
平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ：小鹿　 哲朗

所 在 地 ：青森 県青森市青柳 ２－ ７－ ２５

電話番号 ：017－734－2004

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　本校は青森市中央部に位置 し，学区周辺には

棟方志功記念館や文化会館，県立郷土館 などの

文化施設や宿泊施設等が建ち並ぶ。版画教育と

花壇づくりが伝統として受け継がれ，現在 も版

画を通して海外の小学校 と交流を広めている。

　今年 ７月には， 「きらめく感性　ゆたかな創

造」～青い森からのメッセージ～を大会テーマ

として，本校を会場に第52回 東北造形教育研

究大会青森大会の公開授業が行われた。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　 ９名 （７名）

Ⅱ　 研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　(1)研 究主題

　豊かに感 じ取 り，生き生きと表現す る子を

育てる学習指導の在 り方

(2)平 成19年 度の調査研究のね らいと対象

［調査研究のね らい］

　学習指導要領の目標に照 らし，学習到達度

を適切に評価するため，より適切な評価規準

を設 定 し，学習過程 における具体 的な評価方

法 の工夫改善， また指 導に生 かす評価や支援

の在 り方 な ど，指導 と評価 の一体化 につい て

の取組 を推進す る。

　 調査研究 に当たって は， 本校 の場合， 各学

年 とも1学 級 しか ないた め， 低学年ブ ロック

（１ ・２年），中学年ブ ロ ック （３ ・４年），

高学年 ブ ロック （５ ・６年）で進 め ることに

してい る。題材 については， 平成18年 度，

２ ・４ ・６学年 で， それぞれ1つ の題材 しか

取 り扱 うことができなかったので， 今年度，

対象 となる学年 で2つ の題材 を取 り扱 い， 内

容 のま とま りとして集約 できるよ うにす る。

　 また， 内容項 目について は，3つ のブロ ッ

ク とも 「Ａ表現 （2）」 と 「Ｂ鑑賞 （1）」 の2

つ を同時 に取 り扱 うので はな く，低学年ブ ロ

ックでは 「Ａ表 現 （1）」，中学年で は 「Ａ表

現 （2）」，高学年ブ ロックでは 「Ｂ鑑 賞 （1）」

と して， ３つ の内容 項 目を分担 して取 り扱 う

よ うにす る。

［調査研究の対象］

第 １学年

第 ４学年

第５学 年
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２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　 指導に当たっては，「一人一人の思いやイメ

ージを膨 らませたり，表現意欲を喚起 した りす

るために，子 どもの興味 ・関心か らくる教材開

発を行い，弾力的な学習の場の設定を工夫する

こと」 「自分の思いや考えを出 し合い， 互いの

よさを生かして生き生きと表現させるために，

話 し合いやメモの活用を通 して伝え合いの工夫

をさせるとともに，子どもの思いや願いをタイ

ミングよくつかんで理解 しなが ら，教師の支援

を行 うこと」の2点 を重点としてお り，校内研

究 として全体で取 り組んでいる。

①第 １学年の実践から

　 「どんどん　ならべて」の題材では， 事前に

活動内容を予告 したので，松ぼっくりや牛乳パ

ック， トイ レットペーパーの芯等，興味をもっ

て材料集めに取 り組んだが，実際に並べる活動

では，材料コーナーにあったペ ットボ トルの色

水づ くりに熱中するあまり，自分で集めた材料

にこだわりをもって並べていた児童は少 ししか

見 られなかった。

　 「ペタペタ　ペ ッタン」の題材では，生活科

の学習と関連させて，校庭で見付けた葉っぱや

木の実を材料に して版遊びをする場を設定す る

ことで意欲的に活動することができた。

　また，材料コーナーの隣に紙や絵の具， ロー

ラー，筆などを置く用具コーナーを設けること

で，用具の使い方に慣れ， 紙と絵の具の色の組

み合わせを工夫しながら，一人で何枚 も作品を

つくることができた。

　今後は自分の作品を見つめ直 して，次はどん

な作品にす るかを発展的に考えることができる

ようにするために，でき上がった作品をお互い

に鑑賞 し合えるようなコーナーをつくった り，

発想支援 となる教師の声がけを工夫 した りして

いきたい。

【授業風 景 ：どん どん　な らべて】

【授業風 景 ：ペ タペ タ　ペ ッタン】
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②第４学年の実践から

