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昨年 12 月８日（金）に、足立区立関原小学校にて開催されました。授業と分科会の様子をご報告します。  

◆練馬区	
 
分科会	
 
  
「こうしたい！」が生まれるところ	
 

しかし木材は、粘土と並列でないと粘土が補助に
なってしまう。粘土に最低限加えたものが木材だっ

３年「もっとのこぎりと木となかよし」	
 

た。という、練馬の先生方の研究による深い考えが

（授業者	
  山口秋音先生／練馬・大泉第四小）	
 

うかがえた。	
 

初めてののこぎりを楽しみながら、様々な種類の

また、指導講評では元都図研会長	
  高橋香苗氏

角材を選んで切り、思いついたことを形にしていく

から、『「こうしたい！」はたくさん生まれればよ

活動である。切ったものを並べる➡考える➡また木

しという考え方もある。しかし練馬区では、子供に

を切る、
の繰り返しで作品が形になっていく様子は、

表現が生まれるところの原点はどこにあるのかを研

子供たちそれぞれの思いが表現として外に表れた瞬

究してきた。子供たちは「こうしたい！」に導かれ

間そのものだった。また、木屑が美しく見えるよう

て探求し続ける。その活動は、一朝一夕にできなく

にと黒いシートを敷いた場の設定は子供たちの活動

ても日々振り返る習慣をつけていけば、気付きや発

に多様性を生み出していた。最初は恐る恐るのこぎ

見の大きな力になっていく。日常の小さな積み重ね

りを使っていた子供たちも最後は軽快に木を切り、

によって自分自身（先生）と子供たちを高めていっ

生き生きと活動する姿は見ていてこちらも楽しくな

てほしい』、というお話をしていただいた。	
 

る時間だった。	
 

取材／並木未歩（葛飾・水元小）

	
 

	
 
５年「ねんどろ・
どんどん	
  木・どき
どき」
（授業者	
  北島佑
奈先生／練馬・北町
小）	
 
粉状の土粘土に水を
入れ、その変化してい
く感触を楽しみながら
粘土を変形させ、木材と組み合わせるなど思いつい
たことをする活動である。最初は粉から水を加えて
どんどん変化していく粉粘土の様子を楽しむ姿が見
られ、
開始から３０分ほどすると木材を使いはじめ、

◆北区	
  分科会	
 
自分がみつかる、自分をみつめる	
 
「こうしたい！」分科会

重量感のある形が生まれていた。協議会ではその研

２年「もくもくもくもくもくもくもくもく…」

究経過が語られ、粘土だけでも魅力はあるがそれだ

（授業者	
  山本ゆり先生／北・なでしこ小）

けでは物足りない。	
 

木片の大きさや形、質や量などのよさを感じ取り
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ながら、体全体を働かせて、思い付いたことを自分

年生の授業では、体全体を使うために図工室の椅子

なりの表し方を見付けながら、表現を楽しむ活動で

を用意したりするなどたくさんの変化の末に今日の

ある。
「もくもくもく…」

研究授業になっている。そのことがとても大切であ

という題材名を生かしな

る。
』

がら、簡潔で分かりやす

取材／小野里 雅由（江戸川・南葛西三小）

い導入の後活動が始まっ

	
 
◆足立区	
  分科会	
 
	
  「こうしたい！」から深める、深まる	
 

た。木片は整った形だけ
でなく、糸鋸で切ったく
ねくねした形や両手で抱

１年「かみづつ	
  ならべつつ	
  つなげつつ」	
 

きかかえるくらいの厚さ

（授業者	
  鈴木夏海先生／足立・弘道小）	
 

のあるもの、
小枝など様々なものが用意されていた。

体育館にやってきた１年生に、大量の紙筒を見せる

絵の具のついた木を大切にもって考えをめぐらせる

と、
「わあ〜！」と歓声があがった。体育館の前にも

子供や長い枝の木を立てようと試している子など、

後ろにも様々な大きさの白い紙筒が置かれた。
「積ん

木の種類の多様性がそのまま子供たちの活動の多様

だり、並べたり、紙筒を沢山つかっていい感じにし

性の起点になり、そこに周囲の環境（友達や場の設

てみよう」という投げ掛けから子供たちの活動が始

定）が効果的に働き、広がりのある活動になってい

まった。一斉に紙筒を取りに行き、思い思いに紙筒

た。

を並べたり積んだりしていく姿が見られた。鈴木先
生は、
「こんなに沢山並べられているね」
「こういう

６年「わたしの感じた世界」
～みて・かんじて・あらわして～（授業者	
  渡
部亜彩子先生／北区桐ケ丘郷小）	
 

積み方もあるんだね。
」など、子供たちの目線に立っ
て優しく声を掛けていた。子供たちは紙筒の大きさ
を生かして積んだり、形を意識して並べたりしてい

アート作品を鑑賞することから始まり、思いを広

た。最初は小さなグループがつながるような活動も

げ、自分の感じた世界を表現し、自分の鑑賞を深め

見られ、子供たちは沢山の材料に囲まれて満足して

たり、お互いの表し方を鑑賞したりすることを通し

いるようだった。	
 

て、新しい見方や感じ方に気付くことをねらいとし

	
 

