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概

要

本論文では図画工作における絵の題材について，学習指導要領のもとにカリキュラムを設定
し実際に指導をする教師と，その授業を受ける児童との間で「絵の題材」に対する認識の違い
があるものかを明らかにする。将来，教師となる教育大生と小学６年生を対象にした絵の題材
における認識調査を実施し，その母体間のズレを調べた。まず，30年前と比べ現在の図画工作
の教科書では，絵の題材がどのように変化しているのかを明らかにするため，昭和55年度と平
成26年度での図画工作の教科書における，題材の比較をした。その結果，以前に比べて今日の
描画活動では想像したり，見立てたり，発想したりする題材が多く扱われていることを確認し
た。また，教育大学生（男性６名，女性14名，平均年齢：19.95歳，標準偏差：1.28）と小学６
年生の児童（男児23名，女児22名，平均年齢：11.67歳，標準偏差：0.47）での「絵の題材につ
いての認識調査」を実施し，両母体における認識のズレを「絵の題材と描きたい意欲の関わり」
で精査した結果，小学生より大学生で題材による迷いの幅が大きく，大学生は題材によって大
きく影響されるなど，小学生と大学生の間にかなりの認識のズレが見られた。

Ⅰ

「図画工作の学習が好きですか」という質問に対

はじめに

して，「そう思う」と答えた児童が48.3％，「どち

平成23年に国立教育政策研究所が実施した「特
i

定の課題に関する調査（図画工作・美術）」では，

らかといえばそう思う」と答えた児童が35.0％，
「どちらかといえばそう思わない」と答えた児童
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が11.4％，
「そう思わない」と答えた児童が5.1％

し，時代による図画工作における「絵に表す（描

であった。１クラスの人数を40名とした場合，図

画）」題材の変化を明らかにする。次に，「絵に表

画工作に苦手意識がある児童が６名以上いること

す」題材に着目し，題材による児童の製作意欲を

を示すものである。

明らかにするために，これから教師になる教育大

ま た， 小・ 中 学 生 の 保 護 者 を 対 象 に 行 っ た

学生と小学生６年生iiiを対象として「絵に表す」

Benesse教育情報サイトの調査「お子さまは，
「図

題材についての認識調査を行い，その母体間の認

工」または「美術」の授業が好きですか？」では，

識のズレを明らかにする。それらを明らかにする

「とても好き」と答えた数は，小学１年生が41.5%，

ことにより，児童の実態に即した「絵に表す題材」

小学２年生が47.2%，小学３年生が48.6%，小学４

の工夫を焦点化するとともに，図画工作に対する

年生が39.0%，小学５年生が31.1%，小学６年生が

児童の学習意欲の向上につながることを期待する

26.5%と，小学３年生をピークとして学年が上が

ものである。

る毎に「とても好き」と答えた数が減少する傾向
が見られた（調査期間：2011/08/31～2011/09/1
調査対象：2,617人の保護者）
。それらは，小学校
高学年に見られる「他者を意識するあまり，人に

Ⅱ

調査１：教科書比較

２.１

調査目的

見せることに慎重な様子が出てくる」ことを理由

調査１では，日本で最も採択率が高い「日本文

の一つとして推察することができるが，好きと意

教出版」の昭和55年度と平成26年度図画工作の教

欲との関連があるのであれば，図画工作の授業に

科書の題材を比較することで，教科書に載ってい

対する学習意欲は，学年を追うごとに低下してい

る図画工作の「絵に表す」題材の時代による変化

ると言える。

を明らかにする。

図画工作の授業では，児童は教師が設定した題
材（テーマ）をもとに絵を描く場合が一般的であ

２.２

調査結果

るが，題材を工夫することで児童の図画工作への

昭和55年度図画工作の教科書と平成26年度図画

苦手意識を軽減させることや作品製作に意欲的に

工作の教科書に採択されている絵の題材を抽出

取り組める可能性があるとの意見も少なくない。

し，10項目に分類したiv。分類した絵の題材別の

学習指導要領解説（図画工作編）では，題材の工

割合を昭和55年度は図１vに，平成26年度は図２

夫の視点として「児童の意欲を生かすために，思

に表し，その違いを明確にした。

いのままにクレヨンや絵の具を使うことのできる
環境を用意したり，
（中略）表現しながら伝えた
ii
と示されている。
い思いをふくらませたりする」

しかし，教師による題材の工夫が子どもの学習
意欲にどのように影響するかなど，題材による製
作意欲の関係を明らかにした研究は未だに無く，
教師の経験則に留まっている。また，図画工作の
指導案集では，授業の課題設定について「自由度
が高すぎると，子どもは絵を描きにくい」とされ
ているものの，具体的な示唆については僅少であ
る。