　本学年の児童の実態 としては、図画工作の授

業が好きで意欲的に取 り組むが，根気を要する

場面や思い通 りにいかない場面に出会 うと意欲

が持続 しない傾向があった。そこで， 「線か ら

生まれた絵」の題材では，苦手意識をもたずに

絵を描 くことができるように，無造作に線を引

く活動を楽 しませてから，そこか ら自由に発想

を膨 らませた り，共同作業を取 り入れて， グル

ープ内で製作の方向性について話 し合わせ，見

通 しをもって取 り組めるよう工夫 した。その結

果， 多様なアイディアが次々と出され，主体的

な活動が展開 された。

　また， 「自分の好きな色を使お うよ。」 「テー

マは海かな？」「楽 しさが伝わる色がいいねえ。」

など，子どもの背中を押してや るような声がけ

をするように配慮 した。

　反省 として，『机の上よりも床の上の方が活

動 しやすかったのではないか。』また，『大きな

筆やはけなどがあれば， もっと効率よく活動で

きたのではないか。』 と思われ るので，場の工

夫 と用具の吟味が課題 としてあげ られ る。

　 12月 に実施する次の題材 「木から生まれた

世界」では木版画を扱 うことになるので，下絵

の段階で構想図を描かせ る活動を通 して，発想

や構想の能力を高めていくとともに，昨年度 よ

り一歩進めた彫刻刀の使い方や彫刻刀の種類に

応 じた使い分けなど，創造的な技能も身に付く

ように指導 していきたい。

【授業風景 ：線から生まれた絵】

③第 ５学年の実践から

　 「き ょうか しょび じゅつか ん （学校 のカメラ

マ ン）」 とい う題材名 は， 以前は 「き ょ うか し

ょび じゅつかん （よく見 てみ る と）」 と してい

た。変 えた理 由 としては、学校行事 である宿 泊

学習 での 「森 のカメラマン」 とい う活動体験 と

重ね合 わせ て学習 させ たい と意 図 したか らであ

る。そ の体験活動 は， 予 め撮 ってお いた森 の中

にある不 思議 に見える物 の写真 を手 がか りに し

て， 実際 に森 の中を班毎 に歩 き， 探 し出 してデ

ジタル カメラに撮 って くる とい う内容 である。
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　校内で不思議に見える物を探す活動では，班

の中で相談 し合い，多様な発想から写真を撮る

ことができたが， 自分一人では探すことができ

ず，友だちに付いて歩 くだけの児童もいた。導

入段階での意欲のもたせ方をもっと工夫する必

要があった。

　また，鑑賞活動では混雑することなく，全員

が，お互いの作品を見ることができるよ うに，

パ ソコンソフ トのスカイメニューを利用 してみ

た。その結果，次々と画面を変えて多 くの作品

を紹介す ることができ，作品の面白さや不思議

さを共有することができた。反省点 としては，

児童が作品について自由に語 り合 う時間をより

多く確保 した方が，作品理解の深まりが増す と 「

思われたことである。

　「きょうか しょび じゅつかん（日本のアー ト）」

の題材では，前題材での反省か ら，導入段階で

「日本」についてのイメージを膨 らませ，多 く

の美術作品に出会わせるようにした。 日本的な

色づかいや画面構成，描かれているモチーフを

十分に感じ 取 りながら，意欲的に自分の作品づ

くりに取り組むことができた。

　鑑賞活動では，でき上がった作品を美術館の

ように並べて展示することによって，お互いの

作品のよさを見付け合 うことができた。導入段

階で自分が感 じ取ったイメージが鑑賞の段階に

まで心に強く残ったようで，友だちへのコメン

トの中身もそのイメージと結び付けた文章とな

っていた。

　また，発想のもとになった美術作品の写真を

一緒に貼付することにより，もとになった作品

との共通点や相違点についても目を向けて話 し

合 うことができた。 自由に意見交換できる雰囲

気の中で，一人一人の作品のよさについて共感

することができたことは大きな成果であった。

【授業風景 ：学校のカ メラマ ン】

【授業風景 ：日本のアー ト】

３　 評価方法に関する研究成果

　　調査研究 として使用 した評価方法は、

　 ① ビデオカメラによる授業風景の撮影

　 ② デジタルカメラによる製作過程及び児童

作品の撮影

　　③ ワークシー ト （学習プリン ト）への記述

分析

　　④ 観点別評価記録表への個人記録

の4つ である。

　　①については，児童個人と周囲とのかかわ り

をとらえる上で，特に効果があった。その際，

できるだけ児童の正面から撮影 し，ズームア ッ

プす るように心がけた。また，授業の流れや児

童の活動 を振 り返った り，指導者の発問や児童

の発言を再確認 した りするために使用 した。

　　②については，児童が作品を製作 している様

　子やその作品を撮影 して，前時と比較すること
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によって変容をつかむようにした。デジタルカ

