
図画工作科指導計画・評価計画（第１学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

たのしいな おもしろいな
かたちや いろを たのしもう

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

おひさま にこにこ
〇あったらいいなと思うおひさまを思い浮か
べ，自由にかく活動に関心をもつ。
〇あったらいいなと思うおひさまを，形を考
えたり，色を選んだりしてかく。
〇思いのままにかいたりぬったり試しなが
ら，クレヨンやパスなどを使って工夫してか
く。
〇自分のおひさまを紹介したり，友人の作
品のすてきなところを話したりしながら楽しく

○

（関）あったらいいなと思うお
ひさまをかくことに興味をも
ち，友人と話し合いながらか
くことを楽しもうとしている。

教師：画用紙　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン　など

(2)

すきなものいっぱい
〇自分の好きなものや好きなことを思い浮
かべ，自由にかく活動に関心をもつ。
〇自分の好きなものの形を考えたり色を選
んだりしてかく。
〇思いのままにかいたりぬったり試しなが
ら，クレヨンやパスなどを使って工夫してか
く。
〇絵にかいた自分の好きなものを紹介した
り，友人の作品のすてきなところを話したり
して，自分たちの作品を楽しく見る。

○

（関）自分の好きなものをか
きながら，友人と話し合い，
かくことを楽しもうとしてい
る。

教師：画用紙　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン　など

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

おって チョキチョキ
○教科書を見て，はさみの持ち方や使い方
を知り，紙の折り方を工夫することでできる
形があることを知る。
○紙を折って切る，形や部分を変えて切る
など自分がつくりたいと思った形や，偶然で
きた形の面白さに気付く。
○できた飾りを，教室などいろいろな場所に
飾る。
○飾った作品を友人と見合いながら，楽し
かったことや見付けた工夫を話し合う。
（言語活動）

○ ○

（技）折り方や切り方を試しな
がら表し方を工夫している。
（鑑）自分や友人の飾りから
楽しさを感じ，表し方の工夫
や面白さを感じ取っている。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：折り紙，色紙，色
画用紙，模造紙　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，はさみ，のり
など

（２）

かさねて チョキチョキ
○教科書を見て，はさみの持ち方や使い方
を知り，紙を重ねることで一度にたくさんの
形ができることを知る。
○色の違う紙を重ねて切る，形や部分を変
えて切るなど自分がつくりたい形をつくった
り，偶然できた形の面白さに気付いたりす
る。
○できた飾りを，教室などいろいろな場所に
飾る。
○飾った作品を友人と見合いながら，楽し
かったことや見付けた工夫を話し合う。

○ ○

（技）色の違う紙を重ねたり，
折り方を工夫して切ったりす
るなど，試しながら表し方を
工夫している。
（鑑）自分や友人の飾りから
楽しさを感じ，表し方の工夫
や面白さを感じ取っている。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：折り紙，色紙，色
画用紙，模造紙　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，はさみ，のり
など

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

すなや つちで
○体全体で活動することを知り，どんなこと
ができそうか考える。
○グループや個人で，材料や用具も使い，
思い付いたことを試しながら体全体で活動
する。
○掘ったり，並べたり，積んだりしながら思
い付いたことを存分に試し，好きな形やつく
りたいものをつくる。
○試したことやつくった形を見せ合いなが
ら，材料の感じやイメージをとらえる。
○自分たちの工夫を発表するとともに，友
人の活動の面白さや楽しさについて話し合

○ ○

（関）砂や土を触った感じなど
を楽しみ，どんなことができ
そうか友人と話しながら活動
に取り組もうとしている。
（想）砂や土を使ってできそう
なことをいろいろ試し，造形
的な活動を思い付いている。

教師・児童：空き容器　な
ど

教師：シャベル，スコッ
プ，バケツ，ペットボト
ル，水　など

児童：汚れてもよい服
装，タオル，帽子　など

（２）

ねんどで
○体全体で活動することを知り，どんなこと
ができそうか考える。
○グループや個人で，思い付いたことを試
しながら体全体で活動する。
○粘土の形を変えたりしながら思い付いた
ことを存分に試し，好きな形やつくりたいも
のをつくる。
○試したことやつくった形を見せ合いなが
ら，材料の感じやイメージをとらえる。
○自分の工夫を伝えたり，友人の活動の面
白さや楽しさについて話し合う。

