【第二分科会】①
井上愛美先生（埼玉・埼玉県立大宮光陵高等学校）
素敵なステーショナリデザイン－日常のデザイン再発見－

Ｑ１

市場調査の方法を具体的に教えて欲しい。また、東京までの文具の買い出しに行
きたがらない生徒への対応はどのようにしていますか？

Ａ

夏季休業を利用し、都内の大型文具店へ市場調査に行ってもらいました。
引率はつきませんので、グループ毎にスケジュールを相談して予定を立てて行
ってもらいました。
【調査内容】
・個人のワークシートを事前に配布し、「ディスプレイの工夫」「人気の商品」
「個人的に気になった商品」を調べてもらい、気に入った商品は購入してきて
もらいました。（購入した商品を学校に寄付したい場合、後日返金を行いまし
た。）
・お店に行く際、店員の方に質問する場合は、事前にアポイントを取るよう指導
することをおすすめします。
【お店に行きたがらない生徒への対応】
特別な事情があって行けない場合のみ、近隣の文具店でも許可しました。その
場合はグループで相談し合い決定してもらいました。（個人経営店以外）

Ｑ２

コクヨデザインアワードの応募数と結果は？

Ａ

応募の結果、今回は入賞できませんでした。
（デザイン事務所や大学生など、デザインを専門的に学んでいる方々の応募が
多く、高校生の応募は稀です）

Ｑ３

グループ制作での評価方法と評価の観点はどのようにしていますか？

Ａ

題材の評価規準

内容のまとまりごとの評価規準
（ア）関心・意欲・態度

（イ）発想や構想の能力

（ウ）創造的な技能

（エ）鑑賞の能力
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観点別評価の進め方
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学習活動における具体的な評価規準

◎「十分満足できる」状況と評価する際のキーワード
■「努力を要する」状況（C）と評価する生徒への指導の
手だて

関①

文具のデザインというテーマを基に、 ◎文 具に 興味 関心 を持 ち、 主体 的に 新し いデ ザイン を 追
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求して構想を練ろうとしている。

することに関心を持ち、実際の商品化
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デザイナーの意図と表現の工夫など

現の工夫を感じ取ろうとしている。

に関心を持ち、理解しようとしてい

■文 具を 見る 視点 や手 がか りを 示し たり 、他 の生徒 の ア

る。

イデ アの 意図 と表 現の 工夫 など を個 別に 説明 したり す る
などして、鑑賞への関心を高める。

【

発 想 や 構 想 の 能 力

】

学習活動における具体的な評価規準

◎「十分満足できる」状況と評価する際のキーワード
■「努力を要する」状況（C）と評価する生徒への指導の
手だて

発①

デザインの目的や条件、機能や用途

◎文 具の 商品 化に 至る まで に込 めら れた 思い を自分 な り

と、造形的な美しさとの調和を考え、 に解 釈し 、表 現し たい こと を様 々な 角度 から 問い直 し 、
生活の中などに課題を発見し、主題を

追及して主題を生成している。

生成している。

■自 分の 表現 した いこ とを 具体 的に 想起 させ たり、 複 数
考えさせたりなどする。

発②

文具のデザインというテーマを基に、 ◎自 己の 発想 を明 確に 持ち 、よ り伝 わり やす く表現 す る
素材や表現形式の特性と、形や色彩、 ため に素 材や 表現 形式 の特 性を 効果 的に 生か して構 想 を
質感などの造形要素の働きを考え、創

練っている。

造的な表現の構想を練っている。

■発 想を どの よう に具 現化 させ るの か確 認し 、構想 を 練
るた めの 具体 的な 手立 てを 示し たり 、別 の視 点から ア イ
デア スケ ッチ を複 数描 かせ たり する など して 、構想 を ま
とめさせる。
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学習活動における具体的な評価規準

◎「十分満足できる」状況と評価する際のキーワード
■「努力を要する」状況（C）と評価する生徒への指導の
手だて

創①

創②

デザイン（文具）の働きとしての構造

◎技 法や 色彩 、構 図に よっ て見 え方 が変 わる ことを 理 解
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学習活動における具体的な評価規準

◎「十分満足できる」状況と評価する際のキーワード
■「努力を要する」状況（C）と評価する生徒への指導の
手だて
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◎他 の生 徒の アイ デア に対 する 明確 な考 えを 持ち、 主 題
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■そ れぞ れの アイ デア の特 徴的 な部 分を 発言 させた り 、
形体 、色 彩、 デザ イン など につ いて 個別 に考 えさせ た り
するなど、段階ごとに鑑賞に取り組ませるようにする。

