第 5 学年

図画工作科学習指導案
平成 30 年 12 月 19 日（水） 第 3 教時
第 5 学年 1 組 男子 17 名 女子 8 名
授業者 船橋 昂己

１．題材名

「世界の芸術作品に触れよう～アートカルタで楽しもう～」（鑑賞）

２．授業づくりにあたって
（１）図画工作科の目標・第 5・6 学年における目標・本単元の目標・育成すべき資質能力を踏まえた単元の評価規準

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の形や色などと豊
かに関わる資質・能力を次のとおりに育成することを目指す
図画工作科の見方・考
図
画
工
作
科
の
目
標

第
五
学
年
の
目
標

感性や想像力を働かせ，対象や事象を，形や色などの造形的な視点で捉え，自分のイメージを持ち
ながら意味や価値をつくりだすこと。

個別の知識や技能

思考力・判断力・表現力等

学びに向かう力，人間性等など

（何を知っているか，何ができるか）

(知っていること・できることをどう使うか)

（どのように社会・世界と関わりより よい人生を送る

対象や事象を捉える造形的な視
点について自分の感覚や行為を通
して理解するとともに，材料や用
具を使い，表し方などを工夫して
創造的につくったり表したりする
ことができるようにする。

造形的なよさや美しさ，表したいこ
と，表し方などについて考え，創造的
に発想や連想をしたり，作品などに対
する自分の見方や感じ方を深めたりす
ることができるようにする。

つくりだす喜びを味わうととも
に，感性を育み，楽しく豊かな生活
を創造しようとする態度を養い，豊
かな情操を養う。

対象や事象を捉える造形的な視
点について自分の感覚や行為を通
して理解するとともに，材料や用
具を活用し，表し方などを工夫し
て，創造的につくったり表したり
することができるようにする。

造形的なよさや美しさ，表したいこ
と，表し方などについて考え，創造的
に発想や構想をしたり，親しみのある
作品などから自分の見方や考え方を深
めたりすることができるようにする。

主体的に表現したり鑑賞したりす
る活動に取り組み，つくりだす喜び
を味わうとともに，形や色などに関
わり楽しく豊かな生活を創造しよう
とする態度を養う。

絵をよく見て，見つけたり感じたりしたことを話し合う活動を通して，自分や友だちの見方，感
じ方の違いに気づき，自分の思いをもって作品のよさや美しさを味わう。
本
単
元
の
目
標

・作品鑑賞から，形（線や面），
色彩，構図，テクスチャーについ
ての特徴を捉えている。
・形（線や面），色彩，構図，テ
クスチャーから，作品に対する自
分のイメージをもつことができ
る。
評価 1

（２）題材について

・形（線や面），色彩，構図，テクス
チャーから，作品に対する自分のイメ
ージについて考えている。
・友だちの意見を参考にしたり，文章
に表したりしながら，作品に対する自
分らしい見方や考え方，感じ方を深め
ている。
評価 2

・自分たちの作品，親しみのある美術
作品などのよさや美しさを自分の思い
をもって味わおうとしている。
・世界の美術作品に対して，自分らし
い見方や考え方，感じ方で味わおうと
している。

評価 3

学習指導要領との関連

本題材は，第 5 学年及び第 6 学年の内容 B 鑑賞（1）に対応したものである。ここでは絵をよく見て，
絵について友だちと話し合い，児童自身が試行錯誤することで，自分や友だちの見方や考え方，発想の
おもしろさや楽しさについて気付くことができると考える。

（３）指導の工夫 ～ 資質・能力のつながりと具体的な手立て

① 資質・能力のつながり
総合的な学習の時間

生活科

実社会や実生活の中から問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，まとめ・表現す

身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自

ることができるようにする。

身や自分の生活について考え，表現することができるようにす

理科

図画工作

観察，実験などを行い，問題解決の力を養
う。
（第 6 学年の目標）
生物の体のつくりと働き，生物と環境との関
わり，土地のつくりと変化，月の形と見え方と
太陽との位置関係について理解を図り，観察，
実験などに関する基本的な技能を身に付けるよ
うにする。

