
図画工作科指導計画・評価計画（第３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

見つけたよ ためしたよ
形や色を楽しもう

0

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

校ていで
○身近な場所から集めた材料を使い，見慣
れた校庭の場所に働きかけて，場所の様子
を変化させる活動に興味をもつ。
○場所の特徴から思い付いたことを試した
り，集めた材料の使い方を工夫したりして，
場所の様子を変化させて楽しむ。
○様子が変化した場所をデジタルカメラで
撮影してもらい，活動した場所を元通りに片
付ける。

○ ○

（想）季節を感じて，場所の
特徴から発想したり，集めた
材料の形や色からできること
を思い付き，試したりしてい
る。
（技）場所の特徴をとらえ，様
子が変化するように効果的
な材料の使い方などを工夫
している。

教師・児童：身近な人工
材（透明なプラスチック容
器やペットボトルなど），
自然材（木の枝，葉っ
ぱ），セロハンテープ　な
ど

教師：粘着テープ，共同
絵の具，デジタルカメラ
など

(2)

校しゃの中で
○自分たちの身近なところから集めた材料
を使い，見慣れた校舎内の場所に働きかけ
て，場所の様子を変化させる活動に興味を
もつ。
○場所の特徴から思い付いたことを試した
り，集めた材料の使い方を工夫したりして，
場所の様子を変化させて楽しむ。
○様子が変化した場所をデジタルカメラで

○ ○

（想）季節を感じて，場所の
特徴から発想したり，集めた
材料の形や色からできること
を思い付き，試したりしてい
る。
（技）場所の特徴をとらえ，様
子が変化するように効果的
な材料の使い方などを工夫
している。

教師・児童：身近な人工
材（透明なプラスチック容
器やペットボトルなど），
自然材（木の枝や葉な
ど），セロハンテープ　な
ど

教師：粘着テープ，デジタ
ルカメラ　など
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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 2

水彩絵の具で思いのままにかきな
がら自分の色や形を見付け，いろい
ろ試しながら表し方を工夫して表
す。

色・形　いい感じ！
〇水彩絵の具の基本的な使い方を知り，活
動への関心をもつ。
〇水と筆の使い方を試しながら，自分の色
をつくることを楽しむ。
〇色づくりを楽しみながら，思いのままにか
くことや感覚を通して自分の色や形を見付
ける。
〇自分の色や形で試し表しながら，思いに
合う表し方を工夫する。
〇自分や友人の色や形のよさや面白さにつ
いて話し合う。（言語活動）

○
（想）自分の色や形の「いい
感じ」を見付けながらイメー
ジを広げている。

教師：画用紙（いろいろな
大きさに切っておいたも
の）　など

児童：水彩用具一式
など

道徳との関連：
「１-（５）自分の特徴
に気付き，よい所を
伸ばす。」と関連が深
い。図画工作の活動
においては自分自身
を肯定的にとらえるこ
とから表現が始まる
が，初めて主たる描
画材として水彩絵の
具に触れ色をつくり
かいていく中で，自分
にとってよいと感じる
色や形を見付けるこ
とができるように指導

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

4～5 2
粘土を切ったりけずったりしてできた
形を組み合わせながらつくりたい形
を思い付き，立体に表す。

切ってかき出しくっつけて
○教科書を見て，用具の基本的な扱いにつ
いて知り，活動の見通しをもつ。
○様々な切り方やかき出し方をどんどん試
しながら，できた形を組み合わせて，自分の
気に入った形にしていく。
○できた形を友人と見せ合い，用具の使い
方と表し方のよさや面白さについて話し合
う。（言語活動）

○
（技）切り方や，かき出し方を
試し，感じの違いを比べなが
ら，表し方を工夫している。

教師・児童：粘土板
など

教師：土粘土（１人２～３
㎏），切り糸，かきべら，
霧吹き　など

児童：粘土べら，雑巾
など

他の題材との関連：
３・４下p.12・13「立ち
上がれ！ねん土」
（立体に表す）におい
て，のし棒や板づくり
について学び，５・６
上p.34・35「使って楽
しい焼き物」（工作に
表す）へとつながる題
材である。粘土に触
れると同時に切り糸
やかきべらという用
具にも十分に触れて
扱いに慣れるように

