
中学校美術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、中学校の美術科を担当されている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12年が経過した現時点における現状を改めて調査
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、中学校において、学習指導要領に示される美術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ることを目的としてい
ます。 	  
	

調査対象	  
　中学校の美術科の授業を担当している教員3778人（『全国学校総覧2014』より学校を抽出） 	  
	

調査期間	
　2015年5月~2015年6月	
	

調査内容	  

　Ⅰ 調査対象者について	
　Ⅱ 美術科の学習指導について	
　Ⅲ 美術科の鑑賞領域の学習指導について	
　Ⅳ 美術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。	

	

 「中学校美術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	

　	



3778通送付 
中学校の美術科の授業を担当している教員3778人
（『全国学校総覧2014』より学校を抽出）  

回収数930　 
回答率24.6% 



Ⅰ 対象者 



北海道 	 35/122	   千葉	 40/177	 福井	 7/29	 岡山	 20/59	 佐賀	 7/26	

青森 	 11/36	 東京	 59/261	 富山	 8/31	 広島	 14/78	 長崎	 7/36	

秋田 	 8/22	 群馬	 16/64	 石川	 9/45	 鳥取	 3/15	 宮崎	 10/31	

岩手	   13/37	 山梨	 7/26	 三重	 19/63	 島根	 4/18	 熊本	 8/51	

山形	 8/34	 神奈川	 80/280	 滋賀	 13/51	 山口	 12/37	 大分	 5/33	

宮城	 18/60	 長野	 15/73	 京都	 15/74	 徳島	 4/21	 鹿児島	 10/39	

福島	 13/57	 新潟	 24/55	 大阪	 54/311	 香川	 14/36	 沖縄	 18/68	  

茨城	 18/96	 静岡	 34/130	 奈良	 11/46	 愛媛	 10/44	

栃木	 12/57	 愛知	 81/276	 和歌山	 3/23	 高知	 3/14	

埼玉	 40/237	 岐阜	 20/71	 兵庫	 55/178	 福岡	 35/150	

１：あなたが勤務する都道府県　　回収数/送付数　 



２：あなたの性別　　　 

N=930	



３：あなたの年齢　　　 

N=925	



４：あなたの勤務年数（講師期間も含む）　　　 

N=929	



５：あなたの勤務形態　　　 

N=923	



N=2208	

６：あなたの取得免許状・資格（複数回答可）　　　 



N=3351	  

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）　　　 



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。　　　 

N=926	



Ⅱ 美術科指導 



N=3934	

１：あなたが、美術科（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=931	

２：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「美術の創造活動
の喜びを味わう」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=931	

２：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「美術を愛好する
心情を育てる」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=929	

２：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「感性を豊かにす
る」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=928	

２：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「美術の基礎的な
能力を伸ばす 」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=929	

２：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「美術文化につい
ての理解を深める 」指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=927	  

２：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「豊かな情操を養
う」の指導は十分ですか。その度合いをお答えください。  



N=930	  

３：あなたの美術科指導（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=929	

３：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「表したい主題を
生み出す」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=931	  

３：あなたの美術科指導（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=928	

３：あなたの美術科指導（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=931	

３：あなたの美術科指導（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=930	

３：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「表現の意図や特
徴を読み取る」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=931	

３：あなたの美術科指導（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=929	

３：あなたの美術科指導（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=928	

３：あなたの美術科指導（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=928	

３：あなたの美術科指導（表現領域を含む全般）について、「場所や環境の特
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=925	

３：あなたの美術科指導（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。  



Ⅲ 鑑賞指導 



N=4016	

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=3974	

２：生徒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=2418	

３：生徒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=930	

４：鑑賞学習指導において、「主体的な見方や感じ方」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=929	

４：鑑賞学習指導において、「他者の多様な見方や感じ方」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=930	

４：鑑賞学習指導において、「作品に込められた思いや意図」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=930	

４：鑑賞学習指導において、「作品の中の色や形の効果」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=928	

４：鑑賞学習指導において、「作品の構図や配置の効果」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=925	

４：鑑賞学習指導において、「作品に関する知識」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=929	

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=928	

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=928	

４：鑑賞学習指導において、「美術と社会・環境とのつながり」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=928	

４：鑑賞学習指導において、「生活の中での美術の働き」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。  



 	 度数	最小値	 最大値	 平均値	

第1学年	 889	 0時間	 50時間	 4.1時間	 

第2学年	 889	 0時間	 45時間	 3.6時間	 

第3学年	 888	 0時間	 45時間	 3.6時間	 

5：年間の美術科授業のうち、およそ何時間を「独立した鑑賞学習」に充てま
したか。   



N=911	

6：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=930	

7：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=929	

7：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=929	

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



N=922	

7：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=926	

7：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=926	

7：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=921	

7：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=916	

7：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=925	

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



N=925	

7：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=923	

8：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。      



鑑賞学習指導の積極性の変化〈前回調査との比較〉（棒グラフ） 
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鑑賞学習指導の積極性の変化〈前回調査との比較〉（折れ線グラフ） 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

消極的	 やや消極的	 ある程度積極的	 積極的	

2003年（N=447）	

2015年（N=923）	



N=931	

9：8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=928	

9：8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=927	

9：8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=926	

9：8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=924	

9：8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=926	

9：8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=927	

9：8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=926	

9：8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	

9：8の回答に関わらず、「生徒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=927	

9：8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=925	

9：8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=925	

9：8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=927	

9：8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=925	

9：8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=925	

9：8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=919	

9：8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=926	

１0：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=927	

１0：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=927	

１0：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=927	

１0：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=928	

１0：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=927	

１0：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=922	

１0：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=926	

１1：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=926	

１1：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=926	

１1：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=926	

１1：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=928	

１1：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=928	

１1：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=927	

１1：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=925	

１1：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=926	

１1：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=921	

１1：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 



N=825	

「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、「主体的な見方や感じ方」をどのくらい重視しているか。 



N=824	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=825	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=825	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=823	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=820	

「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、「作品に関する知識」をどのくらい重視しているか。 



N=824	

「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=823	

「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=824	

「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、「美術と社会・環境とのつながり」をどのくらい重視しているか。 



N=824	

「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、「生活の中での美術の働き」をどのくらい重視しているか。 



N=84	

「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、「主体的な見方や感じ方」をどのくらい重視しているか。 



N=84	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=84	

「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」をどのくらい重視している
か。 



N=84	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=84	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=84	

「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、「作品に関する知識」をどのくらい重視しているか。 



N=84	

「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=84	

「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=84	

「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、「美術と社会・環境とのつながり」をどのくらい重視してい
るか。 



N=84	

「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、「生活の中での美術の働き」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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、
「主体的な見方や感じ方」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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、
「作品に関する知識」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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=16	

「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=16	

「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、
「美術と社会・環境とのつながり」をどのくらい重視しているか。 



N=16	

「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、
「生活の中での美術の働き」をどのくらい重視しているか。 



N=596	

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=595	

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=595	

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=594	

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=592	

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=595	

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=595	

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=594	

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=592	

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、「生徒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=595	

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=595	

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=595	

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=595	

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=594	

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=593	

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=590	

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=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、「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=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、「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=325	

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=325	

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=325	

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=324	

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=325	

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=325	

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=325	

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、「生徒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=325	

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=323	

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=323	

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=325	

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=324	

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=325	

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=322	

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=593	

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=594	

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=594	

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=594	

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=594	

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=593	

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=590	

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=325	

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=325	

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=325	

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=325	

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=324	

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。 



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「鑑賞学習に関する研
究や研修の機会の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=592	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術についての研究
や研修の機会の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=592	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術文化に対する教
養を高める機会の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=592	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「教員養成課程での鑑
賞に関するカリキュラムの充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=593	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術に関する資料の
充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=593	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「鑑賞学習に関する実
践例などの資料の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=593	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「鑑賞学習に関する目
標や評価の指標」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=593	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「十分な授業時数の確
保」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=590	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「学校における提示機
器や施設の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=592	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「地域社会における美
術文化施設の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=590	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「鑑賞学習に関する研究や
研修の機会の充実」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、これから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
修の機会の充実」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、これから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
高める機会の充実」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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「教員養成課程での鑑賞に
関するカリキュラムの充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=325	



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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「美術に関する資料の充
実」の必要性をどのくらい感じているか。 

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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「鑑賞学習に関する実践例
などの資料の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「鑑賞学習に関する目標や
評価の指標」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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「十分な授業時数の確保」
の必要性をどのくらい感じているか。 

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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「学校における提示機器や
施設の充実」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、これからの鑑賞学習指導を充実させる上で、「地域社会における美術文
化施設の充実」の必要性をどのくらい感じているか。 

N=323	



クロス集計 



勤務年数と美術科における「表したい主題を生み出す」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「発想･構想をふくらませる」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「表現方法を工夫する」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「イメージしたことを言葉に表す」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「表現の意図や特徴を読み取る」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「美術作品を味わう」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「形・色・構成などの特徴」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「材料の特性」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「場所や環境の特徴」の重視度のクロス 



勤務年数と美術科における「用具の使い方」の重視度のクロス 



勤務年数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「生徒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 



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鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「目標設定に困難
を感じる」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「必要性を感じな
い」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「生徒が興味や関
心を示さない」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「授業時数が少な
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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「提示する資料が
乏しい」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「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 



鑑賞学習指導の積極性と鑑賞学習指導を阻害する要因として「近くに美術館等
がない」を挙げている程度とのクロス 



鑑賞学習指導の積極性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 



鑑賞学習指導の積極性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 



鑑賞学習指導の積極性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 



鑑賞学習指導の積極性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 



鑑賞学習指導の積極性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 



鑑賞学習指導の積極性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 



鑑賞学習指導の積極性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 



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 ・四国、徳島県では、県中教研美術部会において表現鑑賞の授業、また連動させた授業、美術館との連携をはかった授
業研究を行っています。・また、中美研という任意研修会にて副読本、標準美術鑑賞シート作成を行うことで、教師間の連
携をはかり、授業内容等の共有化をはかっています。・授業実践事例、ワークシート、指導案集等も充実していますが、授

業時数の削減と専門教師の採用数の減少が課題としてあげられると思います。	

2 ・ちょうど、鑑賞授業について研鑚を深めたいと思っていたので、興味を持って回答させていただきました。実践例（学年ご
と、鑑賞の評価基準等）もう少し勉強したいです。	

3 最も懸念することは、授業時間です。限られた時間の中で4つの観点（つまりは、倍以上ある他教科と同等の観点）を評価
するには少々無理を感じます。土曜授業の再開や長期休暇の減少など、様々なお話を耳にしますがただただ教師の負担
によって解消するのではなく、生徒や教師を含めた、教育に関わる人が充実した環境を今後つくっていかなければならな

いように思っています。	

4 私は再任用5年目で本年度が最終となります。小学校2校12年間、中学校8校31年間を図工・美術科教育を中心に生徒
とかかわってきました。どんなに荒れた状態の学年でも、美術にかかわった制作鑑賞は、子供の目が輝きました。このこと
が私の生きがいともなりました。今回のアンケートや、その後の研究が、現場に大きな力となります。大変な作業ですがよ

ろしくお願いします。和歌山市○○○○ 
5 鑑賞学習は、表現活動に関わって、教科書や資料集を見せる程度だったので、反省して、自分でプロジェクタを買いました。
できることをふやしていこうと思います。今後、鑑賞学習に関わる情報を多く得たいと思っています。教科以外の業務で多
忙なことも、研究できない要因です。	

6 今回の研究を通じて、再度自身の鑑賞教育への取り組みを振り返ることができました。よい機会を頂けまして、ありがとう
ございました。現場での実践を積み重ねながら、美術科教育の地位の低さをなんとか解消したいと頑張っております。この
結果、調査を通じて、さらに美術教育が充実していくことを願っております。	

7 小学校の指導に、専科の教師が必要！音楽では、よく専科の教師がいるのに、美術には少ない。そのことによって中学校
で多くの課題がありすぎて時間がなくなっている。	

8 鑑賞の授業をやる分にはいいが、研究会等では、どのような評価基準を持つかで意見がわかれるところがある。美術史
のような鑑賞は評価しやすいが、作品の鑑賞する力や個人の情操をどのようにのばしていくか、どの先生方も模索中だと
思う。	

9 私も色々研究しています。しかし美術教師の数が少ないことと、多忙感のため深めていく機会がございません。実は今年
度、岐阜県は美術科全国大会が開催されます。私は発表者として発表をします。美術のことについて何も知らないのが嫌
で、本を自作しました。しかしこれも、発表の機会はありません。美術は、新しい扉を開いていく必要性を感じていますが、

なかなかそうはなりません。美術と生徒会活動（社会）とを、哲学で結びつけることで、社会の中で美術教育が必要である
というのが私の理論です。○○○○　△△△@yahoo.co.jp 



10 私自信は鑑賞が好きなので、いろいろやってみたいと感じますが、作品の完成度を高めようとすると、時間が足りないので
は…？と感じます。(週一時間では厳しいです）様々な実践を見る機会があって、担当校に合うと感じるものがあれば、さら
に様々な実践が増えるのでは？と思います。	

11 鑑賞であればかなり深く考えさせ、気付かせる授業をしているつもり、という自負はあります。ただ、同じ教科を用いて他の
先生方はどこまで読み込ませているのか、そういうことは気になります。結極、制作でも同じなのですが…深くやり込んだ
作品を作らせ、同じ教材でも他の先生方はどうなのかなあ、と考えてしまいます。	

12 70時間が確保されていた頃は、各中学校に美術科教師が2人以上があたりまえだった。先輩から後輩へ、日々、学ぶこ
とや互いに研鑚を深める機会を持つことができた。しかし今、35‐45では各校ほぼ1人で、全学年の教材研究、全校生
徒の評価をおこなわなければならない。委員会に教科指導ができる方がおられなかったり、事態は深刻だと思う。これkら
の若い世代の美術科教師の課題は大変なものと思われる。	

13 1～3年の系統立てた実践の研究	
14 美術の授業時数が少ない中、鑑賞学習のみで授業を行なうことは、私にとっては、無理がある。表現（制作）課題と鑑賞の
関連と生徒作品の鑑賞によって、自分の作品に反映させるといった生徒達の中での相互作用、相乗効果など、鑑賞が作
品の中に影響を与えることが、私にとっての鑑賞の評価であると考えています。著名な作家の作品をみて、感想をのべた

としても、それは国語力の問題になるかもしれません。教師の考えや、一般知識の確認を鑑賞能力と考えることもおかし
いと思います。とにかく鑑賞の能力（観点別の項目にある）の評価は難しい	

15 ・時数が保障されないと十分に生徒の力を伸ばすことが難しい。・鑑賞の時間を確保するのも難しい。	
16 自己作品評価による指導は生徒の美術的表現能力と言語表現能力の区別に矛盾を感じてしなくなりました。1、2年生時
に、西欧美術史（原始美術～印象派）を、鑑賞授業として学期に2時間、費やしています。3年時は「ゴッホについて」（ビデ
オとプリント1時間）、電子黒板を使った作品解説、「ゲルニカについて」（ビデオ1時間、前述解説1時間）「ピカソの生涯」
（解説2時間）の6時間をあてています。生徒は、幼少期～修業時代のピカソの作品を見せると驚きます。そして、「あんな
に上手に描けるのに、どうして、あんな変な絵を描くようになったのか」という疑問をみなもちます。この「美への誤解」をい

かにして、解いていくかが、現時点でのたしみでもあります。	

17 ・美術科の授業時数を増やす。・美術教員数を増やす（育成及び配置）・国としての美術科教育にかける重要性の向上。	

18 美術科教師は、学校に1人しかいない状況が多く、市の教育研究会の人数も少ないです。他の教師の実際の授業の様子
を見る機会があまりなく、経験が少ない若手は「どうすれば良いか」と不安になっても相談の場がなかなかない…。具体的
な実践を「教育美術」で見ることができて、とても勉強になりました。	



19 小学校の先生方は、教材研究が全教科に渡るのでたいへんだと思うが、あまり図工に興味のない先生の指導と、興味があ
る先生の指導の差が大きいと思う。鑑賞研究会に行くとそれが良くわかる。個人差があるので、むずかしい。しかし、これから
の美術教育には、重要なことだと思う。	

20 鑑賞に限らず、美術科教育の現場において今、一番必要なものは、時間である。時間のない中で、様々なことを取り組もうと
しても物理的に無理。総合的な学習の時間を一部美術へ等…。何らかの対策を練らないと現場は危機的状況です。（例）・
１ヶ月に1回（５０分）の授業しか確保されていないクラス。・授業時数が元々少ないため、採点をギリギリまで待ってあげよう
としても定期テストを基準として成績提出日が設定されてしまうなど……。　色々と書いてしまいましたが、現場はこんな感じ
です。これが現実であることを踏まえて研究をしていただければと思います。	

21 人間形成において、中学校では発達段階を考えると美術や音楽はもっと時間をとらないとだめですね。鑑賞にはもっと力を入
れたいと思っています。また、まわりの美術科教員に対して感じることですが、授業時間数が少ないからといって、平面作品、
それもサイズの小さなものばかりでやっていては、子どもの感性は伸びないのではないでしょうか？紙、土、石、木といった素

