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2016年 中央教育審議会答申
「予測困難な時代」「一人一人が未来の創り手」

GIGAスクール構想 閣議決定 2019年

2017年 小学校・中学校学習指導要領 告示
「資質・能力の三つの柱」
「主体的，対話的で深い学び」

中央教育審議会答申 2021年
「令和の日本型学校教育」

プログラミング教育必修化（小学校） 2020年

Ⅰ Society 5.0時代の図画工作・美術教育

１．Society 5.0とは？

緊急事態宣言発令（一斉休校実施） 2020年

2019年 中央教育審議会
「STEAM教育の推進」

Society 5.0時代



Ⅰ Society 5.0時代の図画工作・美術教育

１．Society 5.0とは？
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出典：内閣府WEBサイト
「Society 5.0とは」
https://www8.cao.go.jp/
cstp/society5_0/

サイバー空間（仮想空間）と

フィジカル空間（現実空間）を

高度に融合させたシステムにより、

経済発展と社会的課題

の解決を両立する、

人間中心の社会

人工知能（AI）

IoT
ビッグデータ

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/


Ⅰ Society 5.0時代の図画工作・美術教育

１．Society 5.0とは？
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出典：文部科学省WEBサイト
「Society 5.0 に向けた人材育成 ～社会が変わる、学びが変わる～」
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1405844_002.pdf

「超スマート社会」とも言われる Society 5.0 の到来に伴い創出されるであ
ろう新たなサービスやビジネスによって、我々の生活は劇的に便利で快適な
ものになっていくだろう。しかし一方で、このような人類がこれまで経験し
たことのない急激な変化を前に、漠然とした不安の声も多い。

生まれたときから AI に囲まれて育つ
と、人間の本質的な部分も変質してし
まうのではないか

AI を創り使いこなす人と使われる人で
大きな格差が生まれるのではないか「進化した AI が人間の仕事の大部分

を奪ってしまうのではないか
学校で教わったことがすべて通用
しなくなってしまうのではないか

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1405844_002.pdf
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出典：文部科学省WEBサイト
「Society 5.0 に向けた人材育成 ～社会が変わる、学びが変わる～」
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1405844_002.pdf

生まれたときから AI に囲まれて育つ
と、人間の本質的な部分も変質してし
まうのではないか

AI を創り使いこなす人と使われる人で
大きな格差が生まれるのではないか「進化した AI が人間の仕事の大部分

を奪ってしまうのではないか
学校で教わったことがすべて通用
しなくなってしまうのではないか・想定を超えるスピードで進む技術革新

・新しい社会構造への対応の格差
・大切にされてきた価値の旧態化
・人間ならではの役割・存在の喪失感

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/06/1405844_002.pdf


出典：文部科学省初等中等教育局教育課程課
「新学習指導要領の全面実施と学習評価の改善について」
https://www.mext.go.jp/content/20201218-mxt_kyoikujinzai02-100001263_05.pdf

Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

16

１．図画工作・美術科を通して育てる資質・能力

https://www.mext.go.jp/content/20201218-mxt_kyoikujinzai02-100001263_05.pdf


小学校図画工作科の目標

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，
生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を次のとお
り育成することを目指す。
（1）対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を

通して理解するとともに，材料や用具を使い，表し方などを工夫
して，創造的につくったり表したりすることができるようにする。

（2）造形的なよさや美しさ，表したいこと，表し方などについて考
え，創造的に発想や構想をしたり，作品などに対する自分の見方
や感じ方を深めたりすることができるようにする。

（3）つくりだす喜びを味わうとともに，感性を育み，楽しく豊かな
生活を創造しようとする態度を養い，豊かな情操を培う。

知識及び技能 ：造形的な特徴，技能

思考力，判断力，表現力等
：発想や構想，鑑賞，自分なりのイメージ

学びに向かう力，人間性等
：喜び，感性，態度，豊かな情操等

出典：小学校学習指導要領（2017）



中学校美術科の目標

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，造形的な見方・考え方を働
かせ，生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力
を次のとおり育成することを目指す。
（1） 対象や事象を捉える造形的な視点について理解するとともに，

