
第２学年１組 図画工作科学習指導案 
 

 

１．題材名  みて、見つけて、話そうよ  Ｂ鑑賞（１） 

 

２．題材設定の理由 

○ 本学級の子どもは、図画工作科の時間をとても楽しみにしている。図画工作科に関するアンケート

でも図画工作科が「とても好き」と答えた子どもが９０％をこえており、その理由も「自分のつくり

たいものがつくれるから」「世界に一つだけのものと出会えるから」など、自分の思いを絵や立体で

表現できる楽しさを挙げた子どもが多かった。 

 １学期に学習した題材「えのぐじま」では、思ったことや気持ちを、水彩絵の具で思いのままに描

く快さや楽しさを味わっている。鑑賞タイムでは、自分と友達の表し方の違いに気付き、それぞれの

よさや工夫を話し合う活動を経験している。題材「どうぶつさんといっしょに」では、動物と遊んだ

り触れ合ったりした経験を思い浮かべ、その時の気持ちや動物の肌触りやぬくもりを自分の表し方で

表した。鑑賞タイムでは、友達の表現のよさや工夫を見付けたり、自分の表現の気に入っているとこ

ろを紹介したりして作品のよさを味わう時間を経験している。 

 このような実態から、本題材では、子どもがその色や形、表現方法などから身近に感じることので

きる四つの作品を、作品から遠ざかったり近づいたり、友達と一緒に動作化したりしてじっくり見る

など、全身を使った能動的な鑑賞を経験することで、鑑賞する楽しさを存分に味あわせたい。さらに

は、色や形について感じたことを話し合ったりもっとじっくり見たりする活動を通して、自分とは違

った見方や感じ方を経験させたい。 

○ 本題材では、４つの作品を見て、自由に思ったことや感じたことを話したり、感じたままに身体表

現したりすること活動を通して、色や形から様々なことをイメージしたり、いろいろな描き方や、表

し方があることに気付いたりしながら楽しく鑑賞することをねらいとしている。友達との対話を中心

とした鑑賞をする中で、絵には描かれていない心情や色のもつイメージまで想像を広げ、自分の感じ

方と友達の感じ方には、違うところや似ているところがあることに気付き、何度も繰り返して鑑賞す

る楽しさを味わわせたい。教室よりも広い空間に大きく印刷された４つの作品を展示し、日常とは違

った雰囲気の中で、近づいたり遠ざかったり、描かれているものの真似をしたり、全身を使って作品

の大きさや長さをつかむ感覚を味わったりするなど、能動的な鑑賞や言語活動が様々な場面で期待で

きる題材である。 

＜保幼小連携の視点から＞ 

活動の様子や鑑賞した作品を廊下に掲示し、日常の中で自然に鑑賞できるようにしたい。交流で幼

稚園の子どもたちが本校を訪れた際に、見てもらえるようにする。 

＜小中連携の視点から＞ 

本題材でのいろいろな身近な作品から見付けたことを話したり聞いたりする鑑賞の学習は、第３学

年、第４学年ではいろいろな美術作品から自分の意見や考えを話す活動へとつながっていく。この小

学校での鑑賞の学習は、中学校においては、美術科のＢ鑑賞の活動の基盤となるものである。 

３．指導上の着眼 

【着眼１】題材との出合わせ方に重点をおいた学習展開の工夫 

〇 子どもが鑑賞することの楽しさを味わうことができるように、「であう」段階で、クレーの「ル



ツェルン近くの公園」と出合う場を設定する。この作品は、抽象画でありながら子ども達にとっ

て身近なもののイメージをもたせやすいよさがあると考える。作品をじっくりと見ることで様々

なことに気付いたり、友達との対話を通して新しい気付きが生まれたりするなどして、子どもは、

この作品を通して絵を鑑賞することの楽しさに気付き、もっと他の作品も見てみたいという思い

を喚起することができると考える。 

〇 「みつける」「あじわう」段階では、まず、画面いっぱいに抽象的な物がカラフルに描かれ、に

ぎやかな歓声や音楽が聞こえてくるようなカンディンスキーの「多様な動き」の一部を鑑賞する

場を設定する。作品の一部を見て感じたことを自由に発言する場をもち、作品をみる楽しさを味

わわせるとともに、子どもが視点をもって鑑賞できるように、色、形に関する気付きや、動き、

音声等の身体表現につながる発言をとりあげ、しっかりと賞賛する。楽しそうだな、もっと見た

いなと、子どもが感じ始めたタイミングで、大きく印刷された作品全体を提示する。また、さら

に鑑賞する作品として、子どもにとって身近に感じ、色が美しく、五感を刺激できるものとして、

ミロの「青の中の黄金」や、モネの「睡蓮」、ゴッホの「ひまわり」を鑑賞する場を設定する。四

つの作品の色や形の美しさから、自由に想像したり友達と対話をしたりしながら、発見する楽し

