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はじめに 

図画工作科では、第１年次として、「子どもが主体的に発想・構想の能力を働かせる授業」をテー

マに、授業の“はじめ”の工夫について研究に取り組んだ。第２年次では、子どもが主体的に発想・

構想の能力を働かせる授業をテーマに、教師の役割についての研究を進めた。教師の役割として、

授業中のコミュニケーションと、授業後のふりかえりカード・図工ブックによって子どもの思いや

ねがいを見取り、次の授業づくりへと活かすことで、子どもが主体的に発想・構想の能力を働かせ

ることにつながった。授業づくりとして、表現の広がりのある題材設定をすることは、子どもたち

が主体的に発想・構想の能力を働かせるのに効果的であった。なぜなら、子どもが表現を広げるこ

とができる題材を設定することにより、子どもは表し方を工夫したり、材料や用具を組み合わせて

活動したりできたからである。様々な材料と触れ合っている子どもは、題材が変わっても、前の題

材で扱った材料や表し方の工夫を活かそうとするが、題材の順序によってはその『こだわり（*1）』

を活かすことができずに、『こだわり』が途切れてしまう場面が見られた。よって、題材設定を工夫

するだけではなく、『こだわり』をもちつづけることができるよう題材の順序を組み立てることが課

題として見えてきた。 

そこで今年度は、学びを創り続ける授業をつくるために、主体的に発想・構想の能力を働かせる

カリキュラムづくりについての研究を進めていく。 

*1『こだわり』…学びを創り続けている姿の中には、どの学年でも子どもが自分の活動に手応えを感じて、いど

み続けようとする姿がある。この「子どもが、自分の思いやねがいを表現しようといどみ続ける姿」を図画工作科

では、『こだわり』をもって活動に取り組む姿とよぶことにした。この『こだわり』をもって活動に取り組む姿こ

そ子どもが意欲的に活動に取り組み、没頭している姿であると考える。 

 
１．図工科における学びを創り続ける子ども像  

本校図画工作科では、「自ら対象に働きかけ、気づき、思いを膨らませ、学びをくり返す中で、自

分の表したいことを形や色などを通して表す子ども」の姿を目指している。子どもたちは、材料・

用具に自ら関わりながら、「いいこと考えた」「こうしてみたらどうかな」と考えついたことを試し

始め、自分なりの意味や価値を見出しながらイメージを広げていく。そして、自らの気づきや発想・

構想に加え、友だちとの学び合いやこれまでの経験を活かしながら、子どもたちは学びを創り続け

ていると考える。また、この学びは１つの題材のみに留まるのではなく、題材を超えて発想・構想

の能力や創造的な技能として発揮される。 
 

２．学びを創り続ける授業づくり 

（１）発達における表現の変化に即した題材設定 

子どもの表現をその発達から捉えると成長があり、表現が変化すると考えた。子どもの表現に

目をこらすと、低・中・高学年の大まかな違いを見つけることができた。 
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表８－１ 発達における表現の変化に即した題材設定 

学年 表現の変化 題材・子どもの姿 

低学年 一つ一つつくることが興味の対象

となり、集めたり、並べたりする活

動が中心になる 

「おもしろいかたち・いろ、いっぱい」 

長い木の枝を迷路のように長く並べてみたり、きれ

いな色の花びらを集めたりすることに夢中になっ

て取り組む姿が見られた。 

中学年 表し方を工夫したり、対象と距離を

おいて場所と組み合わせたりする

ことに興味が高まってくる。 

「短冊を つないで つないで」 

つなぎ方を工夫して、立体的な花や電車をつくって

みたり、場所と組み合わせて部屋のかざりをつくっ

てみたりする姿が見られた。 

高学年 表現を選んだり拡げたりすること

に興味が高まる。 

「どこでもカメレオン」 

その場所にとけこむように、カメレオンの形をした

画用紙に色をつけ、自分の表現したい場所を選んだ

り、その場にとけこむような道具や表現方法を選ん

だりすることで主体的に活動に取り組む姿が見ら

れた。 

このような子どもの発達における表現の変化をふまえた上で題材を設定することにより、子ど

もは『こだわり』をもって活動に取り組むことができる。 

 

