
事 例 小学校 図画工作科 第４学年 「こびとがすんでるへちまのはたけ」

テーマ 「体験活動をもとに，楽しみながら想像力をふくらませること

で，発想や構想の能力を高める指導の工夫」
授業改善 ①豊かな発想を生み出す題材の開発と指導計画の工夫改善

の視点 ②自分の思いを表現する指導方法の工夫改善

③発想や構想の手助けとなる学習環境づくり

１ 学習状況の把握と結果の分析

以下は，本題材の前に行った題材「にじみを使って」の製作において，評価規準と把

握方法に基づいて教師側からとらえて実態を把握したものである。

（１） 学習状況の把握の方法

【評価規準】と【把握方法】 ＜題材レベル「にじみを使って」で記載＞

ア 造形への関心・ イ 発想や構想の能 ウ 創造的な技能 エ 鑑賞の能力

意欲・態度 力

評 水の量や筆を加減 表す過程で形や色 表す過程で自分 自分の作品を紹介

価 することで，表れた の組合せによって， らしい美しさや面 して，自他の作品の

規 絵の具の 変化 を 楽 新しい発見をしたり， 白さなどの感覚を よい点や工夫した点

準 し も うと す る。 偶然できた形や色な 働かせ，表したい を見付ける。

どをきっかけにした 感じになるまで形

りして，新しい思い を変えたりする。

が生まれ，その思い

をふくらませる。

把 ・児童の自己評価 ・発言 ・製作過程の様子 ・発言

握 ・製作過程の様子 ・つぶやき ・作品 ・つぶやき

方 ・作品 ・鑑賞カード

法

（２） 学習状況の結果と分析

（１）の【評価規準】と【把握方法】で児童の学習状況を下の表のように判断した。

【結果と分析】＊の数は「おおむね満足できる」状況にある児童数 （全３２名）

実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

観点 5 10 15 20 25 30
ア 関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

イ 発想や構想の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊

ウ 創造的な技能 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊

エ 鑑賞の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊

＜造形への関心・意欲・態度＞

・にじみの美しさや面白さに興味をもち，積極的に取り組む姿が見られるなど，造形

活動に対する関心・意欲・態度は，非常に高いものがある。

＜発想や構想の能力＞

・長い時間をかけ，悩みながらも自分なりの表現を生み出す

発想力をもっている。

・楽な気持ちで楽しく発想を広げていくことが課題である。

そのためには，自分なりに発想を豊かにしていく方法を身に

付けさせていく必要がある。 「みらいの自分」



＜創造的な技能＞

・学習中に提示された新しい技法を積極的に身に付けていくことができる。

・既習した技法や技能を関連付け発展的に創造活動をする力

がやや弱い。

＜鑑賞＞

・仲間の作品のよさを見付け，互いに認め合うことができる。

・仲間の表現と自分の表現の相違点に着目して，それを契機

に自分の作品を高めていく姿に弱さがある。

「海の中の大決闘」

２ 分析に基づく授業改善

（１） 授業改善の方針

「１の（２） 学習状況の結果と分析」から，＜発想や構想の能力＞に課題があると

とらえ，その改善を図るため，次の３点について実践を行う。

①豊かな発想を生み出す題材の開発と指導計画の工夫改善

②自分の思いを表現する指導方法の工夫改善

③発想や構想の手助けとなる学習環境づくり

（２） 改善の具体的方途と実践

①豊かな発想を生み出す題材の開発と指導計画の工夫改善

低学年の児童は，主観的に思うがままに表す傾向があり，高学年になると，客観的

に物事を表す傾向がある。その中間にある中学年の児童は，自分の思ったことを意識

的に，かつ柔軟に絵に表す傾向がある。

そこで，小学校の中学年にこそふさわしい，客観的な物事にとらわれず自由に描く

ことができる題材を設定したいと考え，従来から扱っている生活画「へちまをかこう」

において，題材の開発と指導計画の工夫改善を行った。具体的には，「自分が『こび

と』になって画面に登場する」という条件を加えることで，観察表現であった題材に

構想表現の要素を取り入れることとした。対象となるへちまを自由に描けるようにし，

へちまを大きく表したり，夢のある不思議な楽しい世界を創造したりといった発想力

を広げるようにすることで，児童の発想や構想する力を大きく育てたいと考えたから

である。

従前の指導計画（簡易版） 改善した指導計画（簡易版）

「へちまをえがこう」 「こびとがすんでるへちまのはたけ」

