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図画工作・美術科教育は、子どもたちが表現や鑑賞の活動を通して、造形的な創造活動の

喜びを味わい造形や美術を愛好する心情を育てるとともに、感性を豊かにし、造形的な創造

活動の基礎的能力を伸ばし、豊かな情操を養うことを目標としている。そして、図画工作･美

術科教育の学習を支えるのは、子どもたちの主体的に表現や鑑賞の活動をしようとする意欲、

つまり造形意欲である。 

子どもたちの造形意欲を高めていくには、表現や鑑賞の活動において、一人一人の子ども

がよさや可能性を発揮することができるような指導と評価を一体化した取組を教師が行うこ

とが大切である。そうした取組を積み重ねていくことにより、子どもたちは自己実現の喜び

を味わい、造形や美術を愛好するようになるとともに造形的な創造活動の基礎的能力を伸ば

し、それに伴いより一層造形意欲を高めていくことができると考え、３つの題材の授業実践

を通して、効果的な指導と評価を一体化した取組の在り方について研究を行った。 

そして、教師が一人一人の子どもの実現状況を活動の様子や学習カードなどから可能な限

り把握し、それをもとに教師が考え得る最適な支援などを継続して行うことで、子どもたち

は自分の思いを大切にした表現を実現することができるようになり、より一層造形意欲が高

まり、さらによりよいものをめざした造形的な創造活動を行うことができるようになること

が見えてきた。  
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Ⅰ 主題設定の理由 
 小・中学校で新学習指導要領が全面実施されて１年余りが経過した平成 15 年 10 月７日、中央教育

審議会答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」が出され、

「子どもたちの学習意欲を高めることが、[確かな学力]をはぐくむ上でもとりわけ重要な視点である」

とし、子どもたちの学びを支える意欲を高めることを教育現場に求めている。 

図画工作・美術科教育は、子どもたちが表現や鑑賞の活動を通して、造形的な創造活動の喜びを味

わい造形や美術を愛好する心情を育てるとともに、感性を豊かにし、造形的な創造活動の基礎的能力

を伸ばし、豊かな情操を養うことを目標としている。そして、図画工作･美術科教育の学習を支えるの

は、子どもたちの主体的に表現や鑑賞の活動をしようとする意欲、つまり造形意欲である。 

子どもたちは本来、造形意欲をもっている。それは幼い子どもたちが進んでいろいろなものを描い

たりつくったり、興味をもって身近なものを見たりする様子からもうかがうことができる。 

 子どもたちは、小・中学校で図画工作・美術科の学習の時間に、自らの造形意欲に基づいて楽しく

主体的に自己発揮することにより、美術の創造活動の喜びを味わい、より一層その造形意欲を高めて

いく。しかし、子どもたちの活動の様子や表現に対して、教師が自分の価値観だけで評価してしまっ

たり、「おもしろそう」「やってみたい」「こんなふうに表現したい、つくりたい」などの子どもたちの

思いを大切にしないで、画一的な表現や鑑賞の内容や方法を指導してしまったりする場面がなかった

であろうか。そうしたことにより、活動が子どもたち自らの思いや考えからかけ離れて、充実感や成

就感を味わえないまま終わってしまい、造形意欲も高まらないなどにつながってしまったことがなか

ったかどうか、今一度振り返ってみる必要があると考えた。つまり、子どもたちの造形意欲を高めて

いくには、表現や鑑賞の活動において、一人一人の子どもがよさや可能性を発揮することができるよ

うな指導と評価を一体化した取組を教師が行うことが大切である。そうした取組を積み重ねていくこ

とにより、子どもたちは自己実現の喜びを味わい、造形や美術を愛好するようになるとともに、造形

的な創造活動の基礎的能力を伸ばし、より一層造形意欲を高めていくことができると考えた。  

 以上のことを受け、本研究会議では、子どもたちの造形意欲をより一層高めていくための効果的な

指導と評価を一体化した取組の在り方について研究したいと考え、研究主題、副主題を次のように設

定した。 

研究主題   造形意欲を高める図画工作･美術科教育 

副主題    －指導と評価を一体化した取組を通して－ 

Ⅱ 研究の内容 

１ 研究の仮説 

上記の「主題設定の理由」から、以下のように仮説を設定した。 

指導と評価を一体化した取組を教師が行うことにより、子どもたちは自分の思いを表現すること

ができるようになったり、美術作品などのよさや美しさなどを感じ取り、味わい、理解することが

できるようになったりすることで、より一層造形意欲が高まる。 

（１）指導と評価を一体化した取組 

 本研究会議では、「指導と評価を一体化した取組」を、指導に際して、一人一人の子どもの実態把

握を適切に行い、その結果によって後の指導のための指導構想をたてるなどの改善を図り、その上で

指導を行い、さらに新しい指導の結果（実現状況）を再度評価するという、指導に生かす評価を充実

させることであるととらえた。具体的には、教師が一人一人の子どもの発達や学習経験などの違いに
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よる個人差などを考慮して、子どもたちが造形的な創造活動の基礎的能力を身に付けることのできる

ような指導を行うとともに、その過程で子どものよさを見付け、認め、伝えることにより、子どもが

喜びと自信をもって表現していくことができるようにすることである。また、教師が一人一人の子ど

もに題材の目標に対しての実現状況を適切に伝えるようにして、子どもが自らの活動状況を認識した

り、新たな課題などに気付いたり、把握したりすることができるようにすることも含まれる。 

（２）自分の思いを表現することができるようになる 

 「自分の思いを表現することができるようになる」とは、指導と評価を一体化した取組を通して、

子ども自らの表現したい思いや考えをもち、それを思い通りに表現することができる力を身に付ける

ことである。  

（３）美術作品などのよさや美しさを感じ取り、味わい、理解することができるようになる 

「美術作品などのよさや美しさを感じ取り、味わい、理解することができるようになる」とは、指

導と評価を一体化した取組を通して、子どもたちが美術作品などのよさや美しさを感じ取り、味わい、

理解することができる力を身に付けることである。 

なお、「美術作品などのよさや美しさ」とは、子どもたちが主体的、自発的に感性を働かせて感じ取

るものである。「感じ取る」とは、鑑賞の対象となる自分や友達の作品（制作途中から完成までを含む）、

自然や美術作品などのよさや美しさを、子どもたちが、積極的に見る目、美に感動する心などを働か

せることによって、能動的に受け止め、読み取ることである。「味わう」とは、作品が語りかけてくる

メッセージを素直に受け止めたり作品のよさや美しさなどを問い返したりして、作品との対話を進め

ながら、そのよさや美しさをより深く感じることである。「理解する」とは、何が表現されているか、

素材や技法、作者の表現への思いや表現の工夫、誰がいつごろ表現したのかなど、作品に関する特徴

的な事柄について知ることである。 

（４）より一層造形意欲が高まる 

 「より一層造形意欲が高まる」とは、教師の指導と評価を一体化した取組を通して、子どもたちが

よりよい表現をめざして自分らしい工夫や改善を心掛けたり、よりよい鑑賞をめざして活動したりす

ることに対して積極的になることである。造形意欲は、子どもたちが自分の思いを表現したり、美術

作品などのよさや美しさを感じ取り、味わい、理解したりすることを通して子どもたちに造形的な基

礎的能力が身に付き、自分の表現や鑑賞の可能性が広がるほどより一層高まるという循環的な構造を

なしている。 

２ 研究の方法 

（１）検証授業の構想 

  研究の仮説に基づき、目標とする子どもの姿を次のように設定した。 

○自分の思いを表現することができている姿（Ａ 表現） 
・自分らしくよりよい表現をめざして試行錯誤をしつつ創意工夫することを楽しもうとする。 
【造形（美術）への関心・意欲・態度】 

・楽しさや美しさ、材料の形や特徴などから想像力を働かせて豊かに主題を発想し、自分らしい表現
の構想をすることができる。【発想・構想の能力】 

・自分の主題や表したい感じを大切にして、表現方法を工夫し、よりよいものにしようと創意工夫す
ることができる。【創造的な技能】 

○美術作品などのよさや美しさなどを感じ取り、味わい、理解することができている姿（Ｂ 鑑賞）
・自分や友達などの表現や自然、美術作品などに親しみ、そのよさなどに気付いて、鑑賞することを
楽しもうとする。【造形（美術）への関心・意欲・態度】 