Ｑ４

文房具の例はどのくらい用意しましたか？
への指導で工夫している点を教えて欲しい。

参考の文房具を模倣してしまう生徒

Ａ

【文房具の例】
グッドデザイン賞を受賞している歴代の商品や、コクヨデザインアワードで賞
をとった作品（全１５～２０点）をスライド（パワーポイント）、プリントにま
とめ、講義を２時間ほど行いました。
【指導の工夫】
考えはじめは、模倣からはいってもよいと指導しました。
日常生活のなかで、「こんなものがあったら便利だ」「もっとこうした方が使
いやすい」「この文房具と○○を組み合わせてみたらどうだろうか」というよう
に、考える癖をつけてもらうようにしました。（毎週１回、クラス全員にお題を
与えて考えてもらう課題を出しています。）

Ｑ５

評価の際、留意する点は？

Ａ

Ｑ６
Ａ

評価シートを作成し、生徒同士で評価をし合わせることも行いました。
（実際の評価には参考程度にしています。）
ブレインストーミングの時間と生徒への指導方法はどのようにしていますか？
ブレインストーミングは、１～２時間ほど行いました。
① 少人数のグループに分かれる
② 進行役を決める
③ ※テーマについて、各自カード（大きめの付箋）に意見を書き出す
（１枚１案で何枚でもよい）
④ 順に、カードを説明しながら、模造紙上に置いていく
⑤ 次の人は、意見が重なっていればカードを重ねながら、意見を広げていく
⑥ マジックでまとめて、結果を発表する （役を決めるか、メンバー全員で
発表する）
⑦ 結果発表について、全体で意見交換し、検討する
※テーマとは
・まず商品の「悪い点」のみに注目し、３分間個人で考えをできるだけ多く
付箋に書きだしてもらいました。⇒その後、５分間でそれぞれの意見を説
明し合います。
・次に「良い点」のみに注目し、時間は同じく３分間で考えを出し、５分間
で説明し合う。
・最後に「改善点」を出すということで、「悪い点」と「良い点」からどの
ように改善すればよいのかを８分間で話し合ってもらいました。
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Ｑ７

使用機材を教えて欲しい。

Ａ

パワーポイントを使用しました。
（グッドデザイン賞の文房具、ブレインストーミングの導入にて使用）
ブレインストーミングで扱ったもの（授業では筆洗を使用）は、身近なもので
可能です。２つ以上の商品を取り上げる場合、同じ商品でも、デザインが異なる
物(商品)を準備すると、比較検討しやすくなります。

Ｑ８
Ａ

Ｑ９
Ａ

グループの人数と成果について具体的に教えてほしい。
グループは３人１組。もしくは、４人１組。
【成果について（生徒アンケート）】
・全員で意見を出すので、主観的な視点だけでなく、客観的にもアイデアが出
てくることを学んだ。自分では想像しなかったアイデアが出てきたので発見
がたくさんあった。
・ブレインストーミングを行ったときに、思った以上に商品の悪い点が見つか
らなかったので、デザインされたものはやはり考えられていると感じた。
・自分の意見は役に立たないと思ったが、グループの人たちは取り上げてくれ
たので、少し自信がついた。
・自分たちのグループ以外の発表も聞くことができ、情報共有できた。また、
他のグループをみて改善点も見つけられた。
・市場調査に行ってみて、自分では決して購入しないような変わったデザイン
の商品が意外と売れていた。人気ってなかなか読めないことを実感した。
・実際に行くことで、一般のお客さんのリアルを実感できたことで、ただ考え
るのとは違った視点でみることができた。
・お店の場所や商品の宣伝までも買い手向けにデザインされていることが分か
った。
何年生対象の授業ですか？
高校２年生、美術科の生徒を対象に実施しました。
（現在、普通科の美術の授業を受け持っていないため、普通科の生徒対象に行
っていませんが、今後機会があれば行いたいと考えています。）

Ｑ１０

今回の授業から発展した内容があれば教えて欲しい。

Ａ

ブレインストーミングとはまた少し違いますが、生徒が主体となって学習する
点では同じです。
埼玉県では「東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構」CoREF（コレ
フ）の推進している協調学習を取り入れた授業の取り組みを行っています。知識
構成型ジグソー法という手法です。
HP には、使い方やキット等が掲載されておりますのでご覧ください。
http://coref.u-tokyo.ac.jp/
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