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⚫複雑化した社会の中で、児童に「自ら柔軟に考え行動し、他者と協働
して生きていく力」が求められる。その力を表現および鑑賞を通して
育んでいく必要がある。

⚫高学年の児童の発達とともに抱く「苦手意識の払拭」と「学習意欲の
増加」が喫緊の課題である。「つまずき」の乗り越え方は発達段階に
よってばらつきがあり、高学年になるにつれて他者との関係で乗り越
えていくという特徴がある。

⚫教員が鑑賞に積極的でないことに加え、鑑賞教育を充実させるため
の「教材研究の時間のなさ」も課題である。

⚫オンラインによる授業の在り方を検討していく必要がある。

問題の所在
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研究目的

小学校高学年を対象とした「図画工作科における対話的で協働的

な鑑賞題材の開発とその可能性を探ること」である。「つまず

き」を他者との関係で乗り越える活動である「対話的で協働的な

鑑賞活動」に着目した題材開発とその可能性を探っていく。さら

にその題材のオンラインでの活用も検討していく。
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第一章
図画工作科に対する児童と教員の実態

（1）図画工作科のイメージに対する児童の実態

⚫発達につれて苦手意識が増加し、他者との関係でつま

ずきを解決しようとするものの、他者と比較してしま

う。

⚫表現と比較し、鑑賞では半数以上の児童が苦手意識を

感じていることが明らかになっている。
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第一章
図画工作科に対する児童と教員の実態

（2）図画工作科の授業づくりに対する教員の実態

⚫表現領域では積極的に指導の工夫をしていることが明らかに
なったが、鑑賞領域では積極性に欠けている。

⚫教材研究の困難さや教材研究に充てる時間の少なさ、その指導
の工夫に課題がある。

⚫図画工作科において表現領域と鑑賞領域では、教員の中で指導
の工夫に差がある。
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第二章
鑑賞を通して児童につけたい資質能力

（1）学習指導要領や先行研究の分析

【鑑賞学習において育む資質・能力】

①自ら柔軟に考え行動し、他者と協働して生きていく力

②自分の見方感じ方を深め、他者と協同して生きていく力

→「対話的で協働的な学び」を重視

【鑑賞学習においてつけたい力（５・６年生）】

①自分の見方感じ方を深めること

②造形的なよさや美しさを考えること

③つくりだす喜びを味わうこと

④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こと
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第二章
鑑賞を通して児童につけたい資質能力

（2）評価方法について

○評価方法に関しては、先行研究から「鑑賞学習コモンルーブ
リック」と「題材ルーブリック」という二つのルーブリックを制
作することによって、児童の実態に合わせ活用・評価することに
より児童につけたい力を確実につけることができると考える。

○ 実際に扱う際は、まず学習者の実態の把握を丁寧に行い、その
後実態に応じたレベルを設定し、それをわかりやすい短い文章で
表し、ルーブリックにしていく必要がある。また二種類のルーブ
リックに表し、題材ルーブリック題材ごとに研究し精査していく
必要があると考える。

表は後半に掲示。
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観点 レベル４ レベル３ レベル２ レベル１