・自分や友達などの作品を見て感じたことなどを書いたり話したり、友達の話を聞いたりして、表現
する人の思いや意図、友達の見方や感じ方についてわかり合うことができる。【鑑賞の能力】 
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そして、その姿に迫ることができるような学習活動を構想することとした。 

学習活動の構想に当たっては、まず、子どもたちの実態に即して、身に付ける必要があると思われ

る力を考える。そして、その力を育てるには、どの題材がよいのかを考え、子どもたちが「自分の思

いを表現することができる」、あるいは「美術作品などのよさや美しさを感じ取り、味わい、理解する

ことができる」ような授業を構想する。 

 その際、例えば導入段階で豊かな鑑賞活動を取り入れることにより題材に対する興味・関心を高め

たり、理解を深めたりすることなどや、一人一人の子どもが自分の思いを表現できるように柔軟な指

導を工夫することなどに十分配慮する必要がある。 

（２）仮説の検証 

授業実践を通して、子どもたちの造形意欲をより一層高めるための効果的な指導と評価を一体化し

た取組の在り方について検証、分析、考察を行った。 

①検証の対象 

検証の対象は、第１回・第２回検証授業では、川崎市立Ｌ中学校２年生のクラスの着目生徒２名で

ある。１名は、自分の思いをどのように表現すればよいのかがなかなか思い浮かばないＡさん、もう

１名は、表現などに対して自分の思いをもつことはできるが、自分の表現に自信がないＢさんを選ん

だ。 

第３回検証授業では、川崎市立Ｍ小学校２年生のクラスの着目児童２名である。１名は、時間をか

けて試行錯誤する中で思いを明確にしていくＣさん、もう１名は、普段から自分で物事を判断するこ

とが難しく、表現などに対しても不安が先になり、思いをふくらませたりまとめたりすることがなか

なかできないＤさんを選んだ。 

第４回検証授業では、川崎市立Ｎ中学校１年生のクラスの着目生徒２名である。１名は、自分の表

現に自信がなく、そのまま作品が仕上げられずに終わってしまうことがあるＥさん、もう１名は、や

はり自分の表現に自信がなく、表現に自分の思いをあまり生かすことができないＦさんを選んだ。 

対象児童生徒には本研究の趣旨や対象になっていることなどは、知らせていない。 

②検証の時期 

検証の時期は、平成 16 年６月から平成 16 年 12 月までとした。Ｌ中学校では同じ題材で発想・構想

の段階と作品の制作途中において２回検証授業を行った。Ｍ小学校では作品の制作途中、Ｎ中学校で

は導入から発想・構想の段階の検証授業をそれぞれ１回ずつ行い、仮説の検証を行った。なお、Ｍ小

学校の実践においては、長期研修員のみ 1 時間目と 4 時間目において授業観察を行った。 

授業は研究の趣旨を理解している本研究会議の研修員が行った。 

③授業の検証に当たって 

授業の検証に当たっては、ボイスレコーダー（指導者が携帯）、ビデオカメラや筆記による授業記録

から、子どもたちの活動の様子や教師や友達との会話の内容を分析するとともに、アイデアスケッチ

や学習（制作）カードなどの記述をもとに、子どもたちの活動状況や子どもたちの活動に対する意識

を把握することに努め、子どもたちの造形意欲がどのように変容したかを検証していった。なお、ビ

デオカメラ、筆記による授業記録は、本研究会議の研修員と指導主事が同じ役割で継続して行った。 

④仮説の検証について 

仮説については、着目する子どもの姿に次のような変容が見られたとき、検証されたと判断するこ

ととした。すなわち、授業を通じて、教師が指導と評価を一体化した取組を行ったことにより、子ど
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もたちが自分の思いを大切にしながら、よりよい表現をめざして自分らしい工夫や改善を心掛けたり、

よりよい鑑賞をめざして活動したりする姿が、子どもたちの活動の様子、学習（制作）カードなどの

記述や作品などに見られるようになったときである。 

なお、仮説の有効性の評価に当たっては、以下の「研究のためのマトリックス」を活用した。（表１） 

表１ 研究のためのマトリックス（項目別に整理した行列の表） 

 自分の思いを表現することができている姿 
（Ａ 表現） 

美術作品などのよさや美しさなどを感じ取り、味

わい、理解することができている姿（Ｂ 鑑賞） 
目
標
と
す
る
子
ど
も
の
姿 

Ａ① 自分らしくよりよい表現をめざして試行錯誤をしつつ

創意工夫することを楽しもうとする。【関心・意欲・態度】

Ａ② 楽しさや美しさ、材料の形や特徴などから想像力を働か

せて豊かに主題を発想し、自分らしい表現の構想をするこ

とができる。【発想・構想の能力】 
Ａ③ 自分の主題や表したい感じを大切にして、表現方法を工

夫し、よりよいものにしようと創意工夫することができ

る。【創造的な技能】 

Ｂ① 自分や友達など表現や自然、美術作品などに親し

み、そのよさなどに気付いたりして、鑑賞すること

を楽しもうとする。 
  【関心・意欲・態度】  
Ｂ② 自分や友達などの作品を見て感じたことなどを

書いたり話したり、友達の話を聞いたりして、表現

する人の思いや意図、友達の見方や感じ方について

わかり合うことができる。【鑑賞の能力】 
 
 
指

導

上

の

留

意

点 
 
 

Ａ①－１ 学習（制作）カードなどを使い、振り返りをする機

会を設ける。本時の活動に対して自己評価をしたり

感想や悩み事を書いたりすることで、次時への意欲

につなげたり指導に生かしたりする。 
Ａ②－１ 表したいことを言葉で話したり、文で書いたり、ス

ケッチに描いたりして明確にしていくことができる

ようにする。 
Ａ②－２ 思いがふくらまない場合は個別に友達の作品など

をもとに一緒に考えたり、具体的な複数の方法を提案

したりする。 
Ａ②－３ 導入時の材料体験を通して、材料の性質や特徴を理

解できるようにし、自分の表現に生かすことができる

ようにする。 
Ａ②－４ 参考作品を展示しておく。 
Ａ③－１ どのように表現したいのかを一緒に考えたり、実際

に描いてみたりして構図を工夫することができるよ

うにする。 

Ｂ①－１ 子どもたちの作品を提示しておくなどの美

術室や校舎内などの環境づくりを行う。 
Ｂ①－２ 自分の表現の中のよさを教師と一緒に見付

けることができるようにする。 
Ｂ②－１ 導入時の参考作品の鑑賞を通して、その表現

方法や材料の性質や特徴を理解できるように

し、自分の表現に生かすことができるようにす

る。 
Ｂ②－２ 鑑賞カードを使い、自他の作品を見て、感じ

たことや思ったことを書くなどの活動を通し

て、自分の見方、考え方を明確にすることがで

きるようにし、また、友達の作品に対する思い

や考えを理解したり共感したりすることがで

きるようにする。 

検

証

方

法 

・活動の様子（発話記録、行動観察） 
・学習（制作）カード 
・作品（制作過程～完成） 
・子どもとの会話 

・活動の様子（発話記録、行動観察） 
・鑑賞会での様子 
・鑑賞カード 
・作品カード（題名、作品紹介等） 

 
検

証

結

果 

・導入時の材料体験等により、柔軟に主題を発想するきっかけ

になった。 
・自分の主題にふさわしい場面やストーリーなど豊かに発想

し、下描きを描くことができた。 
・構図や色を工夫するなど、作品をよりよいものにしようとす

ることができた。 

・導入時に様々な参考作品を鑑賞することにより、それ

らの表現の効果や違いなどについて気付いたことを

生かして、自分の表現したいことを豊かに発想し構想

することができた。 

今

後

の

課

題 

・より多くの子どもが自分なりの主題を発想するきっかけとな

るような導入時の工夫と指導の方法 
・授業の間隔が大きく開いた場合において、子どもたちが造形

意欲を継続することができるような工夫 
・上記等の項目を踏まえ、他学年、他題材の実践とそれらに対

する検証 

・独立した題材として設定された鑑賞学習の実践とその

効果（有効性）に対する検証 
・授業内におけるより効果的な情報交換としての鑑賞学

習の在り方 

３ 検証授業  

（１）第 1 回検証授業 

①授業の概要 

○題材名「映像ポスター30 秒」 中学２年（10 時間） 

自分の思いや願いを他者に効果的に伝えるためのシナリオを考えて絵コンテにまとめ、それをもと

に名刺程度の大きさの画用紙に場面ごとの絵を描き、それら（絵カード）を提示の順番や時間を考え
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てビデオカメラで撮影し、30 秒間の映像ポスターという紙芝居のような形で制作する題材である。 

