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平成 23年 10月 19日 005校 時
中央区立久松小学校 図工室
2年 2組
西山 亜紀 学級
児童 35名
杉浦 由美子

研究主題

心 と体 の健康 づ くり
´
―自分やみんなを大切にする児童を目指して一

1 題材名

『たまごが かえった !』

<A表 現 (2)>

題材の 目標
卵 か らどんな生き物が出て くるのか豊かに想像 し、
空箱 を変形させて愛着 が もてる生き物 をつ くる。
題材 について
この時期の児童は、かいたりつ くった りす る活動そのものを楽 しむ傾向がある。経験 したことや 自分で考え
たお話、大好きなものなどを自分の表 し方で思いのままに表現する。また、周 りの友達 と話 をしなが ら、かい
ている絵 のお話 を広げた り、つ くっているものをつ くり変えたりする姿もある。
本題材は、和紙でつくった卵か ら、何が生まれてくるのか想像 し、空箱や粘土 を使って、思い付 くままに生
き物 を表現す ることの楽 しさを味わわせるものである。卵づくりを通 して、生き物 の誕生を待ち遠 しく思 う気
持ちを体験 させたい。また、生き物づくりでは、卵か らかえった生き物 と仲良く一緒 に遊べ るようにと想定 し、
友達への憧れや こんな自分にな りたいという願 いを作品に表現 させたい。生き物は、空箱を変形させて組み合
わせ、偶然できた形に面白さを感 じなが らつ くり、つ くり変えて 自分のイメー ジを形に表現 させたい。さらに、
小グループ活動や制作途 中に鑑賞活動 を取 り入れて、友達 と関わ り合 いなが ら豊かに発想し、楽 しく作品づく
りができるようにと考え、本題材 を設定 した。

児童の実態
本学級 の児童は明るく、楽 しく学校生活を送っている。休み時間になると友達と仲良く遊び、時には 自分勝
手な行動で トラブルになる ことがあるが、きちんと話 し合えば素直に謝る ことができる。
2年 生にな り、図工の授業が担任 と教室で行 う場合 と、教科担任 と図工室で行 う場合の 2パ ター ンになった。
図工室では、全体で話 を聞 く時と制作す る時のけじめはついてきた。図工が大好きな児童が多 く、初めて扱 う
材料 には好奇心を示 し、材料 を触 った り、顔 を近付けてのぞき込んだり、材料 との関わ りの中から、イメージ
が広がって作品づ くりにも意欲的である。̀し かし、4人 1組 のグループで活動す る場面があるが、まだ同じグ
ループのメンバー を思いや り、協力 して作業 をすることにl■l貰 れていない。鑑賞活動でも、楽 しそうに作品を
見た り、自分の作品について語ったりする姿が見 られるが、仲のよい特定の児童 との関わ り合 いにな りがちで
ある。児童が多 くの人々 との関わ りの中で、 自分の思 いを作品に表す喜びを感 じ、学び合うことの大切さを実
感 させたい。
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研究主題 との関連
(1)目 指す児童像 (低 学年)
0だ れとでも仲よくし、思 いや りのある温かい人間関係を築 こうとする
子
・基本的な生活習慣 を身に付け、思 いっきり体 を動かして遊ぶ子
以上の児童像から、専科分科会では、図画工作科 における目指す児童像を以下のように設定 した。
しN

