
事 例 小学校 図画工作科 第６学年「光と風を感じて」

発想や構想の能力を高める授業の創造テーマ

－造形遊びの実践を通して－

授業改善の ・児童の発想や構想の能力を高める題材の開発

ポイント ・児童の発想や構想の能力を高めるための場の保障

・造形的な見方・考え方をはぐくむ指導・援助の工夫

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「シートをつかって」で掲載）

観 ア 造形への関心 イ 発想や構想の ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

点 ･ 意欲・態度 能力

シートや遊具 シートや遊具の シートや場所の 新しくつくり出

の特徴を生かし 特徴を生かして、 特徴、周りの様子 された空間の美し

評 て新たな空間を 魅力ある場所にす と の 関 係 を 考 え さや材料や場所の

価 つくり出したり るために美しさや て、自分の思いに 生かし方のよさを、

規 変化した場所の 視覚的な効果を考 合った環境を構成 感じたり、造形的

準 様子を楽しんだ えてイメージを広 するために表し方 な視点から見つめ

り味わったりす げたり、空間の構 を工夫する。 る。

る。 成の仕方を考えた

りする。

[把握方法]

ア 造形への関心・意欲・態度

・学習ノート…どんなことに興味をもっているのか把握する。

・授業の様子…児童の材料へのかかわり方や、製作への意欲を把握する。

イ 発想や構想の能力

・学習ノート…造形への願いやどのようなイメージをもっているかを把握する。

・授業の様子や作品…声をかけて考えていることを聞いたり、作品から読みと

ったりすることで、材料や場所の特徴や材料と場所との

関係からどのように発想を広げてつくろうとしているの

かを把握する。

ウ 創造的な技能

・授業の様子や作品…材料や場所の特徴や材料と場所との関係から場所や材料

をどのように生かして表し方を工夫しているのかを把握

する。

エ 鑑賞の能力

・授業の様子や学習ノート…発言やノートの記述から、自分や仲間の作品のよ

さや環境の変化を造形的な視点でとらえて、味わ

うことができているかを把握する。

学習状況の結果と分析

[結果]（下線部課題）

ア 造形への関心・意欲・態度

○シートに触れ、シートの柔らかさや光の透過性、風でゆれたり音がしたりすること



などの特性に興味をもち、ブランコ、ジャングルジム、うんていなどの遊具にシー

トを巻き付けたり、風で揺れるようにたるませたりするなどの行為を楽しむことが

できた。

イ 発想や構想の能力（表１参照）

〇「やわらかい 「音がなる 「ふわっとする」などのシートの特性に気付き、素材」 」

とかかわろうとするが、遊具とかかわせて空間を構成したり、シートの特徴をどの

ように生かしていくのか、具体的にイメージできない児童が多かった。

表１ 「シートを生かして」学習ノートの分析結果（クラス２７人）

シートの特性（気付き） 願い（つくりたいもののイメージ）

三つ以上書いている １０人 具体的なイメージがある。 ７ 人

二つ書いている。 １０人 イメージはあるが具体的でない。 １６人

一つ書いている。 ７人 イメージが書けていない。 ４人

書いていない。 ０人

ウ 創造的な技能

〇巻きつける、たるませるなどの行為が見られたが、材料や場所の特徴を十分に生か

しきるような作り方を工夫できなかった。

エ 鑑賞の能力

〇遊具全体が作品化されたことに興味をもったり、風や光がつくり出す形や色を味わ

ったりすることができたが、新しく構成した空間の美しさなどに目を向け、味わう

ことができなかった。

〔分析〕

上記下線部のような課題が生じた。そこで、本題材では 「発想・構想」に焦点を、

当て、以下の点を改善する授業を構想した。

①児童がシートから浮かべた活動場所と、教師が各グループに提案した場所とが、必

