
事例 小学校 図画工作科 第５学年 「ダイナミックスペース」

発想や構想の能力を高める学習指導の在り方テーマ

造形遊びの実践を通して
授業改善の ・ 発想や構想の能力」を高める指導方法の工夫「

ポイント ・ 発想や構想の能力」を把握する評価方法の工夫「

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】 ＜題材レベル「校庭を大変身 クモの巣ワールド」で記載＞

ア 造形への関心・意欲 イ 発想や構想の能力 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞

・態度

評 校庭の遊具を使ってス どこにスズランテー より美しい環境 環境の変化を楽

価 ズランテープをクモの巣 プを張るとクモの巣の を構成するために しみ、美しさや楽、

規 のように張り巡らせてい ようになるか、遊具の 色の組み合わせや しさを感じる。

準 く造形活動に関心を示 特徴を生かして構想を スズランテープを

し、その楽しさを進んで 練る。 張る回数など表し

味わおうとする。 方を工夫する。

【把握方法】

ア 造形への関心・意欲・態度

・表現過程での活動の様子の観察

・児童の自己評価

イ 発想や構想の能力

・活動前の児童のつぶやき

・表現過程での活動の様子の観察

ウ 創造的な技能

・表現過程での活動の様子の観察

・作品

エ 鑑賞の能力

・表現過程と意見交流の様子の観察

オ 全領域に関わって

・ふり返りカード

学習状況の結果と分析

（前題材「校庭を大変身！クモの巣ワールド」造形遊びより：図１）

【結果】＊の数は 「おおむね満足できる」状況になる児童の数（全１４人）、

観点／実現状況 おおむね満足できる

５ １０

ア 関心・意慾・態度 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊

イ 発想や構想の能力 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊

ウ 創造的な技能 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊

エ 鑑賞の能力 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊

、 、 、児童の活動の様子やつぶやき アンケートから見ると ほとんどの児童が意欲・関心が高く

「十分満足できる」状況であった。 創造的な技能の面では、素材がスズランテープというこ

ともあり、児童はあまり抵抗なく製作に取り組めたようである。また、光に当たってスズラン

テープがきらきら光る様子やスズランテープが重なってできた色の美しさなどを児童は見付け

ており、鑑賞の面においても「おおむね満足できる」状況であった。

しかし、ただスズランテープをぐるぐると巻き付けたり、遊具から遊具へスズランテープを

つなげたりして楽しんでいる児童が多く、発想をふくらませながら製作活動を楽しむという点

で不十分であった。

（図１ 「クモの巣ワールド」の様子）



学級の中から二人の児童に焦点をしぼり分析した。

時 学習活動 Ａ男 Ｂ子

間

１ 校庭を変身させると やる気いっぱいで 「早くや どこの遊具から始めるかな、

５ いう本時の課題をつか りたい」と真っ先にスズランテ かなか思いつかず、最終的に

分 む。 ープを取りに行った 「登り棒 仲の良い子と同じ滑り台に決。

どの遊具を中心に活 に巻き付けたい」という願いを めた。

動を始めるか、構想を もっていた。

立てる。

クモの巣ワールドに スズランテープを早く使いた どんな虫を作ろうか迷い作

７ おく虫を作る （段ボ いという思いが先に立ち、虫作 り出せず、他の子が作ってい。

５ ール、色画用紙等） りには興味がわかない様子。な る虫を見てまねをして作っ

分 かなか思いつかず作り出せなか た。作品に自信がなく「これ

った。 でいいか」と何回も聞きに来

た。

８ 外に出て校庭の遊具 登り棒に赤いスズランテープ 同じ遊具（滑り台）を選ん

０ や木に働きかけ、クモ をどんどん巻き付けていった。 だ子と協力して、遊具から遊

分 の巣のようにタフロー とにかくぐるぐる巻きにして満 具へと大きくスズランテープ

プを張っていく。 足していた。後から仲間の持っ を渡していった。

てきた青のスズランテープを巻

いていった。

１ 自分の作った虫を、 作った生き物を目立つところに どこに虫を置いたらいいか

０ 一番いいと思うところ 取り付けた。 決められず「まぁいいや 」。