材を使って授業と展開していくべきだと思います。	

22 川崎市では地区により、教員数が少なく地区での指導のフィードバック、市でのフィードバックはその年度のベテラン教員の
配置によって、変わる。	

23 日本美術教育学会様　鑑賞学習指導についての調査お役に立てれば幸いです。今後の鑑賞学習がよりよいものになるよう、
報告書が広く公開されることをまっております。	

24 授業時間数の確保を。	
25 今ある時間を最大限につかい、できることを考え実践しているので、特に不満はありませんが、評価基準の設定や、評定そ
のものには困難を感じる場面もあります。	

26 美術の授業時数は1年生45時間、2年生・3年生35時間であるが、現状は行事等で時数の確保はなかなか難しい。行事等
での短縮時間割にされる際、実技教科優先でやっていただいていても、規定時間数にはならない。評価の観点の1つである
「鑑賞の能力」について生徒に説明する責任があるため、各学期毎に1時間は鑑賞の授業を確保しているが、やむを得ない
時は題材にあった鑑賞にしてしまっているのが現状である。	

27 ここ数年、鑑賞教育の大切さを感じ、積極的に取り組むようにしています。困難さ（資料の収集など）はありますが、やはり、
いいものを見て目を肥やすことで、作品が違ってきているように思います。今、すぐに大きな画面につなげる機械もふえてき
ているので、うまく使っていきたいと思います。	



28 鑑賞学習は、指導者が勉強し、納得し、感動しなければなかなか伝わらない学習になってしまうと思う。その意味での準備
は実技の授業より濃度が高いと感じます。鑑賞は、その人間の価値を変換したり、制作をする生活を卒業後にしなくとも、
鑑賞＝見ることから生活全体や、生きていく上で、とても大切な学習と考えます。これからの美術教育では、もっと重きを置

いてとり組んでいくべきだと考えます。	

29 やはり現場の実践者は外部と接する機会が少なく（意欲と意識があれば自ら出かけていくものでしょうが）大学や美術館等、
公教育をとりまく、連携と協働ができる諸機関、諸団体に比較的容易に足を運べる（運びたくなる）鑑賞教育について学び
考える場の提供をお願いできたらと切に願っています。	

30 退職が見えてきたここ数年、部活動指導（運動部）が副顧問となり、美術科の授業だけでは足りず他校（中学校）の美術科
の授業指導（週1回）に行っている。もう一度自分の授業の確認や美術教育のあり方等考えるよい機会となっている。	

31 これを書いているのがP.M.10：45ですが、美術科のこと意外でやることが多すぎで、時間がいくらあっても足りません。（3
年生の担任をしています）　教育について難しいと思うのは、教師である自分自身は美術が得意で、発想でも技能でも得意
ですが、教えるのは難しいと感じます。結局、鑑賞の能力を含めて、家庭教育での段階の影響が大きく、文化的な家庭、そ

うでない家庭で大きく個人差があり、中学校美術教育でその差を縮めたいと思ってはいますが、難しいな、と感じています。
せめて、楽しく活動ができるように、と思って授業をしています。	

32 作品をみて感動するかどうかは求めない、個人のものだから。作品の見方や分析の仕方など、実際に美術館に行って役立
つ方法も身につけさせたい	

33 他教科に比べて担当教員自身の能力や嗜好によって授業の形態や内容がかなり変わりやすい。経験の少ない先生は何
を学ばせるか迷う人も多いようですし、経験豊富な先生の中にも偏りの強い人がいるように聞きます。学習指導要領を踏ま
えた授業づくりをすることは当然ですが、その当然の事を徹底できると良いと思います。	

34 鑑賞を充実させなければ、美術にどんな力があるのか、美術でどんなことができるのかはなかなかわからない児童、生徒
が多いと思います。作品制作（表現）が苦手な生徒にはたくさんの作品に触れさせて、いろいろな表現方法や表現技法が
あること、表現の世界は広く深く無限の可能性があることが感じられるようにすると楽しく美術の授業に臨んでくれるのでは

ないでしょうか。	

35 時数が少ないため、鑑賞の時間はどうしても、全時数から考えると、とれない。題材についても、今、何をすべきか、生徒の
実態、社会のニーズなどよくかんがえてとりくんでいきた。研究会は小学校と比べ、中学校での研修の場がかなり少ない。
そこで、小学校での勉強会に参加し、中学校で、と考えて結びつきなど考えて、授業を取り組んでいる。	

36 美術鑑賞学習の研究者の方と協働で、鑑賞領域の題材開発、授業実践を試みています。（本年度は、鑑賞題材の数、授
業数もふやしました。）松岡先生にも、ご示唆いただく機会がございましたら、幸いです。	



37 やはり、創造活動の充実、発想、転換、多面的な物の捉え方を教える事が、根本的には大切ではないでしょうか。子ども
たちの未来に立はばかる様々な困難を、一方向からだけでなく、色々な角度から、物を捉える事により、解決に結びつけ
ていく事を体で感じさせる。友達の作品を鑑賞する事で、他者理解受容の精神を学ぶ。「一瞬で」…「一目で」直観、感覚
的な受け入れ…。同じ目的を持っているのに、表現は百人十色、皆違うのだという事を知らせる。非常に単純で明快であ
る。（百聞は一見に如かず）　創作活動は、美術の基本で、無から有を生み出す。生まれる喜びを味わわせる。未完成か

ら、完成、完結させる。途中で投げ出さないように、努力させる事は大切である。鑑賞も大切ではあるが、やはり、体感の
上（実際に創作させる）になり立つ物でなくてはあまり意味を持たなくなるのではと……少々心配である。バランスの取れ
た授業、限られた時間の中で……「言語活動は、他教科でも充分な部分がある」	

38 生徒は熱心に作業してくれるが、とにかく授業時間が少ない教科で、日々慌ただしく授業している。ただ、子どもたち
の”絵がうまくなりたい””何かをつくりたい”という想いは、常にあり、その気持ちに応えてやることは、これからの仕事の
責務と感じている。	

39 鑑賞活動を単独で行うには時間がなさすぎなので、行事の前後や表現活動で意識させたい技術や表現方法と関連があ
る資料で行っています。しかし、その鑑賞での資料の選定に苦慮しています。実践例など、現場の先生方のやり方がわ
かると、前述も少しは解決してくれるのではないかなと思っています。	

40 ipadやwifiルーターの設置、プロジェクターの配置などハード面の近代化が必要である。古いデスクトップパソコンでpc
室固定ではうまく使えないことが多い。	

41 現任校で自己課題として学校内、美術室の掲示物や美術作品の展示の工夫で生徒が鑑賞を生かした作品制作に結び
つける割り合いが増えることを目標に鑑賞の環境を充実させている。最近やや効果が出てきている。	

42 授業時数を全学年３倍にしてほしい。	
43 学校による（クラス数の違い）持ち時間の差がはげしい　今年７月中旬まで２２時間（授業のみで）実技科目をもっていま
す。3学年にわたり授業をするので教材の準備も3種類（テストも）です。クラス数が多いと、採点も多くなりいつも定期テ
スト後は死にそうです。	

44 年配の先生方はいつも同じ題材を毎年しているように感じる。学年に応じて決まった題材を行うのはとても楽だし生徒
も”○学年になったら○○をするんだな”と意識しやすいがおもしろ味を感じない。もっと時代の流れに応じて、生徒の実
態に応じて題材研究をしてほしい。美術離れがたくさんいるように感じる。	

45 彫刻刀が使えなくても、将来困ることはないだろうし、絵が描けなくても生きてはいける。でも、作品をつくるという行為は、
人の持つ感情や感性を形するという作業で、それができるのは人だけである。一瞬のうちに過ぎ去っていくそれらのもの
を、時間の流れの中からくみ取り、記録する。そういう面から考えると、制作活動とは、いかに自分の感情や感性と向きあ

うか、いかに自己と向きあうかが重要になってくる。また鑑賞とは、感性を感じようとする理解しようとする行為である。人
間社会というものが、自分と他者との関わりによって成り立っているのであれば、美術という教科の中で学ぶことは大き

いはずである。人間が人間らしく生きるために必要な教科だと思っている。	



46 ・じっくりと制作、鑑賞に取り組むには週2時間を確保したい。・選択教科になった時に失われた時間数は結局帰ってきていな
い。感性教育を進める方針はいつのまにか失われてしまったのが残念です。	

47 時数確保がとにかく必要。減により教員数が減り、小規ぼ校には専科のいない学校（中学）が増加。また初任者が1人では
（複数美術科のいるところはない）研修もままならないのが現状です。近隣に本年度は初任者がいるため本校では参観や指
導を依頼されていますが、その事に全く時数など配慮されずきびしいです。	

48 年間授業時数が少ない為表現領域の題材が中心となってしまう。鑑賞が大切であり、管内の研究会では鑑賞を研究主題にし
たこともあったが、現在は表現の充実に向いているようだ。	

49 「生涯学習」という観点から「鑑賞指導」考えた場合、その重要性は言うまでもないと感じています。しかし、音楽を“聴く”ことが
好きな人すべてが楽譜を読めたり、楽器の演奏ができるわけでもないにも関わらず＜気軽に聴くことを楽しんでいる。それと同
じように美術作品を“気軽に観る”ということができていないのが現状という認識を持っています。その因子として思い当たるこ

とは多々ありますが、一中学校の教員としては、ジタバタあがいてもむなしい抵抗、という感が否めません。しかし少しでも抵
抗するために、美術の授業をもっと増やして欲しいと心から望みます。せめてもの抵抗に美術部の生徒は、年間１０感を目標

に美術館に連れて行こうと努力しています。その中で、国公立はもちろん私立の美術館でも「中学生以下無料」で入館させてく
れる館が多数あったり、独自のスクールプログラムを展開している美術館があったりします。美術館との連携が学年単位で組
めたらどんなにいいか・・・と思うのですが、表現領域で必要な時間の確保や時間割の関係で、実際には困難なことが多く実施

にはいたりません。私の勤務校は浦安市にあります。他の市での勤務経験は講師時代の半年間しかありませんおので、比較
対象が少なすぎるかも知れませんが、比較的、経済的に恵まれた市なのか教材提示機器等については恵まれた環境にある

と思います。また、母校である美術大学での専攻は「美術史」に分類される一分野だったので、知識としても手前味噌ですが
少ないとは思っていません。それでも多くの生徒に表現領域と同レベルで興味を抱かせ、授業終了後、満足させられる「鑑賞
の授業」を展開することは難しいと思うことが大半です。アンケートの中に「ポートフォリオ評価」「ルーブリック評価」をどの程度

用いるかという項目がありました。しかしこの設問自体に疑問を感じます。どちらもむしろ「評価基準」を設定することが大切な
評価法と認識しています。美術の評価は生徒個々の感性の中にあると思っています。評定を算出しなければならない学校と
いう場所では、やむなく「評価規準」を設けることはあっても、間違っても「評価基準」を設けてはいけないと思っています。そし

て“Aと評価される生徒”は、少なくとも表現領域においては、こちらの想定を超える生徒に多く登場してほしいと思って授業を
しています。この設問や９（５）等が選択肢として出てくることが残念だと思うのはいき過ぎでしょうか・・・。失礼な内容もあったこ

とをお詫びしつつ、充実した鑑賞指導と表現指導の両立ができる日が来ることを願い、ここで回答したことが美術の授業の充
実に少しでも役に立てればと思います。	



50 鑑賞学習においてまず必要なことは、歴史の流れとその時代の文化、社会背景の理解が重要である。よって順をおって歴史
の流れと社会科とのリンクを考えて授業カリキュラムを考えていく必要がある。作品はまず作者名や作品名を知ること、どのよ
うな歴史がありどのように美術が発展したかなどの流れ等、大まかなところを知ることが大切である。よくピンポイントで「ゲル

ニカ」だけ出して感想を文章に書かす教師がいるが、セザンヌを教えずにキュビズムだけ教えて「ゲルニカ」に入るのはまちが
いである。やはり少なくともルネサンスから順を追う必要がある。	

51 制作等、表現活動よりも必要なことかもしれません。その意味でもっと時間が必要と感じます。もっともそればかりでは授業は
退屈です。バランスが大切と思います。	

52 美術の授業は表現１：鑑賞１の割合でも良いと思う。将来的に鑑賞を楽しめる人を育てるのが美術教育の大きな目的だと思う
ので。ただ現状では表現重視＆評価せねばならないという縛りが大きく難しい。いっそ、評価をしない教科にすればいいのに
とすら思う。	

53 日々の校務や生徒指導に追われながらも、美術科の教師になりたいと思っていた頃の理想から逃げず「1年に１題材の開発」
等、毎年新たなチャレンジをしながらゆっくりじっくりあきらめず指導力を向上させていこうと誓っています。本研究が私ども現
場教師の支え、みちしるべとなりますよう、楽しみにしております。ご自愛下さいませ。	

54 初任の時に美術科として採用されましたが、赴任先は特別支援学校でそこで5年間勤務しました。美術の評価のしかた、指導
案の書き方などわからないまま（初任研は全て特支の枠で受けました）6年目にして初めて中学校に来ました。同期の美術科
と比べて自分の知識の無さには落ち込むことが多いです。美術科として採用された限り、特支と美術科の研修を両方うけられ

ればと思いました。（出張扱いになるといろいろと難しい現状もありますが）	

55 2学年、3学年でもせめて45時間は確保したい。美術教諭をせめて、各校一人は採用すべきではないか。PISAなどに代表さ
れる写力のみ重視するのではなく、文化としての美術、教養としての美術、人格形成としての美術を少しでもよいから、重要視
するような方針であるべきではないか。	

56 脳科学や人間の能力の発達と美術の内容との関連を研究してわかりやすく社会にアピールして欲しい。そうすれば美術(図
Ⅰ)の重要性がアピールできると思う。	

57 このアンケート、時間がかかってびっくり。任意での協力であればもう少し答えやすさを考えた方がよい。もう答えたくない。	

58 鑑賞についてのアンケートですよね？あまり頭でっかちにならないように気をつけて下さい。気軽に楽しくやるものだと考えて
いますし。ほぼ毎時間。	



59 独立した鑑賞教育を少ない時間ではあるが設定している。表現活動につながる作家や作品を提示することが多い。しかし
提示資料がなかったり、Webの写真が小さかったりと思うように提示できていない。Webの写真を活用することにも問題が
あるのは承知しているが他に入手方法がない。あるいは高額である。指導書についているデジタルデータにも自分の設定し

た題材に活用できるものが少ない。(もちろんデータにも自分の設定した題材に活用すれば利用できるのだろうが…）豊富な
データベースが活用できればと思う。学校のパソコンからはほぼセキュリティがかかってWebが見られないことも課題。	

60 文章で書かれた感想から鑑賞を評価するのは文章力の高い低いに左右されると思う。それを越えて、教師が生徒の感情に
ふれることが出来ることが理想だが、3学年にまたがり十数クラスを担当する現実ではなかなかむずかしい。評価はしなくて
よいのではないかと考えている。評価を考えるからワクが出来て、思う通りの鑑賞が出来ない。又、クラスで美術館に出向く

なども現実の状況ではむずかしい。	

61 教科指導以外の仕事が非常に多く、教材研究が不十分なことをいつも反省しています。時間をかけ考え抜いた授業では、
生徒の達成感や関心も高く、やりがいを感じられるので、夏休みなどの長期休業や夜遅くに教材研究をしています。鑑賞学
習では、生徒も楽しく取り組んでくれて、行うことの意味は大きいと思いますが、道徳と同様に、評価をつけるのは難しいと感

じています。乱文で失礼しました…… 

62 美しいものをチョイスできる力や見る力、パソコン、デジカメなどのツールを使った授業へ移行しているが、それはまちがって
いる。手を使うこと、制作する(自らがつくる)ことを最重要と考える。人間は手をつかった労働によって脳を発達させ、社会を
築いてきた。その太古の昔からの営みをなげすててしまっては、ますます子どもたちは不慮になっていくと思う。せめて、週2
時間の授業時数の確保が必要。子どもたちがぼっとうできるものづくりの時間がとても大切だと思う。先先方が忙しすげて、
研究ができないのも不満である！	

63 個人的には、1つの作品をじっくりと鑑賞するよりも、たくさんの作品や画家との出会いの機会を与えてあげたいと思ってい
ます。	

64 従来の鑑賞学習の重要性も感じながら、対話型の鑑賞にも取り組んでみています。後者の鑑賞を取り入れると、生徒達の
作品に対する視点や深く作品について考える姿勢、友だちとの感じ方のちがいや他者の考えの面白さ等に気づくことが増
えてように思います。ただ、一方で限られた1年生45時間、2・3年生35時間という中でカリキュラムの中にこの授業を入れ
る難しさも痛切に感じています。一つの作品の制作過程の中でどこで入れるか、また効果的であるかも検討課題です。美術
の時間が週2時間戻らないものでしょうか。	



65 鑑賞はむつかしいです。見せる事はとても大事だと思うのですが、その説明で自分が納得できるようなものに出会った事が
ない。	

66 鑑賞の対象は、地域社会に根ずしたもの、有名なもの、教師がこれぞと感じたもの等々いろいろあっていいと思う。ただ、見
方よりそれぞれがどう感じるかというプロセスを引き出せる時間がもっとほしいと願う。	