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

5 2
送風機やうちわなどで上向きの風を
つくり，浮き上がったり降りてきたり
する楽しい動きを表すものをつくる。

ふんわりふわふわ
○教科書や教師が示す袋の動きを見て，活
動内容に興味をもつ。
○実際に送風機で袋を浮かび上がらせた
り，浮かぶ動きを見たりしながら，表したい
動きや材料の使い方を考える。
○楽しい動きを表せるように，形や大きさが
違う袋やいろいろな色や長さのテープのつ
なぎ方や組合せ方を試して，動きを工夫し
ながらつくる。
○送風機やうちわなどでいろいろな強さの
風をつくり，できる動きを見せ合い，互いの

○ ○

（関）何度も動きを試したり，
つくったものの動きを確かめ
たりしながら，楽しい動きに
なるようにつくり続けようとし
ている。
（想）思った動きになるよう
に，袋の形や大きさ，テープ
の色や長さを選び，袋と袋，
袋とテープのつなぎ方などを
繰り返し試し，考えている。

教師・児童：セロハンテー
プ，うちわ　など

教師：いろいろな大きさ
の半透明ポリ袋，傘用ポ
リ袋（半透明なもの），ス
ズランテープ，送風機
など

児童：油性サインペン，
はさみ　など

他教科等との関連：
理科との関連が深
い。送風機は理科の
備品として多くの学
校に設置されてい
る。また送風機がなく
ともうちわなどで風を
起こし遊ぶことで，風
の力の学習との関連
を図ることができる。

2

単元名 ふんわりふわふわ（工作）

単元名 立ち上がった絵のせかい（絵）

単元名 切ってかき出しくっつけて（立体）

単元名

4

単元名 いつもの場しょで（造形）

4

集めた材料で，見慣れた校内の場
所に働きかけて，季節に応じて場所
の様子を変化させたり，変化した様
子を楽しんだりする。

道徳との関連：
「３-（２）自然のすば
らしさや不思議さに
感動し，自然や動植
物を大切にする。」と
関連が深い。自然の
材料や身の回りの場
所の感じに触れなが
らの造形活動から自
然のすばらしさを感じ
ることで，道徳の指
導に生かすことがで
きる。

単元名 色・形　いい感じ！（絵）



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
立てた紙の形による見え方の面白さ
を生かしながら，感じたことや想像し
たことを絵に表す。

立ち上がった絵のせかい
○立ち上がった紙に絵をかくことに興味をも
ち，自ら表すことに意欲をもつ。
○紙のいろいろな折り方や曲げ方，立たせ
方を試しながら，見え方や表し方をイメージ
し，絵に表したいことを思い付く。
○画用紙や色画用紙から思いに合うものを
選び，見え方を確かめながら，絵に表す。
○友人と作品について話し合い，表した
かったことや表し方のよさ，面白さを味わ
う。（言語活動）

○
（想）立てた紙の形や見え方
の特徴をよりよく生かすこと
ができる内容を考えている。

教師：画用紙，色画用
紙，クリップ　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，クレヨン・パス，
はさみ，のり　など

他教科等との連携：
表と裏，内と外といっ
た感覚を，紙を立体
的に立ち上げる中で
認識する本題材は，
算数科における空間
認識などにつながる
題材である。
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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
いろいろな色の紙や形の組合せ方
を工夫し，楽しい「友だち」をつくり，
飾る場所を考える。

カラフルフレンド
○どの色の紙を組み合わせようか考え，紙
を丸め，透明な袋に入れていく。
○袋の組合せ方を試しながら，どんな形の
「友だち」をつくるか考える。
○飾りなどをつくり，思いに合った「友だち」
の形にしていく。
○「友だち」を飾りたい場所を考え，置いた
様子をデジタルカメラで撮影する。
○自分や友人の作品のよさや見せ方の工
夫を話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）楽しい「友だち」になるよ
うな飾りを考えている。
（鑑）「友だち」を置く向きや，
見る角度で「友だち」を見た
ら，よりすてきに見えるかを
探している。