メラによる撮影は，製作過程における児童の変

容をとらえるだけでなく，プ リン トアウ トした

ものをワークシー トに貼 らせて自己評価や相互

評価の際の資料 として活用 した り，今後の指導

にも生かすことができた りするなど，とても有

効であった。また，粘土など，長期間作品を残

しておくことができない場合にも役に立った。

　③については，発表が得意でない児童の発想

や想い，考えを把握する上で特に有効であった。

また，学習の記録 として残 した り，児童に自ら

の学習を振 り返 らせた りする上でも有効であっ

た。 ５学年では，ワークシー トをノー トに貼 ら

せて， 「図工ノー ト」 として保管す る工夫を試

みている。

　④は，題材の目標に示 されている期待 される

児童の資質や能力を観点別にとらえ直 して設定

した 「題材の評価規準」と，児童が活動 してい

る様子を思い起 こし，そこから期待 される姿を

記 した 「学習活動における具体の評価規準」に

基づき，各観点別にＡＢＣの３段階で評価をつ

けた り，特記事項を記録 したりするものである。

　この観点別評価記録表は，より客観的に児童

一人一人の状況をとらえる趣旨で本校独 自に開

発 したものである。毎時間の記録は手間ではあ

ったが，記録するばか りでなく，結果の検証 を

教員間で共有 し合 うことで研修の 日常化がなさ

れ るとともに，個に応 じた指導 ・支援にかかわ

る指導技術を向上させる上で有効な手段 となっ

た。

４　成果の普及と今後の展望

　　教師の支援 として，子 どもの発想を膨 らませ

る 『発想支援』 とその題材で押さえておかなけ

ればならない技能についてア ドバイスする 『技

能支援』に留意 して実践 してきたが，大事なこ

とは子 どもたちが今，漠然と取 り組んでいる活

動や作品について教師が共感的な言葉がけをす

ることによってその意味付けをしてや り，方向

性を示 してや ることであると実感 した。子 ども

の姿から学びをとらえて，学習の改善を図って

い くことを大切にしていきたい。

　課題 としては，教師間における評価のばらつ

きは大分少なくなってきているが，Ａと評価 さ

れる児童の見取 り方について， さらに研究を進

めてい くことが確認 された。 「教師の子 どもに

対する眼差 しの共有化」を図 り，指導 と評価の

一体化を目指 していきたい
。

　 また， ２年間の調査研究を通 して， ある若手

教師か ら 「初めは大変だったけれ ども，評価が

好きになった。評価 とい うのは，児童のよい と

ころを見付けてあげることではないのか。児童

のよいところを見付けるのは，教師 としてもう

れ しい。」，中堅教師からは 「この方法であれば，

図画工作の時間だけでなく，他教科にも活用で

きるのではないか。」などという声を聞 くこと

ができたので，これ らの意見を生か し、今後の

研究の方向性 として，研究の成果を他教科にも

波及 していきたいと考えている。．

【資料 ：ワークシー ト】

日本のアート〓　１0月4日

日 本のアー卜」の学〓で学ん〓こと
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【資料 ：観点別評価記録表】
　　　第１学年　図画工作 科観点別評 価記録表

【資料 ：児童作 品か ら】

１年 　 「ペ タペ タ　 ペ ッタ ン」 よ り

４年　 「線 か ら生まれた絵」 よ り

題名 ：アスパム （青森 県観光物産館）の祭 り

第４学年　図画工作科評価 記録

５年 　 「日本 のアー ト」 よ り

４年　 「線か ら生まれた絵」より

題名 ：伝説の海
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平成19年 度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 妹尾　敬士

所 在 地 ： 広島県福 山市蔵王町四丁 目16-1

電話番号 ：084－923－3927

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　図画工作科の研究に取 り組み始めた ３年前，

絵を描 くとき，なかなか描き始め られない児童

が多 くいた。 どう描いてよいのかわか らない，

自分の表現に自信がもてない，概念的な形にな

ることが多いなど結果 として 自分の思い，気持

ち，感動を進んで表されないとい う実態があっ

た。そこで本校では，学校教育 目標を 「豊かな

心を持ち，た くましく伸びる子」 と設定 し，

図画工作科の学習を通 して豊かな感性を育て，

意欲的に取 り組み， よく聴きよく考え判断 し，

思いを充分表現する力を子 どもたちに育成する

ことを目指 し実践を続けている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　(1)研 究主題

　　　 「自分らしさを生かした創造性豊かな表現力

を育てる」～学年の段階に応 じた題材開発 と評

価結果を指導改善に生かす指導と評価の一体化

を通して～

　(2)調 査研究のね らいと対象

　 ［調査研究のねらい］

　　　学習指導要領に定める図画工作科の 目標等

に照らし，児童の実現状況を適切に評価す

ため，指導と評価を一体化 した具体的な取

を進め，次の２点を明らかにする。

①　 6年 間の系統性を明確にした題材の指

計画

②　指導 と評価を一体化 した具体的な取組

またアンケー ト調査の結果，各学年 と

に ２～ ３名の児童が 「絵をかくのが苦手，

色をぬるのがきらい，切った り作った り

るのが難 しい。」などの理由から図画工

が嫌いであることが分かった。 この実態

ら，研究領域を 「Ａ表現 （2）」とし，

童が学年の段階に応 じた用具や材料 と出

い，意欲を持って取 り組める題材や，感

たことや想像 したことをもとにして，絵

立体に表 した りつ くったりする題材を設

した。その中で苦手意識を払拭 し，それ

れの想像力を働かせ， 自由にのびのび と

現活動に取 り組ませていきたい と考える。

［調査研究の対象］

　　領域 ・内容項 目は全て 「Ａ表現 （2）」

とし，各学年 とも2題 材 について研究 した

（ここには １題材についてのみ記載）
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２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　(１)１年　題材名 「みてみて　おはな し」

