
事 例 小学校 図画工作科 第３学年 「風パワー全開（ウィンドカ―をつくろう）」

テーマ 「題材との出合い・言語活動の充実を図り、発想や構想の能力を高める指導の在り方」

授業改善

の視点

①自分の願いを具体的にもつことができる題材との出合いを重視した指導計画の工夫改善

②児童の思いや願いを言葉で表し、仲間と交流し合える指導方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

以下は、1 学期に行った題材「ゆめの家をつくろう」の学習を通

して、児童の学習状況の把握と結果を分析したものである。

（１） 学習状況の把握の方法

【評価規準】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

様々な色や形の材料

を集め、組み合わせて

家を作ることを楽しも

うとしている。

想像したことを基に、ど

んな家にしたいのか自分

の願いをもち、どんな材料

を使ってどのように組み

立てるかを構想している。

自分の願いに合わ

せて、材料の特徴や、

経験してきた表現方

法を生かして表し方

を工夫している。

自分や仲間の作品を

じっくり見て、発想の

面白さや表現のよさに

気付き、仲間と話し合

っている。

【把握の方法】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

○児童の様子

・ 周りの子とどんな

家にしたいか話し

合っている。

○材料集め

・ 自分の作りたい家

に役立ちそうな材

料を集めている。

○児童の様子

・ 次々にやりたいこ

とが思いつき、夢中

になって製作して

いる。

○学習プリント

・ どんな家にしたい

かを具体的に言葉

で書き表している。

○児童の様子

・ 適した材料や道具

を的確に判断して

製作している。

○作品

・ すぐに壊れたりつ

ぶれたりしないよ

う作れている。

・ 願いが表現できて

いる。

○児童の様子

・ 作品の願いや工夫

したことを聞いた

り、話したりし合っ

ている。

○発言内容

・ 仲間の作品のよさ

に気付き、全体に広

めるている。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】

製作後、以下のようなアンケートを実施した。

ア 楽しく、進んで作ることができましたか。 （造形への関心・意欲・態度）

イ ゆめの家のアイデアはどんどんふくらみましたか。 （発想や構想の能力）

ウ 自分の思ったように作ることができましたか。 （創造的な技能）

エ 仲間の作品のよいところをみつけることはできましたか。 （鑑賞の能力）

回答は、「はい・まあまあ・あまり・ぜんぜん」の４段階で行った。それぞれを４、３、２、

１点に点数化して集計したものを、４点×２５人で割り、全員が「はい」と答えた場合を 100％

と考え、それぞれをパーセンテージで算出した。また、記述式で「楽しかったこと」「困ったこ

と」について書かせた。

観点 ＼ 実現状況 20 40 60 80 100%

造形への関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊95

発想や構想の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊73

創造的な技能 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊80

鑑賞の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊83



【分析】

・ 造形への関心・意欲・態度

「ゆめの家をつくろう」のような工作は、もともと多くの子が大好きである。箱などの廃材は

１年生から慣れ親しんでいる材料なので、どんな材料を集めればよいか、こんなことができそう

だという経験に基づいた見通しを立てることができた。また、自分の住みたい｢夢の家｣という身

近な題材設定ということもあり、意欲的に取り組めた。