図１．昭和55年度版の教科書の絵の題材の分類

そこで，本研究では「日本文教出版」の図画工
作教科書の昭和55年度版と平成26年度版を比較
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昭和55年度版教科書の絵の題材は総数44個であ

教育大学生と小学生の「絵に表す」題材についての認識のズレ

り，そのうち「想像して描くもの」が７個，「物

における絵に表す活動には，想像したり，見立て

語の絵を想像して描くもの」が４個，
「自分の伝

たり，発想したりする題材が多く扱われていると

えたいことを描くもの」が１個，
「見立てをして

言える。

描くもの」が０個，
「材料から発想して描くもの」

学習指導要領における，教科の時代別による目

が０個，
「自分の経験・生活を描くもの」が13個，

標の変化からも同様の傾向は見られる（表１）。

「描画技法に親しむもの」が１個，
「版画」が７個，

時代とともに「技術を尊重し」などの記述がなく

「見たものを描くもの」が10個，「好きなものを

なる反面，「感性を働かせながら」という記述が

描くもの」が１個であった。

増えている。藤江充は「感性を働かせながら」が
「その子どもなりの感じ方，ものの見方や直観的
なとらえ方にもとづく表現や鑑賞活動を，指導者
が大切にしていくように示すため」viと主張して
いる。
表１．昭和43年以降の図画工作科教科目標

図２．平成26年度版の教科書の絵の題材の分類

告示年

教科目標

昭和43年

造形活動を通して，美的情操を養うとともに，
創造的表現の能力を伸ばし，技術を尊重し，造
形的能力を生活に生かす態度を育てる。

昭和52年

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な創造活
動の基礎を培うとともに，表現の喜びを味わわ
せ，豊かな情操を養う。

平成元年

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な創造活
動の基礎的な能力を育てるとともに表現の喜び
を味わわせ，豊かな情操を養う。

平成10年

表現及び鑑賞の活動を通して，つくりだす喜び
を味わうようにするとともに造形的な創造活動
の基礎的な能力を育て，豊かな情操を養う。

平成20年

表現及び鑑賞の活動を通して，感性を働かせな
がら，つくりだす喜びを味わうようにするとと
もに，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。

平成26年度版教科書の絵の題材が総数41個であ
り，そのうち「想像して描くもの」が８個，「物
語の絵を想像して描くもの」が６個，
「自分の伝
えたいことを描くもの」が２個，
「見立てをして
描くもの」が４個，
「材料から発想して描くもの」
が４個，
「自分の経験・生活を描くもの」が４個，
「描画技法に親しむもの」が５個，
「版画」が５個，
「見たものを描くもの」が２個，
「好きなものを
描くもの」が１個であった。

しかし，今に至るまで児童が絵の題材によって
２.３

考

察

どのように影響されるのかという「絵の題材と描

調査１の結果から，昭和55年に比べて平成26年

きたい意欲の関わり」については，研究が進んで

度版では「想像して描くもの」，「物語の絵を想像

いないと言える。そこで，調査２では教育大学生

して描くもの」
「自分の伝えたいことを描くもの」

と小学生を対象に「絵の題材についての認識調査」

が27%から42%になって15%増加し，「見立てをし

を行い，「絵の題材と描きたい意欲の関わり」に

て描くもの」
は，０％から９％増加している反面，

ついて探って行く。

「見たものを描くもの」23％から５％と，18％減
少し，
「横からみた友だちの絵を描いてみよう」
といった技術的な指導が見受けられなくなった。
言い換えると，30年前に比べて最近の図画工作

Ⅲ 調査２：絵に表す題材についての認識調査
調査２では，北海道教育大学生と小学校６年生
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を対象として
「絵に表す題材についての認識調査」