　　　　　　　　 ～わくわくおいも～

　本題材は，お話か ら思いを広げて，形や色

の組み合わせの面白さを楽 しみながら，表 し

方を工夫 して描いていくものである。身近な

題材である 「おいも」の話を取 り上げた時に

いもほりをした体験のある児童 も多かったの

で，興味を引く題材 となった。絵を描く前に，

いもほり体験の話をしたり，実際にいもに触

った りして児童の意欲を高める活動を意図的

に取 り入れた。

いもの実物を見ながらの色塗り

　大きないもから想像を広げさせたいので，

いもは別の画用紙に絵の具で大きく描き，作

りたいものの形に切って色画用紙に貼った。

指でちぎって貼 ることで形の面 白さを味わ

い， また，大きさを調節できて，活動をスム

ーズに進めることができた。いもの絵に窓を

開けたり扉が開くようにするな どして，そこ

に自分や友だちを描き加えていったが，いも

を描いた画用紙が厚みのあるものだったた

め，窓が小 さくなった り思った位置に開けら

れなかった りして戸惑っている児童もいた。

用紙の選定に工夫が必要だった。

　 また， 絵を描き加 える時には，パスで，

自分や周 りの様子をのびのび と描 くことが

できた。 しか し，絵の具で描いたい もの絵

の上にパスで色 を重ねてい くことに抵抗の

ある児童もいて，い もの脇 に人物 を描いた

た めに小 さくなって しま うこともあった。

大 きく描いてい る児童の作品 を参考にする

時間をとるなどの支援が必要であった。

いも潜水艦の周 りに青い海を

描き加えている

(2)２ 年　 題 材名 「き って ワク ワクめ くル ン

ル ン」～す て きな魚 がい っぱい～

　 本題材 は， 作 りたい魚 の形や模様 な どを，

カ ッターナイ フを正 しく扱 い， 切 りこみ を入

れ た り，飾 りをつ けた りして工夫 し， 自分 の

表 し方 で作ってい くものであ る。

　 カッターナイフで魚に模様 をつけてい く

知っている魚からイメージを広げアイデア

スケッチをもとに構想 させ，つ くりたい魚の

かたちをつ くっていった。カッターナイフを

初めて使 うため，扱いに慣れ させておくこと

が必要であると考え，事前に画用紙を自由に
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切ったり，切りぬいた りさせる活動を取 り入

れた。その作品を展示 してお くことで学習展

開において，魚の模様が思いつかない児童に

展示 してある作品を見に行 くよう声かけした

ところ，以前の活動を振 り返ることができ自

分の表現したい模様が思いつき活動が進んで

いった。

　 さらに魚をすてきに変身 させ るために集め

た身辺材で飾 りを付けていく時には，カッタ

ーナイフの切 り込みを効果的に生かすことを

考えて活動 させた。

切 り込みが生きるように身辺材で

飾 りを付けていく

　できた作品で魚つ りをさせたことで，友だ

ちの作品のいいところやおもしろい ところを

進んで見つけようとすることができ，楽 しん

で鑑賞することができた。できあがった作品

を見てみると，自由に切 り込みを入れた活動

の時には，いろいろな表現方法を試みていた

が作品に生かされてない児童がいた。体験 し

たことが想起 しやすいような見本の掲示の仕

方や活動が滞った児童に表現方法の見本がす

ぐに提示できるようにするなど支援の方法を

考えてお く必要があった。

３　評価方法に関する研究成果

　　各学年の研究成果を次の形式でまとめた。

評価方法 として，発想・構想カー ド，設計図，

活動にお ける振 り返 りカー ド，発表や発言，

つぶやき，鑑賞カー ド，いい ところ見つけカ

ー ド，作品など，題材や各学習過程 にふ さわ

しい評価方法を工夫 した。そのことで児童の

思いが次の活動に どう生か されているかを見

とることができた。その結果， 目標の達成状

況を把握 し，それに応 じた支援 をす ることが

でき，児童が意欲的に活動に取 り組むように

なった。

　 校内研究授業では，本時の評価規準に照ら

して全職員が評価 をし，Ａ， Ｂ，Ｃの児童を

見取ってい く。事後研修の時，座席表に各 自

が評価 した結果を張 り出 していき，本時の評

価規準が適当であったかを検証 していった。

始めは， 見る人によって評価 にばらつきが見

られていたが，子 ども達のどのよ うな姿を評
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価 してい くのかとい う研修 を繰 り返 し行 うこ