67 機材や、時間の問題ではなく、研修や交流の時間、美術教師が集まり、作品や授業を見て考えることで、鑑賞力が高まる。
官制、任意の団体でも参加して、幅広く美術の見識を一人一人が深めていくこと。	

68 ・根本的に時間数！が大問題です。・次に、文科省の資料を活用している教師が少なすぎる！！横須賀から4年前に伊勢
原に赴任しましたが、Ⅲ-2で回答したDVD(市町村教委が購入し各校配布されたと、教育センターでうかがいましたが)、市
内4校とも行方不明。あまりのズサンさにあきれてしまいました。教科書もしかりです。やはり義務教育！先生の資料を配慮
していただいているにせよ、(鑑賞も含めて美術教育全体の)ある程度のカリキュラム立ては必要と思います。美しい資料を
活用しない手はありません、と思うのですが…。・とりまとめありがとうございます。どこかで結果をお知らせいただけたらと思
います。	

69 中学生の学びにとっては、本物の作品や本物の制作実践が多くの刺激となって授業も活気出ます。クリエーター派遣事業
など、美術館の教育事業がはじまっている中、まだ着手できないでいます。又、「あたらしい鑑賞授業」の開発が求められて
いることは、現場でも理解しているものの、なかなか時間的、予算的に実践行動にうつせないでいる現状です。	

70 鑑賞単体の授業を行うには、ある部分を取り上げて指導するしかなく、その取り上げ方がはたして現在の生徒の傾向に合っ
ているのか考えて行かなければならない。いつも考えていることであり悩みである。	

71 大型スクリーンなどの充実と機械が弱い者でも使える簡単な機器が欲しいです。	



72 美術科教育に関しては個々の頑張りによって成り立ってる部分が大きいと思います。生徒へいかに力をつけさせるか、興
味を持たせるのか、いろいろなやり方があると思いますが、何より熱意ではないでしょうか。あとあまり語られることは少な
いですが、生徒指導面のしっかりした指導力がなければきちんとした授業は成立しにくいと思います。指導書や研究大会

などは授業内容のみ書いてありますが、ここは両方とも必要だと思います。	

73 資料などはたくさんある。授業時数が足りないので、本来の鑑賞指導ができないのが現状のように思われる。	

74 ・教室で大型TVモニターで見せていますが、もっと少人数でできると、より効果的と思われる。人数、40人近くいるので見
えにくい生徒も出てくる。・教師の日常の仕事量の多忙さで教科にさける時間が年々減る程である。職員室での、報告、校
務支援の入力などで時間がとられてしまっています。多くの時間を美術を愛好する生徒たちのために使いたいと思ってい

ます。・作品拡大器等が不足しています。	

75 鑑賞学習は、表現学習と同様に重要なものと認識しています。美術の力を養うには、表現と鑑賞の相互作用が大切であり、
また、成人してからの美術との関わりを考えれば、表現よりも鑑賞の方が多くの人が関わっていると思います。その基礎を
養うためにも鑑賞学習は大切ですが、生徒が興味をもって取りくめる指導方法、内容の研究が今求められているのではな

いでしょうか。	

76 「現代思想」という雑誌で岡崎という人がかいた小6の図工の認識と似たような認識をもっています。(現代思想4月号教育
クライシス)　小さい時に秘密基地を作ったり、笹舟を作ったりする環境にない子どもたちはケガに対しての耐性もなく、少し
手を切ったと言って大さわぎとなります。こちらも「そんなのほっておいても大丈夫」などと言って、子どもや保護者に「寄り

そってない」なんて言われるのが面倒なので「心配だったら保健室に行きな」と言って、子どもたちは保健室でばんそうこう
をはってもらって満足そうです。そんな状態なのでこちらもケガをすることに神経質になり、刃物を使うものを減らしたり、勝

手に自己規制してしまっているのが現状です。また、目的も説明し、分かってもらえることを考えデザインのようなものが増
えている気がします。鑑賞学習においては、美術だけで見ると色々と言えるかもしれませんが、国語では1年にだまし絵、
2年にダビンチ…と絵画や芸術をあつかうものがあり、社会では文化史があります。「言語活動なら国語が専門」と考えると、
どこまでどの視点でやるのかは、教科全体のことを視野にいれて考えることが必要なのではないかと思います。(ただ、構
図や色、形だけをやることが鑑賞とならないと思いますが、しかし国語ではこう見ましょうと教え、美術では自由に考えても

いいんだよ…でいいのでしょうか？)　中学校において「学校があれるのは美術から」という言葉をよくききます。どこまで真
実味があるか疑問におもっていても立場の弱い私のような教員は変に神経質になってしまいます。こうやって考えていくと
私は美術という教科に対して、社会の信頼が…信用が…少なくなっていることが私たちのやりずらさをもたらしているので
はないかと思われてしまうのですが、それは違うのでしょうか？子どもたちは色鉛筆やペンなど色がありそれを選び適所に
使うことは得意です。しかし色をまぜて作ることは不得意です。パソコンで色をえらび制作するデザイナー、漫画家が多くな
る世の中で色をまぜ作ることはどこまで意義があることなのだろう？変なことばかり考えます。まだまだその答えの実感が

なく、しかし自分が愛し、この楽しさを伝えたいためになった美術教師…今は信じて一生懸命やっております。	



77 忙しすぎて余裕がありません。私たちに学べる時間と機会がほしい。このアンケートを回答する時間さえなく苦しいのが現
状です。(結果は送付されますよね？)ぜひ還元してください。教育は現場が大切だと思いますので。	

78 岡山県では、江戸時代の長谷川等伯にかたよった鑑賞授業への研究が研究会で行われていて（数年前までは気にならな
かったが）ずっと続いていて疑問に感じる。日本文化軽視に対する反動かな？	

79 授業時数が少なくなり鑑賞の必要性が強く言われるようになったと思う。美術教師として美術ぎらいを増してはダメである。
社会の授業のような鑑賞や教師の価値の押しつけのようにならない多様性を認める内容が大切だと思う。鑑賞において1
番大切なことは、生徒自身の気づきであり、発見だと思っている。そのことを上手にできる指導が大切であり、また、それに

ふさわしい教材が必要だと思う。ただ鑑賞の授業をしたというだけではどうかと思う。	

80 ・時間数の確保が必要。・時間数が削減されてきたのは美術教師たちの使命感の低さもあったことによるクオリティーの低さ
もあったのかもしれないが、それでも音・美・技家の軽視は学校教育の意義を考えるとかなり問題と言える。いまだにピカソ
の価値を理解しない多くの国民。（これは美術教師の責任！！）　残念	

81 本物にまさるものなし。美術館学芸員が本物と共にやってきて鑑賞授業を行えるようになっていけばよい。	

82 よくパワーポイントを使って鑑賞をします。1つ1つ自分で制作していますが、とても大変です。もととなるベースのデータが
充実していれば、もっと楽に、よい授業をすることができるのかなと思います。視覚機器の教材の充実がはかられるといい
です。	

83 「鑑賞学習」の目的は、（感じとる力の向上→そこから感性・センスの向上）だと思う。そう考えると、過去の作品や美術史等
を鑑賞しなければならない、とはならず、自分の場合は生徒の作品を互いに鑑賞するスタイルを多用している。	



84 美術教諭の採用、他教科の者が臨免で教える事が多すぎる。美術教育の軽視に感じる。これではいけない	

85 図工、美術の時間がどんどんへり、20年前の生徒の状況を比べ手先の器用さが低下。体験が少ないため、自発的に絵を
描くベースになるものがない。週1時間で行う内容をしぼる必要がある。総合学習も美術的なものを行いたいが、学校事情
もあり、運動会、学芸会、音楽会合唱などに変わってしまう。長年、美術にたずさわってきて、人間の成長に必要な教科が

軽視されている現状は大変残念に思う。美術系大学も入る者がへっているときく。又、技、家も時数減こうしとなっていて、
美術とも同様である。こういったアンケートを記入して、改善していく力になれればよいと思いますが…。よろしくお願いしま
す。	

86 市の教育予算の不足から、学校における鑑賞学習についての機器や施設が不十分です。私物をもちこんで授業していま
す。	

87 一般教養として美術史の中の重要な作品や作家の生き方などは鑑賞教育の中に入れてもよいと思う。（教科書改訂でず
いぶん減った）　かわりに、近代、現代の作家の鑑賞が増え(1個人の紹介）、それも良いと思うがDVDを鑑賞して、感想を
書いて、それでおわりで、テストなどで知識を問うこともできず、これでどうやって評価するのか？と思う。(興味深い内容の
DVDだが。）故に自作のプリントや副教材で対応しているが、本筋の教科書は鑑賞をどう教え、どう評価しようとしているの
か、それを知りたい。	

88 中学校教諭ですが、自ら画家として文化博物館にて展覧会をします。京都府、久御山中学校、赤木睦代(雅号）　生徒達も
見学に来ます	

89 今年度から初めて講師として勤務しています。週に1時間の授業では、画材の出し入れの時間、生徒が制作に集中するま
での時間、説明する時間等を考えると、やはり短いと思います。週に2時間連続で実施することが望ましいと考えます。ま
た、鑑賞学習では、ピカソやゴッホなど世界的に有名な画家を学ばせることはもちろん大切ですが、それと合わせて、現代

に活躍しているアーティストやデザイナーの話や、プリント学習、ビデオ鑑賞もさせようと考えています。そのほうが生徒達
にとって美術を身近に感じられ、現代における美術の役割と学べると思います。私の中学生時代も、ビデオ鑑賞は受けて

いましたが、「昔の話」に感じられ、いまいちピンとこなかったことを覚えているので、実践していきたいと考えています。	



90 ”軽・薄・短・小”になると危惧されて久しい。以前のように、じっくり時間をかけて「あぶないこと」「きたないこと」もさけずに
やってみたい…と思うのは年配の教員だけか？	

91 ”鑑賞”を行なうにあたり、大きく2つの活動があり、実践例や研究の必要性を感じています。1つは歴史的名画等を対話によ
る鑑賞などの手法で読み解く、作品の美術史を教える鑑賞。もう1つは、表現(制作活動)と鑑賞は表裏一体であり、制作の
前、途中、後での鑑賞によって、作品への理解を深める鑑賞。これらを整理し、鑑賞を行うことで制作をより深め、制作体験

を通して名画や身のまわりの美術作品への鑑賞を深める授業づくりについての必要性を感じています。	

92 鑑賞学習については、充分な時間がとれない。以前の子どもたちに比べると手先の器用さにも大きく差があるうえに、経験に
もかなり差がある。表現活動での達成感を求めて指導すると、どうしても時間がかかり、思ったように鑑賞の時間はとれない。
模写などをさせながら作品を理解する授業実践も勉強したが、なかなかふみ出せない。	

93 美術における「鑑賞の能力」の実体が明確にならないので何を、どうやって指導するのか、見えてこないのだと思います。私
は「鑑賞の能力」は鑑賞活動ができること、と考えて　「よく見る」「感じる」＝「考える」→表わす（言語化）　の活動をくり返して
トレーニングすることを工夫しています。情報や知識については、鑑賞活動の中でそれがどう影響するのかを考えさせること

にしています。一般的な知識伝達型授業はしていません。	

94 鑑賞の題材(指導書）の充実や、評価に対する指標がしっかり分かること。特に鑑賞は、1つの観点（評価基準）に入っていま
すが、他の観点に比べて割りあてる時間が少ないことは問題かと思っています。それをどうすればよいのかいつも考えてい
ます。	

95 公表している評価方法・評定決定と実際の評価方法が誤解を与えてしまう。美術はその影響を強く感じる。また、図画工作と
美術の差は大きいと思う。図画工作の内容から美術Ⅰにうつるという流れが一連の流れではないと感じた。	



96 東京都の小学校図工専科を退職し、故郷である宮城県の中学校美術に採用になり、1ヶ月です。色々とギャップを感じま
す…。小・中の発達段階の違いもありますが…近くに美術館もない地方の子ども達にとって、「美術」という分野への偏よっ
た価値観は見逃すことのできない現実です。小学校図工の時点での学習経験にも差があると思います…。そういった、地方
で、田舎で、いい美術教育、生徒にとっても、周りの大人にとっても説得力のある美術教育を展開するには…と思い悩みま
す。	

97 授業の時間数を増やしてほしい！！切なる願いです！！	
98 ここ数年、特に美術科教育で鑑賞学習(活動）の方が、表現活動（制作）より取り上げられているような気がします。美術科
教育にかける予算の削減が原因なのでしょうか。それとも美術界の閉塞感が原因なのでしょうか。いずれにしても、美術教
育の原点に立ち返って、考え取り組み直す時期だと思います。道徳教育の教科化よりも美術教科の重要性を訴えていかな

ければならないと考えます。限られた授業時数の中で効果的な鑑賞学習や鑑賞資料の充実に努めていきたい。	

99 美術科教育は、生きていく上で、また、様々な分野での国際的な競争力を持った人材を育てる上で大切な教育にも関わら
ず、社会的には、そのようには認知されずに、美術教育と芸術を混同し、特異なものとしてみているように感じます。私は、
日頃、表現や鑑賞の学習を通して、思いを形にして表し、人に伝える力、人が表したことを読みとり理解する力をつけること

を重視して授業をしています。それはコミュニケーション能力を高め、創意工夫する力、想像力をつけ、まわりの人や社会、
文化への理解を深め、豊かな心を育むものと思っています。私はうまく言えませんが、社会に広く、美術科教育の大切さを

発信していかないといけないと感じています。　熊本市立○○中学校　○○○○ 

100 時数が少なくなり、作品づくりが難しい。短時間でできる、軽い、小さな作品ばかりになってしまう。週1→隔週2時間続きの
授業など制作時間を増やす工夫が必要だと思う。	

101 ・これ以下の時数では評価が難しい。・教科外の仕事が多く、ゆとりがない。教材研究する時間がとれない。・実35週はム
リ！！・部活動等で土、日は休めない。・研修も出にくい状況（教科指導の専門だけではない）	



102 授業を通して、現在の自分が意識せず美術に関った生活をしている事を考えさせたい。今の日本の生活で美術に関ってい
ないモノは裸の肉体のみになる。さらに、芸術的な意識が生まれた時点で肉体も美の原点となる。人間の積み重ねてきた
歴史、東西の交流による展開が奥深くもあり幅広い美術というものの中にあります。少しでも授業＆鑑賞教育を通して美術

を感じ、楽しく表現が出来るようにしていきたい。	

103 校種間の連携の弱さ、指導方針・方向のバラつきを改善する必要性があると思います。	
104 校務事務、行事に追われ、心豊かに準備をする時間がとれません。かといって、ゆとりを持ちすぎると、逆に甘えてしまい

そうです。週1時間～1，3時間の中、生徒の意欲を高めるむずかしさを感じます。	

105 生徒指導等で授業研究する時間があまりないのが課題である。また、美術科教員同士の関わりもあまりない。若い教員と
年配の教員の関わりもあまりなく、授業の様子を見ることができないのが現状である。鑑賞に関する資料の入手もネットに
頼ってしまう傾向にある。	

106 アンケートに記した通りですが、しっかりした鑑賞授業をしようと思うと、ばく大な時間(資料収集も含めて）がかかるし、資料
の提示方法もよいものがなかなか見つからない。また、鑑賞の評価が「意欲・関心・態度」「発想や構想の能力」「創造的な
技能」と同列で配点の割合も同じだとすると作品制作の中で、鑑賞の能力を見出していかないと、割に合わない。その辺

（評価材料や方法）を具体的に教えてもらえる機会があったらありがたいとつくづく思います。	

107 地域との美術館、博物館との連携や上の人との連携がとれずなかなか校外に出て作品を見る機会がない。もっと美術を
身近に感じさせたいと思うがそれができず、悲しい。また、教材研究の時間を増やしたいが時間がとれないのが現状。	

108 教員にも、現代美術というだけでもうアレルギーのように「わからない」という人がまだいる。そういう教員をみるにつけ、「鑑
賞する」という行為自体の意味合いが、教員によっても違ってきているのではないかとの思いがある。というわけで、鑑賞
の能力自体のとらえなおしが必要ではないか。	



109 美術の授業時数が少ないので、鑑賞の授業を1時間とることが大変である。しかし、実技の時に教科書、副読本等の解説
や、ほんの少しの時間鑑賞を取り入れてみて、工夫できるのではないかと考えて授業を行っている。	

110 評価4項目に同じ比重で評定するということで時間数は1/4でないものの定期テストに加えさせてもらい時間数をかせいで
います。シラバスを用いて鑑賞も何を用いて評価するということを事前に話しておくと質問はでないがいつも題材ごとに悩ん
でいます。	

111 学級数16を1人で担当している。2学期は、1学年6クラスは2時間ずつになる。22＋学級の時間で担当すると、教材研究
の時間、資料準備の時間は勤務時間内ではできず、特に新しい教材開発ができない現状である。もっと余裕があれば研究、
工夫ができるのだが。	

112 鑑賞を通し、作品理解の他に、（・他を認める。・様々な見方、考え方があることを実感する場。・自分の意見が言える関係づ
くり。）などが大事だと思っています。できるだけたのしく、不思議がったり、分析したりできるよう心がけています。	

