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令和の日本型学校教育 

 令和 3年 1月に中央教育審議会は「『令和の日本型 

学校教育』」の構築を目指しての中で、「個別最適な 

学び」における「指導の個別化」と「学習の個性化」 

の 2点を要点として示しています。さて、実際には 

「指導の個別化」や「学習の個性化」とは、どのよう 

な児童の姿を想定すればよいのでしょうか。特に「学 

習の個性化」とは、例えば「児童の表現活動の多様性 

を受けとめる。」という解釈でよいのでしょうか？そ 

れを学習者の視点から整理するということは「児童の 

自己承認を支援する」という解釈でよいのでしょう 

か？だとすれば、直感的にはこれまで通りとなります 

が、いかがでしょうか。 

 また、「協働的な学び」については、コロナ禍対応 

に追われた 2年間は、学習形態としてのグループ活動 

には制約がありました。しかし、図画工作の学習は常 

に他者の活動が「見えてしまう」特色があります。無 

意識の内に他者の活動を見ながら自分の活動をふりか 

える「学び合い」が担保できていたのではないかと考 

えることもできます。さらに、主題を掴む過程におい 

て、学校教育を含む生活全体で体験的に得た諸情報を 

基にイメージを統合する姿が認められます。「つくり、 

つくり変え、つくる」という姿が象徴する「つくりな 

がら発想や構想を更新する「造形的な見方・考え方」 

を基盤としてきたとの解釈では不十分なのでしょうか。

学校教育の質の向上に向けた ICTの活用 

 本答申では、「個別最適な学び」を支援する手立て 

として ICTの活用が謳われています。筆者も下図のよ 

うに、活動記録を各児童が行い、そのデータを提出す 

る実践を始めました。デジタル・ネイティブ世代の児 

童達に端末器機操作の大きな混乱はありませんでした 

が、まだ活動内容の著しい変容が認められる段階では 

ないのが現状です。付け加えるなら、筆者は端末機器

の管理（水や塵からの防御）に神経質になっている段

階であるのが正直なところことでもあります（笑）。IT

機器使用そのものが目的化することが本末転倒なのは

自明ですが、図画工作の学びを豊かに促す ICT 教育構

想については話題にしたいところです。 

 本研究会は「子どもから始まる造形活動」の基本理 

念に則り、全国の先生方との学び合いの場の創造を目 

指しています。2022年度こそ霞が晴れた状況の中で 

、より多くの先生方との多様な出会いが叶うことを心

より願っています。 
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子どもと造形 
 

令和の日本型「図画工作」教育とは  

児童造形教育研究会 会長 堀井 武彦 

 

 

 

