
事例 小学校 図画工作科 第４学年「ようこそ あかりの世界へ」

テーマ 「形や色の感じを基にしてイメージを広げながら、

豊かに発想や構想する能力を高める指導の在り方」

授業改善

の視点

①豊かに発想や構想をふくらませることができる指導計画の工夫

②形や色の感じを基にしてイメージを広げ、思いをふくらませ造

形活動に取り組むための指導方法の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

１学期に行った「びっくり昆虫」の製作について、児童がつくりあげた作品の表現傾向や発想につい

て分析を行い、実態を把握したものである。

（１）学習状況の把握の方法

【びっくり昆虫 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

自然材の色や形の面

白さに興味をもち、楽し

んで材料の形から見立

てている。

自然材の形から見立

てたり、昆虫のふしぎな

能力をストーリー化し

たりして、自分の願うび

っくり昆虫のイメージ

を広げている。

材料を切ったり、選ん

だり、自然材の簡単な加

工をしながら、自分だけ

のびっくり昆虫をつく

っている。

自然材の形や見立て

のおもしろさに気付き、

仲間の表現の工夫や願

いを感じとり、自分の作

品に生かしている。

【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

・材料の形から見立てを

行い、互いの見方や感

じ方を交流している。

○製作プリント

・どんな昆虫にしたいの

か願いを書きとめて

いる。

○発言内容

・自然材の面白さや興味

をもったことについ

て発言している。

○児童の様子

・材料の形から昆虫の部

位に見立て、どんなび

っくり昆虫にしてい

くのかイメージをふ

くらませている。

○アイデアスケッチ

・どんな昆虫にしたいの

か具体的な昆虫をも

とにして考えたり、組

み合わせたりして考

えている。

○児童の様子

・のこぎりを適切に扱

い、必要な材料の大き

さになるように切っ

ている。

・グルーガンを適切に扱

い、安全面に気を付け

て接着している。

○作品

・自分の思いに合わせて

材料の切断や接着を

行っている。

○児童の様子

・材料を様々な方向から

眺め、見立てを行い形

の面白さに目を向け

ている。

○発言内容

・仲間の表現に対して、

よさを発言している。

○振り返りプリント

・自他の表現のよさをみ

つけ書いている。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】

製作終了後、以下のようなアンケートを実施した。

ア 楽しんで製作できましたか。 【造形への関心・意欲・態度】

イ 自然材の形がいろいろな形に見えたりして、びっくり昆虫のイメージはふくらみましたか。

【発想や構想の能力】

ウ 自分の思いに近付くための材料の切断や接着を正しく行うことができましたか。 【創造的な技能】

エ 仲間の工夫を材料の形の見立てから感じ取ることができましたか。 【鑑賞の能力】

※できた４～できなかった１までの４段階で回答

以下はその後のアンケートの結果である。4 段階評価を点数化し、人数で割ることでパーセンテージ



を算出した。 ＊は 1 つで２％ 
観点＼実現状況 20                         40                          60                         80                         100 
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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【分析】