検証授業は平成 16 年６月 18 日金曜日に実施した。前時に過年度の生徒が制作した作品を鑑賞した

りプリントを使って映像にはどのような効果があるのかについての説明をしたりする導入の授業を行

った。本時はその後の２時間目の授業であった。教師は前時欠席した子どもや、どのように活動した

らよいのか悩んだり迷ったりしている子どもたちへの指導に重点を置いて授業を進めた。その間、絵

コンテを描いている子どもたちが次々と絵の表現の仕方や構図などについて相談に来たが、その子ど

もたちへの指導も随時行った。 

○題材の評価規準（①～⑤の記号は、「②授業の実際」を説明しやすくするために便宜的に使用） 

美術への関心・意欲・態度① 楽しく映像表現活動に取り組み、そのよさや美しさなどを味わおうとし、自分ら

しくよりよい表現をめざして工夫しようとする。 

発想や構想の能力② 映像表現のよさなどを生かし、自分の表現意図に応じて効果的な表現を構想する

ことができる。 

 

Ａ 

表

現 

創造的な技能③ 伝えたいことを、映像表現で効果的に表現することができる。 

美術への関心・意欲・態度④ 自分や友達の作品などを意欲的に鑑賞しようとする。 Ｂ 
鑑
賞 鑑賞の能力⑤ 自分の見方や感じ方で、作品のよさなどを感じ取ることができる。 

○指導計画  
・参考作品や資料を鑑賞し、表現のよさや楽しさ、美しさ、意図と工夫を理解する。（1 時間） 

・主題を決定し、簡単なシナリオを考える。（2 時間・第 1 回検証授業１／２） 

・絵コンテをもとに、色鉛筆やフェルトペンなどを使い、絵カードを制作する。（2 時間） 

・制作した絵カードを撮影順に並べながら、それぞれの提示時間やその効果を確認する。作品の BGM

にふさわしい音楽の CD を選ぶ。絵カードを計画した提示時間に沿うようデジタルビデオカメラで撮

影する。（４時間・第 2 回検証授業１／４） 

・作品鑑賞会をする。（1 時間）  
②授業の実際（２時間目の授業より）  

着目生徒Ａさん（自分の思いをどのように表現すればよいのかがなかなか思い浮かばない） 

子どもの実現状況 評教師の評価、構指導構想、指指導 

１ 前時、「いじめを無くそう」という主題は決ま

ったが、絵コンテは描いていなかった。制作カー

ドには、「イメージが浮かばない。」と書いてあっ

た。 

〔制作カードから〕 

評 前時終了後Ａさんの制作カードを読み、Ａさんが【②自分の表現意

図に応じて効果的な表現を構想すること】ができていないととらえ

た。 

構 そして、Ａさんが一人で発想を広げていくことは難しいのだろうと

考え、授業の最初にＡさんと主題を決めた理由について話し合う中で

Ａさんが「いじめを無くそう」という主題を他者に伝えるための表現

を構想することができるきっかけをつかむことができれば、と考え

た。 

２ 授業開始後すぐに、教師の所へ「わかりませ

ん。」と困った様子で言いに来た。 

〔子どもの様子、会話から〕 

評 Ａさんが主題を基にどのように表現を構想すればよいのかがわか

らないのだろう【②】が実現できていないと察し、 

指「何がわからないの？」とは聞かず、そのかわりに「困っているんだ

ね。」と確認するために話しかけた。 

３「思い浮かばなくて。」と答えた。教師が「じゃ

あ、一緒に考えよう。」と話をしようとしても、

教師の机の上に置いてある作り物の野菜をいじ

ってみたり教室の中をあちこち見てみたりする

などして、集中して聞くことができない様子だっ

た。 

〔子どもの様子から〕 

評 Ａさんの答から、どのような場面を絵コンテに描けばよいのかが思

い浮かばないのだ【②】が実現できていないと判断した。 

構 話をしているだけだと友達の様子が気になってしまうようなので、

具体物を見ながら説明した方が集中しやすいと考え、友達の絵コンテ

をもとに説明することにした。 

指 友達がどういう主題でどのような場面を考えたのかを一緒に見て

みた。そして、いじめに対するＡさんの思いを聞いていく中でいくつ

かのいじめの様子について話し始めたので、「いじめの種類を描いて

ごらんよ。」と、思いついたいじめの種類を描いてみるよう提案した。

その際、Ａさんが抵抗なく取り組むことができるよう、「絵で描けな

かったら字でいいから。」と、複数の例を示して、選択することがで

きるようにした。 



 - 85 -

４ １コマ目、校庭のはじで３人が１人を脅かして

いる場面を思い付き、集中して描き上げ、教師に

見せに行った。〔活動の様子から〕 

評 Ａさんが【②自分の表現意図に応じて表現を構想】し、【③伝えた

いことを表現すること】ができつつあることを確認し、 

指「よーし、描けるじゃない。うまいね。」と言葉かけをした。 

５ ２コマ目、靴隠しをしている場面を思い付いて

下駄箱で誰かが靴を片方持っている絵を描き、３

コマ目（下駄箱の前で靴を隠された子が立ってい

る絵）、４コマ目（ゴミ箱で靴を発見している絵）、

５コマ目（靴を隠された子が泣いている絵）と、

靴隠しについて連続して描いていた。（いろいろ

ないじめの場面を描くという、活動の方向が教師

の提案した内容とずれが生じていた。） 

〔活動の様子から〕 

評 かなり表現することができるようになり、【①自分らしくよりよい

表現をめざして工夫しようとする】ことができつつあるととらえた。

構 いじめの場面をいくつか描いてみるよう提案したつもりだったが、

Ａさんの考えが大事だと思い、 

指「このまま描いてみよう。」と、活動を続けるよう励ました。 

構 次時に、様子を見て録画時間が 30 秒という制限があるので、一つ

のいじめの状況についてのコマ数をなるべく減らす工夫を提案して

みようとも考えたが、 

評 集中して絵コンテを描くＡさんの様子から【③伝えたいことを表現

すること】ができつつあるととらえ、 

構 活動を見守ろうと考え直した。 

６ 絵コンテを描き終え、制作カードに「前の時間

は全然できなかったけど今度はいっぱい描けて

よかったです。」と書き、授業終了の挨拶後、す

ぐに教師に絵コンテを見せに行った。 

〔子どもの様子、絵コンテ、制作カードから〕 

評 活動する様子や、嬉しそうに絵コンテを見せに来た様子などから

【①楽しく表現活動に取り組む】ことが 

できていたととらえた。また、本時でのがんばりを認めてほしいので

あろうと思い、 

指「いいよ。随分今日は進んだね。」と、Ａさんが一生懸命活動に取り

組んでいたことを認める言葉かけをした。 

着目生徒Ｂさん（表現などに対して自分の思いをもつことはできるが、自分の表現に自信がない） 

子どもの実現状況 評教師の評価、構指導構想、指指導 

１ 前時、「空き缶のポイ捨てをやめよう」という

主題に決め、絵コンテも２コマ目までは描いた。

しかし、授業開始後すぐに主題を「自然を大切に」

に変更し、絵コンテを描き始めた。少し描いては

考えたり、消して描き直してみたりと試行錯誤を

繰り返しながら、森の絵とその森の中にタバコや

空き缶などが投げ捨てられる絵などを７コマ目

まで描いた。〔制作カード、絵コンテから〕 

評 前時終了後Ｂさんの制作カードを読み、主題が決まっていて、絵コ

ンテも２コマ目まで描いてあるのを見て、【②自分の表現意図に応じ

て効果的な表現を構想すること】ができつつあるととらえた。 

構 本時は絵コンテの続きを描くのだろうと思い、時々様子を見に行こ

うと考えた。 

 