分 におく。 と安易に決めていた。

クモの巣ワールドを 「登り棒の中から見てみるとお 「楽しかった 」という感想。

色々な方向から眺め、 もしろい。赤い色と青い色が重 は言えたが 「気付いたこと、

感想を話し合う。 なっている 」 はないか 」と言う発問には。 。

「すごくおもしろかった 」 「特にない 」と答えた。。 。

（図２）はＡ男の「校庭を大変身！クモの巣ワールド」の評価である。本題材にとても興味

をもち、関心・意欲・態度は「十分満足できる」状況であった。創造的な技能の面では、登り

棒にスズランテープを巻き付けたり結んだりしてどんどん進めていくことができ「おおむね満

足できる」状況である。また、鑑賞の能力についても、赤や青のスズランテープの色の重なり

に気付き 「登り棒の中から見るとテープの赤や青が重なっていておもしろい 」と、話して、 。

いたことから 「おおむね満足できる」状況であると考えた。しかし、発想や構想の能力とい、

う点では、八角形の形をしている登り棒にぐるぐるとスズランテープを巻き付けるだけに活動

がとどまっており 「努力を要する」状況であると考える （図３）、 。

（図３）登り棒での活動の様子

（図２）Ａ男の評価

造形への関心・意欲・

態度

鑑賞の能力

創造的な技能

発想や構想の能力



（図４）は、Ｂ子の評価である、Ｂ子

は図工は嫌いではないが、好きでもな

いと言っている 「どうせ下手やで 」。 。

とよく口にし、作品作りに自信がもて

ない面がある。本題材でも、関心・意

欲・態度と創造的な技能の面では「お

おむね満足できる」状況であるが、発

想・構想の能力の点では、一緒に活動

している子に「Ｂ子ちゃんこのロープ

あっちへ持ってって 「ここはさみで。」

切って 」など言われて動くことが多。

く、Ｂ子なりのアイデアを生かして作

っているところを見ることができなか

（図４）Ｂ子の評価 った。そこで、Ｂ子も発想・構想の能

力の評価は 「努力を要する」状況と、

判断した。

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，発想や構想の能力を把握する評価方法を工夫したり、事

前の実態把握を生かした資料提示や材料提示の工夫をすることが、児童の発想をふくらませる

ために大切であると考え、授業改善の方針を次の二点とした。

①「発想や構想の能力」を高める指導方法の工夫

ア 前題材の実態把握を生かした（個に応じた）資料提示の工夫

イ 前時の実態把握を生かした材料提示の工夫

②「発想や構想の能力」を把握する評価方法の工夫

（２）改善の具体的方途と実践

①「発想や構想の能力」を高める指導方法の工夫

ア 前題材の実態把握を生かした（個に応じた）資料提示の工夫

「校庭を大変身 クモの巣ワールド」の時には、児童がどの遊具を生かして活動をするか見

通しを付けやすいように遊具の写真を提示し、スズランテープをクモの糸に見立てることがで

きるようにクモの巣のイメージ画を用意し、教科書の造形遊びの写真を見せた。しかし、前述

、 。 、したように児童の活動は 表現方法の工夫・発想の広がりという点で不十分であった そこで

本題材に関わる表現方法を明確にし、あらかじめ提示することで、児童の発想・構想を広げて

いけるのではないかと考えた。

＜改善前の資料提示の方法＞ ＜改善後の資料提示の方法＞

導入時

導入時 ・教科書の造形遊びのページの写真

・教科書の造形遊びのページの写真 ・遊具の写真

・クモの巣のイメージ画 ２時間目

・児童に気付かせたい表現方法を具体的

に示した資料（図５～１１）

「ダイナミックスペース」はシートという、広がりを持つ材料を扱う題材である。本題材に

関して児童に気付かせたい表現方法として （図５～１１）をあげた。資料を作るとき、でき、

るだけ児童がイメージしやすいように実際の材料を使って製作した。

造形への関心・意欲・態

度

鑑賞の能力

創造的な技能

発想や構想の能力



左側 棒をくるりとシートで囲む

右側 棒の間をジグザグに張っていく

イ 前時の実態把握を生かした材料提示の工夫

「クモの巣ワールド」の時には、スズランテープを張っていく過程でできる三角の形やクモの

巣のような形の面白さに気付かせたいと思い、３色に絞り込んでスズランテープを渡した。本

題材でも導入の部分ではシートそのものに関わる表現を意識させたいと思い、最初はメインの素

材であるシートを結ぶのに使う２色（白・黄）に絞ってスズランテープを渡した。１・２時間目

（図５）シートの幅を変える