アンケートの結果と児童の実態から、以下のように分析した。

◇造形への関心・意欲・態度◇

材料の形の見立てから製作を行う題材であり、題材導入時に材料体験をしたことで、自然材への抵

抗なく意欲的に取り組めた。また、ストーリー化を行い、児童たちの身近な存在である昆虫をテーマ

に活動を行うことで意欲をもって取り組むことができた。

◇発想や構想の能力◇

自然材の形から昆虫の体の一部に見立て、どんなびっくり昆虫にしていこうかイメージをふくらま

せることができた。また、どんな昆虫にしたいのか具体的な昆虫をもとにして考えたり、数種類の昆

虫の特徴を組み合わせたりして考えることができた。しかし、自然材に対する見方や感じ方の広がり

にはつながらず、直線的な自然材（枝）であっても自分の願いとのつながりを考えずに使用する姿が

見られたり、自分の意図する材料に加工しきれない姿が見られたりした。その要因として、これまで

自然材を扱う題材が少なく、自然材を加工する用具体験も不十分で、材料や用具に対して抵抗があっ

たことが考えられる。低学年から材料や用具の体験を系統立てて計画的に位置付けることや、そのた

めに題材と題材との関連を図ることが必要である。

◇創造的な技能◇

初めて使用するのこぎりは、家庭での経験もほとんどなく、思い通りに使いこなすことはできてい

ないが、グルーガン同様に使うことで慣れ、安全かつ自分の意図に合わせて使用することができた。

◇鑑賞の能力◇

題材の導入での材料体験や単位時間ごとの導入資料の鑑賞、単位

時間終末の作品鑑賞会という方法で鑑賞活動を行った。自分の感性

を働かせながら材料の見

立てのよさや、組合せのよ

さを交流する中で、自分に

はない材料の見方や感じ

方に触れ、見方や感じ方を

広める姿が見られた。

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、特に課題の多い「発想や構想の能力」を培うことを大切にして授業改善を

行う。その参考とするため、図画工作に関する意識調査を行った。発想や構想することに苦手意識を

抱いている児童は、その理由として以下のように答えた。

「どんな作品ができそうかを考えたり、お話をつくったりして色や形のイメージをふくらませながら考

えること」に苦手意識を抱いていると答えた児童の理由

○どんなお話を考えればいいのか、どんな作品にしたらいいのかが分からない。

○先生の資料と同じような表現になってしまう。

○色が少ないと、考える幅が狭まって考えにくい。

○写真資料をもとに考えることができるが、アイデアを広げられない。

○使ったことのない材料や道具で、どのように取り扱えばよいのか分からなかった。

○難しそうで、自分にできるか不安だった。

題材「びっくり昆虫」の児童作品



この結果を分析すると、児童が発想や構想することに苦手意識を抱いている要因は、以下の 3 点

に集約される。

ア：材料や道具の未経験や経験不足から生まれる不安

イ：形よりも色によりどころを求める低学年期の過装飾の発達段階からの未発達

ウ：題材導入でのイメージの不足

上記のような不安を抱いている児童の思いを変えていくには、道具や材料の系統的な指導を行い、

発達の段階に応じてイメージをふくらますことができる題材を開発していく必要がある。また、イ

メージを広げていくことができるような題材導入を行うことも必要である。そこで、以下の 2 点を

授業改善の視点とすることにした。

（２）改善の具体的方途と実践

① 豊かに思いをふくらませることができる指導計画の工夫

児童が豊かに思いをふくらませていくに

は、憧れをもち、やってみたいと意欲にあふ

れる題材であることが大切である。魅力的で

憧れをもてたり、見通しがもてたりする指導

計画を工夫すれば、豊かに思いをふくらする 
ことができると考える。

（ア）造形要素の焦点化

題材には形、色、材料といった複数の造形

要素が含まれ、それらを表現したり加工した

りするための用具も必要となる。どの題材に

おいてもこれらがつながりをもち、組み合わ 
せたときに、「もっとよくなりそうだ。～も

やってみたい。」と思いをふくらませながら、

表したい感じにぴったり合う表現を求め続

けている児童たちの姿を生み出すことがで

きると考える。しかし、題材のもつ造形要素

が増えることでその題材におけるねらいが

分散し、本来の題材のもつよさではない造形

活動に終始してしまう姿が見られた。

そこで、題材の中心となる造形要素を絞り 
込み、焦点化することで、題材のもつよさ

をたっぷりと味わいながら製作を進められ

るように指導計画を工夫した。また、そのた

めには、既習要素と新たな要素を分類し、新 
たな要素に重点を置いて製作に取り組むこ

とができるようにする必要がある。

（イ）確かな力をはぐくむ題材構成の工夫

児童たちが題材を通して「できた」と表し

たい感じにぴったり合う表現を求め続ける

姿をめざして題材を構成していく。そのため

には、題材と題材をつないで自分のよさを発

揮することや、題材を通して資料や仲間の表

現のよさを感じとり、表したい感じにぴった

【資料１】

第 4 学年「ようこそあかりの世界へ」が生まれるまで

低学年までの既習要素

〈形〉
・大きい ・小さい
・丸い ・四角

・とげとげ・くるくる
・でこぼこ など

〈色〉
・明るい ・暗い
・濃い ・薄い

・鮮やか ・鈍い
・赤や青… など

〈材料〉
・色画用紙・造形紙
・自然材 ・身辺材

・タフロンテープ
・粘土 など

① 豊かに思いをふくらませることができる指導計画の工夫（ア、イの要因から）

② 形や色の感じを基にしてイメージを広げ、思いをふくらませ造形活動に取り組むための指導

方法の工夫（ウの要因から）
〈技能・用具〉
・切断（はさみ・ｶｯﾀｰﾅｲﾌ）・接着（のり・ｾﾛﾌｧﾝﾃｰﾌﾟ・両面ﾃｰﾌﾟ）など
第３学年１学期《わたしのめいし》