113 鑑賞に使いたい作品の資料がなかなかそろわない。資料集なども自分の考えと少しずれていて常に資料集を優先の鑑賞
になり、本当に自分が教えたいと思う授業にはなっていない。	

114 美の巨人たちをよく用いて鑑賞を行っています。美の巨人たちのDVDセットがあるとうれしいです。がんばります。	

115 生徒をひきつけるような鑑賞の授業を目指しています。そのため、ルネッサンスあたりの芸術家より現代芸術家の作品を紹
介することが多いです。ゴッホやピカソは鑑賞する指導案は多数ありますが、面白く工夫することが難しいです。もっと色ん
な授業を見てみたい、実践交流したいと考えています。	

116 ・生徒自身の環境から見て、美術という教科は週に1回(1時間)しかない教科という認識しかなく、将来には大変大切な教科
であると1年時から教えている現状である。鑑賞教育自身は、作品を鑑賞する力をつけるのに目的があり、当然、作者の作
品に関する考えを気づかせたり、伝統工芸的なものを知ることによって、芸術の大切さを知る手がかりになるなど、良い所を

上げたらきりがありません。しかし、本当に週1時間の美術の中で、どれだけ取り組めるのか？他の五教科のように教科書
があり、指導案があり、受験がある教科に比べてみると、生徒に訴えかける力が弱いと想われる。けっしてやる気がないと

言っているのではないが、これが中学校現場の実状である。美術は物を創るだけじゃなく、鑑賞する力が有る子どもも育て
ていかねばならないのも理解しているが、あまりにも中学校で一人しかいない現場では無理が有るのも事実です。すみませ
ん、グチになりました。	



117 年々雑務が増え、授業の空き時間が少ない。部活もあり、長期休業も研修や会議、雑務が多く、教材研究をする時間がか
なり不足し、新しい教材開発ができないままでいる。	

118 昔はもっと知識偏重の指導をしていたが、作品そのものの見方感じ方と考えて指導してみると生徒の様々な意見や感想の
中に作品の本質をつく回答が出て来るなど、楽し授業が増えた。積極的に取り組みたいと思う。	

119 たしかに公務員になったとたんに勉強をしないおろかな先生もいますが、勉強以外も生徒指導(対保護者対応)などバラン
スを持って業務にあたらなければ教諭の仕事はつとまりません。外参考に別紙を入れておきます。(教諭の忙しさをご理解
下さい）	

120 美術教師が減少しているのでいない学校が心配。美術教師も授業時数の減少で他教科、学担等校務が忙しく、教科への
専念が厳しくなっている。・生徒作品は、鑑賞しあうのに終了に差があり過ぎて時期が難しい。・美術史や有名な作家を理
解する映像は生徒の感覚に合ったものが少なく、販売されているものは、本格的過ぎたり値が高すぎたりする。自分で教

科書等で説明したり、TVを録画して観せたりしている現状である。	

121 急速に時代が進んで、ネット社会になった現在、美術教育も変化する必要があるのではないかと最近よく考える。パソコン
で絵を描き、プリンターで打ち出すことが普通に子供達の中に入ってきている時代に木版画をやる意味が本当にあるのだ
ろうか。「木版画独特の味がある。」という者もいるが、それはノスタルジー以外の意味を持たないし、第一そのことが次の

造形活動、表現活動につながらず、プツンと切れてしまう感がある。ならば、もう少し違う教材に変えていく必要があるので
はないだろうか。CGの発達により、技術的には誰でも思い通りの作品を作れるようになったことで、美術の世界はこれまで
とは違う部分の力を育む必要があるのではないかと思う一方で、前時代的なものばかりを継承していると、逆にサブカル
チャー化してしまうのではないかと思う。そうなると義務教育で指導する必要性までも危うくなってしまうことになる。いずれ
にしろ、これまでと同じような目標は、美術教育にとってどうなのかという疑問が生まれる今日この頃です。	

122 美術の時間数を減らすのではなく、せめて現状維持、増加させてほしい。すべてはデザインなのだから。	



123 鑑賞はとても必要だと思いますが、何をどのように伝えるのかはいつも悩むところです。研修の機会や他校での実践など知
りたいです。一番目指しているのは、鑑賞は美術の中での楽しみであること、自分の生活や生き方に身近に感じられること、
何か気づきがある鑑賞がしたいと思います。対話型鑑賞と知識もある程度必要ではないかと感じます。生徒は知ることで見

方が深まる場合も多い気がします。あとは十分な時間を確保するため時数が増えることを希望します。	

124 時間数の少なさや、教材研究等をするヒマがなかなかとれないのが現実です。	
125 鑑賞学習は自分が受けた経験がなく、はじめどのように実施すればよいかがわかりませんでした。他の先生方の実践を参

考にさせていただくことで作っていくことが精一杯です。また、一人一人感じ方、考え方が異なるため、評価に基準が定めづ
らいです。一歩間違うと国語のようであり、知識・理解のようでもあり…もっと独立した鑑賞の時間も確保していきたいのです
が、以上のような疑問、悩みがあり、一歩踏み出せずにいます。	

126 鑑賞ということばのイメージが教員によって違うように思います。鑑賞をもう少し分類して提示していただけるとうれしいです。
協力できることがあったら、声をかけていただければ、実践します。静岡市立立観山中学校　山竹弘己	

127 長い年月、美術という教科にかかわってきて、人の土台を成す教科であるという思いを強くしている。この土台の上に他の教
科が積み重なっているというイメージを学生の時に抱いたが、全くその通りであった。個を大切にし、物事を大きくとらえて受
け入れ、新しい地平を拓くすばらしい教科である。退職も間近であるが、この道に導いて下さった、恩師の方々に大変感謝し

ている。最後まで、美術室で生徒達とワイワイやっていたいと思う。　横浜市立丸山台中学校　山田かおる	

128 ・美術の授業で、ただ教師が用意したものを制作させることに疑問を感じ、これまでも鑑賞の学習を新しい題材に入る前に
行ってきました。20年ほどかけて、鑑賞題材も一学年2～3種類とだいぶ充実してきていると思います。・鑑賞題材そのもの
も、生徒がより積極的に見たくなるよう、作家の背景を紹介したり、クイズを混じえたりと工夫していますので、生徒も興味、関

心をもちながら作品を味わっていると思います。・作品味わうことは、作者の心情に触れることになりますので、作者の生き様
に触れたような感想が授業後に出てくることが多いです。これは、生徒自身が自分の生き方を問いなおしたり、心情を豊かに

することにもつながっているのではないか、とも思います。人間同士の関わりが稀薄になってきている昨今、人間の心情を豊
かにするためにも、美術教育、鑑賞学習の重要性は増してきていると思います。	



129 絶対的な授業時間数の不足の中で、充分な鑑賞活動を行う為には、外部機関との連携や他教科との連携づけた授業計
画などが不可欠であると思います。行事の制作物であれば、総合や道徳の時間で制作時間の確保ができますし、鑑賞の
手引きのような指導が授業の中で行えれば、長期休業中の美術館見学を課題にするなども可能です。実生活の中で、常

に美術に触れるきっかけ(美術的に物事をみる)を与えるような声かけができれば、生徒達は、学校の外でも大いに学び、
その成果を授業にも生かしてくれるように思います。	

130 表現の中から鑑賞の能力を評価することが難しく、ワークシートやプリントなど鑑賞として独立した授業における評価を
行っている。しかし、指導教官は表現からの鑑賞を評価しているので、今後自分自身も評価する力を身につけていきたい
と思う。表現の中の鑑賞に関しては、表現の技能や発想の能力が低い生徒について、不足している力は表現力なのか鑑

賞の能力なのかの見極めが必要だと思う。表現の題材の導入として鑑賞を採り入れると、表現の中で鑑賞が生かされて
いると感じることが多々あり、表現と鑑賞を一体化していく努力を続けていきたいと思う。	

131 とにかく時間がほしい。取り組みたいことはいろいろとあるが形にするまでに時間不足となり実りにならなくて授業で取りく
めないまま保留となることが多い。作品展示や掲示の工夫などの大切な鑑賞の1つであるが、準備や展示(満足のいく内
容にしたい)は手間もかかるので、中途半端な見せ方になってしまうこともある。厳しい状況の中、自分なりに努力している
と思っているが、いつも心は苦しい。研究の方々頑張って下さい。もう一度芸術科目の授業数を週2に取り戻してほしいと
切に望んでいます。こんな時代だからこそ。美術は他教科ともからむ総合教科です。	

132 鑑賞授業は単元の導入とまとめに、良く取り入れます。友達の作品から作家の作品から表現主題や技法を学ぶことが出
来ます。特に作品完成時には、自己評価、相互評価を行い、鑑賞時間を1時間必ず設定しています。又、オリエンテーショ
ンとして年度始めに鑑賞授業を組み込みます。資料は大きな(出来れば実物寸)ものを提示できるよう探します。又、事務
からの物品購入時、”モナリザ”や”ターバンを巻く少女”等積極的にあげ買って頂き、第1美術室をギャラリー風に展示し
て、普段から名画に触れる機会を増やす努力をしています。	

133 まだ、講師の指導が多く、学校内での美術に授業の重要性は低いと感じる。また、教諭(自分を含め)の知識の乏しさはあ
ると思うので、技術、(活発に)教科会をひらき、「知識・技術の共有」と「より高い技術・指導」ができるようにしてもらいたい
と思っている。	



134 教員は勤務時間中に教材研究する時間がなく、部活動指導が終わってから、夕方6時頃にはじめて時間がとれる状態で
す。教材研究は、いちばん後回しになっている人が多いのではないでしょうか。美術科教育のみに特化した研究でなく、ま
ずは前庭となる労働環境から論じていただかないと、全体構造を見あやまると思います。	

135 アンケート、ありがとうございます。美術は週1、少なくて悲しくなります。忙しくて悲しくなります。でも、授業中、生徒のうれ
しそうな表情、真剣なカオを見ると、まだ続けられる！！と思います。美術の先生は数が少ない！カゼもひけません。でも、
だからこその、ひっそりとした明るいみりょくを持ち続けたいと思います。アンケート、役立ててください。集計、本当におつ

かれ様です。	

136 美術の鑑賞の内容と、実際授業で作品作りをしていることが、うまくつながるよう指導できればと思っている。	

137 美術科では鑑賞の要・不要でよく話になりますが、直接的に生徒の授業によく関わりがあるのは、作品鑑賞だと思ってい
ます。また、表現分野が、自分の内面のアウトプットであるのに対し、鑑賞は作者の意図や、社会的背景を考察すること
から、他者を慮り、尊重することと考えています。美術科教育では、どちらも大切だと思います。	

138 表現の為の鑑賞、純粋な鑑賞、どちらも大切なのでこれから研究・研修を重ね、鑑賞学習指導を充実させたいと思う。	

139 ・小中の一層の連携(図画工作―美術とのつながり)。・小規模中学校における、無免許教員に対する支援、並びに美術
教師への配置。・地域の特定の美術に関わっている人の活用(制作者や研究者を含めて)。	

140 全国で募っていた美術鑑賞研修に参加してから(8年程前？)、鑑賞授業に抵抗がなくなりました。とても楽しく(生徒も)
やっていると思います。　世田谷区立千歳中学校、○○ 

141 美術科教育の重要さを広めていくには、まず今の子どもたちに美術の楽しさを実感させ、大人になっても積極的に美術活
動と関わろうとする種を心にまくことだと思う。日本は世界的にみても文化、芸術に対する後進国であることは、授業時数
の少なさからも明らかで、危機的な状況にあると思う。大人を変えることは簡単ではないが、時間はかかっても子どもの心

を耕すことに希望をもってがんばるのみです。　どういたしまして。お役に立てれば幸いです。	



142 日本の国益を生みだすコンテンツとして美術はとても重要です。最低、週2時間は必要です。	
143 実技、表現が苦手でも鑑賞は好きだという生徒を育てたい。「鑑賞と表現を関連付けて指導していく」と指導要領では言ってい

るが、無理に関連付けなくても、鑑賞を独立した形で作者の生き様、人生と関連付けた鑑賞の方がより、生徒の心にも響くし、
将来、美術館に行ってくれるような鑑ることに興味を持った人を育てられると信じている。	

144 美術という幅広い分野の中で、教員自身が、美術文化や日本の伝統文化への興味や熱く関心をもつことが大切だと思います。
指導の内容を深めていけるような、効果的な研修のあり方を広げてほしいです。	

145 日常の美術指導の中で、やはり表現活動が優先してしまう傾向がある。現在、愛知ではI packというカルタのような美術作品
カードを授業に導入している。そのカードを使って、おもしろく作品鑑賞をしているので、楽しい活動がたくさんできるとよい。	

146 授業時数が少ないために、一人の教師が全校生徒(約540名)を教える現状は無理があるように思います。また、今の社会が
求める学校現場では、5教科の能力を向上させることに重きがおかれる傾向があり、もっとも情操面を養うことができる美術教
育を軽んじ、必要とされない教科として扱われているように感じています。自己表現の喜び、創造することのすばらしさを体感

できる美術教育は、今の社会の心の荒れをかえる教育のもっとも大切な教育の根底にある人間教育につながるものだと思っ
ています。	

147 美術史を義務教育課程で学ぶ必要性を強く感じているが、多くの中学校では美術史を学ばず、単に作品について思ったこと、
感じたことを述べさせる、考えさせる授業が多いように感じる。唐突に作品を出すのではなく、歴史的な文脈を学ばせた上で鑑
賞させることで作品にこめられた真の意味を理解し、美術に興味をもつきっかけを広げることができると考える。	

148 美術史等はどの程度やっていくのがよいかよくわからない。鑑賞を充実させようと思うと、作品制作がまに合わなくなる。よい
資料や鑑賞のワークシートを充実してほしい(教科書に合わせて）。他県の美術館に行けるような出張が企画されると嬉しい。　
おつかれ様です。今後もよろしくお願い致します。	



149 安価な視覚教材（DVD、資料データ集など）が欲しい。	
150 とにかく時間がほしいですね。制作が充実すると鑑賞する心が育ってくる。制作することの大変さ楽しさ等を体感することで、

作者への思い「何でこんな大変なことをしたのだろう？」「どんな気持ちだったのだろう？」を感じる。ノミと木づちで木鉢を掘り
出した時手の痛みを感じた(体験させられた)生徒は、修学旅行先の彫刻を見て、自分が作ったとしたらと考えてくれた。遠足
で大きな美術館に行った時も、各自それぞれに目のつけどころが違い、教師側の予定に反して、なかなか出てこないというこ
ともあった。特に事前に学習をした訳ではないが、制作を真剣に取りくんだ生徒達は自然と鑑賞する心が育つような気がして

いる。少ない時間でたいした鑑賞はしていないが、生徒達が「本物を見てみたくなった」と言ってくれた時に、まあまあだった
かなと思っている。教師も本物を見る機会を増やしていく必要を感じる。自分もハッタリでなく、作品の話ができるようになって、
多少自身がでてきました。	

151 時間数、予算、教員数、全てにおいてどんどん削減されつつあるように思う。かつてのように４ツ切で迫力ある作品をつくらせ
ることは今ではできない。それでも無から有を産み出し、創り出すこと、表現することの喜びは人間を人間たらしめる大切な能
力だから、美術が目指すことは人間教育そのものではないかと思います。また、対話による鑑賞教育は平和で豊かな文化を

育くむためとても良い方法だと思います。これからもっと取り入れたいと考えています。効果的、妥当な評価法も考え中です。	

152 授業のまとめなどで近くの美術館に連れていけるようなことができるとよいと思っています。	
153 表現では主体的に主題を生み出したり、鑑賞でも主体的に作品に向い、多様な見方を学ぶことは大切であると思われる一方、

作品や美術的行為が目的ではなく、生きることや、社会に対しての価値ある叫び(冷静な作品を通して)であることをしっかり
と学ばせる必要があると考える。	

154 年間の時数の中で鑑賞学習について確保する時間がなかなか生み出せず、長期休業中の課題等で確保しているのが現実。
さいわい鹿児島市は市立美術館が夏季休業中に鑑賞教室を実施して下さり、低料金で鑑賞できるので毎年利用させて頂い
ているが、地方にいくとそれも困難で、もっと本物に触れる機会を生徒に与えられるといいなと日頃考えています。	

155 鑑賞だけで１時間の授業を考えることもありますが、毎時間表現活動の前に５分間図版資料を鑑賞する時間を設けています。
鑑賞指導・表現指導共に、特に評価方法に悩むことが多いので、ヒントとなる出版物や研修会が増えれば…と思います。	



156 ・現在は、鑑賞の授業を各学年別テーマを設定して行っている。(１年生、仏像(日本の美術）・２年生、ルネサンス(イタリア
中心)・３年生、印象派(モネ～ルノワールまで））・教科書は別に考えている。	

157 個人的には鑑賞教育には強い思い入れがありますが、様々な制約の中で、自分の勉強不足もあり、十分な教育活動を実
践できているとは言えない状況です。もっとも大切なのは、指導者自身の鑑賞の能力が育っていることであろうと思います。
自らの力を磨く努力を怠らないようにしなければ、と本調査を受けて改めて感じました。	