２ 絵コンテを完成させ、「描けた。」と友達に見せ

に行き、その後友達と一緒に教師に見せに行っ

た。 

〔子どもの様子から〕 

評 Ｂさんが主題を変更したことを、【④自分の作品を鑑賞】したこと

により、今まで描いていた自分の作品を見直し、【①自分らしくより

よい表現をめざして工夫しようとしている】ととらえ、 

指「いいですね。描いていって。」と絵コンテをほめ、絵カードを描く

活動に進むよう言葉かけをした。 

３ 絵コンテをもとに、絵カードを描き始めた。 

1 枚目を描き終え、２枚目を描き始めた。２枚と

も同じ構図にしたいらしく、1 枚目と２枚目を縦

や横に並べて集中して描いていた。 

〔活動の様子から〕 

評  集中して描く様子を見て、【③伝えたいことを表現すること】が

できつつある姿ととらえた。また、１枚目と２枚目を見比べながら

描き進める様子から、【④自分の作品を鑑賞】しながら、【①自分ら

しくよりよい表現をめざして工夫しようとする】ことができつつあ

るととらえ、 

構 言葉かけを控え、活動を見守ることにした。 

４ 制作カードに「けっこう進んだ。」と書いた。

２枚の絵カードを大事そうにケースの中にしま

った。 

〔活動の様子、制作カードから〕 

評 活動の様子や、授業後に見た制作カードや絵コンテなどから、【①】

を実現していたととらえ、 

指 後日廊下ですれ違ったときに映像ポスター制作に一生懸命取り組

んでいることをほめ、その調子で次時もがんばるよう励ました。 

③考察 

制作カードの記述（□1 ）から、教師はＡさんに具体的な表現につなげるための支援が必要であると

考え、授業開始後すぐにＡさんと主題について話し合ったことは、Ａさんが発想を広げるきっかけと

なった。そして、絵コンテを集中して描き進める様子（□4 □5 ）や、制作カードの記述（□5 ）から満足

感を感じることができたと思われることより、自分の思いを表現できたことが活動への意欲につなが

ったのではないかと考える。自分の主題をもとに発想を広げる手立てとしては、同じ主題ごとにグル

ープをつくり、いじめの問題であれば、その問題を解決するための方法などを話し合う機会を設定す

ることも考えられるが、今回の場合は、教師はＡさんのいじめを無くしたいという気持ちをできるだ

け表現に生かしたいと考えて個別指導をすることにした（□3 ）。その後のＡさんの活動の様子を見ると、
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その評価と指導は適切であったと考える。また、教師はＡさんに、いじめの種類をいくつか描いてみ

るよう提案したが（□3 ）、Ａさんはいじめの種類の２つ目の靴隠しを思い付き、その続きを描いていた

（□5 ）。Ａさんは靴隠しの様子を詳しく描くことでいじめはよくない、無くしたいという気持ちを表現

したいのだととらえた教師は、自分の提案通りに子どもを活動させようとせずに、Ａさんの考えを認

め、励ますといった柔軟な対応を行った（□5 ）。活動の中で教師と子どもの間に発想や表現に対する方

向性に対するずれが生じることがあるが、子どもが自分の考えのよさや自分らしくよりよい表現をめ

ざしているときには、それを認め、共感的な支援をしていくことは大切であり、留意すべき点である

と考える。 

Ｂさんは、周りの友達は始めに決めた主題をもとに絵コンテを描き進めているのに、自分は何度か

主題を変更したことが気になっていたようで、本時では、絵コンテを描いているときは不安げな表情

で周りの友達の様子を見ながら活動していた（□1 ）。しかし、教師がＢさんの主題変更について、試行

錯誤しつつよりよいものにしようと活動しているととらえ、そのことについてはＢさんに何も言わず

完成した絵コンテを見て認めたことにより、Ｂさんは安心し（□2 ）、絵カードを描く活動（□3 ）は集中

して取り組むことができたと考える。 

（２）第２回検証授業 

①授業の概要 

題材名、題材の評価規準、指導計画は第 1 回検証授業と同様。 

第 2 回検証授業は平成 16 年 10 月 1 日金曜日に実施した。６月 18 日の第１回検証授業以降、７月９

日金曜日に３時間目、９月 17 日金曜日に４時間目、９月 24 日金曜日に５時間目が行われ、６時間目

の授業であった。 絵コンテができていない子どもからもう少しで絵カードが完成しそうな子どもま

で多少の進度差があるが、ほとんどの子どもが自分の本時の活動すべき内容がわかっていて、安心し

て活動に取り組んでいる様子が見られた。教師は都合で今までの授業をほとんど欠席していて絵コン

テが全然できていない子どもへの指導を重点的に行った。その間に随時絵カードを描いている子ども

への指導を行った。描いた絵カードをデジタルビデオカメラでモニターに写し、その映像を見てさら

に手直しをしたいという数名の子どもたちには簡単な機器の操作を指導し、絵カードが一応完成した

子どもたちには絵カードの撮影の仕方の指導を行った。 

②授業の実際（６時間目の授業より）  

着目生徒Ａさん（自分の思いをどのように表現すればよいのかがなかなか思い浮かばない） 

子どもの実現状況  評教師の評価、構指導構想、指指導 

１ 前時に描いたあとは色を塗るだけの絵カード

を全部家に置いてきてしまい、１枚目の絵カード

から描き直そうとしていた。 

〔活動の様子から〕 

構 全部を描き直している時間的な余裕はないし、Ａさんがよりよい表

現をめざして工夫するようにした方がよいと考え、 

指 自分が描き直したいと思う絵カードだけを描いてみるよう助言し

た。 

２ 活動に集中できず、友達の所に行っては自分の

席に戻って描くということを繰り返していた。 

１コマ目（校庭のはじで３人が１人を脅かして

いる場面）を描き直すが気に入らなかったよう

で、様子を見に来た教師に、「これちっとあぶな

いんすよ。」と話しかけてきた。 

〔活動の様子から〕 

評 「何が気に入らないの？」と聞いてみると、「なんかね、しょぼい。」

と、Ａさん自身うまく言い表せないようだった。教師はＡさんが【④

自分の作品を鑑賞】し、自分の作品を見つめ直し、【③伝えたいこと

を表現すること】ができていないことに気付いているととらえた。 

指 そして、「しょぼいのは、多分この場所がわからないからだと思う

んだ。」「この場面はどこの場所だと思う？」「何を描き加えたらその

場所らしく見えるか考えて。」などと会話を進める中で、【③】を実現

することができるよう、構図を工夫してみるよう提案した。実際にＡ

さんの絵カードに薄く地平線や防球ネット（Ａさんが画面に必要だと

考えたもの）を描いてその効果を確認できるようにした後で、自分な

りに校庭の端らしく見えるよう工夫するよう促した。 
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３ 教師が薄く描いた線を消し、１コマ目に地平線