既習要素
〈技能〉
・紙を重ねて切るなどの造形
紙の加工

〈形〉
・具象物を形づくる

新たな要素
〈材料〉

割ピンを使っての可動域を
つくることで、平面ながらも動
きのある表現ができる。（題材
のねらい）

第３学年２学期《カクカクランド》

既習要素
〈技能〉
・紙加工、両面テープでの接
着、ｶｯﾀｰﾅｲﾌでの切断

〈形〉
・大きい、小さいなどの構成

新たな要素
〈構成〉

紙を折ることで、平面が立
体になることから発想を広げ
カクカクタワーの構成ができ
る。（題材のねらい）

第４学年１学期《ポップアップカード》

既習要素
〈技能〉
・紙加工、両面テープでの接
着、ｶｯﾀｰﾅｲﾌでの切断

〈形〉
・具象物を形づくる

新たな要素
〈動き〉

紙の折り方や切り方によっ
て開くと飛び出す仕組みを作
り出すことができる（題材のね
らい）

第４学年２学期《ダンダンメイロ》

既習要素
〈技能〉
・紙加工、両面テープでの接
着、ｶｯﾀｰﾅｲﾌでの切断

〈色〉
・テーマに合わせた選色

新たな要素
〈技能〉

線接着により、台紙に影響
をあたえず、メイロのコースを
つくることができる（題材のね
らい）

第４学年２学期《ようこそあかりの世界へ》

既習要素
〈技能〉
・紙加工、両面テープでの接
着、ｶｯﾀｰﾅｲﾌでの切断

〈形〉
・折って立体をつくり出す

新たな要素
〈材料〉

あかりの美しさを感じとりながら、白い

紙に映ったり和紙を透過したりするあか

りの美しさを表現することができる（題材

のねらい）



りな表現をめざしてつくり続けることが大切である。児童たちが新たな題材に取り組むとき、これ

までの学習で身に付けてきた技能や造形的な見方や感じ方を発揮する姿を願っている。そのために、

長期的な見通しをもって、題材を造形要素や用具のつながりを考慮した系統的は配列が必要である

と考え【資料１】のように題材を開発，構成していくことで、これまでの題材で身に付けた力を自

分のよさとして発揮し、資料や仲間の表現からよさや美しさを感じ取りながら、表したい感じにぴ

ったりな表現ができたと満足感を味わうことができると考える。

② 形や色の感じを基にしてイメージを広げ、思いをふくらませ造形活動に取り組むための指導方法

の工夫

児童が思いをふくらませていくきっかけとなる造形要素は、題材の特性や位置により異なるが、

教師自身がどのような要素から児童が発想や構想を広げていくことができるのかを見極め、単位時

間毎の学習を進めていく必要がある。本題材では、新しく加えられた要素である「あかり」に重点

を置き、あかりの色によってどんな感じの違いがあるのかを実際に体験することで、イメージを広

げられるようにした。実際の活動を通して、児童の色に対する見方を表出するだけではなく、仲間

の見方を知ることで広がり、あかりの世界への製作イメージを広げることができた。参考資料から

思いをもつだけではなく、実際のあかりに触れる体験活動を行ったことは、児童の造形的な見方や

感じ方を広げ、思いふくらませながら造形活動に取り組むことにつながった。

【例：第４学年「ようこそ あかりの世界へ」 第１時 】

従前の授業展開案（簡易版）

導
入

展
開

○新たな題材と出合う

・あかりに照らされた岐阜城はとって

もきれいだよ。

○参考作品と出合う（ストーリー化） 
・うわぁ～、すごくきれい。なんだろ

う、海の中のあかりの世界だね。

○課題を設定する

○あかりの世界のイメージをふくらませ、

ストーリーをつくったり、アイデアス

ケッチをしたりする。

○本時の振り返りをする

・森のあかりの世界をはやくつくって

あかりの映りこみを工夫して、

自分だけのあかりの世界をつくろう

改善した授業展開案（簡易版）

導
入

展
開

終
末

○新たな題材と出合う

・あかりに照らされた岐阜城はとってもきれ

いだよ。

○参考作品と出合う（ストーリー化） 