教師：いろいろな大きさ
の半透明ポリ袋，傘用ポ
リ袋（半透明なもの），お
花紙（薄紙），両面テー
プ，デジタルカメラ　など

児童：油性サインペン，
はさみ　など

他の題材との関連：
p.38・39「ここがお気
に入り」（鑑賞する）と
関連が深い。作品を
つくるだけではなく，
飾る場所を探す活動
は，身近な空間のよ
さを感じるという鑑賞
の活動と関連してい
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 3
うれしかったことを，その時の気持ち
が伝わるように，表し方を工夫して
絵に表す。

うれしかったあの気もち
○自分がうれしい気持ちになったことから絵
に表したいことを考える。
○その時の気持ちが伝わるように表し方を
考えて絵に表す。
○友人と作品を見ながら，表したかったこと
や表現のよさ，面白さを感じ取り，話し合う。
（言語活動）

○

（技）うれしかったことやその
時の気持ちが表れるように，
表し方を試したり，かき方の
工夫を重ねている。

教師：画用紙，色画用紙
など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，クレヨン・パス
など

他教科等との関連：
国語科では順序立て
て説明するが，絵に
表すことでその時の
印象が視覚的に伝わ
る。それぞれの教科
の特徴を生かしなが
ら指導したい。
学校生活や学校行
事など身近なところ
からも表したいことを
見付けられるように
することで，学校生活
全般との関連を生む
ことができる。

3

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

3

ボール紙で
○ボール紙をつないで動かしてみて，どん
なことができそうか考える。
○つないで動かしながら，思い付いた変身
になるように工夫してつくる。
○つくりながら新しい変身を思い付いたらつ
くり変える。
○友人同士で変身を紹介し合い，互いの材
料の使い方やつなぎ方について話し合う。
（言語活動）

○ ○

（関）積極的に友人と話し合
いながらボール紙を切ってつ
ないで動く新しい形をつくるこ
とに取り組もうとしている。
（技）形の組合せ方やつなぎ
方をいくつも試しながら，より
面白い動きになるようにつな
ぎ方を工夫している。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：ボール紙，穴あけ
パンチ，割りピン，粘着
テープ　など

児童：はさみ　など

(2)

だんボールで
○段ボールをつないで動かしてみて，どん
なことができそうか考える。
○つないで動かしながら，思い付いた変身
になるように工夫してつくる。
○つくりながら新しい変身を思い付いたらつ
くり変える。
○友人同士で変身を紹介し合い，互いの材
料の使い方やつなぎ方について話し合う。
（言語活動）

○ ○

（関）積極的に友人と話し合
いながら段ボールを切ってつ
ないで動く新しい形をつくるこ
とに取り組もうとしている。
（技）形の組合せ方やつなぎ
方をいくつも試しながら，より
面白い動きになるようにつな
ぎ方を工夫している。

教師・児童：段ボール，セ
ロハンテープ　など

教師：割りピン，ねじ，
ナット，きり，粘着テー
プ，段ボールカッター，
カッターナイフ，カッター
マット　など

児童：サインペン，はさみ

3

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 2

いろいろな材料に絵をかくことに興
味をもち，材料の感じから思いを膨
らませ，試し考えながら表したいもの
を見付け，自分なりの表し方で工夫
して表す。

これにえがいたら
○基底材となるいろいろな材料を手に取り，
見た感じや触った感じを確かめたりする。
○材料の感じから思いを膨らませ，どのよう
に絵に表すか考える。
○材料の感じや特徴を生かすために，試し
ながら表し方を見付け工夫して表す。
○友人と作品を見せ合い，互いの活動や表
し方のよさを感じ取る。

○ ○

（想）材料の感じや特徴から
想像したことや，感じたことを
基に表したいことを見付け，
形や色のよさや面白さを生
かした表し方を考えている。
（技）材料の感じや特徴を生
かした表し方を試しながら見
付け，材料や用具に進んで
働きかけながら思い付いた
形や色の使い方を自分の思
いに合わせて工夫している。

教師・児童：布（無地や模
様があるものなど）　など

教師：麻布，片面段ボー
ル，段ボール，緩衝材，
共同絵の具，木工用接
着剤　　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，クレヨン・パス，
はさみ，のり　など