（２）表現の広がりのある題材の設定 

題材の中における子どもの表現パターンは、いくつかあるように思える。同じ題材でも異なる

表現パターンが見られる。例えば、「ある部分を埋める、重ねるなどを意識して表す（図８－１）」

「視界を通して内在する映像的イメージを意識して表す（図８－２）」「順序やきまりを決めて表

す（図８－３）」などがある。いろいろな表現に広がるような題材の設定をすると、子どもたちそ

れぞれが「こんなことができそうだ！」と自分の表したいことを見つけやすくなり、その表した

いことを表現しようといどむようになる。いどむ中で、自分の活動に手応えを感じはじめ、自分

の思いやねがいを表現しようと『こだわり』をもって活動に取り組むと考える。しかし、この表

現パターンは固定してその子の表現を決めつけるものではない。あくまでもその題材の中で語ら

れるものである。同じ子どもであっても、題材によって表現パターンは変わってくるので、毎回

特定のパターンにあてはまるとは限らない。このような表現の広がりのある題材設定することに

より、子どもは自分の表したいことを見つけ、『こだわり』をもって活動に取り組むことができる

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－２ 
映像的なイメージにあわせる 

図８－３ 
模様の色の順序やきまりを意識する 

図８－１ 
模様を重ねる、埋める 
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３．図工科における学びを創り続けるカリキュラム 

（１）子どもが『こだわり』をもつことができるカリキュラム 

図工科では、子どもが『こだわり』をもって材料と関わったり、自分が表したいことに向かっ

ていったりする中で学びの必然性が生まれ、その必然性から、さらに『こだわり』をもつと考え

る。『こだわり』をもつことができなければ、必然性は生まれにくいため、子どもが『こだわり』

をもつことができるカリキュラムが学びを創り続けるカリキュラムであると言える。 
まず、子どもは、発達における表現の変化に即した題材や表現の広がりのある題材に出合うと、

「これで○○してみたい」「これを使うと○○ができそうだ」という思いやねがいから、学びを創

り始める。そして、材料・用具をためすことや、友だちや教師とのコミュニケーション、観賞で

の新たな発見などを通して、その題材でもった『こだわり』をもとに「次はもっと○○してみた

い」という思いやねがいをもち、学びを創り続ける姿へと進んでいく。しかし、その姿は１題材

の中で留まり、題材がかわると、その題材の中でもった『こだわり』も途切れてしまう。そこで、

子どもが題材の中でもった思いやねがいを他の題材でもいかしていくことができるように、教師

が子どもの「もっと○○したい」という思いを次の題材に活かすカリキュラムづくりを進めるこ

とが必要である。題材と題材を子どもの思いやねがいでつなげることによって、子どもは『こだ

わり』をもち、主体的に発想・構想の能力を働かせて学びを創り続けると考える。 
 
（２）生活や社会と豊かに関わるカリキュラム 

子どもにとって、図画工作科は生活と深く関わりをもっていると言える。例えば、衣服の形や

食事の色どりなど、子どもの日常の生活に長く深く関わっていく。この日常の中にある美的な感

性は、題材の中でためす活動や、形や色などに関わるコミュニケーション、観賞などを通しても

表れると考える。例えば、３年生の題材「楽しく使おう」は、空き容器に粘土をつけて、毎日の

生活の中で楽しく便利に使えるものをつくる題材である。子どもたちは、「部屋にペン立てがなか

ったから、ペンたてをつくりたい」と自分の生活の中で必要なものを考え、好きな形や色にしよ

うと工夫して、『こだわり』をもって作品をつくっていく。このように、自分の生活と結びつくこ

とによって、子どもは「となりの部屋に置くために、次は○○もつくってみたい。そのためには

…」と、さらに『こだわり』をもち、主体的に発想・構想の能力を働かせて、学びを創り続ける

と考える。 

 

４．図工科における学びを創り続けるカリキュラムづくり 

（１）思いやねがいがつながる題材の順序 

  ①「造形遊び」を起点にした順序 

「造形遊び」は、結果に重きを置かず、行為からはじまる活動の過程を楽しむことを大切に

する。子どもは、この「造形遊び」で、身近にある自然物や人工の材料の形や色の特徴などか

ら、材料に働きかけていく。そして、自分の感覚や行為などを通して、『こだわり』をもつよう

になり、発想・構想を繰り返していく。そこで、本年度はカリキュラムの起点として年度当初

や次の学年への移り変わりの時期に「造形遊び」ができるよう、配列を変更した。 
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表８－２ 『こだわり』がつながる「造形遊び」の題材の配列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「造形遊び」の子どもの感覚や行為を通してもった思いやねがいを「絵や立体に表す活動」