・ 発想や構想の能力

自分の「こんな家だったら楽しいな」という思いがもとになっているため、願いがもちやすく、

とりかかりはスムーズだった。しかし、記述式アンケートの「困ったこと」に書かれた内容を見

ると、「次に、何をしようかがすぐには思い浮かばなかった」「家の中にどんなものを作ったら

よいかわからなかった」など、ある程度製作が進んで自分が最初に思い描いたものができてしま

った後、手が止まり、ぼんやりする姿が見られた。つまり、最初の願いをもつ段階で、どれだけ

想像を膨らませ、具体的に色や形がイメージできたかの違いが影響しているのではないかと考え

る。また、「夢の家」であるにもかかわらず、現実的な家の価値観に縛られてしまっている子も

いた。これは、題材導入において、十分に題材の面白さを味わわせ、具体的なイメージをもたせ

られなかったことが原因と考えられる。題材との出合いにおいて、イメージをもつきっかけとな

る、題材の特質、工夫のポイント、取り扱う材料や用具の特徴などについて、子どもたちが興味

をもって自分から見つけ出す工夫をする必要がある。

・ 創造的な技能

全体的には、あまり抵抗なく作れた。箱などの廃材は、加工しやすい身近な材料であり、今ま

でもこのような工作をたくさん経験してきていることが要因と考えられる。しかし、縦に長い建

物を作った場合、安定感を考えながら作ることができず、「作品が途中で倒れてきてしまって困

った」などの感想が多かった。その要因として、全体指導や参考資料が足りなかったことが考え

られる。

・ 鑑賞の能力

製作中と完成後に鑑賞の場を位置付けた。製作中は特に時間を設けず、行き詰った時は、自由

に仲間の作品を見て回り、よいところはどんどん取り入れるように助言をした。その結果、多く

の児童が仲間の製作の様子や作品に関心をもって、鑑賞することができた。また、完成後、自分

の作った家について友達に説明する姿があり、見ただけでは分からなかったことも理解し合うこ

とができた。

２ 分析に基づく授業改善

（１） 授業改善の方針

今回の題材では、取りかかりはスムーズであったが、製作途中で行き詰まり、「次は、こう

しよう」というアイデアがなかなか思い付かなかったことが一番のつまずきであった。そのよ

うなつまずきをなくしていくためには、より具体的に発想・構想する力が必要となる。

そこで、題材導入において、題材との出合いをより驚きや感動のあるものにし、題材の面白

さを十分に味わわせる必要がある。そうすることで、児童は、具体的で強い願いをもつことが

できると考えた。さらに、できるだけ多様な表現方法を例示することで、具体的な発想を促す

ベース作りに役立てることを考えた。

また、児童が心で感じたことをうまく言葉で表現できなくては、仲間との交流を通して学び

合うことができないし、自分の中でも、漠然とした思いを具体化することができない。例えば、

「楽しい」と感じたことを「カラフルでわくわくするようで楽しい」「ぴょんぴょんはずんで

いるようで楽しい」など擬態語も多用して、より思いを共有し合いやすいように言語表現力を

付けていかなければならない。

そこで、以下の 2点を授業改善の視点とすることにした。

① 自分の願いを具体的にもつことができる題材との出合いを重視した指導計画の工夫改善

② 児童の思いや願いを言葉で表し、仲間と交流し合える指導方法の工夫改善



（２）改善の具体的方途と実践

① 自分の願いを具体的にもつことができる題材との出合いを重視した指導計画の工夫改善

従前の題材指導計画（簡易版）

「風パワー全開（ウィンドカーを作ろう）」

改善した題材指導計画（簡易版）

「風パワー全開（ウィンドカーを作ろう）」

時 ねらい 時 ねらい

１ ・教師の例示作品の車で遊び、よさや面白さ

に気付くことができる。

１

２

・教師の例示作品を使って、レースやコンテ

ストを行い、速く走らせるためや独自の面

白い車を作るための工夫のポイントに気付

くことができる。

・どんな車がつくりたいかを具体的に思い描

くことができる。

２ ・どんな作品がつくりたいか思い描くことが

できる。

