
事 例 小学校 図画工作科 第３学年「荒田川に生きるふしぎな生き物」

『体感を礎に』発想や構想の能力を導き出す指導テーマ

授業改善の ・ 発想や構想の能力」を高める体感を礎にした題材の立案「

ポイント ・ 発想や構想の能力」を高める指導計画の工夫「

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準 〈題材レベル「ランプからとび出した世界」で記載〉】

イ発想や構想の能力 ウ創造的な技能 エ鑑賞の能力ア造形への関心･意欲･態度

①自分のお気に入りラン ①アルミホイルと画用紙 ①アルミホイルと画用紙 ①ランプから飛び出し

プから飛び出したもの の質感や色の違いとい の特性をそれぞれ生か た世界の楽しさや美

や様子を楽しんで思い った特徴を見付けたり した加工をする。 しさを感じたり、ア

浮かべ、作品に生かそ 生かしたりして、飛び ②アルミホイルと画用紙 ルミホイルと画用紙

うとしている。 出した世界のイメージ を確実に接着するため の造形的な表現のよ

②アルミホイルの光沢や を広げる。 に、材料に合わせた接 さや工夫を味ったり

思い通りに変化する材 ②イメージにあった材料 着剤で貼る。 する。

質の特徴に関心をもち の選択をし、画面全体

製作に進んで取り入れ に大きく広がる構想を

、 。ようとする。 練り 画面構成をする

【把握方法】

ア造形への関心・意欲・態度

・製作過程での取組の様子

・取り組みカード（学習カード）の記述

・児童との会話を通して

イ発想や構想の能力

・材料体験の取組の様子

・イメージ文

・製作中の助言や作品の様子

ウ創造的な技能

・材料加工の様子

・作品

エ鑑賞の能力

・鑑賞活動の様子

・鑑賞カード

［作品例：ランプからとび出した世界］

学習状況の結果と分析

【結果と分析１ 〈題材レベル（学級３８名）で記載〉】

教科書の題材として取り上げられている「ざいりょうものがたり」に基づいて取り組んだ題材であ

る。教科書で取り上げられている表現と違うのは、幅広い身辺材料を貼り合わせることで何かしらを

表現するのではなく、白い画用紙と光沢のあるアルミホイルのみを材料として取り上げて、その二つ

の材料の特性を見付け、生かすことでイメージした世界を表そうと取り組んだものである。

本題材で使用したアルミホイルは、３年生の児童にとって初めての材料であり、アルミホイル自体



を自在に扱うことができるのか、どこまで材料の特性をつかみ、表現に生かすことができるのかとい

った教師の不安はあった。しかし、児童たちは手にした瞬間から、様々な形に変わるアルミホイルを

見て、表裏で違う光沢と手触りのよさ、木工用ボンドやセメダインで容易に接着できる特性から大変

意欲的に取り組むことができた （以下の観点別学習状況からも伺える）また、加工の容易さや粘土の。

ように何度でも成形し直せる安心感もあって、大変満足感のある取り組みができた児童が多くいたと

とらえている。

観 点 別 学 習 状 況 （３年○組 ３８名）

※各観点の上段は児童の自己評価、下段は教師の評価

１０％)（

１８人（４８％） １６人（４２％） ４人ア造形への

関心・意欲

１６人（４２％） ２０人（５３％） ( ％) ２態度 5

４人 ( ％） ２４人（６３％） １０人（２７％）10
イ発想や構想

１３人（３５％） ２０人（５３％） ５人( )の能力 12

１３人（３５％） ２１人（５５％） ( ％) ４人10
ウ創造的な

８人 ２１％ ２６人（６９％） ( ％) ４人技能 （ ） 10

１６人（４２％） ２２人（５８％）

エ鑑賞の能力

１４人（３９％） ２２人（５８％） ( ％) ２5
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（ ）％