また，製作意欲と図画工作に対する「好き嫌い」

を行い，その認識のズレを明らかにする。その比

との関連性を調べるため，問いを加えた。以降「１．

較を通して「絵の題材と描きたい意欲の関わり」

自分のかきたいものをなんでも描きましょう。」

を深める。

を「１．なんでも」，「２．運動会の思い出の絵を
描きましょう。（実際に行事に参加した後に）」を

３.１

調査参加者

大学生は2015年６月に，北海道教育大学札幌校

「２．運動会（後）」，
「３．運動会の絵を描きましょ
う。（実際に行事に参加する前に）」を「３．運動

の在学生20名（男性６名，女性14名）を対象に行っ

会（前）」，
「４．目の前の友達の絵を描きましょう。」

た。平均年齢19.95歳（SD 1.28）であった。

を「４．友達」，「５．空想の生き物と遊んでいる

小学生は2015年12月に，札幌市内の小学校６年
生45名（男児23名，女児22名）を対象に調査を行っ

ところを描きましょう。」を「５．空想の生き物」
と表記する。

た。平均年齢は11.67歳（SD 0.47）であった。
３.３
３.２

調査方法

調査結果

問１．どのくらい描きたいと思いますか

図画工作科の授業において自由度が異なる描画
の題材５つを提示し，それぞれについての描きた
い意欲に関する５つの質問を用意し，５段階評価
を求めた。提示した題材と描きたい意欲に関する
質問は以下の通りである。
・５つの題材
１．自分のかきたいものをなんでも描きましょ
う。
２．運動会の思い出の絵を描きましょう。（実
際に行事に参加した後に）

図３．
「どのくらい描きたいと思いますか」大学生
（灰）小学生（白）

３．運動会の絵を描きましょう。（行事に参加
する前に）

「どのくらい描きたいと思いますか」の質問に

４．目の前の友達の絵を描きましょう。

ついて調査２Ａ（大学生）の被験者内１要因分散

５．空想の生き物と遊んでいるところを描きま

分析を行った結果，「３．運動会（前）」が最も低

しょう。
・描きたい意欲に関する５つの質問
問１．どのくらい描きたいと思いますか

く，それ以外の題材には統計的有意差が見られな
かった（F(4.76)＝3.41, P＜.01）。一方，調査２Ｂ（小
学生）の被験者内１要因分散分析を行った結果，

（題材による製作意欲を問う）

「３．運動会（前）」と「４．友達」の間に統計

問２．どのくらい自由度が高いと思いますか

的有意差がなく最も低い結果となり，「１．なん

（題材による自由度を問う）
問３．どのくらい好きに描けると思いますか
（題材への好感度を問う）
問４．どのくらい何を描こうか迷いますか
（構想に至るまでの迷いを問う）
問５．人と違う発想ができると思いますか
（題材による発想の可能性を問う）
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でも」「２．運動会（後）」「５．空想の生き物」
の題材には統計的有意差が見られなかった
（F(4.176)＝4.21, P＜.01）。

教育大学生と小学生の「絵に表す」題材についての認識のズレ

問２．どのくらい自由度が高いと思いますか

問３．どのくらい好きに描けると思いますか

図４．「どのくらい自由度が高いと思いますか」大
（灰）小（白）

図５．
「どのくらい好きに描けると思いますか」大
（灰）小（白）

「どのくらい自由度が高いと思いますか」の質

問４．どのくらい何を描こうか迷いますか

問について調査２Ａ（大学生）の被験者内１要因
分散分析を行った結果，
「１．なんでも」
（3.5）
と「５．空想の生き物」
（3.56）の得点が最も高く，
その次に「２．運動会（後）
」
（3.09）と「３．運
動会（前）
」
（3.11）の順で，
「４．友達」の得点
が最も低かった（F(4.76)＝28.40, P＜.01）。一方，
調査２Ｂ（小学生）の被験者内１要因分散分析を
行った結果，
「１．なんでも」
（3.5）と「５．空
想の生き物」
（3.56）の得点が最も高く，それ以
外の題材には統計的有意差が見られなかった