・車が走る仕組みを理解し、車体に車軸と仮

の風受けをつけることができる。

３ ・願いに向けてタイヤを工夫することができ

る。

３

４

・車体に車軸とタイヤをつけ、願いに向けて

風受けを工夫して作ることができる。

４ ・願いに向けて風受けを作ることができる。

５ ・願いや風を受けて走ることを生かした装飾

を工夫することができる。

５

６

・願いに向けて、見立てや風を生かした造形

を工夫することができる。

６ ・仲間の作品のよさを認め合う。 ７ ・レースとコンテストを行い、互いの作品の

よさを認め合う。

・導入で、まず、教師が作った 6 つの全くタイプの違う参考作品を児童に提示した。その後、班

に 1 台ずつウィンドカーを割り当て、班対抗で｢ウィンドカーレース｣を行い、一番速い車を決

めた。この活動を通して子どもたちが、車を速く走らせるためには、風受けの大きさや形と全

体の重さがポイントとなることを学べるようにした。

・同様に導入において「グッドアイデアコンテスト」を開いて、作品のよさを見付け交流し合っ

た後、一番表現の工夫がされている作品を投票で選ぶ活動を設定した。この活動を通して、子

どもたちが、「風を受けて、たなびく・回る・音を鳴らす」など風を生かした表現を取り入れ

るとよいことや全体のイメージを動物・虫や乗り物などに見立てて表現するとよいことを学べ

るようにした。

・第２時の後半では、上記の二つの活動から学んだことを受けて、発想・構想していくポイント

を「風受けの大きさ・形」｢重さ｣「風を生かした表現の工夫」｢何かに見立てた表現の工夫｣と

いうように、絞り込んで具体的に明示し、それを足掛かりに発想・構想していけばよいことを

伝え、アイデアスケッチを描かせた。

・風を受けて走るウィンドカーにおいて、一番重要な部分は風受けである。だが、前に進むため

には、タイヤの部分も重要である。３年生の児童に、全７時間の中でこの二つのことを意識さ

せるのは大変難しい。そこで、風受けの工夫に専念させるため、タイヤについては、確実に走

れるように全員同じものを準備し、第３時のタイヤ付けにおいては一斉指導を行い、全員が同

じ材料で同じように製作することにした。



② 児童の思いや願いを言葉で表し、仲間と交流し合える指導方法の工夫改善

感想交流の仕方について、「アの作品は、とてもかっこいいと思いました。」という児童の感想

を、「形がロケットのようだから、びゅんびゅんと速く走りそうでかっこいいと思いました。」と

いう感想が言えるようにしたいと考えた。即ち、かっこいいと感じるのは、どこのどんな様子から

なのか、その子の見方や感じ方を造形的な言葉を使い言えるようにしたいと考えた。指導として、

はじめは、「どんな所から、そう思ったの？」など、問い返しを重ねることで、感じている思いを

引き出す。その際、感じを伝えるのに有効な「びゅんびゅん」「ふわふわ」などの擬態語を活用す

るように指導した。また、活用させたい造形的な言葉を資料にまとめ掲示することで、発言したり、

製作の反省を書いたりする際にいつでも参考にできるようにした。このようにすることで、互いの

感じたことをより分かりやすく伝え合い理解することができると考え、実践した。

従前の授業展開案（簡易版）１時間扱い 改善した授業展開案（簡易版）２時間扱い

過程 学習活動 指導・援助 過程 学習活動 指導・援助

導

入

展

開

ま

と

め

① 例示作品の車を走らせて遊ぶ。

② 作品のよいところを出し合う。

ア 走るのが速く見た目も速そう。

イ 風車が風を受けて回る。 

。

③

④

⑤

・広い場所で十

分に遊ばせる。

・感じたことを

自由に語らせ

る。 

・意見が出にく

導

入

① 例示作品のレースをする。

ア 風受けが大きかったから、速

かったと思う。 

イ 筒の形のほうがしっかり風が

受けられる。

② グッドアイデアコンテストを行う。

・班対抗戦にし

よりみんなで

積極的に取り

組めるように

する。

・児童に問い返

すことで、そ

のように感じ

るわけを色・

形・動きなど

作品のよさを見つけ、みんなに話そう。

