する研究や研修を深める」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と自身の鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「評価の
仕方に関する研究や研修を深める 」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と自身の鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「美術に
ついての研究や研修を深める」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と自身の鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「美術文
化に対する教養を高める」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数と自身の鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「教材研
究をする時間の捻出」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「鑑
賞学習に関する研究や研修の機会の充実」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「美
術についての研究や研修の機会の充実」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「美
術文化に対する教養を高める機会の充実」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「教
員養成課程での鑑賞に関するカリキュラムの充実」を挙げている程度とのクロ
ス 



ⅠQ4	  勤務年数 と ⅢQ12-‐5	  のクロス表	

勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「美
術に関する資料の充実」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「鑑
賞学習に関する実践例などの資料の充実」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「鑑
賞学習に関する目標や評価の指標」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「十
分な授業時数の確保」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「学
校における提示機器や施設の充実 」を挙げている程度とのクロス 



勤務年数とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なものとして「地
域社会における美術文化施設の充実」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「鑑賞学習に関する研究や研修の機会の充実」を挙げている程度との
クロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「美術についての研究や研修の機会の充実」を挙げている程度とのク
ロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「美術文化に対する教養を高める機会の充実」を挙げている程度との
クロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「教員養成課程での鑑賞に関するカリキュラムの充実」を挙げている
程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「美術に関する資料の充実」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「鑑賞学習に関する実践例などの資料の充実」を挙げている程度との
クロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「鑑賞学習に関する目標や評価の指標」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「十分な授業時数の確保」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「学校における提示機器や施設の充実」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性とこれからの鑑賞学習指導を充実させるために必要なも
のとして「地域社会における美術文化施設の充実」を挙げている程度とのクロ
ス 



Ⅳ 自由記述 



1 子どもの豊かな情操を養うためにも図画工作・美術科の教育をより充実させる必要があると強く思っています。授業時数が
また削減されるかもしれないという話もききました。教育養成課程で「美術科」がなくなる大学が出てくるという話も聞いてい
ます。これからの日本が豊かになっていくためにも、図画工作科の教育が充実していくことを強く願っています。	

2 筑波大学での内地留学で、VTS、対話型鑑賞、批評学習等学び、現場で活かしております。地域での鑑賞教育の啓発に
努力しています。	

3 参考になるものは積極的に使っています。個性を大切にしています。	
4 やらなければ始まらないことが多いので、とにかくやる姿勢が大切。	
5 調査結果および「望ましいあり方の提案」をぜひ、各学校に知らせてください。	
6 ギャラリートークなど固定化した鑑賞の指導だけでなくさらに感性をひらく指導法の工夫が求められる美術館とそのおような
指導法を模索している。今後求められる資質、能力の視点に立って教科の見直し、開発が必要となってくるだろう。	

7 図工における研修が少ないので、もっと研修の機会を増やしていくべきだと思います。小学校は専科でないので先生方によ
る温度差がかなりあるようです。	

8 図画工作科教育は、国語科算数科に比べ、あまり重要と考えられていないのが現状です。愛知県美術館より送られてきた
アートカードは、ほとんど使ってもらえなくて残念です。	

9 ①行事で美術館へ行くことが、予算的にも時数的にも難しくて行えない。また、教科に配当される予算も非常に乏しいなか
で、１学期国立美術館アートカード、２学期地域の野外彫刻群をみにいく、３学期地域の作家をまねいて鑑賞・交流する（い
ずれも無料であるため３～６学年で）を行っている。（独立した鑑賞教育としては。）②美術教育を専門としていない専科教員
も多く、様々な形態、方法、意図などの載ったガイドラインがあった方が良いように思う。③メジャーな美術作品や美術史（概
略）が分かる大型図版や映像資料を美術館や文科省で制作していたただき、無償で貸し出してほしい。（何せ、予算が乏し

いので…）乱筆、乱文にて失礼しました。	

10 表現と鑑賞、両方ともに大切であるが、主に表現の方に時間をかけるべきである。鑑賞は表現の中で、自然と行い養われ
ていくものであるので、それぞれの見方はないと思うが、良いところを見つけていける目を養ってほしいと思っている。	

11 単元は短い時間であれもこれも触れさせようとつめこまれているが、本当に触れるだけで、進歩を感じられるほどに経験を
積ませることができない。内容を精選し、集中して取り組む自由を学校に与えて欲しい。じっくり取り組める環境が欲しい。	

12 実践例が少ないので、研修などで専門家の方に教えていただく機会がほしい。	



12 実践例が少ないので、研修などで専門家の方に教えていただく機会がほしい。	
13 子どもの絵の見方が、見る人によってちがう。子どもの思いをのびのびと描ききっているものがよいと思うが、丁寧さやねば
り強く仕上げるのも大切だと思う。子どもの絵に対する評価や見方に自信が持てない。	

14 夏や冬の長期休業期間は、美術館や博物館に行って美術作品にふれたり、作家に会ったり大学や学芸員の先生の話を聴
いたりする絶好の機会です。しかし、それを研修で取ろうとすると勤務地（校）を離れる行為とみなし研修を認めない管理職
が多いので、研修しにくいのが現状です。私は、教員としての義務と権利と責任であると考えていますので、承認してくれる

ようお願いしています。けれども、１日で２箇所以上の美術館あるいはギャラリーをまわらないと１日の勤務とみなされないし、
その1日のために、長い研修報告書を書かなければいけないので研修報告書を書くために１～２日の時間を使います。監査
にあったとき（万が一）それに絶えうるものでなければいけないので、結構な労力を使います。学ぶことは好きなので、研修報
告書も一生懸命書きますし、管理職に嫌われるのを承知で美術館やギャラリーにも行きます。でも、ほとんどの教員はとりま
せん。とてもとりにくい状況にあるからです。きっと藤沢市の小学校でも取っているのは私の他に１～２名と思われます。（ま
た、入場料は自前ですが出張扱いで行っていた年１回の藤小研図工部の夏の研修も、出張費カットのため、なくなりまし
た。）鑑賞指導を軽んじているので、若い方達の指導も作品主義にならないかと心配です。長々と失礼しました。	

15 ・図工主任として、図工の評価規準の策定や、鑑賞の取り入れなど自分の学年分は積極的に行っているが、自分が関わる
ことの少ない学年などでは、整備が遅れている。そのため実施も表現にかたよりが見られる。・中学年、高学年では、身近な
美術作品を扱うが、「たからばこ」のような教材や。大きな画集が学校にないと準備が大変である。（拡大するのや色つきコ

ピーが難しいため）	

16 時間数削減、専門外の教授、なくしたいです。	
17 学習指導要領解説に示されているように、指導計画作成上の配慮事項P57四角囲みの1,（3）にある通りでよいと思う。指
導の効果を高める必要性が示せないのに、独立して鑑賞を行う事を考えると、無理をして、市販の鑑賞カードを購入し、それ
を使ったら鑑賞教育ができたと考えるような、大きな間違いがこれから若手教員が増えていくとともに増えていくと大変です。	

18 図画工作、美術教育こそ“生きる力”を培う教科と考える。時間数を確保して美術教育の充実をはかりたい。	

19 三学期に入り、“鑑賞”に改めて向き合いました。２年目なので、難しさを感じています。やはり低学年での扱いは、友達の作
品を見せ合うこと、読みきかせの絵本にふれることとあまり独立しては行えませんでした。中学年ではこれからですが、美術
館のアートカードの活用から、芸術作品にふれ、種類やジャンルを知識として学ばせようと思います。高学年では、「肖像画」

→自画像の制作（５年）、「風神雷神図」→模写（見たことから想像したり、事実をしっかり見る力をつけさせたいです。）という
作品づくりの前段階的に扱うこととしました。ツライのは、教科・題材研究の時間がとれないことと、何をゴールにしたら良い

のかわからないことです。評価もカードに頼りがちです。しかしながら、作品鑑賞には、子どもたちが意欲的にとりくんでくれる
ことがわかり、研修等から実践内容を検討し、１年１回は独立した活動がしたいです…。	



20 児童は鑑賞することには大変意欲的に取り組みます。美術館へ連れて行けば、ハイアートと呼ばれるような作品も抽象・具
象関係なく。カルチャースクールのおばちゃん達の作品も興味をもって同じ目線でおもしろみを見つけて感想を口にします。
鑑賞を必ずしも独立して扱わなければならぬ！ということではないということを学担に伝え、気軽に作品に近づける①時間
②環境③設備の充実があれば多様な指導展開が全国に起こるのでは？？と思っています。	

21 図画工作科教育において、作品作りよりもっと様々な材料経験をさせることが必要だと感じます。そのためには、時数の確
保と図工教員の増員が不可欠だと考えます。	

22 タブレット（TPC）が導入されました。TPCを生かす教材がほしいです。	
23 自国の文化伝統の継承を軸とした教育構想それに沿って美術館も運営され、学校も美術館と連携できる。あれもこれも良
いとか情報ばかり多くてもたちゆかない。日本の文化、日本の美術もっといえば日本の将来を担う人間づくりという基本を
もって美術館と学校が連携するのがよいと考える。日本の文化全般造形のどこがどんなふうにすぐれているのかを日本人

自身が世界にてらしてとらえていかなければ次の世代に継承できない。その根本からやりたい。	

24 教師が鑑賞を楽しむ経験がなければ、子どもたちも興味をもつことができないと思っています。有名な作品を鑑賞するので
はなく、子どもたち（友達）の作品を鑑賞することを大切にしています。当校では、鑑賞のポイント（視点）を学校で統一し、全
学年共通で取り組んでいます。	

25 学校における図工科学習の重要性と意義をより多くの人にわかってもらえるよう働きかけ、図工・美術及び鑑賞学習を今以
上に大切にしていく必要があると思います。	

26 鑑賞指導の教材研究、授業研究をしっかりやっていないのでいつもワンパターンの授業になっています。（子どもたちに互い
の作品を見て感想を話し合ったり、カードに書かせたりです）もっと工夫していかなければ…と思いますが研究教科でないと
なかなか時間をかけられないという実情があります。英語に道徳に…とやらなければならないことが多いです。若い先生の
指導もしなければなりません。子どもも特別支援を要する児童が多くいます。時間がもっと欲しい…（人手も欲しいです。）	

27 感性を育て、情操を養うことができる大切な教科であり、低学年の児童にとっては、とても楽しみにしている教科です。人と
のかかわりの苦手な児童が多く、その子たちの細かい絵について、どのように評価したり、どのように支援や励ましをしたら
よいのか迷ったり、困ったりしています。とりとめのないことで、すみません。日頃から、作品を観たり、制作をしない不器用

な私ですので、楽しく描いたり、制作できたら、嬉しいなと思います。	

28 私自身が名画にそれほど興味を持てないので良くないかもしれませんが…。身近に感じることのできる、友だちの作品が子
供にとって一番の鑑賞作品だと思っています。大人の視点で認められた作品を理解するのは、もっと大きくなってからでもい
いのではないでしょうか。	



29 創意工夫と技能、小学生の段階ではどちらとも基礎基本となるが、発想やイメージ等は子供自らが生まれもっている感性な
ので、それをすこやかに伸ばしていける助言、指導性があればすばらしいと思うのだが… 

30 小学校においては、図画工作は心の教育にとても必要だと思うのですが、１年間結構作品展があり、充実しているように思
います。夏休みの宿題は、今年は担当としては大変でしたが、全国版の作品展に応募いたしました。子供たちは取り組みや
すかったのか、いろいろと作品が提出されました。郵送料などがもうすこし安ければもっとできるかと思いました。図工担当も