○ ○

（関）粘土を触った感じなどを
楽しみ，どんなことができそう
か友人と話しながら活動に
取り組もうとしている。
（想）粘土を使ってできそうな
ことをいろいろ試し，造形的
な活動を思い付いている。

教師：土粘土，水，ビニ
ルシート　など

児童：汚れてもよい服
装，雑巾　など

2

単元名

4 2

単元名 どんどん かくのは たのしいな（絵）

4

クレヨンやパスを使いながら，自分
のおひさまや好きなものを，好きな
形や色で表し方を工夫してかくこと
を楽しむ。

幼稚園・保育所との
連携：
小さな紙を使い，自
分が思ったことをど
んどんかいていく題
材である。作品をつく
るというよりも，幼稚
園や保育所でかくこ
とを楽しんだ時の感
覚を大切にし，思い
のままにかくことを楽
しませたい。入学して
初めて取り組む題材
でもあるため，幼稚
園・保育所での経験
を聞き取りながら進
めるとよい。

単元名 チョキチョキ かざり（工作）

5

はさみの扱いに慣れ，紙の切り方を
工夫して，思いに合った形に切り取
り，教室が楽しい感じになる飾りを
つくる。

幼稚園・保育所との
関連：
はさみの取扱いにつ
いては幼稚園や保育
所によってもばらつ
きがあるので，教科
書p.55を参考にしな
がら取扱いについて
確認する。

他教科等との関連：
七夕などの年中行事
や，学級，学校行事
と関連させ繰り返し
活動を行うことができ
る。

道徳との関連：
「４-（４）先生を敬愛
し，学校の人々に親
しんで，学級や学校
の生活を楽しくす
る。」と関連が深い。
自分たちが過ごす教

単元名 すなや つちと なかよし（造形）

5
砂や土の感触を十分に味わいなが
ら，造形的な活動を思い付き，楽し
む。

幼稚園・保育所との
関連：
幼稚園や保育所にお
いて砂や土に触れる
という活動は非常に
重視されており，児
童にとっても親しみ
のある材料である。
児童のこれまでの経
験を大切にしなが
ら，図画工作として適
切な指導を行うよう
にしたい。

道徳との関連：
「３-（２）身近な自然
に親しみ，動植物に
優しい心で接する。」
と関連が深い。砂や
土も自然の一部であ
り，体全体でかかわ
ることでよさを感じる
ことができる。



月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

5～6 4

いろいろな形の紙から想像したこ
と，感じたことを基に表したいものを
見付け，自分なりの表し方で楽しみ
ながら絵に表す。

いろいろな　かたちの かみから
○紙の形の特徴から想像したことや思い付
いたことを基に，絵に表したいことを考え
る。
○かいた絵をつなげたり，組み合わせた
り，大きな紙に貼ったりしながら，さらに思い
付いたことや考えたことを絵に表す。
○自分や友人の作品を見たり，話し合った
りしながら，表し方のよさや面白さに気付
く。
（言語活動）

○

（想）紙の形から想像したこと
や思い付いたことを基にかき
たいものを見付け，並べた
り，組み合わせたりいろいろ
なことを試しながら，形や色
の面白さをとらえ，表したい
ことを考えている。

教師：画用紙・色画用紙
（切り落としのもの・長い
形・丸い形など大小様々
な形のもの），段ボール，
空き箱，共同絵の具，木
工用接着剤　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，のり　など

他の題材との関連：
ある形からイメージを
広げていく活動は，
図画工作の様々な活
動に関連している。
それぞれの児童の発
想を大切にし，互い
の見え方を認め合う
ことで，今後の活動
での児童の意欲が高
まる。