ずしも同じでなかったこと。

②グループ製作にしたために仲間とアイデアを出し合いながらつくることができた反

、 、 。面 個の願いが十分に実現できず 一人一人のよさが十分に発揮されなかったこと

③造形的な観点を示す資料や個の発想を価値付ける指導・援助が不十分であっこと。

【児童の作品】

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

以上の学習状況の結果と分析から、授業改善の方針を次の二点から考えた。

①児童の発想や構想の能力を高める題材開発

ア 児童のよさを引き出す魅力のある題材の開発

ジャングルジムにシートを巻き

付けるだけになってしまった。
。ろくぼくにシートを巻き付けた



②児童の発想や構想の能力を高めるための場の保障

ア 材料や場所の選択、試行錯誤の場の保障

イ 仲間とのかかわりの中で思いを広める場の保障

③造形的な見方・考え方をはぐくむ指導・援助の工夫

ア 児童の思いを広げる題材の提案

イ 造形的な視点を示す資料提示

ウ 造形的な見方・考え方をはぐくむ言葉がけ

(2)改善の具体的方途と実践

① 児童の発想や構成の能力を高める題材開発

ア 児童のよさを引き出す魅力のある題材の開発

前題材では、シートを使って造形活動をする中で、光がシートを透過したり、風がシ

ートを揺らしたりするなどの自然条件によってつくり出される造形に強い関心を示す児

童が多く見られた。こうした児童のよさや興味・関心を引き出すために、本題材では

「光」と「風」をテーマに設定した。校庭で光と風を感じられる場所を探して、より光

と風を感じられるように、材料を生かしながら表現する造形活動を、教科書の題材「地

球アート」をもとに考えた。児童は、前題材で興味をもっているので「光」や「風」を

自由に感じ、思いのままに表現することができた。

②児童の発想や構想の能力を高めるための場の保障

ア 材料や場所の選択、試行錯誤の場の保障

前題材では、児童に造形遊びの体験があまりないという実態を踏まえて、材料も一つ

に限定し、場所も教師による指示で行った。しかし、児童は材料や場所と関わる中で、

もっとこうしたいという願いがでてきた。そこで、本題材では、より児童の思いや願い

を大切にするために、光と風を感じられるような場所や材料を考え選択できるようにし

た。場所については、校庭へ行き、光や風を感じる中で、どの場所のどんな光や風を生

かしたいのかを考え、活動場所を決めた。児童は、様々な場所で試行錯誤を繰り返す中

で、ろくぼく、木、フェンス、バックネット、ジャングルジムを活動場所に設定した。

「光」や「風」を表す材料として、スズランテープ、アルミ箔、セロファン、ＣＤなど

がでてきた。

イ 仲間との関わりの中で思いを広める場の保障

前題材

材料を生かして自由に製作

本題材

児童の興味・関心を大切にし、

テーマ性のある題材の設定

前題材

材料：教師が与えた材料

場所：教師による指示の中

から選択

本題材

材料： 光 「風」を感じ生かすこと「 」

ができるもの

場所：校庭へ行き、自己選択

前題材

グループ製作

本題材

スタート：個人製作

製作途中：同じ願いをもつ仲間同士

で協力して製作



前題材では、最初からグループで製作したために、個々の思いを十分に表現すること

ができなかった。そこで、本題材では、個のテーマをもって製作をスタートした。それ

ぞれ自分の作品を製作していく中で、同じ願いをもった児童が、お互いの願いを交流す

ることで思いや願いを広げ、時には協力してつくっていけるような場を設定した。個人

の製作の中心となる素材の一つに、教師からハンガーを提案した。ハンガーは、容易に

変形することができ、組み合わせ方も多様で様々な形をつくることができる。また、い

ろいろな場所に手軽にかけることができるため、光と風を感じられるか試行錯誤しなが

らつくることができるという利点がある。そして、仲間とのかかわりの中で協力して製

