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材料のよさを生かし，自分の思いを進んで表現し，作り出す喜びを味わう
造形活動の工夫
―第３学年「くぎうちトントン」の実践を通して―
鹿嶋市立中野東小学校

Ⅰ

谷田川

理恵

研究テーマについて
小学校学習指導要領解説図画工作編の目標には「表現及び鑑賞の活動を通して，感性を
働かせながら，つくりだす喜びを味わうようにするとともに，造形的な創造活動の基礎的
な能力を培い，豊かな情操を養う」と示されている。また，中央教育審議会答申において，
図画工作・美術科の改善の基本方針及び改善の具体事項として，「創造することの楽しさ
を感じるとともに，思考・判断し，表現するなどの造形的な創造活動の基礎的な能力を育
てることを重視する」と示されている。
これらのことから，思考・判断し，表現する力は，自分の思いを形や色で表すことであ
り，良さや美しさを感じ取ったりする造形的な創造活動の基礎的な能力を培うことである。
そして，表現及び鑑賞の活動を通して，形や色，イメージなどを活用できるように指導を
工夫することで育てることが出来るであろうと考える。
ここでは，木材や木切れなどの材料のよさを生かしその可能性を豊かに感じ取りながら，
児童が自分の思いを進んで表現できる指導の充実をさせることが大切であると考えこのテ
ーマを設定した。
○

テーマに迫る手立て
材料のよさを生かすためには，木材をよく見て触り，友達と一緒に楽しみながら自分の
好きな木材を探し出すことが必要である。また，自分の思いを進んで表現するためには，
前もって試しに釘を打つ作業を取り入れることが大切だと考えた。
ピンボールみたいなゲーム的な作品を作りたい児童がいるかもしれないが，自分の思い
が表現しやすいように，ここでは「ふしぎな木の国」になるような作品作りをすると明示
する。
Ⅱ

研究の実際
１
２

３

題材名
「くぎうちトントン」
題材の目標
枝や木切れや板などにくぎを打ち，それぞれ組み合わせたイメージで自分なりの思
いを表すことができる。
題材について

（１）児童の実態
３９人とも図工が大好きで，毎回の授業を楽しみにしている。特に，絵画よりも工作
の方を好む傾向がある。これまでに経験してきた３年生の造形遊びには，遊び的な要素
を含めたものが多かったり，自分の思いを表しやすいものが多かったりしたためと思わ
れる。「工作が楽しいのはどんなときか」という質問に対しては，自分の思い通りに作
れたときや成功したときなど，嬉しかったときを思い出して答えていた。また，楽しく
ないと感じるときはほとんどなく，失敗したときや途中で壊れた時が楽しくないと答え
た児童が２人いただけであった。作品をつくることで，児童一人一人が達成感や成就感
を得られるからだと思われる。
（２）題材観
本題材は，学習指導要領の内容Ａ表現(2)「表したいことを絵や立体に表したり，つ
くりたいものをつくったりする。」を受けて設定した題材である。木という特性を生か
しながら，自由な発想で組み合わせる，切ってつなぐ，形を変えて作るなどを目標とし
ている。
数多くの木切れや枝を並べる，重ねる，組み立てるという行為を十分楽しみ，材料と
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なる木切れをつくるために，のこぎりで切り，木切れ同士を接着剤や釘などで接合する
などの行為を通して，木のもつ特性を五感で感じてほしい。さらに，こうした活動に取
り組むことにより，自らつくり出す喜びを味わい，想像力や創造的な技能などの力を伸
ばすことができると考える。
（３）指導観
本題材の指導にあたっては，県学校教育指導方針「一人一人の表現しようとする意図
を実現させる授業の創造」を受け，次の点に留意して取り組んでいく。題材の導入段階
では，集めてきた材料を見せ合い，一人一人が自分なりに発想のヒントを得られるよう
にしたい。また，つくる段階においては，様々な材料を用いてつくることが予想される
ので，材料に合った用具を選んだり使い方を確認したりすることで，児童の創造的な活
動を支援したい。
児童にとって，木は身近な材料であるが日常生活では木工用具に触れる機会が少ない
ため，木や板を組み合わせてつくる経験が少ないのが現状である。のこぎりや金づちの
安全な使い方をおさえてから活動に入るとともに，児童の自由な発想を促し，認めたり
共感したりする中で木材を生かした造形活動の面白さに気付かせていきたい。
（４）指導の方向
木材を使っての造形活動は，初めてなので次の点に留意させたい。
① 木工用具に慣れる
・木工用具を使ったことのない児童や十分に使い慣れていない児童がほとんどなの
で，のこぎりや金づちなどの安全な使い方をおさえてから活動に入る。
・長い釘は，使いにくいので，用途に合わせて使えるように，短い釘や色のきれい
な釘など，たくさんの釘を集めておく。
② 材料集め
・身近にある自然材料に関心を持たせるために，学校や家の近隣などで，木や枝，木
の実などを集めるように助言する。その中で，作りたいものに合うものを探したり，
形のおもしろさに気づいたりしながら材料集めをすることを大事にしていきたい。
さらに集めた材料からイメージを膨らませ，今後の活動への意欲を持たせるように
したい。
・保護者や地域の方に協力していただき，様々な形の板きれや角材，木などを十分に
用意しておく。発想しやすいように，丸い角材や，穴のあいた角材も加工して準備
しておく。
③ 場の設定
・活動のヒントになるように，切ってつないだ作品や組み合わせて形を変えた作品な
どを紹介したり，掲示したりする。
・児童の活動がさらに広がるように，材料コーナーを作って，カラーワイヤーや毛糸，
ビーズ，ひも，自然材料（落ち葉・木の実）などを種類ごとに分けておく。
④ 製作にあたり
・釘だけで木材をつなげるのが難しい場合は，木工用ボンドやグルーガンなどを使
って難易度を下げる。
・木の実やモールなどの飾りも自分の思いや願いのままつけていく。
⑤ 鑑 賞
・作った作品が，すぐに見られるように長テーブルを用意し，いつでも鑑賞できるよ
うな場の設定をする。
・自分の作品にネーミングをしたり題名をつけたりしながら楽しく発表会を開く。
４