他教科等との関連：
不定形ではあるが，
形から身近なものを
思い付いて表す活動
は，算数科の「C図形
との活動」との関連

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

6 2
粘土をひも状にすることから思い付
いたことを表すとともに，友人とかか
わり合いながら活動する。

ひもひも ねんど
○粘土に触れ，どんなことができそうか，ど
んな形ができそうか興味と期待をもつ。
○粘土のひもづくりを契機にして，様々な長
さや太さのひもをつくったり，それを基にし
て，面白い模様や形をつくる。
○友人とつなげたり，アイデアを出し合った
りして，活動を展開する。
○どんなことができたか，どんな形が見えて
きたか，みんなで見せ合い，意見を出し
合って，できたものの面白さや，大きく広く
できたことに気付く。（言語活動）

○

（技）細く長いひもや太くて短
いひもにしたり，棒状にした
りするなど，多様な形や大き
さを自らつくりだし，その組合
せを工夫しながら渦巻きやジ
グザクなど面白い模様にした
り，上下左右に展開したりし
て，友人と協同で立体的な
構造をつくっている。

教師・児童：粘土板
など
児童：油粘土，雑巾
など

他の題材との関連：
粘土をひも状にのば
すには手や指の操作
が重要になる。粘土
に十分触れる中で手
や指の感覚を働かせ
ることは，今後の粘
土のみならず全ての
活動につながる。

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

6 4
楽しかったことや好きなことなど，人
に話したいことを，楽しく絵に表す。

せんせい あのね
○自分の日々の生活や，生活の中から想
像したことを絵に表して話したいことを思い
浮かべる。
○クレヨンやパスなどを使い，自分が絵に
表したいことを中心に形や大きさ，位置，色
などを考えながら絵に表す。
○友人や教師と作品を見合いながら，絵に
表したことについて話し合う。（言語活動）

○

（技）話したいことが伝わるよ
うに，かくもののイメージを広
げながら，形や色，大きさな
どを工夫して絵に表してい
る。

教師：画用紙，色画用
紙，共同絵の具　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン　など

他教科等との関連：
生活科における学校
探検や動植物との触
れ合いなどと関連さ
せ，児童がかきたい
ものを見付けさせて
もよい。また，遠足な
どの学校行事との関
連を図ることもでき

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

7 4

紙を折って立てることから考え，切り
方を工夫したり，面白い形を見付け
たり，表し方を工夫したりして楽し
む。

おって たてたら
○紙を触ったり折ったりしながら紙の立て方
を試し，何を立てたら面白いかを考える。
○思い浮かんだものを折った紙にかいた
り，はさみで切ったりして，立った形を工夫
して表す。
○できた作品を用意した場所に置いて，置
き方や並べ方を考えたり，友人の作品の面
白さを感じたりする。

○ ○

（想）折った紙の向きや形の
様子から思い付いて形や色
を考えている。
（鑑）自分や友人の作品を見
て，面白い形や表現を感じ
取っている。

教師：画用紙・色画用
紙，模造紙　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，はさみ，のり
など

他教科等との関連：
生活科の学習指導
要領の内容（１）や
（５）との関連を図る
ことができる。つくり
たいものを考える際
に，通学路から見え
るものや，身近な自
然の様子をきっかけ
にすることで発想の
広がりが期待できる
とともに，生活科での
観察の際のきっかけ

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

コロコロ ぺったん
○身近にある材料・用具，ローラーや手な
どを使って形を写すことを楽しむ。
○形を写しながら，つくりたいことを思い付
く。
○自分の感覚や気持ちを基に色を選び，形
を重ねたり，並べたり，組み合わせたりしな
がら活動する。
○自分で見付けた形や色の面白さや友人
の工夫について話し合う。（言語活動）

○
（関）体全体を働かせなが
ら，友人と一緒に写す活動を
楽しもうとしている。

教師・児童：緩衝材・片面
段ボール・テープの芯・
木切れ・ペットボトル
キャップ・スポンジなど身
の回りにある版になる材
料　など

教師：ロール紙，模造
紙，画用紙，共同絵の
具，ローラー，トレイ　な
ど

単元名 いろいろな かたちの かみから（絵）

単元名 ひもひも ねんど（立体）

単元名 せんせい あのね（絵）

単元名 おって たてたら（工作）

単元名 コロコロ ぺったん シャカシャカ（造形）

7
体全体を働かせながら，いろいろな
ものを使って形を写す活動を楽し
む。

他の題材との関連：
p.48・49「うつしたか
たちから」（絵に表
す）との関連が深い。
この題材で写してで
きる形や，形の面白
さを十分に味わうこと
で，表したいことを表
すために必要な材料
や用具などを主体的
に選び，活用するこ
とができる。



