
平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 甲州市立 松里小学校
ふ り が な こうしゅうし まつさと

校 長 名：成澤 宗克

所 在 地：山梨県甲州市塩山小屋敷1378

電話番号： 0553-33-3006

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 図画工作

≪研究主題≫

子どもたち一人一人の学力を高める研究

― 図画工作科における育てたい資質や能力を

意識した指導と評価の工夫 ―

【研究の要点】

本校の研究は，図画工作の学習において児童に身に付

けさせたい資質や能力を意識して指導や評価に当たるこ

とによって，学力を効果的に向上させることを目指した

ものである。

具体的には，子どもたちが図画工作の授業で発揮する

力を学習評価の４つの観点に照らして，分かりやすい表

現（「４つの力」）に整理することによってめあてが明確

になり，児童と教師がめあてを共有化することができる。

そうすると，子どもたちはそれらの力を発揮することに

専念し，作品の出来映えのみにとらわれることなく伸び

伸びと授業（活動）に取り組むことができるようになる。

このような基本的な考えの下，以下に示す事柄を中心

に指導と評価の工夫を進めてきた。

【指導の工夫】

◆「４つの力」の提示とめあての明確化・共有化

◆「ピピッとタイム」の導入

◆材料や道具と親しむ時間の導入

【評価の工夫】

◆デジタルカメラの画像の活用

◆ポートフォリオ的な学習カードの活用

◆言葉かけや見取りの心得

【指導と評価の重点化・焦点化】

◆一時間一観点の評価 → 一題材一観点の評価

これらの研究実践を通して，子どもたちは図画工作の

授業でどんな力を発揮すればよいのかが分かり，自信を

もって活動に取り組む姿が見られるようになった。また，

指導と評価の重点化・焦点化により，効果的・効率的な

学習評価を図ることができた。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

松里は山梨県甲州市の北西部に位置し，豊

かな自然に恵まれ，多くの史跡・文化財，伝

統行事が残っている地域である。また，桃や

ぶどうの産地で，「ころ柿」づくりも盛んで

ある。本校はそんな果樹地帯の中にある。

松里小学校は，平成17・18年度に，山梨県

教育委員会より，「学びの意欲向上推進事業」

の研究指定を受け，算数と図画工作の教科に

おいて，主体的な学びを育む授業展開に視点

を当てて研究・実践を進めてきた。そのため

に，①めあてを意識した指導・支援，②自分

の力でめあてを達成できるような授業展開，

③次時へつながるふりかえりに着目して授業

展開の中で学びの意欲を高める工夫をしてき

た。

図画工作の授業実践においては，子どもた

ちが図工で発揮する力を学習評価の４つの観

点に照らして整理し，めあてを明確化・共有

化しやすいようにした。また，鑑賞の力を発

揮する「ピピッとタイム」の導入や次の活動

につながる見取りや言葉掛けの工夫など，授

業実践を進める手だて等を考え，実践してき

た。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 １ １ １ １ １ １ １ ７

児童数 28 23 22 31 29 14 3 150

教員数 １２名（６名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

子どもたち一人一人の学力を高める研究

― 図画工作科における育てたい資質や能力を

意識した指導と評価の工夫 ―



(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校では，これまでに「子どもたち一人一

人の学力を高めるための研究」を教科やアプ

ローチの方法等を工夫しながら進めてきた。

今回の研究指定を受けた３年間は，校内研究

で扱う教科を図画工作に絞り，全校体制で研

究・実践を行うことにした。これまでの，図

画工作の研究・実践では，学びの意欲向上の

視点で，育てたい資質や能力，子どもたちが

図画工作の授業で発揮する力を学習評価の４

つの観点に照らし，子どもたちにも分かりや

すく表現し，共有できるように工夫してきた。

（「４つの力」）

※授業のはじめに「４つの力」を提示する。《重点化の例》

今回，図画工作の学力を高めるという視点

で，その「４つの力」を子どもも教師も共有

し，意識して授業に取り組むことが子どもた

ちの学力向上につながると考えた。

また，教師の評価活動の負担軽減から，効

「４つの力」カード
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果的・効率的な評価，妥当性・信頼性等を考

