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                    実施日  平成 19 年 11 月 29 日，12 月 4，14 日 ３時間 
                    学校名  徳島市加茂名南小学校 
                    学年   ２学年    人数 ３４名 
                    指導者  山本 敏子 
みんなでいっしょに「シーがる・た」の授業実践 
１ 授業の流れ               ２ 実際の様子 

１ ベンチにすわっている女の人は何をしてい

るのかな。（鑑賞シート p.1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ シートにある読み札は他の学校のお友達が

つくりました。そのことばから絵札をさがして

みよう。（鑑賞シート p.2-3） 
 
３ 私たちも絵札を選んでつくってみたいね。シ

ート p.1 の右下にある読み札にことばを書いて

みよう。           【図工１時間】

 
 
４ この時間はみんなが読み札をつくって「シー

が・るた遊び」をします。 
絵札を選んで読み札をつくってみよう。 

（画用紙でつくった読み札は一人３枚ずつ配布） 
（すでにシートに書き込んでいる子もいるので，そ

の読み札を書いてもいいし，新しく考えたもので

もよいことを知らせる。） 
  その読み札を使ってクラスのみんなで「シー

が・るた遊び」をする。 
           （鑑賞シート p.2-3） 
               【国語１時間】

 
 
 
 
 
 

○ 子どもたちの考えたこと 
・休んでいる    ・まわりを見ている 
・ひなたぼっこ   ・バスを待っている 
・人をまっている  ・考えている 
・だれかと話をしてる  
・ひざかけをかけている 
・ジュースをのもうとしている 
・ためいきをついている 
・うで時計を見ている 
・サングラスをかけている  など 
○ 絵札が当たったら，そのわけも言えるよう支

援する。 
 
 
○ 子どもたちはことばを書くことにも意欲をも

ってきた。 
 シートにどんどん書き始めた子もいた。 
 書きにくい子にはシートの例を参考にさせる。

 
○ １０分くらいの時間を取って読み札を書く。

 ・きもちがいいね しぜんのかぜは 

 ・わたしの耳に とりやむしたちのこえがする 

 ・サンダルちぎれてどうしよう 

 ・みまもっているよ あぶないことしていないかな 

 ・ゆびをけがしてバンドエードをはっている 

（子どもたちの書いた他の読み札は別紙参照。） 
○ 読み札を聞いて「絶対これ」と思っていたの

に何人もが当たらないのもあって，返って子ど

もたちはすごく意欲的になってくるのと同時に

友だちの見方や思いは違うことに気づいてき

た。 
 みんなで活動して「シーが・るた」のやり方が

わかったので，グループで取り組んだ。読み札

を読む順番等は各グループで仲よく話し合って

決めていた。「もっと読み札を書いていいです

か。」ととても意欲的。 

実践報告 

しーが eる た アートスクール 

－第２回鑑賞シート活用授業研究会－ 
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５ p.１の女の人を見てみよう。この女の人はど

んなところにいるのだろうね。作品とお話しな

がらまわりをかいてみよう。 
（フェルトペン，マジックペン，色鉛筆，パス等

持っている描画材で描く。） 
             （鑑賞シート p.1）
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 女の人になったつもりでお話を思いうかべ

て「シーがる日記」を書いてみよう。自分がそ

こにいたらどんな様子だと思う。 
（鑑賞シート p.3）  【図工１時間】

 
今後の活動               
７ 「シーがる・日記」やみんなが描いた絵を発

表し合って楽しく見よう。 
                【国語１時間】

○ 子どもたちは自分の体験や環境，空想を交え

て作品と話しながら描いた。 
 
 
 
 
 まわりを描いたり，日記を書いたりは，子どもにとって 

一体的な活動であり意欲的。 

描画材では一番多く使ったのは身近に持って

いる色鉛筆。次にカラーフェルトペン。 
クレパスは，このサ

イズや紙質ではぬり

にくいと思ったのか

数は少なかった。 
クレパスでまわりを描いたシート 

○ 子どもたちにとって絵と日記とは一体となっ

てつながっているようで，絵をかき上げた子は

 どんどん日記を書いていった。 
 （子どもたちの書いた日記については別紙参照） 
 
○ 作品と対話して描いた絵や日記を発表し合い

ながら，自分の思いを伝えるとともに友だちの思

いや見方を知って楽しむ。 
 

３ 「シーがる・た」の鑑賞遊びを取り入れてみて 

・図工と国語の合科的な扱いができるのがよい。低学年の子どもたちは教科の区別なく活動をしてい

ることが多いので，他の先生方にも実践してもらいやすいのではないかと思う。 
・読み札から絵札をさがす活動を通して，作品の見方はいろいろな見方ができることに気づいた。 
・自分たちが読み札をつくることは，とても楽しい活動だったようで書ける子はどんどん書いていっ

ていた。その読み札にも作品と向き合いながらも自分の経験や生活環境などを含めた表現があふれ

ていた。読み札がなかなか書けない子もいるが，例が挙げられているのが参考になりよかった。 
・自分たちで読み札をつくり「シーがる・た」の活動はとても楽しく，友だちの見方や感じ方を共有

する場であったと思う。クラス全体での活動後，グループに分かれても意欲的に取り組んでいた。

・まわりを描くとき，作品と対話しながら自分の経験や環境，空想を取り入れながら描いていたと思

った。「シーがる・日記」も作品のまわりを描き終わった子どもは，どんどん日記を書いていた。先

に作品と対話した中にあった経験や環境，空想などが日記にもあふれていたと思う。 
・子どもが書いた読み札や日記には，作品の中に自分が入って一体化しているものと客観的に第３者

