
小学校実践発表 

「へんてこ山の物語」 

～表したい色や形に向かって～ 

 

 

 
１ 題材の概要 

本題材は，「へんてこ山」という言葉から想像を広げて表すことを通して，「思考力，判断力，表現力

等」を培う絵の題材である。 

児童は，学年当初に「木々を見つめて」という題材を通して，絵の具の色使いや表し方の工夫に取り組

んできている。これまでの学習経験から，自分の表したいことを形や色，イメージなどを手掛かりにし

て，材料や用具を使ったり，表し方を工夫したりしながら作品に表せるようになってきた。本題材では，

これまでの経験した表現方法を生かしたり新たな表現方法を見付けたりしながら表現することも大事にし

たい。 
 

２ 大会テーマとの関連     夢・色・形 未来をつくりだす力をはぐくむ 

     ～ つくり つくりかえ つくる ～ 

 

本題材は，へんてこ山の形から想像を広げ，絵の具を中心とした描画材料を使って表し方を工夫して表

す内容である。大会サブテーマの「つくり つくりかえ つくる」活動を行うためには，作品を見合い，

感じたことを伝え合う「鑑賞」が重要になると思われる。鑑賞によって表現のよさに気付き，更に想像を

広げたり，新たなイメージを持ったりすることは，作品を作り変えようとする原動力になるに違いない。

また，最初にイメージした内容でだけでなく，偶然にできた形や色から新しい表し方を見付けて表したり 

新しいアイディアを加えて表したりすることも認め励まし，安心して制作に熱中できるように支援するこ

とも大切だと考える。 
 
【視点１】 深い学び 

(1) 「へんてこ山」の形からお話作りを行い，発想を深める。 
(2) 授業計画を提示したり，制作の振り返りを行ったりする学習カードを活用する。学習全体の見通

しを持ち，制作過程の変容を記録することで「自分の見方・考え方」を確認できるようにさせ

る。  
【視点２】 資質・能力の相互関連 

(1) いろいろな材料や表現方法から，自分の表現に合う形や色の表し方を工夫して表す。 
(2) 制作途中において，鑑賞の視点を明確にして鑑賞の場の工夫をし，鑑賞活動を行う。鑑賞活動

から発想や構想を広げたり深めたりして，表し方を工夫して表せるようにする。 
【視点３】 言語活動の充実やＩＣＴの活用について 

(1)  クロームブックのロイロノート等を活用して，表現の技法例や作品を紹介し，表し方の工夫を 
   全体で共有する機会を作る。 
(2)  互いの作品を鑑賞して，形や色の感じ，表し方について，自分の考えや思いを伝え合う。 
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３ 「つくり，つくりかえ，つくる」ために 

 

４ 題材の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

知 「へんてこ山」を描くことを通して，

形や色などの感じがわかっている。 

技 描画材料を選んだり筆使いを工夫した

りして，自分の考えた「へんてこ山」を工

夫して表している。 

思 ｢へんてこ山｣の形から想像を広

げ，思いついたお話をどのように表

すか考えている。 

思 作品から自分の見方や感じ方を広

げている。 

態 ｢へんてこ山｣を描くこと

を楽しもうとしている。 

 

５ 本題材の流れ（全６時間） 

 

題材名 へんてこ山の物語 ～表したい色や形に向かって～ （６時間扱い） 

題材の

ねらい 

「へんてこ山」の形から想像を広げ，思い付いたお話をどのように表すかについて考え，描画

材料を選んだり筆使いを工夫したりして，自分の考えた「へんてこ山」を表す。 

 

研究テーマ「つくり，つくりかえ，つくる」の捉え方 

つくり（STEP1） 

（１,２/６時） 

つくりかえ（STEP2） 

（３,４/６時） 

つくる（STEP３） 

（５,６/６時） 

育てたい力 

（ゴールの姿） 
「へんてこ山」の形から 

イメージを広げ，アイデ 

ィアスケッチを行う。 

鑑賞から更に想像して描 

いたり，絵の具や筆など 

による表現方法を工夫し 

て表したりする。 

更に想像を広げ，表し 

方を工夫して彩色を行 

う。作品を見合い，感 

じ方を広げる。 

想像を広げ，表し方を工夫 

して，表したい形や色を表 

現する力。 

「つくり，つくりかえ，つくる」ために 

本題材は，「アイディアスケッチ」→「下絵」→「彩色」という学習過程で指導を行う。その中でも「鑑

賞」の時間を重視することで，形や色，色と色の組み合わせの感じに気付き，「つくりかえ」の思考に向か

うようになると思われる。鑑賞では「鑑賞の視点」について示し，児童が造形的な視点に気付くように取

り組ませたい。また，偶然できた色や形から表したいことが変化したり，広がったりすることにも柔軟に

受け止め，児童の思いを大切にして指導を進めたい。 

時数(STEP) ●学習のねらい ・学習活動  〇指導の工夫 視点 評価 

１，２ 

STEP1 
●「へんてこ山」の形を思い付き，発想を広げる。 

・「へんてこ山」の形からイメージを広げ，アイディアスケッチや

メモをする。 

・作品を見せ合う。よさを伝え合う。（ミニ鑑賞会） 

〇鑑賞の視点（形の感じ）を示す。 

 

１-(1) 

 

2-(2) 

 

3-(2) 

思 

態 

３，４ 

STEP2 
 

●自分の表したい「へんてこ山」のお話の表し方を考える。（下絵）    

・鑑賞から更に想像を広げながら描く。 

・彩色を行う。（本時） 

●絵の具や筆などを適切に扱い，自分が考えた「へんてこ山」に合

わせて表し方を工夫して表す。（本時） 

・作品を見せ合う。よさを伝え合う。（ミニ鑑賞会） 

〇鑑賞の視点（形と色の感じ）を示す。 

 