慮し，一つの題材や一時間の授業で観点を絞

って指導・評価していくことを考えた。児童

が発揮する力を絞って明確にすることで，子

どもたちは自信をもって活動し，ひいてはそ

れが学力の向上につながると考えた。

○［調査研究の対象］

研究においてはどの年次・学年においても

A表現(2)の分野を中心に進めることにした。

例えば，１年目は，１学年の「コロコロころ

りん」の題材で４つの評価の観点全てについ

て評価資料を集めた。２年目は，４学年の「コ

ロコロめいろ」の題材では４つの評価の観点

全てについて評価資料を集めたが，毎時間の

評価の観点は一つの観点に重点化した。３年

目は，指導と評価の重点化に伴い，年間計画

・年間評価計画に基づいて評価資料を集める

観点は一題材につき一観点とした。例えば，

２学年の「うつしてうつして」（版画）で「創

造的な技能」，３学年の「段ボールの変身」

で「発想や構想の能力」，６学年の「くねく

ねアート」（面白い飾り，モビール）で「創

造的な技能」などである。

このように設定したのは，できるだけいろ

いろな学年で研究実践を進めるとともに，誰

もが実践しやすい図画工作の評価を念頭に，

効果的・効率的な学習評価を目指し，指導と

評価の重点化を図ることを考慮したからであ

る。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 一年目の研究

①【第１学年「コロコロころりん」】

自分の思いのままにつくったコロコロをど

のように転がるか試し，そこから思いをふく

らませていく場面で，「発想や構想の能力」

の観点を評価した。評価規準は「形や色など

の組み合わせを考えて材料を選び，思いをふく



らませて，楽しいコロコロを考えようとしている。」

と設定し， 行動観察・発言・作品・画像記録

等の方法で評価を行った。特徴的なことは，

子どもたちの気付きや作品の変化を少しでも

多く見取れるように，デジタルカメラで撮影

した作品や活動の画像を評価資料として活用

したことである。また，子どもたち自身が撮

影する場面も設定した。

※子ども自身のデジタルカメラの使用について

個々のアングルの違いなどから作品への思い

が読み取れて作品の一つとして評価の際の資料

となった。ただし，低学年には困難が多い。

※デジタルカメラの画像で追う，作品の変化

①試しながら

表現に取り組む

②色や形・組み合わ

せの工夫が加わる

③表現が広がる

作品や転がり方を見合う「ピピッとタイム」

を表現活動の途中に設け，友だちの作品を見

たり，それを実際に転がしてみたりすること

に取り組んだ。子どもたちは，そこから新た

な刺激を受け，思いや発想をふくらませなが

ら活動を広げたり深めたりしていくことがで

きた。授業中は子どもへの対応に追われるこ

とが多く，全員を評価する時間がとれないこ

ともあった。ただし，活動や作品の画像を記

録や学習カードの記述等があると，事後にお

いても見取りをすることが可能になった。

評価規準を細分化したり，常に４つの観点

で評価したりすることについては評価に係る

負担感が生まれた。

② 次年度に向けての評価等に関する改善

前年度までの研究の成果を生かしながら，

全員が共通理解の下，研究や授業を行うよう

にした。

１年間の取組の中で，評価規準が細かすぎ

ると，評価の際，想定する子どもの様相の例

が膨大になるなどの負担感が課題としてあげ

られ，効果的・効率的な学習評価が望まれた。

指導や評価の視点を絞ることや評価規準を分

かりやすくする必要があると考えた。

(2) 二年目の研究

①【第４学年「コロコロめいろ】

「ビー玉の面白い転がり方」を試したり工

夫したりしながらめいろづくりを行う場面

で，「創造的な技能」の観点を評価した。評

価規準は「面白い転がり方になるようにさま

ざまな工夫をしてつくっている。」とし，作

品の変化や試したり工夫したりする活動内容

の変容などを見取るように心がけた。行動観

察や学習カードの記述，作品や活動の画像な

どを評価資料として蓄積し，指導に役立てる

とともに，評価資料が不足している児童につ

いては，次時に補えるように努めた。

効果的・効率的な学習評価を目指し，題材

の特性や指導計画の中での観点のバランスを

考慮し，一時間一観点で行う指導と評価の重

点化を図った。また，評価規準をできるだけ

分かりやすくし，教員の評価活動における負

担感を解消するように努めた。この題材では，

特に育てたい力として「創造的な技能」に重

点を置き，つくりながら考え，試す・工夫す

る活動を豊富に設定した。子どもたちは，ビ

ー玉が面白い転がり方をするめいろをつくり



上げようとがんばることができた。指導と評

価に関しては，重点化により指導と評価のポ

イントが明確になり，比較的ゆとりを持って

授業にあたることができた。

※活動や作品の画像を記録し，学習カードに添付する。

② 次年度に向けての評価等に関する改善

指導と評価の重点化を試みた。本年度は，

題材の特性によって，４つの観点のバランス

や評価の場面が異なることを考慮して進め

た。

「子どもたちは，常に『４つの力』を発揮

している。若しくは，いつそれらの力を発揮

するか分からない。」ということを踏まえな

がら，効果的・効率的な学習評価を行うため

に１時間で評価しようとする観点を一つに絞

った。これによって，授業の流れがシンプル

になり，ねらいが明確になるとともに指導や

評価について，ゆとりが生まれた。

一方，指導と評価に重点をおくことに学期

や年間の指導や評価の計画等の根拠という点

から，不安感も出てきた。

(3) 三年目の研究

①【第２学年「うつして うつして」】

紙版とローラーなどを用いて，自分の表し

たいことを，その思いがよく表れるように試

したり工夫したりして自分らしい版画の表現

をしていく場面で「創造的な技能」を評価し

た。評価規準は「自分の表したいことを写す

ために，版の形や版の置き方，写し方などを

工夫している。」に設定した。評価方法につ

いては２年目と同様である。低学年の学習カ

ード導入は表現の時間を妨げないように配慮

しながら，ポートフォリオ的に学習カードの

活用を行った。これによって作品や活動に対

する子どもたちの「思い」について教師がと

らえやすくなるとともに，子どもたち自身も

学習カードを書いたり見たりすることで自分

の「思い」を明確にしたり，作品の変化や自

分の成長に気付く有効な資料となっている。

《２年学習カード》

本年度の研究実践では，指導と評価の重点

化を進め，年間指導計画に基づいて重点をお

く観点を一題材に一つとすることを試みた。

これによって題材を通して発揮する力（めあ

て）を絞ることができるため，教師の指導と

評価におけるゆとりが生まれた。

例えば，重点をおいた観点に応じて試した

り工夫したりする活動を取り入れることによ

って，子どもが十分用具に慣れることができ



たり，表現の幅が広がったりしていく活動が

多く見られるようになった。

※試したり工夫したりする時間を豊富に設定する。

