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研究テーマ
表現と鑑賞を関連付けた指導の工夫

－小学２年「形の『かくれんぼ』うらがえすと 何になるかな」

の実践を通して－

神栖市立須田小学校 教諭 大塚 安弥乃

Ⅰ□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によれば，図画工作科の学習において，表現と鑑賞はそ

れぞれ独立して働くものではなく，お互いに働きかけたり，働きかけられたりしながら，一体

的に補い合って高まっていく活動であることが望ましいとされている。低学年の児童は，「表

現と鑑賞」そのものを楽しむ意欲的な発達段階にある。

本研究テーマである「表現と鑑賞を関連付けた指導の工夫」のために，今回の題材「形の『か

くれんぼ』」では，授業中の机配置を終始グループにすることで，１単位時間の中で「表現と

鑑賞」の一体化を図った。互いの製作過程が見られる机配置によって，互いの良さを見つけた

り，発想が浮かばない児童への支援に繋がったりするであろうと考えた。また，今回の題材は，

紙の形から発想を広げて何かに見立てて描く活動である。何に見えるか，そこには正しい答え

はない。児童が自由に発想を広げられるように，一人一人が何に見えるか見つけようとしてい

る姿や見つけた姿そのものを認め，褒め，評価することを大切にし，児童が「表現することや

鑑賞すること」に自信をもち，楽しく学習を進められる授業展開を目指した。

Ⅱ□研究の実際

□１□題材名□形の「かくれんぼ」うらがえすと 何に なるかな

□２□題材の目標

□□○ 活動の方法を理解し，自分でも作ってみようとする意欲をもつことができる。

（造形への関心・意欲・態度）
○ 裏返した作品を様々な方向から見て，新しい作品を思いついて描くことができる。

（発想や構想の能力）
○ 自分の好きな形や色を使って，描きたいものを自由に描くことができる。

（創造的な技能）
○ 自分の作品を紹介したり，友達の作品を鑑賞したりして，それぞれの作品の面白さや
よさを感じ取ることができる。 （鑑賞の能力）

□３□題材について

□□(1)□児童の実態 （実態調査日 男子12名，女子12名，計24名 平成28年9月18日調べ）

１ 図画工作のどんな学習が好きで ・絵画 ８名 ・工作 ６名 ・鑑賞 ３名

すか。 ・すべての学習 ７名 ・なし ０名

２ 色々な形を見て，何を作ろうか ・はい １９名 ・いいえ ５名

想像することは好きですか。

３ ２で「いいえ」と答えた理由 ・思いつかないから ３名

は，何ですか。 ・失敗すると不安だから ２名



４ 授業以外で，工作をしたり，絵 ・絵を描いている １０名

を描いたりしていますか。 ・折り紙を折っている ２名

・空き箱や空き瓶を使って何か作っている ２名

・絵も工作もやっている ９名

・やっていない １名

５ 自分の考えを「話す」ことがで ・はい １９名 ・いいえ ５名

きますか。

□□□□実態調査から図画工作の学習を好んで行っている児童が多く，授業の様子を見ても造形

活動に夢中で取り組んでいる姿が見られる。図画工作の時間以外でも絵を描いたり，工作

したりする活動を好んで行う児童が多い。しかし，自分で想像を膨らませて製作すること

に，不安を抱えている児童もいる。本題材を通して，少しでも自分で発想することに自信

をつけられるようにしたい。また，自分の考えを話すことができないという児童は，どの

ように話してよいか分からないという不安を抱えているという実態がある。

□□(2)□題材観

□□□□本題材は，学習指導要領解説図画工作編第１学年及び第２学年の【共通事項】(１)イ「形

や色などを基に，自分のイメージをもつこと。」を受けて設定したものである。本題材『形

の『かくれんぼ』～うらがえすと何になるかな～」では，立派な作品を描くことを目的と

するのではなく，気軽に楽しく造形的なものの見方や考え方，造形的な思考（発想・構想）

方法を様々な視点から経験させることをねらいとしている。また，絵を描いて切り取った

紙を裏返し，何に見えるか発想を膨らませる活動を通して，一定方向からだけでなく，縦

や横，斜めなど多様な方向から見て，全く別の物に変身する形の面白さを味わわせる。そ

して，友達の作品の裏面に絵を描く活動を通して，友達との見方の違いや自分の作品を変