とによって，教師の評価が一致 してきた。 こ

のことは設定 した評価規準が適 当であ り，教

師の評価に対する共通認識が得 られるととも

に，教師の評価についての力量が高まった と

い うことであり，研究の成果 といえる。

４　成果の普及と今後の展望

　 本年度は特に， 「Ａ表現 （2）」の領域を中

心に① ６年間の系統性を明確にした題材の指

導計画②指導 と評価を一体化 した具体的な取

組などの研究を進めてきた。その際，児童の

発達の特性などを考慮 した題材選び， 各種材

料の選択をし，各学年で経験 させたい技能に

ついて研修 した。そ して，授業の様子を映像

に撮 り，児童の動きやつぶや きか らどのよう

な思考や活動を展開しているのかをしっか り

見とることで研修を深めることができた。 さ

らに， ワークショップ型の研修 を採 り入れ，

評価方法や指導が学年の発達の特性や個の実

態に応 じた適切なものになっているかを検証

した。

　本校では，今回 「学力の把握に関する研究

指定」を受ける機会を得て，指導 と評価の在

り方について研究を深めることができた。子

どもたちが 日々の生活の中で試行錯誤 しなが

ら，創作 した り，表現 した りしたものを評価

することは， 子どもたちの新たな一面や成長

した姿を発見す ることであ り，私たちにとっ

て感動の連続で 「評価することは楽 しいこと」

と思えるようになった。また， 「鑑賞」の時間

等で子 どもたち同士がお互いの作品の良さや

工夫 した点を認めあうことで，友だちの素晴

らしさを発見す るとともに， 自分の作品にも

自信を持ち 「自己成就感」「達成感」を感 じる

ことができた。

　 こうした実践を積み重ねる うちに学校を休

みがちであった子 どもたちの中に 「学校が楽

しい」「図工が大好き」 との感想を持つ児童が

増え，欠席数が大幅に減少するとい ううれ し

い効果ももたらされた。

　今後はさらに研究を深め，図画工作科を通

して感性豊かで意欲的に取 り組み，思いを充分

表現する児童を育成 したい。また， 図画工作

科で研究 した指導と評価を一体化 した具体的

な取組 を他教科にも生か していきたいと考え

る。成果については，次年度 も公開教育研究

会を通 して 「図画工作科」の取組を学校外に

発表 し，普及する。指導案や研究のまとめな

どホームペー ジに公開 した り，福山 市教育研

究団体連絡協議会図画工作科研究会等で研究

報告 した りす ることで取組の成果 を福山市内

をは じめ県内の他校へ普及 していきたい。
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校 長 名 ： 浜 田　 民生

所 在 地 ： 宮崎 県宮崎 市花殿町7番49号

電話番号 ：0985－24－6706

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は宮崎大学教育文化学部の附属小学校と

して，教育実習指導や各教科等の研究実践を目

的 とする学校である。研究主題を 「確かな学び

のある授業の創造」 とし，各教科等に分かれて

研究を進めている。研究計画を３年とし，本年

度はその ２年 目である。研究内容を

①　学習形態，場の工夫

②　 教師の言葉かけの工夫

③　教具の工夫

とし，各教科等において研究授業をとお した実

践的な研究を進めている。

　 図画工作部では， 「もてる力を発揮 しながら

確かな力を身に付ける図画工作科学習」とい う

研究主題を設定 している。その中で，本年度は

次の ２点を主な研究内容とし，研究を進めてい

る。

①　表現及び鑑賞 の活動における学習形態の

工夫

②　確かな学びを生み出すための言葉かけの

工夫

２　 学校 の概 要 （平成19年5月1日 現在）

Ⅱ　 研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

　(1)研 究主題

　　　確かな学びのある授業の創造

　　　～もてる力を発揮 しなが ら

　　確かな力を身につける図画工作科学習～

　(2)平成19年 度の調査研究のね らい と対象

［調査研究のね らい］

　　　18年 度に引き続き，本年度 も楽 しい造形

活動 と鑑賞活動の題材における目標の実現状

況を把握するとした。

　　　18年 度は，学習資料の工夫，板書の工夫

の ２つの研究内容に取 り組んできた。その結

果，学習資料が子 どもの造形活動の資源にな

ることがわかった。また，板書による造形活

動の学びを見える形で整理することで，その

時間の学びが確かにされ，次の時間の活動に

スムーズにつなげられるなどの成果も得 られ

た。

　　 そこで，本年度は，学習形態の工夫，言葉

かけの工夫を研究の内容 に位置付け，楽 しい

造形活動 と鑑賞活動の題材における目標の実

現状況を把握するようにした。

［調査研究の対象］
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２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

