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【３年・題材名「ここがお気に入り」】 

国語科 

学習評価の３つのポイント 

POINT１ 「題材名」で，児童と「ねらい」を共有する      

 題材名には，児童の意欲を高めるだけでなく，学習のね

らいやポイントを児童に伝える役割もあります。教科書の

題材名をそのまま使うこともできますが，児童の実態に合

わせて，アレンジすることも可能です。児童の学びの姿を

イメージしながら題材名を考えてみましょう。 

また，題材名をキーワードにしながら授業を進めること

で，先生の声かけや児童のつぶやきも変わってきます。 

 

POINT２ 「問いかけ」で，児童の「思い」を引き出す                      

声かけにも様々な種類がありますが，特に大切にしてい

きたいのは，児童に思いを尋ねる「問いかけ」です。「これ

はどんなイメージでつくっているの？」「これからどうな

っていくのかな？」といったように，児童の思いを引き出

すような問いかけができると，作品からだけでは読み取る

ことが難しい児童の思いに触れることができます。 

ただし，声かけをする時は，児童の活動の妨げにならな

いように配慮が必要です。活動する様子を見ながら，児童

が話したくなるタイミングで問いかけてみましょう。 

 

POINT３ 「深い学びの視点」で，児童の「創造性」を育成する                           

図画工作科における「深い学び」の鍵となるのが，造形

的な見方・考え方です。造形的な見方・考え方とは，「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，自分のイメージをもちながら意味や価値をつ

くりだすこと」です。 

図画工作科で育成する資質・能力と造形的な見方・考え

方とは，右の図のように互いに支え合う関係と言えます。

指導や評価をするのは「資質・能力」ですが，その力を育

成していくためには，児童が「見方・考え方」を働かせる

授業づくりをしていくことが大切です。 

みんなの「ここがお気に入り」はできたかな？ 

○○さんの「お気に入り」のポイントを教えてくれる？ 

これから 
どうなっていくのか， 
聞かせてくれる？ 

 
 

指導と評価の両面から 

児童の思いに寄り添う 

【４年・題材名「つなぐんぐん」】 

ふむふむ。 
表したいものが 
見つかっているな。 

話していたら， 
新しいアイデアが 
浮かんできたぞ。 

私だけの 
「お気に入り」が 
できました！ 

何度もつくりかえて， 
ここの感じが 

気に入っています。 
 

ここの部分をつなげて， 
飛行機みたいにする予定です。 
あっ，じゃあ，そうじゅう席も 
つくってみようかな。 

 

造形的な 

見方・考え方 

図画工作科で 

育成する資質・能力 

両者は互いに支え合う関係です。 
資質・能力が豊かになることで， 
見方・考え方も鍛えられていきます。 



○指導と評価の一体化のポイント 

【POINT２】・・・思いに寄り添った声かけ  

【POINT３】・・・見方・考え方を意識した鑑賞活動 

 

○指導と評価の一体化のポイント 

【POINT１】・・・題材名を生かした振り返りの工夫  

【POINT３】・・・クイズを取り入れた創造的な鑑賞活動 

 

〇題材の評価規準 

 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・自分の感覚や行為を通して，場

所や写真などを組み合わせた

感じが分かっている。 

・材料や用具を適切に扱うとと

もに，前学年までの材料や用

具についての経験を生かし，

手や体全体を十分に働かせ，

表したいことに合わせて表し

方を工夫して表している。 

・場所や写真などを組み合わせた感じを基

に，自分のイメージをもちながら，感じた

こと，想像したこと，見たことから，表し

たいことを見つけ，表したいことを考え，

形や色，材料などを生かしながら，どのよ

うに表すかについて考えている。 

・場所や写真などを組み合わせた感じを基

に，自分の見方や感じ方を広げている。 

・つくりだす喜びを味わい進んで表現し

たり鑑賞したりする学習活動に取り組

もうとしている。 

３学年（絵・立体・工作） 

「ここがお気に入り」 

図画工作科実践事例１ 

 

教室内の気に入った場所に，自分の写真や材料などを組み

合わせて，お気に入りの世界を工夫して表す 

４学年（造形遊び） 

「つなぐんぐん」 

図画工作科実践事例２ 

 

丸めてつくった新聞紙の棒を組み合わせたり，切ってつな

いだりして，手や体全体を十分に働かせ，活動を工夫してつ

くる 

 

３学年（鑑賞） 

「○○がいっしょは 

    ど～れだ？」 

図画工作科実践事例３ 

 

共通点に着目したクイズを互いに出し合うことで，作品の

よさや面白さを感じ取ったり考えたりし，自分の見方や感じ

方を広げる， 

○指導と評価の一体化のポイント 

【POINT１】・・・題材名を生かした声かけ 【POINT２】・・・思いを引き出す問いかけ 

～ここで紹介している３つの授業の様子は，右のリンクから見ることができます～ 

 



－ 16 －



－ 17 －



－ 18 －



－ 19 －



－ 20 －

This is my town. 
We have a station. 
We don’t have a park. 

