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研究テーマ ［Ⅳ見方や感じ方を広げ，深めること］ 

児童の思いを尊重し，友達の思いや表現のよさを味わう鑑賞指導の工夫 

―小学校３年 「『ひみつのはこ』のなかみは・・・」の実践を通して― 

鉾田市立青柳小学校 教諭 谷中 由美子 

１ 研究テーマについて 

  新学習指導要領では，「よさや美しさを鑑賞する喜びを味わうようにするとともに，感じ取る力や

思考する力を一層豊かに育てるために，自分の思いを語り合ったり，自分の価値意識をもって批評し合

ったりするなど，鑑賞の指導を重視し，豊かな情操を養うこと。」を目標としており，鑑賞活動を通し

て話し合い，伝え合う活動の大切さが強調されている。これは児童の感覚や感じ方などを一層重視する

ことを示している。 

 本学級の児童は，図画工作科の学習が好きな児童が多く，意欲的に取り組んでいるが，作品づくりの

アイデアを周りの友人に合わせてしまう傾向もあり，出来上がった作品がどこかしら似たようなものに

なってしまう面も見られる。また鑑賞においても，人間関係が固定してしまっており，なかなか友人の

新しい面を発見しづらい傾向にある。 

 そのため，鑑賞において自分の作品に対する思いや願い，さらに感じ方を大切にすることや，友人の

話をじっくり聞き，作品づくりの過程を知ることで，完成品を見ただけでは分からなかった友人の思い

や願い，お互いの作品のよさなどに気付き，共感し，認めあうことができるようにしたいと考え，本研

究テーマを設定した。 

 

 ☆ねらいに迫るための手立て 

（１） 鑑賞に関する児童の実態を把握する。（アンケート，観察） 

実態調査   女子６名       平成 23年 1月 11日 

① 図画工作がすきですか。                    はい ６名  いいえ０名 

理由・楽しいから。    

  ・いろいろ作れるから。 

 ② あなたはともだちの作品を見ることがすきですか。      はい ６名  いいえ ０名 

   理由・さんこうになるから。  

     ・いいところがみつけられるから。 

      ③ あなたはともだちの作品のどこに気を付けてみますか。 

・ともだちのくふうした所。   

・自分と違うところ。 

      ④ あなたは，つくりたいもののアイデアがすぐうかびますか。  はい ３名  いいえ ３名 

理由・作っているうちに，アイデアがうかぶから 

・なかなか思い浮かばないから。 

 実態調査の結果からも分かるように，本学級の児童は図工の時間を毎時間楽しみにし，とても意欲的に取

り組んでいる。また，友人の作品を見ることも好きという児童が多く，見ることで自分の作品の参考になっ

たり，友人のよいところや工夫したところを見るのが楽しいという意見があった。また，自分の作品との相

違点を見付けて，逆に自分について見直すきっかけとなっている児童も見られる。しかし，アイデアがすぐ

にはうかばないという児童も多く，豊かな発想を引き出すためには何らかの手立てが必要であると感じた。 

 