（A）見方・感じ
方

コモンルーブリック

作品の主題や造形につ
いて、作品にまつわる
知識や他者の見方・感
じ方に刺激を受けなが
ら、自分の見方・感じ
方を分析的に表明して
いる。

作品の主題や造形について、
作品にまつわる知識や他者の
見方・感じ方に刺激を受けな
がら、自分なりの見方・感じ
方をもっている。

作品の主題や造形について、
自分なりの印象をもっている。

作品について興味
関心をもったこと
を中心に、自分な
りの印象をもって
いる。

（B）作品の主題

コモンルーブリック

作品から伝わる主題を
とらえて批評している。

作品から伝わる主題について
想像し、説明している。

作品から伝わる主題について
想像している。

作品について興味
関心をもった部分
を中心に、意味づ
けをしている。

題材ルーブリック

自分たちの作品や静岡
県立美術館の美術作品
の主題をとらえて批評
している。

自分たちの作品や静岡県立美
術館の美術作品の主題につ
いって想像し、説明している。

自分たちの作品や静岡県立美
術館の美術作品の主題につい
て想像している。

自分たちの作品や
静岡県立美術館の
美術作品について
興味関心をもった
部分を中心に意味
づけしている。

（C）形・色

コモンルーブリック

作品の中の形や色に込
められた意味や特徴を
とらえて、批評してい
る。

作品の中の形や色に込められ
た意味や特徴について説明し
ている。

作品の中の形や色の特徴を指
摘している。

作品の中の形や色
に関心をもってい
る。

題材ルーブリック

自分たちの作品や静岡
県立美術館の美術作品
の形や色に込められた
意味や特徴をとらえて、
批評している。

自分たちの作品や静岡県立美
術館の美術作品の形や色に込
められた意味や特徴をとらえ
て、批評している。

自分たちの作品や静岡県立美
術館の美術作品の形や色の特
徴を指摘している。

自分たちの作品や
静岡県立美術館の
美術作品の形や色
に関心をもってる。

（D）作品に
まつわる知識

コモンルーブリック

作品にまつわる知識を
理解し、批評している。

作品にまつわる知識を説明し
ている。

作品にまつわる知識を想像し
ている。

作品にまつわる知
識に関心をもって
いる。

題材ルーブリック

自分たちの作品や静岡
県立美術館の美術作品
にまつわる知識を理解
し、批評している。

自分たちの作品や静岡県立美
術館の美術作品にまつわる知
識を説明している。

自分たちの作品や静岡県立美
術館の美術作品にまつわる知
識を想像している。

自分たちの作品や
静岡県立美術館の
美術作品にまつわ
る知識に関心を
もっている。

（E）生き方
コモンルーブリック

作品が、自分の考え方
や世界へのかかわり方
に影響を与えているこ
とを実感し、自らの生
き方につなげている。

作品が、自分の考え方や世界
へのかかわり方に影響を与え
ていることを実感している。

作品が、自分の考え方に影響
を与えることに関心をもって
いる。

作品が、自分のき
もちに影響を与え
ることに関心を
もっている。

表３ 鑑賞学習コモンルーブリック
次の「題材ルーブリック」である。「題材ルーブリック」は「鑑賞学習コモンルーブリック」を参考にしながら、本題材の目標と授業内容に則したものを作成した。
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観点 レベル４ レベル３ レベル２ レベル１

A. 見方・感じ方

作品の主題や造形について、作品

にまつわる知識や他者の見方・感

じ方に刺激を受けながら、自分の

見方・感じ方を分析的に表明して

いる。

作品の主題や造形について、作品

にまつわる知識や他者の見方・感

じ方に刺激を受けながら、自分な

りの見方・感じ方をもっている。

作品の主題や造形につい

て、自分なりの印象を

もっている。

作品について興味関心をもったことを

中心に、自分なりの印象をもっている。

（B）作品の主題

作品から伝わる主題をとらえて批

評している。

作品から伝わる主題について想像

し、説明している。

作品から伝わる主題につ

いて想像している。

作品について興味関心をもった部分を

中心に、意味づけをしている。

（C）形・色

作品の中の形や色に込められた意

味や特徴をとらえて、批評してい

る。

作品の中の形や色に込められた意

味や特徴について説明している。

作品の中の形や色の特徴

を指摘している。

作品の中の形や色に関心をもっている。

（D）作品に
まつわる知識

作品にまつわる知識を理解し、批

評している。

作品にまつわる知識を説明してい

る。

作品にまつわる知識を想

像している。

作品にまつわる知識に関心をもってい

る。

（E）生き方

作品が、自分の考え方や世界への

かかわり方に影響を与えているこ

とを実感し、自らの生き方につな

げている。

作品が、自分の考え方や世界への

かかわり方に影響を与えているこ

とを実感している。

作品が、自分の考え方に

影響を与えることに関心

をもっている。

作品が、自分のきもちに影響を与える

ことに関心をもっている。

表４ 題材ルーブリック



第三章
対話的で協働的な鑑賞教育の現状と課題

○山崎や上野の研究

教師が全体と双方性のある対話を通して、一人一人に自由に感想を述べ
させることにより、部分の印象から全体の印象を捉えさせ、学級全員で
作品の主題に迫っていく。一人の生徒から全体につながり、作品の新た
な見方や考えを学ぶことができていた。誰かの感想に付け足したり、違
う見方を発表したり、なぜそう見えたのかを根拠を示したりできたとい
える。