作することを考えたとき、ハンガーを使えば、自分の作品を残しながら、仲間と共同で

一つの作品をつくっていくこともできると考えたからである。

児童は、自分の作品をハンガーにつくりながら、同じ願いをもった児童が集まり、一

つの大きなものを製作することができた。

③造形的な見方・考え方をはぐくむ指導・援助の工夫

ア 児童の思いを広げる題材の提案

前題材では、材料であるシートに触れる時間を多くとったが、校庭のどこでどんな造

形ができるかをじっくり考える時間がなく、児童が感じた材料の特徴を場所に生かしき

ることができなかった。そこで、本題材では、最初に児童のイメージを広げるために、

「光」と「風」をイメージする言葉を出すようにした 「光」では、木もれ日、キラキ。

ラ、ギラギラ、月明かり、強い日差し 「風」では、そよ風、強風、ヒューヒュー、サ、

ラサラ、ビュービュー、ヒュルヒュル、などが出てきた。児童は、目には見えないけれ

ど様々な「光」や「風」があることに気付いた。次に、校庭へ行き、様々な場所でどん

な光や風を感じられるかを身をもって体験した。児童は、隙間からもれる光や吹き抜け

る風など、その場所でしか味わえないものを感じ取ることができた。そして、そこで自

分がどんな光と風を表現したいのか具体的に考えることができた。

イ 造形的な視点を示す資料提示

前題材では、シートのよさを生かすための造形的な視点を示すための資料提示が十分

でなかったために、造形的な視点をもって製作する児童が少なかった。本題材では、校

庭で飾り付けをするときに、次の二点を造形的な視点として提示した。

〇飾る位置…同じ作品でも飾る場所や向きにより感じ方が変わることを教師の作品を例

前題材

①材料に触れる

②イメージをもつ

本題材

①イメージの言語化

②場所での体験

③材料に触れる

④イメージをもつ

前題材での児童の願い

・シートを生かしたい。

・遊具に巻き付けたい。

本題材での児童の願い

・光の反射を生かし、きれいに動く飾り。

・木の間の隙間の光や風を表現したい。

・スズランテープが風で動いたり、光がき

れいに光が反射したりする。



に提示した。より光と風を感じられるような飾り方を工夫するように指導

した。

〇新しい空間…既存の場所と場所をスズランテープで結ぶことにより、新しい空間がで

きる。そこに、ハンガーをかけるなど、新しい効果が期待できる。

飾る向きを変える

飾る向きを変えることで、上からの光

が透過し、地面に写るようにすること

ができる。

新しい空間を生み出す

遊具と遊具、木と遊具など今ある場

所にスズランテープをかけることで新

しい空間を生み出すことができる。ま

た、生み出した空間に飾りをつけるこ

ともできる。

飾る高さを考える

高い位置に飾り、下から見上げるとセ

ロファンが上からの光できれいに光っ

てみえる。

いろいろな場所に飾る

いろいろな場所に飾ることで、環境を

変えていくことができる。



【児童の作品】

ウ 造形的な見方・考え方をはぐくむ言葉がけ

学習ノートから、光や風に対する感じ方が一人一人違い、願いや表現方法も違うとい

うことがわかった。そういった個々の思いや願いを聞き出しながら、価値付け、方向付

けることで児童の発想力・構想力を高められるように指導・援助した。

木と木の間に新たな空間をつく

り出し、ハンガーでつくった作品

をかけた。最初はどこにかけるの

か迷う姿が見られたが、光や風の

方向を考えながら飾った。スズラ

ンテープを密集させているところ

と離してあるところがある。

最初は低い位置にハンガーをか

けていたが、より風を感じられる

ように高い場所にかけた。木もれ

日でスズランテープがきらきら光

る。

セロファンを透過した光が地面

に写るように向きを考えて飾りを

つけた。児童は、色の組み合わせ

による美しさや、風で揺れると地

面に写った光も揺れることに気付

いた。