（２） 事前にアートゲームの実施をし，鑑賞についての興味・関心を高める。 

       絵はがきを使ったアートゲームを行い，作品をすみずみまで見る活動や作品を見ることの楽しさを学習

した。また，数多くの著名な画家の絵はがきを見ることで，絵にはそれぞれの描き方や色づかい，題材の選

び方など作家の個性に気付くことができた。そして，好きな絵はがきを児童一人一人が選び，模写をするこ

とで作者の思いに寄り添うことができるような活動を行った。 

（３） 児童の思いが広がる教材の工夫を考える。 

   普段から，本学級の児童は休み時間に石や花，葉っぱ，木の実などを拾ってくるなど，材料集めや自分の

好きな世界を表すことが好きな児童が多い。毎時間の図画工作を楽しみしており，特に工作や立体作品をつ

くる時には目を輝かせて活動している。しかし，前述したように発想がまわりの友人に似てしまう児童も多

いので，ひとり一人の思いを大切にし，それぞれの発想を伸ばしていきたいと考え，自分で材料を集めて箱

の中身に自分の好きなものをつめこむ本題材なら，意欲をもって自分の発想を豊かに広げられると思い本題

材を設定した。 

また，教科書の題材名は「はこのなかみはひ・み・つ」だったが，相互鑑賞や話合い活動を中心とした活

動を目的としているので，「『ひみつのはこ』のなかみは・・・」という，自分の作品を紹介するような意

図を持たせた題材名にした。 

 （４） 効果的に話し合うための場の構成を考える。 

  尐人数学級であることを生かして座席を半円形にし，話し合いやすい場を設定した。そのため，みんなの

顔が近くなり安心して自分の作品を紹介することができたようだった。また導入で，事前に教師の参考作品

を見ながら，自由に話し合う機会を作り，次の作品発表や相互鑑賞の見通しをもたせられるようにした。 

（５） 言語活動の充実を図るワークシートを作成する。 

   本学級の児童は，すぐに発想し，つくりはじめていく児童もいれば，なかなか発想できずに遅れをとって

しまったり，結局友人の作品と似た発想になってしまったりする児童もいる。よって，ワークシートの中に

自分の好きなものを書かせることで，自然に自分の世界を発想できるようにワークシートを工夫した。また

，計画表にこれからどうしていきたいかを書かせ，見通しをもたせた。そのように自分の課題点を明らかに

していくことによって，自力で問題解決しやすくさせるとともに，相互鑑賞の時に友人がアドバイスしやす

いようにした。   

（６） 発想を豊かにするために様々な技法の紹介をする。 

さまざまな発想を広げるためや，児童の思いや願いを効果的に表すために，スパッタリングやドリッピン

グなどの技法や紙粘土での着色方法，包装紙などをはるコラージュのアイデアなど，なるべく多くの技法を

紹介した。そのため，いろいろな技法にチャレンジする児童の姿も見られ，おのおのが自分の作品に生かす

姿が見られた。 

（７） 意欲をもたせるために豊富な材料・用具を準備する。 

カッターナイフやはさみ，接着剤などの安全で正しい使い方の確認や，模様のついたテープや，包装紙や

ちらしなど意外なものも材料として使えることを紹介し，教室の隅に用意をしておいた。また，休み時間な

どを利用して石や砂利，小枝，葉っぱなども材料として集めさせて，作品からの発想を広げることができる

ようにした。 

 （８） 製作途中に相互鑑賞と話合い活動を取り入れる。 

製作途中で，お互いに相互鑑賞を行った。自分の作品を紹介することで，自分を客観的に見直すことがで

き，最初に自分がイメージしたテーマを再確認することができた。また，友人の感想や意見を聞くことで，

自分の作品に自信をもつことができたり，思いがけないアイデアを思いつくきっかけになったりすることが

できた。さらに，友人の作品を鑑賞することで，自分以外の作品のよい所を見付けたり，親身になって友人

の作品について考えたりすることで，自分の作品だけでなく，友人の作品にも思い入れをもって接すること



ができたようだった。 

 

２ 実践例 

（１） 題材名 「ひみつのはこ」のなかみは・・・ 

（２） 目標 

○ 箱の中に自分の考えた世界をつくることをたのしもうとする。      （図画工作への関心・意欲・態度） 

○ 箱を開けた時の変化を考え，自分らしい世界を想像することができる。          （発想や構想の能力）    

○ 表したいことに応じて材料や技法を選び，工夫して表すことができる。          （創造的な技能）  

○ 自分や友だちの作品を見て，そのよさやおもしろさを味わい，お互いの作品がよりよくなるように考えることが 

できる。                                        （鑑賞の能力）                        

（３） 題材について 

  本題材は，箱の中に自分の思いを表現するために，素材や表現方法を児童自身に考えさせ，自由に製作する題材

である。児童それぞれが持っている創造性や表現力のすべてを自由に表現し，思い思いの作品を作り上げることを

ねらいとしている。児童の豊かな発想と素材や表現へのこだわりを大事にし，活動させていきたい。また，製作途

中で相互鑑賞をとりいれ，友だちの作品をよく鑑賞し，アドバイスし合うことで，友達の作品を真剣に鑑賞できる

とともに，お互いに影響し合いながら作品を高めていきたい。 

  本学級の児童は，女子が６人だけという特別な状況にある。実態調査の結果からもわかるように，図画工作を毎

時間楽しみにし，意欲的に学習に取り組んでいるが，作品づくりのアイデアがなかなか浮かばず，友だちの作品と

似た発想になってしまう児童もいる。鑑賞においても，作品を見ることは好きだが鑑賞して終わりになってしまう

ことが多く，ワンパターン化してしまっている。そこで鑑賞と製作の連携をはかるために，製作途中に相互鑑賞活

動を取り入れ，次の活動に生かせるような授業の取り組みをはかっていきたい。 

 

（４） 指導計画（８時間扱い）及び評価規準 

時 学習内容・活動 各時間の評価規準 

 

１ 

○ 自分の表したい物語の世界を想像する。 

 

・  箱を開けた時の変化を考え，自分だけの世界を想像する。          

（発想や構想の能力）    

 

２ 
３ 

○ 想像した世界を表現する。 ・ 箱の中に，自分らしい世界をつくる活動を楽しもうとする。   

 （図画工作への関心・意欲・態度） 

・ 表したいことに応じて，材料や技法を選び，工夫して表す。           

（創造的な技能） 

４
（
本
時
） 

○ 製作途中の作品を相互鑑賞し，話し合う。 

○ 話し合ったことを生かしながら，想像した世

界を表現する。 

・ 自分や友だちの作品を見て，そのよさやおもしろさを味わい，自分

や友だちの作品がよりよくなるように考える。  （鑑賞の能力） 

・ 表したいことに応じて，材料や技法を選び，工夫して表す。           

（創造的な技能）              

 

５ 

６ 

７ 

 

○ 作品を完成する。 

 

・ 表したいことに応じて，材料や技法を選び，工夫して表す。           

（創造的な技能） 

８ ○ 完成した作品を鑑賞する。 ・ 自分や友だちの作品を見て，そのよさやおもしろさを味わう。                        

（鑑賞の能力） 

 