なかなか楽しかったです。先生方にも審査会の講評など、提案できてよかったです。	

31 私は、千葉県から静岡県に転勤をしましたが千葉は、専科教員ですが静岡県は、全科教員のため専門知識が少なく、充実
した指導のできない教員も多いです。専科教員による指導の方がよいと思います。	

32 ・図工専科を全国の小学校に配置して、専門的な授業をする。・鑑賞は必要だが、評価については基準が難しい。結局、言
葉にする必要があり、児童の国語の力がないと、なかなかよい評価がつけられない。	

33 もっと美術館に行き、本物に触れる機会が気軽に取れる状況が広まると良いと思います。昨年度から児童を美術館へつれ
て行き学芸員さんとのギャラリートークを行ったが、とても良い刺激を受けた」ようで、やはり本物に触れることの大切さを感
じました。	

34 いくつかのコンクール作品募集について図工の時間に取り組んだりしているため（学校で精選しているが）鑑賞の時間の時
数確保が難しくなっている。児童の作品は学級内に提示し常時鑑賞できるようにしている。	

35 何よりも必要なのは教員の研究意欲と、充分な教材研究時間の確保だと思います。また研究する機会も多く必要であると考
えます。免許状更新講習は10年かけて全教員が受講できるので良い機会だと思います。	

36 我小学校は、研究テーマを図画工作科にしているので、・教育課程に位置付け（3年、5年に美術館）・「絵に表す」「工作」
「立体」「造形遊び」「鑑賞」のバランス・1～6年が小グループをくみ、鑑賞45分ギャラリートーク・公民館に作品展示　など、
表現と鑑賞の一体化と、充実に向け努力しています。指導要領に「美術館の活用で鑑賞教育の充実」と書かれていますが、

気付いていない教員も多いと思います。	

37 「B鑑賞」は、作品を並べ、良い所はどこか作品に貼って話し合ったりしている。実物の作品を見ることができていない。美術
館に行ったりすれば良いのでしょうが出来ていない。鑑賞の活動を通して、児童が感性を働かせながら、つくり出す喜びを味
わうことができていない。このことから造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養うことを授業で行いたい。	



38 美術、図工教育研究者（大学教官等）の力量が不足しているとよく感じる。書かれたものや講演を聞くとがっかりさせられる。
学校現場から逃げたような人が研究者になる時代のようで残念。	

39 鑑賞学習は子どもたちの豊かな表現活動のために必要と思います。私自身も図工や美術に興味関心があり、また教員とし
て指導にあたる時も自信をもつことができる教科です。しかし、学校全体を見渡したり、他校の教員と情報を交換する際、図
工や美術が（小・中）軽んじられていると思うのです。「ただやらせればいい」とか教材研究を他教科に比べて熱心にしていな

いなと。教員の意識改革が必要だと思います。	

40 ・鑑賞のみで題材と考えるのは時間数の関係であまりできていないが、立体や平面をつくる際にくみあわせて取り組むことが
多い。子どもはこちらが思っている以上に絵やそのものを観て、いろいろな考えをめぐらせるので、意見を聞くと、とても面白
い。	

41 彫刻刀の使い方やのり、ハサミ、カッターなど、十分な指導」のないまま、自由な発想で作品づくりが行われているように感じ
る。これは教科書にのっている作品例でも昔と比べるとそう感じる。もう少し、技術的な事を指導する時間が必要なのではな
いかと考える。	

42 ・県の図工研で、鑑賞の指導の仕方を短時間でしたが、講義していただいたことがありましたが、小学校の低学年では有名
な作品を見せるのは、まだはやいと思い、必要性を感じませんでした。表現活動に入る前と、途中で、イメージの補助として、
教科書を見せたり、上手な子の作品を見せたりして、いいところを言わせたりする程度でした。最後に友だちの作品を鑑賞し

あい、よい所を出し合っています。アンケートをするうちに、いかに鑑賞の学習が乏しいかということを感じました。参考になる
資料があるといいなあと思いました。	

43 ・教諭の年代が今は２つに別れています。（50代40代30代少ない20代多い）・若い教諭は、運動面で実力を発揮していま
すが、図画工作では関心がないので作品の指導したというものではありません。例えば、版画やパズルが学年とわずキャラ
クターになっていることが多いです（ようかいウォッチなど）・小学校の場合、研修会で造形部にいる男性教諭はいません。・

児童の方が図画工作に対する関心、意欲が高く、教諭のほうが低いのではないかとこの10年くらいで思うようになりました。	

44 児童自身が作品鑑賞をする際の指導の難しさを感じています。また、それ以上に教師が児童の作品を選出することも難しい
です。	

45 ・札幌市内の学校に図工の研究に熱心な先生が居ない場合が多く、鑑賞に限らず、図工全般、力をいれていない。・子ども
の思いよりも、表現の技術の指導を重視し、うまいへたで評価している先生が多いと思われる。・多忙なため、図工の教材研
究まで手が回らず、ないがしろになっている。・図工の材料、用具の扱いについて知らない先生がいる。・校内作品展を行う

学校が減っている。・校内研究で研究教材として定着しているのが2%それ以外でも3%前後で、5%ほどである。・図工の授
業でキット教材だけ与え、指導せず、他教科の採点をしている先生がいる。・鑑賞はプリントにたくさん書ければよいと思って

いる人が多い。	



46 心を豊かにするにはとても大切な教科ですが、他教科の教材研究や日々の忙しさでなかなか工夫したり、試作したり研究し
たりする時間がとれない現状があります。	

47 図画工作の本来の喜びは、創作することへの自己満足の喜びと楽しさ、充実感だと考えている。特に小さい時に「自分はう
まい」「創作することは楽しい」という思いを十分」に味わわせてあげることが大切だと思う。そのためには、評価のための授
業ではなく、誰でも楽しめ、成功感・満足感、自分の思いの自由な表現を持てる題材探しが重要。創作への喜び、満足感こ

そ、この殺伐とした社会の中での自己肯定、感情の解放につながる重要な教育の要素だと考える。鑑賞学習は、自分の創
作する喜びを充分実感した上でのことであると考えている。「人生において、生涯、自分で創作する人間は少ない。美術館等

で鑑賞できればよい」という考え方が鑑賞教育重視の根本にあるという話をきいたことがあるが、もしそうなら図工・美術教
育へのぼうとくだと思う。もう一度、図工・美術教育のあり方について何が重要か考える必要があると強く感じている。	

48 地域に美術館、博物館が数多くあり、中には学校教育に参画することに大変協力的なところもあり、大変助かっています。実
物をもちこんでいただくこともあり、貴重な鑑賞教育が行われており、幸せを感じております。広く職員にも授業を参観しても
らい、広めていくようにしています。	

49 本校においては、図工室に大型モニタを設置できているが本市の設置基準ではほとんどの学校でモニタがない状態である。
鑑賞だけでなく安全指導、材料用具の使い方、制作方法の確認など図工科には大型モニタが必要だと思う。デジタル教科
書も学校予算で購入できる状態ではなく、予算面の教科指導の充実をさまたげている。	

50 先日、小学校1年生で鑑賞の授業を1.5hほど行いました。子どもたちはとても意欲があり一生懸命取り組んでいました。た
だし、見る観点をどのように与えるべきか、またことばがまだまだ稚拙な子どもたちにどのような方法で表現させるべきか迷
いました。鑑賞の授業は大切だと思ってはいるのですが、そういった授業を見る機会もほとんどなく、どのように行っていけ

ば良いのか勉強不足です。教員の助けになるようなガイドライン（？）のようなものがあればいいなと思います。	

51 ・勤務地では図工室にクーラーがなく、水道も1カ所しか使えません。役所に毎年、要望するのですが「お金がない」との回答
（でも、他のところにはお金を使えるのに）教員も全科の教員が図工を担当している学校が多く、図画工作科教育に対して、
軽視していると感じています。熱中症になって救急車で運ばれた教員も他校でいます。教育を充実させるなら、教室の環境

も大切だと思います。	

52 鑑賞教育は、多様性を認め受け入れ、自分なりの考えをもち、自己を高めていくのに大変有効であると感じている。まずは
教師自身が、美術作品児童作品と向き合い、よさを感じてことばや文章に表すことで鑑賞眼を磨く努力をしている。	



53 言語活動の充実という課題からも図工的表現のスキルもみがいていくことも大事だと思う。しかし、言語で表現しきれないこ
ともあるから色や形、テクスチャーで表現するので言語のみで判断してはならないと思う。感じたことを児童が写真におさめコ
メントするなどの手立てもあると思う。作品ができてからのみならずこれ使えるとひらめいた事や、これいいなと感じた制作過

程でも鑑賞はありうると思う。ただそれぞれの活動の中で教師がすべて読み取れているわけではないので、そこが難しい。	

54 子ども達は、校外学習等で、美術館に行くのは、とても喜びます。また、美術館側の対応もとても親切で、よい経験ができま
す。（美術館に対してしきいが低くなり、家族の人もさそって行ってみたという子もでてきます。）また、美術館側でも、子どもの
鑑賞教育のために、様々な工夫をしてくださっています。（ギャラリートーク、出前授業、アートカード等の貸し出しなど）そのよ

うな内容も校内で紹介しているのですが、みなさん、なかなか忙しく取り組むゆとりがないという実情があるようです。複数ク
ラスの学年になると、全クラス平等にという意識もはたらくので、もっと、美術館等へ出かけたくても、なかなか、自分のクラス

だけというわけにはいかない…です。てんこ盛りの学校のカリキュラムの中で、何を優先していくかということになると、鑑賞
教育は後まわしになっていくようです。	

55 鑑賞学習は、ついつい時間が足りず、製作活動で終わりがちになってしまいます。でも、すばらしい友達の作品、よい作品を
鑑賞し、その良さを表現することも、とても重要だと考えます。図工の学習時間はオーバーしてしまいますが、鑑賞し合い、そ
の感想を伝え合うこと（低学年を担任しているので、ちょっとした言葉ではありますが）をできるだけするようにしています。最

近、図画工作科の研究授業、研究大会が少なくもっと学びたいと思っているところです。	

56 子どもたち自身が満足のいく作品づくりや表現をするには、もっと時数の確保が必要だと思います。ですが、他教科の指導も
大切だと思いますので、内容をより精選していくことが必要になると感じました。	

57 小学校の教員をしていますが、就学前に、以前ほど絵をかいたり紙工作をしたりといった活動をあまりせずに1年生になる子
が多くなったように思います。ゲームやネットなどで、いろいろな画像を見ることが多いせいか、きれいに描けないことをいや
がり描いては消してをくりかえす子もいます。創作活動の中で、お互いの鑑賞活動をとりいれるようにしています。イメージを

つくる段階、つくりはじめ（かきはじめ）、中盤、できあがりなどの各段階でプチ鑑賞をするといいようです。	

58 児童は普段あまり、美術作品にふれる機会が少ないので、コピーでもいいのでふれさせる機会はつくっていきたいと思ってい
る。美術作品を鑑賞することは、生涯学習にもつながるので少しでも興味をもったり、おもしろいと思わせる指導をしたい。ア
ンケートお疲れさまです。Ⅱの4の「積極的」「消極的」というのが具体的でなかったので答えにくかったです。	



