
小学校実践発表 

「ひびき合う形と色を求めて」 
 
 
 
                           発表者 仙台市立将監西小学校 教諭 梅津 晴季 

 
１ 題材の概要 

本題材は，スチレンボード版画の特徴を生かし，試したり見つけたりしながら，自分らしい造形的な表現の

発見と追求をする活動である。 
これまで児童は，「いろどりいろいろ」という題材を通して，筆以外の様々な道具を使って描くことを楽し

んだり，自分の思いに合わせて形や色を工夫したりしてきた。そしてその中で，様々な方法を試しながら，自

分の思いを表現する力を徐々に身に付けてきている。 
本題材で使用するスチレンボードは，身のまわりにあるいろいろなもので引っかいたり，型押ししたりする

ことができ，表面に凸凹や模様をつくることが容易な素材である。このスチレンボードの特徴を生かしながら

ボードの分割や再構成を工夫することで，自分らしい表し方を見つけて版に表すことができる題材であると考

える。 
 
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 ～ 
 

本題材の第７時では，２段階に分けた鑑賞活動を行う。これまで図画工作部会では，発想と表現の往還，表

現と鑑賞の往還において，「つくり つくりかえ つくる」の在り方を模索してきた。今回は１単位時間の中

で，「つくり つくりかえ つくる」を基にした鑑賞学習を実践する。 
１つ目の段階では，鑑賞者が自分なりの見方や感じ方で作品と向き合えるようにするために， 

題名や作品評を付けない状態で作品を掲示して鑑賞を行う。２つ目の段階では，Jamboard に書かれたコメン

トを基に，グループ内での対話を行う。その後，作者の思いや作品に込められたコンセプトを知り，相互に見

方や感じ方を広げ深めることを目指す。 
これらの活動から，作り手は鑑賞者の見方や感じ方を知り，自身の作品と再び向き合うことができる。作品

に対する思いを自己内で再言語化することが，鑑賞の時間における「つくりかえる」行為にあたるのではない

かと考える。自身や作品との対話を繰り返していくことが，創作活動において大切なプロセスであり，児童の

次の創作活動を豊かなものにしていくだろう。また，それぞれの鑑賞者がどのような見方で作品と向き合った

かを捉えるために，Jamboard を活用する。授業の終末では，活動グループを越えて自由に作品を見合う時間

を設定し，深い学びにつなげていく。 
 

【視点１】 深い学び 
 (1) 材料との出会いの場で，素材の面白さを味わうことができるようにする。十分に試しの時間を確保する

ことで，自分のイメージを持たせる。その後，友達の試しの作品の良さを探したり，試しに作ってみて上

手くいかなかったところやこうしたいと思ったことを共有したりする中で，形や色などのつくりかえるた

めの視点を持たせる。 
 (2) 対話的な鑑賞の活動を通して，形や色に着目しながら，作品に対する見方や感じ方を広げ深めさせる。 
 
【視点２】 資質・能力の相互関連 

(1) 「発想や構想」と「創造的な技能」を相互に関連させる学習過程にする。自分の主題に応じて材料を工夫

したり，児童同士の交流から発想を広げて様々な方法を試したりできるようにする。 
 
【視点３】 言語活動の充実やＩＣＴの活用について 

(1) Jamboard を活用して作品の鑑賞を行う。作品や Jamboard のコメントを手掛かりにしながらグループ

内で対話を行い，作品に対する見方や感じ方を広げ深めさせる。 
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小学校実践発表 
３ 「つくり，つくりかえ，つくる」ために 