他の題材との関連：
これまでにも四切画
用紙や八切画用紙な
どの定型以外の紙に
かく活動をしている
が，紙以外のものを
基底材としてかくこと
で表れる感じの違い
を体験することも重
要である。５・６下
p.22・23「墨で表す」
（絵に表す）の墨と和

2

単元名 これにえがいたら（絵）

単元名 うれしかったあの気もち（絵）

単元名 切ってつないで大へんしん！（造形）

7

切った紙を動くようにつなぐことから
面白い形の変身を思い付き，つなぐ
紙の形やつなぎ合わせ方を工夫し
てつくる。

他の題材との関連：
５・６上p.16・17「コマ
コマアニメーション」
（工作に表す）と関連
付けることができる。
割りピンを使って形を
変化させることを知
り，割りピンを使った
キャラクターづくりで
の発想や効果的な使
い方を考えることが
できる。

単元名 カラフルフレンド（立体）



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

8～9 4
金づちを使う活動を楽しみながら，
木切れや枝を使ってつくりたいもの
を考え，つくり方を工夫して表す。

トントンドンドンくぎうち名人
○教科書を見て，金づちの扱い方，釘の打
ち方を知る。
○釘打ちを試しながら，つくりたいもののイ
メージを広げる。
○つくりたいものに合わせて，釘の打ち方，
釘の並べ方，木切れのつなぎ方をどのよう
に工夫するか考えて表す。
○釘の打ち方を工夫することで，つくりたい
ものの表情や動きが変わることを知り，試し
ながら活動に取り組む。
○自分の作品や友人の作品のよさについ
て話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）安全に金づちや釘が使
えるよう考え，材料の特性を
生かす表現を思い付いてい
る。
（技）自分の思いに合った釘
の並べ方や打ち方，毛糸や
補助材などの使い方を工夫
している。

教師・児童：毛糸，モー
ル，ビーズ　など

教師：木切れ，板材，枝，
金づち，釘　など

児童：はさみ　など

他の題材との関連：
３・４下p.34・35「ギコ
ギコクリエーター」（工
作に表す）において
接合としての釘打ち
を行うが，用途に合
わせて釘を打つこと
ができるようになるた
めにも，本題材で釘
を打つことに慣れ親
しむことが大切であ

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

9 4
小刀を使う活動を楽しみながら，枝
や木の棒を削ってつくりたいペンを
工夫しながらつくる。

サクサク小刀名人
○教科書を参照しながら小刀の正しい使い
方を知る。
○安全に気を付けながら，枝や木の棒を削
り，オリジナルのペンをつくる。
○斜めに削ったり，模様になるように削った
りして，形の工夫をする。
○できたペンに墨や絵の具を付けて，かき
味を楽しむ。

○
（技）小刀で削った面のよさ
や面白さを感じ，力加減や削
る面積などを工夫している。

教師・児童：枝，毛糸
など

教師：小刀，作業板，画
用紙　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，墨汁　など

他の題材との関連：
つくったペンはその
後の絵に表す活動な
ど様々な場面で活用
することができる。

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

9～10 3
切って形を変えた紙に切り込みを入
れて，いろいろな組合せ方を工夫し
ながら，新しい形をつくりだす。

クミクミックス
○段ボールや紙を，段ボールカッターやカッ
ターナイフ，はさみを使って様々な形に切っ
て組み合わせることに興味をもつ。
○切り方や組合せ方を工夫してできた形か
らイメージを広げて，立体的なものをつくる。
○できた形を友人と見せ合って，組合せ方
の工夫や形の面白さについて話し合う。
（言語活動）

○ ○

（関）段ボールや紙を組み合
わせながらできた形を，さら
に組み合わせ，変化させるこ
とに進んで取り組もうとして
いる。
（技）大きな形をつくるために
段ボールや紙の組合せ方
や，組み合わせる段ボール
や紙の形をいろいろ試しなが
ら工夫している。

教師・児童：段ボール，
牛乳パック　など

教師：段ボールカッター，
カッターナイフ，カッター
マット　など

児童：はさみ　など

他の題材との関連：
３・４下p.22・23「ゆめ
のまちへようこそ」
（立体に表す）と関連
が深い題材。段ボー
ルを立ち上がらせ，
立体的に組み合わせ
る経験を積むことが，
「ゆめのまち」の活動
に生かされていく。ま
た，５・６上p.12・13
「糸のこスイスイ」（立
体に表す）において
電動糸のこぎりで
切った板を組み合わ

