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【図画工作科】 

「造形遊びにおける指導計画の作成」 
～『ふくろでふわふわ』の評価規準を明確に設定するにあたって～ 

岐阜大学教育学部附属小学校 吉野 英男 
【概略】 
１ 国立教育政策研究所の作成した参考資料の活用について 
 

教科目標から示された評価の観点とその趣旨 
 

学年目標から示された評価の観点の趣旨 
 

学習指導要領の内容から示された内容のまとまりごとの評価規準 
 

具体例 
 国立教育政策研究所の作成した参考資料は、教科目標から順を追って具体例まで示されている。これ

らを確認していくと、改めて内容のまとまりごとの評価規準を読み取っていくことができる。また、題

材の評価規準を設定していく際には、内容のまとまりを十分意識しながら、授業の実際を思い浮かべる

とともに具体例の中にあるキーワードが大いに参考となる。 
 
２ 評価規準を位置付けた指導計画の作成の手順 
（１） 学習指導要領の目標及び内容、児童の実態等を踏まえた題材の設定 
（２） 内容のまとまりごとの評価規準から題材目標に応じた題材の評価規準の設定 

〈手順１〉【題材に関連する学習内容の評価規準を明確にする】 
〈手順２〉【題材の評価規準を設定する】 

（３） 題材指導計画の作成と授業の実際を想定した上での単位時間における具体の評価規準の作成 
  〈手順３〉【題材の指導計画の作成①を行う】 
  〈手順４〉【単位時間における具体の評価規準を作成する】 
（４） 評価方法（何によって、どのように評価するのか）の具体化 
  〈手順５〉【評価規準と評価方法を位置付けた指導計画の作成②を行う】 
（５）おおむね満足に達しない児童を想定した指導・援助の具体化 

 実践した題材は、３年生『ふくろでふわふわ』である。学習指導要領の内容「A 表現（１）：楽しい

造形活動をする（造形遊び）」、児童の表現の発達過程や経験の実態を踏まえながら全４時間の指導計画

を作成していった。〈手順１〉～〈手順５〉を行うことによって、改めて題材目標の見直しをすること

ができたり、実際の授業でそのまま使用できる指導計画へと具体化したりすることができた。実際の授

業でそのまま使用できるということは、私たち教師が、各単位時間において、どういった点を大切にし

て指導にあたるかが分かり、評価していくことによって、それを次時への指導・援助に生かしていくこ

とができるということである。特に単位時間において中心となる評価規準の設定は、より具体的なもの

になるよう熟考した。 
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【具体的事例】 

１ 国立教育政策研究所の作成した参考資料の活用について 

【教科目標】 
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。 
【評価の観点及びその趣旨】 

関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 
自分の思いをもち，進

んで表現や鑑賞の創造

活動を楽しみ，つくりだ

す喜びを味わおうとす

る。 

感じたことや考えた

ことなどをもとに，想像

力を働かせながら自分

らしい発想をし，よさや

美しさなどを考え，豊か

な表現を構想する。 

表したい思いや意図

に応じて創造的な技能

を働かせたり，造形感覚

を生かしたりしながら

表し方を工夫する。 

造形作品などに関心

や親しみをもち，そのよ

さや美しさなどを感じ

取ったり，味わったりす

る。 

 
 
 
 
 
 
【学年目標】 
（１） 豊かな発想や創造的な技能などを働かせ，その体験を深めることに関心をもつとともに，進ん

で表現する態度を育てるようにする。 
（２） 材料などから豊かな発想をし，手や体全体を十分に働かせ，表し方を工夫し，つくりだす能力，

デザインの能力，創造的な工作の能力を伸ばすようにする。 
（３） 自分たちの作品や身近にある作品，材料のよさや美しさなどに関心をもって見るとともに，そ

れらに対する感覚を高めるようにする。 
【第３学年及び第４学年の評価の観点の趣旨】 

関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 
自分の思いを表す体

験を深めることに関心

をもつことやつくった

ものなどに関心をもっ

て見るなど，進んで造形

表現活動を楽しみ，その

喜びを味わおうとする。 

見たことや感じたこ

となどをもとに想像力

を働かせ，豊かな発想を

したり，つくりたいもの

の美しさや用途を考え

るなど構想したりする。 

手を十分に働かせた

り，体全体の感覚を生か

したりしながら，つくり

だす能力などを働かせ

て，自分なりの技能や表

し方を工夫する。 

自分たちの作品や身

近にある作品などのよ

さや美しさ，感じの違い

などに関心をもって見

る。 

 
 