➀個別最適な学び 

「個に応じた指導」（指導の個別化と学習の個性化）

を学習者の視点から整理した概念） 

②協働的な学び 

それぞれの学びを一体的に充実し「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる。 

※➁は筆者の編集 
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アートとゴミの境界線 

堀井武彦 

 表題の問いは、アートの本質に迫るものであり，図 

画工作教育一般と関連させて簡便に論じることは容易 

ではありません。しかし、個人的経験則を振り返ると 

と、特に「造形遊び」についてよく耳にした認識でも 

あります。誤解を恐れずに分析すると、共感され得る 

価値としての「アート」に対して，共感されにくい価 

値としての「ゴミ」という関係性を想定します。また 

、児童の活動の結果としての作品に対する評価観に起 

因しているとも捉えられます。 

学習指導要領では、児童の造形活動を「材料やそ 

の形や色などに働きかけることから始まる側面」と 

「自分の表したいことを基に、これを実現していこう 

とする側面」があると説明しています。さらに造形遊 

びについては「結果的に作品になることもあるが、始 

めから作品をつくることを目的にしない」とし、「思 

い付くままに試みる自由さなどの遊びの特性を生かし 

たもの」と付け加えています。これは、私たち教師の 

学習観や評価観に問いかける重要なメッセージです。 

では、「児童が思いのままに活動すれば何でもありな 

のか？」というと、これも誤解を恐れずに言うならば 

、原則的によさや美しさに向かう活動は「なんでもあ 

り」です。しかし、人権侵害と受け止められるについ 

ては、倫理の涵養という視点から注意が必要です。 

「印象派」という西洋絵画の流行を括る呼称がモネの 

作品への批判に由来するという有名なエピソードを引 

用するまでもなく、社会を取り巻く価値観は時代と共 

に変容します。従って、図画工作における「アートと 

ゴミの境界線」を判断する規準や基準は、児童や大人 

（教師、保護者も含めた大人）の外側に在るのではな 

く、各々の内側、感性にあると考えられます。したが 

って、私たち教師は自分の感性を動員して問い直し続 

けることが、この古くて新しい命題と対峙する唯一の 

手立てであると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図画工作の役割とは 

中條範子 

共に学ぶ図画工作の授業は、多様性を認め合う、これ

からの社会そのものだと考えます。 
 図画工作では、自分を表現したり友達の表現を受け

止めたりすることを通して、意味生成をする時間で

す。 

 もともと子どもというのは、グルグルやぐちゃぐち

ゃとなるような線を描くのが心地よく大好きなもので

す。しかしいつからかその楽しかった行為が嫌いにな

ってしまう子どもがいます。空間を共にしている仲間

に自分の表現を認められないと、自分を表すことが嫌

になってしまうのです。自分を丸ごと受け止めてくれ

る先生や仲間がいる空間だからこそ、自分を表現でき

るのです。これは、個々の表現が違うことを認め合え

る、つまり多様性を受け止められる時間だと考えま

す。 

 みんな違ってみんないい、という詩の一節があり

ますが、これを授業として検討するのが図画工作で

す。自分を表現できる、友達の表現を受け止められ

る。この素地をはぐくむのが図画工作なのではないか

と考えます。 
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デジタルとアナログのバランスについて 

両方を最大限に活かしたい 

北川 智久 

 小中学校は、ギガスクールパソコンの導入で大きな

転機を迎えています。幼稚園や高校も、デジタル機器

を多く使っていることと思います。 

 私の学校では、夏休み明けから Windows機が導入さ

れ、ようやく軌道に乗りかけています。Windowsで

は、Teamsや OneNote、カメラ機能が使えるようにな

ると学習の幅が広がりますね。図工でも使えます。先

日、浦安市の学校を参観し、「MetaMoji Classroom」

というアプリを子どもたちが使いこなしているのを見

て感激しました。直観的に写真を撮り、ページに貼り

付けて、大きさを変えて位置を変えて、文字でメモも

書けます。それが、クラス内でお互いに見合えるので

す。相互鑑賞のあり方が大きく変わりそうです。しか

し、たいへん高額なアプリなので私のところでは導入

できそうもありません。 

 iPadなら AppleClassroom、Chromebookなら

GoogleClassroomやジャムボードなどを使いこなした

いものです。 

 何を言いたいかというと、「ICT機器で造形表現す

る」のもよいですが、「子どもがアナログで表現した

ものを写真で記録し、自分のアルバムとして蓄積した

り、友だちや教師との相互鑑賞に生かしたりする」こ

との価値も非常に高いということを言いたいのです。 

図工専科っぽくない文章でごめんなさい。でも、これ

が使えるようになることはとても重要なことなのでが

んばりましょう。 

 

 