3-(1) 

 

2-(1) 

2-(2) 

 

3⁻(2) 

知 

技 

思 

５，６ 

STEP3 
●形や色の感じを確かめ，お話の表し方をしっかりと考えて仕上げ

る。  

・鑑賞から更に想像を広げ，表し方を工夫して彩色を行う。 

●作品鑑賞会を行い，自分の見方や感じ方を広げる。 

〇作品全体のよさを共有する。 

 

 

2-(1) 

2-(2) 

 

3-(2) 

思 

態 

深学 

資能 

資能 

言ICT 

資能 

言ICT 

言ICT 

言ICT 
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６ 本時の指導（全６時間） 

本時のねらい 
（４,５/６ ） 
STEP 2・3   

描画材料を選んだり，筆使いを試したりしながら，自分が考えた「へんてこ山」の表し方を工夫して表して
いる。 
 

○主な準備物 教師：12 色相環図，表現方法の例示  児童：画用紙，絵の具，筆記用具 

時間 □学習活動 ○児童の様子  
☆本時のstep 

●指導上の留意点 
★育てたい力のための手立て 

評価 
 

導入 
１０分 

□ねらいを確認する。 
 
 
 
□教師の示範を見て，これまで経験した表現方法
を確認し，これからの活動に意欲と見通しを持
つ。 
〇この技法はやったことがあるね。 
〇空の色に使えそうだな。やってみたい。 

 
 
 
 
●★指導用机に児童を集めて，これま
で経験した表現方法や表現を教師が示
範する。（にじみ，スパッタリング，
ぼかし，筆使い） 
 

 

展開１ 
２８分 
 
 
 
 
展開２ 
１２分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展開３ 
２８分 

□アイデイアスケッチやメモをもとにして「遊び
にいきたくなるへんてこ山」を，発想を広げなが
ら，これまでに経験した表現方法や描画材料を工
夫しながら表す。（彩色） 
 
〇夢のようなふんわりした感じにしたいな。 
〇どの表現方法を使うとやさしい感じになるか
な。 
〇かっこいい感じ，はっきりした山をつくろう。 
□作品を見合う。≪中間鑑賞≫ 
〇色や形のよさを感じ取っている。 
〇どっしりとした山だなあ。 
〇いろいろな色を使っているなあ。 
〇色の組み合わせが目立つ。 
 
□彩色を進める。 
〇友達の作った色を作ってみよう。 
〇もう少し○○を（形を）つけ足してみようか
な。 
〇もっと濃い色（薄い色）で塗ってみようかな。 

●★グループで取り組ませたり，材料
の置き場所を教室の端に設けたりする
ことで，友達との自然な関わり合いや
鑑賞を促し，表現の工夫や形や色の面
白さを見付けられるようにする。ま
た，そうすることで自分なりのイメー
ジを広げ，新たなイメージを広げ，新
たな表し方の工夫が生まれるようにす
る。 
●★児童の製作が進み，自分の表した
い表現を進めている様子，進められて
いない様子が見られた際に中間の鑑賞
を行う。鑑賞を意図的に行うことによ
り，更に自分の表し方を深めたり，進
んで表す意欲を持たせたりする。 
●表現方法を重ねて表したり，更に形
を付け加えたり，色の組み合わせを考
えたりしている子供の姿を見取り，共
感や賞賛の声を掛けることで価値を認
め，自信を持って表現を追及していけ
るようにする。 

 
○態 
進んで彩色の活動に取
り組み，描くことを楽
しもうとしている。（観
察・作品） 
◎知 
描画材料を選んだり，
筆使いを工夫したりし
ながら想像を広げ，表
し方を工夫して表して
いる。（観察，作品） 
○思 
製作する過程や友達 
の作品等から形や色 
のよさについて考え 
自分の見方や感じ方 
を広げようとしてい 
る。（観察,作品） 

終末 
１２分 

□ 作品を鑑賞する。本時を振り返る。              
〇いろいろな面白い形の山があったね。 
〇重ね塗りすると，きれい。 
〇私のお気に入りは，○○な色だな。 
〇ぼくもあの色の感じがいいと思う。 
 
□ 振り返りを行う。  

●★全員で各グループの作品を見て回
った後，何点か作品を取り出して鑑賞
させる。その際「お気に入りの部分は
どこかな？」と問い掛け，トリミング
シートを用いて発表させることで形の
面白さや色の組み合わせ方の工夫に気
付かせる。 

○思  
友達の作品から形や色
のよさについて考え，
自分の見方や感じ方を
広げようとしている。
（発表・カード） 

すごい！おもしろい！とっておきの「へんてこ山の物語」を表そう！ 
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評     価 

本時の評価規準 知 描画材料を選んだり，筆使いを工夫したりしながら，自分が考えた「へんてこ山」の表し方を工夫
して表している。 
 

十分満足と判断される児
童の姿 

知 描画材料を選んだり，筆使いを試したりながら，自分が考えた「へんてこ山」に合わせて色のバラ
ンスを見て，絵の具を更に塗って濃くしたり，重ね塗りをしたりなどの表し方を工夫して表している。 
 

努力を要する児童への手
立て 

・描画材料や筆使いの違いによる表現を確認すると共に，自分の表したい「へんてこ山」はどんな感じ
の山なのかを引き出し，作品例を見ながら，参考にして表すようにする。 

 