(1)　指導方法の工夫と考察

　 子どもがこれまでの学習の経験を生かしな

がら，新たな発想や技能で表す ことができる

よ うに，指導方法について考えてみた。具体

的には，

　　○　学習形態の工夫

　　○　言葉かけの工夫

　 の２点である。 これ らの，具体的な様子を

実践例をもとに説明する。

　①　実践例　 １

　 ア　学年　題材名

　　　 第 １学年　きらきら

　 イ　 目標

　　 ○　身近にあるいろいろな材料からきらき

らするものを見つけ，楽 しんでつ くろう

とする。 （造形への関心 ・意欲 ・態度）

　　　　○　材料の形や色，光る様子などを見て，

友達 とかかわ りなが らきらきらするもの

を思い付 くことができる。

　　　　　　　　（発想や構想の能力）

　　 ○　 自分のつくりたいきらきらに合わせて

材料を選んだ り，自分な りの表 し方を試

した りすることができる。

　　　　　　　　（創造的な技能）

　 ウ　題材の概要

　　 ○　本題材は，材料が光る様子などから見

つけたよさや美 しさをもとに， 自分な り

のきらきら光るものをつくることをとお

して，思いのままにつくり出す喜びを味

わ うようにすることをねらいとして設定

した。

　 透明なものや光にきらきら反射するも

のは，子ども達にとって大変魅力的なも

のである。身の回 りには， このようなき

らきら光る材料がたくさん存在 してい

る。本題材の活動 としては，持ち寄った

きらきら光る材料で遊ぶ ことから始め

た。そして，いろいろな材料を試 してみ

た り，置く場所を変えた りすることで， さ

らにきらきら光る自分だけの輝きをつくっ

ていくようにした。その過程で子 ども達は，

自分な りの発想や創造的な技能，鑑賞の能

力を総合的に発揮 していった。

エ　指導計画

　 １　 本題材の学習について話 し合 う。〈0，5時間〉

　２　光 りをあててその変化や美 しさを楽 しむ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈1，5時間〉

　３　思い思いの発想できらきら光るものをつく

る。 〈２時間〉

　 ４　 できた作品で遊びなが ら光 り具合を楽 しむ

ことをとお して，それぞれの思いを伝え合 う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈1時間〉

オ　研究内容の具体化

　○　学習形態の工夫　試 しの場の設置

　つくった作品を遊びながら試 した り，その

用途に合わせて飾った りす るなど，試 しの場

を設定した。子 ども達は遊びながら試す中で，

自分のつ くったきらきらについて友だちの意

見を伝え合っていた。伝えあ う言葉を聞いた

り，教師 自身が会話に参加す ることで，より

具体的な評価をすることができた。

【屋外に設定 した試 しの場】

○　言葉かけの工夫

　　導入時には，身の回 りにあるきらきら光

るものを実際に見せなが ら，「身の回 りにあ

るいろいろなきらきらを見つけよう。」とつ

くることよりも見つけることを強調すること

で，子どもはきらきら見せる工夫までするよ

うになった。また，子 どもと一対一で会話す
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ることで，子 どもの思いを受け入れ （受容），