59 美術館側は近年、小中学年の入館を無料としたり対話型鑑賞の導入や、ワークシートの開発、アートカード作成など鑑賞教
育に力を入れてきている。しかし、多くの学校では、美術館へ鑑賞の授業に出かける事は時間的にも経済的にも厳しい現状
があり、教室での鑑賞教育がもとめられる。その場合に、なかなか子ども達に掲示できる適切な鑑賞資料がない。	

60 四教科では学べないことが沢山ある美術（図工）を身近なものとしてもっと親しむことができる環境になれば嬉しいです。（心
の豊かさにもつながると考えます）	

61 子どもたちが自分の意志で決定し表現する図工・美術は自己確立を目指す点で意義のある教科だと思う。しかし、その反面、
評価することの難しさを常に感じる。	

62 ・鑑賞学習も含めて、図画工作という教科がもつ力、人間形成のベースとなるものということをきちんと考えて指導する。・全
ての子供たちの能力を引き出していくように指導する力、授業力を磨くということ。・図画工作の力を外へ発信していくこと。
またそのために教科として子供たちが身に付く力を言葉で発信していく機会をつくっていくこと。　など最近特に感じています。	

63 東京の図工専科をしていますが、同じ図工専科の間でも、鑑賞については、温度差が大きいと思います。やらなくても、何と
なく見過ごしてしまう。教科書通りでなくてよいとされている図工科だからこそ起こる問題だと思います。区には美術館もあり、
鑑賞できるチャンスはかなり整っている方ですが、それでも、「鑑賞はやらない」と明言する人までいる状態です。今回のアン

ケートの結果が楽しみです。集計がんばってください！！現場は協力します！！	

64 時間数が減ってから、作品づくりに精いっぱいで、鑑賞に十分時間がとれなくなりました。児童は図工の時間が大好きで、作
品を通して、児童と会話し、その子を理解できる大切な時間だと思います。また、児童同士も、作品を通して相互に理解し
合っているところがあると思っています。限られた時間の中で製作に取り組み鑑賞を行っていくためには、事前の十分な準

備が不可欠ですが、専科ではないのでその時間もなかなかとれません。	

65 長く（図工・美術科）教員をしていると、児童にじっくり、もの作り、絵画制作などをやらせたいと思っても、できない環境になっ
てきていると思っています。中学校は週1時間、小学校でも年間時数が5、6年生は50、3、4年生は60となり、そのかわり1
人の教員が、多勢の子どもを1週間に教えなければならなくなっています。（現在私は340人）「どれだけ美術・図工が、人格
形成上、大切か」を知らせたり、広めたりしていく機会をふやしていかないといけないのでは…と思っています。図工美術で、
鑑賞も大切ですが、まず、能動的に自ら作る活動は、第一に考えなくてはいけないと思います。	

66 専門的な方でないと、なかなか鑑賞の授業はやりきれないようです。	



67 研修、研究の必要性は感じるが、日々が超多忙であり、更なる負担となりかねず、行いたくても行えないのが実情である。鑑
賞は、情緒の発達具合、生育環境言語能力などが関係し、見取ることが非常に難しく、点数化できるものなのか疑問を感じ
る。（図工全般に言えることだが）	

68 鑑賞において、本物に勝る資料はありません。近くにそういった施設があれば機会も作りやすいですが、学校によっては難し
い場合も多い。	

69 ・年間授業数が少なく、作品数、大作などがしにくく、計画的に進め鑑賞時間確保をしているが、作品を仕上げられない児童
を休み時間等に呼び出し制作するので大変である。	

70 鑑賞に関する指導に興味はあるが研究する時間がない。また私自身がもっている知識を伝える機会もない。実践例などの情
報を入手できればもう少し活かせるのかも… 

71 「専門的でないから…」とか「分からないから…」という声や「作らせ方、描かせ方」などの重視というのが現場の実状です。学
びの充実のためにも、一般の人に分かりやすい実践とその意義を伝える機会を設ける必要がある。特に鑑賞授業について
は、その意義を知らせていくことが必要だ。	

72 忘れがちな図画工作科についての研究、うれしいです。ありがとうございます。	
73 鑑賞でも表現でも評価するということが一番難しい。	
74 鑑賞学習、評価が毎年悩みます。国語（文章）力がある児童はA、それではおかしい。学習意欲や態度で評価…ある単元は
興味があるためA、ある単元は興味がないので全くやらないC、結果B。長年勤務されている先生方にききながらの評価に
なっています。先生（私）の感性もさまざまなので…本当に困ります。	

75 工作用具、道具の使い方についての指導が不十分だと思う。発想力重視なのも分かるが、技能も大切だと思う。	

76 ・教科書掲載作品が造形の場面が多い。もう少し絵画の基本（絵の具指導の方法等）載せてほしい。・長野県は100年上手
な児童の絵を預かるシステムがあるが、それが埋もれている。もう少し教科書に載せてもよいと思います。	

77 アンケート結果が知りたいので後日結果をお知らせください。図画工作科教育、鑑賞学習指導、とても大切なことですが現状
では、他教科に、力を注ぐ傾向にあります。ぜひ研究をすすめ、図画工作の指導の向上に力をかしてください。	

78 日本には長い歴史があるにもかかわらず、新しいものに目をうばわれがちな土壌があります。古いものが良いわけではない
と思いますが、生活の中で使い勝手のよいものや工夫されたものなどを使う、あるいはふれる中で、生活の中で融合された
美しさとか、すばらしさにも気づくことができると思います。日本の生活の中で、ゆとりが失われたために、物の本質やよさを

見失っているのではないかと考えます。（自分自身の生活もふりかえって）	



79 そもそも教材や単元、目標や評価規準が児童の実態に合っていないと思います。（高度すぎます）今の児童はモノにあふ
れアニメやゲームでいろいろなキャラクターやイラストをたくさん見ていますが、発想力がとても乏しいと感じます。（小さいこ
ろに絵をかく習慣が少なかった？）また、ハサミやカッターなどを上手に使えない。（経験不足？）もっと小学校は基礎的なこ

とを十分経験させたいです。	

80 ・子ども（小学生）はつくることが大好きなので、鑑賞のみというのはなかなかむずかしいものがあります。なのでつくる途中
に、視点を変えさせたりして、色や形の美しさに気づかせるように努力しています。そのタイミングをみて、（気づいた時に）
時間を」ちょっと止めて、その作品から自分の内面を考えさせたりしています。ただ、教師自身も常に美術館等に足を運び

鑑るということをやっておく必要があると思いますが…以前、区で図工部鑑賞研をある美術館で行った時、一人の新任の先
生が「美術館に生まれて初めて来ました…」とつぶやいたのを聞いて、びっくりしました。こんな時代なのでしょうかとなげき
ましたが、自分がやらないことを指導するなんて、少々無理がありますね。鑑賞～と言いますが、まずは、美術教師本人が、
美術館なり、博物館なり足を運ぶことが先決だと思っています。作品を「読み解く力」を常に向上させたいと考えています。	

81 校内事情で今年度図画工作科主任をしていますが、特に専門の勉強をしてきたわけでもなく（小学校教諭免許はあります
が…）、美術的教養があるわけでもなく、図画工作科の指導自体に自信がありません。校内や校外の作品展等に向けた指
導を必死にこなすので精いっぱいのところがあります。毎日忙しい中ですが、あらためて教材研究や指導法の勉強会への

参加の機会があるとよいと思います。	

82 時間時数、予算等（教材費、消耗品費、備品費など）図工教育にとって年々厳しい状況になってきて、充実した教育環境が
維持できていないと思う。20年くらい前は、いろいろな面でもっとゆとりがあり、児童がもっと楽しく活動・学習ができていた
と感じる。	

83 鑑賞学習というと、児童どうしで作品を見あうことが基本となっていると思います。対象が広がったとしても全校や、市の美
術展などが現状かと思います。専門的な作品を用いての鑑賞指導はほとんどしていません。	

84 授業時数が、特に、小学校高学年では少ないと感じる。	
85 今の図工教育は基礎基本をどのように定着するかということに無関心で「おもしろ・おかしい」という楽しければよいという方
向に走りすぎている。真直に直角定規で線が引けなければ鋸でさらに曲がった材料になる。何と何を混ぜたら何色になる
か、子供たちはちゃんと教えて欲しいと望んでいる。刃物の安全な使い方も図工教師が彫刻刀の切り出し刃に左用がある

ことも知らずに指導していたり、落ち着いた秩序ある整った図工室で安全で楽しく集中する授業ができていない。又教科書
も発達段階に応じて技能がシステム化されていない。準備・人に迷惑をかけない作品づくり・失敗した時に先生や友だちに

聞ける雰囲気づくり・元通り用具片付け・掃除（釘1本落ちていても子供が拾って持ってくる）が全て必要である。そして余談
ですが子供の創作意欲を高める用具・材料。描く紙も30色以上あったり、ハサミも使用法・材料に応じて選べて、必要な長
さの釘を自分で選択できる木工作。集計大変でしょうが、よろしくお願いします。	



86 図画工作科における鑑賞は、製作と共に行われる事が自然で、必然性がある。鑑賞のみを独立して行うことも、感性を高
める役に立つことではあるが、児童の気づき、意欲、思いの実現、イメージの転換などを引き出すのは、「イメージしてつく
る、見てつくりかえる、つくりかえてまたイメージを構築する」というように、“つくるという行為”の中で鑑賞が行われるべきで

ある。感じたことを文章で書かせたり、発言を重視することを鑑賞とする傾向があるが、評論は文字であるので、やりすぎ
ると国語ができる児童が鑑賞もできると評価されてしまう。図工科における鑑賞の能力はもっと、実践的であるべきだと思

う。とりいそぎざっと書いてみました。乱筆ですみません。	

87 美術館見学が可能であれば積極的に活用したい。児童にとって本物に触れることは印象的な経験になる。生涯学習の一
環として美術館に親しむ基盤をつくることが小学校教育で行いたいことであり、人生を豊かにするために大切なことだと思
う。東京都の美術館は、将来大人になる子どものために教育普及にもっと力を入れてほしい。（展示内容や受け入れ態

勢）	

88 時間数と持ち時数のかねあいがむずかしい。	
89 市内に美術専門の教員が少ないため、東京都内の小学校で勤務していた頃よりも、横のつながり（他校の図工専科との
持ち寄り研）がなく、図工教育に幅をもたせることができない。	

90 最近の子どもは、いろいろな造形活動をする反面、基本的な、道具の使い方などを身につける機会が少なすぎると思って
います。	

91 図工専科の教員が県内で減っているために、鑑賞教育については学校間で大きな差があります。全教員が、気軽に、自
信を持って取り組めるようなカリキュラムや資料が、きちんと準備されていると良いと思うのですが…。	

92 小学校に勤務しているが専門教科の教員が少ない。そのため、鑑賞授業というと、友達の絵を見せ、どう思うかをプリント
に書かせ終わっているクラスが多い（時間的にも厳しいため）また、その時の評価のしかたもどこにねらいをつけて評価し
ていいのか分からない教員も多い。近頃、ESDの傾向から、美術教育の鑑賞教育が、多用な見方（この子は、この絵をこ
ういう風に見ているのか）と他人を認める、という役割があるという研修会に参加してきました。他教科ではできない、美
術・図工教育の独自のよいところだと思う。しかし、現状では、どうしても、図工・美術は教科的に減らされる傾向にある。と