 
 
 

 観点別学習状況の四つの観点（以下４

観点とする）の内容は、教科目標が具体

化されたものであるということが確認

できる。 

 「つくりだす喜び」や「基礎的な能力」

という言葉が、その趣旨の中に反映され

ており、「自分の思いをもち」「想像力を

働かせながら」「表し方を工夫する」「関

心や親しみをもち」などにその意を汲み

取ることができる。 

 ２学年をまとめて３点で示されてい

る学年目標が、やはり４観点で示されて

いることが確認できる。 

 学年目標を受けて、徐々に趣旨の文言

が具体性を帯びてきており、  部の表

現などは、実際の児童の姿がイメージし

やすい言葉で示されてきていることが確

認できる。 
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【学習指導要領の内容】 
「Ａ 表現（１）ア、イ「楽しい造形活動をする（「造形遊び」）」」 

【内容のまとまりごとの評価規準】〔Ａ 表現（１）「楽しい造形活動をする」〕 
造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 

 
 
 
 
 
 
【「Ａ 表現（１）」の評価規準の具体例】 
造形への関

心・意欲・

態度 

発想や構想

の能力 
創造的な技

能 

 
造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力 
 
２ 評価規準を位置付けた指導計画の作成の手順 

（１） 学習指導要領の目標及び内容、児童の実態等を踏まえた題材の設定 
対 象 学 年         小学校 第３学年 

学習指導要領         第３学年及び第４学年の内容 A表現（１）ア、イ 

題 材 名        「ふくろでふわふわ」 （全４時間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ａ表現の評価規準は３観点から示され

ている。しかし、指導の過程の中で、鑑

賞指導を位置付けるので、Ｂ鑑賞の評価

規準（２観点）を加えて考えていく。 

【「Ｂ 鑑賞（１）」の評価規準】 
造形への関心・意欲・態度 
鑑賞の能力 

具体例についても３観点で示されてい

る。Ｂ鑑賞についても具体例が示されて

いるので併せて考えていくことができ

る。Ａ表現では、観点ごとに４～６例ほ

ど示されており、様々な題材への対応が

配慮されている。 

 

 

 ある日の休み時間、「ねぇ先生、見に来て！」

「写真とってぇー！！」と大はしゃぎで児童が見

せてくれたものである。 

 砂場の砂で円形のふちどりやくぼみがつくら

れ、植え込みの所に落ちていた花、花びら、花の

芯を集めてきては、それぞれを意図的に並べて配

置してある。造形美を感じずにはいられない。

 山々に囲まれた山村の児童にとって、自然の物

と戯れるのは日常である。このことを生かした題

材でよさを発揮する実践も行ってきたが、逆にカ

ラービニール袋のように、見た目にも鮮やかな人

工物を用いることはチャレンジとなる。 

児童は、材料の扱いにとまどいながらも、材料

の魅力を十分に感じつつ学習した。 

日頃の児童の実態 

新しい体験のできる題材 
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（２）内容のまとまりごとの評価規準から題材目標に応じた題材の評価規準の設定 
〈手順１〉【題材に関連する学習内容の評価規準を明確にする】 
 

題材目標 
○袋という材料への興味から造形活動に関心をもち、体全体を十分に使って、つくりたいものを思いつ

いたり、活動したりする。 

【造形への関心・意欲・態度】

○体全体の感覚を生かして、袋状の形からどんなものができそうか考え、自分のつくりたいものを思い

つくことができる。 

【発想や構想の能力】

○自分の思いをもとに、大きさ、形、色の組合せなどを工夫してつくることができる。 

【創造的な技能】

○お互いの発想のよさ、形の面白さ、組合せの美しさ等を伝え合い、自他の作品のよさを見つけること

ができる。 

【鑑賞の能力】

 
 