①紙版の配置を考える

②思いをうつす

③思いをうつす

《本当にやりたいことが整理

できる》

②【第３学年「だんボールの変身」】

思い思いに段ボールを加工し，「ピピッと

タイム」を経た後，テーマに沿って自分の思

いを表現する活動の場面で「発想や構想の能

力」を評価した。評価規準は「形や大きさ，

その組み合わせなどの感じを生かし，自分の

イメージをさらにふくらませている。」と設

定した。

※作品や活動の撮影

子どもが画像撮影するのはブレたり，ピント

が合わなかったりして難しいので，教師が児童

に撮す視点を確認しながら撮るようにした。

「発想や構想の能力」の観点に重点をおい

て評価を行ったが，実際には，子どもたちは

思いをふくらませ，それを実現するために「創

造的な技能」を存分に発揮していた。評価の

重点化においては実際の学習活動に応じて柔

軟に考える必要がある

ことが分かった。

一方，作品だけでな

く，本人の「思い」を

聞き取ることや，学習

カードへの記述を読み

とることなどから把握

したことを評価に反映

させることができた。

《作品１》

ただのカブトムシではなくそこら中を撮影できるよ

うにカメラを搭載した。羽を増やし，飛ぶ力をパワー

アップした。

《作品２》

ジェットコースターの回転のしかたを改良した。コ

ースも増やした

《作品３》

ロボットを船の上に立たせ，片面段ボールを海に見



立てて，航海している様子を表現した。（平面→立体）

③【第６学年「くねくねアート」】

針金で構造やつなぎ方などの工夫を生かし

て面白い動きや形の飾りやモビールをつくる

場面で「創造的な技能」を評価した。評価規

準を「思いに合わせて針金を加工したり，組

み合わせたり，工夫して表そうとしている。」

とした。評価方法については観察や聞き取り

に力を入れ，子どもたち個々の「思い」の把

握に努めた。

子どもたちの中には，自分の表現に固執し

てしまい，表現が発展しない児童が若干見ら

れたが,「思い」を聞き取ったり，教師が言

葉をかけたり，友だちの活動や作品を見るこ

とを促したりすることで活動が進展し，「創

造的な技能」の視点で友だちの活動や作品を

見ることができるようになった。

※教師による「思い」

の聞き取りは，支援

の手だて，評価の手

がかりとなる。

《ピピッとタイム》

※創造的な技能

の観点で友だ

ちの活動や作

品を見る。

④ 次年度以降の評価等に関する見通し

本年度は昨年度の指導と評価の重点化を更

に推し進め，一つの題材で重点をおく観点を

一つにした。そのためには，教科書の題材を

全て分析し，題材の特性等から中心となる観

点を絞ること，児童の実態を考慮すること等

から題材配列を見直し，年間指導計画及び年

間評価計画を作成して，それを根拠に評価の

観点に重点をおく必要があった。なお，造形

への関心・意欲・態度については，学期を通

して評価することとした。

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 研究実践の成果

○「４つの力」の提示によるめあての明確化，

共有化により，子どもたちが図画工作の授

業で，どんな力を発揮すればよいかが分か

り，伸び伸びと活動できるようになった。

○指導と評価の重点化により，効果的・効率

的な学習評価を図ることができた。

○停滞する児童の支援策や評価については，

特に作品や活動への子どもたちの「思い」

を把握することが重要な手がかりとなるこ

とが分かった。（聞き取りや学習カードの

記述から）

○評価方法については，学習カードの記述，

デジタルカメラの画像等が有効な評価資料

になることが分かった。

(2) 研究実践の課題

○指導と評価の重点化に伴う，題材分析及び

年間指導計画作成にかかる負担の軽減

○重点をおいた観点の妥当性の吟味

○評価規準の立て方と評価の実際に関する具

体的な方法の提示

(3) 研究成果の普及方法

今回の研究実践で得られた成果等の普及に

ついては，市内の小中学校の図工美術担当の

先生方を招いた形で，研究授業と研究会を開

催した。「誰もが実践できる図画工作の授業

づくり」という視点で，参考になれば幸いで

ある。この他にも，ホームページによる，研

究成果及び資料の公開，各種研究会における

発表などを計画している



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 北海道教育大学附属札幌小学校
ふ り が な ほつかいどうきよういくだいがくふぞくさつぽろしようがつこう

校 長 名：並川 寛司

所 在 地：北海道札幌市北区あいの里5条3丁目

1-10

電話番号： 011-778-0471

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 図画工作

≪研究主題≫

表現及び鑑賞の活動における子ども理解と

評価の在り方についての考察

【研究の要点】

【研究主題】表現及び鑑賞の活動における子ども理解と評

価の在り方についての考察

【主題設定の理由】これまでの調査研究から，表現や鑑賞

の活動において，子どもが資質や能力を発揮している状況

を適切にとらえ，これを価値付けるとともに，評価活動の

内容と具体を学習指導との関係で改善していく必要がある

ことが明らかになった。具体的な主題解決の重点は，成果

と課題を踏まえ，次の2点にまとめた。

・題材配列に基づく評価計画による，重点的な評価情報の

蓄積と具体的な評価方法についての考察。

・評価計画及び実施した評価活動からの資質や能力の育成，

構造的な題材の構成についての考察。

【研究の対象】

・1年目：学年 第2学年 内容 A表現(1)(2),B鑑賞(1)

・2年目：学年 第5学年 内容 A表現(1)(2),B鑑賞(1)

・3年目：学年 第6学年 内容 A表現(1)(2),B鑑賞(1)

【評価の具体例】

〈題材名〉「みんなのあったか造形」A表現(1)(2年生)

〈学習の実現状況の把握〉「造形への関心・意欲・態度」に

ついて評価をする際，〔共通事項〕から子どもを把握するこ

とで，「発想や構想の能力」や「想像的な技能」についても

力を発揮していることが把握できる。

〈次年度の評価〉材料へのかかわりを〔共通事項〕で整理

することで，ひとつの観点だけでなく，他の観点でも学習

の実現状況を把握することができると考える。

〈題材名〉「みてみてつながる魔法の言葉」B鑑賞(1)(2年生)

〈学習の実現状況の把握〉発言を中心に形や色への気付き

を読み取り，板書に位置付けたり，追加の質問をしたりし

て，形や色への気付きを深めた。題名を付けることから「鑑

賞の能力」と連動して働くイメージを言語化する学びを深

めることができた。

〈次年度の評価〉言語活動が鑑賞の活動と一体的に行われ

るので，言語的な表現力が発言の内容となって表出する。

イメージと言語のつながりを，発言以外の方法でも進めて

いかなくてはならない。

〈題材名〉「“みる×つくる＝わたし”の時間」

A表現(2)(5年生)

