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事 例 小学校 図画工作科 第６学年「深海１万メートルへの旅 発見 なぞのキラキラ生物」>

「発想や構想の能力」の把握方法と、その指導の具体的な方途についてテ ー マ

-観点別評価が「Ｃ」の子どもにかかわって-
授業改善の ・ 発想や構想の能力」の把握と評価方法の工夫「

ポイント ・ 発想や構想の能力」を高めるための指導計画の工夫「

・評価規準を達成できるようにするための指導方法の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準 〈２～７の時間レベル「深海１万メートルへの旅 発見>なぞのキラキラ生物 〉】 」

イ発想や構想の能力 ウ創造造的な技能 エ鑑賞の能力ア造形への関心・意欲・態度

①ブラックライトに浮か ①見たり，調べたりした ①ブラックライトに光る ①自分や仲間の作品を見

び上がる蛍光材の面白 ことをもとに，自分が 紙の加工や組合せ方を て表し方の違いによる

さや美しさに気付き， 表したい，深海に住む 工夫したり，接着を確 よさを感じ，話したり

自分の作品づくりに生 不思議な光る生き物を 実にしたりしながら蛍 聞いたりして造形的な

かそうとする。 発想し，表し方の構想 光材の特性を生かして よさや美しさを味わ

②自分の表したい深海の を練る。 つないだり貼ったりす う。

生物を考えながら，進 ②表したい深海の生き物 る。

んで材料を集めたり試 の形や材料の組合せに ②ブラックライトに光る

したりする。 よる光り方の違いのよ 部分の模様や光り方を

③自他の作品の，材料の さをもとに発想したり 工夫したり，効果を生，

組合せや着色の違いに 新たな思いをもとに修 かしたりしながら着色

よる光り方に関心をも 正したり深めたりする する。。

ち，造形的なよさを進 ③表したい深海の生き物

んで見付けようとす になるように思いをふ

る。 くらませ，色や模様、

着色の仕方による光り

方の違いやおもしろさ

など，着色の構想を練

る。

【把握方法】以下の表のように、前時までの観点ごとの方法により把握した。

「深海１万メートルへの旅 発見 なぞのキラキラ生物」における，Ａ児の「イ発想・構想の能力」の評価>

時 学習活動 学習活動における具体 総 評価方法評

間 の評価規準 括価

２ ◇ビデオで見た深海の生物 イ－① ○アイデアスケッチをかいている

やインターネットや本など 見たり，調べたりしたこ ときの様子やアイデアスケッチ，

の資料で調べた深海の世界 とをもとに，自分が表した 及び自己評価カードの内容からも

を参考にしながら自分がつ い，深海に住む不思議な光 読み取る。Ｃ

くりたい深海の生き物のア る生き物を発想し，表し方 ・観察

イデアスケッチをかく。 の構想を練る。 ・アイデアスケッチ

・自己評価カード

３ ◇骨組みや張り子の光り方 イ－② ○思いに合わせていろいろ試し，

４ や強度を考え、厚紙やペッ 表したい深海の生き物の 納得いくものを見付けようとした

トボトルのつなぎ方や他の 形や材料の組合せによる光 り，楽しい発想を考えようとした

材料との組合せ方，及び接 り方の違いのよさをもとに りする様子から読み取る。また，

着方法を工夫して本体を製 発想したり、新たな思いを つくりつつあるものからも読み取Ｃ

作する。 もとに修正したり深めたり る。Ｂ

する。 ・観察

・製作中の作品

・自己評価カード
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５ ◇思いに合う表現方法を試 イ－② ○つくりながら表したい思いが生