○現状としては対話型鑑賞における課題

①教員の技量

②主題に触れた際に、他の子の対話を展開すればよかったということ

③評価について

このような課題を解決するために「対話的」で「協働的」な学びを方法
とし、児童に確実な力を育成できる対話型鑑賞の題材を開発をめざす。
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第四章 オンライン授業の現状と課題

○守屋の事例

オンライン授業では、非時間共有の授業方法である

Teamsのチャット機能を活用した授業方法

○実践は「身の回りのものを使い、色の輪をつくること」

子供たちが題材に興味をもち、それが学びに向かう力になるか。
子供たちの生活する空間の中に色や形などの造形的要素に気づか
せたり、目を向けたりすることが大切。

「みんなの周りにはこれだけ色があふれているんだよ」

子供たちも教師の投稿を真似し、投稿した友達のものにアレンジ
を加えることで、自分の生活する中であるものを使い、紹介しな
がら新しい表現をする現象が。
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オンライン授業における課題
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第五章では上記に挙げた成果や課題を踏まえたうえで、
図画工作科における対話的で協働的な鑑賞題材の開発に臨みたいと考える。



第五章
対話的で協働的な鑑賞題材の開発及び提案

(1)対話的で協働的な鑑賞方法の検討

○授業概要

鑑賞作品にハッシュタグをつけることで感じたことや

考えたことを表すことを通して、互いにさまざまな考え方を

持っていることを気づき、考え楽しむことができるようにする。

【ハッシュタグ鑑賞における特徴】

①気軽に行うことができる。

長い文章で鑑賞文を表す必要はなく、形容詞や擬音語などの短い言葉で表すこ
とができる。その内容も第一印象と第一印象を根拠にしながら、深く考えたこ
とという両方とも表すことができる。

②鑑賞の視点を蓄積することができる。

③人と人とのつながりを作ることができる。
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・ハッシュタグの説明について

小学校五年生ハッシュタグとはTwitterやInstagramなどのSNSを

はじめとするツールにおいて投稿する際に、

コメントや考えなどを「ハッシュタグにして表すもの。

ハッシュタグをつけることにより、そのハッシュタグで検索し、他の人の投稿を

見ることができたり、印象的に表すことができる。

ハッシュタグをつけるかのような概念で感じやことや考えたことを表す。

また実際にハッシュタグをつけることで、ハッシュタグの付け方を学び、

SNSの利用方法について考える機会にする。
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(3)授業提案
○題材名 面白いと楽しいを発見しよう

○本題材の目標
・これまでに学んだ絵具の使い方を活かし、自分なりの表現方法で、制作することがで
きる。 【知識及び技能等】
・自分たちの作品や美術作品の鑑賞を通して、作者が作品に込めた想いに気づくことが
でき、お互いの鑑賞を通して、違ったよさを発見し、様々な視点から考えることができ
るようにする。 【思考力・判断力・表現力等】
・地域の美術館にある親しみやすい作品をハッシュタグの活用により、主体的に学ぶこ
とができ、日常生活に学びを関連付けることができるようにする。

【学びに向かう力・人間性等】

○本時の目標
・自分なりの考えを、実際の美術作品からの根拠に基づいて、生み出すことができる。

【思考力・判断力・表現力等】
・自分の見方や感じ方を友人との鑑賞により、深め広げることができる。

【思考力・判断力・表現力等】
・美術作品を身近に感じ親しみながら、面白さを感じることができるようにする。

【学びに向かう力・人間性等】
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時 学習項目 学習内容

第１時

動物園の想い出

前回までの組み合わせる手法を活用し、
ボール紙、綿やモール等の様々な素材の材
料で、年度当初にクラスで遠足で行った動
物園のおもしろかったことや楽しかった出
来事である想い出を自分なりの表現方法で
表すために、発想構想し、それを表すこと
ができる。

第2時
動物園の想い出を表そう２

前回同様、様々な素材を活用し、動物園の
想い出を表すことができる。

第3時

みんなの想い出

友達同士で互いの作品を、ハッシュタグを
活用することにより、対話型鑑賞をするこ
とで、自分の考えや感じ方を深め広げるこ
とができる。また互いの作品を鑑賞しあう
ことで、交流を深めることができる。