「図工が苦手」「教え方がわからない」という 

先生方への、図工の魅力の伝え方 

名達 英詔 

 図工は、興味深い教科ですね。例えばのこぎりの一

般的な使い方はこのように、といった部分もあれば、

想像したイメージをその子なりに表すなど、子どもに

ゆだねられたところもある。一般性と個別性が相互に

関わり合いながら活動が展開される。その上、何か作

品をこしらえたり、材料や行為、場や人といった環境

と関わることそのものがねらいになったりもする。こ

のように、多様で柔軟、変化を許容する学びのありか

たが玉虫色のようで、指導についても構想しづらく感

じるのかもしれません。 

ところで、図工の魅力とはどのようなことでしょ

う。作品の出来栄え？材料や行為の特性？工夫し追及

する面白さ？交流が生まれること？それこそ様々にあ

げられそうですし、どれもあたっているように思えま

す。では、そうした魅力に共通するポイントはあるで

しょうか？考え方はいろいろあるかと思いますが、何

かに関心を寄せ、浸り込んで活動する子ども、自分の

感じたこと考えたことをあれこれこだわり表現する、

身体を動かし活動する、心を動かして学びこむ。そう

した状態が醸されることなどはポイントではとも思え

ます。「何」をつくるでもなく木切れにくぎを打ちつ

ける、色の美しさに目を見張りながら絵の具のおき方

を試す、自作のおもちゃで友達とともに遊ぶ、時に思

いに合わずにイライラしたり、途方に暮れたり・・、

図工には、そうした子どもの懸命さ、夢中さがたっぷ

り込められています。そして，そうした姿にこそ、生

きる主体としての子どもその人の魅力が発揮されてい

るとはいえないでしょうか。 

教師として健やかな子どもの成長を願うとき、教科の

内容，目標を目指すことは踏まえつつ、喜びながら、

時に悩みながら、人としての魅力を発揮する子どもの

姿をつぶさに思い出し、その様子に驚き、愛おしさを

感じること、応援したくなることは、きっと感慨深い

ものでしょう。そして，そうした感慨を抱きつつ、子

どものあれこれを仲間と語り合う中で、図工を通して

学んでほしいこと、図工の教育的魅力にも気づいてい

けるかもしれません。 
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オンラインでの図工の難しさと 

それを乗り越えた時の子どもの成長 

桐山 卓也 

 図工で大切なのは，様々なモノやコトとの「関わ

り」だと考えています。子供達は，題材との関わり

であったり材料との関わり出会ったり，多くの関わ

りから学び成長していきます。オンラインでは，関

われないという実態がありました。例えば，友達と

の関わりです。図工室で子供同士で関わり合いなが

ら学習しています。友達の作品をいいなと思ったり

真似したりして関わっていきます。ところが，オン

ラインでは家庭でつくるため，友達との関わりがな

くなってしまいます。オンラインが始まった当初，

とても大きな課題でした。 

また，教員を含め子供達も機器の扱いに慣れていな

いということもオンラインの難しさでありました。特

に低学年は保護者が一緒でないとオンラインにうまく

参加できなかったです。また，オンライン環境を構築

できなかった家庭もありました。 

そんな状況もオンライン題材の工夫や端末機の普及

で改善されていきました。私はネット上にしっかりセ

キュリティをかけた美術館を作り，子供達が送ってく

れた作品の画像をみんなで見られるようにしました。

また，ブレイクアウトルームを利用して，少人数でお

喋りしながら作品づくりができるようにもしてみまし

た。こうして私は，子供達の造形の場づくりをしてい

きました。 

こうした状況の中，子供達は限られた「関わり」で

はあるものの，その「関わり」から友達のいいなを感

じ取り学んでいけたと思います。さらに，いい具合に

自分との「関わり」が保障されたようで，作品を見て

みるととても個性豊かなモノとなったのではと感じま

した。 

子供は，どんなことをしてでも成長しようとしてい

ます。このオンラインの図工でも，新しい形の「関わ

り」を学びに変えて成長していったのではと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

ケンカをしない子ども達 

 