スズランテープを使い、ジャン

グルジムに新たな空間を生み出し

た。光が透ける飾り、風が動く飾

りなど、児童がつくった作品がい

たるところに飾ってある。



＜バックネット＞

バックネットを吹き抜ける風を表すため

に、スズランテープをつけていった。強風

であったため 「強風をどのように表現し、

たいの 」と、短いテープと長いテープの。

どちらが自分の願いを表せるか造形的な視

点を示した。

児童は、スズランテープが風でひらひら

揺れる姿をみてどんどん長くしていった。

風で大きく揺れる様子を表現できた。 [吹き抜ける風を表現した作品]

＜木と木の間＞

「木の枝の隙間からの光や風を感じられる

ような飾りにしたい 」というのが児童の。

願いである 「木もれ日」と「舞い上がる。

風」を、材料を生かして表現するために木

の間に同じ長さのスズランテープを付け

光のカーテンをつくった。また、ビニール

シートで舞い上がる風を感じられるドーム

をつくった どのようにスズランテープを [木もれ日と 舞い上がる風を表現した作品]。 、

並べると木もれ日を感じられるのか、シー

トをどの向きで飾ると舞い上がる風が感じ

られるのかという助言をした。

＜ろくぼく＞

ろくぼくの間を通り抜ける風を表現する

ために、スズランテープを巻き付けた。

「光」を表現するためにスズランテープの

色に自分なりのこだわりをもってつくるよ

うに助言した。児童は様々な色のテープを

組み合わせ、風による光の乱反射がきれい

な飾りをつくった。 ［色を工夫して光と風を表現した作品］

強い風を表現

造形的な助言：スズランテープの長さに

着目できるようにする。

木もれ日、舞い上がる風

造形的な助言：スズランテープ並べ方や

シートの向きに着目できる

ようにする。

ろくぼくを吹き抜ける風

造形的な助言：スズランテープの色に着

目できるようにする。



３ 授業改善後の成果

①児童の発想や構想の能力を高める題材の開発

本題材では 「光」と「風」という目には見えないものを、様々な材料を用いてよ、

り感じられるように表現を工夫した 「光」と「風」は普段の生活の中で感じている。

ものであるために、積極的に場所を探したり、自分の思いや願いをもって、表現しよ

うとする姿が見られた。児童は、場所から様々な「光」と「風」を思い浮かべ、それ

らを生かした造形を発想することができた。

②児童の発想や構想の能力を高めるための場の保障

場所や材料を選び表現できるようにしたために、それぞれの場所で自分の思いや願

いを大切にしながら製作することができた。試行錯誤の場を設定したこと、仲間との

かかわりの中で製作できるようにしたことで、児童は、自分のイメージを広げ、思い

のままに製作することができた。

③造形的な見方・考え方をはぐくむ指導・援助の工夫

目には見えない「光」と「風」を表現するためにイメージづくりの時間を大切にし

。 、 、 「 」た 言葉からイメージを広げ さらに いろいろな場所でそこでしか味わえない 光

と「風」を体験した。こうした、児童の思いを広げる手立てが、製作への意欲や、発

想の広がりにつながったと言える。

製作では、児童は 「飾る位置」や「新しい空間」という二つの視点をもとに、い、

ろいろ試しながら自分の思いに合った製作をすることができた。ある児童は、実際に

つくりながら、風の強さに合うように、スズランテープの長さを変えていった。ある

児童は、光を感じられるように飾りの向きを変えてつくっていった。ある児童は、木

と木の間に新たな空間を生み出し、飾り付けをしていった 「向き」によって「光」。

や「風」の感じ方が違ったり、新たな「空間」を生み出すことにより、さらに発想が

広がったりする姿が見られた。

このように、実際の場所で思いを広げたり、造形的な視点をもったりすることで、

児童は、試行錯誤の中でより自分の願いに近づくように発想を広げながら工夫してつ

くることができた。