とても満足・よく頑張った まずまずの出来・頑張った もっと～したかった

「十分満足できる」状況 「おおむね満足できる」状況 ｢努力を要する｣状況

※グラフ内の数字は実際の人数 （ ）内はその割合、

（百分率で表示してあるため小数第一位を四捨五入）

どんな内容や観点でも児童と教師の評価の違いはある。しかし、イ発想や構想の能力に関しては、

教師よりも児童たちが厳しい自己評価をしている。

児童の意見を取り上げると、

①完成してから、もっと大きく飛び出すものを入れたかった （８人）。

②アルミホイルの浮き上がりをもっと入れたかった （４人）。

③Ａ君のようなお話しの場面（ストーリー性）を表したかった （３人）。

④ゆっくり考えて、紙（画用紙）をもっと使えば楽しい作品が出来たと思う （１人）。

といった振り返りがあった。

児童は教師が想像している以上に「もっと～したい 「こんなこともやってみたい」といった発想し」

たこと表現したい思いを強くもっており、それを作品化したいと願っていることが分かる。



【結果と分析２ 〈個人レベルで記載〉】

ア造形への関心・意欲・態度

イ発想 エ鑑賞c B A
や構想 の能力

の能力

Ａ男の「ランプからとび出した世界」

ウ創造的な技能 〈表①〉 〈図①〉

〈表①〉は、前述した題材におけるＡ男の観点別自己評価の結果である。Ａ男は図画工作の学習内

容に関心があり、自分でも好きな教科であるとしている。しかし 「でも、いつも満足したものが出来、

ない… 」と自分を見つめている。実際に「ア造形への関心・意欲・態度」については、好奇心旺盛な。

姿で、楽しんで取り組もうとする言動があった 「エ鑑賞の能力」でも、仲間の作品のよさを見付け、。

色や形と作者の思いをつなげた発表がなされていた。

しかし 〈図①〉のように、自分の作品に自信がもてず、あれやこれやと試しているうちに時間だけ、

が過ぎてしまい、十分満足いく作品にはならなかった。さらに、その後も納得できずに少しずつ手を

加えるうちに壊れはじめ、次第に作品が剥がれ落ちていってしまった。

Ａ男の振り返りから要因を分析すると、次の通りである。

●仲間の取り組む様々な方法が目に映り、どうしていったらよいか迷ってしまった。

（アルミホイルの加工をどうしようか迷った ）。

→材料と願いが合致していない、材料が自分のものになっていない。

●自分がどんな世界(表現)にしたいか、はっきりしていなかった。

→抽象的なイメージが難しい、願いが漠然としている。

Ａ男にとっては、もっと十分に材料に親しみ、イメージを具体化することで表現につなげていく手だ

てをうっていく必要があることが分かる。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

上記の結果と分析から，自分の体感を基にした題材を設定したり，願いと材料を結びつける場や材

料を体験できる場を設定するがイメージを広げることにつながると考え，方針を以下の二点とした。

①「発想や構想の能力」を高める体感を礎にした題材の立案

②「発想や構想の能力」を高める指導計画の工夫

ア 題材指導計画の改善

イ 「発想や構想の能力」と「材料」を切り結ぶ体験(指導)の場の設定

ウ 「発想や構想の能力」の把握と評価方法の工夫

（２）改善の具体的方途と実践

①「発想や構想の能力」を高める体感を礎にした題材の立案

今回の題材は、小学校の近くを流れる川に着目して、その川に住んでいる自分だけの不思議な生き

物を生み出していくものである 「川で生きているのなら川を知り、川で生み出す」ことを大切にした。

いと考え、教室から屋外へ飛び出し、実際に川へ下りて川やその周りをじっくり見つめたい。

そして、その場所の特徴を見て回るだけでなく、周りの音や水の冷たさ、水や草木の臭いや広さ等

を実際に感じ取り、その五感を通した体感から想像を広げて、製作を進められるようにしたい。そう