〈学習の実現状況の把握〉接着剤を使わずに組み立てる題

材の特徴から，創造的な技能を引き出し活用する姿が把握

できた。表現している過程を記録するなど，変容を把握す

ることで，より学習の実現状況をとらえることができた。

〈次年度の評価〉抽象的な形を自分のイメージに合わせて

つくり出すところに評価の視点をもった。試行をじっくり

見守り，次々に変容する作品をとらえていきたい。技能的

な部分だけでなく，子どもたち同士も互いの作品を見合う

ことでイメージを広げる一助になると考える。表現と鑑賞

の場面の組合せ方に題材の改善が考えられる。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は札幌市の北地区，自然豊かな「あいの里」

にある。大学と広い敷地を共有する附属小中学校

では，様々な自然体験や校外での学習を実現する

だけでなく，四季折々の特徴を肌で感じながら学

ぶことができる。子どもたちは，このような自然

豊かな環境のもと，知・徳・体をバランスよく調

和させて学ぶことができている。公共の交通機関

やスクールバスを使い札幌市の全域から通学する

子どもたちは，学級40名を基本とし，各学年2学

級ずつの12学級で学んでいる。また教育大学の附



属校である本校では，学校研究課題，各教科の研

究内容を授業公開を通して全道，全国へ発信し研

究討議する全道教育研究大会を毎年7月に開催し

ている。

本校では昨年度より，他を受け入れながら強い

意志で粘り強く学ぶ子どもと，温かくつなぎ合う

集団の学びを「強い人が創る優しい学校」という

主題のもと研究を進めてきた。そこでは，授業の

改善や子ども理解を深め，学力をとらえ直し指導

と評価を一体的に進めることが改めて大切である

ことが明らかになった。個と集団の学びの関係や，

教科でねらう子どもに身につけたい学力を図画工

作科の学習を通じて具体的に検証していきたいと

考えた。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ 13

児童数 80 78 77 78 79 77 21 490

教員数 18名（ １名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

表現及び鑑賞の活動における子ども理解と

評価の在り方についての考察

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

これまでの調査研究から，表現や鑑賞の活動に

おいて，子どもが資質や能力を発揮している状況

を適切にとらえ，これを価値付けるとともに，評

価活動の内容と具体を学習指導との関係で改善し

ていく必要があることが明らかになった。具体的

な主題解決の重点は，成果と課題を踏まえ，次の

2点にまとめた。

・題材配列に基づく評価計画による，重点的な評

価情報の蓄積と具体的な評価方法についての考

察。

・評価計画及び実施した評価活動からの資質や能

力の育成，構造的な題材の構成についての考察。

○［調査研究の対象］

図画工作科の4つの観点について，下記のよう

に学年と内容を調査の対象とした。

・1年目：対象学年 第2学年

対象内容 A表現(1)(2),B鑑賞(1)

・2年目：対象学年 第5学年

対象内容 A表現(1)(2),B鑑賞(1)

・3年目：対象学年 第6学年

対象内容 A表現(1)(2),B鑑賞(1)