・うわぁ～、すごくきれい。なんだろう、海

の中のあかりの世界だね。

○課題を設定する

○セロファンを透過するあかりを見つめながら、

どんなあかりの世界になりそうかイメージをふ

くらませる。（題材の特性に触れる体験活動による豊かな発想）

○あかりの色から発想したことを交流する

・黄色いあかりって月の中の世界って感じだね。

○本時の振り返りをする

あかりの映りこみを工夫して、

自分だけのあかりの世界をつくろう
終
末 みたいよ。

【あかりの体験から感じとった色のイメージ】

※従前で第１時に実施していたストーリーづくりやアイデ

アスケッチについては、第２時に行うことにした。そう

することで，体験活動をもとにした豊かな発想を広げる

ことにつながった。

・おかしの国みたい

・月の中の世界って感じ

・明るい感じでパーティーを開いているみたい

・流れ星をすごくイメージできる

・たからものがいっぱい出てくる感じ

・天にみちびかれるような色になる

・明るい感じでちょうちょうがいるみたい

・エジプトのピラミッドみたい

・星や月がすごく輝いているような感じがする

・イナズマのような感じで、電気が流れているみたい
・宝石のような感じ

・火山が大爆発した感じ

・炎に包まれている感じ

・とても天気がいい日で、動物たちが散歩してそ

うな感じ。お祭りみたい

・太陽が沈む夕日の直前な感じ



３ 授業改善後の成果

（１）豊かに思いをふくらませることができる指導計画の工夫

既習要素と新たな要素を分類し、新たな要素に重点を置いて製

作に取り組むことができるようしたことで、どの児童も、既習要

素についてはこれまでの実践で身に付けた紙加工の技能を発揮

できる安心から、「こんな海のあかりの世界にしたい。」「誰も知

らない天の上の世界だよ。」と自分だけのオリジナルストーリー

をつくりながら広げた発想を形に表すことができた。形に表すこ

とができる安心感がもっとこうしたいという思いを膨らませ、も

っとこうしたいという

思いが形に表れること

の喜びが題材の魅力を味わっていく姿につながった。

新たに加わった「あかり」という材料の魅力は、今回は

セロファンの透過光で味わった。しかし，あかりの魅力は

これだけではなく，和紙の透過光や陰影のみの表現とこれ

からの発達の段階に合わせて表現の可能性は広がる。第 5
学年では、あかりの美しさを感じ取る感覚を既習として、

児童が「もっともっと」と豊かに思いをふくらませてい

く題材を開発していきたい。

（２）形や色の感じを基にしてイメージを広げ、思いをふくらませ造形活動に取り組むための指導方法

の工夫

第１時であかりの体験を通してイ

メージをふくらませた児童は、色か 
ら受けるイメージを大切にしながら、

第２時であかりからイメージしたこ

とをもとに、ストーリーをつくった

り、アイデアスケッチをしたりして

さらにイメージを広げていくことができた。

形や色をもとにしてイメージを広げ、思いをふ

くらませていくためには、体験的な活動を通して

題材の特性やよさを実感していく必要がある。

今回、製作中に体験活動を位置付け、その後、

ストーリーづくりやアイデアスケッチを行った

ことにより、製作を進めていく中でも、右の写真

にあるように、１時間ごとにどんどんと表現を変 
えていく児童の姿につながった。また、児童一人

一人の中で、製作を進めながらストーリーが展開

され、目の前に広がるあかりの世界の形や色の感 
じを基にイメージを広げ、思いをふくらませてい

く姿から、豊かに発想や構想する能力の高まりを

実感することができた。

このような実践や児童の姿から、児童の無限に

広がる思いや願いをさらに表出できるような題

材を開発したり、指導過程を工夫したりしていく

ことがこれからの私たちに課せられた使命だと

感じ、今後の実践を進めていきたい。