いった体感したことと生き物の生活ぶりを発想のポイントとして取り上げたい。



教室の中だけでイメージして製作するものから、川を目の前にした中でイメージするものを大切に

し 「イ発想や構想の能力」を高められる指導の時間としたい。、

Ａ「教室でイメージをふくらませる」 Ｂ「荒田川へ行ってイメージをふくらませる」

・足が６本あって、頭が大きい生き物。 ・水面を静かに泳ぐために、足が平たい生き物。

・大きくて迫力のある生き物にしたい。 ・一口で食べてしまう鋭い刃をもった口の大きな魚。

、 。・蛇みたいに長くて怖い生き物。 ・石や葉っぱを体につけて 景色に隠れて獲物を待つ

・噛まれたら死んでしまうような毒をも ・石と石と間の狭いところでも入っていける、体の太

った生き物。 さを自在に変えられる生き物。

・首が２つで目が４つある生き物。 ・暗いところや、草むらから突然出てきた敵からも身

を守れるたくさんの目をもった生き物。

Ａは現場へ行く前に「教室で」児童がイメージしていた生き物。Ｂは「実際に現場へ行ってから」児

童がイメージした生き物である。この調査から、Ｂ「荒田川へ行ってイメージをふくらませる」活動を

仕組むと、イメージしていることが自分の願いになったり、作品の構成要素や造形要素に合致している

のが分かる。

、 、 、これは 児童の造形の発想やイメージを漠然としたものから より具体的にすることができたことで

構想が明確になってきたと言える。現場へ行くことで体感したことは、児童のイメージに直接働きかけ

て、発想や構想の力を引き出すのに有効である。

また、授業後のアンケートで次のような結果が得られた （全３８人に調査）。

迷った１人( ％)2

荒田川へ２度 イメージが膨らんだ 変わらない

行ってイメージ ２７人( ％) １０人( )71 26%
が膨らんだ

作品の満足度 満足できる作品 不十分

３３人( ％) ５人( )87 %13

(％)0 25 50 75 100

このアンケートの結果から、荒田川へ行ってイメージを膨らませること、さらに、もう一度現地で五

感を使ってイメージすることは、児童の発想や構想の能力を高めていくことにつながっていると実証で

きる。また 【結果と分析２】で取り上げたＡ男は、アンケートで「イメージが膨らんだ 「作品にとて、 」

も満足している」と答えている。したがって、現場へ行き、直に体感することはＡ男の発想や構想に大

きく影響したと言え、有効な改善であったととらえる。

水の近くに もってきてみたら，

もっと平たく伸びた手足のほうがス

イスイ泳げそうだ。

細い材料でつくろう！

獲物を待っている様子にしたい。

もっと水草の上でじっと手足を長く

して水中の餌も捕れるようにしよ

う！



また、今回の題材はＡ男にとって、学習状況の把握で取り上げた抽象的なイメージを表現する題材と

は違い、直接手にとって材料を組み合わせ、具体的な形をはっきりさせていくことができた。これはＡ

男のみならず、３年生の児童の発達段階や、本学級の児童の実態にも合致していたと考える。これも、

児童の発想や構想の能力を高めていく一因であったととらえる。題材終了後、Ａ男は次のような感想を

書いている。

最初は、どんな生き物にしようか迷いました。でも、石

や草がたくさんあって、隠れたり素早く動いたりする生き

物にしようと思ってつくりました。

何回も荒田川へ行けたのが楽しかったし、いっぱいイメ

ージが出てきたので、つくるのが楽しかったです。

Ａ男の作品【ミノトリムシ】

②「発想や構想の能力」を高める指導計画の工夫

（ア）題材指導計画の改善

本題材の指導計画を以下のように改善した。とりわけ教室の中だけの製作活動ではなく、児童が伸

び伸びとイメージを広げられる題材指導計画とした。

《従前の指導計画》 《改善後の指導計画》

時 学 習 活 動 時 学 習 活 動

１ ○荒田川の写真やビデオを鑑賞しながら住ん １ ◇荒田川の現場へ行って、その場から感じ取