ても残念です。また、絵画指導も、情操という人間として、とても大切な感性を養うのが目標であるにもかかわらず教師の
一方的強い指導法によって子どもが本来もっているかきたい、表現したい、という思いがつぶされているように思うのが、
今の小学校の図工だと思われる。他教科とはちがう、ねらいをもう一度、教員が勉強する必要があると思う。	

93 表現と鑑賞は、常に一体のものと考えている。鑑賞から刺激を受けたり、感動したりする中で表現し制作意欲が湧いてくる
と考えている。今のまま鑑賞教育を独立させたままでいけば評価の根拠を提示して下さいと言われたらかなりむずかしい
ことになる。評価については、表現に作品からすべきで、鑑賞は独立させるべきではないと考える。	



94 表現活動中の鑑賞を、学習過程に位置付けている実践をよく見かけるが、私はそれには反対で、子どもたちは、表現をしな
がら必要な情報は自然に見ているため、時間をとる必要は感じられない。	

95 教科の目標や意図が現場の隅々まで十分浸透していないように感じています。各校の専科教員でさえ、十分理解できてい
ない方が殆の他多く、表現（制作）自体が目的化してしまっている場面が多くみられます。この様な状態では、鑑賞の充実も
難しいでしょう。その原因として考えられるのが…学習指導要領や指導書を精読できていない（学術書や論文を読まない、読
めない教師…図工美術に特に多いかも？？）の一言に尽きると思います。また、各教員養成大学でも、教科の意図、目的が
十分学生に伝わっていないことも推測されます。更に教員採用試験で、そういった事について問われない（＝重要視されて

いない）のもあるでしょう。一人一人の教師が図工の大切さ、鑑賞の意義…よいったことを自分の言葉でしっかりと語れるよう
になっていければ良いのですが…。特に中学美術専科の方には、もっとそういった意識を持っていたただきたいと日頃から
思っています。（中学の先生は「教科の内容をこなす」意識しかない方が多いので）人間（人材）を育成する為のプロセスなの

だという意識が必要でしょう。	

96 専科教員が教える図工と、担任が教える図工の間に東京の場合、他県と比べ、差が大きいのではないかと思います。	

97 鑑賞を児童に書かせると、国語力にもかかわってくる。その辺りの評価が難しい。他校の先生方はどう評価しているのかとて
も知りたく思う。	

98 まず小学校の図工はゴミ問題もあると思う。せっかく児童が制作しても親の考えでゴミとしてしまつさせられ、作って終わりと
いう考えも児童の中にある。指導者も作った後の問題も考えながら指導案を立てなければならない。今の世の中ゴミ問題と
物を作り出す事はきりはなせないものではないでしょうか。小学生には作り出す喜びを指導しなければならないが実際には

家に持ち帰って作品はどうなっているか？	

99 東京都以外の県でも、図工専科をもっと増やして欲しい。小さい子供のころから専門的に身につけている先生から教わり、得
るものは大きいと思う。	

100 どうしても学力向上に力が入っており、図工まで、教材研究をして…というように十分に時間をかけ研究する余裕がない。	

101 これまで学校からさほど遠くないところに美術館がある学校に勤務できているので、毎年美術館見学を行っている。本物に
触れる事や、学芸員の方にお話をうかがう体験は、児童の目や心を広げ、確実に子どもたちの力となっていると思う。また、
美術館見学をふまえて、事前に鑑賞の授業を行ったり、事後にまとめの活動を行うことで、教師もめあてをはっきりもって授

業ができるので、大変よかった。（鑑賞にかぎらず、めあて・ねらい・目標をはっきりさせて授業を行えば、評価に困らないと思
う。）ただ、やはり授業時数の関係であまり多くの時間を鑑賞にまわせない。表現と上手く組み合わせていく工夫が必要だと

思う。	



102 教科書に準じたものになると、内容が乏しく学習の組み立てが難しい。高学年では、子どもたちが、興味をもって取り組める
ようなテーマ（だまし絵など）を選定することも必要かと思う。	

103 小学校では十分に時間をとり、図工作品を仕上げるのはコンクールに出す作品1点ぐらいで、他は、短時間にセット物を用
意し、作らせている。じっくり取り組ませたくても、時間数、行事とのかねあい等から難しい。子どもたちは図工が大好きなの
で何とか工夫していきたい。また、図工専科がいないため、教材研究や研修を中心に進める教師がいません。よい事例を提

示してもらえるだけでも違うと思います。年々、専科がへるように思いますし、若い先生ほど、研修を受ける機会が少ないよう
です。	

104 ・東京都の図画工作専科教諭の立場から。・週あたりの持ち時数が24時間あり（12クラス4、5、6年オール4クラス）なかな
か教材研究の時間が取れない。授業の準備と後片付けだけで一日が終わり、疲れ切ってしまう。・大規模校には2名の専科
を入れるなど、人員配置をお願いしたい。	

105 鑑賞については、言語表現が得意な子がどうしても評価が良く見えてしまうが、もっとよく見ていきたいという気持ちもある。	

106 小学校の鑑賞はお互いの作品を見て行うことが大半です。美術作品を見て行うことはほぼありません。（その時間をとれな
いという方が正しいかもしれません。）美術館は近隣にありますが、4年生の学習で行っていたものが、予算カット（バス代）
でなくなりました。ゴミ処理場などの見学と同じように一生に一度は行く機会として、場をもうけることが決まっているともっと

教育全体の関心が上がるのではないでしょうか。（夢です。）	

107 ・自分自身の鑑賞教育を受けた経験が少ないこと。・教員養成課程でも、鑑賞教育（児童、生徒に対する）の指導案や授業
実践も少なかったこと。・鑑賞よりも表現に時間をとるのが精一杯なこと（高学年は50Hしかないので）、重視している表現の
方を。・自分自身の作家や作品に対する深い知識が不十分なこと。・評価規準設定の難しさ　等々で、取り組んできたこな

かった。	

108 ・教員養成課程では、大人向けではなく、楽しめる鑑賞授業を、美術科だけではなく、全科向けでやり、楽しさを感じてほし
い。・落ち着きのある学年でないと、鑑賞はとりくみ辛い。・美術館に鑑賞しに行きたいが、どうすればいいかわからない。美
術館との連携、担任の先生管理職との連携（とくに）に困難を感じる。	

109 図画工作科は、実技教科の“最後の砦”です。これ以上時数が減らされると、“ものづくり”の基礎がつくられなくなってしまい
ます。（むしろ3時数は増やすべき特に高学年）	

110 小学生にとっての図工は、あらゆる教科、人間形成の基礎となる教科です。造形的な創造活動の基礎や、豊かな情操は図
工の目標を越えた大切な力、という意義をもってとりくんでいきたい。高学年の図工が年間50というのは、少ないと思います。	



111 個人的には、茶道をやっている関係で、日本の美術文化のすばらしさに開眼しました。世界と日本、どちらも鑑賞対象です
が美術については世界のことをみんなよく知っているのに日本のよさはあまり知らない。もっと知ってもらいたいと思ってい
ます。	

112 図画工作では、自分で選び決定する力、自分で価値付けする力をつけたいと思っています。	
113 豊かな感性、情操を育てるために図画工作科教育は欠かせません。制作者はもちろん、鑑賞できる人を育てたい。その素

地は、図工美術教育にあります。まず、全教職員の意識改革が何より大事なのでは？	

114 ・もっと、校内での図工のがんばりを校外に見せていく必要がある。→すると、図工科の必要性が伝わると思う。・鑑賞領域
については、もっと研究した方がよいと思う。まだ作品」の鑑賞会のイメージが強い。	

115 「鑑賞の能力」についての評価（評定のつけ方）が非常に難しい。というか、抵抗を感じる。子どもの心の中の動き、数値に
あらわせないものを無理矢理数値化しているようで、意義を感じない。鑑賞の学習、活動自体は感性を育み、生き方を豊か
に広げるために、とても大切だし、楽しいものだと思っていますが…。	

116 鑑賞学習指導等、校内事情による問題などもあるが、先生方の意識改革が重要なのではないか？方法にとらわれず、鑑
賞学習の本質を教える場の提供を。	

117 私は中・高の美術免許を持っていますが、小学校で図工専科をしています。従って鑑賞は、伝統美術や著名な絵画作品な
どではなく、基本的に児童が自分で作った作品を用いておこなっています。しかし、自他共に出来上がった作品を評価し、
新たな価値を発見していく作業は、次課題への意欲にもつながりますし、鑑賞文も優れた物はみんなの前でほめたりしてい

るので、あまり児童が興味関心を示さない、ということはありませんし、文化施設の有無が関係しているとは思いません。た
だやはり高学年の興味関心を保つのは、他の創作活動と同じレベルで困難を感じます。	

118 他教科の時数確保のために、なかなか授業時数がとれません。図画工作の授業で輝く子もいます。それなのに、様々な
（時間的、金銭的等）問題のために、満足に活動させてやれないのが心苦しいです。このアンケートが子どもや先生のため
に何か力になることを願っています。	

119 美術を専門に勉強していないので、常に不安である。	
120 年々、時数が減らされ、情操教育が軽視されていることを心配しています。展覧会や文集にのです版画制作、村のギャラ

リー展（全児童の作品を展示）に向けての作品づくりにおわれていると、時数はいっぱいっぱいです。鑑賞にまわす時間は
ほぼありません。名画鑑賞など、時数に余裕があれば行いたいですが、現実は、友達の作品鑑賞と廊下に常時展示されて

いる（半年に一度、入れ替え）複製画（茨城県近代美術館より借りています）の鑑賞のみです。時数が増えることを祈ってい
ます。	



121 この調査が何の役に立つかわからないけど楽しみです。先日、都図研大会の鑑賞の分科会に所属していた。とかく、「鑑
賞」となると、やれワークシートだ、やれ言語活動だ、と肩ひじはって考える図工教員の多さにクラクラした。独立した鑑賞も、
表現の中にある鑑賞も、子どもにとってはいたって自然な学びである。のに、先生があまりそう思っていない。それが、課題

だと思う。	

122 ・アートカードなどがあればやろうという気になるが、ないのが現状。消耗品の備品の購入がどうしても優先になってしま
う。・ほとんど児童の作品鑑賞になっている。	

123 鑑賞は、子ども同士が認め合ったり、その子のよさが発見できたりといったかかわりあいがもてる良い機会だと思います。
発達障がいがある児童が図工で素敵な才能を発揮したり、鑑賞から子どもたち（友達）によいところを見つけてもらったりし
てクラス全体がよい雰囲気で学習できたときもありました。指導方法については、他教科の教材研究や、内容量の多さなど

から、なかなか普段から行うのは、多忙の中で難しいですが、研修や情報の紹介があればとても助かります。図工に関す
る子ども向けのものや、若手教員にむけてのわかりやすい資料や冊子があると助かります。	

124 鑑賞学習は、作品作りのためのきっかけ、発想のひろがりのために行っていることが多いが、良い一流の作品を子どもが
見ることは、子どもの発想、題材に対しての興味を喚起するために大変重要であり、必要であると実感している。	

125 鑑賞は題材選びが難しいのと、学校に大きな絵のレプリカなどがないので　子どもの作品を使って鑑賞をすることが多いで
す。もっと楽しく充実した時間になるようにしたいなと日々感じています。	