158 このようなアンケートを実施してくださって本当にありがとうございます。	
159 ・社会全体の価値観が見直される機会が増えるといいのですが。（経済の向上が必ずしも精神的な豊かさに直結しないと

いう事）（美術までもが経済に肩入れしない事）	

160 鑑賞の授業のためにまず教師自身の研究やFW（教師が実際に作品を見ることで感動を生徒により伝えやすいと思ってい
ます）が重要にだと思います。ワークシートも自作でやっていますが最近は画像も作家にまつわる情報も”ネットで簡単にお
とせるので便利です。教材研究に充分な時間があてられるように、教師の仕事の精選も大事だと思います。	

161 美術の授業で身につけられる資質や能力で社会生活に生きて働く一般化できる能力について広く発信していく必要がある。
美を通しての学びとは何かを我々が明確にし教材化、年間計画の作成をしていくべき。	

162 生徒の様子をみていて思うことは圧倒的な経験不足（色あそび、正方形、正三角形を描く力など）＋不器用さ（コンパス、は
さみが正しく使えない）＋見立てあそびの不足（つみきでつくる、くもの形やできたシミの形で連想することが苦手）→単純化、
デザインする力の不足、表現力の不足。目は開いているが観察しようとしていない。じっと見る、まじまじと見ることをしてき

ていない	

163 学校に一人しかいない教科なので、例えば、一年生の最初の授業から三年の最後の授業まで他の先生がどのようにして
いるのか知りたいが、知る方法も機会もない。優れた研究用の題材や授業の資料はあるが、普通の授業についても知りた
い。ガラパゴス状態である。	



164 人は、生まれた時から、自然という「美」に「芸術」に囲まれているのだから、感性を磨くことが一番でしょう。そして、暴力や戦
争による芸術品の損失をふせぐことが大切であると子ども達に伝えていくこと。	

165 週に1回では何もできません。週に2回という時間があると充実した美術科教育ができると思います。	
166 教科にあてられている時間が少なく、どの課題に対しても生徒も制作時間に苦しみ教師も準備が大変。	
167 表現の指導が充実していないと、鑑賞の力は育ちにくく、授業時間も教材研究の時間も圧倒的に足りないのが現状です。少

ない時間をやりくりして美術教育の中での鑑賞教育の割合を増やすことより、美術教育そのものの、学校教育の中における
割合を増やしていくような、運動や取り組み」や働きかけをしていただきたいと切に願います。	

168 ・大規模校でも美術教師は1～2人である。持ち時間数やクラスが多く超多忙であり、とても鑑賞指導どころではない。・美術
科教育が軽視されているように感じる。授業は、中学校の美術が高校のように選択になるか、全く無くなってしまうのではな
いかという不安と危機を感じる。・美術を教える大学にも頑張ってほしいという思いがある。・子どもたちは、絵やイラストを描

くことが好きである。色や形で表現する時間を学校から決してうばってはならないと思う。	

169 美術教育は、技能の向上をめざすものではなく、人間としての能力の向上をねらいにする教科であるが、多くの美術科教師
は、技能に片寄った授業をしているように感じている。人間が成長するためには、美術は欠くことができない教科なので美術
科のねらいにせまれるように、研修をつんでいくこと必要がある。	

170 ・学校体制、風潮、共にスポーツ、運動部一辺倒の状況が多く、美術をはじめ、文化を大切にし認めていこうという雰囲気に
かける。文化部の活動が学校に浸透し、みとめていってもらうことが美術科教育の役割とも思う。・美術担当教師の趣味、志
向に偏ることなく、バランスの良い題材の配列が鑑賞教育でも必要である。	

171 教科の教材研究、授業の準備に使える時間が確保できません。毎日のように会議、行事、生徒指導等で8時～10時まで残
業。土日は部活動、多忙化は年々進んでいます。総会や復興教育、道徳などにも時間がとられ美術はどこへ行くのか不安
です。鑑賞を大切に思う反面、充実した準備や研究、実践ができていないのが実状です。	



172 ・近くに美術館もないので、鑑賞の機会がない。授業でアートカードやインターネットから画像を取り込み、参考作品として提
示している。美術館に出向いて鑑賞するというスタイルは、望ましいが、現実的にはむずかしい。授業で仕上がった作品を
見せ合ったり,発表したりすることでお互いの良さを認め合う鑑賞の授業にしている。・美術科は、斜陽の教科になりつつある
ように感じる。人材や予算の都合上、専門でない教師が「臨免」という書類上の資格で授業を行っているのも現実である。学
校によっては、雲泥の差がある。	

173 美術について、あらゆる面で学習を深めたいのは山々だが、美術館、学芸員並の知識を得る研修会が各地で実施されるの
が好ましいと考えているので、芸術大学並の研修を受けられる機会と人材を確保するために各大学の方にご尽力いただき
たい。	

174 授業数が足りない80%達成できない時がある。その一方で50/45ｈ、40/35ｈやることもある。図工が少なく実技の指導も
充実させたい。実技を関連するもの、独立して学ぶものと鑑賞は様々な形でできる。ただ独立した鑑賞はもっと行われていく
べきだ。美術館などの施設を積極的に利用したい。だが、非協力的に感じる…。生徒の中には鑑賞が一番好きという生徒も
いる。鑑賞は道徳的であるため教育効果が高いように感じる。	

175 現場の中学校教員には、部活動指導や生徒指導も重要とされるため、時間をつくることが難しいのが事実です。教材研究
を充実させるために、時間の捻出と、他の教員との協力や他機関との連携等を有効にできればよいと考えています。	

176 ・制作や鑑賞学習を粘り強く行う力が生徒に足りなくなってきている。50分もたない生徒も多い。・教師側の事前準備がどれ
だけ重要かわかっているが、学年、クラスの仕事、生徒指導、部活指導に追われ、じっくり準備をすることができない。・年間

35時間の授業の中で、少しずつではあるが、鑑賞学習を増やしていく努力はしたい。	

177 生徒自身が表現活動に喜びを見出すことなしに、鑑賞学習に興味を示すことはあり得ません。昨今、「鑑賞教育の充実」が
声高に論じられておりますが、美術の授業時数が減ったため、制作表現活動が充分に展開できず、やむを得ず、準備や片
付けや、個人(生徒）によって”違ってくる制作時間の確保から逃避するために、代替として鑑賞教育の重視がうたわれてい
るように思えてなりません。表現活動のための鑑賞であり、鑑賞活動のための表現であるという相互関連性を重視すべきで
す。当然、時間がかかる（かけるべき）のは表現活動であるのは言うまでもありません。「美術（芸術）を愛好する心情を育て

る」という原点を見失うべきではありません。香芝市立○○○中学校○○○○	



178 鑑賞学習については、生涯にわたり美術を愛好する心情を子どもたちに育むためにも重要なもの（生涯学習として）である
と考えている。コンクールや技術指導がクローズアップされてきたように感じているが、美術・図工が義務教育に位置付けら
れている意味・意義を見直し、一部の子どもではなく全ての子どもに美術を学習させる上で身に付けさせたいことを見失っ

てはならないと考えている。全ての子どもたちに、大人になっても必要なこと、小・中で身に付けておくべき力とはどのような
ものかを、私たち美術教師が意識していかなければならない。表現する喜び、楽しさとともに、見る楽しさも味わわせなけれ

ばならないと思っている。	

179 教科書を1年、2年3年上・下にわける必要をまったく感じない。参考作品、鑑賞等で振り返りなどで確認させた方がおもしろ
い。技・家のように1冊にまとめ、教員で必要に応じてページをみていけばよいと思う。	

180 同じ拡大図版が複数枚(例1)、もしくは同じ種類（風景がなど）の拡大図版が複数枚(例2）あると助かります。(例1）水墨画
A×2枚、水墨画B×2枚、水墨画C×2枚　(例2）風景画A、風景画B、風景画C、風景画D、風景画E、風景画F　　およそ、各
クラス6班編成になるので、6枚、もしくは3枚が活用しやすい。(もしくは、美術室へのモニター設置が義務づけられれ
ば……。←自校で解決できるよう、努力している所です。）	

181 美術教員が各校で1人ないしは2人という現状で、教員が孤立してしまう傾向にある。研究会活動にもできるだけ参加する
ようにしているが、教員の縦横のつながりが大切だと思う。その上で、多くの実践交流をして一人一人の力量を伸ばしていく
ことが求められていると考える。それにしても授業時間の確保や美術・芸術の価値意識の高まりが前提では…。	

182 美術の教員がもっと「絵を描く」「物を創る」ことが必要。曖昧な言葉を並べるだけの指導ではなく、生徒の目の前で「してみ
せる」ことで、生徒に説得力を与えることができる。美術の教員が時間を取って、技術をつけるための研修会にもっと参加す
るべきだと思う。	

183 とにかく、現状の授業時数では、あまりにもゆとりがない。その中で何観点もの評価を蓄積し(できるだけ細く、多くといわれ
ているが…）評定を出すことにほとんどの空時間をあてている。現状の評価の方法では、より評価しやすい(負担のかから
ない）内容をつい考えてしまう。	

184 やはり本物を見せたいし、体感してほしいので、美術館と中学校の連携がより充実していくとすばらしいと思います。	



185 転勤→資料をつくる→その学校のために残す→転勤→資料がない→資料をつくる→その学校のために残す→転勤→資料
がない！→この繰り返しです。	

186 大学での教員養成を充実させ、知識・教養が高く実践力のある若手を多く輩出していただけたら大変嬉しく思います。	

187 とにかく授業時間が少なく、内容が薄いものになりがちである。グループ学習などを取り入れていると、作品を制作する時間
がとれない。	

188 以前は、展示機器などがなかったため、困難であった。今は機器などは充実し、ネットからもすぐ探せるので本当に便利に
なった。ただ、私自身、忙しさのあまり充分な教材研究ができないため、積極的に行えていない。1時間の鑑賞授業をする
のにも自分自身が充分に調べ、ワークシートをつくり、順序だてて指導案を考えたりするのも何時間も時間を費やしてしまう。

部活動、学級担任、予定帳の返信、道徳の授業案づくり、学校行事など、鑑賞の教材研究に充分な時間がとれないことが
私にとっては一番大きな障害となっている。鑑賞は私自身、すごく好きで、人間の本質などにもせまれる授業もしてみたいと

思う。鑑賞教育ができれば、生徒の作品も変わってくる。	

189 授業時間数が足りないと感じます。作品制作においても、じっくり自分の表現を探すことと向き合い、その中で技能を身につ
けさせたいと共に、完成した作品に愛着と誇りを持って欲しいという想いでいますが…。鑑賞も特別な、大切な活動とわかっ
ていながら、充分な活動ができていないもどかしさがあります。	

190 ・授業準備、教材研究にあてたい時間が事務仕事や多発する生徒指導でなくなってしまい、正直なかなか新しいことにチャ
レンジしにくいです。充実した学習のためにもっと時間がほしい。・学校も経費を減らす一方で、必要なものが買えずにやり
たい授業ができないことがある。工夫するにも限界があります。・こういう研究をもっとたくさんしていただいて、広く社会に

うったえていって下さい。	

191 授業時数の確保が大変。その中で、どの教材を扱うか吟味もかなりしなくてはならない。とにかく時間がほんとになく、行事
でつぶれたり、そのため他のクラスと授業時間数をそろえるために(公平に評価をつけるためにも）授業をもらってそろえて
いる。	

192 それぞれの地域の特性を生かした鑑賞教育がしたい。美術館見学、寺社見学など総合の時間などを連携しながら、本物を
見る機会を持たせたい。	



193 美術科の免許を持った教員が少ない。この状況の中で物事を考えていく必要がある。	
194 ここ、２０～３０年前の子どもの絵と、現代の子どもの絵を比較すると、あきらかに描き方が幼稚になっています。それは、

観察をじっくりしてきてないからだと思います。幼い頃から機械の中で育ち、ゲームや強い色彩に浸ってきているので、
パッと映像で理解した気なっているせいかもしれません。スクリブルといった行為を全くせずに育ってきていることもあるで

しょう。小学生の頃に、ピカソについて学んできた子たちは中学生になって、ゲルニカについて鑑賞学習してもあまり感動
しません。何を、どのような時期に、どういうタイミングで学習すべきなのか。幼・小・中・との長いスパンで考えることも必

要なのではないかと、この頃よく思います。言語活動の充実が叫ばれ、鑑賞学習は以前よりどの学校でも意識して取り組
んでいることは確かです。　お役に立てたら幸いです。何か協力できることがあれば、遠慮なくいって下さい。静岡県富士
市立○○中学校（○○○○）	

195 なぜ美術科教育が必要なのか、楽しく語れる人でありたいと思います。しかし、授業時数が少なくなり、生徒指導面も考え
ると、あれもやりたいこれもやってみたいという気持ちにブレーキをかけなくてはいけないのが今の現状です。	

196 周辺の学校（中学校）での実践を伺うと、教師によって扱う題材がバラバラであり、学校によって生徒が体験する美術学習
に大きく差があるように感じる。一人で題材を決定し、授業後に（これで適切だっただろうか？）と反省し、の繰り返しで、や
や不安を覚える。他教科よりも教師の自由度が高い気がするが、このままでよいのだろうか？	

197 鑑賞の評価について、創造分野に対して鑑賞の割合が大きすぎる。又、真の鑑賞の評価は難しい。（国語力ではない）	

198 鑑賞も大切ではあるが、自分がやってみて、思うようにできる制作活動はすごく大切であり、様々な表現や方法があっても、
実施することは限られてくる実技教科であるので、子どもたちが幅や考え方を広げられるような最小限にとどめているの
が今の現状ではないでしょうか。	

199 他教科と比べることではないかもしれませんが、授業内容に教師個人の資質や教養がダイレクトに関わる教科であると
思っています。美術についての知識等は一生勉強です。指導技術については経験年数相応かそれ以上のことが身につく
ようより研鑚を深めなくてはと思っています。個人的には研究時間がないほど忙しいわけではないので、アンケートを通じ

て改めて研修・研究の必要性を感じました。	

200 個人的に鑑賞学習の普及のために教材をつくったり研究授業を公開したりするなどして努力してきたが、（10年ほど）一
部の先生方にしか活用してもらえいぇいない現状があります。要は、何がネックになって鑑賞の授業ができないのかつか
めていません。たぶん指導者自身が独立した鑑賞の授業を受けていない経験が一歩踏み出せない大きな要因になって

いると思います。	



201 東京は鑑賞学習に必要な資料・作品がたくさんあるが、地方では大変だと思います。生徒に本物の作品を見せることが難
しいと思う。	

202 やはりず～っと以前のように中１は週２h,中2も週２h、中3は１h、しかも多くの中学校では２h続きで授業がされていて、休
憩の10分（１５分）もつづけて作業等できたので、ゆっくりと個々のペースに合わせての作業や製作が可能だった。授業、
教育課程の必修時間の見直しが必要。また、道徳が教科時数となれば更に少なくされる！？危惧も感じる。総合、ゆとり

(以前）等、学校でのノルマが多すぎ、本来の各教科の健全な基礎基本からかけはなれていってしまうような現場であると
も感じる。	

203 「ゆとり教育」という言葉が出たころから、逆に美術の授業数が減らされていきました。新１年生では、入学から丸々一ヶ月
授業が抜ける場合もあります。ポスターの応募はいろいろ来ますが完成度の高いポスターを制作させようと思うなら１学期
間はかかります。鑑賞学習へのこのアンケートもある程度の必要性は感じますが、まず授業数の確保が制作であれ鑑賞

であれ最優先の点だと思います。	

204 生徒達に本物の作品を見せたい。	
205 評価をするために何でも点数化しなければならないのが現代の教育である。豊かな心情に点数がつけられるのかむずか

しい。	

206 日本の美術や地域の工芸品などを中心に授業し、西洋のものとの比較や影響など学ばせています。自国の美術文化は
大事です。美術館学習も実施しています。生涯学習にもつながると思います。「言語活動の充実」ということで、意見や感
想を鑑賞の授業でも発表したり、書かせることも推奨されてきています。他人の感じ方と比較して自分の感じ方を見つめ直

すことも授業展開としては派手でおもしろいのですが、「絵は言葉のない詩」「言葉で表現できない物を表現したものが美
術、あえて言葉で表現したものが文学」だと本音では思っています。	

207 作品を見て感じたことを文章にして発表したり提出しての評価が多いが、必ずしも言葉にする必要があるのかなと考えるこ
とがある。作者の意図と鑑賞者の感じ方は同じとは限らず、そして答え合わせをする必要もない。たくさん感じ取ったね、
いろんな見方ができたねーそれが分かるのであれば、言葉や文章といったアウトプットだけでなくはなく絵でも歌でもダン

スでも良いのではないかと考え、そこから他教科とのコラボレーションが実現するのではないかとも考えています。	

208 1学期につき1時間しか鑑賞に割けない。作品が仕上がらなくなる。美術が関わらないものはほとんどないことに気づいて
ほしいので、できればもっと鑑賞をやりたい。	