第4時
（本時）

面白いと楽しいを発見しよう１

前回に行ったハッシュタグを活用する対話
型鑑賞を、静岡県立美術館の「樹花鳥獣図
屏風」の作品を鑑賞することを通して、自
分の考えや感じ方を深め広げることができ
るようにする。また美術作品に触れること
で、美術・図工に親しみをもつことができ
るようにする。

第５時

面白いと楽しいを発見しよう２

前回に行ったハッシュタグを活用する対話
型鑑賞を、静岡県立美術館の「考える人」
の作品を鑑賞することを通して、自分の考
えや感じ方を深め広げることができるよう
にする。また美術作品に触れることで、美
術・図工に親しみをもつことができるよう
にする。

○題材の指導計画
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時間 学習の流れと予想される児童の流れ 手立て・留意点

導入
(5
分）

展開
(25
分）

ま と
め
(15
分）

○前回のハッシュタグを活用した対話型鑑賞の振り返り
をする。
・面白かった
・いろいろなみんなの想い出がよかった
・表現がさまざまだった
・クイズみたいだった

○静岡県立美術館にある作品の鑑賞をする。
おもしろい美術作品にふれてみよう
・行ったことあるけど知らないなあ
・「樹花鳥獣図屏風」は不思議な世界だなあ

○ハッシュタグで自分なりに作品のタイトルをつけて、
グループで発表しよう。

・みんなが考えたものに違いがあった
・○○さんのハッシュタグが面白かった
・これから美術作品をもっと見たいと思った

○全体で鑑賞し合おう。
・こうやってみるといろんなタイトルでいいな
・いろいろな美術作品のタイトルに着目したいな
・いろんなタイトルを見ることによって作品をじっくり
見ることができた

○次回は「考える人」をハッシュタグ鑑賞をしてみよう

・しっかりと前回までの活動に対し
て価値づけをし、本時での対話型鑑
賞のための動機づけ支援を行う。
・ワークシートを配布する。

・美術作品の紹介を行うことで鑑賞
をしやすくする。
・対話型鑑賞を促進させるために、
前回の鑑賞でどのようなことに着目
したかを振り返らせながら、ヒント
を与える。
・付箋を使い、作品全体からどのよ
うなハッシュタグが生まれるか考え
てみる。
・教師の作った参考作品を提示する。
・対話的で協働的な学びを促進する
ために、グループ決めはあらかじめ
児童の実態を把握した上で行う。
・グループでまとめ役を一人設定し、
グループでの司会や全体での発表の
際に任せる。

・児童のワークシートや資料を
黒板に掲示し、互いの考えや感じ方
の違いに気づくことができるように
する。

○本時の流れ



授業で扱うワークシート
（左が制作前のもの右が制作後のもの）
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一時間目から三時間目で使うもの



• 四時間目で使うもの
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《樹花鳥獣図屏風》伊藤若冲、18世紀後半、（右隻）137.5cm×355.6cm（左隻）
137.5cm366.2cm、上段：作品の全体図、中段：左隻 下段：右隻
（出典）静岡県立美術館HP spmoa.shizuoka.shizuoka.jp (2021.2.12アクセス)



第五章
対話的で協働的な鑑賞題材の開発及び提案

（2）対象作品の研究（作品掲載する）

⚫「樹花鳥獣図屏風」

実際の動物を見てから鑑賞することになるので、より親しみやすい。

さまざまな色で描かれていることから、色から特徴を捉え、

そこから短い言葉や形容詞で感じたことや考えたことを、

ハッシュタグで表し、「ハッシュタグ鑑賞」をしやすい。

⚫「考える人」

ダンテの「新曲」をもとにした作品。

人間についての立体作品で、自分たちが実際に

「考える人」の動作の意味を考え、実際にまねることにより、

鑑賞をしやすい。ポーズは悩み考える様子であるが、

シュールで興味をそそる魅力。
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「樹花鳥獣図屏風」について

「樹花鳥獣図屏風」は伊藤若冲作の作品である。

⚫生い立ち

京都の錦市場にある問屋の「桝屋」の長男。

問屋の仕事は、生産者あるいは仲買・小売の商人に場所を提供して販

売させ、売買の使用料を徴収する仲介業者だった。

家業は市場の中で利益を生むことのできる仕事であったが、俗事を嫌

いストレスを抱えてしまう。それにより、二年ばかりも丹波の山奥に隠

棲したため、3000人ほどの青物売りたちが迷惑したそうだ。
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⚫ 若冲という人物