として書いているものがあり子どもたちの感じ方の違いが表れていた。 
・今回の「シーがる・た」の活動を通して感じたことは，子どもたちが本当に作品をじっくり見たと

いうことである。今後はまわりを描いた絵や日記を発表し合い，互いの思いや感じ方を共有し，と

もに楽しんで作品を見たい。また本物の作品にぜひ子どもたちを出会わせてやりたい。 
 

夕日がきれいで

す。とても楽しくや

っています。ふくか

わいいですか。 
（こうえん）にて 
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子どもたちの読み札から        加茂名南小 ２年２組 

 

・きれいなけしきにサングラス 
・きもちがいいね しぜんの風は 
・ベンチにすわって見ているの しぜんをずっと見ているの 
・とりのこえをきいてひとねむり 
・きがたっています いいきもち 
・よこむきがお かみをのばしてみているよ 
・すわってる 足をつけてすましがお 
・みまもっているよ あぶないことをしていないかな 
・とけいをみて ３時になったらかえろうよ 
・わたしの耳に とりやむしたちのこえがする 
・かかとをあげて 石をのけよっと 
・大きいサングラスをかけてベンチにすわっているの 
・バスがおそいな いつくるの 
・このくつおもしろいくつでしょ おきにいりのくつなの このくつをはいてあの人をまっているの 
・つかれてつかれて足をやすめるのをおいている 
・なにかをみていたら ねむっちゃった 
・いすにすわっていいこと考えよう 
・おきにいりのサングラスで ねむっている 
・サンダルをはいておでかけしようかな 
・べんちにすわってけしきを見て まあきれい 
・わたしの口ぶえ どうですか 
・よくみてね わたしのとけい 今なん時？ 
・うたをうたう わたしのえがお 
・とりのこえをきいて ねむっちゃった 
・サンダルちぎれて どうしよう 
・ゆびをけがしてバンドエードをはっている 
・とけいがくもってふきましょう 
・えがおがこぼれる くやしさに思うさみしさも 
・さんだるをはこうとしているのだ 
・しぜんはとってもきれいだな 
・べんちにすわってジュースをのもうとしている 
・わたしのとけい きれいでしょ 
・公園で ベンチにすわってきもちいい 
・ずうっとまった でもだれもこない 
・まってるの だれかくるのをまってるの 
・ベンチでともだちをまっている 
・うでどけい いまはなんじかな 
・ジュースをのもうとしているところだ 
・べんちにすわってなやんでいる 
・くつをはいて ぴったりうれしい 
・わたしのなみだ こぼさないで 
・さんぐらす あたまにのせてかんがえている 
・くびをうごかしてまわりのけしきをみる 
・べんちにすわって まわりをみている 
・サングラス あたまにのせてまっている 
・まわりをみながらいねむりしてる 
・かかとをあげて ざぶとんひいている 
・べんちにすわって ゆめをみているよ 
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子どもたちのシーがる・日記から   加茂名南小 ２年２組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わたしはきれいな，ご

しょくのにじをみてい

ます。赤とぴんくときい

ろとみどりと青のきれ

いなにじをみています。

（公園のひろば）にて 

 森のぼりして、ベンチ

にすわって、おべんとう

を食べようと、たきの水

しんせんできれいな水。

木のきのみも食べてみ

ようっと。休みをおわっ

たらまたいこう。 

（森のぼり）にて 

 のはらでともだちと

おはなししているよ。木

にりんごもあるよ。ベン

チにすわってざぶとん

ひいているから、つめた

くないよ。おともだちは

とってもなかよし。 
（公園のくさむら）にて 

 くさをみてきれ

い。あたたかなお日

さまみていました。 
きょうは晴れの

日、おや子の日。 

（     ）にて 

 わたしはべんちにす

わってしぜんの中にす

わっています。きもちが

いいと思いました。だん

だんにじがでてきまし

た。 

（のはら ）にて 

 きょう。ぼくは公園に

いきました。 
すべりだいに子ども

三人がきました。 
ほかにも虫の声が聞

こえてきました。 

（公園 ）にて 

 ぼうしがふってきたり、

ふうせんがとんできてか

みなりとあめがふってき

たりして、かさがないので

はやく帰った。あらしみた

いだった。かさもふってき

てベンチがぬれた。さむか

った。 きせつはあき 
（たいふうののはら）にて 

 ぽかぽかしたはれ

の日に、しぜんを見に

いったの。ベンチにす

わって小鳥の声をき

いてひとねむり。 

（公園  ）にて 

 しぜんをいつもみて

いたら、しぜんがすきに

なったんだ。だからいつ

もここへきているよ。 

（たきのながれる山） 
にて 

 女の人が公園にいった

らとってもしぜんが広が

っていました。小鳥の声を

きいていたらきれいなに

じがありました。しぜんを

みながらうっとりしてい

るとたのしくなりました。

（公園）にて 

 わたしは夕日が

きれいです。とて

も楽しくやってい

ます。ふくかわい

いですか。 

（こうえん）にて

 べんちすわっ

て、草をみてみどり

がきれいだなあと思

っています。おひさ

まの赤もきれいだな

あと思っています。

（はらっは）にて 

 わたしはさくら

の木やうめの木を

見ているの。ほか

にも池や山が見え

るよ。青い空も見

えるよ。 

（こうえん）にて

 わたしは花がたくさ

んあっていいきもちが

する花がいいなとおも

いました。わたしはとて

も花がだいすきです。

（おはなばたけ）にて 

 ぼくははれをくふ

うしました。はれとにじ

をくふうしたし、ぼくは

冬のようすみたいにか

きました。 
（しぜんの中 ）にて 

 わたしははれてるとこ

ろでベンチにすわってお

ともだちまっている。おと

もだちなん人くるかな。三

人かな、四人かなとおもい

ました。 
（のはら）にて 