算数科（1 部抜粋）

対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や

伴って変わる二つの数量やそれらの関係に着目し，変

行為を通して理解するとともに，材料や用具を使い，表し

化や対応の特徴を見いだして，二つの数量の関係を表や

方などを工夫して創造的につくったり表したりすることが

式，グラフを用いて考察する力，身の回りの事象から設

できるようにする。

定した問題について，目的に応じてデータを収集し，デ

（第 6 学年の目標）
対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚

ータの特徴や傾向に着目して適切な手法を選択して分析

や行為を通して理解するとともに，材料や用具を活用し，

を行い，それらを用いて問題解決したり，解決の過程や

表し方などを工夫して，創造的につくったり表したりする

結果を批判的に考察したりする力を養う。

ことができるようにする。

総合的な学習の時間

生活科

探究的な学習の過程におい
て，課題の解決に必要な知識及
び。技能を身に付け，課題に関
わる概念を形成し，探究的な学
習のよさを理解するようにす
る。

活動や体験の過程において，自
分自身，身近な人々，社会及び自
然の特徴やよさ，それらの関わり
等に気付くとともに，生活上必要
な習潰や技能を身に付けるように
する。

図画工作
対象や事象を捉える造形的な視点について
自分の感覚や行為を通して理解するととも
に，材料や用具を使い，表し方などを工夫し
て創造的につくったり表したりすることがで
きるようにする。

（第 6 学年の目標）
対象や事象を捉える造形的な視点について
自分の感覚や行為を通して理解するととも
に，材料や用具を活用し，表し方などを工夫
して，創造的につくったり表したりすること

理科
生物の体のつくりと働
き，生物と環境との関わり,
土地のつくりと変化,月の形
と見え方と太陽との位置関
係について追求する中で,主
にそれらの働きや関わり,変
化及び関係について,より妥
当な考えをつくりだす力を
養う。

ができるようにする。

総合的な学習の時間

生活科

探究的な学習に主体的・協
働的に取り組むとともに，互
いのよさを生かしながら，積
極的に社会に参画しようとす
る態度を養う。

身近な人々，社会及び自
然に自引動きかけ，意欲や
自信をもって学んだり生活
を豊かにしたりしようとす
る態度を養う。

図画工作

理科

つくりだす喜びを味わうと
ともに，感性を育み，楽しく
豊かな生活を創造しようとす
る態度を養い，豊かな情操を
養う。

生物の体のつくりと働
き，生物と環境との関わ
り,土地のつくりと変化,
月の形と見え方と太陽と
の位置関係について追求
する中で,生命を尊重する
態度や主体的に問題解決
しようとする態度を養
う。

（第 6 学年の目標）
主体的に表現したり鑑賞し
たりする活動に取り組み，つ
くりだす喜びを味わうととも
に，形や色などに関わり楽し
く豊かな生活を創造しようと
する態度を養う。

図画工作科において育成を目指す資質・能力

個別の知識や技能

思考力・判断力・表現力等

学びに向かう力，人間性等

○活動に応じた材料や用具について理解する。
○活動に応じた材料や用具を総合的に生かした
り,方法などを組み合わせたりして,工夫して
つくれるようにする
○表現方法に応じて,材料や用具を活用できるよ
うにする。
○表現に適した用具や材料を活用し,総合的に生
かしたり,表現方法を組み合わせたりして,工
夫して表せるようにする。

○材料や場所,空間などの特徴を基に造形的な活
動を思い付く力を養う。
○活動の構成や周囲との様子を考え合わせたり
しながら,どのように活動するかについて考え
る力を養う。
○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,表したいことを見つける力を養
う。
○形や色,材料の特徴,構成の美しさなどの感じ,
用途などを考えながら,どのように主題にあら
わすかについて考える力を養う。
○自分たちの作品や身の回りの美術作品,生活の
中の造形的なよさや美しさなどについて感じ
取ったり考えたりしながら,自分の見方や感じ
方を深める力を養う。

○様々な対称や事象を心に感じ取る感性を養
う。
○感性を働かせながら味わったり,つくりだすこ
とに喜んだりする態度を養う。
○造形的な創造活動に主体的に取り組む態度を
養う。
○形や色などにより,生活を楽しく心豊かにする
態度を養う。
○形や色などによるコミュニケーションを通し
て,生活や社会と主体的に関わる態度を養う。
○美しいものや優れたものに接して感動する,情
感豊かな心としての情操を養う。