を描いた。それを消して、もう少し上に描き直し

て、場所が前よりも端の方にあるように表現して

いた。 

  次に、防球ネットを画面右下に斜めにして描き

加え、「先生、ネットこんなふうでいいですか？」

と教師に見せに行った。 

〔活動の様子から〕 

評 Ａさんの絵カードを描く様子から、【④自分の作品を鑑賞】しなが

ら、【③伝えたいことを効果的に表現しようとしている】ととらえた。

構 Ａさん自身に自分の作品のよさなどを感じ取ってほしいと考え、 

指 描き加えたことに対するＡさん自身の印象を「君はどう思う？」と

聞き、Ａさんが「もうちょっと大きいですか？」と答えたので、 

評 Ａさんが【⑤自分の見方や感じ方で、作品のよさなどを感じ取る】

とともに【③伝えたいことを効果的に表現しようとしている】ととら

え、 

指 「そうだね、もうちょっと大きいほうがいいかもしれない。でもよ

くできている。」と、その見方や感じ方に共感したり、Ａさんの工夫

を認めてほめたりした。 

４ 防球ネットを大きく描き直し、友達に見せに行

った。さらに木を描き加え、再度友達に見せに行

った。２コマ目を描いてからその絵カードをしば

らく見て、奥にある複数の下駄箱やすのこの絵を

描き加えた。 

制作カードに「今日は集中してできた。」と書

き、絵カードを教師に見せに行った。 

〔活動の様子、絵カード、制作カードから〕 

評 絵カードを見て、１枚目の絵カードでの経験を生かし、２枚目も構

図に奥行きを感じさせるような工夫をしていることから【③】を実現

しようとしているととらえ、 

指「前より絵うまくなったじゃない。この下駄箱、立体的に並んでいる

ね。いいね。」と、Ａさんの工夫を認め、ほめた。（家に置いてきた絵

カードは、土日の休み明けの月曜日に持ってきておくよう言葉かけを

した。） 

着目生徒Ｂさん（表現などに対して自分の思いをもつことはできるが、自分の表現に自信がない） 

子どもの実現状況 評教師の評価、構指導構想、指指導  

１ 教師が「あと２枚の人はいませんか。」と確認

した時は挙手しなかった。絵カードはほとんど完

成していたが、「あともうちょっと。」と、まだ撮

影する気にはならない様子だった。 

〔制作カード、子どもの様子から〕 

構 前時終了後Ｂさんの制作カードを読み、あと２枚で完成することを

知り、本時で一度撮影させてみようと考えた。 

評 撮影をする気にならないのは、撮影した作品の効果を予想できない

ために【④自分の作品を鑑賞しようとする】ことに躊躇しているので

あろうととらえたが、 

構 撮影した作品を鑑賞することで、Ｂさんが【自分の見方や感じ方で、

作品のよさなどを感じ取ることができる】であろうと考え、  

指 Ｂさんが気持ちの準備ができるよう、授業の最初に、「じゃあ、今

日は撮ろうか？」と言葉かけをしておいた。 

２「できた。」と、絵カードを一応完成させたが、

その後も絵カードを見直し、色をさらに塗って濃

くしたりしていた。 

様子を見に来た教師に、「先生、あと題名だけ

です。」と話しかけ、題名カードを書き始めた。

〔活動の様子から〕 

評 Ｂさんが作品を見直し、彩色に関して改善すべき所に気付き【④⑤

を実現しようとしている】、絵カードをよりよいものにしようとして

いる【②③を実現しようとしている】ととらえ、 

指 活動を見守った。落ち着いて題名カードを書くことができるよう

に、Ｂさんの話しかけには「よし。」とのみ答え、撮影のことについ

てはふれなかった。 

３ 題名カードを完成させ、撮影ができるようにな

り、様子を見に来た教師に「先生、終わりました。」

と言ったが、教師が「本当？じゃあ撮ろうか？」

と聞くと「えっ、ちょっと待って。」と、まだ撮

影に対して不安な様子だった。 

〔子どもの活動の様子から〕 

評 一人で撮影することに対する不安から、【①楽しく映像表現活動に

取り組む】ことができないのであろうととらえ、 

指「じゃあ、○○さんと一緒にやろう。」と、安心して撮影に取り組む

ことができるようにと、仲良しの友達と一緒に撮影するよう提案し

た。 

４ 各絵カードの提示時間の長短は考えていたが、

何秒ずつ提示するかまでは考えていなかった。 

〔子どもとの会話から〕 

評 30 秒の時間内に絵カードを配分する点を考えていないことから

【②】が実現できていないととらえ、  

指「何秒ずつ撮る？繰り返すのもあるの？」と、Ｂさんの提示時間に対

する思いを聞きながら、一緒に何秒ずつ提示するか考え、撮影の仕方

を説明した。 

５ 友達と一緒に教師に教わった通りに撮影して

いった。自分の撮影が終わると、友達の撮影を手

伝っていた。 

  制作カードに、「さつえい終了♪オツカレ様で

した。♪♪たのしくできた！」と書いた。 

〔活動の様子、制作カードから〕 

評 撮影をしている様子などから【①】を実現しようとしているととら

えた。 

指 授業終了後、撮影が終わったことを一緒に喜び、Ｂさんと一緒に撮

影したものを見て印象を聞いてみたが、 

評 自分と友達の作品を比較し、お互いのよさを見付け合ったり、改善

すべき所を見付けたりしていたことから、【①④⑤】を実現しようと

しているととらえた。 

③考察 

 自分の描いた絵カードに満足できないＡさんに対し、会話を通してＡさんの考えを聞きながら場所

がよくわかるようなものを教師が描き加えるよう指導したことにより（□2 ）、１枚目の絵カードは遠近
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感が感じられるものとなった（□3 ）。そのことがきっかけとなり、２枚目の絵カードも奥の複数の下駄

箱やすのこの絵を描き加えるなど、作品をよりよいものにしようとする姿が見られたことから（□4 ）、

制作途中の作品を見直し、どのような工夫をすればよいか考える機会を設けた教師の指導が効果的で

あったと考えられる 

Ｂさんに自分の作品に対して自信をつけてほしいと思っていた教師は、本時でＢさんの絵カードを

撮影し、モニターテレビで作品を鑑賞することで、そのよさなどに気付くようにしたいと考えていた

（□1 ）。クラスで一番に撮影するということに不安を感じていたＢさんの気持ちを考え、友達と一緒に

撮影するよう教師が提案したことで（□3 ）、Ｂさんは安心して一度目の撮影を終えることができた（□5 ）。

Ｂさんは撮影した自分の作品を見て満足し、その後まだ色が薄いことに気付き、色を濃くするなど絵

がよりはっきりと見えるように工夫をすることができた。そのことから、教師がＢさんにモニターテ

レビを通して自分の作品を鑑賞するよう提案したことは、Ｂさんが自分の作品のよさや改善点などに

気付き、さらによりよい表現をめざして工夫しようとする姿勢につながったと考えられる。 

（３）第３回検証授業 

①授業の概要 

○題材名「すてきな ぼうし」 小学２年（６時間） 

自分がかぶってみたいぼうしを、紙や不要になった生活用品など身近にある材料を使い、つくるこ

とを楽しむ題材である。 

検証授業は平成 16 年 11 月 16 日火曜日に実施した。前時に上質紙を使って自分がかぶってみたい帽

子を試しにつくり、多くの子どもがアイデアスケッチも描いていたので、ほとんどの子どもは色画用

紙を使って形をつくり始めた。教師は、どのような帽子をつくるのかがまだ決まっていない子どもと

話し合い、また、色画用紙で形をつくっている子どもたちに助言をしたり手伝ったりするなどの指導

を行った。 

○題材の評価規準（①～⑤の記号は、「②授業の実際」を説明しやすくするために便宜的に使用） 

造形への関心・意欲・態度① 紙などの材料を生かし、進んで身近な材料を集め、ぼうしをつくることを楽しもうとする。

発想や構想の能力② かぶってみたいぼうしを想像し、その形や色などを構想することができる。 

Ａ 

表

現 創造的な技能③ つくりたいと思うものに合わせて、材料の形や色などを工夫してつくることができる。

造形への関心・意欲・態度④ 自分たちのぼうしの形や色、表し方の面白さなどを見ることに関心をもとうとする。Ｂ 
鑑
賞 鑑賞の能力⑤ ぼうしをかぶって楽しみ、お互いの作品を見せ合う中で、よさを見付けることができる。

○指導計画  
・上質紙を使い、いろいろなぼうしの形を試し、つくりたいぼうしをイメージする。（１時間） 
・イメージしたぼうしを、色画用紙などを使って工夫してつくる。（４時間・第３回検証授業１／４） 
・ぼうしをかぶって楽しんだり、自分や友達のぼうしのよさを見付けたりする。（１時間） 
②授業の実際（２時間目の授業より）  