以上のような学年において，A表現(1)(2)およ

びB鑑賞(1)の内容を対象に4つの評価の観点につ

いて授業実践を通して，研究主題を考察した。1

年目の研究主題は，「子ども理解からはじまる指

導と評価の在り方についての考察」とし，学力の

定着を目標に対する評価の在り方として分析しな

がら，授業改善，学習指導要領に定める目標の実

現に向けた具体的な方策を考察した。2年目は「表

現および鑑賞の活動における子ども理解と評価の

在り方についての考察」という主題のもと，「評

価情報の分析的な解釈と指導，評価の改善」や「資

質や能力の育成における，構造的な題材の構成に

ついて」重点化して考察した。3年目は，2年目の

主題を継続しつつ，重点を「題材配列に基づく評

価計画による，重点的な評価情報の蓄積と具体的

な評価方法についての考察」ならびに「評価計画

及び実施した評価活動からの資質や能力の育成，

構造的な題材の構成についての考察」として，研

究を進めてきた。

4つの観点の中でも，「発想や構想の能力」，「創

造的な技能」，「鑑賞の能力」については，題材ご

とに重点化して評価計画を立てるなど，評価の視

点を明らかにする学習評価を重視してきた。一方，

「造形への関心･意欲・態度」については，独立

した観点として評価していくのではなく，他の3

つの観点における目標の実現状況，つまり資質や



能力の発揮の様子によって，関連した評価をする

ようにしてきた。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

【題材名】「みんなのあったか造形」A表現（１）

（２年生）

【題材の目標】 洗濯ばさみや他の材料ををつな

げたり，組み合わせたりしながら，材料の特徴を

とらえ，組合せ方やつなぎ方などを工夫するとと

もに，自分の思いで造形的な活動に取り組む。

【学習場面①】題材の導入部分〜洗濯ばさみをい

ろいろな向きにつなげたり，並べて挟んだりする

ことを楽しむ。

【評価規準】「造形への関心・意欲・態度：洗濯

ばさみをつなげたり，並べたりすることを楽しも

うとしている。

【評価の方法】観察・対話

【評価の具体】この段階での主な子どもの活動は

「具体物の表現」と「抽象的な表現」に大別され

る。つなげ方や色への気付きなど，材料を扱う行

為に浸り楽しむ姿をとらえる。

【学習の実現状況の把握】材料に積極的にかかわ

る姿を対話や観察によって把握していった。評価

規準に合わせると，おおむね満足であった。さら

に，形や色についてのアイデアなどについて，独

自の発想をしている子どもには価値付けながら対

話していった。ここでは，「造形への関心・意欲

・態度」だけでなく，「発想や構想の能力」につ

いても力を発揮していることが把握できた。

【次年度の評価】本題材における本学習場面では，

関心・意欲・態度の観点並びに他の観点について

も把握することができると考える。

【学習場面②】題材の中程〜思い付いた形を実現

したり，新しい形をつくり出したりする。

【評価規準】「創造的な技能：表したい形に合わ

せて，材料の使い方や組合せ方を工夫している。」

【評価の方法】観察・対話・作品

【評価の具体】いろいろな組合せ方を試みたり，

４色の組合せ方を工夫したりするなど，「つくり

出した形」と「色の使い方」の大きく二つの方向

から整理して，子どもの学習状況をとらえる。

【学習の実現状況の把握】この段階では，活動を

「形」と「色」に大別し，表現を「創造的な技能」

の観点で把握した。アイデアや技能が先行し，表

現する子どもと，つくりながら表したいものが見

えてくる子どもの姿を観察や作品から把握してい

く。表したい形に合わせて，巧みにつなげたり，

組合せたりしている姿があり，おおむね満足な状

況を把握できた。

【次年度の評価】本学習場面における評価は，「創

造的な技能」を中心に見ていたが，一方，つくっ

たものでの場面遊びなどの姿もあったことから，

「発想や構想の能力」の観点での評価も含んだ評

価活動が必要と思われる。これは，〔共通事項〕

のイメージの学習の実現状況ともいえるので，本

学習場面での改善点として加味していく。

【題材名 】「みてみてつながる魔法の言葉」

B 鑑賞（１）（２年生）

【題材の目標】身近にある友達の作品の特徴を形

や色を視点に鑑賞するとともに，形や色について

感じたことから作者の表したかったことを考え，

楽しく見る。

【学習場面】題材の導入部分〜友達の作品を見て，

題名を付ける。どうしてその題名を付けたのかを

形や色の感じに結びつけて説明し合う。

【評価規準】「鑑賞の能力：感じたことを話し合

うなどして，友達の作品のよさや美しさを感じ取

っている。」

【評価の方法】観察・発言・カード

【評価の具体】発言した子どもからだけではなく，

話し合いでのうなずきやつぶやき，カードに書い

たアイデアなどをもとに，友達の作品のよさや美

しさを見付け合っている姿をとらえる。

【学習の実現状況の把握】この学習では，発言を

中心に子どもの考えを把握した。形や色への気付

きを板書に位置付けたり，発言に追加の質問をし

たりするなどして，形や色への気付きを深めた。



作品全体の見方が部分の形や色に焦点化されてい

る状況を把握していく。題名を付けることから，

イメージの言語化が進み，「鑑賞の能力」と連動

して働くイメージを言語化する学習についても高

めることができる。

【次年度の評価】本題材における本学習場面では，

形や色への気付きを題名に置き換えることから表

現を読み取る。言語活動が鑑賞の活動と一体的に

行われ，言語的な表現力の差異が発言の内容とも

関連する。本活動では，焦点化した作品の鑑賞は

できるが，言語活動との評価のバランスを考え，

発言だけでなく，記述や対話の記録など，多くの

子どもの「表面化しない言葉」を把握する手だて

が必要である。

【題材名】「“みる×つくる＝わたし”の時間」

A表現（２）（５年生）

【題材の目標】 材料の特徴から表したいことを

見付けて，イメージをもったり，面白い形を考え

たりしながら立体に表す。

【学習場面】題材の中程〜材料の形から思い付き

新しい形をつくり出す。組合せや接合の仕方，道

具の使い方を工夫しながら表現する。

【評価規準】「創造的な技能：表したい抽象的な

イメージを表すために，材料や用具を使いながら，

表し方を工夫している。」

【評価の方法】観察・作品

【評価の具体】これまでの学習で経験している接

合の方法など，これまでの学習を活かしている姿

があった。また，全体像を意識して材料や用具を

手や体を働かせながら使い，表現している様子を

とらえた。

【学習の実現状況の把握】この段階では，組み合

わせてははずし，また調整して組み合わせるなど

の姿がよく見られた。材料の特徴を活用し，自分

の形を実現しようとしている創造的な技能の具体

的な内容を把握した。表現している過程を時間を

おって記録するなど，変容を把握することで，よ

り学習の実現状況をとらえることができる。

【次年度の評価】本題材における本学習場面では，

抽象的な形を自分のイメージに合わせてつくり出

すところに評価の視点がある。試行をじっくり見

守り，次々に変容する作品をとらえる。技能的な

部分だけでなく，子どもたち同士も互いの作品を

見合うことでイメージを広げる一助になると考え

る。表現と鑑賞の場面の連係に題材の改善の余地

が考えられる。

３ 成果の普及と今後の展望

本研究の成果としては，

○目標と評価の明確化によって分かりやすい見取

りができ，評価の妥当性が向上する。例えば，子

どもの姿を印象的にとらえるだけでなく，資質や

能力を分析的にとらえることで，指導がより具体

的になり，目標に対する指導と学習の実現状況を

明確に把握することができることがわかった。

課題としては，

●写真や動画，ワークシートなど子どもたちの記

録，評価情報の整理。

●各題材ごとの評価の蓄積によるいくつかの題材

のまとまりにおける評価。

●いくつかの題材のまとまりにおける観点別評価

の総括としての半期及び年間の評価。

各題材の評価をどのようにまとめ，いくつかの

まとまりや半期，全期の評価にしていくかという

点で，一層の考察が必要である。また，評価のま

とまりと指導の具体を明らかにし，個の学習（学

力の獲得）に応じたかかわりを評価計画，評価活

動，学習指導，実態検証のサイクルで考えていか

なければならないことが明らかになった。

成果の普及については，年一回の教育研究大会，

市内研究推進事業，大学での教育学の講義，他校

授業協力，校内研究活動などにおいて発表，まと

めなどを行っていく。造形教育の研究団体での全

道，全国研究大会（平成23年度）においても本研

究の成果を授業づくり，授業理論づくりの場面な

どに活用し，広く普及すると共に今後の日常の授

業に関連付けながら，授業をよりよくしていきた

いと考える。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 埼玉大学教育学部附属小学校
ふ り が な さいたまだいがくきょういくがくぶふぞくしょうがっこう