本単元における「資質・能力」を身に付けた子どもの姿（例）
個別の知識や技能
思考力・判断力・表現力等
学びに向かう力，人間性等
・形（線や面），色彩，構図，テク
スチャーについて理解している。
・形（線や面），色彩，構図，テク
スチャーに着目し，作品の良さや美
しさを感じ取っている。

・作品に対する自分のイメージを，
形（線や面），色彩，構図，テク
スチャーなど具体的視点を基に考
え，表現している。
・ワークシートを活用して表現した
り，友達の意見を参考にしたりし
ながら，作品に対する自分の見方
や考え方，感じ方を深めている。

・世界の芸術作品に対して,お互い
に交流することで,感動したり,喜
び合ったりしている。
・世界の美術作品の良さや美しさを
味わおうとしている。
・アートカードを通じて世界の美術
作品に親しみ，現物が見られる美
術館への興味を高めている。

②「主体的・対話的で深い学び」を保障する手立て
○手立て1

題材の価値や期待を高める活動や教材を工夫する

学習の初めに行ったアンケート結果から，クラスの 8 割の子どもたちが美術館へ行った経験がなく，芸術作
品を鑑賞する機会は少ない。しかし，美術館への興味は高く，クラスの大半が「機会があったら行ってみたい」
と感じていたので，児童たちが身近に芸術作品を感じられるようアートカードを用意し，楽しく鑑賞できるよ
うにした。また同アンケート結果から，クラスの 8 割が「鑑賞」を好きだと回答しており，その中でも，工作
の鑑賞より友達の絵や版画を鑑賞することが好きだと感じていることがわかった。そこで，子どもたちの「鑑
賞」に対する思いをさらに高め，本主題に対して必要感や必然性を感じながら，主体的に主題に向き合うこと
ができるよう，「アートかるた作り」を主活動に設定した。→図工・美術サークルの重点「五感に訴える教材の
開発やその教材を生かした授業実践」

○手立て2

必要感のある対話的な学びを促す

作品に対する自分の見方や考え方，感じ方を深められるように，作品に対する自分の見方や考え方，感じ方
を表現する場，たくさんの他者の考え方に触れ，表現することができる場を設定する。また，「アートかるた」
ゲームを「対話的な学びの場」として位置づけ，友達とたくさん交流し，楽しみながら美術作品に対する自分
の考えを深められるようにする。
○手立て3

全員が主体的に授業に参加できるよう，ICT を活用する

手立て 1 でも述べたように，クラス全体として，美術館への興味は高く，「機会があったら行ってみたい」
と感じていたので，授業の導入で，iPad の地図アプリを活用し，美術館を模擬体験することで,美術館，芸術作
品への興味・関心をより高められるようにする。また，実物投影機などを用いることで，全体交流を効果的に
進められるようにする。このように ICT を活用することで，子どもたちは主体的に題材に向かうことができ,自
分の作品に対して深く考えることができるようにしたい。
（４）評価の観点（評価規準）
○評価１

形（線や面），色彩，構図，テクスチャーについて理解している。また，形（線や面），色彩，構図，
テクスチャーに着目し，作品の良さや美しさを感じ取っている。

○評価２ 作品に対する自分のイメージを，形（線や面），色彩，構図，テクスチャーなど具体的視点を基に考
え，表現している。
○評価３ アートカードを通じて世界の芸術作品に親しみ，現物が見られる美術館への興味を高めている。

４．単元計画とイメージする「主体的な子どもの姿」（○）

「目指せ！芸術作品ソムリエ！」
２
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◎作品鑑賞のポイントを知ろう。
色，形（線や面），光，構図，作者の思いの 5 ポ
イントを知る。

◎世界の芸術作品を鑑賞しよう。
※美術館の模擬体験などを行い，学習への意欲を
高める。
ICT 活用

○鑑賞のポイントを全体で確認する。
○1 枚の絵を見て，気付いたり感じたりしたことを
話し合う。
※場合によっては，グループも活用して取り組
む。

○グループで自分のお気に入りの作品を見合い，
表現の特徴やよさを見つけたり，話し合ったりす
る。
○芸術作品をみて，感じたこと・思ったことを，5
つのポイント沿って，ワークシートに記入する。
○「アートかるた作り」に取り組み，より深く芸
術作品を鑑賞する。