さを感じることができるようにする。なお、鑑賞する場は、近づいたり遠ざかったり、しゃがん

だりして体を動かしながら鑑賞したり、色や形、イメージはもちろんのこと、そこからさらに音

や画面の質感などにも気付いたりできるように、作品の前に広いスペースをつくっておく。 

【着眼２】子どもの思いを引き出す言語活動 

○  本時において、子どもが見付けたことや感じたことを明確にしたり、友達との見方や感じ方の

違いに気付いたりできるように、見付けたことを付箋に短い言葉で書いてボードに貼る活動を設

定する。貼るときにも自然な対話が生まれるように、ボードは作品の側に設置する。全体で話し

合うときにも想起しやすいように、付箋の色を「色について」、「形について」、「イメージについ

て」の３色に分けておく。さらに、自分の考えを言葉で伝えたり、友達の考えを聞いたりできる

ように、子ども一人一人が鑑賞して見付けたことや感じたことを話し合う時間をもつ。話し合っ

た後、作品に対する自分の見方の変化を感じることができるように、自分が気になる作品や一番

好きな作品をもう一度鑑賞する時間をもつ。 

【着眼３】育成する資質や能力を明確にした指導と評価 

  〇 本時において、どんな見方をしていいのか分からなかったり、戸惑ったりして活動が停滞して 

いる子どもには、教師と一緒に動作化したり、気付き引き出す言葉をかけたり、他の子どもの発

見を知らせたりしてアドバイスする。 

  〇 本時において、動作化したり思ったことをつぶやいたりして、積極的に作品と関わっている子 

どもには、よく見て何かを見付けようとする態度や、そこから見付けた色や形の面白さを周りの

子どもにも知らせ、さらに想像が広がるよう促す。 

 

４．目標 

造形への 

関心・意欲・態度 

○ 作品をよく見たり、見付けたことを友達と話したりする活動を楽しもうと

する。 

鑑賞の能力 
○ 作品についてよく見たり、話し合ったりする中で、それぞれの作品のよさ 

を感じ取ることができる。 

 



５．指導計画と評価計画（総時数２時間） 

 主な学習活動 指導の工夫 評価規準（評価方法） 
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１．クレーの「ルツェルン近

くの公園」の絵を鑑賞し、

気が付いたことを話し合

う。         ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．カンディンスキー「多様

な動き」、ミロ「青のなか

の黄金」、モネ「睡蓮」、ゴ

ッホ「ひまわり」の４つの

作品を広い場所で鑑賞す

る。個人でみたり、グルー

プや学級全体で対話しな

がら鑑賞したりする。         

① 

＜本時＞ 

 

 

 

 

○ 子どもが、作品を手元でよく見て

話すことができるように、Ａ３サイ

ズの大きさの作品をグループに一

枚ずつ渡す。 

○ 楽しい雰囲気で鑑賞ができるよ

うに、作品を見て気付いたことを自

由に話していいことを伝える。 

○ 色鮮やかに描かれているものか

ら、人や動物、乗り物などを探す活

動を通して、絵を見る楽しさを味わ

えるようにする。 

 

○ 子どもが、わくわくとした気持 

ちで鑑賞学習に入っていけるよう

に、大きな作品を並べたミニ美術館

のような場所を設置し、導入で紹介

する。 

○  子どもが、作品の前で様々な位置

や目の高さから鑑賞できるように、

十分に広い場所を用意する。 

○ 子どもが、自由に話す中で、さら 

見方が深まったり、今までの見方と

違うものに出合えたりするように、

表現の仕方や色の感じが違う４つ

の鑑賞する作品を選び展示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．本時の学習 平成２８年１０月４日（火）  第５校時   音楽室 

(１) 主眼 

   作品をよく見て、友達と思ったことや見付けたことを話し合う活動を通して、色や形からいろい

ろなものを見付けたり、イメージを広げたりして作品のよさを感じ取ることができるようにする。 

(２) 準備 

① 教師  作品を拡大コピーしたもの、見つけたよボード 

② 子ども 三色の付箋、鉛筆、図画工作科ノート 

 (３) 本時でめざす子ども像 

  ○ 興味をもっていろいろな方向や目の高さから夢中になって作品を見たり、友達の話をよく聞い

たりして、それぞれの作品のよさを感じ取る子ども                    【鑑賞の能力】 

 