題材の評価基準

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

くぎを打ったり，組
材 料 か ら発 想し たり ，
み 合 わ せ た り し な が 思いつくままに試したり
ら，進んで活動しよう し な が ら ， 想 像 を ふ く ら
とする。
ませて活動を広げていく
ことができる。
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創造的な技能

くぎの打ち方や組
み合わせ，飾りのつ
け方などを工夫して
自分の考えたものを
表現し，楽しい感じ
を生かしてつくるこ
とができる。

鑑賞の能力

できあがった作
品を友達と見せ
合ったり，話し
合ったりする。

５ 指導と評価の計画（6 時間扱い）
時
学 習 内 容・活 動
１ ・木切れに触れたり，金づちを手に持
ってみたりすることでくぎ打ちに関
心をもつ。
・実際に木にくぎ打ちをして，安全な
扱い方を知る。
２ ・木にくぎを打ちながら自分なりのイ
メージを広げる。
３ ・新しい材料を付け加えたり，できた
４ 形から思いついたりしたものを組み
５ 合わせてつくる。
・題名をつけたり，うかんできたお話
６ を紹介しながら発表会をする。

評価の規準と評価の方法
・立体的な形作りを試しながら自分の表したい
イメージを広げている。
（関心・意欲・態度）＜観察，つぶやき＞
・用具の扱い方を知り，安全に使用している。
（創造的な技能）＜観察＞
・作りたいものに合わせて材料を選び，自分の
思いを表している。
（発想や構想の能力）＜観察＞
・作りたいものに合わせて材料を選び，工夫し
て作っている。 （創造的な技能）＜観察＞
・自分の作品の題名や飾り方を工夫するととも
に，友達の作品のよさに気づく。
（鑑賞の能力）＜つぶやき，発表＞

６ 指導の実際
(1) 目 標
○ 枝や木切れや板などにくぎを打ち，それぞれ組み合わせたイメージで自分な
りの思いを表すことができる。（発想や構想の能力）
(2) 準備・資料
・木や板，木の実，木の葉，わた，毛糸，ビーズ，モール，木や板，角材，枝，木
の実，落ち葉, カラーワイヤー ，カラー輪ゴム，カラーペンなど
・木工用具（のこぎり，金づち，きり，カラーくぎ，くぎ抜き，グルーガン，ペン
チ）
(3) 展 開
活動内容（予想される児童の反応） 教師の支援と評価（○
評 は評価） 実際の児童の反応
１ 前時の活動を振り返り，友達の ・友達の作品を見ながら感想を ・○○さんのくぎ
作品を紹介し，くぎの特徴や生か
述べ合い，本時への活動の意
の打ち方がうま
し方や作品のよさについて話し合
欲を高める。
いね。
う。
・前時に見つけたくぎの面白い ・くぎの階段がで
打ち方や，上手に打つための
きてる。
こつを振り返る。
・はりねずみみた
い。
２
本時の課題をつかむ。
・くぎの長さや太さの違いに気
木にくぎを打って，ふしぎな木
づき，その用途を考えるよう ・どんな風に板を
の国をつくろう。
にする。
組み合わせよう
かな。
○ 前時で作った作品に他の木切 ・木をつなげたり，他の材料を ・かっこいい家を
れやいろいろな木の実などを組
組み合わせたりして，活動へ
つくってみたい
み合わせ，作りたいものを考え
の意欲や作りたいイメージを
な。
る。
膨らませるようにする。
・屋根を三角にす
るにはどうすれ
・作品を変化させる材料として
ばいいのかな。
輪ゴム，モール，毛糸などを
必要に応じて使えるように準 ・毛糸をつけたい
備して，意欲を高めるように
な。モールをつ
する。
けたらきれいだ
と思う。
３