「工作に表す活動」にもつなげることで、「造形遊び」で培っていく資質・能力を軸として、さ

らに『こだわり』をもって取り組むことができるのではないかと考える。 

子どもにとって、「造形遊び」「絵や立体に表す活動」「工作に表す活動」は図画工作科の活動

であって、領域を意識して活動している子どもは少ない。子どもたちは「造形遊び」でもった

思いやねがいを「絵や立体に表す活動」「工作に表す活動」で発揮するため、思いのままに発想・

構想の能力を働かせる姿として表れたり、試行錯誤しながら何度も挑み、体全体を動かして主

体的に材料と関わっていく姿として表れたりする。このように、子どもの思いやねがいは、そ

れぞれの領域を超えてつながっていくと考える。その「造形遊び」で培った何度も試す力、自

分の思いやねがいに合わせて工夫する力を「絵や立体に表す活動」「工作に表す活動」で活かす

ことができるように教師が題材の順序を組み立てることで、子どもは『こだわり』をもって取

り組むと考える。 

また、子どもの主体性が発揮される「造形遊び」をカリキュラムの起点として入れることで、

生まれたイメージをもとに友だちと学び合い、互いによさを認め合いながら、さらに次の『こ

だわり』をもって活動に取り組んでいくことができる。「造形遊び」は体全体を使って材料と関

わるので、クラスの雰囲気をほぐすこともできる。 

 

表８－３ 「造形遊び」を軸にした発想・構想の能力 

高

学

年 

材料や場所などの特徴を基に発想し想像力

を働かせ、それらを構成したり周囲の様子を

考え合わせたりしながらつくる。 

感じたこと、想像したこと、見たこと、伝え合いたいことから、

表したいことを見付けて表す。形や色、材料の特徴や構成の美

しさなどを感じ、用途を考えながら、表し方を構成して表す。 

中

学

年 

身近な材料や場所などを基に発想し、新しい

形をつくるとともに、その形から発想した

り、話し合って考えたりしながらつくる。 

感じたこと、想像したこと、見たことから、表したいことを見

付けて表す。表したいことや用途などを考えながら、形や色、

材料などを生かし、計画をたてるなどして表す。 

低

学

年 

身近な自然物や人工の材料の形や色などを

基に思いつき、感覚や気持ちを活かしながら

つくる。 

感じたことや想像したことから、表したいことを見付けて表す。

好きな色を選んだり、いろいろな形をつくって楽しんだりしな

がら表す。 

 造形遊び 絵や立体、工作に表す 

 
 
 
 

低学年「せんたくばさみをつないでつないで」 

「新聞テープをつないでつないで」 

 

中学年「ポリ袋を切ってつないで」 

「新聞棒をつないでつないで」 

 

高学年「Let’s  enjoy  joint!」 
 

いろいろな色がならぶとすごくきれいだね。どんどんつ

ないで、長くしていきたいな。 

はしを切って、もっと大きなポリ袋にできるかな。体育館

の舞台に届くように高くするには、どうすればいいかな。 

図工室の机の下を変身させるために、丸い形でとびらをつ

くるとおもしろそうだよ。三角形を組み合わせてライトに

できそうだな。 
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ふりかえりカード

　　　年　　組　　番　　　名前（　　　　　　　　　　　　　　）

○工夫したことは…です。

○もっと…してみたい！！

②材料・用具と出合う順序 

題材の中で『こだわり』をもちやすくするためには、子どもがもった思いやねがいが同学年

の次の題材や、上の学年の題材につながっていくようにする必要がある。そのために、教師が

子どもの思いやねがいがつながるよう意図して題材の順序を組み立てることによって、子ども

が『こだわり』をもって、主体的に発想・構想の能力を働かせていくと考える。 

例えば、３年生の題材「くぎうちトントン」での、金づちを使って木材に釘を打つ活動で「も

っといろんな形の木をつなげたい」という思いやねがいを生かすために、上の学年である４年

生の題材「切ってつないで」で、好きな形に切ることができるようにのこぎりを使い、つなげ

るための木材を自分で切って用意するという題材につなげることができる。そして、６年生の

題材「１枚の板から」では、３・４年生での学びを生かして目的や意図を考えながら、木材の

切り方やつなぎ方を工夫する題材へとさらにつなげていく。「もっと複雑な形に切ってみたい」

という思いやねがいから、用具の糸のこを使う題材を設定するなど、題材の順序を組み立てる

ことで、学年間の思いやねがいをつなぐことができる。このように、子どもの思いやねがいを

年間指導計画の見直しに活かしていくことで、子どもが『こだわり』をもち、主体的に発想・

構想の能力を働かせることができると考える。 

 