でいる生き物のイメージをもつ。 ２ ったことをもとにして生き物のイメージを

もつ。 （改善①）

２ ○イメージした生き物のアイデアスケッチを ○どんな生き物をつくっていきたいのか交流

３ する。その後、どんな生き物をつくってい する。

きたいのか交流する。

３ ○イメージをもとにして材料を決めだし、製

４ ○イメージとアイデアスケッチをもとにして ４ 作に取り組む。

５ 材料を決めだし、製作に取り組む。 ○ホットボンドの使用法を知り、材料に合わ

○ホットボンドの使用法を知り、材料に合わ せた接着剤と方法を選択して製作する。

せた接着剤と方法を選択して製作する。

５ ◇生き物の生活に焦点をあてながら 「食や、

６ ○製作の中でのつまずきや困ったことを交流 住、生活の環境」について、再び五感を使

７ しながら、材料の使い方や接着の仕方を紹 って感じ取ったことを、生き物の形とつな

。 （ ）介し合って製作を進める。 げながら想像する 改善②ーイ

◇屋外での活動のため、６０分授業とする。

８ ○製作した生き物を鑑賞し、生活の様子や生 ◇イメージした生活と材料とをつなげて選び

き方をイメージした形のよさや工夫を味わ 出す。

う。

６ ◇十分にふれあう中で選び出した材料を加工

７ して製作を進める。

（ 。できる限り材料の原形を生かして製作する

、 。）加工は 接着面と用具の使用方法を指導

８ ○生き物を鑑賞し、生活の様子や生き方をイ

メージした形のよさや工夫を味わう。

◇自分の製作や取り組みを振り返り、鑑賞す

る。 （改善②ーウ）



（イ 「発想や構想の能力」と「材料」を切り結ぶ体験（指導）の場の設定）

材料を体験する場を題材の中で二度設定する。一度目は、第３・４時の製作の中で設定する。これ

は、イメージしたものと材料の形や色、大きさとつなげて、組み合わせや構成を試行錯誤しながら形

をつくっていくための材料との出会いである。二度目は、第５時以降の出会いである。第５時では、

再び荒田川へ行って、自分がイメージした不思議な生き物をそっと置いてみる。その時に「生き物の

くらし（願い）と材料」をつなげた材料見つめをし、発想と製作をさらに広げたい （本題材の改善で。

は「指導計画の５時間目」を示す ）。

児童が今までの取り組みの中で、課題としていることの一つに、

いいアイデアがあるのに、うまく形にならない。なかなか思った通りにできない…。

。 。といったことがある せっかくすばらしい発想や構想をしても表現をすることができないのは惜しい

そこで、第５時の導入で次のような投げかけをした。

教師の示範として作品を提示し、

「 。 、 。」この生き物はとても寒がりなんだ でも まだ寒さをしのぐためにどうしたらいいか悩んでいる…

と投げかけると、

｢もっと温かくするために大きな葉っぱをつけたらいい 」。

「ぼくなら、木の皮を重ねて貼り合わせていく 」。

「柔らかい草のようなもので囲めば温かくなると思うよ 」といった意見が出てきた。。

これは、教師が意識して作品と材料とを結びつけてイメージを膨らますことができるようにするた

めの手だてである。この時の授業で発表した３人の児童は、作品と材料がすでに自分のものになって

いて、具体的なイメージができている。いわば、発想や構想していることが材料とつながっているた

。 、 、 。めに製作に十分材料のよさを反映できると考える そんな姿を願い 次の３点を改善し 取り組んだ

１ いつも「つくりたいもの（願い 」に立ち返る投げかけを続ける）

「どうしたいの？ 「何が必要なの？ 「どんな大きさかな？ 「どんな形なの？ 「いくつ」、 」、 」、 」、

いるの？」といった、児童の思いを引き出す投げかけをする。

２ どの材料がどこにあるのか「材料コーナー」の細かな設置

流木・枝・葉っぱ・椎の実・松ぼっくり・木の実・花びら・樹皮・おがくず等の種類別にコー

ナーを設け、自分の必要にあわせて自分で選択決定できる場をつくる。