子 どもの発想のすばらしさを認め， さらに

伸ば していこう （賞賛，共感） とする言葉

かけをするようにした。発想が浮かばな

かった り，用具の使い方がわか らなかった

りする子 どもには，助言を与えるようにし

た。

　カ　子 どもの姿から見える成果 と課題

　　　この題材をとお して，次のような成果 と

課題が見えてきた。

　　 〈成果〉

　　 ・　試 しの場を設定したことで，子 どもが

集 う場とな り，そこで自然 と作品に対す

る会話が始まった。その中で，お互いの

作品について思いを伝えあった り，今回

の題材で習得 した技能を伝えあった りす

る姿が見られた。

　　 ・　 造形活動に自信をもたせ るような共感

的な言葉かけをすることで，子 どもが活

動への見通しをもちやすくな り，活動へ

意欲 的に取り組むことができた。また，

子 どもとの会話をとおして，子 どもの思

いを知ることは評価へとつながった。

　　 〈課題〉

　　 ・　 この題材で，評価をするにあたって，

座席表， ビデオカメラ，デジタルカメラ

などを用いて行ったが，すべての子 ども

の活動を見取ることはできなかった。そ

のため，課題としては，多 くの子 どもの

活動をできるだけ見取るように，学習プ

リン ト等を使っ て評価 していく必要があ

る。

②　実践例 ２

ア　学年　題材名

　　　第 ５学年　この絵 どんな絵 ？

イ　 目標

　○　学級での模擬美術館づくりや県立美術館

での作品鑑賞などをとお して，作品を見る

ことに関心をもち，創造的な鑑賞の活動を

楽 しも うとする。 （造形への関心 ・意欲 ・

態度）

　 ○　作品の中の形や色などをもとにして作品

の意味を考えた り，よさや美 しさについて

友達 と語 り合っ たりしなが ら，見方や感 じ

方を深めることができる。 （鑑賞の能力）

ウ　題材の概要

　　宮崎県立美術館の所蔵作品をカー ド化 した

アー トカー ドを用いて， ５の １美術館づくり

や県立美術館での鑑賞などの活動を設定し

た。その活動の中で，友達や教師，さらには，

美術館スタッフなどの人々とかかわ りなが

ら，自分な りに作品の美 しさに気付いた り，

作品の新たな意味をつくりだしたりしていく

ようにした。

エ　指導計画

１　 アー トゲームをして，作品を見ることを楽

しみなが ら，鑑賞の活動への意欲をもつ。

　　　　　　　　　　　　　　　　 〈1時間>

２　 アー トカー ドを用いた模擬美術館をつくり

鑑賞し合 う。　　　　　　　　　 〈1時間>

３　 県立美術館で実際の作品でギャラリー トー

クをす る。　　　 　　　　 　　　 〈1時間〉

オ　研究内容の具体化

○　学習形態の工夫

　　模擬美術館づ くりの活動を４人 １組のグル

ープで行い，アー トカー ドをもとにしたコミュ

ニケーションをとお して，作品の見方や感

じ方が深まるようにした。その際， グループ

ごとのキーワー ドをもとにして作品を選ぶよ

うにした。また，作品に対 して自分が感 じた

ことをクイズにして友達に聞 くことで， 同じ

作品に対する多様な感 じ方に触れ られるよう

に した。 さらには， グループごとに机に作品

を展示 した後，学級全体で鑑賞する時間を設

けて，多様な作品や，それに対する友達の感

じ方に触れることができるようにした。
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【グルー プでの作品 ク イズ の様子 】

○　言葉かけの工夫

　　 グループでの作品選 びについては，「どう

してその作品を選んだの ？」と，その作品

を選んだ意図を尋ねる問いかけを行った。

　 また，全体での鑑賞では， 「お気に入 り

の作品を最低 １点は見つけよう。」と鑑賞

への意欲を高める言葉かけも行った。

カ　子どもの姿から見える成果と課題

　　〈成果〉

　　 ・　 4人 グループで，キーワー ドに合った

作品選びやクイズなど，アー トカー ドを

もとにしたコミュニケーションが活性化

する状況を設定することで，作品 の見方

や感 じ方を深める姿が見 られた。

　　・　 作品 についての感 じ方や考え方の根拠

を問 う発問を行 うことで，子どもが作品

の形や色，人物の表情などに一層着目す

る姿が見られた。

　　 〈課題〉

　　・　 コミュニケーションを活性化する手立

てとしてクイズを取 り入れたが，作成や

そのや りとりに時間がかかったため，全

体での自由な作品鑑賞の時間が少なくな

って しまった。 自由な鑑賞において発揮

され る子どもの力を見取るためにも，活

動の精選化を図る必要がある。

③　実践例　 ３

　ア　学年　題材名

　　　第１学年　アー トであそぼ

　イ　目 標

　　○　アー トゲームで遊ぶ活動をとお して，作

品を見ることに関心をもち，作品を楽 しん

で見ようとする。 （造形への関心 ・意欲 ・

態度）

　　○　作品に見 られる形や色，表 し方などを話

し合ったり，感 じたことを表現 した りしな

がら，作品の面白さを体全体で感 じ取るこ

とができる。（鑑賞の能力）

　ウ　題材の概要

　 ○　 本題材は，作品を見て遊んだ り，話 し

合っ た りしながら，体全体の感覚を働かせ

て作品を感 じ取る力をね らいとして設定し

た。

　 低学年では，自分たちのつ くった作品を

楽 しんで見ることを鑑賞のね らいとしてい

る。 しか し，鑑賞活動を独立 して行 うこと

で，子どもは見ることを一層楽しみ思いの

ままに感 じるようになると考えた。そこで，

宮崎 県立美術館作成のアー トカー ドを用い

たアート ゲームを行 うことにした。アート

ゲームは補助ゲームツールなどを使 うこと

で，低学年でも十分見る楽 しさを味わうこ

とができる。アー トゲームをとお して，遊

びながら作品 を見ることで，子 どもはただ

見る，眺めるだけでなく，作品に関心をも

って見るようにな り，その作品の形や色，

面白さを楽しく見つけている姿が見られ

た。

　エ 　指導計画

　 １　 アー トカー ドについて関心をもち，ア

ー トゲームを楽 しむ
。　　　 〈1時 間〉

　　　　２　 アー トゲームで遊びなが ら，それぞれ

の感覚で絵を見て楽 しむ。　　 〈1時間 〉
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オ　研究内容の具体化