126 対話型の鑑賞学習指導を行っている。作者の意図や主題を言い当てるのではなく、鑑賞者が主体になって自由に意見を
述べる鑑賞は、指導者も楽しく子どもたちと共有できるよさがある反面、客観的な評価がむずかしい。とにかく、正解が一つ
ではないという点が教えられる教科は、図工、美術をおいてない。このことを大切にしたいと思う。	

127 私は東京で図工専科をしているため　ある程度流れに沿った授業をくめているつもりであり、東京教師道場等での研修会
などに参加して研修を重ねている。ただ担任の先生が図工を教えている場合もあり、苦手な人にとっては準備の段階から
嫌になっている様子。専科と担任ではモチベーションの差がありすぎるので、それも二極化の原因かと。そんな中鑑賞教育

を担任が進めるのはとても難しいのではないかと思う。もっと専科である私たちがもりあげて研修等で広めていければ良い
のだが、担任の先生も忙しいため”すぐ実行できる“”明日できる”題材を求めているようです。	

128 授業時間数が足りないのが現状です。小学校高学年は特に厳しく、児童自身が満足できる作品づくりをするためには休み
時間等も使う必要があります。時数の増加を強く願います。また教科書に載る作品に疑問を持つこともあります。私自身は
指導の際、教科書はあまり使わないのですが、多くの児童が見るものなので子どもらしい　いろいろな思いのこもった作品

が載るとよいと思っています。図工・美術は指導者の指導が如実に表れる教科だと思います。個人的には全県で専科制も
しくは主任が各クラスをみられる環境作りができるとよいと思っています。よろしくお願いします。	



129 ・教員のための研修（美術館の券）（海外の美術館）	
130 地域、学校によって差が大きいと感じる。異動するとそれまで出来ていたことができなくなったりということもあるので。全て

の現場で鑑賞学習に取りくみやすい環境になることをのぞんでいます。	

131 本校では、県立美術館への校外学習が年計に位置つけられ毎年実施されています。その際、展覧会のパンフレットを利用
して自作のアートカードを作り、児童の興味を引き出し美術作品を身近なものに感じられるような工夫をしています。図工主
任が情報を提供し、学年の先生方と授業を進めています。美術館での対話型鑑賞も、一点選び、学年の児童全員が少人

数のグループ毎に体験しています。それを本校の先生方に広め、自分でも実践してみようと思っていただけるようにしてい
ます。また、自主的な研究グループとして、他校の先生と「国立美術館アートカード」を購入し、実践しています。短時間で

（1～2時間の実践）子どもが美術作品の鑑賞の時間がもてることが大切なので、教科書の載っている作品の活用が基本
的には誰にもできて重要と考えます。	

132 写真のような細密画、幼稚園児が描いたような大胆な構図、色彩、意味不明な絵画〔作者しか分からないような）それぞれ
によさがあり、好みがあり、芸術そのものが多種多様であり、こうあるべきという評価はむずかしい面がある。その中で鑑賞
教育はどうあるべきか、小学校で何を求めていくかがむずかしい。	

133 日本の社会全体の中で、文化的な活動や芸術について、重要性をもっと認識すべき。大人の余暇活動の一つとして、美術
館で絵や作品を見ることが、当り前となるよう、政策の中で位置づけがほしい。そこから、大衆にむけて、メディアで紹介され
たり、話題にしたりして、日常の中で美術に関することが根付いていくように、取り組んでほしいと思う。そのような下支えが

あってこそ、学校教育での鑑賞の活動が、意味のあることとなると考えている。	

134 私が教員になった時は、図画工作科の持ち時数は、16～18時間位を上限とされていたが、現在では20～24時間、クラス
数によっては（大規模校では）26時間など、全く教材研究ができない。（空き時間がない。）夏の研修や研究会など、時間に
ゆとりのある時に、積極的に見聞を広げていくことで、新しい鑑賞教材を提供できるようにしていくようにしている。しかし子

供の実態として年々手先が、不器用になっている様に感じる。鑑賞よりは、実技に時間がとられている状況です。	

135 （鑑賞学習について）身近に美術館があり、学校の教育現場が積極的に利用し、教師も子どもも本物をみる事で、目を養う
必要性を感じています。4年生ぐらいの年齢の時に、年間のスケジュールに組み込まれたかたちで行政が予算をたて、実
際に美術館へつれていくぐらいが必要と思われます。	

136 発達段階や育てたい能力別に鑑賞で扱うと良い美術作品、名画等がリストアップされていると便利だと思う。児童の実態に
応じて参考にして、授業で扱える、又、授業で提示しやすい形の図版やデータがそう高価ではなくあると良いと思う。	



137 評価の規準を設定することや、評価が難しいです。図工に時間をかけられないのも現状です。	
138 図画工作科は、各々の教員の興味や特性にものすごく左右される教科ですが、最低ラインの指導ができるよう、教員養成

の段階で指導されることを望みます。	

139 美術に関して、専門的な知識がなくても授業を行わないといけないので、教材研究をして授業に臨んでいます。鑑賞に関し
ては、毎回表現の学習のあと、みんなで見合い、相互評価する中でこちらも評価している状態です。もっと時間をかけて指
導したり、研究したりする必要があるとは思いますが、なかなか時間がとれない現状もあります。	

140 とっても大切な教育だと思うし、自分が好きな教科なので、もっと盛り上がってほしいし、他の先生方も軽視しないでほしいと
思う。軽視されているのを感じるので…とても嫌。	

141 児童の作品をどうとらえるか、どう評価するのか、検討していく必要がある。	
142 図工教育にあまり興味や知識のない教師と学年を組むと（小学校の場合）理解されずに困ることが多い。また、きちんと指

導すると時間や手間がかかるため、いやがられる。これが最大の悩みです。	

143 鑑賞に取り組み、その力が、後の児童作品に生きてくると信じているが、具体的な効果をまだ私自身分かっていません。評
価も、ついワークシート中心となり、文が書けたかどうかも重要になってしまう。しかし、私がみとるにも限界があり、考えを
表に表す力を育成するのも一方で子どもが生きていくためには必要か、と考えています。とくに評価規準のここからA、ここ
からBというのが、あいまいになることも研究会等で多く、そこの辺りも明確に示せるようにしていきたいと感じています。調
査研究おつかれさまです。先生方のお働きを感謝いたします。	

144 文科省の方々が、一番図工美術の大切さ、意義を理解されていないと思います。学校全体が、疲弊してきています。子ども
達もとても忙しく、学校もせわしいです。図工の時間くらい、ゆったりととりくみたい。	

145 表現と鑑賞は同時に行われており、鑑賞だけとり出して行う鑑賞指導において、何を、どんな力を子どもに身につけさせる
のか？ということを問題にしなければならないと思う。少なくとも図画工作科において表現と鑑賞を切りはなして考えるのは
難しい。	

146 児童に成就感をもたせることのできる教育です。よさを生かしていけるよう導いていきたいです。	
147 図工の教科書に鑑賞用の大型の掲示資料やDVDがあると、すぐ子ども達に見せることができるので活用しやすい。	

148 堺市ですが、次年度より、造形あそび・表現・鑑賞と領域別に研修会を進めていくことになり、鑑賞グループを任されること
になりました。他の先生方は、どんなことを知りたい、学びたいと思っているんだろうと思っていたところでのアンケートでした
ので、興味深く書かせて頂きました。結果を楽しみにしております。	



149 ・発達段階をふまえて、鑑賞の資料を充実させていきたいなぁと思いつつ、なかなか普段の授業では（他の工作や平面・絵
に比べ）実践できていないのが現状です。 
・他教科との重複もなるべくないようにしたい。（2年生の国語の教科書にとびだすカードが載っている→図工では4年生の
教科書に載っている）4年で図工でやる頃には、既習の状態、ねらいがちがうので、仕方ないですが。	

150 2003年度の結果・考察は大変参考にさせていただきました。続報の調査論文を待っていました。鑑賞はとても楽しい学習
であり、研究することで子どもたちの見とり＝評価にいきてきます。走り書き失礼しました。	

151 1年間、自分の研究テーマとして、鑑賞活動を取り上げ、実践してきました。鑑賞活動は、中学年にとって、難しく、興味を
もって活動するか不安でしたが、実際実践してみると、子どもたちは生き生きと活動していました。子どもたちが豊かな感性
をもっていること、さらに伸ばせる可能性をもっていることを改めて感じた1年でした。充実した鑑賞活動は必要ですね。	

152 ・自分が子どもの頃に「鑑賞」として楽しい授業を受けたことのない人が、多く教員になっていると思われる。私のような図工
専科が鑑賞の授業をするのにもいくらかの教材研究が必要なので、担任の先生にはなかなか難しい分野なのではないかと
思う。 

・楽しい鑑賞は図工をやらなくなった、美術を教わらなくなった大人に対してとっても心に残る（有用な）分野だと思うので、た
だ評価の為だけに「この作品を見て感想を…」だけで終わる授業はもったいないと思う。	

153 図工室の中で子どもが意欲を持てる鑑賞授業が展開できれば鑑賞学習もやりやすいと思いました。調査ありがとうございま
す。よろしくお願いします。	

154 授業時間の十分な確保が難しい、教科指導で忙しいなど、図工、美術教育がおろそかになったり教材研究が不十分になっ
たりしているが、こんな今だからこそ子どもの心を豊かに育てる図工、美術教育が必要であると感じる。鑑賞学習指導だけ
独立して行うことは、小学校ではなかなか難しいことではあるが、短時間であっても子どもの作品を見合ったり感想を述べ

合ったりすることで、それに充てることができると思われる。美術館や博物館などの施設と連携を取り、鑑賞学習指導を充
実させていきたい。	

155 小学校の場合、必ずしも美術を得意とした者が図画工作を指導するわけではないので（自分自身、社会科の免許はあるが
図工は専門ではなくして図工主任をまかされている。）美術を得意としない者でも、指導に支障をきたさないような教科書や
指導書のさらなる改善があればと思う。	

156 学校の中では子ども同士の作品鑑賞を重視しています。よさを認め合うことは学校づくりにもつながるからです。美術作品
にふれる機会は環境的にもちにくいです。名画、近代作品にふれる環境整備、提示の形を考えられるとよいのですが・・・。	

157 美術館のアートボックスを使った鑑賞学習は子どもにとって効果的であった。	



158 表現と鑑賞は一体化しているものだと思うので、いわゆる「表現」の学習の中には、題材の終わりの方だけでなく、題材を
通していわれています。しかし、鑑賞を独立して扱うのは難しい。教科書の中にもっとたくさん「美術作品」と言われるもの
を載せる、年一回美術館へ連れていく（せめて6年間で1回は）というのがよいのかも。	

159 作品づくりを重視した、これまでの図画工作及び美術科の指導内容から、鑑賞を多く取り入れ、「美しさ」「環境」「文化」
「生活」というものに目を向け、考え、意見を交換し合えるような学習活動」を多く取り入れたものを増やしていくことは、大
切であり、必要であると思います。小学校では、「造形遊び」＝作品にならなくてもいい＋できあがったものはこれ何？ゴ

ミ？的なものになりがちな部分を反省し、「つくる喜び」は飾ったり使ったりすることの喜びにつながり、生活や環境、文化
といったものを大切にしていくことの基礎的な感性を育むことになるのだろうという意識を持ち、鑑賞と結びつけていけれ

ば良いと思います。	

160 教科の研究を進めたい気持ちはあるが、美術科教員が少なく、校内に一人しかいないため、我流になってしまう。もっと、
多くの授業を見て、学べる機会がほしいと切実に思います。図工・美術科の鑑賞指導の授業も見たいです。	