(2)

シャカシャカ
○こすり出しの方法を知る。
○身の回りのものに目を向け，こすり出して
みる。
○いろいろなもの（場所）を，写し方を試しな
がら写す。
○写したものの形や色の面白さを見付け
る。
○友人が写した紙を並べて，自分の気付い
た形や色の面白さについて話し合う。

○

（関）身の回りのものをこすり
出したり，写した形の面白さ
を楽しんだりしようとしてい
る。

教師：コピー用紙，色紙，
コンテ　など

児童：クレヨン・パス，色
鉛筆　など

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

8 4
破いた紙の形から思い付いたこと
を，紙を貼ったりかき加えたりして，
絵に表す。

やぶいた かたちから うまれたよ
○使ってみたい紙を選び，手でいろいろな
形にゆっくりと破く。
○破いた紙を選んだり並べたりしながら表
したいことを思い付き，表したい絵になるよ
うに紙をのりで貼る。
○表したいことのイメージを広げ，思い付い
たことをクレヨンやパス，ペンや絵の具，紙
片などを使って表す。
○友人や教師と作品を見せ合いながら，絵
に表したことについて話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）破いた紙の形から思い
付いたことを基に，イメージを
広げながら表したいことを考
えている。
（技）思い付いたことを基に，
破いた紙の置き方やかき方
を試し，工夫して絵に表して
いる。

教師・児童：新聞紙，包
装紙　など

教師：画用紙，色画用
紙，クラフト紙，共同絵の
具　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，のり　など

他の題材との関連：
１・２下p.14・15「ざい
りょうからひらめき」
（絵に表す）のように
様々な材料を使って
絵に表す題材との関
連が深い。描画材中
心ではなく形や色を
見立てて絵に表す活
動を経験することで，
児童の表現はさらに

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

9 4

箱を並べたり積んだりしながら，箱
の形や色といった特徴に気付き，そ
れを基にイメージを広げて活動す
る。

いろいろなはこから
○いろいろな形の箱を持ち寄り，使ってみ
たい材料を自由に選び，体全体で材料とか
かわりながら，思い思いに並べたり積んだ
りする。
○並べたり積んだりしながら，箱の形や色
の特徴に気付く。
○箱の形や色の特徴を生かしながら活動を
広げる。
○箱をどのように並べたり積んだりしようか
と考え，どのような工夫をして並べたり積ん
だりしたのかを友人と伝え合う。（言語活
動）

○

（技）箱の形や色を生かしな
がら，並べ方や積み方を工
夫したり，組み合わせたりし
ている。

教師・児童：空き箱
など

他の題材との関連：
この題材で十分に箱
に親しむことが，ｐ.33
「はこかざるんるん」
（工作に表す）や
p.36・37「はこでつくっ
たよ」（立体に表す）
において，箱の形や
色を意識した活動へ
とつながる。

他教科等との関連：
具体物をつくる，並
べたり積んだりした
形から具体物を想像
するといった活動
は，算数科の学習指
導要領に示されてい

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

9 2
いろいろな食べ物の形を思い浮か
べて，粘土を丸めたりつまんだりし
て工夫しながらつくる。

ごちそう パーティを はじめよう！
○粘土を丸めたり，のばしたり，つまみ出し
たりしながら形を変えることに興味をもつ。
○好きな食べ物や，食べてみたい食べ物な
ど，交流しながらつくりたい食べ物のイメー
ジを膨らませる。
○思い付いた食べ物の形や大きさを考えな
がら丸めたり，のばしたり，ひねり出したりし
て，工夫しながら表す。
○自分や友人のつくったごちそうを取り分
け，楽しく話しながら作品のよさや面白さに
気付く。（言語活動）