着目児童Ｃさん（時間をかけて試行錯誤する中で思いを明確にしていく） 

子どもの実現状況  評教師の評価、構指導構想、指指導 

１ 前時、２枚の紙をつなげて半円形の形にまげ、

横長の形にしてかぶったりしていた。 

  まだ自分の思いが固まっていなかったようで、

アイデアカードにアイデアスケッチは描いてい

なかった。 

〔活動の様子・アイデアカードから〕 

評 前時終了後に、横長の帽子を見て、【②かぶってみたいぼうしの形

を構想している】ととらえ、 

指「そういう形にしたのはクラスでＣさんだけだよ。」と、発想のよさ

に共感する声かけをした。 

構 アイデアスケッチは描いていなかったので、本時でも引き続きいろ

いろと試してみたいだろうと考え、 

指 練習用の薄紙を用意しておいた。 

２ 授業開始後、黄色の色画用紙を半円形にして頭

にかぶっていた。その後、練習用の薄紙を取りに

評 黄色の画用紙を半円形にして頭にかぶっている様子から、【②ぼう

しの形を構想している】ととらえ、 



 - 89 -

行った。 

〔子どもの様子、子どもとの会話から〕 

指 「Ｃさん、イメージわいてきた？どんな形にするつもり？」と声を

かけた。 

評 すると、「こういう形。」と、半円形にした薄紙を横にしてかぶった

ので、【②ぼうしの形を構想することができている】と判断し、 

指「昨日の形でいくのね。」と、確認をした。 

３ 薄紙を２枚横にして接着テープでつなげた。か

ぶってみて長すぎたのか、はがして今度は縦にし

てつなげた。後ろの部分を接着テープで留めたが

かぶるとずれてしまうので、あごひもを付けた。

それでもずれてしまうので、かぶる向きを変え

た。あごひもをはずし、後ろの部分を２箇所やぶ

り、剣道の防具のような形にしてかぶり、あごの

部分を接着テープでとめて、「できたー。」と教師

に見せに行った。〔活動の様子から〕 

評 Ｃさんが試行錯誤する様子から、【③自分がつくりたいと思うもの

に合わせて、材料の形を工夫してつくろうとしている】ととらえ、 

指「お、かっこいいね。鏡で見てきてごらん。」と、Ｃさんが一生懸命

つくっていることを認める言葉かけをした。 

４ 廊下の流しに行き、鏡で帽子をかぶった姿を見

てみた。「脱げないから意味がない。」と、接着テ

ープであごの別の部分をとめた。 

〔活動の様子から〕 

評 Ｃさんの活動の様子から、【③】を実現しようとしているととらえ、

指「どことどこをとめればいいかわかった？剣道のあれみたい、かっこ

いい。」とＣさんのつくっているものを見て言葉かけをし、形が決ま

ったことを見て、「Ｃさん何色でやるの？」と、次の活動に移るよう

促した。 

５ 黄色の色画用紙を２枚横にして接着剤をてい

ねいにつけてつなげた。鏡で見てから教師の所へ

行き、「失敗しちゃった。とっていい？」と聞い

た。そして「場所こっちだった。」と、はがして

２枚縦にして再度接着剤をていねいに付けてつ

なげた。 

〔活動の様子から〕 

評 ぼうしの形を鏡で見ながら活動するＣさんの様子から、【④自分の

ぼうしの形を見ること】ができ、見ることを繰り返しながら、【③】

を実現しようとしているととらえ、 

指「いいよ、それは。」とＣさんが安心して活動を進めることができる

よう言葉かけをした。 

６ 廊下に出て、帽子をかぶって鏡で見てみた。少

しはがれてしまい、接着剤をつけ直して貼った。

再度廊下に出て、帽子をかぶって鏡で見てみた。

〔活動の様子から〕 

評 きっかけさえつかめば作品づくりを楽しむことができることが分

かっていたので、Ｃさんが試行錯誤する様子から、【①ぼうしをつく

ることを楽しもうとしている】ととらえ、 

指 活動を見守った。 

７「（活動時間を）もっと長くしてよー。」と言いな

がら教師に帽子を見せに行った。 

  学習カードの「今日のできは」の所には、「×

でもいいの？」と聞いてから◎をかいた。「気に

入っている所と困っている所」には、「ぼんどを

はれない。」と書き、消して「ぼんどをなかなか

うまくはれない。」と書き直した。また、◎を消

して△をかいた。 

〔子どもとの会話、学習カードから〕 

評 「もっと長くしてよー。」というＣさんの言葉と、帽子を見せに来

た表情から、【①】を実現しているととらえた。 

学習カードの「ぼんどをなかなかうまくはれない。」という文を読

み、さらに◎から△にした理由を授業後に聞いてみると、「いろいろ

試したのは楽しかったけど、形がうまくつくれなかったから。」と答

えたので【③】を実現しようと努力しているととらえ、 

構 上質紙と違って色画用紙は思うようにいかなかったのだろ

うと思い、次の時間は成形に対する支援を行おうと考えた。 

着目児童Ｄさん（普段から自分で物事を判断することが難しく、表現などに対しても不安が先になり、

思いをふくらませたりまとめたりすることがなかなかできない） 

子どもの実現状況 評教師の評価、構指導構想、指指導  

１ 前時、３回円錐の形の帽子をつくるが、思い通

りの形にならないのか、次々と捨てていた。「次

だめだったらやめる。」と言って最後につくった

帽子は机の中にしまった。 

アイデアカードには円錐の形に鳥の絵を描い

た帽子を描いた。お話は書いていなかった。 

〔活動の様子、アイデアカードから〕 

評 Ｄさんはすることが決まっていないと不安になってしまうので、ア

イデアスケッチを描くことができていたのを見て、【②かぶってみた

いぼうしを想像し、その形や色を構想することができている】ととら

え、 

構 次時は安心して活動に取り組むことができるに支援していこうと

考えた。 

２「ね、つけて。つけらんない。おさえてるとびよ

ーんってなっちゃうの。」と、自分一人では頭の

大きさに合う円錐の形のまま、うまく接着材で接

着することができなかった。 

〔活動の様子から〕 

評 最初の形が思った通りのものでないと以後の活動に対して安心し

て取り組むことができず、【①ぼうしをつくることを楽しもうとする】

こともできないであろうと考え、 

指「特別ね。」と言って接着に対する支援を行った。 

 

３「ここ穴開いてるよ。ちっちゃい穴開いてる。ね

ー、ここ開いてるよ。」と、円錐の先端に小さな

穴が開いているのがとても気になっていた。 

評 【④自分のぼうしの形を見ること】ができ、【③つくりたいと思う

ものに合わせて、形を工夫してつくろうとしている】ととらえたが、

構 支援が必要であると考え、  
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〔子どもの様子、子どもとの会話から〕 指 先端を洗濯ばさみで留め、穴をより小さくし、安心して帽子づくり