（図６）シートを重ねる （図７）長さを変える

（図８）シートを切り抜く （図９）張る・ゆるめる

（図１０）すずらんテープで結ぶ

（図１１）場所の生かし方



の児童の様子を観察し、次の時間に必要な指導・援助の手だてとして、新しい素材である他の色

のスズランテープと油性ペン、カラーセロハンを提示した。

＜改善前の材料提示の方法＞ ＜改善後の材料提示の方法＞

導入時

導入時 ・ある程度活動がなされてから、その時点での

・材料の全部を導入時に児童に提示 児童の実態をとらえ、発想を広げるため有効

した。 と考えられる新しい材料を紹介した。

スズランテープ（赤、青、黄色 、 スズランテープ（白、黄色 、布テープ、） ）

布テープ、ビニールテープ ビニールテープ、セロテープ

３・４時間目

スズランテープ（赤、青、緑 、油性ペン）

【実践例】

○Ａ男の場合

１・２時間目（ア 前題材の実態把握を生かした（個に応

じた）資料提示の工夫）

Ａ男は一人で２本の棒の遊具を使って製作することに

した。最初にＡ男は２本の棒の下に黄色のスズランテー

テープをのれんのようにぶら下げた。地面すれすれにな

るよう計りながら、だいたい同じ長さにそろえていた。

（図１２）その後、２本の棒の間をシートでぐるぐる巻

きにした。救急車の担架のように、その上で寝たいとい

う願いをもっていた 「何回くらい重ねると丈夫になる。

かなあ。３回くらいやれば寝ても大丈夫か？」とつぶや

きながら活動していた。

シートを張る、スズランテープをぶら下げて飾るといった表現方法を生かしているが 「寝、

て遊びたい」という意欲が勝り、発想・構想の能力の評価は、この時点では「努力を要する」

状況である。

３・４時間目（イ 前時の実態把握を生かした材料提示の工夫）

下のスズランテープが風でゆらゆら揺れるのを見て「いい感じ 」と言っていたので 「い。 、

いね。風が吹くととてもきれいだね 」とほめ、さらに発想・構想を広げるための手だてとし。

て他の色のスズランテープ（赤、青、緑）を提示してみた。彼は「おっ、いいのがある 」と。

全色もっていった。Ａ男はその中から緑色を選び、長さをもっと長くしたり短くしたりしなが

らつけ足していった。

「どうしてこれをつけ足したの。長さを変えたのはどうして 」と訪ねたところ 「風が吹い。 、

てひらひらしたときにきれいだと思ったから 」と言う答えが返ってきた。彼自身が活動の中。

で美しさを見いだし、長さを変えるという表現方法を一つ付け加えたことで、発想・構想の能

力は「おおむね満足できる」状況になったととらえられる。

○Ｂ子の場合

１・２時間目（ア 前題材の実態把握を生かした（個に応

じた）資料提示の工夫）

Ｂ子は４人でジャングルジムを使って作るグループに

入った。このグループでは、１・２時間目ジャングルジ

ムの構造を生かしてシートを張っていった。重なりを作

ったり、逆にわざとあいているところを残したりと試行

錯誤をしながら作っていった。ここでもＢ子は、仲間の

様子を見ながら作っており、Ｂ子の発想や願いというも

のがあまり感じられなかった。そこで、この段階でのＢ

子の評価は 「努力を要する」状況であるととらえた。、

（図１２）スズランテープを切る

（図１３）ジャングルジムで



３・４時間目（イ 前時の実態把握を生かした材料提示の工夫）

ジャングルジムの周りにシートを張ることも大分できていたので、Ｂ子の発想・構想の能力

、 。 、を引き出すための手だてとして 油性ペンを提示してみた 初めはシートを張り続けていたが

きりのいいところまでやってしまうと、油性ペンで絵を描き始めた。ジャングルジムの中で絵

を始めたのはＢ子が最初であり、そこには彼女なりの発想で出てきた星等が描かれていた。

○うんていで作ったグループの場合

１・２時間目（ア 前題材の実態把握を生かした（個に応じた）資料提示の工夫）

大きなシートを３人で協力して張っていった。家の部分に屋根のように張ったり、横に壁の

ように張ったり、のれんのように何枚もぶら下げたりした。シートの重なりや場所の工夫など

が見られ、発想・構想の能力の面では「おおむね満足できる」状況ととらえられた。天気の良

い日だったので、中の一人が地面に映った影を見て 「あー、シートの影が映ってる 」とつ、 。

ぶやいていた。ちょうどそのつぶやきをとらえることができたので、他の子も呼び「Ｃ子さん

がこんな事を見つけたよ 」と広めた 「ここに絵を描いたらきれいじゃない？」ともう一人。 。

が言ったので、次の時間セロハンや油性ペンを使って絵を描いてもいいことを話した。