○

（想）つくりたい食べ物の形を
思い浮かべたり，自分の思
いに合わせた形や大きさを
考えたりしている。

教師・児童：粘土板，雑
巾　など

教師：紙粘土，紙皿，竹
ぐし，紙コップ，割りばし，
スプーン，フォーク　など

児童：油粘土，粘土べら
など

幼稚園・保育所との
関連：

実際に食べられるも
のをつくるわけでは
ないが，食べ物への
興味・関心を高める
ことができる題材で
ある。幼稚園教育要
領の内容の取扱い
の（４）にも示されて

いるように，和やかな
雰囲気の中で食べる
喜びや楽しさをこの
ような形で体験する
ことはこの時期の児

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

9 4
物語の好きなところを選び，想像を
広げて絵に表す。

みて みておはなし
○物語を聞いたり読んだりして，好きなとこ
ろを思い浮かべる。
○物語のどこが好きかを発表し合う。
○絵に表したい場面を見付けて，楽しく表
す。
○自分や友人がかいた絵を見て，好きな場
面について話し合う。（言語活動）

○

（技）好きな場面の様子にな
るように，かくものの位置や
材料・用具の使い方を工夫し
ている。

教師：画用紙，色画用
紙，共同絵の具　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，のり　など

他教科等との関連：
国語科との関連が深
い題材である。学習
指導要領では言語活
動例として物語を読
んで書き変えるなど
の事例が示されてい
るが，絵に表すこと
によってより想像が
広がる児童や，絵に
表してイメージを形に
することが得意な児
童がいることにも留

4

単元名 やぶいた かたちから うまれたよ（絵）

7
体全体を働かせながら，いろいろな
ものを使って形を写す活動を楽し
む。

他の題材との関連：
p.48・49「うつしたか
たちから」（絵に表
す）との関連が深い。
この題材で写してで
きる形や，形の面白
さを十分に味わうこと
で，表したいことを表
すために必要な材料
や用具などを主体的
に選び，活用するこ
とができる。

単元名 いろいろな はこから（造形）

単元名 ごちそう パーティーを はじめよう！（立体）

単元名 みて みて おはなし（絵）

単元名 クルクル まわして（工作）



月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

10 2
身近な材料で，風を当てると回る仕
組みをつくり，飾りや模様を加えて，
楽しく遊ぶものをつくる。

クルクル まわして
○回る仕組みに興味をもち，紙コップで回る
仕組みをつくる。
○風で回る動きを確かめながら，より楽しく
感じることができるように，ペンで絵や模様
をかいたり，スズランテープを使い風でなび
く部分を付けるなどの工夫をしながらつく
る。
○つくったものが回る動きを楽しんだり，飾
る場所を考えて動きの変化を確かめたりし
ながら，自分や友人の作品の面白さや楽し

○

（技）回る様子を確かめ，つ
くったり，つくり直したりしな
がら，模様や飾りの付け方を
工夫している。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：紙コップ，たこ糸，
ゼムクリップ，色紙，押し
ピン，ペットボトル，割り
ばし，スズランテープ，千
枚通し
など

児童：はさみ，のり，サイ

他教科等との関連：
生活科との関連が深
い題材。風ぐるまと
同じ原理を利用した
おもちゃづくりの題材
であり，中学年以降
の理科にも興味・関
心をつなげることが
できる題材である。

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

10 4
いろいろな形や色の箱や袋を基に，
思い思いの方法で飾り方を考え，楽
しみながらつくる。

はこ かざるんるん
○箱や袋の形や色，どのように使うかなど
から飾りを考え，発表し合う。
○思いに合うように飾りをつくり，箱や袋の
様子を変えていく。
○できた箱や袋を友人と見せ合い，面白さ
や楽しさを見付け,伝え合う。（言語活動）

○

（想）箱や袋の形を生かしな
がら，どんな飾りをどのよう
に付けると楽しいかをいろい
ろ試しながら考えている。

教師・児童：空き箱・袋，
モールやボタンなどの身
辺材　など

教師：色紙，折り紙，色
画用紙，木工用接着剤，
化学接着剤　など

児童：はさみ，のり　など

他教科等との関連：
生活科との関連が深
い題材。箱の中に入
れるものも合わせて
考えることで箱を飾
る発想も広がってい
く。家族や身近な人
への感謝の気持ちを
箱に込めてプレゼン
トすることもできる。