3

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
物語の好きな場面を選び，様子を想
像しながら絵に表す。

大すきなものがたり
○読んだことのある物語のうち，お気に入り
の物語を選ぶ。
○物語の中でどこが一番好きな場面だった
かを考えたり，友人と話し合ったりする。
○好きな場面がどのような様子か想像し，
どのように表したらよいか考えながら絵に表
す。
○自分の作品の工夫したところや友人の作

○

（想）物語の好きな場面を主
人公や登場人物の視点でと
らえたり，感じたことが表れる
ように試したりしながら考え
ている。

教師：画用紙　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，クレヨン・パス
など

他教科等との関連：
国語科で読んだ物語
などを基に絵に表す
活動をすることもでき
る。その際は挿絵な
どにイメージが引き
ずられないように配
慮する必要がある。

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

11 2
体全体を使って広い空間をひもなど
で形づくることを通して，場所の様子
を変える活動を楽しむ。

ひもひもワールド
○広い空間でひもをつないで場所の様子を
変える活動に興味をもつ。
○思い付いたことを試したり，つくり方を工
夫したりして，友人とともに造形活動を展開
しながら自分のイメージを形にしていく。
○自分が気に入ったところをデジタルカメラ
で撮影して鑑賞するとともに，活動した場所
を元通りに片付ける。

○

（関）ひもをつなぐ活動に興
味をもち，進んで場所の特徴
などを生かして活動を楽しも
うとしている。

教師：毛糸，梱包用のひ
も，デジタルカメラ　など

児童：はさみ　など

他の題材との関連：
場所の変化に目を向
ける題材は，高学年
の造形遊び５・６上
p.18・19「あんなところ
でこんなところで」や
５・６下p.24・25「ひら
いてみると」などの題
材における「周囲の
様子を考え合わせ
る」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

単元名 ハッピー小もの入れ（工作）

単元名 クミクミックス（造形）

単元名 大すきなものがたり（絵）

単元名 ひもひもワールド（造形）

単元名 トントンドンドンくぎうち名人（工作）

単元名 サクサク小刀名人（工作）



11 2
紙粘土と空き容器を組み合わせて，
日常生活で使える小物入れをつく
る。

ハッピー小もの入れ
○自宅などで整理するときに使う小物入れ
にはどんなものがあるかを発表し合う。
○使いやすい小物入れや使って楽しくなる
形や色，機能性，飾りなどを友人と話し合い
ながら考える。
○できた小物入れの中に実際に小物を入
れて，その機能や工夫した点などについて
紹介する。（言語活動）

○

（想）楽しく使いやすい小物
入れに入れるものや置く場
所に合わせて，形や大きさな
どをいろいろ試しながら考え
ている。

教師・児童：空き容器（ビ
ン・ペットボトル・トレイな
ど），粘土板，モール，
ビーズなどの身辺材，セ
ロハンテープ
など

教師：紙粘土，粘着テー
プ　など

児童：水彩用具一式，粘
土べら　など

道徳との関連：
「１-（１）自分でできる
ことは自分でやり，よ
く考えて行動し，節度
のある生活をする。」
「１-（５）自分の特徴
に気付き，よい所を
伸ばす。」などと関連
が深い。自分の生活
を快適でよりよいも
のにするための工夫
を考えることと関連し

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 1
身の回りにある場所を，小さい「わた
し」の目で見て，お気に入りの場所
に変え，紹介し合う。

ここがお気に入り
〇教室や図工室などからお気に入りの場所
を見付け，その場所のよさや特徴に気付く。
〇そのよさや特徴からポーズを考え写真撮
影する。
〇見付けた場所に小さい「わたし」を設置し
ながら，お気に入りの場所を思い描く。
〇よりお気に入りの場所にするために，材
料や方法を工夫して表す。
〇友人のお気に入りの場所を訪ね，よさや
工夫の面白さを話し合ったり，小さい「わた
し」の写真を使って遊んだりする。
（言語活動）
〇お気に入りの場所をいろいろな方向から
眺め，一番よいと感じる方向を見付けてデ
ジタルカメラで撮影する。