た活動である。４つの芸術家の作品から一つ選び、

６年「光と出会って…」	
 

そこからイメージを広げ、子供たちは作品をつくっ

（授業者	
  鈴木真理子先生／足立・古千谷小）	
 

ていった。イメージ

暗い部屋の中に

をすぐに形にできる

集められた子供たち。

ように扱い慣れた材

鈴木先生は腕にライ

料（紙類、空き箱、

トを持ち、「光を味

テープ類など）が手

わうことが大切」と

に取りやすいように

伝えた。ライトを渡

配置されていた。自

してまずは「ひろが

分なりのイメージを

る光」を意識しながら気になる場所を探す。その後

大切にして、工夫し

また集めて場所の雰囲気を変えるための材料を紹介

てつくっている子供

する。子供たちはわくわくしながらも真剣な眼差し

たちの姿が印象的であった。授業の最後に行われた

で説明を聞いていた。活動がスタートすると、材料

鑑賞もお互いの違いを楽しむ様子が素敵であった。

とライトを組み合わせて何度も試していた。各グル

協議会では、北海道教育大学教授	
  阿部幸宏行

ープに分かれて光の変化を味わいながら、どうすれ

氏より講評をいただいた。『先生の「こうしたい」

ばもっと自分たちの場所のイメージが変わるか話し

と子供の「こうしたい」にはギャップがある。先生

合っていた。最後の最後までつくり変えて探求する

の「こうしたい」は大人の都合である。その部分を

子供たちの姿が見られた。この授業では光に色を限

省みながら、子供のためにということを忘れずに研

定していた。
光の反射や影に注目させるためである。

究して題材を変化させていくことが大切。例えば２

授業者の先生の計算された材料と特別な空間が光を
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際立たせ、子供たちの力を引き上げているような授

導入が終わると、自分の好きな色を取り、ミラクル

業であった。	
 

ロードを描く準備をしていく。ロール紙をひっぱり

青桐学級「ぼくの	
  わたしの	
  ひみつきち」	
 

ながら、一人ずつ順番に描いていった。周りで見て

（授業者	
  木村敦先生／足立・梅島小）	
 

いる子もどんな道ができるのか真剣に見ていた。
「あ

箱椅子に固定させた紙筒を「支柱」としながら、

っちはどう？こっちもかいて！」という周りの声も

支柱同士を様々な材質や形状の材料でつなげたり、

聞こえていた。一人が終わると、みんなで協力しな

組み立てたり、飾ったりしながら思い思いの「ひみ

がら、紙をひっぱっていく。長くなってくると、手

つきち」をつくる。子供たちは、支柱の間にプラス

前と奥で息を合わせながら上手に紙を伸ばしていっ

チック段ボールや布などをつけて空間をつくり、ど

た。ミラクルロードができた後には、周りに想像し

んどんイメージを膨らませている姿が多く見られた。

たことを描いていく。果物を描いたり、水族館を描

子供たちを支援する先生方も子供が何をしたいのか

いたり、
段々と色とりどりになっていった。
最後は、

具体的に聞き子供たちの「こうしたい」を支えてい

車の形の名札をつかって、みんなでミラクルロード

た。できあがっていく空間は一人が入るには丁度よ

をドライブした。	
 

く、一人一人の特別な空間となっていた。テープや
平テープを用いた「貼る・はがす・結ぶ・ほどく」

５年「２枚の窓から何しよう」	
 
（授業者	
  菅野知彦先生／板橋・舟渡小）	
 

の行為を基に、子供たちの思いに合わせてつくり変

関原小は廊下側がすべて窓で、開放的な教室にな

えられイメージが深まるように設定された授業であ

っている。この場を生かして、授業が行われた。透

った。	
 

けていたり、重ねたり、動かしたりできる窓の特性

協議会では…横 浜 国 立 大 学 准 教 授 	
  大 泉 義 一

を生かし、子供たちはグループに分かれ、画用紙や

氏は、『３つの授

透明シート等に描いていく。できると、窓に貼り、

業は全てプロセス

動かして見え具合を確かめていった。２枚が動くこ

を大切にした授業

とで、動物が木に上って、バナナを取って･･･という

だった。子供たち

ようにストーリーが生まれ、アニメーションのよう

の発想が変化し深

になる。グループで作品の説明をしながら、動く様

まっていった。』

子を撮影し、最後にテレビに映して鑑賞をした。授

と述べられた。ま

業後に廊下を通りながら、友達の作品を見ている子

た、東京藝術大学准教授	
  鈴木太朗氏からは子供

もいた。表現・鑑賞が行きつ、戻りつの活動であっ

たちの遊びと学びの関係についてお話しをいただい

た。	
 

た。	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

協議会では帝京大学准教授	
  辻政博氏より『児

	
  	
  	
  	