大典は若冲の人柄を

「都や田舎で金持ちになり奢った暮しをしている人々のことを、毎日聞いたり

見たりしていたが、そんなふうになりたいなどど一度も望むことはなかった」と

いう。青物問屋の主人として17年間を生きたが、その後本格的に〈自然〉を描

く絵画に専念するようになる。

ストレスを抱え、別世界に遊ぶようにして絵を描いた。

そしてその世界で自分と都市住民の夢を実現する。
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⚫ 「絵画表現を追求する信念」

若冲は狩野派の絵を学んだが、画法に通じてしまい、

「これは狩野派の画法だ。自分がこれに長じたところで狩野派の絵画を超

えるものではない。これを捨てて宋・元のの絵画を学んだ方がましだ」という

結論に至り、宗元画を学んだ。そして日本と宋の絵の違いについて考え、

新しいスタイルの表現方法で描くこと没頭。鶏を十羽庭に飼い、形状を観察

し、写生することに数年かけた。その後対象は草木・鳥獣・虫魚に及び心思

うままに描くことができたと同時に、未知の表現を生み出した。
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⚫ 「作品の洗練された表現」

「升目描き」という方法。屏風の大画面を縦横の約１cm四方のマス目で

区画し、一マスごとに色を塗り分けていく。方眼の数が10万個を越え、淡

色から濃色への色への２～３色を重ねる独自の方法。発想源として京

都の西陣織の下絵である「正絵」や、朝鮮の「紙織画」などが指摘されて

いる。描かれるのは、牡丹や果樹に囲まれた華やかかつ平和な異世界

で、身近なものから舶来のもの、空想上の霊獣まで多種多様な鳥獣が

描きこまれ、博学関心の高さをうかがわせる。
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一方で若冲が手掛けた「白象群獣図」と本作品を比較すると、「白象群獣

図」は最後までマス目がしっかりと正方形になっていることに対し、本作品

はマス目の正方形がだんだんと丸い形になってしまっている。そのため「樹

花鳥獣図屏風」は下絵は若冲が手掛けたものであるが、彩色は若冲の弟

子が行ったのではないかといわれている。

よって、本作品は絵画作品として、

「若冲の人柄（作家の生き様）」「絵画表現を追求する信念」

「作品の洗練された表現」「描かれる対象から伝えたいこと」など、

様々な魅力があると考えるため、今回題材として扱いたいと考える。
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【授業目標の視点から若冲の《樹花》がどのような魅力があるのか】

・色の視点（極彩色、重色による色の美しさ

・単純化している形の左隻の獣たちと

細かく繊細な鳥の羽などが描かれる右隻

・実物の動物や架空の生きものが混在しているストーリー性

・根気強い作品への取り組みとその姿勢
本時の目標

・自分なりの考えを、実際の美術作品からの根拠に基づいて、生み出すことができる。
【思考力・判断力・表現力等】

・自分の見方や感じ方を友人との鑑賞により、深め広げることができる。
【思考力・判断力・表現力等】

・美術作品を身近に感じ親しみながら、面白さを感じることができるようにする。
【学びに向かう力・人間性等】



第五章
対話的で協働的な鑑賞題材の開発及び提案

⚫両作品の比較

動物の作品と人間の作品。色多様さも異なる。

違った視点で、美術作品に触れ、より親しみをもつことができると考える。

⚫ふせんの活用方法

感じたことをそれぞれのふせんの色に書き込み、可視化。

同じような考えをしているふせんは重ねたり、違う考えを比較する。

「自分の見方感じ方を深める」と「他者と協同して生きていく力」の育成と目
標の達成をする。
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図 ４ 《樹花鳥獣図屏風》伊藤若冲、18世紀後半、（右隻）137.5cm×355.6cm（左隻）
137.5cm366.2cm 、 上 段 ： 作 品 の 全 体 図 、 中 段 ： 左 隻 下 段 ： 右 隻
（出典）静岡県立美術館HP spmoa.shizuoka.shizuoka.jp (2021.2.12アクセス)