○

（鑑）お気に入りの場所の特
徴やよさを伝え合い，互いの
場所を行き来する交流から
よさや面白さを感じ取ってい
る。

教師・児童：セロハンテー
プ，身辺材　など

教師：デジタルカメラ，ラ
ミネーター，加工用フィル
ム　など

児童：サインペン，はさ
み，のり　など

道徳との関連：
「１-（５）自分の特徴
に気付き，よい所を
伸ばす。」
「４-（４）先生や学校
の人々を敬愛し，み
んなで協力し合って
楽しい学級をつく
る。」などと関連が深
い。

1

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

11～12 4
光を通す材料の組合せ方を工夫し
て，思い付いたものになるように立
体に表す。

クリスタルファンタジー
○身の回りの透明な材料を集め，活動に期
待感をもつ。
○光を通して美しいと感じる材料の組合せ
方を考える。
○透明感や光を通す感じを生かしながら組
み合わせたり，つないだりして工夫してつく
る。
○自分の作品に名前を付け，友人と互いに
見せ合ったり話し合ったりして鑑賞する。
（言語活動）

○ ○

（技）自分なりのイメージに合
わせた切り方や組合せ方，
接合の方法を工夫している。
（鑑）友人と光を通して作品を
見るなどしてよさや面白さを
感じ取っている。

教師・児童：光を通す透
明な材料（ペットボトル・
たまごパック・ゼリー容
器・アイスのスプーンな
ど），セロハンテープ　な
ど

教師：ＬＥＤライト，色セロ
ハン，両面テープ，透明
粘着テープ，ビニル
チューブ，プラスチック段
ボール，ペットボトルばさ
み，きり，化学接着剤　な
ど

他の題材との関連：
１・２下p.10・11「ひか
りのプレゼント」（造
形遊びをする）との関
連が深い。低学年で
光を通す材料に触れ
ておくことが，本題材
に取り組む際の材料
集めや発想・構想の
広がりにつながる。

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

12 3
扉の向こうに広がる不思議な世界を
想像し，表し方を工夫して絵に表
す。

まほうのとびらをあけると
○教科書の参考作品を見て，扉の向こうに
広がる世界の面白さに気付く。
○扉の形や開き方や飾り方について考え，
伝えたいことがよく分かるように，魔法の扉
の向こうに広がる世界のかき方を工夫して
表す。
○自分や友人のかいた絵を見て，よさや面
白さを話し合う。（言語活動）

○
（想）不思議な世界に合わせ
て，扉の形や様子についても
考えている。

教師・児童：身辺材
など

教師：画用紙，色画用
紙，カッターナイフ，カッ
ターマット　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，クレヨン・パス，
はさみ，のり　など

他の題材との関連：
扉の向こうの世界を
想像して表す本題材
は１・２下p.8・9「ひみ
つのたまご」（絵に表
す）からつながってい
て，３・４下p.16・17
「まぼろしの花」（絵に
表す）へとつながる題
材である。扉という仕
組みを提示すること
で子どもの想像がよ
り広がるようになる。

3

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

トコトコ
○教科書の参考作品やつくり方，あらかじ
め教師がつくったものが動く様子などを見
て，表したいもののイメージをもつ。
○教科書や実際の仕組みを参考にして，動
く仕組みをつくる。その際，イメージに合った
空き箱や空き容器を選ぶようにする。
○空き箱や空き容器に他の材料を組み合
わせ，表したいもののイメージを表す。
○自分や友人がつくったものを実際に動か
してみて，作品の動きや，形，色，イメージ
などのよさや面白さを見付ける。

○

（技）表したいイメージになる
まで，仕組みと身近な材料の
組合せ方やつくり方を変えた
り，繰り返し工夫したりしてい
る。

教師・児童：空き容器，空
き箱，セロハンテープ　な
ど

教師：輪ゴム（折径6～
14cm程度），乾電池，た
こ糸，ゼムクリップ，色画
用紙，カラービニルテー
プ，カッターナイフ，カッ
ターマット，化学接着剤
など

単元名 まほうのとびらをあけると（絵）

単元名 ゴムの力で（工作）

1～2
ゴムの力で動く楽しいものを，身近
な材料を使い，仕組みを組み合わ
せてつくる。

他教科等との関連：
理科における「ゴム
の働き」との関連が
深い。理科で学習し
た後に学んだ知識を
生かして活動するこ
とで，知識を活用で
き，発想も広がる。

単元名 ここがお気に入り（鑑賞）

単元名 クリスタルファンタジー（立体）



(6)