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

10～11 4
身の回りにある「でこぼこ」を探し
て，その形を集めて友人と楽しく見
る。

でこぼこ　はっけん！
○自分たちの身の回りにあるいろいろな「で
こぼこ」に対して興味をもつ。
○グループで「でこぼこ」を探し，粘土に写し
取る。
○友人と話し合うなどして，見付けた「でこ
ぼこ」の形の面白さに気付く。
○見付けた「でこぼこ」に色を付けたり形を
付け加えたりするなどしてその形の面白さ
を表す。

○

（鑑）見付けた「でこぼこ」に
ついて話したり，友人の話を
聞いたりしながら，その形の
面白さに気付いている。

教師・児童：粘土板
など

教師：紙粘土，参考図版
（「でこぼこ」のシルエット
や実際の写真など），画
用紙，共同絵の具　など

児童：サインペン，雑巾
など

他教科等との関連：
学校の中の「でこぼ
こ」を探す本題材は，
生活科での学校探検
などの経験を生かし
て活動できる。学校
探検自体は１学期に
行う活動であるが，
その際の経験を思い
出したりその後の学
校生活での発見など
をうまく生かして活動

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

11 2
集めた箱の形や，並べる，つなげ
る，積む活動を楽しみながら，思い
付いたものを工夫して表す。

はこで　つくったよ
○箱を並べたり積んだりする活動を楽しみ
ながら，何をつくるか考える。
○箱の積み方やつなぎ方，組合せ方を工
夫しながら，自分の思い付いた形にしてい
く。
○接着の材料や方法などを工夫する。
○自分たちの作品をどのように展示したら
よいか考える。
○友人と話し合いながら，表した世界につ
いて楽しみながら話す。（言語活動）

○ ○

（想）箱の形や色も考えなが
ら並べたり積んだりして，表
したい形を考えている。
◎（技）表したい形になるよう
に，箱の組合せ方や接着剤
の選択，接着の方法を工夫
している。

教師・児童：空き箱，セロ
ハンテープ，身辺材　な
ど

教師：画用紙，板段ボー
ル，洗濯ばさみ，木工用
接着剤，化学接着剤，粘
着テープ，両面テープ な
ど

児童：クレヨン・パス，サ

他の題材との関連：
p.26・27「いろいろな
はこから」（造形遊び
をする活動）で使用し
た箱を活用すること
ができる。

他教科等との関連：
算数科の図形におけ
る算数的活動で利用
した箱を活用すること

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

11 2
乗ってみたいものに乗って，行って
みたい場所や，してみたいことなど
を自由に想像して絵に表す。

のってみたいないきたいな
○教科書の参考作品を見て，何に乗ってど
こに行ってみたのか，気付いたことを話し合
う。
○どんなものに乗って，どんなところに行っ
てみたいか考える。
○乗ってみたいものや行ってみたい場所を
想像を広げながらかく。
○自分や友人のかいた絵を見て，よさや面

○

（想）乗ってみたいものや
行ってみたい場所を考え，そ
こでどんなことがしたいの
か，何に出会うのかなど，絵
をかきながら次々に考えてい
る。

教師：画用紙，色画用
紙，共同絵の具　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン　など

他教科等との関連：
国語科には「経験し
たことや想像したこ
と」を文章にかくこと
が示されている。国
語における表現と図
画工作における表現
を両輪ととらえ，絵に
表す活動を指導する

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

単元名 はこ かざるんるん（工作）

単元名 でこぼこ はっけん！（鑑賞）

単元名 はこで つくったよ（立体）

単元名 のって みたいな いきたいな（絵）

単元名 どんどん ならべて（造形）



11 2
身の回りにある材料の並べ方を工
夫して，並べる活動を楽しむ。

どんどん　ならべて
○活動場所で並べてみることができそうな
ものを考えて，それをどのように並べたいか
考える。
○自分なりの並べ方で活動を進めたり，友
人とつなげたりしながら活動を広げる。
○できたものを見て回りながら，材料の使
い方や並べ方の工夫について友人と話し合
う。（言語活動）