0友 達や材料 との関わ りを楽 しむ子
・ 自分や友達 のよさに気付 く子
・ 自分の思 いや願 いを作品などで表現 しようとする子

(2)研究主題に迫るための手立て
①友達や材料 との関わりを楽 しむ子
→友達 と協力して活動を楽しむ力を付けるために
0.個 人作品をつ くる場合、一人で
小グルー プ活動
活動 しがちである。そ こで 4人 で 1グ ループ
をつくり、グループで作品のよいところを見付けた り、ア ドバイスをし合っ
た りする場面を設定 し、関わ りを通 してお互いに高め合 う雰囲気 をつくる。
0自 分 に自信がもてず、間違っていないか、順調 に進んでいるか教 に
師 確認 し
ようとすることもあるが、まずはグループの中で確かめ合ったり教え合った
りして、お互いに助け合う人間関係を築 くようにする。
0準 備や片付けなどはグルー プで協力 して活動する。準備では同じグループの
友達 に気 を配 り、片付けでは次に使う人のことを考えて、思 いや りの心を態
度で表す。
→材料の感触などを味わ う力を付けるために
0低 学年 の児童が手になじみ、扱 いやすい和紙や粘土などの材料 を選択する。
材料 の工夫
和紙 は 2種 類 の和紙 を使 い、粘土も軽量紙粘土や液状紙粘土を使 う。空箱 を
変形 させる時は、紙でできた箱の質感 の違 いにも注 目させ、体全体 の感覚を
働かせて材料の感触などを味わう。
0卵 は風船 に 2種類 の和紙を貼ってつ くる。生き物は、自分で集めてきた空箱
を、体全体 を使 って楽しく変形 させ、偶然できた形か ら発想 させて形をつ く
る。見た ことのない 自分 らしい生き物 を創造できるようにする。

②自分や友達のよさに気付く子
→自分や友達の作品の面白さに気付き、楽しく鑑賞する力を付けるために
鑑賞タイムの設定

・制作途中に鑑賞タイムを設定 し、 自由に席を立って鑑賞 したり、感 じたこと
を簡単な文章 に書 いた りして、一人一人の気付 きが交流 し合って見方や感 じ
方 を深める。多 くの友達 の作品を見ることによって、 自分や友達 のよさに気
付 き、学んだことを作品に生かそうとする。
0繰 り返 し鑑賞活動を行 うことによって、いろいろな表現方法がある ことを知
り、作品を見 る楽 しさを味わわせ、 自信 をもって 自分の作品をつくる喜びを
体験できるようにする。

→ 自分 の活動 を振 り返 り、課題 を見付ける力を付 けるために

学習カー ドの活用

10制 作過程 において、 自分が発想 したことを学習カー ドに記録 し、作品の構想
を練 る。
0新 しい材料 と出合 い、見た り触 った りして感 じたことを学習カー ドに書 いて
おく。1作 品完成時 に自分の活動の様子を振 り返 り、 自分 のよさに気付 いた り、
自分の課題を見付けたりする。
,

③自分の思いや願いを作品などで表現しようとする子
→ 自分の思いや願いを形に表そうとする力を付けるために
・生き物づくりの前 に、和紙で卵をつ くり、生き物 の誕生を待ち遠 しく思う気
学習過程 の工夫
持ちを育む。
0卵 か らかえった生き物 と仲良く下緒 に遊べ るようにと
想定 し、具体的に生き
物 の名前や得意な ことを考えなが らつ くり、生き物づくりを通 して、友達ヘ
の憧れや こんな自分にな りたいという願 いを表現できるようにする。
O効 果的な学習カー ド活用や制作途中の鑑賞活動などで、
自分の思 いや願 いを
具現化 させていく。
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指導計画

(10時 間

)

卵 づ く り

学 習 活

動

① 風船を膨らませ、風船の周りにのりで和
紙を貼 り重ねる。

い
ね
ら
0和 紙を亥Jみ なが ら、和紙 の感触を楽 しむ。
0友 達 と協力 して、風船 の周 りに和紙を均等に貼

生 き 物 づ く り

る。
0誕
全体に一色塗り、乾いたら絵の具で模
ロ
② リ
生のお祝 いの気持ちを込めて、いろいろな線
様を描く。
や点で、模様を描 く。
パ
どの空
③ 牛乳 ックな
箱や新聞紙で、生き
集めた空箱 をつぶ し、偶然できた形か ら見た こ
物の心棒をつくる。
とのない生き物 を豊かに想像する。
生き物が誕生を喜ぶ動作をイメージしなが ら、
″
酬際をつくる。
0最
④ 心棒の周りに大まかに粘土を付ける。
初 に液体粘土で心棒の周 りを覆 い、細部 を紙
粘土で肉付けをして、2種 類の粘土の感触を楽
しむ。
0生 き物の名前や得意な ことなどを考えて、愛着
がもてる生き物の形 をつくる。
・生き物の気持ちや特徴を想像 し、生き物の表情
⑤ 粘土で細部をつくる。
【
本時1/2】
や体全体の装飾をカラー粘土で表す。