161 子どもたちの豊かな発想が直に生きる教科であるので教員が、子どもの魅力を引き出すために様々な工夫をする必要が
るなと改めて感じました。アンケートありがとうございます。今一度、図工に取り組む姿勢を考えたいと思います。	

162 〈子どもの鑑賞能力を評価することについて〉鑑賞は、人それぞれに感じ方があるので、それを評価するのには、どこか
で、担任の主観が入ってくると思います。評価をする側としては、評価しづらいものです。鑑賞も、“テスト”みたいなものに
したり、この作品で気づかせたいことを明確にした教材や、教科書等があると、評価しやすくなると思います。	

163 表現活動においてどう指導して良いのかわからずとまどっている教員が多数いる。（特に専門で学んできていない方）し
かし、そのような人は、oo式などのやり方を児童に教えている一見上手にそろって描けているようなできばえになるがあ
まりよいものとは思えない。そのような人のために、絵の指導について何かあればよいと思う。また鑑賞についても評価を

設定しづらいと多数の人が感じている。AとBの差は何なのか設定しづらい。難しいと思う。	

164 鑑賞の学習も充実させ表現（力）領域の学習にいかしていきたい。	
165 図画工作教育は、生きる力を養うためでも、豊かな発想や表現、自他を認める大切な教育である。「鑑賞」という特別な枠

を設けなくても、子どもは『みる』という行為をくり返している。そのような授業を、教員も子どもの目線で研修、研究をくり
返していきたい。	

166 美術・図工はやはりセンスがものをいいます。学校事情で、たまたま図工担当になりましたが、前途のように、私がやって
いいのか悩みます。国語や算数の少人数指導教員はすぐつくのに、33年間で図工の専科の先生は一人も見たことがあ
りません…日本はやはり情操教育は軽視されてるのかな…？と思います。横浜美術館の「子どものアトリエ」などの取り
組みをもっと拡げてほしいです。でも今、クールジャパンの波が来て、日本の文化が再見直しされているのは、よいことで
す。子ども達にも先人の美術や工芸をぜひ鑑賞してほしいです。	



167 （中学美術を34年やり、今小学校を6ヶ月、小学校図工の立場でアンケートに回答しました。）美術や図工の評定は（5、4、
32、1or1、2、3）ほんとうに必要かとふと思います。	

168 ・子供たちへの提示資料（番書）等はできるだけ大きくしている。・鑑賞するだけでなく、ワークシートに子供が感じたことを、
造形的に表現できる工夫をしている。・そのことで、表現につながる鑑賞授業の指導法の研究を進めていきたい。	

169 表現活動の途中で、お互いの作品を見合ったり、良い気づきや表現をしている児童の作品をとりあげ、ほんの短い時間でも
鑑賞的な活動を取り入れ、自分の表現にとりこめるような感じの活動を少し意識するとうにしていますが、それでよいの
か！？迷うこともあります。→子どもの製作の手をとめてしまったり時間がかかったりするので… 

170 表現活動の中で、友達の作品をみることも重要な鑑賞活動としてとらえています。友達の作品から発想のヒントをつかむ、お
もしろさよさを見つけ、さらによい表現をみつける、ということで、表現と鑑賞は表裏一体と考え、大切にしています。また、表
現活動の導入として、美術作品を鑑賞し、活動に興味をもたせる、発想の手がかりとする、といったこともあります。鑑賞活

動のみの時間は、展覧会（校内の）ていどで、少ないですが、大切な学習であると考えています。	

171 図工の活動は、子ども達も大好きで、意欲的に取り組んでいますが、学校では年に一回絵のコンクールがあり、ある程度見
栄えのする作品にならないといけないという感じがあります。子ども達が楽しんでよく理解して描いているならいいですが、担
任の考えで“このように描け”といわれているので、きらいになっている子も多いように思います。また、担任も技術に自信が

ないので（技術もないが）指導がうまくいかずにこまっている。鑑賞については、あまり取り組んでいない担任も多い。	

172 ・材料、用具等の保管、収集など効果的な方法を考えていきたい。専門知識を有する人材が教育現場（公立小）には必要不
可欠である。	

173 本校では、電子黒板などの機器が限られていて、なかなか利用できない。今後は、タブレットが入っての授業展開も考えら
れるが、図工室でのPCやラインの整備も必要だと思われる。東京都では、区によって（区の予算の関係もあると思われる）
機器類の導入に差があると感じる。	

174 ・鑑賞を軸にした授業を自分なりに工夫し5～6年以上続けているが、勤務地（三田市）には図工専科は極少数（5人）（20校
中免許保持者の専科は2名）交流するにも限界がある。自分で各地の研究会や造形展に出向いては、知り合いを増やし
細々と学んできている。現場の教師同士の交流が自由にできれば今後増えるであろう若い人にも、伝えていけると思う。・音

楽ばかりが重要視され、長年ずっと悔しい思いをしてきた。「6年の担任より、先生は給料ひくいんやろ」とか算数や国語のよ
うに目に見えて伸びが認められないからと軽視されたり高学年では、明日図工だからインフルエンザの予防接種に入れたり

と、これらすべて自分への評価と思ってくいしばってがんばってきた。勤務地で6年目、図工展でまず担任そして保護者へ、
図工科でかがやく子どもらの作品を通して少しずつではあるが教科の必要性を訴えられたと思う。やはり時数の少なさがあ
る。他の教科と連携してすすめていきたい。	



175 英語の授業が入ってくるなどますます時間のなさ、忙しさが予想されるが、自分で感じ、考える教材の大切さしっかりと知ら
せていきたい。	

176 すぐれた作品を鑑賞することは、自分の感性をみがき、作品の制作に興味をもったり、制作に生かしたりすることにつなが
る大切な学習であると思われる。図工教育や鑑賞することで、精神的な豊かさや生活のうるおいが感じられるようになる。
豊かな生活をするためには、とても大切な教育だと思われる。さらに、時間をとって授業として活動するだけでなく、一つの

作品を置くなど、環境として場を設定することによって、自然に作品等に生きてくるものと思われる。生き生きと活動できる
場を整えて、元気に活動していけるようにしていきたいと思う。	

177 “見ること”と“つくること”は、授業の中で同時に行われている。どのような“見る”授業をしていくのか、指導者が問われて
いる。子供の感性が働く“見る”授業は豊かな学びの時間の創出につながる。	

178 図工って知れば知るほど奥深いなーと思うようになりました。題材や用具の知識が乏しいので、これからいろいろ学びたい
と思っています。鑑賞も他の先生の授業を見させてもらい、なるほど！おもしろいなと思うので、やってみたい気持ちはあり
ます。しかし教材の手配の仕方がわからなかったり、アートカードを知りたいけどなかなか売ってないそうだしで、気持ちだ

けで終わっている現状です。1番困難なのは教材（絵など）を手に入れること！何か方法を探したいなーと思います。	

179 鑑賞の授業の必要性をアンケートに答えてみて改めて考える機会となりました。教科書のDVDなどで、魅力的な、鑑賞資
料がもっとたくさんあるといいなと感じました。このアンケートによって、鑑賞の授業内容がよりよくなることを願っています。
どうぞよろしくお願いいたしします。	

180 ・教師自身がアイディアマンになり、制作を楽しみまた鑑賞を楽しみ、それがあってはじめて、教えるパワーが出てくると思
います。・つくることが苦手な教師は多いですが、見ることは誰でもできます。要は、教師自身が美術に興味を持つかがカ
ギでしょうね。（小学校）	

181 鑑賞活動と表現活動は表裏一体だと考えて実践しています。このアンケートにおける鑑賞学習とは、いわゆる美術作品に
ついての鑑賞を指しているのでしょうか。児童の作品の鑑賞も含めて、鑑賞学習を多用に年間計画に組み込んでいます。	

182 ・造形遊びのような活動は、（特に低学年では）とても重要な意味があると考えていますが、個人の作品として残らない、評
価が難しいと感じています。・図画工作科の配当時間の中で、1枚の絵をゆっくり丁寧に仕上げる時間がとれず、不満です。	

183 “つくる”こと同様に、自分なりに“みる”ということは非常に重要であり、相互に働き合っていると考えていますが、“みる”学
習として歴史的文化的に優れた美術作品を鑑賞する必要性はあるのか？と考えてしまいます。鑑賞教育をするのであれ
ば、子どもの日常に根ざした対象（学校の風景や普段見ている広告友だちの作品など）を題材として鑑賞の授業が作れた

らよいなと思います。	



184 ・鑑賞学習は低学年にいけばいくほど独立して行うことが難しい。興味をもって取り組めるよう学習内容を考えなければと思
う。・若手の教員や臨時教諭が増えてきた。実技研修を学校内で組んでいかなければ、授業力はおちていくと思う。本校は、
長期休業日に若手を集めて版画や墨の作品作りを行った。	

185 心を育てのばす、ふくらませる美術図工の体験をできるだけ多くとりたい。大人（教師・親）の編った見方や考え方、感じ方を
けいもうしていきたい。→本物そっくりうまいのが美術。「私のリンゴ」を描ける日はいつなのか！	

186 研究ありがとうございます。現場に還元されることを期待しています。	
187 ・教員自身、研修に参加できるような時間の確保が必要。・高学年の授業時数50時間から増やすことが出来ればよいと考

えている。	

188 小学校高学年、中学校と進むにつれて授業の時数が減少していく。物を作り出す力や、感性を大切にしていくことが今後の
世の中で生きていく力で必要だと思われるのにもかかわらず、図工と美術教科を重要視していない現実に、危機感を感じて
いる。スマートフォンの普及によりバーチャルな世界が横行している。現実世界を認識させるためにも今後の図画工作科の

役割は大きいと思う。	

189 図画工作の授業時数が少ない中、高学年になると、週1～2時間である。1時間では作品が仕上がらないので、休み時間や
放課後などで完成させている。個人の思いを表現させ、情操教育にもよい学習なのに、国語や算数等の教科より軽視され
ているようにも思える。授業時数を確保してほしい。また、教材研究をして道具を集めるのに時数が足りない。	

190 ・お互いの実践をインターネットで共有し合い、活用し合える気軽なサイトを立ち上げてほしい。	
191 小学校3年生以上の図工の授業時数が減って久しい。表現も鑑賞も、ゆったりしたカリキュラムの中で授業を展開したいと

強く思う。豊かな授業をしていくための、教員の専門的研修の機会、時間をじゅうぶん保障してもらいたい。小学校の教科書
は、「カタログ」的でいながら自由度が低いと感じる。図工の評価（特に評定）について、「到達ものさし」的な評価で良いのか

強い疑問を感じている。鑑賞教育は、小学校の場合は自ら制作したものなどを、飾る、使う、遊ぶなどを通して味わうことも
大きい位置とすべきであり、本格的な美術作品や文化財等の持つ価値を深くわかっていくのは、思春期以降になると考える。	

192 鑑賞学習指導については美術に関する専門的な知識や資料が必要であるため、小学校の教員はどうしても苦手意識を
もってしまいます。気負わずもっと楽しんで鑑賞指導をしてもよいと思いますが、美術館の学芸員の方とのコラボレーション
授業や専門的な知識をもつ人の出前授業のようなものを取り入れられるとよいと思います。また、そのような連携ができる