○ ○

（関）身の回りにあるものの
形や色を見ながら並べてみ
たいものを見付け，それらを
並べていくことを楽しもうとし
ている。
（想）材料の形や色も考え合
わせて，材料を並べながら面
白い形を考えている。

教師：図工室や教室など
の活動場所で並べる活
動に使ってもよい用具
など

児童；道具箱や筆箱，算
数セットなどの中にある，
鉛筆やおはじきなど並べ
てみたいもの　など

他の題材との関連：
低学年においては
様々な方法で材料体
験をさせることが望ま
しい。本題材におい
ても身近な材料を並
べる中でそれぞれの
形や色といった特徴
に気付き，今後の活
動に生かせるように
したい。また，自然材
を並べる活動は，生

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

4

かみざら　コロコロ
○ものが転がる仕組みから，楽しく遊ぶも
のをつくることができることを知る。
○動きを試しながら装飾を考え，つくりたい
もののイメージを広げる。
○つくった作品の動きを確かめ，付け加え
たり，つくり変えたりして作品を工夫してつく
る。
○つくったもので友人と楽しく遊びながら，
自分の工夫の効果を確かめたり，友人の工

○ ○

（想）動きの楽しさを感じ，動
きに合った形や色も考え合
わせている。
（技）おもちゃの転がり方や
飾り方を工夫している。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：紙コップ，紙皿，色
紙，色画用紙，木工用接
着剤，化学接着剤　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，はさみ，のり
など

（４）

かみざら　ゆらりん
○ものが揺れる仕組みから，楽しく遊ぶも
のをつくることができることを知る。
○動きを試しながら装飾を考え，つくりたい
もののイメージを広げる。
○つくった作品の動きを確かめ，付け加え
たり，つくり変えたりして作品を工夫する。
○つくったもので友人と楽しく遊びながら，
自分の工夫の効果を確かめたり，友人の工
夫のよさを感じ取ったりする。

○ ○

（想）動きの楽しさを感じ，動
きに合った形や色も考え合
わせている。
（技）おもちゃの揺れ方や飾
り方を工夫している。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：紙皿，色紙，色画
用紙，厚紙，木工用接着
剤，化学接着剤　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，はさみ，のり
など

4

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

12 2
散歩をする自分と，一緒に散歩をし
たら楽しいと思う人や動物を想像し
て立体に表す。

いっしょにおさんぽ
○教科書の参考作品を見ながら，誰と散歩
に出かけたいか発想を膨らませたり，話し
合ったりする。
○粘土で「自分」をつくる。一緒に出かけた
い人や動物などを粘土をひねり出したり，
表し方を工夫しながらつくる。
○自分がつくったものや工夫を話したり，友
人の作品を見ながら気付いたりしたことや
工夫しているところについて話し合う。
（言語活動）

○

（想）一緒に出かけたい仲間
や，どこに出かけるのか，何
をしているのかを考えてい
る。

教師・児童：粘土板，新
聞紙　など

教師：土粘土，霧吹き
など

児童：油粘土，粘土べ
ら，雑巾　など

道徳との関連：
「２－（３）友達と仲よ
くし，助け合う。」
「３－（２）身近な自然
に親しみ，動植物に
優しい心で接する。」
などと関連が深い。
一緒に出かけるのは
友人であったり，身
近な動物であったり
と様々であろう。粘土
で友人や身近な動物
と出かける姿を表す
活動は，道徳での指
導に生かすことがで

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1～2 6
息を吹き込むと膨らむポリ袋の特性
を生かした仕組みを使って，楽しい
おもちゃをつくる。

なにが　でてくるかな？
○袋に息を吹き込み，どんな形に膨らむか
確かめる。
○ポリ袋をストローにとめ，色画用紙やサイ
ンペンなどで装飾する。
○装飾したポリ袋とストローを箱や紙コップ
などに組み込む。
○箱や紙コップを色画用紙やサインペンな
どで装飾したり，ポリ袋の装飾をつくり変え
たりする。
○ポリ袋を膨らませ，友人と作品を見せ合