表現方法を創意工夫し，創造的に表すことができるようにする。
（2） 造形的なよさや美しさ，表現の意図と工夫，美術の働きなど

について考え，主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり，
美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりすることがで
きるようにする。

（3） 美術の創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する心情を育み，
感性を豊かにし，心豊かな生活を創造していく態度を養い，豊
かな情操を培う。

知識及び技能 ： 造形的な視点，技能

思考力，判断力，表現力等
：発想や構想，鑑賞

学びに向かう力，人間性等
：喜び，心情，感性，態度，豊かな情操等

出典：中学校学習指導要領（2017）



Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

１．図画工作・美術科を通して育てる資質・能力

発想・構想する活動を通して汎用的な資質・能力としての
「思考力，判断力，表現力等」を育てるには？



Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

２．「思考力，判断力，表現力等」を育てる授業

16



動くしくみのある
おもちゃをつくろう！

ざいりょう・用ぐ

・ストロー ・紙コップ

・色画用紙 ・セロハンテープ

よロ お
ど つくり方

えんぴつであける

ストローの
まがった
ところ

セロハン
テープで
とめる

★ 動きをたしかめながらつくる

しくみを
つくろう

かざりを
つけよう

みんなで
遊ぼう



「ストローおどるよ！」の例

自分がやりたいことを見付けたり、どんな方法
で活動するのかを考えたりすることができた

紙コップとストローで
動きが生まれるんだ

友だちの意見も聞き
ながら思いついたよ

自分なりのアイデアで
おもちゃを作りたいな

工夫しながら、楽しい
おもちゃを作ったよ

説 明

Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

課 題

対 話

発問： 今回の学習を通して自分が
考えるようになったことは？

２．「思考力，判断力，表現力等」を育てる授業

☚ 汎用的な
思考力、判断力、表現力
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Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

図画工作科 「表し方などについて考え，創造的に発想や構想をする」

美術科 「主題を生み出し豊かに発想し構想を練る」

のちの学習や生活場面に役立つ汎用的な
思考力、判断力、表現力（＝学習の転移）

２．「思考力，判断力，表現力等」を育てる授業

次に何かを発想したり
構想したりする場面につながる

自分がやりたいことを見付けたり、どんな方法
で活動するのかを考えたりすることができた

「ストローおどるよ！」の例



Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

２．「思考力，判断力，表現力等」を育てる授業

自分がやりたいことを見付けたり、どんな方法
で活動するのかを考えたりすることができた

「ストローおどるよ！」の例

・「開いて（割れて）出てくると面白いものはあるかな？」

・「紙コップの形を何かに見立ててみよう！」

・「ストローの動きを楽しいオノマトペにしてみよう！」

発想・構想の
ための手だて



Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

２．「思考力，判断力，表現力等」を育てる授業

自分がやりたいことを見付けたり、どんな方法
で活動するのかを考えたりすることができた

「ストローおどるよ！」の例

・「開いて（割れて）出てくると面白いものはあるかな？」

・「紙コップの形を何かに見立ててみよう！」

・「ストローの動きを楽しいオノマトペにしてみよう！」

発想・構想の
ための手だて

研修会の後半をつかって、作品試作
をしていきましょう。
「自分がやりたいこと」を見付けて
みてください！


	スライド 1
	スライド 2: Ⅰ　Society 5.0時代の図画工作・美術教育
	スライド 3: Ⅰ　Society 5.0時代の図画工作・美術教育
	スライド 4: Ⅰ　Society 5.0時代の図画工作・美術教育
	スライド 5: Ⅰ　Society 5.0時代の図画工作・美術教育
	スライド 6: Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9: Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり
	スライド 10: Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり
	スライド 11
	スライド 12: Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり
	スライド 13: Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり
	スライド 14: Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり
	スライド 15: Ⅱ「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