 
内容のまとまりごとの評価規準 
a 造形への関心･意欲･

態度 
b 発想や構想の能力 c 創造的な技能 D 鑑賞の能力 

【表現】 

材料や場所をもとに、

楽しく表しながら、体全

体を働かせたり、みんな

で話し合ったりしながら

、自らつくりだす造形活

動を楽しもうとする。 

【鑑賞】 

自分たちの作品や身近

な造形品などの表し方や

材料による感じの違い、

よさや面白さなどに関心

をもとうとする。 

材料や場所の特徴を見

付け、ものをつくった経

験などをもとに、つくり

だす能力などを働かせ、

発想したり、みんなで話

し合って考えたりする。

材料や場所の特徴をも

とに、組合わる、形を変

えてつくるなどしながら

、それらの美しさや面白

さ、表し方の感じの違い

に関心をもち、体全体の

感覚やつくりだす能力、

デザインの能力などを働

かせて、表し方を工夫す

る。 

表し方や材料の感じの

違いが分かり、親しみの

ある美術作品やその製作

の過程などのよさや面白

さなどについて、話し合

うなど関心をもって見る。

 
 
 
 
 

 題材目標と内容のまとまりごとの評価

規準を相互に見つめ、題材目標を見直す

など、評価規準の妥当性を明確にした。

 題材目標を４観点で示すと同時に、内

容のまとまりごとの評価規準も鑑賞を加

えて、４観点にまとめ、対応させた。 

 こうした作業を土台として、次の

手順へと進んでいく。 
 内容のまとまりごとの評価規準を

４観点で整理することにより、題材

目標の妥当性を改めて見直すことも

できる。 
 手順２では、題材目標に応じて、

題材の評価規準を設定していく。 
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〈手順２〉【題材の評価規準を設定する】 
題材『ふくろでふわふわ』の評価規準 
a 造形への関心･意欲･

態度 
b 発想や構想の能力 c 創造的な技能 D 鑑賞の能力 

体全体を十分に使って

材料の魅力を感じ取り、

つくりたいものを思いつ

くことや活動することを

楽しんでいる。 

袋という形の特徴を生

かして、全体の形や色の

組み合わせのイメージか

ら、どんなものをつくろ

うか思いつくことができ

る。 

自分の思いをもとに、

つなぐ、ふくらます、色

を組合せる等のつくり方

を選択し、自分なりに工

夫しながらつくっている。

自分や友だちの作品を

見たり触れたりしながら

感じたことを話し、それ

ぞれのよさを見付ける。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）題材指導計画の作成と授業の実際を想定した上での単位時間における具体の評価規準の作成 
  〈手順３〉【題材の指導計画の作成①を行う】 
    実際には、まず「ねらい」と「学習活動」を位置付けながら全４時間分を作成した。 

時 ねらい 学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助

１ ○材料の特徴を生

かした作品づく

りをすることが

分かり、願いを

もとうとする。 
 

 

 

 

 

○参考作品や材料を見たり、実際に手に取って

触れたりしながら、感じたことを話す。 

○感じたことをもとに、どんなものをつくろう

か思いつく。 

   

 
 
 