身させてくれた喜びを感じながら学習することで，児童の表現力と鑑賞能力を向上させる

ことができる題材である。

□□(3)□指導観

□□□□本題材では，「形」からどのようなものをイメージするか，そこには正答はない。児童

一人一人がイメージしようとしている，あるいはイメージしたこと自体を認め，褒め，評

価することで「表現」することへの喜びや自信をもたせたい。また，イメージしたものを

具体的に称賛することで，イメージをもてない児童が，イメージをもつきっかけとさせた

い。そして，常にグループで製作や鑑賞を行うことで，つくりながら友達の作品を鑑賞し，

互いのよさを感じ取りながら学習を進められるようにしたい。こうした環境によって，図

画工作へ苦手意識をもっている児童も，友達の作品を手がかりに，自分なりの発想をもつ

ことができると考える。本時では，友達と作品を交換しイメージしたものを描き合う活動

を通して，お互いの見方の違いに気付いたり，発想力を膨らませられるように指導したい。

さらに，自分の考えを紹介し合う活動を通して，国語科の学習で身に付けた「説明力」を

活用できるように指導したい。

□４□題材の評価規準

関心・意欲・態度① 発想や構想の能力② 創造的な技能③ 鑑賞の能力④

ア 例作を見て，何が ア 裏返した作品を様 ア 自分の好きな形や ア 自分の作品を紹介



描かれているのか考 々な方向から見て， 色を使って，描きた したり，友達の作品

えようとしている。 新しい作品を思いつ いものを自由に描く を鑑賞したりして，

イ 活動の方法を理解 いて描くことができ ことができる。 それぞれの作品の面

し，自分でも作って る。 白さやよさを感じ取

みようとする意欲を ることができる。

もっている。

□５□指導と評価の計画（３時間扱い）

時間 学習内容・活動 評価規準・【評価方法】

第１次 ・作例を見て，裏に描かれているもの ・例作を見て，何が描かれているのか考え

を当てるアートゲームを行う。 ようとしている。 関【観察】

・作例を裏返して，自分がイメージし ・裏返した作品を様々な方向から見て新し

たものを描く。 い作品を思いついて描いている。

想【作品】

第２次 ・画用紙にクレヨンを使って好きなも ・自分の好きな形や色を使って，描きたい

のを描く。 ものを自由に描いている。

・描いたものをはさみで切り取る。 創【作品・観察】

・裏返した形から何に見えるか考える。・裏返した作品を様々な方向から見て新し

い作品を思いついて描いている。

想【作品】

第３次 ・作品を紹介し合い，友達の作品の裏 ・自分の作品を紹介したり，友達の作品を

側に絵を描く。 鑑賞したりして，それぞれの作品の面白

（本時） ・友達の作品のおもしろいところやよ さやよさを感じ取っている。

いところを話し合う。 鑑【ワークシート・観察】

□６□指導の実際

(1) 本時の目標

○ 友達と作品を交換し，絵を描き合う活動を通して，互いの見方の違いに気付いたり，
発想を広げたりすることができる。 （鑑賞の能力）

(2) 学校教育指導方針との関連
表現と鑑賞を関連付けた指導の工夫を受け，製作後にお互いで鑑賞する時間を設定した。

(3) 準備・資料
・作品 ・ワークシート ・付箋 ・ヒントシール

(4) 本時の展開
◎評価規準（評価方法）

学習課題・学習活動 指導の手立て ・学習活動を見取る視点

☆ラーニングスキル

１ 本時の学習課題と学習 ・学習課題と学習の進め方を掲示 ・学習課題を一緒に読むこ

の進め方を確認する。 し，視覚的に児童が確認できる とができる。

友だちのさくひんをへ ようにする。

んしんさせよう！ ・作品を見る際に，「たて」，「よ ・キーワードを意識してい

こ」，「ななめ」をキーワードと る。



して提示し，キーワードを意識 ・児童のつぶやきを拾い上

して活動できるようにする。 げる。

２ 作品をグループで紹介し ・作品を紹介し合うことで，互い ☆自分の話を整理して話

合う。 の作品に対する思いを確認し合 す。

・私は，猫を描きました。 えるようにする。 ☆友達の話を最後まで聴く

・私は，花を描きました。 ことができる。

３ 友達の作品の裏側に，イ ・紙を色々な方向に動かして，友 ・キーワードを意識しなが

メージしたものを描く。 達が描いた絵を変身できるよう ら，紙の向きを変えて見