に取り組むことができるようにした。 

４「描いていいの？どうやって描くの？」と、鳥の

絵をどのようにして帽子に表現すればよいのか

迷っていた。     

〔子どものとの会話から〕 

評 【③】の実現ができないで困っているととらえ、 

指 直接帽子に描くのではなく、「他の紙で、違う色で模様を描いて貼

ってもいいしね。」と、別の紙に描いてから貼ってみるよう提案した。

５「これ上手に切れない。」と、色画用紙をどのよ

うな大きさに切ってよいのかわからなかった。

〔子どもとの会話から〕 

評 【③】の実現ができなくて困っているととらえ、 

指「鉛筆で描いてからちょきちょき切れば。」と、まず、色画用紙に鳥

の絵を描いてから切ってみるよう助言した。 

６ ３羽描いた鳥の絵がそれぞれ大きさや形が違

っていることに対して、「違うがらでもいいの？」

と心配していた。 

〔子どもとの会話から〕 

評 【④自分のぼうしの表し方などを見ること】ができている上での心

配ととらえ、 

指 Ｄさんが心配しないですむように、「うん、構わないよ。」と、鳥の

絵が違っていてもよいことを伝えた。 

７ 安心して、はさみで鳥の絵を切り、帽子に貼り

始めた。 

〔活動の様子から〕 

評 Ｄさんがとてもていねいに鳥の絵をはさみで切り取る様子を【③材

料の形を工夫してつくることができている】ととらえ、 

指 その様子を見守った。 

８ 学習カードの「今日のできは」には最初○を書

き、その後△に書き直した。「気に入っている所

と困っている所」には、最初「わごむがいりそう。」

と書き、その後「わごむがいる。」と書き直した。

〔学習カードから〕 

評 学習カードの「わごむがいる。」という文を読んで、輪ゴムを使っ

て帽子の飾り付けの工夫をしたいのだろう（【③】を実現しようとし

ている）ととらえ、 

構 いろいろな色の輪ゴムを用意しておこうと考えた。 

評 ○から△にした理由を授業後に聞いてみると、「鳥の絵がうまくか

けなくて納得いかなかったから。」ということだったが、それをどの

ようにとらえればよいか悩んだ。 

③考察 

 ほとんどの子どもたちは色画用紙を使って帽子づくりを始めていたが、教師が「薄い紙で練習した

い人はここに置いておくよ。」とさりげなくみんなに話しておいたことで（□1 ）、Ｃさんは気兼ねなく

自分のつくりたい帽子の形を上質紙で試してよいことがわかって安心し、何度も試しに帽子をつくり、

それをかぶった姿を鏡で見て修正するなど、積極的に活動することができたので効果的であった（□3

□4 ）。形が決まり、色画用紙でつくる段階に入ると、上質紙よりも色画用紙は厚く硬いので、成形が思

うようにいかなかった（□5 □6 ）。学習カードの記述（□7 ）を基に教師は授業後そのことをＣさんから確

かめ、次時にＣさんが思い通りの形にすることができるように支援した。また、教師はＣさんが時間

をかけて試行錯誤する様子を見守り、時々共感的な言葉かけなどをしていき、そのことで、Ｃさんは

安心して自分のペースで作品をよりよいものに工夫していくことができたと考えられる。 

Ｄさんは色画用紙を円錐の形にしたいがうまくできない（□2 ）、円錐の帽子の先端の小さな穴をふさ

ぎたい（□3 ）、鳥の絵をどのようにして帽子に表現すればよいか迷っている（□4 ）、描いた鳥の絵の大

きさや形が違ってしまったなど（□6 ）、何度も教師に相談してきた。教師がその都度支援を行ったこと

は、その後Ｄさんが安心して活動することにつながった。学習カードの記述や授業後の会話から、Ｄ

さんが自分の描いた鳥の絵に納得していないことがわかったが（□8 ）、そのことに対してどのような指

導を行えばよいか考えられなかった。Ｄさんが自分の描いたものに納得できない理由は何なのかを明

らかにし、Ｄさんが自分の描いたものに納得することができるようにするためには、どのような指導

が効果的なのかを模索していく必要があると考える。 

（４）第４回検証授業 

①授業の概要 

○題材名「心に残る思い出」 中学１年（13 時間） 

自分がいろいろな体験を通して得た感動、発見などを一版多色版画の技法で生き生きと表現する題

材である。 
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検証授業は平成 16 年 12 月 10 日金曜日に実施した。導入で参考作品の鑑賞、一版多色版画の制作の

仕方の流れについての説明をした。その後、表したいことの主題を考え、イメージスケッチを描く活

動に入り、教師は子どもたちの考えた主題について共感的な言葉かけをしたり、イメージスケッチの

構図に対する指導などを行ったりした。 

○題材の評価規準（①～⑤の記号は、「②授業の実際」を説明しやすくするために便宜的に使用） 

美術への関心・意欲・態度① 表現の多様性や可能性について理解し、楽しんで生き生きと表現しようとする。

発想や構想の能力② 楽しさや美しさ、材料の特徴などから想像力を働かせて思いや意図にふさわしい

図柄を発想・構想することができる。 

 

Ａ 

表

現 創造的な技能③ 表現意図に応じた材料や用具の生かし方、技法などの基礎的技能を身に付けて、

自分らしく表現することができる。 

美術への関心・意欲・態度④ 自分や友達の作品を鑑賞することを楽しもうとする。 Ｂ 
鑑
賞 鑑賞の能力⑤ 作者の心情や意図と表現の工夫、よさや美しさなどを感じ取ることができる。 

○指導計画  
・参考作品を鑑賞し、表現したい主題を考える。（1 時間・第４回検証授業） 

・主題を決定し、下描きを描く。（2 時間） 

・下描きをトレーシングペーパーで写し、板に転写する。（１時間） 

・版を彫る。（４時間） 

・本刷りをする。（４時間） 

・鑑賞会をし、学習のまとめをする。（１時間）  

②授業の実際（１時間目の授業より） 

着目生徒Ｅさん（自分の表現に自信がなく、そのまま作品が仕上げられずに終わってしまうことがある）  

着目生徒Ｆさん（自分の表現に自信がなく、表現に自分の思いをあまり生かすことができない） 

子どもの実現状況 評教師の評価、構指導構想、指指導  

１ 前の題材（お気に入りの物語を紹介する絵を描

いた）の鑑賞会の時の感想にＥさん、Ｆさんは以

下のように書き、２人とも自分の表現に自信がな

い様子だった。 

《着目生徒Ｅさん》 

「本を絵にするのはたいへんだったけど、みんなは

自分よりもていねいですごくよかったと思いま

す。こんどはもっとていねいに完成できればよか

ったと思いました。」 

《着目生徒Ｆさん》 

「絵にもいろいろと工夫のしかたがあって、人それ

ぞれのこせいがでているな！とおもった。私の作

品も、もう少し工夫したらみんなが見てくれるよ

うになったのかもしれないな～。と思いました。」

〔鑑賞カードから〕 

 

 

 

評 教師はＥさんとＦさんの感想を読み、２人とも自分らしい表現をす

ることはできているが、友達の作品のよさだけに気が向いているとと

らえ、 

構 自分の作品のよさにも気付いてほしいと思い、 

指 一斉指導の際に、「鑑賞の感想を読んで、『友達はみんなうまくて友

達の絵はとてもいい。みんなうまい。自分の絵は一番へただ。』、そう

いう感想を書いた人がいました。友達の作品がよく見えるというのは

とてもいいことです。友達の作品のよい所を見つけることができるわ

けだから。そういうときは自分もよい表現ができる時だよ。だから自

分の作品がだめとか思わないで。自分は自分らしく、一生懸命自分の

作品を大切にしながら制作しているわけだから自信をもって。友達は

うまい、自分はそんなにうまくないけど、でも、自分の作品が一番大

事、自分の作品が一番いいと思えるような活動をしてほしいと思いま

す。」と話をして、励ますようにした。 

続いて、一版多色版画の特徴について説明した後、過年度の生徒が

制作した参考作品を紹介した。その中で感動した経験をもとに主題を

決めること、必ず自分を描くこと、色を重ねて刷ることができるとい

うこと、下描きをトレーシングペーパーを使って板に転写するので左

右が逆になる心配はないことなどについての説明を行った。 

２《着目生徒Ｅさん》 

  主題を「初めての水泳大会」に決め、泳ぎ始め

る前にいすに座り、初めての大会なので少し心配

して緊張している場面にしようと考えた。そし

て、簡単なスケッチ（アイデアスケッチの前段階）

を描き始めた。一度描いたものを消し、新しい構

図で人物以外の周りの様子を描いた。 

〔活動の様子、アイデアカードから〕 

評 スケッチを描く様子から【②想像力を働かせて思いや意図にふさわ

しい図柄を発想・構想しようとしている】ととらえたが、 

構 あせらずに、自分の思いや意図について深く考えてほしいと考え、

また、先が長い題材なので、最初からがんばりすぎると後が続かなく

なることを心配し、 

指「あまり丁寧に描かなくたっていいんだよ、ここは。まだまだアイデ

アのためのアイデアのそのまたアイデアのアイデアぐらいなんだか

ら。」と、言葉かけをした。 

３《着目生徒Ｆさん》 評 スケッチを描く様子から【②想像力を働かせて思いや意図にふさわ
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主題を「スターティングメンバーになって試合