３ 材料の可能性を児童から吸い上げて板書（掲示）する

枝はどんな部位に使っているかなど、児童たちの材料の使い方を紹介する板書をする。

上記の３点を意識的に行うことで 「発想や構想する」ことと「製作（創造的な技能 」とが互いに、 ）

リンクして高まっていくことができたととらえる。

（ウ 「発想や構想の能力」の把握と評価方法の工夫）

一人一人が毎回の授業の振り返りをする。常にどんなことができたのか、次はどんなことをしてい

きたいのか、そのためには何が必要か（材料・用具・場・時間等）を問い、３年生としての見通しを

もった評価ができるように取り組む。また、造形要素としての評価を大切にし、前述したような具体

的な内容を残す記録することで、自分の作品や取り組みを見つめられるようにする。

〈従前の評価方法〉 〈改善後の評価方法〉

・授業の記録をカードに残す。 ・毎時間「写真」の記録を残す。

・授業の取り組みを紹介したり、自分の課 写真（画像）を生かして、課題や問題、

題をカードに書いたりして記録する。 製作のヒントを見付けたりすることで、

（文字で記録を残す ） イメージを具体的にすることができる。。

改善として、児童たちの歩みを把握するために、毎回の授業記録を写真として残していくことに取

り組んだ。一つの成果は、毎回の写真が次の授業へのヒントになったことである。児童たちのつまず

きや疑問を記録として残し、次時の課題や投げかけとして取り上げていくことができた。また、児童

が授業の最後に、今日の取り組みの振り返りと、次時の取り組みを語るようにすることに加え、画像

を通してより具体的に課題意識をもって取り組む。それが作品の構想の能力となるだけでなく、題材

全体の時間配分や自分づかみをし、次時の構想を具体的にする力にもなっていった。



こうした記録の大切さは確かなものであるが、やはり児童と話をしながら、その思いや願いを明確

につかむことが大切であると、改めて実感したのも確かであった。

願いを形に！ 仲間とともに作品をつくり出す。

様々な角度から作品を見つめる。 互いに練り上げる場となる。

最後に、評価の一つの試みとして、国語の授業とリンクして、作品の解説書づくりに取り組んだ。

この中で 「どんな場所に住んでいるか 「どんな生活をしているのか 「この生き物の特徴は？ 「製、 」 」 」

作の振り返り」について記録するようにした。自分の作品を客観的に見つめることができ、仲間から

、 、 。の鑑賞カードを添付して 作品のまとめとすることは 作品を見つめるとともに自分見つめもできた

どんな生き物か、どんなくらしをしているのか、自

分の作品を見つめ、振り返る時間となる。

（図３）

図２は、作品の解説書。図３は解説書の裏

（図２） 面に添付した仲間との鑑賞カード



３ 授業改善後の成果

（１ 「発想や構想の能力」を高める体感を礎にした題材の立案）

児童たちの発想や構想の能力を高めていくために「教室から現場（屋外）へ 「抽象的なイメージから」

具体的なイメージへ 「材料に直接触れて」を大切にして取り組んできた。以下には、授業後に調査した」

本題材の児童による観点別学習状況を記載する。

観 点 別 学 習 状 況 （３年○組 ３８名）

※児童の自己評価（上段は「ランプから飛び出した世界 、下段は本題材）」

( )10%

１８人（４８％） １６人（４２％） ４人ア造形への

関心・意欲

人態度 ２４人（６３％） １２人（３２％） ( )5% 2

４人 ( ％） ２４人（６３％） １０人（２７％）10
イ発想や構想

（ ）の能力 １８人（４８％） １４人（３６％） ６人 16%

１３人（３５％） ２１人（５５％） ( ％) ４人10
ウ創造的な

１４人（３６％） １９人 （５０％） ５ ( )技能 人 14%

１６人（４２％） ２２人（５８％）

エ鑑賞の能力

人２３人（６１％） １４人（３６％） 1

0 25 50 75 3% 100( )