• 「ふせん」と「ハッシュタグ単語帳」

鑑賞方法としてハッシュタグを活用する。ハッシュタグは個人個人それ

ぞれのふせんの色に「思ったこと」や「考えたこと」を書き込む。

そのため視覚的にわかりやすくなっている。

また毎回でハッシュタグ鑑賞をした際に

生み出した「単語」を「ハッシュタグ単語帳」に集約させることで、

鑑賞の視点を蓄積することができる利点がある。

☛個人の財産になり、鑑賞においての苦手意識を払拭することがで

きる。
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そして単語の裏に単語をどういう作品で扱ったかやその意味を書く。

①語彙力をどんどん増やし、言語活動を豊かにする。

（次回に鑑賞をする際にも活用できることと他者の言葉をもらうことができる。）

②活動を振り返ることができる。

③教師が鑑賞の授業を評価しやすくなる。

また今後の見通しとして、ハッシュタグ単語帳に書かれた内容を活用しグループで単語帳

の表と裏を確かめ合う「しんけいすいじゃく」や、それぞれの単語の意味を考えることができ

る。それこそが「ハッシュタグ」の概念である「つながる」ということである。
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⚫ オンラインでの実践について

実際にオンラインで活用する際には、Googleの「Jamboard」と「Zoom」を活用する。まず

「Jamboard」は今回扱いたい「ふせん」の機能がある。背景には対象作品である「樹花鳥獣

図屏風」を設定し、文字や図形を書き込むこともできる。事前のPowerpointを作成するので

はなく、そのJamboardの作成しておく。同時にZoomも操作する。

またハッシュタグ単語帳は授業内でも授業外でも書きも込むことを促し積み重ねを大切に

する。適宜ワークシートも書き込むことができるようにする。
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• 実践を通して検討された課題

本来であるならば、小学校高学年を対象とした授業案であるが、大学生（５名）
を対象として、試験的に実施した。その目的は、授業案の課題を明らかにするた
めである。

１）対象者

学部生４名、大学院生1名

２）時期

2021年1月29日（曜日）１時間

2021年2月5日（曜日）１時間

３）方法

ZoomとJamboardによるオンライン授業を行う。JamboardとはGoogleの管理する
Googleのメールのアカウントがあれば、無料でオンラインでもKJ法やグループ
ディスカッションなどを行うことを可能である。

機能としては、白紙のホワイトボードに写真や言葉図形、そして付箋などを追加
できる。またペンで書けたり、レーザーポインターで注目したいものを明らかにし
たりすることもできる。複数人で編集し同期することもできる。そして最後には制
作したものをPDFにし、ダウンロードすることも可能である。
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• 実践を通しての考察

主に以下の点が挙げられる。

①ハッシュタグの条件②ハッシュタグの意味性③授業の展開方法

④対象作品について⑤本題材の有効性 などである。

①のハッシュタグの条件については、授業内で四点に絞ったものの

授業のなとめが難しかったり、児童が鑑賞をしにくかったりしたことから、ハッシュタグの条件

は提示すべきだということである。

②のハッシュタグの意味性というものは、「ハッシュタグ鑑賞」といっているものの、ハッシュタ

グという言葉にこだわる意味を失いかけてしまったからである。そのためハッシュタグの要素

である①ハッシュタグをつけるような簡単な鑑賞ができる点（短い言葉や形容詞で表すことが

できるから）②ハッシュタグのように現在の自分がその他の自分や周りのみんなとつながって

いく点③次の鑑賞以外の活動などにつながっていくということを再度意識し、ハッシュタグ単

語帳の活用を重要視していきたい。
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③授業の展開方法については、鑑賞の視点として「何が見える？」「何が聞こえる？」といっ

たものが挙げられた。それ以前は、ハッシュタグ鑑賞の条件である①形容詞（かわいい、

かっこいい）②擬態語・擬音語（サラサラ、ガヤガヤ）③○○のような○○④動作や行動を

表す言葉を挙げているだけであった。しかしそのような条件だと範囲が広くなってしまい、考

えることが多すぎることから、児童の中でも混乱してしまう児童がいるのではないかと考察

する。

④対象作品については、一回目の右隻より二回目の左隻の方が鑑賞しにくかったという感

想をいただいた。そのため実際に授業を行う上では、発達段階に合わせた対象作品の選

定と検討が必要になってくるだろう。

⑤本題材の有効性については、改めて本題材の魅力を感じることができたということである。

楽しかったやもっとやりたいという意見をいただいた。その可能性を伸ばしていくためにも、

毎回のハッシュタグ単語帳への書き込みが重要になってくるだろう。
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時間 学習の流れと予想される児童の流れ 手立て・留意点
導入
（3分）