クルクル
○教科書の参考作品やつくり方，あらかじ
め教師がつくった仕組みで動く様子を見て，
表したいもののイメージをもつ。
○教科書や実際の仕組みを参考にして，動
く仕組みをつくる。その際，イメージに合わ
せて軸の数を決める。
○クルクル回ると楽しいと考えるものを，色
画用紙の端材などでつくったり，つくったも
のと竹ひごとのつなぎ方を工夫したりして表
す。
○自分や友人がつくったものを実際に動か
してみて，作品の動きや，形，色，イメージ
などのよさや面白さを見付ける。

○

（技）表したいイメージになる
まで，仕組みと身近な材料の
組合せ方やつくり方を変えた
り，繰り返し工夫したりしてい
る。

教師・児童：牛乳パックか
同形状の空き箱，セロハ
ンテープ，モールや包装
紙などの身辺材　など

教師：輪ゴム，たこ糸，竹
ひご，ストロー，色画用
紙，木工用接着剤，化学
接着剤，両面テープ，カ
ラービニルテープ，ホチ
キス
など

児童：サインペン，はさ

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

2 2
自分が住んでみたい街について想
像を広げながら，粘土の形や形の
組合せを工夫してつくる。

ねん土マイタウン
○粘土を丸めたりのばしたりして面白い形
づくりや形見付けなどの活動をする。
○自分が行ってみたい街，住んでみたい街
について想像し，発表する。
○粘土遊びでできた形を基にしたり，組み
合わせたりして街にあったら楽しいと思う建
物などを想像しながらつくる。
○できた街を友人と一緒につなげたり，街を
散歩するように見たりして，街の面白さや自
他の表現のよさを味わう。

○

（技）自分の想像した街のイ
メージに合わせ，自分なりの
特徴ある街をつくるために，
粘土の形を様々に変えたり
組合せ方を工夫したりしてい
る。

教師・児童：粘土板
など

教師：切り糸　など

児童：油粘土，粘土べ
ら，雑巾　など

道徳との関連：
「４-（５）郷土の伝統
と文化を大切にし，
郷土を愛する心をも
つ。」と関連が深い。
また社会科の地域社
会の学習とも関連を
図ることができる。

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

3 3
版の形や材料，写し方を工夫して表
す。

いろいろうつして
○教科書の参考作品を見て，版に表すこと
の面白さについて友人と話し合い，版を使っ
た表し方がいろいろあることに気付く。
○表したいことを見付け，どのような形や色
で表したいか，版の形や色，材料を考える。
○自分の思いに合った表現をするために，
表し方を工夫する。
○自分や友人の作品を見て，写し方の工夫
について話し合い，それぞれの作品のよさ
や面白さを感じ取る。（言語活動）

○

（技）版に使う材料の組合せ
方や版の置き方，インクの付
け方を，自分の思いに合わ
せて工夫している。

教師・児童：新聞紙
など

教師：版画用紙，画用
紙，版画用具一式，木工
用接着剤　など

児童：版に使いたいと思
う身辺材，水彩用具一
式，サインペン，クレヨン・
パス，はさみ，のり　など

他の題材との関連：
３・４下p.46・47「ほっ
てすって見つけて」
（絵に表す）との関連
が深い題材である。
本題材の活動におい
て版の特徴を知るこ
とで，木版画に表す
際の発想や構想の
広がりの手助けとな
る。

3

total 60

標準 60

余剰 0

単元名 ねん土マイタウン（立体）

単元名 いろいろうつして（絵）

1～2
ゴムの力で動く楽しいものを，身近
な材料を使い，仕組みを組み合わ
せてつくる。

他教科等との関連：
理科における「ゴム
の働き」との関連が
深い。理科で学習し
た後に学んだ知識を
生かして活動するこ
とで，知識を活用で
き，発想も広がる。