に出たとき」に決め、簡単なスケッチを描き始め

た。人物をスケッチしたあと、消して、２つ目の

主題「ユニフォームをもらった時」を考え、家に

飾ってあるユニフォームの絵を描いた。 

〔活動の様子、アイデアカードから〕 

しい図柄を発想・構想しようしている】ととらえ、 

指 Ｆさんが、バスケットボール部での活動を通して感じている楽しさ

や嬉しさを表現するにはどのような場面にしたらよりよい作品にな

るのかと試行錯誤する様子を見守った。 

４《着目生徒Ｅさん》 

  学習カードに以下のことを書いた。 

『今日の学習活動を振り返ろう』→「スケッチをも

う少し早くかければよかった。」 

『今後の課題』→「スケッチ完成としたがきにい

く。」 

『次回までの準備』→「アイデアを考える。」 

『その他、疑問点など』→「とくになし」 

〔アイデアカード、学習カードから〕 

評 アイデアカードの簡単なスケッチなどから【③】を実現しようとし

ているととらえた。簡単なスケッチには自分を描いていなかったこと

から、人物を描くことに苦手意識をもっているので、人物を描く指導

をするよい機会であるととらえ、 

構 心配して緊張している様子をどのように描けばよいのか相談にの

り、人物を描くことに対して少しずつ自信をもつことができるように

したいと考えた。 

５《着目生徒Ｆさん》 

  学習カードに以下のことを書いた。 

『今日の学習活動を振り返ろう』→「心に残ったコ

トや印象に残っているコトをかきだして、少しだ

けデザインをかんがえた。」 

『今後の課題』→「みんなにわかりやすく、個性的

なデザインを考える。」 

『次回までの準備』→「デザインを決める。」 

『その他、疑問点など』→「ないですね…。」 

〔アイデアカード、学習カードから〕 

評 アイデアカードの簡単なスケッチなどから【③】を実現しようとし

ているととらえた。 

構 カードの記述を読み、次時はＦさんの思いを聞きながら、Ｆさんの

意図する「みんなにわかりやすく個性的な」構図にするにはどのよう

にすればよいのかを一緒に考えてみようと思った。 

③考察 

 導入時に、過年度の生徒たちが制作した作品の鑑賞を行ったことは、一版多色版画という表現方法

に初めて出合った子どもたちが多かったので、その特徴をつかみ、主題や構図を考える上で効果的で

あったと思われる（□1 ）。活動に対する意欲も高めることができ、ＥさんＦさんを含むほとんどの子ど

もたちが導入後すぐに主題を考えて簡単なスケッチを描き始める活動を集中して行うことができてい

た（□2 □3 ）。  

 自分の表現したものに自信がない子どもたちに、教師が活動の様子や作品からその子のよさを見付

け、そのことを伝えることは大切であると思う。授業中にできない場合は学習カードやアイデアカー

ドに一言でもよさを認める言葉などを書くようにしていくと、子どもたちは自分が認められていると

感じることができ、少しずつでも自信をもって表現活動に取り組むことができるようになると考える。 

例えば、本時でＥさんは「初めての水泳大会」を主題にしたが、それを表現するのに泳いでいる自分

を描くのではなく、泳ぎ始める前にいすに座っている自分を描くことによって、初めての水泳大会に

対する緊張感を表現しようとしている（□2 ）着眼点のよさを教師が認め、ほめるようにしていくと以

後の活動にも自信をもって取り組むことができるのではないだろうかと考える。 

 Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究を通して見えてきたこと 

 本研究会議では、子どもたちが楽しく表現や鑑賞の活動にかかわり、自分の思い通りに造形的な創

造活動を行うことができる資質や能力を育てたいという願いを今まで以上に実現するために、子ども

たちの造形意欲をより一層高めるための効果的な指導と評価を一体化した取組の在り方について明ら

かにしたいと考え、研究に取り組んできた。そして、研究のねらいを踏まえ、小学校での１題材、中

学校での２題材の授業実践を通して、教師が一人一人の子どもの実現状況を活動の様子や学習カード

などから可能な限り把握し、それをもとに教師が考え得る最適な支援などを継続して行うことで、子

どもたちは自分の思いを大切にした表現を実現することができるようになり、より一層造形意欲が高
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まり、さらによりよいものをめざした造形的な創造活動を行うことができるようになることが見えて

きた。その中で、教師が子どもの実現状況を的確に評価した上でその後の指導構想を練り、実際に指

導していくことの大切さを実感した。それは授業中に瞬時の適切な判断をしなければならない場合が

多く、改めて教師としての力量を高めていく必要性を感じた。 

以下に、研究を通して見えてきたこと（再認識したこと）をまとめておく。 

（１）指導と評価を一体化した取組を考える上で大切なこと 

・子どものよさなどの表れは、表現や鑑賞の活動の中で様々な姿として見られるので、教師は柔軟な、

また共感的な姿勢をもって受け止める。 

・子どもの活動の様子や表情を見ながらその子どもの思いに寄り添い、子どもの可能性を伸長し、そ

のよさをより一層発揮することができるように、表現方法や材料などを紹介、提案したり、相談に

応じたりしていく。 

・子どもの活動は行きつ戻りつするような多様な過程をたどることがあるので、活動に幅をもたせ、

柔軟に対応するようにする。中には制作途中で最初の段階に戻ってやり直す子どももいるが、造形

意欲を少しでも高められるよう必要に応じてその子どもの思いを聞くなどして気持ちを的確に受け

止め、励ますようにする。 

・教師が一人一人の子どもを尊重し、子どもたちが安心して思いのままに試み、自分のよさや可能性

を発揮することができるような雰囲気をつくる。 

・作品だけを見て評価するのではなく、授業を通して、教師の指導により子どもたちに必要な力（能

力）がどのように身に付いたかを評価したり、一人一人の子どものよさなどを見いだし、伝えたり

するようにしていく。 

（２）子どもたちが、自分の思いを表現することができるようになるための手立て 

・学習（制作）カードなどを使い、振り返りをする機会を設ける。本時の活動に対して自己評価をし

たり感想や悩み事を書いたりすることで、自分の現在の状況を自分自身でも把握することができる

ようにし、また、教師が子どもの内面も含めた理解ができるようにする。 
・導入時の材料体験を通して材料の性質や特徴を理解したり、様々な参考作品を展示したアイデアコ

ーナーなどを設け、自分の表現意図を明確にしたりすることができるようにする。 
・どのように表現したいのかを一緒に考えたり、実際に描いてみたりして構想をまとめることができ

るようにする。 

（３）子どもたちが、美術作品などのよさや美しさなどを感じ取り、味わい、理解することができる

ようになるための手立て 

・子どもたちの作品や美術作品の複製などを図工室・美術室や校舎内に展示し、美術作品や鑑賞活動

への興味・関心を高めるための環境づくりを行う。 
・自分の表現のよさに対して、教師や友達と一緒に考え、気付くことができるようにするための指導

の機会を設定する。 
・参考作品の鑑賞を通して、自分が感じたことを発表し合ったり、その表現方法に気付いたり、材料

の性質などの特徴を理解したりするなど、子どもの自主的な学習活動につながるようにする。 
・鑑賞カードを使い、自他の作品を見て、感じたことや思ったことを書き、その後子どもたちの発表

の時間を設け、感じ方や考え方の違いに気付いたり、自分の考え方に取り入れたりすることを通し

て、自分の見方、考え方を明確にすることができるようにし、また、友達の作品を理解したり共感
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したりすることができるようにする。 
２ 今後の課題 

自主的に相談に来たり、制作途中で作品を見せに来たりする子どもたちへの対応を続けながら、活

動が停滞してしまっている子どもたちに活動を活性化させるための適切な指導を行うことは難しいこ

とである。実際に、研究を進める中でも、教師が具体的な指導を考え出すことができないでいるうち

に、思いをふくらませることができずに活動を終えてしまい、自分の作品に納得することができない

子どもの姿も見られた。そのような子どもに対しても的確な評価と適切な指導を行うことができるよ

うに、研究を通して見えてきたことを踏まえてさらに多くの題材を通して追究していきたい。そして、

子どもたちが自ら課題を発見し、よりよい解決の方法を追求していくことができるような授業を実現

し、様々な生活や学びの場で生きて働く力を身に付けることができるよう努力していきたいと思う。 

  
 

 最後に、研究を進めるに当たり適切なご助言をいただきました先生方、研究にご支援、ご助言をく

ださいました校長先生を始め学校教職員の皆様に、心より感謝し厚く御礼申し上げます。 
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