鑑

0生 き物がどのよ うに出てくるのか、グループで

の殻を割る。
ロ
⑥ リ

賞

⑦ 自分や友達の作品を鑑賞する。

話 し合 い、豊かに発想 して、殻 を割 る。
0鑑 賞カー ドを使 って、 自分の制作態度を振 り返
る。
O友 達の作品のよいところを見付け、発表する。

時間

2

2

2

2

0。
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0.5

評価規準
観

点

造形への関心 0意 欲・態度

発想や構想 の能力

創造的な技能

評 価 規 準
卵か ら出てくるものを想像 し、愛着がもてる『ともだち (生 き物)』 を、立体
的につくることを楽 しもうとしている。
材料 の感触を味わおうとしている。
友達 と協力 して制作 したり、準備 0片 付けをした りしようとしている。
0卵 か らどんな生き物が出てきたら楽 しいか想像 し、『ともだち (生 き )』 の
物
特
徴を思 い付 いている。
,空 箱 を変形 させなが ら、つ くりたいものを思 い付 いている。
・空箱の変形の仕方や粘土の付け方など、つ くうた りつ くり直 した りしながら工
夫 している。
0好 きな色や気に入った形を自分の感覚で

選び 色合いなどを考えて表している。

鑑賞 の能力

0自 分や友達 の作品に関心をもち、よさや面白さに気付 いて楽しく ている。
見
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本時の学習
(1)目 標
0友 達や材料と関わ りながら、生き物の表情や体全 の
体 装飾 を思い付 く。

(2)研究主題に迫る中心 となる手立て

①小グループ活動・ 004人 で 1グ ループをつくり、お互いに手助けしながら活動する。
準備や片付けを協力して行う。

②鑑賞タイムの設定 000制 作途中に鑑賞タイムを設定 して、多くの友達の作品を見てよいところに気付き、
意欲を高めたり自分の作品に生かしたりする。

(3)学 習過程
導 入

学 習 活 動
本時の活動内容を知る。

３ 分

制作 の準備 をする。

○指導上の留意点

◆評 価

○誕生を喜ぶ気持ちを生き生きとした表情や、体 に模
様やアクセサ リー を付けて表す ことを知 らせる。

○グループの友達 と協力 して素早く準備をするよう確
認する。

カラー粘土 (赤 0青 0黄 0白 )を 混色 して、 ○グルー プの友達 と相談 し、手分けをして いろいろな
いろいろな色の粘土 をつくる。
色 の粘土 をつ くるよう指示する。
小グループ活動】
【
○混色する時の粘土 の分量や 3〜 4色混ぜると地味な
色ができることを確認する。

生き物の表情や体 の模様などを、粘土を付
けた り取った りしながらつくる。

○どんな表情や装 いにしたいのか、生き物の特徴 を明
確 にしなが らつ くるようま
旨示する。

作品を鑑賞 し合う。

○学級全員 の作品を見 に行き、友達 のよかった ところ
を付箋 に書 くよう指示す る。

展

開

鑑賞タイム】
【

７
４分

0生 き生きとした表牌 、体全体から楽しい雰囲気が出てい

′ る作品を見付けよう。
・美しい色合いや面白い形などカラー粘土効果的に使ってい
る作品を見付けよう。

○友達 の作品 のよいところを書 いた付箋は黒板 に貼
る。
◆ 自分や友達 の作品の面 白さや楽 しさに気付 いてい
る。<鑑 賞の能力 ★鑑賞の様子を観察・付箋への書き出し>

友達の

してぃるこころを参考にして、

=夫
粘土付けをする。

○友達 のよいところも取 り入れなが ら、生き物 の気持
ちや特徴がでるように作品をつ くることを指示す
る。
◆生き物の気持ちや特徴を考え、生き物 の表情や体全
体 の装飾 を思い付 いている。

<発想や構想の能力
友達 と協力 して片付けをする。

★制作中の様子を観察 0対 話・作品 >

○次に使 う人の ことを思いやって片付けるよう確認す
る。

本時を振 り返 り、気付いたことや感 じたこ ○生き物の表情や体全体の装飾で、生き物の誕生を祝
とを、学習カー ドに書く。
う気持ちや特徴を表現できたかなど、
確認を通して、

次時への意欲をもてるようにする。