題材名 ひびき合う形と色を求めて（８時間扱い） 

題材の 

ねらい 

 スチレンボードだからこそできる表し方を積極的に試すことから発想して自分のイメージを

豊かに広げ，どのように表すかを考える。 

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・２/８時） 

つくりかえ（STEP2） 

（３・４/８時） 

つくる（STEP3） 

（５・６・７/８時） 

育てたい力 

（ゴールの姿） 

版画作品における様々

な表現を知り，版画へ

のイメージを持つ。版

の材料の特徴を知り，

試し刷りをする。 

友達の試しの作品を見

て，対話を通してイメ

ージを広げる。自分の

イメージをもとに，刷

り上がりを予想して版

をつくる。 

自分の思いに合わせて

表現方法を工夫する。 

様々な方法を試すことから発想

してイメージを広げ，表し方を

考える力。自分や友達の表現の

よさや工夫を味わい，自身の見

方や感じ方を広げ深める力。 

本時（８/８時） 

鑑賞活動を通して，作

品に対する見方や感じ

方を広げ深める。 

「つくり，つくりかえ，つくる」ために 

作品作りの過程では，「試し刷り」→「友達との対話」の流れで学習を進める中で，作りたいイメージ

を広げ，自分の作品づくりの主題を見付けさせる。STEP３では，自分の主題に合わせて表し方を工夫さ

せ，思いのある作品を仕上げさせる。鑑賞を行う第８時では，「自分の見方」→「友達との対話・作り手

のコメント」と順を踏むことで，自身の見方の深まりを実感させたい。 

 

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 

知スチレンボードを使った版表現

を通して，形や色の組み合わせ

とそこから生まれるバランスや

色の鮮やかさなどを理解してい

る。 
技スチレンボードによる版表現の

特徴を生かして，型押し，重ね

などの表し方を工夫している。 

思様々な方法を試すことから自分

のイメージをもち，どのように

表すか考えている。 
思形や色に着目しながら作品を鑑

賞し，友達や作品との対話を通

して，自分なりの見方や感じ方

を広げている。 

態版による表現活動を楽しみ，自

分や友達の表現のよさや工夫を

味わおうとしている。 

 

５ 本題材の流れ（全８時間） 

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 

●材料の特徴を理解しどのような造形的な活動ができそうかを考える。 
・版画作品から，様々な表現技法に気付かせる。 
〇ICT を使って，児童が作品の細部まで観察できるようにする。 
・版の材料と出会い，試しに版を作ったり刷ったりすることで，作品 
制作に対するイメージを持つ。 

 
1-(1) 
 
 
3-(1) 

態 
思 

３・４ 
STEP2 

●自分のイメージをもとに，刷り上がりを予想して版をつくる。 
・前時で作った友達の試しの作品を見る。対話を通して自分が作りた

いイメージを広げさせる。 
〇イメージボードに，随時メモをさせていく。 
・自分の主題を見つけ，本制作に取り組ませる。 

 
 
 
2-(1) 
 

思 
知 
 

５・６・７ 
STEP3 

●自分の思いに合わせて既習内容をふり返ったり，組み合わせたりして

版づくりや刷りの工夫をする。 
・混色や重色の効果や様々な版画の技法を知り，表現を工夫する。 ◯自分の主題に合わせて，既習の技法を取り入れたり，ローラーの使

い方を試したりできるよう場の設定を工夫する。 

 
2-(1) 
 
 

技 
態 
 

８ 
STEP4 
（本時） 

●自分や友達の表し方に注目して工夫のよさを感じ取って味わい，見方

や感じ方を広げる。 
・Jamboard を用いながら作品を鑑賞する。 
〇作品や Jamboard に書かれたコメントを手掛かりに対話を行わせ，

作品についての見方や感じ方を広げ深めさせる。 

 
1-(2) 
 
 
3-(1) 
 

思 
態 

 

深学 

資能 

言 ICT 

資能 

深学 

言 ICT 
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６ 本時の指導 

本時のねらい 
（８/８時） 

 形や色に着目しながら作品を鑑賞し，友達や作品との対話を通して，自分なりの見方や感じ方を広げる。 

○主な準備物 ・TV ・Chromebook（教師用・児童用）・HDMI ケーブル ・児童の作品 
 

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 
４分 

□本時の学習の見通しを持つ。 
○友達の作品を見るのが楽しみだ。 
 
 
 
 
 
 
 

●鑑賞の視点として以下を示す 
①「形や色に着目」 
②「どんな道具」 
③「どこからそう思う？」 

「そこからどう思う？」 
 
 

 

 

展開 
３６分 

□鑑賞１（８分） 
☆step1 
 作品から感じたことを Jamboard
の付箋（黄色）に書く。 

 
 