209 授業準備が他教科より大変であることを理解してもらいたい。担任等の場合は講師(1学期うけもつ）をつけてほしい。講師
等の教諭の授業の質には差がありすぎる。講師等の先生にもしっかりとした講習を受けさせてあげる機会をつくるべき。気
の毒です。仕事量が多すぎるので何とかしてほしい。行事と鑑賞を連動させると子供の定着率が高まるように思います。	

210 鑑賞について、教える、説明する、主題に気づかせる等、事前の知識を充実させることで、作品理解を深めることがおろそ
かになっている。いつから教えない鑑賞教育になってしまったのか、かなり疑問です。	

211 対話による鑑賞授業が主流になってきていますが、教師のスキルに左右されるこの形式ではなかなか現場の授業で行うこ
とは非現実的だと思います。「誰でも」「短時間で」「シンプルに」「生徒の心を動かす」ことができる鑑賞授業の取り組みがで
きればと思います。逆に表現では「この先生にしかできない」指導も入れながら子供の可能性をひき出せる授業ができれば

と考えています。学生さんにはモラトリアムの間に、とのかくたくさんの美術館やぎゃらりーに足を運び、とにかくたくさん制作
するようお伝えください。よろしくお願いします。	

212 鑑賞学習の重要性を感じるが、評価するとなると、どこをどう評価するのかわからない。先輩に聞いても明確な返事が返っ
てこない。	

213 ２，３年生の授業が週１しかない状態で、鑑賞の授業を充実させるには時間が足りない。1単元、5時間は欲しい。期末考査
に出題させるため、知識を教える授業とじっくり鑑賞させる授業が必要。	

214 本講美術で、基礎構成の鑑賞授業(1年次）モダンテクニックの鑑賞授業（２年次）美術史日本(2年）美術史西洋(3年）を取
り入れております。	

215 鑑賞学習指導については、実践例や資料、書籍も増え、ずいぶん取り組む教師も増えてきたように思う。鑑賞教育について
の新しい試みも多種多様化している。しかしそこで育まれたものが何なのか,”数値化、見える化することがむずかしいと感じ
ている。その結果、鑑賞教育の必要性を強く主張できるだけの資料をつくりあげていけるのかが不安である。（データにあら

われるのだろうか・・）現場で鑑賞教育にしっかり取り組んで10年以上になり、手応えも感じ必要性も理解し育まれるものの
価値も体感しているので、さらにおしすすめていきたいと考えているが、学習指導要領の改訂でまたかえられてしまうので

はないかとも考える。（美術はいつ選択科目にされるかわからないし・・）鑑賞教育をさらに深化し「表現活動」を通してしっか
りと見える化できるか、その道筋を考えていかなければならないと思っている。	

216 人類の能力upに多大な貢献をしてきた美術は、これからもたいへん大きな可能性を秘めている。最も子ども達の感性を高
め、生きる力を育み、豊かな力を培うことのできる教科として発展させたい。	



217 将来、美術と親しめる基盤をつくりたいと考えます。中でも鑑賞は誰にとっても将来に渡り美術と関わる形態であるため、
鑑賞の授業は「楽しかった」と終われるものにしたいと考えます。私有に見て自分なりの見方が全肯定されることを早い段
階で体験させたいと思います。更に知識や背景を知るとより楽しいという鑑賞学習の流れをつくっていくことができるように

したいものです。	

218 時数が少なすぎるなかで、制作における４領域、鑑賞を授業の中にバランスよく取り入れるこよは困難であると考えます。
私は、１学年５クラス全校１６クラスの美術を一人で指導していますが、空き時数も少なく他校への研究授業への参加もま
まならない中、系統だった授業を工夫することで何とか対応している状況です。ネット上で自由に作品の鑑賞ができ、必要

な資料が使えるようになればと思います。	

219 授業時数が少ない中での鑑賞指導は不十分な点が多く、毎回苦労します。教科指導以外のことで放課後や休日もなくな
ることが多く、必要性を感じつつも作品制作に追われています。総合的な学習の時間の捻出のため（？）技能科目の時数
が減らされているように思われ、それぞれ意味のある活動であるために両立させる大切さも理解出来ますが、現実は

日々の忙しさに追われているというところです。	

220 視聴覚設備の利用授業の多さ、設備の内容など学校によって大きな差があるため、美術科だけの判断で授業を進めるの
は難しいところです。また学年ごとの足並みもそろえねばならず授業数の差（例：1学期中1組は8回、3組は4回）も出てし
まうところもあり、創作活動に重きを置くと積極的には時間を取りづらいです。出来れば本物に触れる機会があれば良い

と思います。出張授業が定期的に回ってくるなど（教員側の手続きがスムーズになるとありがたいです）そのような機会が
多くあるといいなと思っています。	

221 鑑賞学習指導については、作品のことだけでなく、作者の性格や人間関係、作品が制作された時代背景などについても
触れることで、より深みのある学習ができると考えている。本物の作品を鑑賞できればそれが理想ではあるが、ビデオ教
材の内容、見せ方によっては、「本物を超える」鑑賞が実現できることがある。「何かよく分からないけれど、すごい」等々、

生徒の気持ちを揺り動かすことができれば、生徒はあふれる思いを綴りはじめる。生徒の書いた感想に対して、美術教師
が個別にコメント（朱書き）を返すことで、ひとつの鑑賞学習が完結すると思う。	

222 生徒も鑑賞に苦手意識を持っていて、「何か見つけて、感じて、発表する」ことがプレッシャーのようです。でも、授業をして
みると、楽しく取り組んでいるので、食わず嫌いなのかと思っています。前半にゲームをしたり、豆知識とかは喜んで食い
つきます。紹介した作家のことをニュースで見て、家族に授業で習ったことを話したと聞いたときは嬉しかったです。これか

らも工夫しなければと思います。	



223 ・評価が難しい。・改めて「言語活動」など美術に必要ない。	
224 教育に必要不可欠な教科。土曜授業復活も検討されている中、時数を増やしていきたい。	
225 週1時間の中で、充実した制作と鑑賞はなかなか両立できない。本人も感動する制作が果たして今、できるのか？美術が好

きになる生徒を育てるために、鑑賞の充実だけ（？）では・・・。もっと、体、五感・・・を使った指導が必要なのではないか。これ
が公教育の中でどこまでやれるのか。別のことになるが、豊かな発想（←ここがおろそか）＋確かな技術（ここは力を入れ）＝
日本のものづくり。すいません、関係ないことを書いてしまいました。	

226 やるべきこと、やったほうがいいものがあることはわかります。しかし、増やすだけではなく、こういったアンケートも含めけず
る努力をしていかなければ現場の苦しさは変わりません。	

227 できたという実践とへえという感動のある授業と、そう思える生徒であることのできる生徒指導や学級の雰囲気作り（授業の
雰囲気）を大切にすることがまず第1歩であり、それができれば何とか充実できると信じて日々悩みながらやっています。い
いものをつくるために手間を惜しまないという姿勢はくずしたくありません。それを一番教えたいと思います。乱筆申し訳あり

ません。	

228 指導者の資質向上を考えるならば、考える能力の高い指導者の育成を求めていただきたい。現場で使えない教師の多くは、
自分で考える前に人に聞く、安易な人が多い。美術教育の衰退は、頭でっかちの知識偏重型と自分の仕事（美術作品制作）
に偏った芸術偏重型の教師を多く生み出したことが原因だと感ずる。	

229 美術も少人数での指導にすべき。37～38人の生徒を一人で指導すると危険な作業ができない。刃物を扱う等。	

230 中学校現場は忙しすぎます。	
231 近年、美術の重要性は徐々に低まる様に感じております。生徒達に、教科の特性とニーズを損なわずに、どの様に継承して

いくかを日々考案、実践中です。もう少し、社会でのニーズが高まり、より広まる様に変化していくことを願います。	

232 やはり本物の作品をみせるというのが、1番の手だてだと感じています。部活動では、年に数回、美術館に足を運びますが、
本物と触れ合うことで生徒の作風が変わったり、活発に美術作品に関わる姿が増えてきました。現実的には、全校生徒に作
品を見せるのは、かなりきびしいので、せめて本物の大きさのレプリカ等が、どこかで貸し出しできるようになるとありがたい

です。私的には、表現の前に、鑑賞の授業を1時間設けるようにしています（風景画や自画像など）。また日本美術と西洋美
術の対比は意見が活発に出て、深めやすいです。生徒作品の鑑賞会では、毎回全員の作品を展示し、キャラクターデザイン

（フィギュア）などは、全校で投票しNO.1を決めました。鑑賞場面をしっかりと設定することで、表現にも力が入り、また他学
年への意欲づけにもなり、効果的だと感じました。	



233 美術科は各校に一人または複数校勤務になることも多く、情報が乏しい。またゆっくり時間をとって教材準備や研究する時
間はない。しかし、時代は日々進化しつづけているため、新しい世代にあった教材を選定していく必要性は高い。常日頃、ど
んな教材が必要か、また限られた時間で何を伝え、教え、表現させていくべきか、じっくり考える必要があると感じています。	

234 公立（愛知県）中学に担任として25年務めてきた。その間、日展・日本画に出品し、京都画塾晨島社にて研究をしてきた。
最近は少しずつ変わりつつあるが、西洋の画家の作品や技法等が、教科書、資料集では大半である。西洋の画家作品＝
美術といったスタートがどうしてもひっかかってしょうがない。現在、日本画、日本の洋画家について、子ども達に伝達してい

きたいと強く思っている。最近、鳥獣戯画の模写、鑑賞活動、美術部では源氏物語の模写を中心に活動している。ただし、
公立中学教諭の現実は、美術が2割、残りの8割は雑多な、どうでもいいような仕事で（私の価値観）埋め尽くされている。	

235 国としてはICTの活用を謳っているが、そのハード面が乏しくてとにかく困っている。大型ディスプレイは他教科との取り合い。
PCもいちいち付けはずし。カラープリンタは印刷枚数に制限。活用したいと望んでも叶わないのが現状である。	

236 千葉県中堅市町村ですが、どの学校も美術の教員は一人職です。また、自己研修しようと思っても美術教育に関する書籍
は非常に少なく、公的な研修及び自主研修ともに美術の研修というのも少なく、勉強したくとも、どこでどう何を使ってすれば
いいのか非常に悩むところです。市内のどの美術科の先生も同じ危機感を持っており、機会をみて自主研修をしたりしてお

りますが多忙もあり中々・・というところです。評価については鑑賞に限らずどの視点も、やもすれば「教師の主観」になりそ
うで評価基準の設定にいつも悩んでおります。	

237 教員自身が制作を重視した学生時代を送ってきた場合が多く採用試験での鑑賞に関する出題が少ないように思う。多くの
人が社会に出た後、美術に関することといえば美術館等の鑑賞が多く、学生時代の鑑賞教育の必要性を強く感じている。
文化を大切にする意味からも未来に向けて鑑賞教育を通して身につけさせることは大変意義深いものだと言える。	

238 今の子どもたちにあった鑑賞教育を創りだしていくために、情報交換などができればいいのですが・・・	



239 学校における美術造形教育を浸透させるために、社会全般（大人、親）の美術造形への認識を変えていく必要があると思い
ます。最近、TVなどで絵や美術に関する情報が増え喜ばしく思いますが、私たち学校現場からも美術教育の価値、意義を
具体性を持って目に見える形で発信していく必要性があると思います。Artに関する社会全般の意識の底上げは欧米に見
習うところは多いと思います。東根市立○○中学校　○○○○ 

240 子どもたちの「人格の完成」には美術教育は不可欠なものであるという強い意識を持って、これからも授業改善に臨んでいき
たいと思います。	

241 子ども達も時代とともに変化していて常に新しい題材や教材を考えていく必要があると思います。心を豊かにし自分の作った
イメージを表現できる様な技法やテクニックを身につけさせていきたいと思っています。鑑賞はとても大切だと思います。実
物にふれる機会は少ないですが、作品の観方やそのおもしろさを伝えていって美術を愛する子ども達を育てていきたい思っ

ています。集計お手数おかけ致しますが、よろしくお願いします。福岡県朝倉市立○○中学校　美術科　○○○○ 

242 地方都市において美術展の内容や多様性には偏りがあり、研修にも教員数の少なさから機会が少ない。そこで美術教育、
鑑賞教育の向上には教員の意識の高さが大きく左右する。少ない中での研修や美術的教養を高めるチャンスは、NHKの
日曜美術館などのメディアによる所が大きい。美術展においても教員側の好みに偏らず授業で紹介し、生徒が本物を触れる

チャンスを作ることに務めている。宮崎市立○○中学校　○○○○ 

243 電子機器で見ても、実物大のコピーやレプリカなどの方が感覚的により受け取ることもできる。上手にどちらも活用したい。
制作を通して表現の意図や工夫を考えることができるし、鑑賞を通して制作に生かしたいものを主題等を見つけることができ
る。鑑賞は制作と切り離せないので関連させながら今後の指導を続けたい。	

244 お疲れさまです。	
245 各学年、鑑賞学習の時間をできるだけ取るようにしているが、授業時間の不足により作品制作の時間を生み出すのがやっと

で、なかなか鑑賞の時間を取ることができない状態です。また、一人で３学年を受け持っているので実技の教材研究にほと
んどの時間を使っています。もっと時間的なゆとりがほしいです。	

246 美術の教員が少なく、一人で考え一人で実践することが多い。	



247 授業時数が非常に少ない。美術の大切さを伝えるには不十分な時数である。	
248 時間数の削減により鑑賞の授業が困難（授業数の確保等）な為、短教材の充実をはかる必要があると感じた。自治体の予

算の関係で情報機器の設備に落差がある。	

249 地方にも美術館ができ美術についての調査、研究画進む中、学校教育で子どもたちに美術作品や芸術の良さや意義につ
いて伝えていかなければならないと感じる。しかし本県では美術館の教育普及担当の人数や、学校教育と美術館とをつなぐ
体制に多くの課題がある。美術教員として積極的に取り組みたいと考えているが時間的な問題や費用の面などで課題も多

いと考えている。	

250 美術科教育において鑑賞学習はとても大切であるとは思うが、観点別の評価の中に「鑑賞の能力」があることに疑問を感じ
ている。これは観点別評価が導入された時に強く感じていたが、それから何十年経ってもやはり同じである。色々な作品を
深く味わい感じ取ったことを直接的に表現する方法はまず、ことばや文だが、そういうものでは表現しきれない様々な感じ取

り方をしていることも考えられる。評価の対象ということで、言葉や文での表現力がある生徒がただ有利になるのではないか
と思ってしまう。人が感じ取ったことを評価の対象にすることに違和感があるのは私だけなのでしょうか・・・	

251 自然と美術に関する指導を充実させたい。現状だと次々と失われていく自然環境。美術との関連性を重視し、踏み込んだ自
然保護教育の指導を進めるべきだと考えます。	

252 鑑賞授業や制作の導入では毎回プロジェクタを活用しているが、生徒の反応はとてもよい。最近ではweb等を使えば多くの
資料を入手できるのがとても助かっている。ただ、学校によっては視聴覚機器のそろっていないところも多く、もっと設備を充
実させてほしいと思う。	

253 自分自身、芸術大学で学生時代に美術教育を学んだものの、大学で学習したことを中学生にどう生かしていくとよいか迷う
ことがあります。	

254 私は祖父が日本画を描いていたので（生まれる前）美術作品への関心が高かったと思う。そう思うと生徒達ももっと身近に制
作者がいたり、作品が目の前にあれば、鑑賞教育の基ができるのでは・・。	



255 中学校では小学校より作品をいかに完成させ見栄えのいいもの、本人が納得いくもの、まわりの大人たちが喜ぶもの（認
めやすい）になりがちである。時間をかけじっくり作品を制作する時間も大切だが現状は厳しい。生徒数も多く授業数も少な
いと作品も小さなものになる。本来なら生徒の試行錯誤する、自分を表現する、他者の作品の良さに気づくなど、感性を豊

かにさせる授業をさせたい。のびのびと「美術する」時間(授業）が現代の子ども達に必要である。しかし、中学校という集団
を学ぶ場では、枠にはまった題材、作品展示になり、生き生きとした子ども達の学びやエネルギーを伝える場がえにくいよ

うに感じる。体育（体育会）、音楽（音楽会）などの他の実技教科と比べると中学校での生徒の活躍の場面を見える形で仕
掛ける教員の力が必要だと実感している。	

256 美術教育全般が技術の習得や知識の理解を求められているのではなく、自己表現力の育成や他者理解や社会とのかか
わりを考えていく教育として、他教科では育てることが難しい感性を育てること、人としての生き方を考えさせる場として重
要な教科であるということを広く発信し、これから教師を目指している人にも理解していただければと思っています。	

257 生きる根本に関わる教科です。旧石器時代の人類がなぜ洞窟に絵画を描いたのか。なぜここまで文明が発達したのか。
脳の活力にもなります。学力の低下が言われますが、図工美術を減らした時期とリンクすると思っています。	

258 限られた時数の中でどう活動を（授業）組み立てて行けばいいのか、日々考えています。なかなか難しいと感じています。
どうしても表現分野（ものつくり）に偏る感じです。鑑賞の授業づくりはとても大切だと思っていますが、どうしても準備に時間
がかかりすぎるせいか、ひいてしまいがちです。一校に一人の美術教員のため、研修の機会を増やす又は参加して学ばな