したり確かめたりしながら 表したい深海の生き物の まれ，その思いを新たに加えるな

光り方の違いのよさを取り 形や材料の組合せによる光 ど始めの計画を見直し，自分の表

入れて飾りを製作する。 り方の違いのよさをもとに したい思いの見通しをもつ様子か

発想したり，新たな思いを ら読み取る。また，つくりつつあ

もとに修正したり深めたり るものからも読み取る。Ｂ

する。 ・観察

・製作中の作品

・自己評価カード

６ ◇自分の思いに合う深海の イ－③ ○思いに合わせていろいろ試し，

７ 生き物になるように色や模 表したい深海の生き物に 納得いくものをみつけようとした

様、着色方法を工夫し，光 なるように思いをふくらま り，楽しい発想を考えようとした

り方の違いを生かしたり光 せ、色や模様、着色の仕方 りする様子から読み取る。また，

り方を考えたりして着色す による光り方の違いやおも つくりつつあるものからも読み取

る。 しろさなど，着色の構想を る。Ｂ

練る。 ・観察

・製作中の作品

・自己評価カード

学習状況の結果と分析

学習状況の結果と分析１

資料①は 前題材 こんな木があったらいいな Ａ， 『 』（

表現(2)及びＢ鑑賞(1)）のＡ児の観点別評価の結果

である。Ａ児は 「造形への関心・意欲・態度 「創造， 」

的な技能 鑑賞の能力 の各観点については Ｂ お」「 」 ， （

おむね満足できる状況と判断されるもの）を達成して

いるが 「発想・構想の能力」の観点については，評，

価規準が達成できず，Ｃ（努力を要する）の評価にと

どまっている 『こんな木があったらいいな』の「発。

想・構想の能力」評価規準は 「画用紙の加工による，

表現の違いの面白さを基に，自分が表したい木を思い

付き，材料の特徴や色や形の組合せの美しさを考え，

表したいことの構想を練る 」である。この評価規準。

をもとに，要因を分析すると，Ａ児は，主題を基にイ

メージを映像化することに特に弱さが見られた。

学習状況の結果と分析２

前題材の評価結果を受け，Ａ児の「発想・構想の

能力」を高めるために，本題材の導入にあたり，次の２

つの点について，あらかじめ指導することにした。

一つ目は 『発想の仕方』である。これは，児童の発，

想のより所となる方途であり，題材の根幹をなす大切な

要素でもある。具体的には，題材名にある「深海１万メ

ートル 「なぞ 「キラキラ」の３つのキーワードを，造」 」

形を行う上での視点として示したことである。これらの

キーワードに着目すると同時に，たえず意識しながら自

分がつくりたい深海の生き物を発想していくようにする

ことで，具体的な造形に結びつきやすいと考えた。

二つ目は 『組合せ方』の指導である。材料を組み合せる場合，それぞれの材料の特徴的な部，

分の形を利用する方法，本体に使用する材料と飾りに使用する材料を意図的に分けて利用する方

法，材料の特質を生かして利用する方法等が考えられるが，こうした『組合せ方』の基を指導す

ることで，発想の仕方同様，構想の仕方につながると考えたからである。

こうした指導をふまえ，Ａ児の学習状況を具体的にみていくことにする。第２時の「発想・構

想の能力」における評価規準は 『見たり，調べたりしたことをもとに，自分が表したい，深海，

に住む不思議な光る生き物を発想し，表し方の構想を練る 』である。評価方法は，次の３つを。

造形への関心・意欲・態度

発想・
鑑賞の

構想の
Ｃ Ｂ Ａ

能力
能力

創造的な技能 ＜資料①＞

『Ａ児の「発想・構想の能力」の評価』

時 観点 評価 総括

イ－① Ｃ２

イ－② Ｃ
３

Ｂ
４

イ－② Ｂ５

イ－③ Ｂ
６

７

＜資料②＞
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設定した。

①アイデアスケッチをかいているときの様子から読み取る。

②アイデアスケッチそのものから読み取る。

③自己評価カードの内容から読み取る。

まず，①のアイデアスケッチをかいているときの様子から，Ａ児の学習状況の結果を考察して

みた。Ａ児は，アイデアスケッチをかき始めると，しばらく自分の表したいものを考えている様

子が見られたが，思うような発想ができなかったのか，１枚かいた後は何もせず集中力を欠いた

状態が見られた。どんな感じにしたいのか聞くと 「まだ決まっていない 」という返事が返って， 。

きた。そこで，仲間のアイデアスケッチや資料を参考にするよう促すと，仲間の考えや資料に関

心は示すが，自分の思いと結びつけることができない様子が見られた。

アイデアスケッチをかいているときのＡ児の様子 分析 暗室の中の資料

Ａ （１０分ほどたち，アイデアスケッチを１枚かく ）。

（次のアイデアがうかぶ様子が見られない ）。

Ｔ 「いいアイデアがうかんだかな？」

Ａ 「うーん、微妙。まだ 」 ←１枚目のアイ。

Ｔ 「どんな感じの深海の生き物にしたいと思っているのかな。１ デアを基に修正

枚目のイメージは？」 したり発展した

Ａ 「まだまとまってないから…。魚にしようかなあ… 」 りすることがで。

Ｔ 「どんな深海魚にするか迷ってるなら，一度，友だちのアイデ きない。また，

アスケッチや資料コーナーを見てくるといいよ 」 新たな発想を思。

Ａ （暗室の中の資料を見たり，友だちのアイデアスケッチを見た い付くことがで