校 長 名：清水 誠

所 在 地：埼玉県さいたま市浦和区常盤

６－９－４４

電話番号： 048-833-6291

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 図画工作

≪研究主題≫

題材の特性に応じ児童の活動を読み取る

評価方法の工夫

【研究の要点】

１．調査研究のねらい

本研究では，児童の活動状況を適切に読み取るために，

有効な評価情報の収集方法やその分析の方法を模索して

いくものである。そのために「各題材で身に付けるべき

内容を明らかにし，どのような姿が見られたときに造形

的な資質や能力が働いていると捉えるのか，評価規準を

明確にすること」「評価規準を基に，どのように児童の活

動状況を具体的に読み取っていくのか，評価方法を明ら

かにしていくこと」について焦点をあて研究を進めた。

具体的には，以下の点に重点をおき取り組んだ。

○ 各題材で身に付けたい力を明らかにし，目標を見直す。

○ 各題材の評価規準を再考し，明確化と重点化を図る。

○ 児童の活動を多角的・多面的に見取る方法とその分析

の方法を模索する。

○ 児童の活動の記録を蓄積する評価簿を工夫する。

２．実践概要

(1)評価情報の収集について

主に①発表②行動観察③対話④表現⑤記録の五つの評

価情報の収集方法を用い，題材の特性やその学習内容，

評価項目により使い分けを行った。また，多面的・多角

的に集めた評価情報を蓄積することで，児童の活動への

内面の変化を評価するようにした。

(2)評価規準・評価計画を基にした評価情報の収集とその

分析について

評価を進めるにあたり，どの観点をいつ，どのよう

な方法で，どのような姿を評価情報として収集するの

か評価計画を立て，その明確化を図った。その評価計

画に基づき，児童の活動状況を把握し，分析を行った。

(3)対話を中心とした評価情報の収集とその分析について

発想や構想の能力など，目には見えない思考を読み

取る上で，対話による評価情報の収集が有効であると

考えた。そこで，対話の形態を四つに分類し，実践を

通してその有効性を検証した。

(4)ポートフォリオや評価簿を活用した評価情報の収集と

その分析について

ポートフォリオをつくることは，児童の思考や表現

の変容をとらえることができ，どの場面でどのような

資質や能力を働かせたかを読み取るのに有効であると

考えた。そこで，複数の形態のポートフォリオを作成

し，それぞれの有効性を検証した。

また，記録を蓄積する評価簿については，評価する

キーワードをあらかじめ載せておくなどの工夫をし，

その簡略化を図っていった。そして，効率的に活用で

きる評価簿の在り方を模索した。

３．成果と課題

評価情報の収集においては，五つの方法（①発表②行

動観察③対話④表現⑤記録）を用い，題材の特性やその

学習内容，評価項目により使い分けを行った。その結果，

多面的・多角的に情報収集を行うことができ，適切に児

童の活動状況を読み取ることに有効であった。

一方で，信頼性，妥当性をもった評価規準の設定，評

価情報の収集と分析の効率化が課題となった。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，一般の公立小学校と同様，初等普