３・４時間目（イ 前時の実態把握を生かした材料提示

の工夫）

セロハンで星や花を作って貼る子（図１４）海の中

をイメージして魚やたこ、海草を作る子（図１５）と

３人がそれぞれ自分の発想でシートにつけ足していっ

た。３つの絵がシートの壁に貼ってあるようである。

さらに彼女たちはシートに囲まれたうんていの中にカ

ラフルなスズランテープもぶら下げた （図１６）これ。

も透けて見えるからだという。シートと光との関わり

からさらに発想を広げて作っていった彼女たちの評価

は「十分満足できる」状況といえる。

②「発想や構想の能力」を把握する評価の工夫

児童が自分の活動を具体的にふり返り、評価ができるように、評価カードを改善した。

＜改善前の評価カード＞ ＜改善後の評価カード＞

発想や構想の能力の評価についての設問

発想や構想の能力の評価についての設問 ①どんな作品にしようと思って作りまし

①どんな作品にしようと思って作りま たか。

したか。 ②今日の資料の方法をいくつ作品に使い

ましたか。

（図１５）海のイメージの部分

（図１４）セロハンを使って

（図１６）別の方向から見たうんてい



評価の方法の一つとして、ふり返りカードを活用している。もちろん、表現過程での児童のつ

ぶやきや活動の様子を観察したり、話したりすることが一番の実態把握の方法だと考えている。

しかし、１４人の学級とはいえ、２，３人の小グループで、しかも屋外での活動という状況の

中で一人一人の発想や構想の能力を評価しようとすると、非常に難しい。そこで、４観点ごとに

ふり返る設問を用意して、ふり返りの時間を取った。

改善前のカード Ｄ男

①どんな作品にしようと思って作りましたか。

「何も考えずに、ブランコから色々なところへスズランテープを引っ張っていった。楽しか

った 」。

改善後のカード Ｄ男

①どんな作品にしようと思っていましたか。

「１時間目はブランコのイスから上の棒までシートを張ろうと思ったけどできなかった。次に

、 。」ブランコの周りをシートで巻いて 切ったりしばったりしたらけっこうおもしろくなった

②今日の資料の方法を、いくつ作品に使いましたか。

「４つ （つなげる、切り抜く、しばる、重ねる）」

本時の身に付けさせたい力（表現方法を生かして発想や構想する能力）についての設問を加え

ることで、児童がどう資料を生かして活動したかがより明確になった。

３ 授業改善後の成果

（１ 「発想や構想の能力」を高める指導方法の工夫）

①前題材の実態把握を生かした（個に応じた）資料提示の工夫

造形遊びを行う上で大切なことは、その題材

で身に付けさせたい表現方法を明確にすること

だと実感した。教師自身が明確に表現方法のイ

メージをもち、児童に資料として提示すること

で、子ども達は自分の作りたい物を発想してい

くことができる。発想がひらめいてこそ生き生

きと造形活動に取り組める。本題材では、ブラ

ンコを中心に造形遊びをした児童たちが「十分

満足できる」状況であった。(図１７)彼らは、

ブランコという独特の形から面白さを感じ、巻

いたり、広げて貼ったり、切り込みを入れたり、

重ねたりと様々な表現方法を取り入れてのびの

びと作っていた。

②前時の実態把握を生かした材料提示の工夫

単位時間の授業の中でつかんだ児童の実態に基づき、新しい材料を途中で提示することも、

発想・構想を広げるのに非常に効果的であった。しかし、与えるタイミングは十分考えなくて

はならない。本題材の場合は児童の様子を観察し、必要と感じる子またはグループに素材を提

示した。新しい刺激を与えることによって、Ａ男、Ｂ子とも発想を広げて製作に取り組むこと

ができた。

（２ 「発想や構想の能力」を把握する評価方法の工夫）

評価の工夫のところで前述したが、校庭の遊具全部を使い、風や光の環境も生かした屋外で

のダイナミックな活動では、何人かのグループを作っての活動が中心になる。グループ活動と

なると一人一人の評価を行うことが難しい。本学級は１４名のクラスなのでまだ見届けがしや

すい方だと思うが、それでも前題材の時は「見届けきれなかった 」という思いが強かった。。

本単元では、身に付けさせたい力（表現方法を生かして発想や構想する能力）を明確にし、そ

のことについての設問をふり返りカードで自己評価させたことで、表現過程での活動の様子の

観察と合わせて、より児童の実態の把握を明確にすることができた。さらに一人一人の評価を

、 。きちんと行うには ビデオやデジカメなどの授業記録等を生かす工夫もしていきたいと考える

（図１７）ブランコの作品