椎橋 げんき 

 2021年度、幼児教育の現場では昨今の情勢に対応

した取り組みが随所に見られ、子ども達の育ちにむけ

て新たな一歩を模索している様子がうかがえます。例

えば、世の中の変化に伴う共有物や飛沫などの対策に

よる環境設定の変化は視覚的にも、日常生活において

目にする変化と近しいものといえます。一方で、実感

として変化したといえる印象的な様子として、実践の

ふりかえりなどの際に保育者から「子ども達にもっと

ケンカをしてもらいたい」、「ケンカってどうすれば

するのですか？」という発言が相次いだことがあげら

れます。 

 子ども同士の「ケンカ」は状況や関係性などによっ

て内容は多岐にわたるかと思います。また、今までの

保育体制は、「ケンカ」などが極力起こらないことを

前提としたものでした。それは、それでも起こるから

です。それが今「起こらない（起こりにくい）」状況

であるというのです。 

 実際に保育現場で子ども達を観察してみると、年中

児においてもお互いの心の距離を保つような関わりが

見受けられました。抽象的ではありますが、大人の経

験則による心の距離感を推し量る取り方とはまた別

の、意思疎通に対して全ての思いが届かない、相手か

らも踏み込まれないという関係性を感じ取りました。

つまり、心（気持ちやお互いの思い）の接触が見られ

る機会がほとんどありませんでした。 

 「ケンカ」が起こらない保育時間は一見平穏に見え

ますが、明らかな違和感を受けます。その違和感とは

その距離感の取り方が機械的に感じられるからです。

それは、ニューノーマルとされているような、日々の

生活の中で人との物理的距離を保つことが当たり前と

してあるからなのか、透明板を介した関わり合いのか

らなのかなど、安直には結論付けられませんが、タイ

ミング的にも注視すべきことだと思います。 

 心の接触から学ぶことや感じ取ることはたくさんあ

ります。そして、その学びや感覚は心の接触を通して

でしか育たず、だからこそ保育現場においても多くの

人と触れ、コミュニケーションを大切にしていく環境

が組まれています。それは相手の気持ちを感じ取るこ

とや心の弾力など子どもの豊かな育ちを願ってのこと

です。保育者の感じ取った「ケンカ」をしない子ども

達へ、今できるアプローチを現在も試みています。 
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学校の教員をしていると 

反省カードだよりになり、活動の様子から 

見取ることがうまくできません 

立川 泰史 

反省カードだよりにならない「評価材の収集」につ

いて考えてみましょう。授業者が見取っていきたい

「活動の様子」には、「目に見える様子」と、「目に

見えない様子」があります。「目に見える様子」に

は、材料や用具を扱っている生徒の姿、刻々と変化す

る表現などがあります。一方、「目に見えない様子」

には、着想や構想などのようにイメージを更新してい

く思考活動があります。確かに、反省カードはこうし

た思考活動を生徒自身に「見える化」してもらうとこ

ろに価値がありました。 

 しかし、創造的なイメージが生まれたり展開した

りする過程は、つくり手のしぐさや態度、あるいは話

し言葉から伺い知ることもできます。とても高次な精

神活動を、材料を取り扱うからだの所作を通して実現

するのが造形行為だからです。このように考えると、

指導者は生徒自身による自己評価を、制作のゴール地

点だけに設定せず、活動の随所に自身のイメージやア

イデアのターニングポイントを記録するツールと場を

セットで用意することが望まれます。 

 例えば、タブレット型 PCに自分のイメージが膨

らんだり転換したりする場面を画像として記録し、そ

の後の文脈に関連づけて発言するショートスピーチ行

ったり、小グループで相互評価したりする場を通し

て、制作途中に「自他のよさや違い」を伝え合う機会

をつくることなどが想定できます。その他、時系列を

追って「思考の道のり」をトピックワードで書き起こ

すワークシートを工夫するなど、指導者ひとりでは集

めきれない見取り資源を、生徒の多面的な自己評価活

動から回収するという手だてを案出してみましょう。 

 

 