 

５ 本時の学習 

（１） 目標 

  ○ 自分や友だちの作品を見て，そのよさやおもしろさを味わい，お互いの作品がよりよくなるように考え合

うことができる。 

  ○ 表したいことに応じて材料や技法を選び，工夫して表す。                       

（２） 準備・資料 

  空き箱   紙粘土   カッターナイフ   カッターマット   針金   ペンチ   身辺 材         

ワークシート  アドバイスカード  ペン 

（３）展開 

 

学習活動・内容 時間 ・教師の指導・援助    （評）評価 

１ 本時の学習課題をつかむ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ワークシートをもとに作品を発表し，

相互鑑賞し合う。 

（１） 自分の作品の紹介をする。 

  ・あらわしたはこのなかみの説明 

  ・思いや願い 

  ・工夫したこと 

  ・これからどうしていきたいか？ 

（２） 友だちの発表を聞いて，アドバイ 

    スカードに書く。 

 ・よいと思ったところ 

 ・アドバイス 

 

３ 作品を作る。 

  ・思いや願いを大切にして 

  ・アドバイスをいかして 

 

 

 

４ 本時のまとめをし,次時の学習を知る。 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

５ 

 

・ 相互鑑賞しやすいように，座席を半円形にする。 

・ 教師の製作した見本を提示し，見本をもとに自由に話し合う

ことで，次の作品発表や相互鑑賞の見通しをもたせる。 

・ それぞれの表現の違いがあることのよさを感じとらせ，作品

をよりよくすることの大切さを話し，学習の雰囲気を高める。 

・ あくまでも，アドバイスなので必ずしもその通りにしなくて

もよいことや，気軽に迷っていることや困っていることを相談

してもよいことを話し，相互鑑賞が児童への負担にならないよ

うにする。 

 

・ 友だちがアドバイスしやすいように，作品のテーマやこれか

らどうしていきたいのかをきちんと発表できるように，前もっ

てワークシートに記入させておく。 

・ 聞く児童には，表現しようとする友だちの思いや願いを大切

にしながら，真剣に発表を聞けるように支援する。 

・ アドバイスカードには，悪いことは書かないこと，友だちの

ためになるように書くことを話し，自由にその場で話し合える

ようにする。 

（評） 自分や友だちの作品を見て，そのよさやおもしろさを味

わい，お互いの作品がよりよくなるように考えることがで

きたか。（観察・ワークシート） 

 

・ 友だちのアドバイスも参考にさせて，自分の表現に取り入れ

ながら，さらに工夫を加えられるように，机間指導をこまめに

し，一人一人に支援をする。 

（評） 表したいことに応じて材料や技法を選び，工夫して表す

ことができたか。（観察・作品） 

 

・ ワークシートに本時のまとめや感想を書かせて，次時の活動

につなげるようにする。 

 作品をしょうかいし，話し合って，

おたがいに作品をよりよいものにし

ていこう。 



６ 研究のまとめ 

  今回の実践研究を行ってみて，まず成果があがったのが次の２点であった。１点目は，発想ワークシー

トで好きなものを書いたり，つくりたいイメージを大まかにつかんだりすることで，つくりたいものが決

まらずに遅れをとる児童が尐なかったことである。また，次に何をすればよいか迷ったときにも，ワーク

シートを見直してアイデアをひらめかせている児童もいた。 

  ２点目は，相互鑑賞を行ったことで，アドバイスをするという視点で友人の作品を鑑賞し，自分の作品

だけでなく，友人の作品も大切にしていこうという気持ちを持てたことである。また友人からのアドバイ

スカードを見て，自分の作品に自信を持てたり，友人のアイデアを自分の作品に生かしていったりできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 発想ワークシート                ② 製作途中の作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自分の作品を紹介しているところ        ④ アドバイスカード 

                   

（７）今後の課題 

  鑑賞の分野に重点を置いて今回の研究を進めたが，形式的なワークシートにとらわれてしまい，児童の

心から自然に言葉がでてくるような，自由な鑑賞活動とは遠くなってしまった。授業の中でアドバイスカ

ードを書くことに重点を置きすぎてしまい，言葉で伝え合う場を十分に設けることができなかった。今後

の課題としては，相互鑑賞の形態の工夫やアドバイスカードの簡略化などを図ることで，リラックスしな

がら作品を見て，自由に作品を感じ、自然にコミュニケーションをとりながら伝え会う鑑賞活動になるよ

うにしていきたい。  

また，「ひみつの箱」という題材名であるのに，制作途中で作品を見せ合ってしまったことで“ひみつ”

という言葉が生かされなかった。今回の題材では相互鑑賞にそぐわない題材であったように思う。お互い

に何を作っているのかをひみつにして，最後に友人に紹介する方が驚きや楽しみが倍増し，関心を高める

鑑賞活動が効果的に行えたように思う。今回のような製作途中においての相互鑑賞には，友人のアドバイ

スを受けて，作品を途中で手直ししたり，加えたりできるような絵画やねんど作品など，完成度をお互い

に高めていけるような題材の方が，相互鑑賞にはふさわしかったように思う。 

 

  

  

 