いといけないと思いながらも他の兼務とのことを考え、なかなかうまくいけていないのが実状です。	

259 福岡県は全国に比して美術館や博物館が少なく行政も美術文化の振興に力を入れていないと感じる。美術教育について
も県教委、地教委に図工・美術の指導主事がほとんど配置されておらず、研修体制も整っていない。故に福岡県で図工美
術の授業研究を頑張っても昇任して他の先生に広める、生かすという道もない状況である。福岡教育大学も小学校図工課

程を廃し（H28.4)する予定であり、小学校図工の指導はレベルが下がっていくと思われる。人口に比べて県立高校に芸術
科のある高校が一校しかなく極めて少ない。福岡県行政は学識者の意見に弱い傾向があり、この現状を変えるためにも日

本美術教育学会の支援をいただきたい。藁にもすがる思いです。	



260 表現活動する中で寺領を自由に試す時間が取りにくい。興味がもてるように色々試せれば表現が、鑑賞がもう少し充実する
と思う。限られた時間の中で作品をつくり、できた！と満足感をもってつくり終えるのは難しい。私たちほど、子どもたちに造
ることを追求したいとは思っていないように感じる。苦手意識をもっている子にもつくる楽しさを味わってもらいたいと思って

題材を選んでいるが、何かよいものがあれば誌上で紹介していただけるとありがたいです。	

261 私の授業では「独立した鑑賞学習」はあまりなく、表現活動の導入の段階で「過去の生徒作品」や「プロの画家の作品」など
を紹介しています。時間にして１０分くらいでしょうか？「独立した鑑賞学習」だけだと授業時間がすごく削られた感じがします。	

262 生徒の現状をよく把握できれいない研究者等が中学校の週１時間の授業に対して多くの指導内容を望みすぎている。アン
ケートの質問項目を見てあまりの現状の知らなさに悲しくなる。之では将来の充実した美術教育はありえない。	

263 美術の良さ、楽しさ、表現活動自体の良さ、楽しさを伝える、味わわせる。生活(実生活や社会も含めて）との関わりをしっか
り教える。それらの点に傾注すべきであり、あたら専門家育成のごときプログラムは必要ないと思うが、いまだにそのような
指導が多く見られる。限られた時間、最低限の知識で最大限の実践を（自分は）心がけている。	

264 美術の鑑賞（情操を養う、見る・感じる・気づく力を身に付ける）の重要性を美術教員だけでなく他教科教員、また保護者、地
域への認知度を広める、浸透させることが必要だと思います。	

265 学級数減にともない一人当たりの美術の持ち時数が減り、ゆえに専任教員が減っています。各学年３学級の学校では、美
術の授業よりも特別支援の授業数が多く特別支援担任に移行してあいまうことが起き、美術教員でなくなってしまうようです。
非常勤や免許外教員の激増！！に驚いています。	

266 鑑賞教育の重要性を感じています。しかし実際の時間数の中で満足いくまでの取組が出来ていないと自身で思っています。
上手い実践などから学びたいです。	

267 作品を制作していく上で鑑賞はとても大切なことだと考える。しかし、いざ制作が始まると制作を中心にしてしまうことが多く
ある。理由は生徒個々の進度の違いのため。自身の授業の内容を見直し、最後に鑑賞時間を設けられるよう改善が必要で
す…課題の一つとなっています。	



268 教科書を使うことに関する自由度が、良し悪しどちらになるのかと思う。小学社会はこの歴史上の人物を学ぶとの明言があ
るが、美術教育において作家や主義の明文化は必要かどうか。	

269 鑑賞学習の充実を図りたいのですが、制作の時間でいっぱいになってしまうのが悩みです。本来なら制作した作品、世界の
あらゆる作品の鑑賞をしたいところを後者の鑑賞だけになってしまうことが多い状態です。（それも１学期に１～２時間程度）
そのバランスをどうとっていくか、私の課題になっています。実技教科として”つくる”は質も削りたくはないですし・・。時間と

の戦いです！！	

270 少子化に伴い各中学校の美術教師の減少と、徐々に美術教育の時間が減少している状況下で、今後もレベルを落とすこと
なく美術教育が人格形成で担える部分の責任を果たせるか不安です。	

271 私どもの市では、授業数削減や少子化に伴う学級数減等により美術教諭の定員が少なくなっています。また美術教諭が特
別支援学級担任等の校務分掌を持つことも多く、講師の先生が必要不可欠な状況です。しかし講師登録されている方も少
ないのが現状です。美術教諭も高齢化しておりあと数年の後、多くの教諭が退職した時にうまく引き継いでいけるのか不安

です。新規採用者を計画的に配置していただく等、先を見据えた人的配置を考えていただきたいと思っています。美術教育
が軽視されないよう頑張りたいと思っています。	

272 週１時間の中であれもこれもはできない。１，２時間で完成する作品ばかりすることがよいことではないので、じっくり時間を
かけてていねいに自分の気持ちに残る作品を制作させたい。すると鑑賞の時間が入りづらい。鑑賞に人権や平和の視点を
いれた題材を意識してとりいれている。大切なことではないかと思う。	

273 調査大変おつかれ様です。私自身の知識のたりなさも感じますが、もっともっと教材研究のための時間がほしいと常に思っ
ています。中学校の現場の業務内容は年々増加。学級担任等の受け持ちであればまずはクラスが一番ですから、教材教
科はある意味二の次です。本当にやりたい気持ちとやれる現状は反比例です。鑑賞の時間は表現の糧となる時間。時間数

とのかねあいとたたかいですが今の現状でよりよいものとなるように努めていきたいと思います。考える機会をありがとうご
ざいました。	

274 教科書も学会も研修もアイデアの出し方や深め方についてもっと丁寧に示すべき。美術科の表現分野で大切なのはそこだ
と思います。	

275 授業時数が少なく生徒の感動や意識を継続させるのがむずかしい。一校一名の教科なので新採用等の若手教師が育ちに
くい。	



276 美術科というものと小学校の図工がはなれている。小学校高学年になったなら、もう少し楽しくのびのびという所からはなれ
て欲しい。たぶん小学校の先生に知識がないのだと思う。私自身絵画科ですがポスターカラーのぬり方などは中学校に勤
めてから身につけたと思います。小学校でのびのびさせすぎではないでしょうか。絵の具の水の調整すらできません。どうで

しょうかね？	

277 時数の確保が厳しいです。	
278 NHKの課外授業やテレビ東京の美の巨人などとても内容が良いものが多い。視聴教材等の内容がもっと充実できると授業

にも使える。毎日が忙しい中で工夫と研究といってもなかなか時間が取れないので、もっと視聴教材があると助かる。指導
書等についてくる視聴教材は内容の構成がおもしろくない。生徒が興味を持って見られる内容だといい。授業に使えるもの

が欲しい。	

279 経験年数は３５年目を迎えベテランと言えるが、評価の研修等少なく、自ら手さぐり状態が続いています。	

280 表現を楽しみ美術を好きになってほしいと願っているが、表現が苦手な生徒も少なくない。美術史として２年では縄文～江
戸時代まで、３年では原始～ルネサンスまで、少ない時数ではあるが、学習としてとりくみテストをしている。テストのためで
はなく、エピソードや社会背景といったことなども入れて話をすると興味を持ってくれるし、日本でいえば仏像や寺の建築技

法などを知っ京都・奈良修学旅行に行くと、その学習姿勢は大変熱心なものとなる。高校へ行って世界史などで美術の内容
が出てくると、とてもおもしろく美術の学習が役に立ったと言ってくれる。大人になってその学習が活かされていくのではない

かと思って取りくんでいる。	

281 公立小中学校の職員が全国どこからでも閲覧、使用できるような鑑賞用の美術資料データバンクのようなものがインター
ネット上に構築されればとても役立つだろうなと思います。特に動画資料は今後より必要性が出てくると思います。作家の生
き方やものづくりへの姿勢などが伝わるような力のある資料が気軽に扱えるようなベースづくりは大切だと考えます。	

282 日曜画家の皆さんやプロのデザイナー、作家の方々との交流がとても刺激になっています。「表現する喜び」とは何か、教え
られることがたくさんあります。「人生」を考えて美術を教えていかなくてはと思っています。ケーブルテレビの内容は

YOUTUBEでも配信しています。「夢色アサンブラ」で検索できます。	

283 時間数の復活。若い教師の登用(採用）。	



284 美術室にプロジェクターやPC等の機材があればいいな、とよく思います。鑑賞⇔制作・表現の関連付けをしやすくなると思
います。	

285 さまざまな鑑賞方法がありますが、近年は対話型鑑賞がよく扱われているようです。しかし学校の実態に合わないところも
あるので、しっくりくる方法があれば教えていただきたいです。評価のやり方についても試行錯誤の毎日です。	

286 授業時間数が少ないことが不安です。体験が不足している生徒に、基本的な技能を身につけさせることに時間をかけてい
る。又、「自分のことを自分でする」や「段どりよく頭で考えて活動する」など20年も前には、考えられないようなことが充分に
できないでいることも現実です。本当は楽しいものづくりや、鑑賞したりしてよさを味わうことを中学校時代にもっとできるよう

にしていきたいと考えるのは自分だけかな…と思うことがあります。	

287 美術教育の中で鑑賞教育の重要性を感じるが、十分な対応ができていないことに新めて感じました。	
288 授業時間の確保が必要。作品自体も小規模のものになりがちである。	
289 鑑賞の授業として、作品を鑑賞するというよりは、表現の授業の中でも作品を常に鑑賞させていくことを心がけている。限ら

れた時間なので、1時間、ひとつの作品について学習させることはあまりない。これから取り組もうとする作品に関連させて
作品を鑑賞させていくようにしている。	

290 たまたま、雨天でトレッキングが美術館に行くことになりました。こどもたちは、本物を見て感動していました。学校でそういう
機会をもちたいものです。教師側の考え方を育成する必要があります。　走り書きで失礼いたしました。	

291 鑑賞の授業は必要とされて、まだ日が浅く、年配の先生方まだまだ多い美術の教科ではあまりやなれないことが多いです。
やりたくても、時数がたりないのも現状です。また、4の何を重視するかですが、鑑賞する作品によって違うのでいちがいに
はいえません。ねらいは観る作品のおもしろさによってかわります。私が鑑賞させるねらいは将来、美術を作品を見たいな、

観るのがおもしろいと思えるようになることなので、別に時代や文化、色とかは関係ないと思います。	

292 学校現場では、教材を研究している時間がなかなかないので、市内とかで鑑賞学習の指導案や資料のデータを共有できる
ようになるともう少し、多くの人が取り組みやすいのではないかと思う。	

293 著作権の問題かと思いますが、美術科の「デジタル教科書」がないのも一因です。私自身、デザイン専門のためか、美術科
における評価のあいまいさ（「発想・構想」「表現」評価者の主観による）が嫌で、「関心・意欲」「鑑賞」数値化できるものは、
はっきりさせて、生徒にもそれを伝えるようにしています。	



294 (田舎のせいか）美術教員同士の美術に関する知識に隔たりがあるように、学生の頃から感じています。団体系、コンテン
ポラリーにかかわらず、大学生かのようにさかんに見たものについてお話しできたり、意見交換ができれば楽しいのになあ
と思っています。自分は、たくさんのものを見てまわりたいです。	

295 ・時間が少ない。年間45/35時間の確保はない(道徳は必ず確保するくせに）。理科、社会、数学etc.いらない、というコマ
をもらうこともしょっちゅうある。・評価基準表の「～しようとしている」で、評価をつけるあいまいさにうんざり。これで美術の
成績をうける必要はないと思う。	

296 観点にあるのが、とっても重荷です。そもそも4つの観点全て、あてはめるのが美術ってむずかしいと思いつつ「まぁ、こん
な感じ？」という感じでワキを固めながら毎回評価しています。制作行為そのものが、鑑賞の目を育てることになると思いま
す。	

297 美術科の評価に関して、基準がある程度出されているが、非常に難しいと感じます。言葉で一人一人の生徒のよさを表現
することはできるが、何がAで何がBで、と分ける時にそのあいまいさを否めません。	

298 自分は経験3年目の講師だが、授業等の知識を得る機会が無いのが悩みである。全て自分で工夫し教材を作るしか無く、
傾った評価方法になっていないかが不安である。講師向けの講習があると大変嬉しい。	

299 年齢をかさねるごとに、鑑賞指導が熱心にできるようになった。自分自身が、いろんな機会に学習していっているからだと
思う。NHKの日曜美術館、よくみるようにしています。　おつかれ様です。私はあと、5年で退職ですが、これからの美術教
育のために、がんばって下さい。豊かな想像力は、どんな時にも必要だと思います。	

300 言葉より本物を見せたい、という思いから美術館での鑑賞授業を全学年で行っております。とにかく、良いものを沢山みせ
ること、それがセンスの向上につながると考えていますので、交通手段も含め美術館等の施設を学校が利用しやすいと良
いな、と思っています。	

301 今、勤務している学校では(1年目）、2・3年生は「鑑賞したことがない」と言っていました。3年生でも、どのようにワークシー
トに書いたらよいのか分からないような状態で、1年生に向けた鑑賞のように、やり方を説明するような状態でした。実際、
学校現場では、充分な制作時間がとれず、鑑賞もままなりません。前任の先生の気持ちも分かるような気がします。なので、

どの先生でも気軽に、または、責任もって鑑賞活動に取り組めるような支援やシステム(ルール）があるとよいと思っていま
す。長々とすみません。よろしくお願いします。	



302 情操教育としての美術科の果たす役割は大きいと考えています。学校美術館構想を進めるよう努力してきましたが、もっと
時間の余裕と体力が欲しいというのが本音です。若手教員の育成にも県をあげて取り組んでいますが、もっと多くの教員に
たずさわってほしいと願うばかりです。	

303 現実として、勤務時間内に教材研究をする時間がないことが沢山の先生方の課題ではないでしょうか。役職の仕事、運営、
部活、生徒指導等が仕事の8～9割を占めています。加えて、研修や提出書類が年々増えていく為、一日一日をこなすこと
で精一杯です。美術科教育、鑑賞学習指導等の研究は、美術科教員が各学校1人のため、他校や他県に行かせて頂き、
深めているが、学校体制の理解あってのものです。総合的な学習の時間のまとめ、表現活動にもっと美術科でできることを
今は考えています。	

304 表現活動が中心になり、鑑賞教育がおろそかになっていたことはいなめない。おつかれさまです。	
305 美術館へ訪れてギャラリートークができるようなカリキュラムが日本では難しい。公的な美術館との連けいなど、文科省が

技能教科について充実した方向性を持たない限り、世界レベルには達しない。たて前だけの教育で忙し過ぎる現場では机
上の空論。　がんばって下さい！	

306 視聴覚機器や環境が整備されることを強く願います。やはり視覚的情報の重要性、有用性は特に美術科はあると思います。	

307 石川県金沢市立の一公立中学校の美術教師として、限られた美術の授業時数の中で充実した表現の活動、感動する鑑
賞の活動となるよう日々努力しております。石川県は全国でも屈指の伝統工芸のレベルを誇り、県民が「工芸王国」を自負
している県です。加賀友禅、漆器（沈金、蒔絵）、金箔工芸、九谷焼などが加賀前田家の保護により江戸期より伝承されて、

石川観光の目玉として注目されている「地元の工芸」のすばらしさ、歴史なども中学時代の美術で教えていきたいと思って
います。	

308 授業時間が少ないことが仕方がないので、そのために、短時間でできるだけ効果がある学習が行えれば…と考えています。
以前と比べると、鑑賞に関する書籍や、資料も手に入りやすくなりました。「時間や資料が少ないからできない」というのは、
教師の言いわけのように感じます。ただ、指導要領の内容もとても多くのこと(広い分野）を学習するよう求めているので、
現場としては、とても悩みます。”鑑賞”を行っていても、その内容は教師によって様々です。それは、美術の良さでもありま
すが、授業者によって内容があまりにも大きく異なるのも、義務教育ではどうか…とも思います。	



309 美術は、小・中学の教科の中で、唯一0から子供が考えものを作り出す教科である。作りながら、又、絵を見ながら「見て→
感じ→考え→手でつくる」一連の流れを体験できる。(in put)したものを自分の中で、変化させ表出（out put)することができ
るだけの授業時間を確保すべきだ。	

310 鑑賞の授業は楽しい。生涯学習を考えると、鑑賞は大切だと思う。将来、美術展に行くような大人になってほしいから。	

311 教材費を削減させるため、副教材を購入することが困難になってきている。本物を見ることが最も良い学習であるが、美術館
に足を運ぶことが難しい。	

312 都内でも、美術教師の非常勤化に歯止めがかからず、学校行事の質の低下、創造性よりも効率や目先の目標にとらわれて
いる中学校が多くなっている感じがする。セット教材などしかやらない50～60代の先生の層もあつく、若手が区の研究会な
どで学ぶ機会もあまりない。「何のために教科として美術があるのか」ということを美術科の教師が胸をはって言えなければ、