りする ） きない。。

Ｔ 「どう？」

Ａ 「すごかった。どうしようかなあ… 」。

Ｔ 「３つのキーワードをもとに，考えたらどう 」。

Ａ 「そうだけど…。やっぱり魚にしようかなあ 」。

『A児の発想段階での授業の様相』

次に，②のアイデアスケッチに関しては，発

想を見届けていく２つの視点を「量的側面」と

「内容的側面」の２軸でとらえることにした。

（資料③）Ａ児がかいたアイデアスケッチは３

枚で，最初にかいたのがａ（資料④）である。

触手のような毛が全身から出ているものだが，

イメージが固まらないのか形がまとまらず途中

になってしまった。ｂ（資料④）は，レントゲ

ン写真のような骨が特徴の魚で，同じグループ

の仲間が考えたものを参考に，真似してかいた

ものである。しかし，仲間が考えたものをその

ままかいただけで，自分が願う深海の生き物と

しての意図性はまだ認められない。３つ目のｃ（資料④）は，魚の図鑑の中から気に入ったもの

をうつしたものであり，深海をイメージしたものではない。以上の点から，Ａ児の発想に関する

評価は，量的側面及び内容的側面ともに「－」となり，Ｃに相当すると判断した。

最後に，自己評価カードにＡ児が書いた内容を基に，分析してみる。Ａ児の自己評価カードに

， ， 。は 第２時が終わった段階で つくりたい深海の生き物に対する願いが次のように書かれていた

Ａ児： 尾びれなどが光って，その他のものもよく光る魚にしたい 」「 。

しかし，材料計画や光らせ方の具体的な考えが書かれていなかったため，Ａ児に，願いを実現

させるために，どのような材料を使ったり，どのように表し方を考えたりしているのか聞くと，

「まだよく考えていない 」という返事が返ってきた。そのため，表し方の構想についても評価。

規準の「表し方の構想を練る」ことが達成されているとは判断できない結果になった。

『発想をみとどけていく２つの視点』＋

内

容 量－ 量＋

的 内容＋ 内容＋

側

面 量－ 量＋

－ 内容－ 内容－

－ 量的側面 ＋

＜資料③＞
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ａ ｂ ｃ

『Ａ児のアイデアスケッチ』＜資料④＞

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

資料②に示したように，Ａ児は第２時における評価規準イ－①及び，第３，４時における評価規準

イ－②において、努力を要すると判断される状況である。そこで，第４時が終わった段階で，Ａ児が

， ， ，なぜこうした状況にあるのか 直接対話をしながらＡ児の思いを共感的に受け止め 評価規準イ－②

イ－③を達成させるために，題材指導計画の見直しとともに指導方法の工夫改善を行うことにした。

（２）改善の具体的方途と実践

①「発想や構想の能力」を高めるための指導計画の工夫

従前の指導計画 改善した指導計画

学習活動 学習活動

○ブラックライトで照らし出された蛍光材の 画 ●深海の世界や深海の生き物のビデオを見て，１ １（

用紙）世界を楽しむ。 イメージをふくらませる。＜改善①＞

（ （

○深海や深海の生き物について自分の考えを交 ○深海や深海の生き物について自分の考えを交45 30

流する。 流する。分 分

（ （○自分がつくりたい深海の生き物を考え、アイ

デアスケッチをかく。

○アイデアスケッチをもとに骨組み全体の形を ●ブラックライトで照らし出された蛍光材（画２ ２

イメージする。 用紙とペットボトル）の世界を楽しむ。３

（

○つなぎ方や強度を考えながら自分で切った厚 ○自分がつくりたい深海の生き物を考え、アイ

（

45

紙を接合する。 デアスケッチをかく。90 分

（分 ○光り方を確かめながら組合せ方を考えて骨組

みをつくる。（

○資料をもとに光り方の違いのよさを考え、表 ●蛍光材（画用紙やペットボトル）の光り方の４ ３

したい光り方の感じをふくらませる。 違いのよさをもとに，自分の表したい光り方５ ４

○光り方を確かめながら，つなぎ方や貼り方を の感じを考える。＜改善②＞

（ （

考えてはりこをつくる。 ○蛍光材の加工や組合せ方を考えながら，つな90 90

ぎ方や貼り方を工夫して本体をつくる。分 分

（ （

， 。６ ５○蛍光材の加工や着色の仕方の違いによる表し ●蛍光材を利用して 思いに合う飾りをつくる

たい飾りの感じをふくらませる。 ＜改善③＞７

（

60

（

○光り方を確かめながら紙の加工や組合せ方、

分90 蛍光材の着色の仕方を工夫する。

（分

（

○題名や伝えたいことを考える。 ●ブラックライトに照らしたときと，蛍光灯の８ ６

○自分や仲間がつくった作品のいろいろな色や 光りに照らしたときの模様や着色の仕方によ

（

７

形の光り方の造形的なよさについて交流する る変化を考える。＜改善④＞45 。

（

○蛍光材による光りのよさや美しさを作品を通 ○蛍光材の加工や着色の仕方の違いによる表し分 90

して味わう。 たい飾りの感じをふくらませる。（ 分

○光り方を確かめながら紙の加工や組合せ方、（

蛍光材の着色の仕方を工夫する。

○題名や伝えたいことを考える。８
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○自分や仲間がつくった作品のいろいろな色や