通教育を行う小学校であるとともに，大学教

育学部の附属学校として，次のような特色あ

る性格をもつ教育施設である。

(1)教育実習学校としての性格

教育学部の学生が教育実習生として来校

し，小学校の教師として必要な資質を身に付



けるため，参観や実習を行う。したがって，

実習期間中（１学期４週間，２学期４週間，

３学期２週間 計１０週間）児童は，実習生

の指導を受けることが多い。

(2)研究，実験学校としての性格

教育上のさまざまな研究や実験を行う学校

である。したがって，教育研究の必要上，い

ろいろな学習指導法が実験されたり，調査研

究が進められたりする。このため，保護者に

協力を要請する面が多い。

(3)地域の学校教育へ協力する性格

県や市町村教育委員会等との緊密な連携の

下に，地域学校の研究や現職教育に協力する。

そのため，県下の小学校や教科研究団体の招

請に応じている。

また，研究主題に基づき進められた研究の

業績や結果を発表，討議する研究協議会を定

期的に開催し，研究実践の交流を図っている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 0 １８

児童数 120 119 120 120 118 120 0 ７１７

教員数 ２８名（ ３名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

題材の特性に応じ児童の活動を読み取る

評価方法の工夫

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

学習指導要領に定める目標等の実現状況を

把握するためには，以下の点を明らかにする

ことが必要であると考えた。

①学習指導要領に定める目標と各題材の目標

及び評価規準との関連

②児童が働かせている造形的な資質や能力を

読み取っていく方法

そこで本研究では，学習指導要領に定める

目標と照らし合わせ，各題材の目標，評価規

準を見直すとともに，どのような姿が見られ

たとき造形活動における資質や能力が働いて

いると捉えるのか，児童の活動を読み取る効

果的な評価方法について，実践を通し模索し

ていく。そのために，以下の点に重点をお

き具体的な方策をもって取り組んでいく。

○各題材で身に付けたい力を明らかにし，目

標を見直す。

○各題材の評価規準を再考し，明確化と重点

化を図る。

○児童の活動を多角的・多面的に見取る方法

とその分析の方法を模索する。

○児童の活動の記録を蓄積する評価簿を工夫

する。

以上のことから，上記の主題を設定した。

○［調査研究の対象］

図画工作の全学年において，「発想や構想

の能力」「創造的な技能」の観点を中心に，

１年目は，Ａ表現（２）「表したいものを絵

や立体に表す」，２年目は，Ａ表現（２）「表

したいものを工作に表す」を加え，３年目は，

１，２年目の内容を継続し，いずれも扱いが

４時間以上の題材を調査研究の対象とした。

対象をこのように設定したのは，中心とした

二つの観点における児童の活動状況（活動過

程の思考を含む）の変容が顕著に表れると考

えたからである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)評価情報の収集について

主に以下のような五つの評価情報の収集方

法を用い，題材の特性やその学習内容，評価

項目により使い分けを行っていった。また，

多面的・多角的に集めた評価情報を蓄積する

ことで，児童の活動への内面の変化を評価す

るようにしていった。

①発表‥話し合い活動での発表やつぶやきの



様子，話の聞き方などから評価する。

②行動観察‥児童の活動の状況や表情を見て

評価する。

③対話‥児童のつぶやき，児童同士や教師と

児童の対話の内容から評価する。

④表現‥表現結果としての作品だけでなく表

現途中の児童の試行錯誤からも評価する。

⑤記録‥学習カードや写真，付箋紙，感想，

紹介文，アンケートなどから評価する。

(2)評価規準・評価計画を基にした評価情報の

収集とその分析の具体例

学 年 第１学年

題材名 どうぶつむらの ピクニック

（Ａ表現（２）Ｂ鑑賞（１））〈４時間〉

◇ 評価規準表

発想や構想の能力（イ）

題材の評価規準 ◎（Ａ）と評価する際のキーワード

■（Ｃ）と評価する児童への支援

動物などをつく ◎「材料の形や色を関連させ思いをふ

るために，形， くらませ」「形や色，表し方を連続

色などを手がか 的に考え」「独創的に」

りに材料を選ん ■形や色，材料の組み合わせ方を共に

だり，その組み 考えながら，新たにできそうなこと

合わせ方を考え を見付けていくようにする。

たりしている。

創造的な技能（ウ）

題材の評価規準 ◎（Ａ）と評価する際のキーワード

■（Ｃ）と評価する児童への支援

集めた身近な材 ◎「材料や用具を効果的に活用して」

料やはさみ，接 「継続的に試行錯誤しながら」「つ

着剤などの用具 くり，つくりかえながら」

を手を働かせて ■材料や用具の使い方について，複数

使いながら表し の例を示してその中から選ぶことが

方を考えて表す。 できるような提案を行う。

◇ 題材の学習活動・評価計画

時 学習活動 学習活動における ○具体的な児童の姿

間 題材の評価規準 <評価方法>

との関連

１ 空き箱や空き発想や構想の○材料の形や色を基に表

容器をつかって， 能力 したい動物などを考えて

第 動物などをつく （イ） いる。

っていくことを ○組み合わせ方をいろい

知る。 ろ試しながら，表し方を

１ ２材料を操作 考えている。

・ しながら表し <対話・行動観察>

２ たい動物のイ ○思いに合わせて手を働

メージをもつ。創造的な技能 かせながら用具を使い，

↑行き戻り↓ （ウ） 材料を切ったり，折った

・３材料や用具 り，つなげたりしている。

〈 以下省略 〉

◇ Ｅ児の活動の実際 ※ < >は，評価方法

○児童の活動の様子［第２時後半の表現］

ワニらしく見えるように口の中をギザギザ

に切る。足もギザギザに切り，鋭い爪をつく

る。背中に梱包材や折り紙を丸めたものをく

っつける。 <対話・行動観察・表現>

●評価規準を基にした活動の読み取り

発想や構想の能力

→「概ね満足と判断される状況（Ｂ）」

箱やその他の材料の形，色などの特徴を生

かし材料を選んだり，組み合わせ方を考えた

りしながら，ワニをつくろうとしている。

創造的な技能

→「十分満足できると判断される状況（Ａ）」

集めた身近な材料を操作しながら，ワニの

表し方（口の開け方，箱の組み合わせ方，背

中の凸凹の表現等）を工夫している。また，

はさみ，各種接着するための用具などを手を

働かせて使いながら表し方（口や爪をギザギ

ザに切る，口はセロハンテープでつなげ，折

り紙は木工用接着剤でつける等）を考えて表

している。これらが，思いに合っているとと

もに効果的な活用の仕方が見られる。

○児童の活動の様子［第３時後半の表現］



さらに，しっぽを付け足す。しっぽには，

緑のネットをかぶせ，全体的に緑系の色でま

とめていこうと考えている。 <対話・表現>

その後，材料の中にキラキラの円シールを

見付け，興味を示す。マニキュアとして爪に

貼り，おしゃれなワニにしていこうと考える。

<対話・行動観察・表現>

●評価規準を基にした活動の読み取り

発想や構想の能力

→「十分満足できると判断される状況（Ａ）」

しっぽをつくる際，ネットの形状や伸び縮

みする特徴，緑色など材料の形や色を関連さ

せて考えながら選んでいた。また，キラキラ

光る円シールから，マニキュア→おしゃれな

ワニと材料から思いをふくらませたり，表し

方を連続的に考えたりしている。

○児童の活動の様子［第４時後半の表現］