・イメージしたものを，進 に声を掛ける。 ている。

んで描いている。 ・イメージをもてない児童に対し ・イメージしたものを描い

・なかなか描けず，悩んで ては，「目」が描いてあるシー ている。

いる。 ルを渡しイメージをもちやすく

する。

４ 友達の作品に描いたも ・描いた絵を紹介し合うことで， ・根拠を明確にして，自分

のを紹介し合う。 見方によって違う物に表現でき の考えを話す。

・私は，ここが耳に見えた る不思議さやおもしろさに気が ☆話し手の意図を考えなが

ので，犬を描きました。 付けるようにする。 ら聴いている。

・私は，ここに窓を描いた ・紹介する際の話し方に不安を抱 ◎ 自分の作品を紹介した

ら家に見えたので，家を かないように，話し方の例を提 り，友達の作品を鑑賞し

描きました。 示する。 たりして，それぞれの作

５ それぞれの見方について ・友達が裏に描いた絵を見てどう 品の面白さやよさを感じ

グループ話し合う。 思ったのかを話し合うことで， 取っている。

・同じ形でも，色々な見方 作品を共有する楽しさを味わわ ④(ワークシート･観察）

がある。 せる。 ・自分の考えを整理して話

・思いつかない絵が描いて している。

あっておもしろい。

・作品が，素敵な作品にな

って嬉しい。

６ 活動を振り返る。

(1) 振り返りシートに記入 ・友達の作品の見方を変えること ・振り返りシートを書くこ

する。 で他の作品に変身できることを とができる。

振り返るようにする。

(2) 感想を交流する。 ・感想を交流することで，さらに ・自分の感想を発表しよう

・見方を変えると別の物に 互いの発想の違いに気付かせる としている。

変身できることが分かっ ようにする。

た。

・色々な見方があって楽し

かった。



【児童の作品例】 【見方の観点】

→

「魚のひれが，木の葉

っぱに見えたので，ク

リスマスツリーに変身

させました。」

→

「ヒントのシールを貼

ったら，細いところが，

キリンの首に見えたの

で，キリンに変身させ

ました。」

→

「ヒントの目のシール

を貼ったら，雪だるま

に見えたので，雪だる

まに変身させました。」

→

「とんがりが，サンタ

の帽子に見えたので，

サンタクロースに変身

させました。」

→

「とんがりが，人の鼻

に見えたので，人に変

身させました。



【ワークシートの振り返り】

事前の実態調査で，「発想を膨らませること」に苦手意識や不安を抱えている児童は「表現

と鑑賞」を一体化させることで見方を広げ，授業の振り返りにも「友達の作品を見て，他の物に

変身することができた。」と書いている児童が多かった。

Ⅲ 研究の成果と課題

１ 成果 （実態調査日 男子12名，女子12名，計24名平成28年11月18日調べ）

１ 進んで何に見えるか考えることができま ・できた ２２名 ・だいたいできた ２名

したか。

２ 自分の作品に，自分の考えた絵を描いて，・できた ２１名 ・だいたいできた ３名

作品を変身できましたか。

３ 色々な形を見て，何を作ろうか想像する ・はい ２３名 ・いいえ １名

ことは好きですか。

４ また，色々な形を見て，何を作ろうか想 ・はい ２４名

像したいですか。

授業後に実施した実態調査アンケートによると，授業前に「形から想像すること」が好き

ではない児童が５名いたが，今回の題材を通して４名の児童は「形から想像すること」が好

きだと感じられるようになった。また，全児童が同じような題材を「またやりたい」と感じ

ている。振り返りで，「友達にほめられて嬉しかった」という内容を書いている児童も多く，

表現と鑑賞を取り入れることにより，自分の作品の良さを友達に見つけてもらい自己肯定感

の向上も期待できる。

２ 課題

低学年の児童においては，経験値の差が大きく，表現をする際にも大きく影響している。

今回の実践に限らず，低学年の児童に授業を行う際には，基本的な表現方法を身に付けさせ

ることが重要である。基本的な表現方法を一時的に紹介するのではなく，表現する場を継続

的に与える必要がある。図画工作の時間だけでなく，他教科や学校生活に関連付けて学習し

た内容が活用できる場をどう設けていくかが課題である。表現をする機会が増えることによ

り，児童自身の自信にも繋がり，表現や想像を広げることの楽しさを味わえるであろうと考

える。