This is my town. 
We have a station. 
It’s nice. 
We don’t have a park. 
I like playing with my friends. 
I want a big park. 
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This is my favorite place.”  

(Let’s Try! 2 Unit8) 

My favorite place is  
playground. 
I like baseball. 

My favorite place is

Run! 

I like run. 

Nice! I like running. 

My favorite place is  
playground. 
I like baseball. 
I like running.
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令和元年度　教育課程研究委員会　委員一覧
部会・所属 氏名 部会・所属 氏名

国語 体育
都留市立禾生第二小学校 木﨑　　綾 南アルプス市立小笠原小学校 前島　真美
中央市立玉穂南小学校 落合　祥平 北杜市立須玉小学校 山田　照吾
南アルプス市立白根飯野小学校 市川　怜奈 甲府市立朝日小学校 横田　はつき
甲府市立上条中学校 平井　規夫 山梨市立笛川中学校 武藤　拓馬
義務教育課 望月　　陵 スポーツ健康課 山本　晃司

小林　知子 桐原　　洋
社会 家庭
南アルプス市立櫛形北小学校 空閑　健二 大月市立七保小学校 内藤　照美
甲府市立東小学校 大勝　佑介 甲府市立大国小学校 中込　裕子
上野原市立上野原小学校 藤本　裕貴 甲斐市立竜王南小学校 中込　景子
都留市立都留第二中学校 山口　　大 大月市立大月東中学校 吉村　悠希
義務教育課 植松　聖人 総合教育センター 榛原　砂穂理

田邉　靖博
算数 外国語活動
甲府市立玉諸小学校 三科　由梨 富士吉田市立下吉田第二小学校 依田　和也
富士川町立増穂小学校 小野田　瑞紀 南アルプス市立落合小学校 内田　　拓
笛吹市立石和西小学校 矢﨑　登志人 笛吹市立御坂西小学校 小澤　宏成
笛吹市立一宮中学校 天野　正博 甲府市立南西中学校 西岡　妙子
義務教育課 岡里　真実 義務教育課 早川　優子

櫻井　順矢 桑畑　秀子
理科 道徳
韮崎市立韮崎北西小学校 金丸　　永 韮崎市立韮崎小学校 佐藤　岳人
山梨市立加納岩小学校 雨宮　正倫 甲府市立甲運小学校 端場　恵子
甲斐市立竜王東小学校 安孫子　悠生 山梨市立笛川小学校 向山　　潤
富士吉田市立吉田中学校 京島　健一 甲州市立勝沼中学校 雨宮　光平
義務教育課 鷹野　　薫 義務教育課 小尾　　綾

中村　健太
生活 特別活動
都留市立谷村第二小学校 前田　香織 富士河口湖町立船津小学校 佐藤　　拓
都留市立谷村第一小学校 志村　潤子 甲府市立大国小学校 樋川　　諒
市川三郷町立市川小学校 新井　飛鳥 北杜市立長坂中学校 志村　伊代
市川三郷町立上野小学校 平岩　佐知子 義務教育課 山本　　摂
義務教育課 池川　穂波
音楽 総合的な学習の時間
都留市立東桂小学校 葛谷　有芸子 富士川町立増穂小学校 平岩　史行
山梨市立加納岩小学校 平井　祥子 北杜市立高根西小学校 清水　一寛
富士吉田市立吉田小学校 倉田　友紀 山梨市立山梨北中学校 廣瀬　　剛
富士吉田市立吉田中学校 小林　紘子 総合教育センター 小野　　圭
総合教育センター 鶴田　　心
図画工作 事務局
甲府市立山城小学校 井澤　映里子 義務教育指導監 齊藤　　功
甲斐市立竜王南小学校 藤代　麻衣子 課長補佐 三澤　明生
甲州市立塩山南小学校 市川　安紀 主幹・指導主事 望月　　陵
笛吹市立浅川中学校 髙野　麻衣子 主査・指導主事 櫻井　順矢
義務教育課 塚原　英樹
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