子ワニを違う材料で，つくり方も変えてつ

くり，背中にのせる。親子で楽しくピクニッ

クに行くところを表現する。

<対話・行動観察・表現>

●評価規準を基にした活動の読み取り

発想や構想の能力

→「十分満足できると判断される状況（Ａ）」

箱の形や色，模様を関連させながら，子ワ

ニをつくることを考えていた。また，材料の

形や色を基に連続的に思考を行っている。

創造的な技能

→「十分満足できると判断される状況（Ａ）」

お母さんワニとは違う材料の使い方で表現

の仕方を工夫している。継続的に試行錯誤し

ながら活動している。

●総合的な評価：発想や構想の能力 ・創造的な

技能→「十分満足できると判断される状況（Ａ）」

活動の前半では，概ね満足であったが，表

現が進むにつれ，発想のひろがりや連続性，

関連性が見られ，それを「材料の形や色を関

連させながら思いをふくらませていく姿」「形

や色，表し方を連続的に考える姿」として捉

えた。また，思いに合わせて材料の使い方を

工夫したり，思いに合うまで何度もつくり変

えたりしながら活動する姿が見られ，それを

「材料を効果的に活用する姿」「継続的に試

行錯誤する姿」として捉えた。よって，十分

満足できると判断した。

◇考察

①評価規準を明確に設定することや評価計画，

評価するキーワードをつくり行動観察・対話

・表現等，多角的・多面的に児童の活動を読

み取っていくことによって，学習の実現状況

を適切に把握・分析することができた。また，

一題材の中で児童の活動を継続的に読み取る

ことによって，発想及び表現の変容を捉えら

れ，学習の実現状況をより適切につかむこと

ができたと考える。

②学習の実現状況を把握するためには，表現や

行動観察だけではなく，対話を通して目に見

えない思考を読み取っていくことが重要であ

った。対話には時間がかかる。効率的に行う

には，対話する内容を焦点化する必要がある。

一題材において評価の観点を一つから二つに

絞り，それにそった内容の対話を行うことが

適当であると考える。

(3)対話を中心とした評価情報の収集とその分析

の具体例

学 年 第２学年

題材名 えのぐくんと ゆめの みち

（Ａ表現（２）Ｂ鑑賞（１））〈４時間〉

※読み取った発想や構想の能力（ 下線部）

活 動 の 実 際 教師の働き

かけと意図

C 1 これは，黄色の絵の具君が住 ○話し合い



むお城で，そのふもとには楽 の中で出て

しい町になっていくんだ。絵 きた言葉を

の具君がその町に遊びに行く 基に他の児

ところをかくの。工夫したと 童が表現し

ころは，絵の具の模様を使っ たものや，

てお城や建物をかいたところ。考えたこと

お城には，みんなに時間を伝 をつなげる

える時計と鐘がついているん ようにして

だよ。 いった。

T 絵の具の模様が本当にお城に見えるね。

どこが町になるの？

C 1 まだ，かいていないけ

ど，ここら辺。

C 4 楽しい所にするなら遊

べる所があるといいね。

T C４君は，楽しくするた

めに何をかいていたかな？

C 4 私は，クルクルのすべり台。

C 1 そうか，遊べる所を考えてみようかな。

３完成作品

町に加え遊園地

や湖を付け足し，

いろいろな遊び

ができるように

し絵の具君が十

分楽しめる世界

ができたと満足

して活動を終え

る。

題名：えのぐくんのおしろと楽しいゆめのまち

評価：教師との対話により，自分の表現を振り

返り，その後，「楽しい」という言葉を基に新

たな発想を加えていく姿が見られた。たくさんの

お店をかき町をつくり，絵の具くんが楽しめる

遊園地や湖を表現していった。発想の連続性や

表現したものに関連性を読み取ることができ

「十分満足できる状況（Ａ)」と判断した。

◇考察

①対話による評価方法は，目には見えない思考

が読み取れ，特に発想や構想の能力における

学習の実現状況を適切に把握する上で有効で

あった。評価と同時に具体的な指導としても

活用することができた。

②対話には時間がかかるため，１時間で全員と

話すことは難しい。効率化を図るために対話

する目的や内容，また，対象としたい児童等

をあらかじめ明確にし，計画的に行っていく

ことが大切である。

(4)ポートフォリオや評価簿を活用した評価情報

の収集とその分析の具体例

学 年 第６学年

題材名 切って，つなげて，新たな世界

（Ａ表現（２）Ｂ鑑賞（１））〈６時間〉

○イメージマップによるポートフォリオの活用

活動過程の作品を撮った写真とともに発想

のきっかけや変容をイメージマップに記入

し，ポートフォリオを作成する。思いの変容

の記述を，発想や構想の能力の評価情報とし

て活用することに有効であった。

◇ F児のイメージマップと表現の記録

１ ２

３



◇考察

①考えたことを簡単な言葉で記述するイメージ

マップを作成することで思いの変容を捉える

ことができ，発想や構想の能力の評価情報と

して活用することに有効であった。表現した

ものと照らし合わせて見ていくことで学習の

実現状況を適切に把握することができた。

②イメージマップや記述，写真などの記録を蓄

積したポートフォリオは，その時間に見取る

ことができなかった児童の活動を把握する上

で有効であった。対話や行動観察，表現と合

わせて学習の実現状況を読み取っていくと，

より適切な評価につながっていくと考える。

できる限り簡略にすることが課題である。

○座席表を活用した評価簿の活用

◇ 評価簿例（主に机上で活動を行う際に活用）

・評価簿に評価規準及び(Ａ)評価のキーワード

(Ｃ)評価する児童への支援を記入しておく。

◇ 座席を基にした評価簿への記入例

・Ａ評価のキーワードをあらかじめ記入してお

き，該当項目を○で囲んでいった。空きスペ

ースには，特記事項を可能な範囲で記述して

いった。また，児童相互を線で結んだり，矢

印を用いたりすることで，子ども同士の関係

も記録として残していった。

◇考察

①評価簿には，活動を通して捉えたことを簡単

な言葉で記録していった。記録の蓄積は，思

考の変容，活動の広がりを読み取ることがで

き，学習の実現状況の把握に有効な評価情報

となった。評価するキーワードは，評価の効

率化につながった。また，座席表を活用する

ことは，子どもたちの位置関係が把握でき，

どのような関わり合いから活動が発展してい

ったのかを記録に残すことに有効であった。

②評価簿に子どもたちの活動状況を記述してい

くことは，個々の課題を把握したり，教師が

子どもたちに公平に関わったりするためにも

役立つ。評価するキーワードを記号化し記述

する時間の短縮を図ったり，時間ごとにペン

の色を変えて記述し活動や思考の変容を見や

すくしたりする工夫も考えられる。

３ 成果の普及と今後の展望

評価情報の収集においては，五つの方法を

用い，題材の特性やその学習内容，評価項目

により使い分けを行った。その結果，多面的

・多角的に情報収集を行うことができ，児童

の活動状況を適切に読み取ることに有効であ

った。特に対話による評価方法については，

表現に表れない思考を読み取る上で大変有効

であった。また，記述や写真等の記録を蓄積

するポートフォリオを活用した評価方法は，

記録の蓄積を継続的に行うことによって長期

的に児童の変容を捉える上で有効であった。

一方で，妥当性・信頼性をもった評価規準

の設定，評価情報の収集と効果的で効率的な

分析が課題となった。

なお，研究内容及び成果については，本校

研究協議会，埼玉県，また所属している図画

工作，美術に関わる教育団体等で発表や資料

配付の場をつくり普及していく。
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