教師の「失敗」や子どもの 

「困った・やりたくない」から 

学び、次につなげる 

長尾宏一 

 子どもの「困った・やりたくない」には様々な原因

があり、それぞれに次へのつなげ方があるので、全て

の場合についてお答えするのは難しいことです。ここ

では、私が経験したことを紹介したいと思います。 

 ４年生のＡさんは、自分の思うようにできないと全

く学習に取り組めないだけでなく、立ち歩いて他の子

の学習を妨げる状況でした。自己肯定感が欠如してい

ると思い、どこかでこの子のよさを引き出し、高く評

価してあげることが必要だと考えました。 

 そんな時、木材を切り、木片と木片を釘で打って動

くものをつくる題材に取り組みました。Ａさんは、下

の写真のように板を凹型にしたいと思い、錐で穴をた

くさん開けてペンチで板を折る方法を自ら考えてやっ

ていました。このことを学級のみんなに紹介して褒め

ました。 

 それからＡさんは、学習に対して意欲的になり、他

の子の学習を妨げるのではなく、教えたり手伝ったり

するようになりました。 

 やりたくない子の多くは自己肯定感の欠如が見られ

ます。そうした子のよさを引き出し、見つけて、大い

に評価してあげることが大切だと思います。そのため

には、子どもたちの実態に応じた題材の吟味が必要で

す。また、教師が表現の多様性を認めることも大切で

す。 

 そして、子どもが困っているときは、その困ってい

ることを解消するために、一緒につくるなど手助けを

してあげてもいいと思います。できた喜びを感じた子

は、次への意欲をもつに違いありません。 

 

 