（

。45 形の光り方の造形的なよさについて交流する

○蛍光材による光りのよさや美しさを作品を通分

して味わう。（

＜改善①…ビデオ試写の位置付け＞

従前の指導計画では，児童が，深海のイメー

ジや深海に住む生き物のイメージをもつための

場がなかったため，深海を概念で捉えることは

できても，色や形などの映像に置き換えて豊か

に発想することができなかった。そこで，深海

の世界やそこに住む生き物の不思議さを視覚的

に捉えられるように，改善後の指導計画では，

第１時に深海の世界のビデオの試写を位置付け

た。ビデオの試写は，深海の世界をイメージす

るとともに，発想を広げる手立てとして有効だ

ったことがアンケート結果（資料⑤）や児童の

作品の発想の広がりからも読み取ることができ

る。また，ビデオに登場する生き物たちは，暗

闇での光り方が様々で，児童の口からは 「きれいだな 「不思議だな 「なぜ，あんな光り方をす， 。」 。」

るのだろう 「おもしろい 「知らなかった 」といった感嘆の声があがっていた。。」 。」 。

Ａ児の自己評価カードの記述欄に 「尾びれなどが光って，その他のものもよく光る魚にしたい 」， 。

という願いが記述されており 『光る』という深海に住む生き物の特徴の一つが，Ａ児の発想に影響，

を与える要素になった。

＜改善②…学習のねらいと児童の実態に即した材料の選定＞

改善のポイントの２つ目は，学習のねらいと児童の実態に即した材料の扱いである。第１時が終わ

った段階で，児童たちの『光』に対する発想が多様になったため，ブラックライトに光る蛍光材にペ

ットボトルを加え 『うっすらとした光 『透き通った光』の感じを表現したいという児童の思いを， 』，

表現しやすいようにした。

， ， ，また 第４時が終わった段階で 自分の思いがはっきりしていなかったＡ児と一緒に話をする中で

「スケルトンみたいな感じにしたい 」という願いをもっていることが分かり，次時の指導に生かす。

方向付けが示される形になった。その結果，第５時で，Ａ児は，ペットボトルの透き通った感じの光

， ，を利用して本体の製作に入ったが Ａ児の発想を広げるとともに

ペットボトルと画用紙の組合せ方など，材料をもとにした表し方

の構想を深めることにつながった。

＜改善③…飾りをつくる場の位置付け＞

改善のポイントの３つ目は，第５時に「蛍光材を利用した飾り

をつくる場」を位置付けたことである。これは，初めの計画を見

直し，表したい深海の生き物の形や材料の組合せによる光り方の

違いのよさをもとに発想したり，新たな思いをもとに修正したり

深めたりするなどの構想を練ることをねらいとしたものである。

従前の指導計画では，骨組みや張り子を製作した段階で本体の製

作が完了してしまう児童が多かった。これは，新たな思いをもと

に修正したり深めたりするなどの構想を練る必然性がなかったた

めだと考えられる。

一方，Ａ児のつくりつつある作品に目を向けると，第４時が終

わった段階で，ペットボトルの前後に画用紙でつくった顔や尾び

れのようなものが取り付けられていた しかし Ａ児の願いの 尾。 ， 「

びれなどが光って，その他のものもよく光る魚にしたい 」という。

点についてまた，十分であるとはいえないものだった。また，Ａ

『 。』児の自己評価カードの 自分の思いに合う光り方を工夫できたか

『授業後のアンケート結果より』＜資料⑤＞

深海の様子や生き物のビデオを見たことは，自◇

分がつくりたい作品をイメージするのに役立ち

ましたか。

・とても役に立った… 人23

・どちらかといと役に立った… 人10

・どちらかというと役に立たなかった… 人2

（ ）・あまり役に立たなかった… 人 計 人0 35

うろこやひれなど飾りの表し方

を工夫した作品例（資料⑥）
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観点に対して 『どちらかというとできなかった 』と答えていた。そこで，児童にとって必然性の， 。