【関】作品をよく見て、

見付けたり気付いたりし

たことを友達と楽しく話

している。（発言・活動） 

 

【鑑】作品をよく見たり、

友達と話し合ったりする

中で、それぞれの作品の

よさを感じ取ることがで

きる。 

（発言・活動、図画工作

科ノート） 

 



 (４) 展開 

主な学習活動 ○ 指導の工夫  【観点】評価規準（評価方法） 

１．カンディンスキーの「多様な動き」

（部分）を見ながら気付いたことや

見付けたことを話し合う。 

         

 

 

  

２．「多様な動き」の全体を見ながら見

付けたことや思ったことを話す。              

【言語活動】 

 

 

 

 

３．他の三つの作品を鑑賞する。 

           【言語活動】 

・ミロ「青のなかの黄金」 

 

 

 

 

・モネ「睡蓮」           

 

 

 

 

・ゴッホ「ひまわり」 

 

 

 

 

４．全員で見付けたことを話し合い、

本時の活動を振り返る。 

 

 

〇 本時の活動での期待感や楽しさが増すように、最初は作品の部

分（Ａ３サイズ）を提示し、思ったことや気が付いたことを自由に話

せる場をもち、作品をもっと見たいと、子ども達が身をのり出してき

たところで、隠しておいた作品全体を提示する。 

 

 

 

〇 全員が作品を見ながら話せるように、作品を大きく印刷し

たものを用意する。 

〇 見付けたこと思ったことを振り返ることができるように、

自分の思いを付箋に書き、「見つけたよボード」に貼ることを

知らせる。 

〇 子どもが、鑑賞する絵から描かれていないものも想像して

自由に話せるように、発言を丁寧に取り上げ、意味を尋ねた

り、他の子どもに聞いてさらに広げたりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 さらに新しい発見や気付きが生まれるように、見付けたこ

とや思ったことを全体で話し合ったり、４つの作品を比べて

鑑賞したりする場をもつ。 

 

【鑑】よく見たり、話し合ったりする中で、それぞれの作品の

よさを感じ取ることができる。 

（発言、表情、付箋、ワークシート分析） 

 

〇 作品をよく見ると、いろいろな発見があること、見方が変

わることを振り返り、友達と見ると多くの発見ができること

のよさを感じ取れるようにする。 

めあて  よく見て、いろんなことを見つけよう。 

◆鑑賞の能力面でのつまずきに対して 

・ 何を見付けてよいか分からずに戸惑っている子どもに対  

しては、「何がある？」「好きな色はどれ？」「どんな形を

してる？」等の問いかけをし、視点を与える。 

・  動作化したり、指で線をなぞったり、作品と一体化して

鑑賞をしている子どもには、「今、何を見付けたの？」「ど

んな感じがするの？」と問いかけ、子どもが見付けたり、

確かめたりしていることを言語化できるようにする。 

かめようとしたりしていることを言語化させる。 

 

遊園地で遊んでいるよ。子

どもの声が聞こえます。 

青いのは海じゃなくて、

空かもしれないな。 

青いのはもこもこした髪

の毛かな。 

きれいな池でお花がたく

さん咲いている。 

赤い星が、金平糖みたい

できれいだなあ。 

多分、この葉っぱの下に

はいろいろな魚がいる。 

お花がいろいろな方向を

向いているなあ。 

こんなに、いろんな黄色

があるんだなあ。 

くらげがきれいな海の

中で泳いでいるよ。 

 

 



○ 前時に鑑賞する作品 

  

 

                    

 

 

 

 

 

クレー 「ルツェルン近くの公園」（１９３８年） 

 

 

○ 本時で鑑賞する作品 

 

 

   

                   

 

 

 

 

 

 カンディンスキー 「多様な動き」（１９４１年）    ミロ 「青のなかの黄金」（１９６７年）  

                           

 

モネ 「睡蓮」 （１９１６年）   

 

                          ゴッホ 「ひまわり」 

色から 

形から  

線から 

技法から  

手触りから 

身体表現、模倣 

表情、色、形 

構成、技法 

具象、画面の質感 

「船で漕いで入っていこう」 

ディテール、

色、形、構成、

音、イメージ 

物語、身体表

現 

黒い線 

色彩構成 

声、音 

身体表現 

空想 

発見 

同じ黄色なのにこん

なに違うね。枯れてる

感じもきれいだね。 