展開
（10分）

（25分）

まとめ
（3分）

○前回のハッシュタグを活用した対話型鑑賞の振り返りをする。
・面白かった
・いろいろなみんなの想い出がよかった
・表現がさまざまだった
・クイズみたいだった

○静岡県立美術館にある作品の鑑賞をする。
面白いと楽しいを発見しよう
・行ったことあるけど知らないなあ
・「樹花鳥獣図屏風」は不思議な世界だなあ

○ハッシュタグふせんをつけて、「何が見える？何が聞こえ
る？」「何かに例えてみよう。」を発見しよう。
・みんなが考えたものに違いがあった
・○○さんのハッシュタグが面白かった
・これから美術作品をもっと見たいと思った

○全体で鑑賞し合おう。
（似ているのと違うものを教師が分けて、共通点を見出すことを
促す。）
・こうやってみるといろんなタイトルでいいな
・いろいろな美術作品のタイトルに着目したいな
・いろんなタイトルを見ることによって作品をじっくり見ること
ができた

○いいなあと思った友達のハッシュタグのふせんを発表する。
・これもいいけどこれもよかった。
・いろいろなものがあったよ

○次回は左隻をハッシュタグ鑑賞してみよう。

・しっかりと前回までの活動に対し
て価値づけをし、本時での対話型鑑
賞のための動機づけ支援を行う。
・単語帳を用意
・機械の操作の仕方を説明。
・美術作品の紹介を行うことで鑑賞
をしやすくする。
・対話型鑑賞を促進させるために、
前回の鑑賞でどのようなことに着目
したかを単語帳を通して、振り返ら
せながら、ヒントを与える。
・付箋の機能を使い、作品全体から
どのようなハッシュタグが生まれる
か考えてみる。
・教師も例を提示する。

・ふせんを人ごとに見ていくのでは
なく、場所ごとに見ていくことによ
り、関連性を見出したり、比較した
りする。

・児童の作品を黒板に掲示し、互い
の考えや感じ方の違いに気づくこと
ができるようにする。

・いいとおもったハッシュタグのふ
せんを単語帳に書かせる。

・ワークシートを授業後に書いてお
くように指示をする。

⚫ 実践を通して修正後の指導案



・実際に使用したスライド
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《樹花鳥獣図屏風》伊藤若冲、18世紀後半、（右隻）137.5cm×355.6cm（左隻）
137.5cm366.2cm、上段：作品の全体図、中段：左隻 下段：右隻
（出典）静岡県立美術館HP spmoa.shizuoka.shizuoka.jp (2021.2.12アクセス)



2021/2/13 37

《樹花鳥獣図屏風》伊藤若冲、18世紀後半、（右隻）137.5cm×355.6cm（左隻）
137.5cm366.2cm、上段：作品の全体図、中段：左隻 下段：右隻
（出典）静岡県立美術館HP spmoa.shizuoka.shizuoka.jp (2021.2.12アクセス)
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《樹花鳥獣図屏風》伊藤若冲、18世紀後半、（右隻）137.5cm×355.6cm（左隻）
137.5cm366.2cm、上段：作品の全体図、中段：左隻 下段：右隻
（出典）静岡県立美術館HP spmoa.shizuoka.shizuoka.jp (2021.2.12アクセス)



おわりに

⚫児童の実態である高学年では他者との関係で「つまずき」を乗り越えてい

くことのできる「対話的で協働的な学習」を取り入れた題材についての検

討を行ってきた。先行研究を基にしながら、喫緊の状況を踏まえ、新たな

「ハッシュタグ鑑賞」という視点で、児童に有効な学びの提案ができたの

ではないかと考える。

⚫課題として挙がった評価方法についても、より見通しをもって児童の実態

について考えながら、評価が授業の質を高め、児童に着実につけたい資質

能力を育成することにつながることを実感できた。

⚫今後新たな視点での対話型鑑賞について検討していきたい。
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