ある課題になるとともに，自ら課題解決に向かえるように，第５時を設定した。

その結果，児童たちは，うろこやひれ，歯，触手などを蛍光材の加工や組合せ方を考えながら，飾

りの部分の表し方の構想を練る姿が見られるようになった （資料⑥）。

Ａ児は，資料や仲間の作品とかかわりながら製作を進め，胴体の部分の光り方をさらに変化させる

ために，画用紙で作った３０枚ほどの『うろこ』を飾りとして貼り付けるなど，新たな発想を生み出

して，製作を進めた。授業終了後のＡ児の自己評価欄には，次のような振り返りが書かれていた。

「うろこなどを，よく光る上質紙で重ねながら貼った。すごく光るようになったし，気に入った

光になったのでよかった 」。

＜改善④…ブラックライトに照らしたときとそうでないときの模様や着色の仕方による変化を発想す

る場の位置付け＞

これまでの指導計画では，蛍光絵の具の色数（７色）を設定し，児童たちが，個々の願いで自由に

着色していった。結果として，カラフルな作品ができあがったが，ブラックライトで照らしたときの

見え方に変化がなく，光らせることによる造形的なよさが生かされていないという結果になった。

そこで，発想や構想の能力を高めるために，着色段階においても，発想や構想の能力を働かせるよ

うな指導過程を組むことを考えた。従前の蛍光材としての蛍光絵の具を，その他の材料と同じ色の白

を活用し，キーワードの「深海１万メートル 「なぞ 「キラキラ」をイメージしながら，光り方の」 」

違いやおもしろさなど，着色の構想を練ることをねらって評価規準を設定した。

②「発想や構想の能力」を高めるための指導計画の工夫

＜改善①…ペアでの感想交流の位置付け＞

図工室に設置された暗室（確かめコーナー）で，つくりつつある作品の光り方を確かめる活動を行

うとき，そこに居合わせた仲間とペアになり，お互いの作品を見合いながら自他の作品の造形的なよ

さを確かめ合うようにした。

＜改善②…提示資料の工夫＞

第３，４時では，本体づくりを行った。その際，本体の強度を保つために，骨組みの部分には白ボ

ール紙を使用した。従来は，この骨組みの上に画用紙や上質紙等の蛍光材を貼り，張り子を製作した

が，児童たちの

光の表し方に対

する表現が多様

になったため，

骨組みだけを利

用した光り方や

張り子を部分的

に利用した光り

方，ペットボト

ルの透ける光り

←暗室を深海探査船 『Ａ児とペアの児童の暗室の様子』

に見立てたもの Ｂ 「おー。何かいい感じ。思ったよ

マリンスノー号 りも，結構光るわ 」『 』 。

Ａ 「本当や 」。

←図工室のコ Ｂ 「やっぱり，上質紙を貼るとすご

ーナーに設置 く光るなあ 」。

した暗室（ブ Ａ 「ぼくも，もっとうろこをたくさ

ラックライト ん貼って光らせようかなあ 」。

を点灯させ， Ｂ 「画用紙もすごく光るよ 」。

つくりつつあ Ａ 「でも，画用紙だとひらひらした

る作品の光り 感じにならんでなあ。やっぱり，

ブラックライトに照らして方を確かめる 上質紙をもっとたくさん貼ってみ

光り方を確かめる様子ようにする） よう 」。

骨組みを生かした例 『補助資料』 張り子を部分的に生かした例
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方と具体的な造形が結びつきやすいようにした。