（２）『こだわり』の見取りを活かす 

ふりかえりカードや図工ブックをかくことによって、教師は子どもの『こだわり』を見取るこ

とができ、子どもは自らの活動をふりかえり、次への見通しをもつことができた。ふりかえりカ

ードで見取ったことを次の授業や題材に活かし、前の題材でもった思いやねがいをつなげること

によって、１年間を通しての題材と題材に横のつながりが生まれると考える。また、図工ブック

で見取ったことは、題材全体を通してもった子どもの思いやねがいを上の学年の題材の環境設定

やめあてに活かしていくことができるため、題材と題材に縦のつながりが生まれると考える。し

かし、ふりかえりカードをかくことによって活動時間が短くなり、また子どもの『こだわり』が

途切れてしまうことが課題としてあった。そこで、ふりかえりカードの書く項目を厳選すること

で、活動時間を確保しつつ、そこから見取ったことを次の授業や題材へと活かしていくことがで

きると考える。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－４ ふりかえりカード 
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（３）カリキュラムの見直しと新たなカリキュラムづくり 

 本年度は昨年度見取った子どもの思いやねがいから、その思いやねがいがつながるよう計画カ

リキュラムを構成した。しかし、この計画カリキュラムは子どもの思いやねがいによって柔軟に

変わっていくものである。また、このカリキュラムが、学びを創り続けるために有効であったか

は、活動を進めていく中、題材の終了後などに見直していくことが必要であると考える。そこで、

子どもの思いやねがいをもとに実施したカリキュラムをさらに構成し直し、この実際に行った授

業でのコミュニケーション、ふりかえりカード、図工ブックで新たに見取った『こだわり』を次

の計画カリキュラムへと活かしていくことが、図工科における学びを創り続けるカリキュラムで

あると考える。 
 
＜平成 26 年度実施カリキュラム＞ 

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

図画工作
科

単元名

「オリエンテー
ション」
「つないでつな
いで」

「少しずつ色を
変えてみると
…」

「新聞ぼうをつ
ないでつない
で」

「コンテのひみ
つ」

「顔、カオ、
KAO見つけた
よ」

「すてきなペー
パー職人」

「すてきなペー
パー職人」
「OHPシートを
重ねてみると」

「OHPシートを
重ねてみると」

「うまれるよ、す
てきな物語」

「のぞいて発
見！」

「へーんしん!」
「この1年をふり
かえって」

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

図画工作
科

単元名

「図工室ってこ
んなところ」

「絵の具となか
よし」

「絵の具となか
よし」
「ポリ袋を切っ
てつないで」

「ポリ袋を切っ
てつないで」

「クルクルメカで
クルン」

「とびらの向こう
に○○が見え
るよ」

「とびらの向こう
に○○が見え
るよ」
「楽しく使おう」

「楽しく使おう」
「くぎうちトント
ン」

「くぎうちトント
ン」
「図工のあのと
き」

「図工のあのと
き」
「この1年をふり
かえろう」

４年　年間指導計画

３年　年間指導計画
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単元名
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「少しずつ色を変
えてみると…」

「少しずつ色を変
えてみると…」
「新聞ぼうをつな
いでつないで」

「新聞ぼうを
つないでつな
いで」

「コンテのひみ
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「顔、カオ、
KAO見つけた
よ」

「すてきなペー
パー職人」

「OHPシートを
重ねてみると」

「うまれるよ、す
てきな物語」

「へーんしん！」
「切ってつな
いで」

「切ってつな
いで」
「この1年をふり
かえって」

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

図画工作
科

単元名

「図工室ってこ
んなところ」
「絵の具となか
よし」

「絵の具となか
よし」
「ポリ袋を切っ
てつないで」

「ポリ袋を切っ
てつないで」
「クルクルメカで
クルン」

「クルクルメカで
クルン」

「とびらの向こう
に○○が見え
るよ」

「とびらの向こうに
○○が見えるよ」
「ざいりょうからひ
らめき」

「ざいりょうから
ひらめき」
「楽しく使おう」

「楽しく使おう」
「こんなもの
つつめるか
な」

「くぎうちとん
とん」

「図工のあのと
き」
「この1年をふり
かえろう」

　　４年

　　３年
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文部科学省「小学校学習指導要領解説 図画工作編」平成 20 年 

材料・用具と出合う順序 
様々な材料を使った経験をした子どもたちは、『こ

だわり』をもって材料とかかわる姿が見られた。そ

こで、今年度は「とびらの向こうに〇〇が見えるよ」

と「ざいりょうからひらめき」を入れ替え、少ない

材料での工夫を経験した後に、多様な材料に触れる

ことができるように材料・用具と出合う順序を組み

立てた。 

「造形遊び」を起点にした順序 

「造形遊び」が起点となるよう、題材を配

列した。材料と体全体を使ってかかわり、新

しい形をつくっていくことができるよう、３

年ではポリ袋のやわらかさを生かして空気を

入れ、つなぎ方を工夫してつくる。４年では

新聞棒の硬さを生かし、つなぎ方を工夫して

つくる。 
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