そのうち中学美術・音楽は選択になると思う。	

313 取り組みごくろうさまです。美術科教育は心を育てる教育でもあると思います。大切にしていきたいと考えています。	

314 常に時間が足りないと感じます。	
315 鑑賞作品によっては、作者の意図する読み取りとは全く異なる生徒の自由な意見や感想が出てくる。歴史的な背景や作者

の生い立ちとは別に、自由に作品を楽しむことも大いにありだと思う反面、正しくメッセージを受け取る力も必要かと思うと指
導に迷いが出る。	

316 ・学習指導要領、文科省をなくす。・競争、差別の教育をやめる。・反戦、反核、平和を目指し、人類が格差、貧困無く幸せに
なるためにも、国、民族、人種を越えて美術や芸術での教育の力が必要だと思います。	

317 教員個々が資質の向上に努めることが大切だと感じます。	
318 先人や私たちの生活、人生が情緒に満ちていればいる程、鑑賞を楽しみ喜ぶことができると思います。教師自らが感動に溢

れた日々を送れているか、作品や芸術家から感動を引き出せているかという基本姿勢も大切と考えます。その上で、自らが
豊かな知識のもと、適切な題材をタイムリーに展開できる力が必要です。時間や予算、職場でのPCの制約など、わずらわし
さも悩ましいです。	



319 美しいものを見て美しいと感じられる心が育てば、その機会はおのずと求めるようになると考える。機会を与えることも大切
であるが、経験値を上げて心を育てることの方が必要ではないだろうか。	

320 美術鑑賞の意義の大きさについて「他者理解」をしていく、人としての重要性を生徒に伝えてから始めていきます。時代、文
化、ことばなど、全ての違いを越えて、その作品に近づくことができるのは芸術の最大の強みではないかと思います。グロー
バル化が重要課題の現代を生きていく人々にとって、「自分」以外の「他」を知ったり、理解したり、受け入れようとする力をつ

けていくのだという意味で、単に好き嫌いを越えた意味合いがあると思います。そうした部分をもっと、教科としても強調でき
るとすばらしいなと考えています。それさえあれば、内容は教師1人ひとり違っていてよいのではないかと思います。ご苦労
様です。よい正課を祈念しております。	

321 鑑賞学習の充実をめざしていきたいと思います。これからも資料の提供等、よろしくお願い致します。	
322 現在、注目されているCool Japanを世界へさらに拡大させていくためにも、美術や音楽など芸術教科をもっと充実していく

と良い。	

323 年に1回は、関西や東京方面に美術や文化財の鑑賞に出かけます。とてもよい刺激となり、鑑賞のみならず、美術科の教育
活動に意欲や幅がでます。残念なことに、九州（福岡であっても）などの地方では、本当に本物にふれるチャンスが少ない。
生徒たちも美術館・博物館を遠い存在と感じている場合がとても多いのです。美術の楽しさを少しでも多くの子に伝え、将来

にわたって心を豊かに持ってほしいと思います。	

324 今は制作をさせることが精一杯であり、鑑賞は「テストのため」とあわてて行うのが現状である。（1年生の色の学習を除く）プ
ロジェクター等の用意がなかなかできないので、印刷物を掲示することが多いが、大型カラー印刷もできないことが多い。
（学校の予算少のため）指導書に入っている資料も役にに立たないことが多く、ネットで探した資料を小さくカラー印刷してグ

ループで活用している。パッと出せる大型資料が欲しい。	

325 本校は生徒数約670人の大規模校なので、音楽の教員は2人います。が、美術は1人です。小規模校では臨時の教員が
2～3校をかけもちで教えている例もあります。美術科のありように危機が迫っているように感じます。	

326 美術科教育がなぜ必要なのか、常に考えながら指導に努めていきたいと考えています。	



327 北海道は専科が30%をきっており、専科以外の先生方が悩みながらやっているのが現状です。今年度、全道大会がある
ので、提言をこのことについてしようと考えています。北海道北斗市立○○中学校　○○○○ 

328 時間がほしい。	
329 鑑賞だけでなく、美術の授業数が少ないため、夏休みなどにレポート課題を出して評価しています。レポートによっては掲

示し、互いに見合う、知り合うという機会を設けています。	

330 昔の作品も味わい深いが、現代美術のもつすばらしさを生徒に伝えきれていない。	
331 文化を大切なものと考える「意識」を学校全体の中に充満させること。となると、キャリア発達を中心にすえた学校作りが必

要。(他の先生、校長、教頭と連携が必要）美術が人間形成の中で「何に役立っているのか、いくのか」、（学校、社会）全体
に発信して（しつづけて）いかないといけない。今まで「語らなくても美術の大切さはわかる」と考えていたのは間違いだった

と思います。鑑賞授業を通して他者の感性に触れる（お互いの感想を共有する）ことは学校でこそできることで大事なんだ
けど、作品も作らせたい！ジレンマにおち入っています。	

332 ・回答するかどうか迷うくらい時間がありません。全校18クラスを1人で見る負担を実感している人がどのくらいいるので
しょうか。・回答がしにくい。集計えりきにされると大変困る。	

333 鑑賞学習をする上で、何をゴールにすればよいか悩んでいます。自分がどう感じたか？作品に対する意識？その他？そ
の都度、教師が一番大切にしたいことに焦点をあてればよいのかもしれませんが、対話型鑑賞では、作者の意図や感じた
ことを自由に述べて終わるパターンをよく見ます。「感じたこと」に加えて、時代背景やこれまでの美術の流れまでおさえる

ことができれば、美術に対する理解がぐっと深まるように感じますが、中学美術にそれがどの程度求められているの
か・・・？？自身の勉強不足を感じています。	

334 社会の変化、子どもたちとそれをとり囲む環境の変化、また現場の様子などもふまえて、考え、実践していきたいです。（気
持ちだけは・・・）研究、がんばってください！	

335 今現在、授業で行っている鑑賞教育を受けたことがないので、教師にとっては、授業の中で指導するのは大変難しく感じら
れる。ただ、自分自身も鑑賞する楽しさや味わう楽しさは自分自身が分かっているので生徒には味わわせたいと思う。鑑
賞教育のスペシャリストから多くの先生方に研修する機会をもうけてほしいと思います。	



336 全国調査ということで大変興味深いです。東京都は小学校は図工専科であることから、わりと美術教育は進んでいる自治
体だと思います。他県と違う傾向が出るか楽しみです。研究を進めていくのは大変だと思いますが、応援しております。	

337 「考える」授業が重視され、美術はムリヤリ考えるを組み込んでヘンです。	
338 教師歴が長くなり、つくづく思うことは、授業時数の削減による美術教育が生み出す能力向上の機会が奪われたことであ

る。作品のサイズも小さくせざるを得なく、そういう状況の中、満足感や創造の喜びを味わわせる等、大変難しい。しかしな
がら、市や県等公的な展覧会、コンクール等への参加は強制的で、授業の中でそのような応募に対応できる作品を制作

するには無理がある。是非、美術教育の意義や成果について周知していただき、改革をお願いしたい。よろしくお願いしま
す。	

339 ・週1時間（1年＋年内10時間）では十分な美術教育を実践するのはむつかしいと考える。しかし、今の時間の中でどれだ
け充実させるかは、カリキュラムの組み方や、1時間内の中でどれだけうまく時間配分するかなど、計画や準備が必要で
ある。・美術の鑑賞では、いかに本物や本物に近いもの（レプリカ）を見せ、本物から直接感じたことや生徒間での話し合

いの中から、美術に対する関心や感性をより高いレベルの引き上げることができればと考えている。奈良県香芝市立香芝
中　中井 立	

340 美術の必要性をもたせていきたい。	
341 歴史的価値のある作品や有名な作品を見せるだけでなく、生徒どうしの作品を「鑑賞しあう」機会もあります。いずれにせ

よ、生徒たちには興味をもって対象を見て、自分なりの感想や考えをもつ、そしてお互いに話し合い、自他のちがいを認め
あうということを大切にしたいと思います。	

342 以前、王、石崎氏の評価尺度を用いて、生徒の鑑賞能力の達成度の尺度として活用したことがあります。その時、王、石
崎氏らの尺度のレベルが大まかに、「作品の特徴をつかむ→作者の思い、登場人物の気持ちなどを推測する→なぜその
ように感じたか、自己を深く分析する」という流れになっていることに気づき、鑑賞教育の目標の１つが「他を知り、自を知

る」ということであると認識することができました。鑑賞によってどのような能力を育てていくのか、単に情操というのではな
く、具体的な目標を明示していただけるとありがたいと思います。	

343 表現においても鑑賞においても、生徒の一生の基礎を作るのだから、もっとこうしたいという思いがあります。実質一時間
の授業で何ができるか、日々工夫し取り組んできますが、教科外の仕事に時間をとられることが多く、こうしたいとおもって
いてもできなかったり、土日に休日出勤しても間に合わず、学期末に三学年の評定と学年の成績処理業務で一ヶ月、自分

の生活を投入せざるを得ません。体調も崩れます。生徒が以前と変わり、話を聞いていられない生徒、考えることが苦手
な生徒が増えたと感じます。時間を捻出するのが難しく、平日の研修、研究会には行けませんが、休日のもの（中学校Q
＆Aなど）は参加するようにし、他の方と美術教育にかける思いを共有できたのは良かったです。	



344 5～6月は忙しいので、夏休みの方が書きやすい（答え）。	
345 ・「美術科が教科としてなくなる」という話をよく聞きます。また、小規模校でカットされる専科の教員のトップは美術科であると

いう話も聞きます。ある研修会で、「美術の授業が中学生にとってどれだけプラスになっているかをきちんと示すことができて
いない」「学校組織の中で美術科の先生が活躍していない」と厳しいことを言われました。・鑑賞学習指導に力を入れることは

とても価値があると思います。しかし、今までそれぞれの先生方が取り組んできた、「手を使って物を扱いながら集中して試行
錯誤する制作活動」はそれだけでも十分価値があると思います。イメージ（考える力）、具体的操作（手作業等）、言葉（コミュ

ニケーション活動）がバランスよく身に付いた生徒を育むことがこれからの課題だと考えています。美術で学ぶものはまさに
それだと思います。・視覚から得られる情報は8割程度を占めると言われています。しかし、同じものを見ても一人一人考えて
いることは違うはずなので、お互いの見方を言葉で確認することはとても大切だと思います。また、見ているつもりで見ていな

かったり、勘違いしていることもたくさんあります。美術はこれを意識させることのできる1番の教科だと思います。・本物の美
術作品を借りるのはとても難しいし、美術館に見に行く時間を確保するのも難しいです。美術館が美術展をアピールすること

も含めて、学芸員さんや警備員を連れて本物の美術作品を持って、地域の中学校を巡回してもらえたら嬉しいです。	

346 多忙化により、本来は放課後や休日等に鑑賞教育のための準備をしたいのであるが、ほぼできない状況である。	

347 自ら積極的に動き関わっていくことが大事だと常々思っています。又、教育関係者以外の人との関わりから広げられるものも
多くあり、そういったものを大切にしていきたいと考えています。	

348 美術科の存在感を出すために、もっと美術科の教員が元気にならなければならない。	
349 「美術は勉強しなくていい、本気でしなくていい教科」という意識が根強いのが現場。虚しいと感じることが多い。「学ぶ」という

ことの本質を生徒だけではく、保護者に理解してもらうためにどうしたらいいのか、考える日々です。	



350 美術科教育で鑑賞学習の充実が言われている状況で、授業時数の減少は矛盾を感じる。1年生は年間45時間という中
途半端な時数ではなく、せめて一週当たり1.5時間を確保したいところである。そうすれば2・3年生が年間35時間でも何と
か指導できると考える。	

351 ・教師が、美術科教育と作品制作指導の目的の違いを意識し、中学校ではどのような”力”を身につけさせたいのか、目的
を明確にして指導していきたいですね。・鑑賞学習を通して、「この作品知ってる！」を増やしてあげた。そして、作品と対面
した時、「この作品について（友達と）（作品と）語り合いたい」という気持ちを育てたい。	

352 鑑賞教育に関して。本来、制作と同価の時間、内容を学ぶべきと考えます。（特に義務教育において、小さいころ、また思
春期において、生の作品に触れる、見る機会を与えることが大切だと考えます。）そのためには、一教師の関心、努力、学
びも大切ですが、学校という場の中での他教科、管理職の教員の理解、親の理解も重要だと思います。また、授業時間の

十分な確保も大切と痛感します。義務教育では、50分1単位の授業の確保もままならない現実があります。（行事、時間
割変更で授業がなくなったり、1単位45分が何回も・・・ということもあるのが実情です。）	

353 ・学校の状況、規模によって異なりますが、中規模の場合、単独配置の上、3学年＋特別支援学級の18 クラス21時間の
時間割が１つの美術室で行われるため、用具の準備や板書など、他学年が混在し、時間もなく苦しいです。・新任でも美術
科は単独配置、校内研修も形式上やったことになっているだけで、教科については行われていないのが現実で、初任者研

修の教科指導は事実上行われていません。・資料の画像の取り込みは、著作権上どこまで可能か、怪しいと思いつつ利
用しています。・時間数が少ない上に、3学期制で、1作品にかける時間も限られており、しかも地域の美術展に教科作品
を出品しなければならず、他校と比較されるクオリティも必要です。	

354 資料（動画を含む）の収集が大切	
355 研究に役立てて頂けると幸いです。	
356 美術館に授業時間を利用し、鑑賞を実施するのは無理です。移動時間、安全面での配慮等考えると、一教師ではできま

せん。それなので、美術館学芸員さん（とちぎ蔵のまち美術館、竹林さん）に来ていただいています。（年に数回）それと、画
廊で本物の作品をレンタルしてくれるところを知ったので、1ヶ月鑑賞の時間、内容に合わせて借りました。（1ヶ月2700円、
学校で出してもらいました）本物を目のあたりにしながら考えられるので、最高によい環境になります。	



357 地域とともに各学校間、各教科間でもネットワークを活かして、時間と空間を有効に使って未来の人を育てていく試みを考
えていきたいものです。	

358 生涯学習的視点からこれからの美術教育を考えると、”上手に表現できる”ことよりも、”作品を味わえる”ことの方が意義深
いと思う。今年は、三年生の旅行前に「仏像」と「雲龍図」の鑑賞を行ったところ、旅行での学習の成果が大きく上がったこと
を実感できた。	

359 最近の教育は、言語活動の活発化にウェイトを置き過ぎると思う。鑑賞学習では、言語を使用せねば成立しないのは理解
できるが、結局、言葉を上手に使える生徒が評価の面で有利となる。本来、美術・音楽などは非言語の活動が中心となる
はずなのに、言語至上主義的な教育活動は、脳の働きから考えてもバランスを欠く。	

360 制作以外に時間をとるために、2、３年も1.3時間の確保を！	
361 ・横（教師）の連携　・特別活動の中での鑑賞時間の確保　	
362 年間授業時間数、教員数を増やすべきだと考えます。	
363 学校の仕事内容の中で、純粋に美術の授業や教材研究に集中できる時間が、他の雑務（生徒指導etc）などが年々多くな

り、教員（これは美術科に限らず）の負担が多くなってきている。芸術・文化はゆとりを（心に）もって初めて楽しめる、味わえ
る教科だと思うので、今後もますます美術教育の充実は難しいものになると感じているが、まずは自分自身が休日や普段

日に絵画の鑑賞や自分自身の作品制作に楽しめるようにしたい。	

364 この研究が、我々実践している場で活かされる様、今後の美術教育発展の為に役立てることを願っています。	

365 ・工芸的分野、グループ活動、全ての学習内容、学習指導要領の内容の充実を図るためには、授業時数の増加が必要。・
地域における本務教諭が少なく、研究会を深めることが無い。	

366 人間としての生き方、感性、共感など、育みたい部分が多くある教科であるにもかかわらず、ともかく時数が少なく、深く掘り
下げることができない点が残念です。作品の質に対する要望に応えようとすると、鑑賞にあまり時間をかけることができま
せん。鑑賞が楽しかったという生徒も多いので、短い時間内で印象に残る内容にしていくのが課題だと思っています。	



367 最近、中学校では、研究授業のために指導案作成、道徳研修、夏期研修など多く、自分のための研究の時間が18:00以
降となる。夏休みにゆっくりと上記の件について取れていたのは昔のこと。若手教師は、それでなくても時間がうまく使えず、
担任、生活指導、クラブ活動etc、忙しさは相当なもの。土曜授業も実施され、もっと自分をみがきながら仕事をしていくこと
ができない。しかし、若手の人は、そんな中でよくがんばっているのではないかと思う、しかし、・・・。	

368 私自身、絵を見るのが好きなので、なるべく美術館へ足を運びます。そしていろいろなことを生徒へ提供していくよう心がけ
ています。生徒も間違いなく興味を示してくれます。しかし、実際に評価をともなう実践となると、教科書の中や作品をつくっ
たあとの活動、生徒の感想、修学旅行に合わせてなどとなってしまっています。そんな中でもここ数年、意識して鑑賞に取り

組んでいます。気軽にできる一因に光村さんの教科書になったことも大きく関係していると考えます。	

369 美術教育に関しての環境が（少なくとも私の勤務地では）悪すぎます。美しい景色を見てすばらしいと（子供達が）感じても、
それが何の感情なのかわかっている子供達は少ないと思います。美術館の入館料も学生にとっては高すぎます。模写も許
されていないので、見る目も養えないと思います。	