一方，第５時の飾りの製作では，教師の提示資料から，自分の願いの実現に向けてさらに光り方を

工夫したり，違う材料を取り入れたりしながら製作を進めるなど，飾り方を考えることで光り方の工

夫ができることを理解することで，児童の必然性に結びつけることができると考えた。

第４時終了段階で，Ａ児は，胴体をペットボトルで，頭部と尾ひれを画用紙でそれぞれ製作してい

。 ， ， ，た しかし 胴体のペットボトルの部分はそのまま残していたため どんな飾りをつけるのか聞くと

「まだ，考えていない。もっと

光らせようと思っている 」とい。

う返事が返ってきた。しかし，

Ａ児の児童理解から，資料の造

形的なよさを自分の製作に置き

換えたり，取り入れたりするこ

とが難しいため，補助資料（資

料⑦）を用意した。左の資料は，

画用紙の表面をしわになるよう

に加工したものである。また，

右の資料は，短冊に切った画用

紙を束ねただけのものである。

こうした，容易な加工，単純な

形の組合せでも，造形的な要素

は含まれており，発想の仕方と

して活用しやすいと考えた。

実際，Ａ児はかまぼこ型のう

ろこを３０枚ほど用意し，ブラ

ックライトで貼る場所を確かめ

ながら光り方を考えて，ペット

ボトルの胴体に接着していった。

次に，第６，７時の着色の仕方の説明で利用した資料（資料⑧）についてである。ここでのねらい

は，表したい深海の生き物になるように思いをふくらませ、色や模様、着色の仕方による光り方の違

いやおもしろさなど，着色の構想を練ることである。ブラックライトで照らしたときに，いかに変化

してみえるかが発想のポイントになる。つまり，ブラックライトで光る部分と光らない部分をどのよ

うに着色によって表現するかが大切になる。例えば，同じ白色の絵の具でも，通常の白色の絵の具は

ブラックライトには光らないため黒く見えるが，蛍光絵の具の白色は，ブラックライトに照らすと鮮

やかに光って見える。つまり，この特性をどのように生かすかということである。

Ａ児は，画用紙とペットボトルを組み合わせて製作を進めた ，第５時が終わった段階で，うろこ。

とひれの光らせ方を課題に設定し，不思議な感じを表現しようとしていた。

， ，①胸びれ 腹びれ

尾びれ，首周り

のうろこを画用→

紙でとりつけた

もの。

（ ）第３，４時の，本体の ブラックライト点灯時

→

製作が終了した段階。 ②背びれ，尻びれ

飾りの必然性ををもつ の輪の部分を画

ようにするために，①の 用紙で覆い，ブ

資料を提示し，ブラック ラックライトを

ライトを点灯させたとき 点灯したときに

の光り方の違いを紹介す ひれの部分が目

る さらに ②を提示し 立つようにした。 ， ，

（ ）発想を促す。 もの。 ブラックライト点灯時

（ 資料⑦ ）→ →

←触手や尾ひれ，

うろこなどの飾り

の部分に，補助資

料を活用して，自

分なりの飾りを工

夫した子どものつ

くりつつあるもの

の例 →



- 8 -

上述の児童たちは，画用紙やペットボトルなどの蛍光材の加工や組合せ方を工夫するだけでなく，

蛍光絵の具の着色による光り方の効果も考えながら自分の願いの実現を果たしている。

一方，Ａ児は，仲間の作品を見たり資料を参考にしたりしながら，自分が表現したい深海の生き物

になるように，着色の仕方を考えた。Ａ児のこだわりは，うろこをどのように塗ると，自分の願うキ