 6 

子供たちが自ら学び取っていく部分と 

教師が教える部分のバランスについて 

林 耕史 

 図画工作科において，子供たちが「自ら学び取って

いく」とは，自分の考えで表現や鑑賞の学びを広げて

いくことと捉えます。「教師が教える部分」との割合

をどうしたらよいか，ということですね。場面にもよ

りますが，端的に言うと、ほとんどが前者、即ち子供

が学び取ることが主と考えます。「教える」内容が予

め提示されている教科とは性格が違います。「知識・

技能等」であっても、教えて与えた知識や技能以上

に、自らの表現や鑑賞のために必要なノウハウを，子

供たち一人ひとりが試行錯誤して自らの実感を通して

獲得していくことが大切です。ですから教師が描き方

を教えたり作り方を指示したりする事は余分なこと

で，子供たちの学びの機会を蝕む事につながりかねま

せん。教師は、表現や鑑賞の場を提供し，意欲を高め

たりヒントを与えたりはしても、子供自らが切り拓く

ところを奪ってはいけません。「教える」と思って行

っている指導が「させる」ことになってはいけないで

す。 

では教師は何もしない，できない、しなくてもよい

のでしょうか。そうではありません。大切な仕事があ

ります。それは、子どもたちに「自ら学び取るとはど

ういうことか」理解できるようにすることです。表現・

鑑賞で育てるべき資質や能力は，「自分」から始まると

いうことを子供たちが自覚することです。教科目標の

主文に続く⑴も⑵も，「自分の感覚や行為を通して」「自

分の見方や感じ方を」と記していることは重要です。

そして⑶では，まさに自らを耕していくことが図画工

作科の主要な意義であることがわかります。「造形的な

見方・考え方」とは，教師が教えるものではなく，子

供たち自らが「意味や価値をつくりだすこと」なので

すから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q＆Aより 

世界の造形教育の様子 

石賀直之 

 質問の直接的な答えになってないですが、小学校で

４カ国を回った方の小学校の比較に関するお話です。

何を比較していたかというと“教室の座席配置”です。

面白い視点ですね。座席から宗教、言語、主義、価値

観、国民性などいろんなことが浮き彫りになってきま

す。 

ロシアの小学校では男女がペアで一つの長めの机に座

っていたそうです。日本とよく似ていますが席替えは

あまりなく、10年同じ席、同じペアということも十分

あり得るそうです。 

イギリス・ケンブリッジでは前を向くのではなく５〜

６人でテーブルを囲んだまま授業だったそうです。い

わゆる班の形で全ての授業を行うということですね。 

フランス・パリの小学校では、みんなの机が円をつく

るように並んでいたそうです。授業が始まると子ども

たちが向かい合って座り、先生は円の中に入って、必

要になったら各子どもの所へ行く、という形式で授業

が進んでいったそうです。 

３校目で日本の東京にある小学校に転校したそうです。

みんな前を向いて、基本、隣の人よりも先生との会話

がメインになるお馴染みのスタイルです。 

アメリカ・ウィスコンシン州の小学校では教室の真ん

中にじゅうたんがありその上にソファがいくつかあっ

たそうです。そして、ちょっと離れた所に大きめのテ

ーブルが一つ置いてあったそうです。ここでは、目的

に応じて座り方を変える方式です。個人作業をすると

きとみんなで議論をするときは、円に並んだそれぞれ

の席へ移動し、国語の授業で読み聞かせをするときは

真ん中のソファーでリラックスして聞くそうです。ち

ょっとした決め事もソファーで行うというように座り

方を変えながら学びへのスタンスを変えていくスタイ

ルです。先生は偉いというよりは、先生は遠い親戚の

ような感覚になったそうです。 

一見理由がないように見える座席の在り方は、実は

教育の方針を示しています。真剣に聞いてほしいのか、

発言をしてほしいのか、みんなで意見をまとめてほし

いのか国によって何を一番大切にしているのかわかり

ます。 

これは私たちの図画工作の授業の環境設定にも大い

に参考になりそうな考え方です。児童の実態や伝えた

いことに合わせて座り方をシフトさせれば、いろんな

あり方があることを子どもたちにも教えることになり、

学びの将来につながっていくと思います。 
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Q＆Aより 

小学生が使っている動画編集について 

教えてください。 

粟津謙吾 

GIGA スクール構想を受けて一人一台の端末を持つ

環境の整備が進みました。現場で使用される端末には

apple社の iPadや android製品、Chromebookなど様々

あります。本校では iPadを使用していますので、iPad

を中心にお話ししたいと思います。まず、一番簡単な

編集の方法は、デバイスに標準インストールされてい

る「写真アプリ」や「フォトアプリ」の『編集機能』

を使った動画のトリミングがあります。標準アプリで

は撮影・編集した動画同士をつなげることはできませ

んので、つなげるためには別のアプリが必要です。iPad

に標準インストールされている「iMovie」は動画の切

り貼り、テロップの入力、効果を入れるなど基本的な

操作機能が整っています。こうしたアプリをクラス全

員が使うことができるようになるためには、毎回の授

業で基本的なボタン配置の確認や、ボタンを押すこと

でどのような効果が得られるかなど、操作の基本を確

認することが必要です。これは短い時間で構いません

ので、繰り返し行いましょう。写真をつなげていくス

トップモーションを動画編集の入り口として捉えるの

も良いかもしれません（アプリ名「Stop Motion Studio」

本研究会の北川先生実践より＊）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

使うために学ぶのではなく、学びながら使うことで、

遊びながら学び、互いに教え合い、教師の予想を超え

るスピードで子供たちは使いこなすことができるよう

になるでしょう。また、標準アプリに限らず、無償で

使えて感覚的に操作できる動画・写真の編集アプリは

他にもたくさんあります。広告表示の有無や操作性に

ついて確認する意味でも、本校ではまず教師が試して

から一括インストールするようにしています。 

タブレット端末には簡単に写真や動画を撮影できる

ことの他にも、インターネットを通じた協働学習支援

ツールを活用することができるなど多くの利点があり

ます。それらを活用する前提として、リテラシー教育

は欠かせません。そこでは、インターネットの怖さを

伝えるだけではなく、ネットやメディアをツールとし

て正しく扱うことができる使い手となれるよう、デジ

タル・シティズンシップ教育の考え方を取り入れるこ

とも有効です。欧米ではコモンセンス・エデュケーシ

ョンとして教材化されていて、日本で研究されている

方もおられます。ネットやメディアの善き使い手とな

れるよう、まずは教師自身が学んでみるのはいかがで

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児造研のホームページもご覧ください ！ 
  

今年の研究集会のご案内や，これまでの研究の様子など，ご覧になれます。「児造研」で検索！ 
 

 

http://zoukeinakama.boy.jp/jizouken/ 

「児造研」で検索！ 

注）＊ちばぞうさいとより http://zoukeinakama.boy.jp/chibazouhiroba/2017chibazougazou.h

tm 

 

http://zoukeinakama.boy.jp/chibazouhiroba/2017chibazougazou.htm
http://zoukeinakama.boy.jp/chibazouhiroba/2017chibazougazou.htm
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 6月の研究会、8月の夏研のご案内です。是非、ご参加ください！ 
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