ような窓口を整えていただけると、もっと積極的に鑑賞指導に取り組む先生が増えるのではないかと思います。	

193 実物、本物と接する機会を設けるべきです。教育課程上、｢美術館へ行く」という活動をとりいれて、作品やそのまわりの空
間を味わうというような鑑賞教育が必要と思います。	



194 鑑賞学習でワークシートや発言等で授業を展開することが多いが、児童の国語の力を試すばかりで、方法として図工の
授業にはあっていないように感じている。「作品を見る」という行為から児童は様々な物を感じ取ってはいるが、それらはも
ちろん書く、話すという言葉としても表すが、自分の制作にも何らかの形で反映される。言語で表す場合,児童にとっての
「キレイ」は児童によって異なり、それらを評価することは国語の領域だろう。言語で表せない部分を様々な手法で表現し
ているのが芸術分野であるというという面も有す。そこから感じ取ったものを再言語化するには無理があるのでは。「良さ、

美しさ、面白さを感じ取る」｢表現や材料の感じ、表現の意図などをとらえる」は、そこに解答があり、児童がそれを読み取
るための時間が鑑賞授業のように感じてしまうが、「作品を見て学ぶ」ということはどういう事なのか。鑑賞教育の意義や
あり方について、今後の時代の動きも踏まえ考えていきたい。	

195 図工が得意というわけではなく、苦手意識もありうまく指導ができない日々です。資料等もうまく使えず、指導書中心の指
導ばかりです。うまく回答できず申し分けありません。	

196 ほんものとふれあうことは大切だと思う。どのような問いかけ資料を使えばいいのか具体的に知りたい。実践例を多く知り
たいです。	

197 表現と鑑賞の一体化で作品作りのヒントになるように、絵本や図版、写真集を利用することはよくあるが、独立した鑑賞の
時間はとれていない。低学年担任でもすばらしい作品に触れさせることは大切だと、アンケートに答えながら気づかされま
した。	

198 若手教員の中には美術作品を見せる必要性を感じないという教員もいる。鑑賞の能力が高まったといえる児童像が、教
員自身はっきりと分からず思い思いの鑑賞を行っているのが現在の状況である。特に美術作品を見ず、子ども同士で作
品を見るだけの鑑賞が多く、これで良いのかと不安になる。やはり美術作品は見せるべきなのだろうか。それならば方法

は？評定のしかたは・・・？	

199 図工の時数が少なくなっているため子どもの活動の時間が十分に確保できない時があるので、年間計画の精選も必要と
感じます。特に担任ではなく入り授業では難しく感じます。	

200 最初の方のアンケートをやっていてわかったのだが、鑑賞の時間（授業）はとても大切に思っているのだが授業では扱い
づらい現状がある。一番の原因は作品制作に時間をとられてしまうということ。しかし作品制作の時間も、もっともっと保障
して挙げたい。中学で1時間（50分）の授業をやっているが、集中できてきたと思ったらすぐチャイムが鳴ってしまう。楽し
さを感じるまでいかないうちに。それでは美術の楽しさを味わえない。かといって授業で鑑賞だけにするのでは、もっと図
工の意味が薄くなってしまう。	

201 鑑賞教育のあり方において多様な考えや方策があると感じている。自分がやってみて有効だと思えるものを実験的に実
施してきた。現代アート的なものを教科書に取り入れる際、現場の教育方針に合わないものもあったりするので、よく精選
した上でかたよらない内容のものを入れてほしいと思っている。	



202 美術館などで本物にふれる機会が学校ではまだなかなかできない。各家庭でふれる機会があれば理想的。	

203 私は日頃から表現活動と鑑賞の一体化を意識しています。制作において事前学習や途中や事後の振り返りなど、いつで
も鑑賞は可能です。一方では教材研究や研修に出かける時間が取れなかったり、資料や提示機器、施設が不十分である
現実があります。毎日、校務が多忙で資料収集や研修に出かける余裕のない若い教員を多く見かけます。鑑賞学習の充

実を現場に求めるためには行政側の認識や理解が必要です。教育に人員や予算を投ずることが可能にならない限り、行
き届いた鑑賞教育の充実は困難だと考えます。	

204 指導要領・教科書で示されている鑑賞指導も大切かもしれないが、一番大切なのは作品のもつ力を、眼を通して感じること
である。そのためには”あれもよい　これもよい”という鑑賞ではなく、人類にとって宝である古典を浴びるほど親しませ　”こ
れが美しいんだ”と価値づけていくことであると考える。ミケランジェロも手塚治虫もポップアートもすべて切り取って並べる

ような鑑賞の仕方は、偉大な作品をかえって歪めてしまい、子どもが幸福になることから遠ざけてしまうのではないだろうか。
マンガや現代美術を否定しているのではなく順序の問題である。本物＝本当にいいもの＝生命的なもの＝歴史の裁きに

耐え得たもの＝人間の精神を高め健康にするものをまず見せるべきである。	

205 よろしくお願いいたします。	
206 今回、アンケートに記入させていただきましたが、専科でないこともあり、あまり図画工作に対する知識、教養、技術がない

中での指導に苦しさを感じています。感性を磨くための指導とはどのようにしたらよいのか、自分自身もわからないので、
評価もこれでよいものなのかと半信半疑です。あまり参考にならないとは思いますが、よろしくお願いします。	

207 ワークショップ形成の鑑賞学習のバリエーション（川口、アトリアのスタッフのみなさんの活動です）が増えているので個人
的にはどんどん学校に導入してみたいと思いますが、学校の行事、授業時数の限界もあり、残念です。	

208 小学校の教科では、美術専門の教員も少なく、鑑賞学習等はなかなか難しい現状です。これからの教育では、小中連携等
で、専門教科担当の派遣等で、小学校でも授業・実践を見せて頂きたいです。資料も大切ですが、“百聞は一見にしかず”	

209 鑑賞学習を学習指導要領を通して、正しく理解されていないことが多い。鑑賞学習を学習指導要領に基づいて、研究され
る機会が多くなれば良いと思う。	

210 国立美術館の指導者研修は非常に良かった。引き続きその指導を続けていきたいと思うが、数年、間があくとその精神や
最新の情報が薄らいでしまう感がある。再度行きたいと思うが、そうならない制約があるため残念ながら行けていない。そ
の他、表現指導を重視した研修は多いが、鑑賞について少ないことも影響していると思われる。	



211 生活の中で、ものを作ることが少なくなった上、授業時間も少なくなり益々、手先を動かし、目と頭を働かせて作業すること
が少なくなり、子どもの成長に、偏りが感じられる。勉強が重視され、頭でっかちになり、手がどんどん動かなくなっていると
思う。図工や家庭科はこれから何年も生きていく上で必要な教科だと思う。これ以上授業数が減らないように、また、作るこ

とが楽しいと思える心がとぼしくならないように、これからも頑張っていきたい。	

212 児童は図画工作が大好きで、自分の手を動かして作りたい！と思っているので今の時数では美術に関する講義のような
授業を取り入れるのは難しいと感じます。鑑賞については、自分たちの作った作品を見せあい、気に入ったところを書くな
どの活動を主としています。たまにアートカードを使ったりスライドを見せたりしながら鑑賞の授業を導入に取り入れますが、

アートカードは何度も使えないし、導入が話やプリントの記入、発表で時間がかかりすぎるのがあまりテンポよくないので、
美術作品を見せる鑑賞はこの次になっているといえます。しかし個人的には、児童にはたくさんの表現をとおして創造の楽

しさを感じ技術を身につけて欲しいと思っているので、振り返りや友達の作品の鑑賞以外の鑑賞学習指導の必要性はあま
り感じていません。	

213 アートカード等、指導書にも入るようになってきているが、使い方がまだまだ不十分であること、興味をひくように導入をか
けることが大切であると思われるが、他の時間にとられ、なかなかできないのが現状であり、目の前の展覧会の提出用出
品作品の制作等に時間をさいているのが現実です。	

214 教科書の活用の仕方…ただ完成作品を見せるのではなく、材料、方法を、児童なりに工夫の余地があるように提示しなけ
ればならないと感じます。　鑑賞学習について…見たものを言葉にしてしまうとうまく表現できない児童も多い（ワークシート
など）。作品、素材、景色に出会ったときの感動、表情をしっかり見ることや児童なりの見え方、感じ方を大事にしたい。また、

鑑賞するための視点や気づきを促す言葉かけについて、よく研究をしていきたいと感じます（美術館の子ども向け資料やガ
イド、パンフを参考にしています）。アートカードの活用、美術館見学のギャラリートーク、アートオークション、資料の借用な

ど手立て、方法についてまだまだ勉強していきたいです。	

215 研究発表会では、すばらしい授業が実践されている。子どもも喜んで活動している。それを参観して思うのは、発表を自分
の授業として行うことの大変さ、それが「図工」が特に大きい。例えばすばらしい「造形あそび」をやって、どう評価、評定す
るのか。私の県は専科ではないので、とうてい無理であり、さらに通知表に◎△、要録に３、２、１などつけなければならな
い。「図工の研究と実践」「現場の評価評定」が離れてしまっていると感じる。	

216 絵画コンクール、感想画コンクールなどにふりまわされがちで、様々な表現、鑑賞活動に授業時間をつかうことができない。
人物の描き方等、具体的に技術を教える機会が少ない。（道具について指導する機会はある）	

217 あらゆる、図画工作科教育（鑑賞学習指導）における根っこには、子どもの感性を引き出し、それぞれの思いをありのまま
に表出できるように土台をつくることが存在すること、大切であると考え、実践しています。そのために参考となる資料をぜ
ひ作成してください。	



218 この調査が図画工作科教育の発展につながりますように。	
219 近くに美術館があると、校外学習として、展覧会に行き、本物の作品を見るということを行いやすい。また、近くにあったとし

ても発達年齢にあった作品を展示しているかも重要である。	

220 東京都で図工専科として勤務して７年目になります。元々の専門は外国語のため、鑑賞の授業はもとより、美術全般につ
いて無知なため、武蔵野美術大学の通信課程で美術の教員免許を取得中です。専科教員として、また、造形教育の研究
（学会）に関わる者として気づいたことを下記に書かせて頂きます。「鑑賞教育」については、多くの著名な研究者や美術を

専門とする教師がその重要性をうったえて、論文や書籍が多く出版されています。しかしながら、小学校の図画工作科で
は、「つくる」こと＝表現の指導法や材料の精選、導入などを重要視する傾向があるように思います。確かに、豊かな情操

や内なる感性、感覚をみがくには、鑑賞教育が非常に重要であることは言うまでもありませんが、現場の人間（特に全科出
身の図工専科や担任；美術が専門でない教員）にとっては、それを気付かせる機会がほとんどないのが実情です。毎年、
夏に行われる鑑賞の研修（東京都）も人気が高いですが、ほとんど当たらないという話も耳にします。研究者や美術を専門

とする方々の数多くの著名な研究とは相反する現場の実情がとても残念で仕方ありません。	

221 指導要領の改訂で「言語活動の充実」が図画工作、美術科でも取り入れるよう強制されるようになった。本来、「言葉にでき
ない感情、思いを表現する」教科であるのに、その本質をわかっていない識者におしきられてしまった。改訂では現行の時
数を守るのにせいいいっぱいだったと作成に携わった方から伺った。本来の図工美術の表現活動の本質がないがしろにさ