ラキラな感じになるのかということだった。そして，うろこの中心を通常の水彩絵の具でカラフルに

塗り，その周りは白色の蛍光絵の具で丸く塗った。ブラックライトに照らすと，水彩絵の具で塗った

内側の部分が黒くなり，白色の蛍光絵の具で塗った外側の部分が，ドーナツのような輪になって浮き

出るような光り方を考えた。授業後の，Ａ児の自己評価の記述欄には 「カラフルな感じで，うろこ，

が輪のように光ってキラキラしたのでいいのができた 」と書かれていた。。

３ 授業改善後の成果

今回の実践を通して，分かってきたことが３つある。

一つ目は，評価の客観性が，児童に確かな力を付けることにつながるということである。題材に設

定された評価規準は 単に指導の方向を示すだけのものではない 児童を評価するということは 何， 。 ，「

を，どのように」ということを抜きにしては語ることはできない。この「何を，どのように」の部分

ブラックライトを点灯させる

と，通常の水彩絵の具で着色

した部分は黒くなる。また，

同じ白色で着色しても，蛍光

絵の具で塗った部分しか光ら→

ないため，この特徴を利用す

ると白い部分に模様が浮き出

たり違う形に見えたりする。

（資料⑧）

◇蛍光材の特性を生かし，光り方を工夫した児童の作品例

ペットボトルの透き通った感じの光

と，透き通ったペットボトルの中に光

る蛍光材の特性を生かした作品。

「真ん中の骨の部分が目立つように

光らせた 」。

ペットボトルの中に白ボール紙を巻

いたものを表と裏を使い分けながら入

， ，れ ブラックライトに照らしたときに

。 ，光り方が変わるようにしてある また

直接ペットボトルに着色し，表面の光

りと心材の光りが重なるようになって

いる。

ペットボトルの中に，光り方の異なるいろいろな紙をち

ぎったものや，アクリルの毛糸を入れて，怪しい感じの光

り方を工夫したもの。また，３色のタフロープを編み込ん

だものを胴体に巻き付けたり，蛍光材の紙とそうでない紙

を組み合わせて模様をつくったりするなどして，ブラック

ライトに照らしたときに，基の形と光る部分が異なるよう

になっている。
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を具体的に，かつ明確にすることが指導の客観性につながる。

二つ目は，児童理解の大切さである。児童の変容が最も表れるのは授業である。しかし，１単位時

間の児童の様相に目を向けただけでも，発想・構想の能力を働かせる場面は様々である。児童に寄り

添いながら，一人一人を見届けるための目と方途をもつことが大切である。

そして，三つ目は，教師自身の発想・構想の能力の重要性である。よりよい授業をめざして，授業

改善をしていくためには，教師自身がアイデア豊かに着眼したり，アプローチの仕方を変えて取り組

んだりするなど，柔軟に発想したり，授業の構想を練ったりするすることが大切である。

今回の実践では，一人の児童に焦点をあてて授業改善に取り組んだ。その結果，児童の姿に変容が

見られるとともに，児童自身が自分の学びに自信をもつことができたのが大きな成果である。

終わりに，今後さらによりよい授業をめざして授業改善を進めていく視点として，要因分析の具体

性と題材間の系統性の明確化をもとにした効果的な指導と評価の確立があげられる。