必要感のある対話的な学びを促す

ふ
り
返
り
・
発
展

○次時の学習の見通しを持つ。

○本単元のふり返りをする。

５．本時案
本時の目標
・絵をよく見て，見つけたり感じたりしたことを話し合う中で，友だちとの見方や感じ方の違いに気づき，自分の
思いをもって作品のよさや美しさを感じ取る。
学習活動と子どもの姿
教師の支援（☆）と評価（◇）
① ○地図アプリで美術館の模擬体験をする。
☆ICT 機器を使って成形方法を確認させる。
課
（手立て 3）
題
設 ○本時の活動を確認する。
①課題設定・把握
定
【図工・美術サークルの重点】
め 世界の芸術作品を鑑賞しよう。
○
・
五感に訴える教材→日常で使える焼き物づくり
把
握 ○一枚の絵を学級全体で鑑賞し，感じたこと，想像したこ
○鑑賞の視点（色・形・イメージ）を示す。
とを話し合って，読み札を作る。
② ○アートカードの中から，お気に入りの作品を 1 つ選び，
☆作品が重なったときは，一緒に見てよいこと
課 ワークシートに見つけたり感じたりしたことを，各自で記
を伝える。
題 入する。
☆ワークシートを配布し，見つけたことや感じ
追
たこと，想像したことを書き込むように伝え
暗い色を使っていて，全
曲線で描かれていて，や
求
る。
体的に寂しい感じがす
わらかい感じがする。
・
☆役割分担をして，仲間と協調しながら実土づ
表
くりに取り組ませる。（手立て 2）
現 ○見つけたり感じたりしたことをグループで交流しなが
ら，さらに作品を鑑賞し，読み札を作る。
☆対話しながら，作品の色，形，描いてあるも
のに着目させイメージを膨らませるよう助言
暗い雰囲気のなかで，不気味にほほえむ女性。
する。

○作った読み札を使って，「アートかるた」遊びをする。

③
ふ
り
返
り
・
発
展

○ふり返りシートに，今日の学習のふり返りを記入する。

☆読み札を読み上げ，20 点の作品から合うもの
をグループで探す。異なるカードを各々が選
んだ場合，その理由を話し合わせる。
☆全部のグループがカードを選んだら，カード
番号と作者の児童名も読み上げる。
評価 1 形（線や面），色彩，構図，テクスチャ
ーに着目し，作品の良さや美しさを感
じ取っている
評価 2 作品に対する自分のイメージを，形（線
や面），色彩，構図，テクスチャーな
ど具体的視点を基に考え，表現してい
る。
【教師用評価基準】
A: 具体的視点を基に見つけたり感じたりし
た作品のよさや美しさを，友だちとの見方や
感じ方の違いを基にさらに捉え直している。
（自分の見方・考え方を深める）
B: 自分の選んだ作品のよさや美しさを，形
（線や面），色彩，構図，テクスチャーなど
具体的視点を基に見つけたり感じたりしてい
る。
C: 自分の選んだ作品のよさや美しさを見つけ
たり感じたりしている。
☆今日の学習の楽しかったことなどを整理させ
るとともに，学習への取組状況もふり返らせ
る。（手立て１）

６．本時における「資質・能力」を身につけた子どもの姿（例）と具体的な場面
個別の知識や技能
・形（線や面），色彩，構図，テク
スチャーなどに着目し，作品の良さ
や美しさを感じ取っている。

思考力・判断力・表現力等
・作品に対する自分のイメージを，
形（線や面），色彩，構図，テクス
チャーなど具体的視点を基に考え，
表現している。
・ワークシートを活用して表現した
り，友達の意見を参考にしたりしな
がら，作品に対する自分の見方や考
え方，感じ方を深めている。
具体的な場面

学びに向かう力，人間性等など
・世界の芸術作品に対して,お互いに
交流することで,感動したり,喜び合
ったりしている。
・世界の芸術作品の良さや美しさを
味わおうとしている。
・アートカードを通じて世界の美術
作品に親しみ，現物が見られる美術
館への興味を高めている。

◎ワークシートに作品のよさや美しさ
を記入している場面

◎読み札を作成したり，交流したりし
ている場面

◎読み札を作成したり，交流したりし
ている場面