　○　学習形態の工夫

　　　 見た作品を自らの体を使っ てまねをする

「まねっ こゲーム」では，体全体の感覚を働

かせて鑑賞することができるように，教室よ

りも広い特別教室で椅子や机を置かずに床に

直接座 らせての授業を行った。空間が広いこ

とや椅子や机がないことで，子ども達は思い

切って体を使い表現をすることができた。

　○　言葉かけの工夫

　　　子どもの言葉に頷いた り，子どもが言葉を

発するのを待った り，子どもの言葉を繰 り返

した りするなど，できるだけ子どもの発言を

認めるようにした。また，子どもの発言には

理由を聞くように して，子どもが感 じたこと

が作品のどの部分から根拠づけられているの

か尋ねるように した。子どもとの会話を積極

的にすることで， より具体的な評価をするこ

とができた。

力　子 どもの姿から見える成果 と課題

　 〈成果〉

　　 ・　 机椅子を置かない自由な空間の中で，子

ども達は体全体の感覚を働かせて表現活動

を楽しむ ことができた。また，会話 も生ま

れやす く，お互いの思いを伝え合 う姿が見

られた。

　　 ・　 共感的な言葉かけをすることで，子ども

の思いを深 く知ることができた。また，対

話をとおし て何を根拠に作品を見ているの

か聞くことが評価へとつながった

　 〈課題〉

　　 ・　 発達の特性に応 じたグルーピングの仕方

や活動の精選化を図ることで，子 どもが発

揮 している資質・能力を評価 していく必要

があった。

３　 評価方法に関する研究成果

(1)　使用 した評価方法

　　　評価方法の工夫 として以下の５点を行っ

た。

　 ①　座席表を用いた評価表への記録

　 ②　デジタルカメラによる学習状況の撮影

　 ③　デジタル ビデオによる学習状況の撮影 と

動画の分析

　 ④　 図エノー トの活用

　 ⑤　作品の分析

(2)　 どの内容， どの評価規準に照らして実現状

況を把握 しようとしたか

　　 ①～⑤の評価方法は全ての内容，評価規準

に照 らした評価において活用 した。特に評価

方法の①を基本 として行っ た。その際，子 ど

もの造形活動の有 り様を具体的に記録 し,後

で評価の資料とするために②を用いるように

した。

【座席表 を用いた評価記録表】

　座席表を用いる際は，ただ子どもの活動を

見るのではなく，できる限 り子どもに声をか

けるようにし，対話より得る子どもの思いを

大切にするように した。
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　 ③については，固定カメラや撮影者により,

　 抽出 した子どもとその周 りの子どものかかわ

りを撮影 し，材料や人とのかかわり中で生ま

れる造形行為やそこで働 く資質 ・能力を細か

く分析するために用いた。

　 ④については，子 どもの文章や 自己評価の

内容，作品そのものか ら，授業では気付かな

かった子 どもの発想や技能，表現や鑑賞に関

する思いを把握するために用いた。

　 ⑤については，作品の出来映えとして評価

するのではなく，子 どもの資質 ・能力の結晶

として捉え，それを見取るために用いた。

(3)　評価方法の工夫改善

　 ①　評価表への記録について

　　　 評価表は，各時間ごとに評価の観点を設

定 して記録す るようにし，題材全体を通し

た子どもの変容が記録できるように した。

　 ②　デジタルカメラによる学習状況の撮影

評価表に併せて，評価の際の資料になる

ように学習状況を写真撮影 した。その際，

できるだけ複数撮影するようにし，学習状

況の変容が見て取れ るようにした。

(4)　評価方法の効果

　 ①については，それぞれの評価規準に沿っ

た評価が効率的に且つ確実に行えた。 また,

対話することにより，子どもの思いや作成過

程の工夫なども見取ることができた。

　　 ②については，①の評価方法で評価する際

に児童の活動の様子を思い出すために有効だ

った。

　　 ③については抽出児童 とその周 りの児童の

かかわりを繰 り返 し再生し，働いている資質

・能力を分析できる点で有効だった。

　　 ④については 学びの足跡 として残 り，児

童が自らの学習をふ り返ることができる点で

有効だった。

　　 ⑤については， じっくりと作品を見ること

で，学習中には分からなかった子 どもの発想

や表 し方の工夫に気付 くことができた。

４　成果の普及と今後の展望

　　①の評価表への記録については，児童の活動

が広範囲に広がると後で記録 しようとしても，

思い出せないことが多い。 したがって，できる

だけその 日の うちに記録をするようにした。そ

こで，併せて②のデジタルカメラの画像を参考

にす るようにした。①と②の評価方法は一番効

率的であ り，また手軽にできる方法として今後

も活用 していきたい。

　 また，対話す ることにより，作品からは見ら

れない子 どもの思いも見取れ ることから，言葉

かけについてもさらに研究を深めていきたい。

　　③のデジタル ビデオによる学習状況の撮影 と

動画の分析は，抽出児童 とその周 りの児童が働

かせている資質 ・能力の評価にはとても有効な

手段である。また，子 どもの姿から指導の在 り

方を見直すことにもつながつた。子 どもの造形

行為の在 り様か ら，題材や場の工夫，用具の準

備などを教師自身が反省することがあった。 し

かし，学級全員の学習状況の把握 としては無理

があり課題が残る。さらに，資質 ・能力の分析

にはある程度の時間 と教師の力量も必要であ

る。子どもの資質 ・能力をより確かに見取るた

めに，分析は複数の教師で行いなが ら，思いこ

みによる評価 を避 けるようにするとともに，教

師 自身が子どもの活動を見取る力を高めていく

必要がある。
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