○

（想）箱から飛び出したら面
白いものを思い付き，効果的
に見える形や色を考えてい
る。

教師・児童：空き箱，牛乳
パック，セロハンテープ
など

教師：紙コップ，ポリ袋，
ストロー，色紙，色画用
紙，両面テープ　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，はさみ，のり
など

他教科等との関連：
空気を入れることで
膨らむ仕組みから発
想する本題材は，生
活科でのおもちゃづく
りに関連している。ま
た，中学年の理科で
の空気の学習へとつ
なげることができる。

6

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 想 技 鑑 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

4

えのぐを つけた かたちから
○教科書の参考作品を見て，いろいろなも
のの形を写すことができることに気付く。形
や色を組み合わせて表す面白さについて友
人と話し合う。
○写した形や色から思い付いたことを絵に
表す。形や色を組み合わせて，自分の思い
に合った表し方を工夫する。
○自分や友人の写した形を見て，形の面白
さや写し方の工夫について話し合う。それ
ぞれの作品のよさや面白さを感じ取り，気
付いたことや思ったことを話し合う。
（言語活動）

○
（想）写したものの形や色の
特徴を生かして，表したいも
のを思い付いている。

教師・児童：絵の具を付
けて写すことができそう
な身辺材　など

教師：画用紙，版画紙，
版画用インク，共同絵の
具，スポンジローラー，ト
レイ　など

児童：クレヨン・パス，サ
インペン，はさみ，のり
など

単元名 いっしょに おさんぽ（立体）

単元名 コロコロ ゆらりん（工作）

12ものが転がる仕組みや揺れる仕組みを生かし，楽しく遊べるおもちゃをつくる。

他教科等との関連：
生活科や中学年から
の理科との関連が深
い。生活科でのおも
ちゃづくりと関連させ
て取り組みたい。ま
た，転がる形や揺れ
る形へ目を向けるこ
とで，算数科の図形
との関連も図ること
ができる。

単元名 なにが でてくるかな！？（工作）

単元名 うつした かたちから（絵）

2～3
写したものの形や色から，思い付い
たことを絵に表す活動を楽しむ。

道徳との関連：
「３-（３）美しいものに
触れ，すがすがしい
心をもつ。」と関連が
深い。
他の題材との関連：
p.22・23「コロコロペッ
タンシャカシャカ」（造
形遊びをする）にお
いて十分に形を写す
活動などをすること
によって，本題材に
おいて表したいことに
合った材料を選ぶ際
の発想を広げること
ができる。また自分
の模様の紙をつくっ
て作品に利用するこ
とは３・４下p.8・9「絵
の具でゆめもよう」
（絵に表す）につな
がっていく。



（４）

こすりだしたかたちから
○こすり出しの方法を知り，身の回りのもの
をこすり出すことに興味をもつ。
○写した形や色の面白さを見付け，写した
ものを切ったり組み合わせたりしながら絵に
表す。
○自分や友人の作品のよさや面白さを感じ
取り，気付いたことや思ったことを話し合う。
(言語活動)

○
（想）写したものの形や色の
特徴を生かして，表したいも
のを思い付いている。

教師：コピー用紙，色画
用紙，コンテ　など

児童：クレヨン・パス，色
鉛筆，はさみ，のり
など

4

total 66

標準 68

余剰 2

2～3
写したものの形や色から，思い付い
たことを絵に表す活動を楽しむ。

道徳との関連：
「３-（３）美しいものに
触れ，すがすがしい
心をもつ。」と関連が
深い。
他の題材との関連：
p.22・23「コロコロペッ
タンシャカシャカ」（造
形遊びをする）にお
いて十分に形を写す
活動などをすること
によって，本題材に
おいて表したいことに
合った材料を選ぶ際
の発想を広げること
ができる。また自分
の模様の紙をつくっ
て作品に利用するこ
とは３・４下p.8・9「絵
の具でゆめもよう」
（絵に表す）につな
がっていく。