例示作品の表現のよさや面

白さを見付け、みんなに話そう

速かった車のよさを見付け、

みんなに話そう。
ウ 飾りのビニールひもがきれい
どんな賞をあげたいか考える。

ア 速いでしょう。

イ 面白いでしょう。

ウ きれいでしょう。

ア・イ・ウそれぞれの作品のよさ

やあげたい賞についてまとめる。

振り返りの視点をもとに自己評

価をする。

い時は、それ

ぞれの作品を

比較させ、ア

よりもイは○

○だ。と考え

させる。

・板書に分かり

やすくまとめ

る。 

・製作ノートを

作る。 

・振り返りの視

点について、

自己評価しや

すくする。

展

開

ま

と

め

・６つの作品のよさを話し合う。 

ア タフロンテープがさらさらと

風になびいて、きれい。

イ 全体がゾウの顔のようになっ

ていて、面白い。 

・１番良いと思う作品に投票し、グッ

ドアイデア賞を決める。

③ ウィンドカーを作る時に工夫す

るポイントをまとめる。

ア 風受けの大きさや形の工夫

イ 走りに適切な重さの工夫

ウ 風を受ける表現の工夫

エ 見立ての表現の工夫

④ 自分の作品に対する思いや願い

を、自分の言葉で製作ノートにま

とめる。

・「紙コップを組み合わせた風受けを

工夫してつくりたな」

の具体的な様

子で語らせる

。

・○○のような

という見立て

や「くるくる

さらさら」

という擬態語

を使った表現

をさせる。

・工夫のポイン

トを分かり易

くまとめる。

・工夫のポイン

トにかかわっ

て製作ノート

が書けるよう

にする。



３ 授業改善後の成果

（１） 自分の願いを具体的にもつことができる題材との出合いを重視した指導計画の工夫改善

教師の例示作品のウィンドカーを使ってレースをすることで、

「おもしろい」「自分もこんなのを作ってみたい」「速く走る車

を作りたい」と児童のやる気や願いを引き出すことができた。ま

た、レースで１番だった車は、どうして速く走ったのかを考える

ことで、速く走らせるためにはどうすればよいかを具体的に示す

ことができた。このような題材との出会いの活動によって、子ど

もたちは、自分のウィンドカーに対する願いを、以下のように具

体的にもつことができた。

・「速く走らせたいので、紙コップをたくさんつけて風受けの部

分を大きくしたい。」

・「重すぎると速く走らないし、軽すぎてもふらふらして速く走

らない。いろいろ試して丁度いい重さにしたい。」

また、題材との出合いの第１時と第２時を２時間続きとし、連

続してグッドアイデアコンテストを行うことで、「工夫する」と

はどういうことかを作品を通して分かりやすく示すことができた。

子どもたちは、ウィンドカーのアイデアスケッチの中に風を生か

した飾りを取り入れたり、「ロケットのような車にしたい」と何

かに見立てて作ることを考えたりすることができていた。

（２） 児童の思いや願いを言葉で表し、仲間と交流し合える指導方法

の工夫改善

グッドアイデアコンテストにおいて、初めは、「かっこいい」

「面白い」という感想でとどまっていたが、教師から「作品の

どんな所からそう思ったの？」と問い返しを繰り返すうちに、「飾

りが風を受けるとカタカタと音がなるので面白いと思いました。」

というように、面白いと思った理由となる造形の工夫を具体的に

示して発言できるようになった。 
３年生の児童にとって、自分の思いや願いを相手に伝わるよう

に文章にまとめて言ったり書いたりすることは難しく、抵抗を感 
じ、自分から発言する子が少なかったが、活用させたい言語表現

の資料があることで、その中から、自分の思いに合う言葉を探し

て発言できた。

また、グッドアイデアコンテストを行う前に、ウィンドカーに

自分の思いを込めた名前を付けさせた。「カラフルふわふわ号」

「ジェットロケット号」など短い言葉の中にも児童が大切にした思い

品を鑑賞する際に、願いを理解しやすかった。

班対抗｢ウィンドカーレース｣の様子 活用させたい
風受けを工夫した作品
アイデアスケッチ
ロケットに見立てた作品
が伝わってきて、互いの作

言語表現の資料