新しい材料を付け加えたりしな ・なかなか思いつかない児童に ・秘密基地みたい
がら，イメージをふくらませて作
は，友達の作品を紹介して，
にしたいんだ。
る。
教師が一緒に操作しながら本 ・くぎをまっすぐ
○ ふしぎな木の国をつくろう。
人の思いを製作に反映できる
に打つのは難し
ようにする。
いな。
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・児童のなかで，おもしろい形 ・太いくぎだと，
や工夫した形を表現している
細い板が割れそ
場合は，取り上げて紹介する。 うになってきた。
もっとくぎをたくさん
打ってみよう。

木の階段をつくっ
てみよう。

ひみつきちを
つくりたいな。
くぎの上に
毛糸をつけてかざり
たいな。
まつぼっくりの
ぶらんことかどう
かな。

ふしぎな動物を
つくりたいな。

４ 後片付けをする。

５ 本時のまとめをする。
・ 教師の話を聞く。

・丸い枝の下に布を敷いて固定
できるようにするなど注意す
る点を説明し，金づちやくぎ
抜きなどの用具の正しい使い
方を確認することで安全面に
配慮する

・くぎ抜きを使う
のは，難しいな。

・まつぼっくりや
どんぐりを使って
みるのも面白いな。
・いろんな色のく
・いろいろな材料を使って，自 ぎを使ってみたい
分なりに発想を広げてつくれ な。
るようにする。
・長い板は使いに
・自分なりに試行錯誤したり表 くいから，少し短
現をしたりしている児童には，くしたいな。切っ
その考えのよさや表現の工夫 てもいいのかな。
を賞賛する。
・○○さんみたい
・表現のしかたにとまどってい な屋根にしたいな。
る児童には，声をかけて児童
の思いやどのようにつくりり ・船をつくってみ
たいのかをを確認し，具体的 たいな。
なつくり方を助言することで ・おもしろい生き
自分の思いを作品づくりに生 物をつくってみよ
かせるようにする。
う。
評
○

枝や木切れや板などにくぎを打ち，それ
ぞれ組み合わせたイメージで自分なりの思
いを表すことができたか。
（発想や構想の能力）
（観察・つぶやき）

・表現したいことやつくり方を
安心して自由に考えられるよう
に，一人一人の考えや思いを共
感的に受けとめながら支援する

・○○さんの庭が
上手にできてるね。
・ここは，ぼくの
部屋で，ブランコ
があるんだ。

・教師の講評や次時の活動内容 ・小さい家がいっ
を聞くことで，今後の学習への ぱいあって，町み
意欲を高められるようにする。 たいだな。
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(4)実際の作品
「ふしぎなどうぶつ」
自分で準備した木材を使い，アイスの棒
や釘モールなどを有効に使って作品を仕上
げていた。作品が 4 本の釘で立つように何
回かやり直していた。面白い動物ができて，
本人もかなり満足していた。
普段はあまり目立たない子であるが，こ
の作品を作ったときは，他の子から「すご
いね」と褒められて嬉しそうであった。

「わたしのおうち」
モールや毛糸や綿などを使い，女子らし
くきれいに仕上げていた。自分の家の中を
作り，綿でお風呂場を表している。釘に毛
糸をまいたところが本人は気に入っている。

「わたしの家」
100 円ショップで売ってる木材を使い，家を
作るという意気込みで臨んだ作品である。綿
を使い，庭を工夫した。他の子が真似をした
くなった作品であった。
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「おもしろロボット」
木材を工夫して組み立て有効的に
釘を打って作られた作品である。顔
の部分を工夫して作っていた。

Ⅲ 研究の成果と課題
＜成 果＞
・最初に，何回か金づちの使い方を確認し，くぎの打ち方を練習したため，製作作りがス
ムーズに進めることができた。
・たくさんの木切や材料を用意し，楽しい場の設定に取り組んだところ，木材や材料でい
ろんな組み合わせを楽しみながら，どんなものを作るか想像しやすくし，どの子も集中
して意欲的に取り組むことができた。
・釘でつなげるのが難しいときは，木工ボンドを使ってもよいことにし，自分たちの思
いがそのまま表現できるようにした。
・木や木の実の良さを生かした作品作りが子供達なりに考えて作り上げていた。
・鑑賞会では，友達のよさに気づき，カードによいところを書くことができた。
・木を切るのは 4 年生で習得する技術であるが，3 年生でも一部取り上げてみたところ，
子供達は喜んで活動していた。
＜課 題＞
・木を切ることに夢中になってしまって，くぎを打つことができなくなることがあり，次
時では，なるべく木を切らないで進めるようにした。
・くぎ抜きの使い方が難しく，一斉に指導した後にも，無理矢理引っ張ってとろうとする
子がいたので，その都度個別に指導した。
・時間内に作業が終わらない子がいて，後は教室で休み時間等を使って製作したが，なか
なか集中できず，仕上げるまでにかなり時間がかかった。
・鑑賞会では，発表会を行い，その後に自由に見て回ったが，話し合う場面が少なかった
ので，次はグループごとに話し合う場面を取り入れたい。
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