 取材／伊野加菜子（台東区・忍岡小）

童画展等に見られる描き方の教え込みは子供の個性
を消してしまっている。現代の臨画のようである。

◆板橋区	
  分科会	
 
	
  かかわりの中の「こうしたい！」	
 
３年「ミラクルロードでドライブしよう」	
 
（授業者	
  佐藤奈々緒先生／板橋・高島第三小）	
 
会場の教室は一面養生され、ロール紙が壁面側に

子供がもっている力があって、我々教師がいる。そ
のことを忘れずに、子供の可能性を大切にしていく
ような授業をこれからもしていって欲しい。』との
言葉を頂いた。	
 
取材／平塚	
  香織（台東・黒門小）

設置してあり、
真ん中には V の
字の形の紙が貼
られていた。た

◆豊島区	
  分科会	
 
ためしてみつける「こうしたい！」	
 
２年「あわわわわーるど」	
 

くさんの色の絵

	
  （授業者	
  高木美里先生／豊島・池袋第三小）	
 

の具と筆、そし

	
  様々な用具を活用して色々な形の泡をつくったり、

て白いスモッグ

ビニール袋やカップなどの材料、泡同士を組み合わ

をきた妖精のように見える子供たちは、今からどん

せたりする造形遊びである。活動の場は、泡が目立

なことが始まるのかワクワクしているようであった。

つように黒いシートが敷かれ、机上だけでなく教室
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全体に活動が広げ

体を包んでみたり、布団のように掛けて、包まって

られるよう壁や空

みたり、体全体で紙に触れ、紙と一体化する中で、

間にもシートが設

その実感を得られる仕掛けだ。「気持ち良い」「温

置されていた。子

かい」…大きな紙から得た実感を基に、子供たちは

供たちは、泡の感

クラフト紙に包まれて、心地好さそうに寝転がった

触を味わいながら、

り、破いて体に纏ったりした。先生は、そんな一人

大きなシャボン玉、

一人の行為や新たな

モコモコ沢山出る泡の違い、形の変化などをじっく

発見を一つ一つ認め、

り楽しんだり、袋などの材料や設置されたシートを

材料とかかわる中で

活用したりして、活動を広げていた。	
 

得られる「実感」を

４年「すける紙	
  いきるとこ」	
 

保障していた。	
 

（授業者	
  衛藤陽子先生／豊島・椎名町小）	
 

協議会では、東京

	
  薄葉紙を使い、自分で選んだ場所を変えていく活

造形大学准教授	
 石賀直之氏をお迎えした。
『クラ

動である。導入では、子供が薄葉紙の感触を味わっ

フト紙がきれいだったこともあり、紙の良いところ

たり、気づいたことを全体で共有したりする時間を

しか実感できていない。紙の扱いづらさも含め、子

つくり、意欲を高めていた。教室と廊下が活動の場

供が試行錯誤する中で、もっと深い実感を得られる

であったが、紐が張られていたり、ピアノやラック

とよかった。
』とご指導いただいた。

が置かれていたりして、子供の発想を促すような設
定がされていた。子供たちは、薄葉紙をちぎったり

取材／渡辺裕樹（昭島・つつじが丘小）	
 
	
 

丸めたりして関わりながら、家のような空間をつく

４年「さわりんの“ここち”探検隊」	
 

るなど、自分なりのイメージを広げて場所に働きか

（授業者	
  大森はるか先生／江戸川・鎌田小）	
 

けていた。	
  協議会では、東京学芸大学准教授	
  西

自分の手に目玉シールを貼った
「さわりん」
で様々

村徳行氏より講評をいただいた。豊島区分科会テー

な手触りの材料の感触を味わい、支持体に材料を並

マ「ためしてみつけ

べたり貼ったりして、「さわりん」の探検ステージ

る」については、図

をつくる活動である。一つ一つの材料の感触を確か

工において
「ためす」

めながらじっくり選ぶ子、中の見えない箱に手を入

は試作ではなく、本

れてさわり心地を確かめながらつくる子、視覚的な

作であり、それが子

印象から意味付けをしながらつくる子、様々な活動

供にとって「させら

が展開した。できあがったステージは教室の好きな

れている」のではな

場所に設置し、みんなの「さわりん」で探検しなが

く、自分がしたくてしている実感を伴うものである

ら交流した。目をつぶりながら触ってみたり、友達

ことが、思いをイメージにする活動になっていく。

と感じたことを話し合ったりと、「さわりん」を通

また、身体を通した活動が「こうしたい」につなが

して鑑賞することで、自然と交流が生まれていた。	
 

る。そのための試し続けられる場の必要性など、今
回の授業から学びになるお話をいただいた。	
 
取材／五島 真希（狛江・緑野小）

	
 
◆都図研研究局	
 
１年「大きなかみとなかよし」	
 
（授業者	
  福地里美先生／杉並・東田小）	
 
教室の床も壁も、すべてクラフト紙で覆われてい
る。そんな非日常な空間へ、裸足になって飛び込ん
でいく子供たち。「からだいっぱいで大きな紙をさ
わってかんじよう」と福地先生が子供たちの体より
も大きなクラフト紙を、一人一人に手渡していく。

取材／下田奏枝（東大和・第五小）	
 

	
 
真が公式 Web   サイト「とずけんどっとこむ」 	
 
	
 
に掲載されています。  
その他、ここでは紹介しきれなかった授業の写
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ぜひ、ご覧ください。
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