図６．
「どのくらい何を描こうか迷いますか」大（灰）
小（白）

（F(4.176)＝6.34, P＜.01）。
「どのくらい好きに描けると思いますか」の質

「どのくらい何を描こうか迷いますか」の質問

問について調査２Ａ（大学生）の被験者内１要因

について調査２Ａ（大学生）の被験者内１要因分

分散分析を行った結果，「５．空想の生き物」の

散分析を行った結果，「１．なんでも」と「５．

得点（4.45）が最も高く，その次に「１．なんでも」

空想の生き物」の得点が最も高く，その次に「２．

（3.70）
，
「２．運動会（後）」（3.70），「３．運動

運動会（後）」と「３．運動会（前）」の順で，
「４．

会（前）
」
（3.55）に統計的有意差がなく，
「４．

友達」の得点が最も低かった（F(4.76)＝17.16, P

友達」の得点（2.7）が最も低かった（F(4.76)＝3.41,

＜.01）。一方，調査２Ｂ（小学生）の被験者内１

P＜.01）
。一方，調査２Ｂ（小学生）の被験者内

要因分散分析を行った結果，統計的有意差が見ら

１要因分散分析を行った結果，「１．なんでも」

れなかった（F(4.176)＝0.74, ns）。

と「５．空想の生き物」の得点が最も高く，それ

「人と違う発想ができると思いますか」の質問

以外の題材には統計的有意差が見られなかった

について調査２Ａ（大学生）の被験者内１要因分

（F(4.176)＝5.46, P＜.01）。

散分析を行った結果，「５．空想の生き物」の得
点が最も高く，それ以外の題材には統計的有意差
が見られなかった（F(4.76)＝12.53, P＜.01）。一方，
調査２Ｂ（小学生）の被験者内１要因分散分析を
行った結果，「１．なんでも」と「５．空想の生
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う発想）を大学生は図10と小学生は図11に表した。

計的有意差が見られなかった（F(4.176)＝7.84, P
＜.01）
。
問５．人と違う発想ができると思いますか

図８．大学生
「どのくらい何を描こうか迷いますか」
（灰）
と「どのくらい自由度が高いと思いますか」
（白）

図７．「人と違う発想ができると思いますか」大（灰）
小（白）

問１「どのくらい描きたいと思いますか」の結
果，
小学生は「１．なんでも」の得点が最も高かっ
た反面，大学生は「２．運動会（後）」の得点が
最も高かった。
問２「どのくらい自由度が高いと思いますか」
の結果，
小学生も大学生も「１．なんでも」「５．
空想の生き物」
の得点が最も高い結果となったが，

図９．小学生
「どのくらい何を描こうか迷いますか」
（灰）
と「どのくらい自由度が高いと思いますか」
（白）

小学生より大学生は題材による平均の差が大き
く，小学生より大学生が「１．なんでも」「５．
空想の生き物」をより好むことがわかった。

図８と図９の比較を通して，大学生の場合は題
材の自由度が高くなるほど何を書こうかという迷

問３「どのくらい好きに描けると思いますか」

いが高まるが，小学生の場合は題材の自由度に何

の結果，小学生は「１．なんでも」と「５．空想

を書こうかという迷いが影響されないことがわ

の生き物」
，大学生は「５．空想の生き物」が好

かった。

きにかけると答えたが，大学生の「５．空想の生
き物」が断然高く，小学生より好むことがわかっ
た。
問４「どのくらい何を描こうか迷いますか」の
結果，小学生より大学生は題材による迷いの幅が
大きく，小学生より大学生が題材に大きく影響さ
れることがわかった。つまり小学生と大学生の間
で異なるとらえ方をしていることがわかった。そ
こから小学生と大学生の認識のズレについて問２
（迷う）と問４（自由度）を比較し大学生は図８
と小学生は図９に表し，問４（自由度）と問５（違
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図10．大学生
「どのくらい自由度が高いと思いますか」
（白）
と
「人と違う発想ができると思いますか」
（黒）

教育大学生と小学生の「絵に表す」題材についての認識のズレ

く関わる反面，大学生の描きたい意欲は「好きに
描ける」，「違う発想ができる」と強く関わること
が明らかになった。小学生と比較すると，自由度
が高くなるほど描画の意欲は低下するといえる。
また，小学生は自由度が高いほど好きに描ける反
面，大学生は

図８と９の比較から同様に題材の

自由度が高いほど何を描こうかといった迷いが高
まることがわかった。
図11．小学生「どのくらい自由度が高いと思いますか」
（白）
と
「人と違う発想ができると思いますか」
（黒）