（ ）％

とても満足・よく頑張った まずまずの出来・頑張った もっと～したかった

「十分満足できる」状況 「おおむね満足できる」状況 ｢努力を要する｣状況

※グラフ内の数字は実際の人数 （ ）内はその割合、

（百分率で表示してあるため小数第一位を四捨五入）

行為の楽しさや素材の扱いだけに終始するのではなく、児童が心から「できた！」と実感できる題

材を仕組む。今回のように、題材全般を通して「なぜ・どうして」と繰り返し問うことや、児童自身

が実感して得たイメージを大切にして取り組むことが、発想や構想の能力を高めることになると言え

る。今回の題材は、生き物たちの生活環境に触れ、材料に触れ、繰り返し具体的なイメージをするこ

とができたと実感している。

（２ 「発想や構想の能力」を高める指導計画の工夫（ ア ・ イ ・ ウ）について）） （ ）（ ）（

児童たちの発想や構想の能力を高めていくために「主題性を大切にした題材指導計画」を立てるこ

とで、児童の発想や構想の能力を引き出し、より満足感が得られる作品づくりができたととらえる。

、 。 、指導計画は 題材の良さや特徴を十分に引き出せるように仕組むことが大切である 今回の題材では

①２度荒田川へ行ったこと

②材料を直接自分たちで集めたこと

③具体的なイメージをするように問いかけたこと

④イメージと材料をつなぐ場や時間、イメージに立ち返る問いかけをしたこと

⑤仲間や自分の取り組みを写真を通して鑑賞し、次時への学習に生かすことができたこと

があげられる。従前の「活動重視 「感覚的な楽しさ」から「主題性が色濃く出た作品づくりができる」



」 、 。指導計画 をつくっていくことが 児童の発想や構想の能力を高めていくことができると感じている

そういった点からも、今回の改善は効果的であったと実感している。

最後に、児童の感想を記載する。

Ｂ男…はじめは小さな生き物だったけど、川（荒田川）で工事を

しているのを見て、足を長くすると速く移動できる（工事

にまきこまれない）と思って、大きな流木にしました。荒

田川へ行って工事を見たから形が変わりました。速く動け

るかっこいいアメンボのような生き物ができてよかったで

す。

Ｃ子…さいしょは石を使って生き物をつくろうと思っていまし

た。しかも大きい石でつくろうと石をさがしていました。

でも、川面ですべらないように足をもっていて、じっと自

分の足の下を通りすぎる小魚を食べる足が長い生き物のイ

メージがどんどん出てきました。

私は、最初につくろうとしていた生き物と作品はちがった

けれど、つくりたいイメージがどんどん出てきた今の作品

を気に入っています。

Ｄ男…一回目に（荒田川へ）行ったときに川の上をすごいスピー

ドで飛ぶ生き物を考えました。二回目に行ったら工事をし

たり、人がたくさん通ったりする場所だと思ったので、き

、 。けんな所だと思って 首を３つつけようとひらめきました

首をつくるのが大変だったけれど、自分でも満足の作品が

できました。

Ｅ子…先生や○○君の話を聞くまでは、食べ物のことは考えてい

なかったけど、触手（本当は口）をつけて、目をつき出さ

、 、せて かくれていてもえものがとれやすいような顔にして

むだなものを全部取った。おもしろい顔の作品ができた。

楽しかった。