時 学習活動 時 学習活動

１ ・へちまとの思い出を交流する。 １ ・へちまとの思い出を交流する。

・どんな場面を描くか考える。 ・こびとになって，へちまの畑にすん

でいたり，探検したりする話を考え

る。 練習①

・下絵を描く

２ へちまを描く ２ ・お話の一場面を下絵に描く。

・ ↓

３ 自分や友達，背景を描く ３ ・へちまの形を生かして，想像した話

・ を効果的に表す方法を考え工夫して

４ ・表したいことに合わせて，彩色を工 ４ 絵に表す。 練習②

５ 夫する。

６ ５ ・表したいことに合わせて，彩色を工

７ ・鑑賞して，お互いのよさを味わう。 ６ 夫する。

７

８ ・鑑賞して，お互いのよさを味わう。



②自分の思いを表現する指導方法の工夫改善

児童は，「自由にどんどん工夫しなさい」と言われても，何をどう工夫すればよい

のかが分からない。造形活動の中でさらに発想や構想の能力を広げ豊かに表現できる

ようにするためには，意図的に発想や構想の能力を鍛える場を位置付け，効果的な練

習を行うことが大切であると考えた。そして本題材では，第１時と第３時に，下記の

ような２種類の練習を位置付けた。こうした学習を通して新たに生まれた発想が発端

となって表現がより豊かなものになると期待している。

第１時はお話をつくる段階なので，お話を考えて絵に表す練習を，第３時は下絵を

描く段階なので，絵本の場面を絵に表す練習を行った。練習は児童の発達段階を考慮

し，適度抵抗があり，発想が広がりやすい内容の絵本をもとに行った。

指導計画の「第１時の練習①」と「第３時の練習②」の活動

練習① 参考の絵本の話の途中までを聞き，その続きの話を考え，絵に表す。

ありたちが持ち帰ったすいかの皮をどのようにするのか，

想像し絵に表す。

参考絵本：「ありとすいか」たむらしげる作 ポプラ社 2002 年

練習② 参考の絵本の一部分を聞いて，その場面を想像して絵に表す。

かたつむりのうちがどんどん大きくなって，つのかざりが

付く場面の絵を想像し，絵に表す。

参考絵本：「せかいいち おおきなうち」

レオ・レオニ（著）谷川俊太郎（訳） 好学社

③発想や構想の手助けとなる学習環境づくり

へちまの実などをはじめから大きく描かせることは難しく，どうしても小さくなりが

ちである。そこで，理科の授業時に描いたへちまのスケッチも準備させた。それに加え

て，部分的に拡大した写真，理科の観察の時間だけではとらえられない瞬間の写真(例

えばへちまの種が落ちる様子)などを準備し，いつでも見られるような環境を設定した。

へちまの実だけでなく，たね・葉・茎・つる・花・実の中・畑全体など，ただ漠然と見

ているだけでは，とらえられない視点から撮った写真を準備し，掲示しておく。

「へちまの畑の写真」 「つるや葉などの拡大写真」 「へちまの実物」

「絵本や図鑑」



３ 授業改善後の成果

（１）豊かな発想を生み出す題材の開発と指導計画の工夫改善

・自分が「こびと」になると設定したことにより，児童の興味

・関心が増し，観察したへちまや畑を「自由に変えていいん

だ」という意識が生まれ，意欲的に取り組めた。

・こびとの目線から描くことで，自然にへちまを大きく表すこ

とができた。

（２）自分の思いを表現する指導方法の工夫改善

・絵本を利用することで，短時間に新しい発想を生み出す練習ができた。

練習①

学習プリント 児童が考えたすいかの皮の利用法

すべり台にする 屋根にする

船にする ベッドにする

実際の作品では・・・

へちまの葉でトランポリン つるにぶらさがる

へちまの中に温泉 つるで遊ぶ すべり台 葉で落下傘



練習②

学習プリント

児童が考えた「つのかざり」

児童は・・・

参考絵本では・・・ 児童の作品では・・・

形の変化

へちまのたねのおうち へちまを重ねる

色や模様

カラフルへちま

・アイデアを仲間と交流したあと，参考絵本の続きを見せると，児童たちは大きな驚き

を見せた。「いろんな大きさのつのがある。」「いろんな方向を向いて生えている。」

さらに次の場面では，つのに模様が付き，色の塗り方が工夫してある作品にも触れ，

本来のへちまの色にとらわれず，彩色を工夫した児童もいた。

いずれの練習も，仲間との交流と参考絵本の作者の考えを知ることで，発想が広がっ

た。



（３）発想や構想の手助けとなる学習環境づくり

・観察だけに頼らず，写真や図鑑を準備したことは，作画の手助けになった。

・部分的な拡大写真は，インパクトがあったり，お話を考えるきっかけになったりした

児童がいた。拡大写真の面白さを自分の作品の中へ取り入れる児童もいた。

＜例１＞

こびとが

つるの写真 くるくるすべる

＜例２＞

たねを貨物車で運ぶ

たねがこぼれ落ちる写真 たねにのって飛ぶ

＜例３＞

湾曲したへちま

＜例４＞

へちまの穴から飛び出す 実の断面写真 浴室 脱衣場 部屋