キーワード 
・ 体全体を働かせ 
・ 材料をもとに 
・ 楽しさ 

キーワード 
・ イメージ 
・ 自分なりの発想 

キーワード 
・ 組み合わせる 
・ 自分らしい表し

方 

キーワード 
・ 見る 
・ 手触り 
・ 感じの違いなど

に気付く 

 手順１を終えた段階で、題材の評価規準を設定していくことができるが、できるだけ具体的な

児童の姿がイメージできるような文言にしたいと考え、具体例も参考にした。キーワードの言葉

は、実際に具体例の中から見付け、参考とした言葉であり、実際の授業でそれぞれの観点を教師

自身の心に留めておくためのものにもなる。 

袋を使った作品づくりに興味をもち、

感じたことを大切にしながらつくりた

いものを思いつく。 

 ねらいと学習活動をもと

に、単位時間における具体の

評価規準を設定していく。 
 何によって、どのように評価

するのかを具体化していく。 

 おおむね満足に満たない児童へ

の指導・援助を中心に、その内容を

具体化していく。 



小中学校分科会資料 

 
- 64 -

  〈手順４〉【単位時間における具体の評価規準を作成する】 
題材『ふくろでふわふわ』の単位時間における具体の評価規準 
a 造形への関心･意欲･

態度 

b 発想や構想の能力 
c 創造的な技能 d 鑑賞の能力 

①手や体全体の感覚を働

かせて、材料の色の組

み合わせの美しさや形

の面白さなどを表そう

とする。 

②袋の形や色の感じ、手

に取った感じなどいろ

いろな感じの中から、

材料やつくり方を選ん

だり、決めたりする。 

①つないだりふくらませ

たりして形を変えたと

きの面白さや色の組合

せによる美しさなど、

自分の感じ方を大切に

し、想像をふくらませ

る。 

②つくった作品にかかわ

り、自分なりに遊び方

を考えたり、飾る場所

を選んだりする。 

①粘着テープでつないだ

り、カッターナイフで

切ったりして、思いの

ままつくり直したりし

ながら、表し方を工夫

する。 

②ビニール袋に描き加え

たり、他の材料を貼り

付けて飾ったりして自

分の思いに合った表現

の工夫をする。 

①友人や自分の表し方の

違いに関心をもち、美

しさや面白さの感を話

したり伝えたりする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４） 評価方法（何によって、どのように評価するのか）の具体化 
  〈手順５〉【評価規準と評価方法を位置付けた指導計画の作成②を行う】 
    手順４で作成した単位時間における具体の評価規準を位置付ける上でもっとも大切なことは、

これが各単位時間の評価の中心となってくることである。その時間のねらいや学習活動の流れを

考えたとき、どの単位時間においても４観点全てを位置付けるのではなく、１ないし２観点が、

その単位時間の中で重要な位置を占めることが分かってくる。 

 ここでは具体例を参

考にしていくだけでな

く、指導計画のねらい

や学習活動を踏まえ、

その題材ならではの言

葉で考えることで、実

際の授業でそのまま使

用できるものとなる。 

 

 

 このように作成しておく

と、授業で児童が見せる姿の

一つ一つを評価規準と結び

つけて見ることができるよ

うになってくる。 

 ここで作成した評価規準は、指導計画の「評価

規準」の欄に位置付く。 
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時 ねらい 学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助 

１ ○材料の特徴

を生かした

作品づくり

をすること

が分かり、

願いをもと

うとする。 
 

 

 

 

 

 
 
○参考作品や材料を見た

り、実際に手に取って触

れたりしながら、感じた

ことを話す。 
 

○感じたことをもとに、ど

んなものをつくろうか

思いつく。 

〈a－①〉 

○手や体全体の感

覚を働かせて、 
色の組合せの美

しさや形の面白

さなどを表そう

とする。 

〈a－②〉 

○袋の形や色の感

じ、手に取った感

じなどから、材料

やつくり方を選

んだり、決めたり

する。 

○発言 

○観察 

・参考作品や材料を

見て感じたこと

やつくりたいと

思ったことを進

んで話そうとし

ているか。 

・参考作品や材料を

進んで手に取っ

て、感覚で味わお

うとしているか。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
〔ねらいと学習活動～評価～指導・援助〕が横につながることで、指導と評価の一体化が図れる。 
 
 
（５） おおむね満足に達しない児童を想定した指導・援助の具体化 
時 ねらい 学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助 

２ 

 

３ 

    ○形や色について、自分のイメージや好みを話

すことができるよう机間指導する。 

○粘着テープでとめるときの留意点、カッター

ナイフの安全な使い方がよく理解できるよう

資料を用いて指導する。 

○袋の他に使えそうな材料をあらかじめ準備し

ておく。 

 
 
 
 

袋を使った作品づくり

に興味をもち、感じた

ことを大切にしながら

つくりたいものを思い

つく。 

 第１時は題材の導入にあたり、a 造形への

関心･意欲･態度が評価の中心になると考え

た。しかし、学習活動は授業の前半と後半で

大まかに２つあり、それぞれ a－①、a－②が

適切であるととらえられ、２観点を位置付け

ることにした。 

 左の評価規準を何によって見ていくのかを

考えたとき、第１時の場合、発言と観察が挙

げられる。さらにどのように見ていくのかを

考えたとき、児童のおおむね満足と判断でき

る姿が具体化されてきた。 

 第２、３時では、b 発想や構想の能力、

c 創造的な技能が評価の中心となって

くる。指導・援助についても、このこと

を踏まえて考え、具体化していった。 

   部の２点が、おおむね満足に達しない児童を想定

し、技能が高まるように、思いが広がるようにと考えた

ものである。単位時間の授業展開を作成するならば、こ

れをもとに、さらに具体化できるであろう。 