れないように、「言語活動を充実した」結果、図工・美術が嫌いになる児童、生徒が生まれないことを祈る。	

222 私は学芸員資格がありますので、美術館との連携もスムーズに行え、3年前から子どもたちを美術館に連れて行っていま
す。もちろん学年の先生方のご協力が得られないと難しいので、その点は感謝しております。中学に行ってからも、美術館
での経験は大きいようで、美術の授業で話題にのぼるとききました。また、自校での資料等を使った授業も、どのように行

うか分からない場合は不安です。実施した経験のある先生に話を聞いたり、実践例を確認したりなど、難しい面もあるかと
思います。鑑賞の授業を取り入れて、子どもたちの感受性が広がったと思います。これからも大切にしていきたいです。	

223 鑑賞学習は、正直あゆみや指導要領での評価が必要なため時間をとってやっているのが実情である。友だちや自分の作
品の鑑賞タイムはとるが、それ以外のことはなかなかできない。一番は、作品作りで思うより時間がかかり、時数確保がむ
ずかしいという理由である。鑑賞の研修の充実は望みます。	

224 私は図工が専門ではないですが、図工・美術は好きなので、子どもたちと一緒に楽しく授業しています。学習指導要領にあ
ることは」しっかり指導していきたいと思っています。小学校低学年の担任が多いのですが、鑑賞は、有名な作品を見ると
いうことでなく、友だち同士互いの作品を見合って鑑賞していることが多いです。	



225 小学校では1時間の鑑賞よりも、製作とうまく組み合わせて15分程度のモジュール授業をすることも効果的です。今回の
アンケートではそこまでは表れていませんが、1時間授業だけを対象として研究を進めるのでなく、内容を検討することが
指導上必要だと思います。	

226 鑑賞教育について、滞りがちなので新しい教材や指導法が世に出てくることを期待しています。お願いします。	

227 感性を働かせるとはどういうことか、つくりだす喜びを味わうとはどういうことか、豊かな情操を養うとはどういうことかと
いった図画工作科の目標にせまれる研修会の充実がさらにできていくといいなあと思う。美術文化に対する教養を高める
機会の充実もなされていくと研修の機会も増え、いいなあと思う。	

228 ・作品をつくらせるだけが、図工科の目的でなく、作品をつくりあげる過程を大切にしたい。・地域保護者の意識の変革　美
しいきれいな作品＝よい作品という意識から子供の思いや気持ちを表現させる手だてを考えていきたい。	

229 市教研（鑑賞分科会）他研究会で話題にできますので活用させていただきます。東京都八王子市立浅川小学校山口佳奈
美	

230 図画工作科の評価の観点がとてもわかりづらく、評価しづらいです。絵画とか工作とか分けて評価したほうが評価しやす
いです。	

231 授業時間数が少ないこと、近隣に本物の作品を鑑賞できる美術館等がないこと　すぐには改善できることばかりではあり
ませんが、図画工作科教育にはたくさんの課題があります。教員の工夫のしどころでもあります。研究を重ねていきたいと
思います。	

232 図工・鑑賞教育について評価はすべきでないと考えます。これがなくなれば子どもは大いに感性を働かせて本来の姿を見
せてくれるでしょう。	

233 学校の教育課程が多様化し、図画工作の時間があっても多くの時間をかけての制作活動ができにくい現状があります。2
学期はコンクール等もあり、出品に追われるのが実態です。また家庭から材料をさがし持参するということも担任の思いと
異なり、「身の周りから捜してくる」のではなく、100円ショップなどで購入したものを持たせることが増え、工作の作品」に
使ってもねらいとするものに至りにくいということも最近感じることです。美術教育は家庭の変化と共に学校でのあり方も
難しい要素が増えてきているように思います。	

234 鑑賞して感じたことを、言葉で表現させての評価には、国語力の問題も、からんでくるので、疑問に思う。何を感じている
のかを指導者がきちんとつかみ、評価することは困難と考える。作品を見ていく機会は大切なので、折にふれ鑑賞させる
ことが重要だと思う。評価そのものにはあまり賛同できない。いつか、その子の人格形成や生き方にプラスになることを期

待している。	



235 都内にある小学校に勤務しているので、美術館は地方に比べると近くに多くあるが、交通費（貸し切りバス）を自己負担にし
て子どもたちをつれていくこと容易ではない。現在は、4年生を他の見学と合わせて美術館鑑賞教室を年に1回実施してい
る。一昨年までは、徒歩と公共交通機関を利用して実施していたが…。歩いて行ける距離に美術館が立地している学校が
うらやましい。	

236 どの教科も研修受けたいが、研修があることで仕事が苦しくなるのが現実とにかく図工に限らず時間がない。いろんな表現
方法を「こうしなさい」と限定して授業している先生をみると悲しくなる…もっとのびのびした作品を求めたいといつも思います。
汚くてすみません。よろしくお願いします。	

237 近くの美術館に学年で行きたいとずっと思っているが、学年の総合学習等での行事も多く、学年の協力を得るには及んでい
ないのが現状である。（前校では学年で近くの民家集落への写生が実現できたが。担任で元美術部という人がいたので。）	

238 ・所属学校の教務担当から、どこか外部に出るなら前年度（2月くらい）に新年度の計画を出して欲しいと言われた。そこで、
学校から行けそうな美術館に次年度、どのような展覧会が行われているかたずねてみたところ「そんな先のことはまだ決
まっていない、どんな絵が展示されるのかもわからない、料金もわからない」と言われた。いつどこでどんな展覧会があり、

その内容によって何年生ならその鑑賞に適しているか考えて計画したいが、美術館に聞いても、「それってどうしても美術館
に行かないとダメなの？」「写真とかでいいんじゃないの？」「往復にかかる時間がもったいない」と言われるので美術館に行

く計画を立てることはあきらめた。・今回私が所属している学校は高学年がとても荒れていて、外に連れ出すファイトはあり
ません。どなたかに来て頂いても、参加しない子もでるかもしれないことを考えると、外部講師も呼べません。・10分話をき
かせるだけでも大変です。私に鑑賞だけで時間をもたせることや（高学年）できません。ものさしで机をたたいたりイスをけと

ばしたりして妨害行動がおきます。・後遺症の残るケガをさせないこと、死なせないことが今年度の目標でした。こんな状況
で鑑賞指導をどのように展開したらよいかわかりません。・このアンケートを書きながら自分がきちんとした指導ができない

力不足の教員であることをひしひしと感じ、子どもたちに申し訳なくなりました。	

239 公的な研修に参加するようになり、図工に関心が出てきました。（自分自身も美術館へ行くのは好きになりました。）	

240 子どもたちも（教員も）やらなくてはならないことがたくさんで、小学校においては図画工作科だけにじっくり取り組もうとする
ことが難しいと感じています。子どもたちの表現活動にじっくり向き合い、子どもたちの活動中に子どもたちのつぶやきや子
どもたちの感じたことに共感するような余裕を持ちたいと常に思っていますが、現実はなかなか難しいと感じます。	

241 評定の難しさが、図画工作科の難しさをつくっていると思います。評定がなかったらもっと楽しいのに。	



242 図工教育は子どもの情操を豊かにする重要な教科であり、子ども独自の表現が表れる特徴ある教科でもある。子どもも好
きな教科のNo1に上げている教科であるのに年々授業時間が削減され、中学では特にその傾向が強く残念に思う。豊か
な感情、美意識を育てるという意味で日本の図工教育は遅れていく。と言わざるを得ない。遅くなりすみません。	

243 最近、絵をかきたり、物を作ったりする活動で、子どもたちがその材料や道具を大切にしない場合がたいへん多い。これで
は鑑賞というような高貴と思われる行為はなされないように思う。まずは、自分が絵や物を作成することの楽しさや喜びを
感じることができることが学校教育の美術（図工）の一番大事なところだと思う。鉛筆、絵の具、画用紙等、大切にしてほし

い。	

244 返信遅れすいません。本区は図工部会で活動と鑑賞についてを今年度のテーマにして研究をしています。どちらかという
と独立した鑑賞というよりは活動と鑑賞が子どもの中で相互に行われているということをベースとして、題材や、活動につ
いて考えています。地域の美術館にギャラリーツアーにでかけたり、独立した鑑賞も行いますが、小学校図画工作では、

子どものつくることと見ることのつながりを、しっかり教員がみとっていこうということに重点をおいています。	

245 個性も大事だとは思うが、模倣することを、もっと取り入れてもよいかと思う。自分の好きな作品を見てそのまま描くことも
図工が好きになるきっかけになると思う。	

246 ・いろいろなところからポスターの依頼がくる。図画工作以上の技術、また時数が必要になっていると感じている・子どもた
ちに本物の絵画を見せることが大切だと感じている。が、美術館や博物館など、親への啓もうも必要と感じている。	

247 美術館からのサポートが、もっと楽な形でお願いできるようになればうれしい。何回か利用しそれなりに良かったが、当日
までの話し合いの時間の多さ、学校で準備するものの多さなど、大変だった。その経験があるので、何となく足をふんでし
まう。本物の作品ではなくレプリカの貸し出しでもよいので、学校からの要望にもう少し自由に答えてほしい。現状では、美

術館から遠い学校の子どもは、かなり不利だと思う。別件　3学期というのは、学校はかなり忙しいので、このようなアン
ケートは以後1学期か2学期に行ってほしい。	

248 私自身、「小学校図画工作科における鑑賞学習のあり方」について1年間研修を深めたので、現在、学校においても推進
している。しかし、全教員に広めようと思っても必要性を感じている人が少なく、時間がない中で難しいと感じている。鑑賞
だけでなく、図工そのものが教科として、「絵を描いたり工作をしたり」するだけで力を引き出したり伸ばしたりするものと

思ってない人が多いことが残念である。そのような教員の図工の授業は、子どもに作業させておいて、自分は丸つけをし
ていたりもちろん、評価も見栄えがよいものをAと評定する、鑑賞においては感想をたくさん書いた子をAと評定したりなど、
嘆かわしい現状である。そのような指導者のもと、子どもたちの作品はそれなりのものしか生まれてこない。子どもの感性
は引き出されることなく、残念です。	



249 作品展に向けての作品づくりが中心となっていて、なかなか鑑賞ができません。作品展も、かなり教師の手が入ったものに
なっていて、開催する意味がよく分かりません。現場では、作品主義の図工が一般的です。	

250 日本人は美術館がすきだ。そしてオシャレもすきだ。めずらしいものにとびつき、メディアが取り上げたものはまるで流行し
たようになる。その中で小学生でも友だち同志の相互鑑賞だけでなく、「これがすき」という見方や「これってこんな気もちで
つくったんだ」等々、身近や有名な美術作品について積極的に紹介していくべきだと考える。子どもの頃から日本のよさを

伝える文化や、新しいアーティストの作品などを見せていくことで、様々な「美しい」感覚がついていくのではないか？みんな
が良いから私も「すき」になるのではなく１人１人の「美しい」感覚を育てるためにも・・・表現と共に鑑賞が扱われることを重

視したい。	

251 現在、３年～６年（各３クラス）の図工授業を担当し、週時数２４時間を受け持つ。毎日が、片付けと準備に追われ、その他
に教科以外の仕事もあり多忙を極める。採点や評価は全く間に合わず、土日出勤もしばしばである。このような状況で、教
科の研究等は、睡眠時間を削って行うしかない。普段の睡眠時間は４時間程度で年々現場は厳しくなっている。大田区立

高畑小学校図工専科○○○○	