□鑑賞２（１７分） 
☆step2 
グループ内での対話を通して，作

品に対する見方や感じ方を広げ，

深める。 
☆step3 
作者がイメージボードを基に作品

の説明をする。鑑賞者は作者の思

いを知る。 
☆step4 
 自分が感じた印象の根拠（形や色

に基づいて）を黄色付箋に追記す

る。作者や友達の話を聞いて考え

が深まったことを付箋（ピンク）

で追記する。 
 
□鑑賞３（１０分） 

形や色に注目しながら，友達の作

品について自由に鑑賞し合う。 

★各机の上にグループ分の作品を置い

ておく。 
●自分なりの見方で作品と向き合い，

形や色に着目しながら作品について感

じたこと（印象）を Jamboard の付箋

に書かせる。 
 
●書かれた付箋や，目の前の作品，に

ついて対話をさせる。 
 
 
●事前に作者が書いたイメージボード

を準備しておく 
 
●「どこからそう思ったか」 「そこか

らどう思ったか」などを付箋（黄色）

に追記させる。 
●作者や友達の話を聞いて考えが深ま

ったことを付箋（ピンク）に追記させ

る。 
 
●Jamboard を開いた状態にしてお

き，友達がどのような見方で作品と向

き合ったか分かるようにさせる。 

思 
形や色に着目しながら

自分なりの見方や感じ

方で作品と向き合って

いるか。 
（観察・記録） 
 
態 
対話を通して作品に対

する見方や感じ方が広

がったか。 
（観察・Google フォ

ーム） 
 

終末 
５分 

□本時の学習を振り返る。 
○対話を通して，作品に対する見方や

感じ方が広がった。 
○次の作品づくりに生かしたいな。 
 

●鑑賞の視点に沿って学習に取り組め

たか，心に残った友達の作品とそう感

じた理由について形や色に注目して

Google フォームに記入させる。 

 

 
評価 

本時の評価規準 形や色に着目しながら作品を鑑賞し，友達や作品との対話を通して見方や感じ方を 広

げている。 
十分満足と判断さ

れる児童の姿 
形や色に着目しながら作品を鑑賞し，友達や作品との対話を通して見方や感じ方を 広

げ，自分の作品と再び向き合おうとしている。 
努力を要する児童

への手立て 
鑑賞の視点「形や色」「どこからそう思う?」「そこからどう思う？」に立ち返らせ，

自分の思いを持たせるように支援する。 

形や色に着目しながら作品を鑑賞し， 
友達や作品との対話を通して，自分なりの見方や感じ方を広げよう。 
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グループ鑑賞のすすめ方 
 

みる １．グループの友達の作品を じっくり見ます。 

 

書く ２．作品から感じたこと（印象）を 黄色ふせんに 記入します。 

  （※ 自分以外の作品２つについて、 ふせんを 書きます。） 

 

話す ３．１つ目の作品について、 感じたことを 話せる人から順番に話します。 

 

 

                ①作品について どう思ったか 

                 

                ②どこから そう思ったのか  

                 （どの形から？ どの色から？） 

 

               （③そこから どう思ったのか） 

 

４．２人が話し終えたら 

  作者本人が イメージボードを基に、作品について語ります。 

 

 

  ①「作品の題名」 

  ②「どんな思いで 作品をつくったか」  

  ③ 思いを表現するために 

   「形や色について どんな工夫をしたか」 

  ④２人のコメントを聞いて，どう思ったか 

 

 

２つ目の作品・３つ目の作品についても同様の流れで進めます。 

１つの作品につき ４分間対話をします。 

  

   共感したり、なるほど と思ったら ぜひ友達に伝えてあげてね。 

 

書く ５．「どこからそう思ったか」 感じたことの根拠や 

  「そこからどう思ったか」などを、黄色ふせんに追記します。 

  

６．友達の話を聞いて，考えが深まったことを ピンクふせんで 

追記します。 

  

なるほどな。       それは知らなかった。 

   たしかにそう見える。   その発想は無かったな。 

   見方が自分と似ているな  見方が自分とちがうな。 

 

 

 

 