最後に，図画工作科の授業が好きと描きたい意
欲についての相関を調べて表４から表７までに表
した。

その一方，図10と図11の比較を通して，小学生
の場合は題材の自由度が高くなるほど人と違う発
想ができると思っているが，大学生の場合は「５．

表４． 図画工作科が好きと「どのくらい描きたい」
の相関

空想の生き物」で人と違う発想ができると思って

なんでも

運動会
（後）

運動会
（前）

大学生

0.70**

0.31

0.35

0.06

0.49*

小学生

0.62**

0.41**

0.55**

-0.16

0.54**

いるものの，他の題材については人と違う発想が
できると思っていないことがわかった。
以上のように小学生と大学生が題材の自由度や

友達

空想

迷いなどに大きな差異が見られることから，題材
間の相関を調べ，小学生の相関を表２に，大学生
の相関を表３に表した。

その結果，図画工作科の授業が好きな小学生は
「４．友達」以外の４つの題材に強いまたはやや
強い相関が見られ，どの題材でも描きたいと思っ

表２．小学生相関係数
描きたい
描きたい

1

自由

ていることで「好き」による大きい変化は見られ

自由

好き

迷う

発想

なかった反面，大学生は「１．なんでも」を好む

0.45**

0.45**

0.21**

0.45**

ことから「好き」と答えるほど自由度が高い題材

**

0.34

**

0.28

**

0.32

**

0.33

**

1

好き

0.61
1

迷う

1

発想

0.04
1

を好むことがわかった。
表５． 図画工作科が好きと「どのくらい好きに描け
る」の相関
なんでも

運動会
（後）

運動会
（前）

大学生

0.61**

0.20

0.50*

-0.31

0.61**

小学生

0.39**

0.47**

0.44**

0.47

0.30**

表３．大学生相関係数
描きたい
描きたい
自由
好き
迷う
発想

1

自由

友達

空想

好き

迷う

発想

0.21*

0.48**

-0.11

0.56**

1

0.18

0.42**

0.16

1

-0.17

0.51**

図画工作科の授業が好きな大学生は絵の題材

1

-0.14

「１．なんでも」と「５．空想の生き物」で好き

1

に描けるが，図画工作科の授業が好きな小学生は
「２．運動会（後）」と「３．運動会（前）」で好

小学生の描きたい意欲は，
「題材の自由度が高

きに描けると考える。

い」
，
「好きに描ける」，「違う発想ができる」と強
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李

知恩・渡邊

表６． 図画工作科が好きと「何を描こうか迷います
か」の相関
なんでも

運動会

運動会

（後）

（前）

友達

空想

大学生

-0.57**

-0.31

-0.06

-0.06

-0.55*

小学生

0.32*

0.46**

0.24

-0.20

0.02

千晴・花輪

大輔

意欲の関わり」を深めた。
本調査では５つの絵の題材について５つの問い
を用いて調査した結果，両者とも自由度が高い題
材として「１．なんでも」「５．空想の生き物」
の得点が最も高く，認識のズレは見られなかった
が，最も好きに描けるについて，大学生は「５．
空想の生き物」，小学生は「１．なんでも」と「５．

図画工作科の授業が好きな大学生は何を描こう

空想の生き物」の得点が最も高く，人と違う発想

か迷わないということで「１．なんでも」と「５．

ができるについての同様の結果となった。「何を

空想の生き物」の題材で負の相関を見せ，何を描

描くか迷うか」については，小学生より大学生は

こうか迷わないという結果になった反面，小学生

題材による迷いの幅が大きく，大学生が題材に大

は図画工作科の授業が好きほど，
「２．運動会（後）」

きく影響されることがわかった。

「１．なんでも」で何を描こうか迷う傾向がみら
れた。

ここから図画工作の絵の題材についての大学生
の認識は，つまり教師や，図工のカリキュラムを
設定する人や学習指導要領執筆者等の大人に近い

表７． 図画工作科が好きと「人と違う発想ができる
か」の相関
なんでも

運動会
（後）

運動会
（前）

大学生

0.55*

0.24

0.38

小学生

*

0.33

0.49

**

0.53

**

友達

空想

と言えるだろう。
以上のことから，図画工作の絵に表す題材の設
定及び開発の段階において，両者の認識の差異を
確かめる必要があると言える。児童の活動を頭の

0.23

0.58**

中に描く場合に，
「指導者自身がこう感じるから，

-0.10

0.29

きっと子どももそう思うだろう」ではなく，「本
当に子どもも同じように感じているのか」と自分

図画工作科の授業が好きな大学生は「１．なん

自身に問いかけることが重要だと言える。

でも」と「５．空想の生き物」の題材で人と違う

本論文では，「絵に表す（描画）」について着目

発想ができると思うが，小学生は「３．運動会

したが，
「造形遊び」，
「立体に表す」，
「工作に表す」，

（前）
」
，
「２．運動会（後）」，「１．なんでも」の

「鑑賞」についても研究を進めていきたい。

順で人と違う発想ができると思うことがわかった。
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