
図画工作科指導計画・評価計画（第４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

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

4 3

絵の具でいろいろな表し方を試しな
がらつくった紙を使い，形や色，組
合せを考えながら工夫して絵に表
す。

絵の具でゆめもよう
〇絵の具でいろいろな表し方を試しながら，
様々な模様の紙をつくる方法を考え，活動
の見通しをもつ。
〇身近な材料や用具の使い方を工夫して，
いろいろな方法で紙に模様を付けることを
楽しむ。
〇模様の紙の特徴を生かしながら，コラー
ジュ（貼り絵）をして絵に表す。
〇自分や友人の活動や作品から，よさや面
白さなどを感じ取る。

○ ○

（想）いろいろな材料や技法
から試したいことを思い付い
たり，できた模様の特徴をと
らえて組合せなどを考えてい
る。
（技）表す材料の形や色に着
目して特徴を生かし，表し方
を考え，工夫している。

教師・児童：着彩やスタン
ピングなどができる様々
な身辺材　など

教師：画用紙（いろいろな
大きさに切っておいたも
の，模様の紙を貼り付け
るためのA3程度のも
の），ボール紙，段ボー
ル紙，マーブリングセッ
ト，ローラー，トレイ　など

児童：水彩用具一式，は
さみ，のり　など

他の題材との関連：
絵の具を使い，いろ
いろな表現技法を経
験することにより，今
後の活動での発想や
構想，表現上の工夫
の幅が広がる。でき
るだけ多くの表し方を
経験させたい。

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

2

暗い場所で
○スクリーンに投影すると面白いと思う材料
を持ち寄り，光と影の効果を生かしてどんな
ことができそうか考える。
○簡単なスクリーンを設置し，友人と協力し
ながら，影ができる場をつくりだす。
○友人と協力して，影の組合せ方を試しな
がら，影の形を楽しむ。
○自分たちのつくった影の工夫を発表する
とともに，友人の影の面白さや美しさについ
て話し合う。（言語活動）

○ ○

（技）材料への光の当て方や
当てる距離などを意識して影
の組合せ方を工夫している。
（鑑）光と影の効果を生かし
た表現の意図や工夫を感
じ，よさや面白さを伝え合っ
ている。

教師・児童：投影してみ
たい材料（空き容器・厚
紙・色セロハンなど），セ
ロハンテープ　など

教師：プロジェクタなどの
光源，ロール紙・白布な
ど投影スクリーンになる
もの，ひも，ビニルテー
プ，デジタルカメラ　など

児童：はさみ　など

（２）

明るい場所で
○晴天時に影のできる場所で，いろいろな
ものを組み合わせてできる影に着目し，そ
の影のよさや面白さに興味をもつ。
○影を組み合わせてどんなことができそう
か考える。
○友人と協力して，影の組合せ方を試しな
がら，影の形を楽しみ，デジタルカメラで撮
影する。
○自分たちのつくった影の工夫を発表する
とともに，友人の影の形の面白さや美しさに
ついて話し合う。（言語活動）

○ ○

（技）材料への光の当て方や
当てる距離などを意識して影
の組合せ方を工夫している。
（鑑）光と影の効果を生かし
た表現の意図や工夫を感
じ，よさや面白さを伝え合っ
ている。

教師・児童：影の形が面
白いと思う材料　など

教師：画板，影を投影す
る白画用紙，洗濯ばさ
み，デジタルカメラ　など

児童：帽子　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

5 2
板状にした粘土の立ち上がらせ方を
工夫し，切り糸やかきべらなどを使
いながら立体に表す。

立ち上がれ！ねん土
○のし棒で板状の粘土をつくり，立ち上げる
ことを知る。
○自分の好きな方法で粘土を立ち上がらせ
ていく。
○用具の使い方を工夫して粘土のバランス
や自立を意識し，粘土に働きかけながらつく
りたい形をつくる。
○自分や友人の作品のよさや工夫を見付
け，伝え合う。（言語活動）

○

（技）切り糸，かきべら，粘土
べらなど，用具によるいろい
ろな効果を試しながら表し方
を工夫している。

教師・児童：粘土板，新
聞紙　など

教師：土粘土，粘土べ
ら，かきべら，切り糸，の
し棒，霧吹き　など

児童：粘土べら，雑巾
など

他の題材との関連：
５・６上p.34・35「使っ
て楽しい焼き物」（工
作に表す）と関連が
深い。用具を使ったり
生かしたりする経験
を重ねることで，陶芸
という用途のあるも
のをつくる活動にお
いても適切に用具を
扱えるようになる。
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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

単元名 光のさしこむ絵（絵）

単元名 立ち上がれ！ねん土（造形）

単元名

4 1

単元名 絵の具でゆめもよう（絵）

単元名 光とかげから生まれる形（造形）

4～5
いろいろな材料を組み合わせてでき
る影の形や色の映り方を楽しむ。

道徳との関連：
「３-（３）美しいものや
気高いものに感動す
る心をもつ。」と関連
が深い。

他教科等との関連：
理科の太陽の動きに
おける「影」との関連
が深い。光と影との
関係を学んだ上で活
動することでより発想
が広がる。



5～6 4

光を通すことによって生まれる形や
色の美しさに関心をもち，光の効果
や材料の特徴から想像を広げ，絵
に表す。

光のさしこむ絵
○いろいろな材料に光を通し，光を通すこと
で見える形や色の面白さに気付く。
○材料を光に通した面白さを試しながら表
したいことを見付けたり，材料の組合せを考
えて色を選んだり，形を考えるなど工夫して
表す。
○友人と作品を見せ合い工夫したことを話
し合いながら，材料を光に通した形や色の
面白さを感じ取り，光の効果を生かした表し
方のよさを味わう。（言語活動）

○

（想）材料に光を通した面白
さが効果的に見える組合せ
方を試しながら，光を通した
形や色のよさや面白さを生
かそうと考えている。

教師・児童：光を通す材
料（色セロハン・透明な空
き容器・たまごパック・ビ
ニルシート・プラスチック
段ボールなど），セロハン
テープ　など

教師：お花紙（薄紙），刷
毛，カッターナイフ，木工
用接着剤，化学接着剤　
など

児童：はさみ　など

他の題材との関連：
p.10・11「光とかげか
ら生まれる形」（造形
遊びをする）や５・６
上p.36・37「光のハー
モニー」（造形遊びを
する）との関連を図る
ことができる。
光を通す材料には低
学年から繰り返し触
れているが，光が通
る時の見え方の変化
や，材料の重なりに
よる形や色の変化や
面白さに気付かせる
ようにしたい。

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

6 4
段ボールの特徴を生かしながら，便
利に楽しく使える自分だけの収納箱
を工夫してつくる。

おもしろアイデアボックス
○段ボールの特徴を生かした自分なりのア
イデアボックスを考える。
○用具や材料の使い方を工夫して，思い思
いのアイデアボックスをつくる。
○できたアイデアボックスに実際にものを入
れたりして，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）段ボールの特徴を生か
しながら，形や色の工夫をい
ろいろ思い付き，便利で使い
やすい箱をつくろうと考えて
いる。
（技）段ボールの特徴を生か
して，用具を的確に使用し，
材料の効果的な使い方を工
夫している。

教師・児童：段ボール，
包装紙，レース・モール・
ひもなどの身辺材　など

教師：色画用紙，片面段
ボール，段ボールカッ
ター，カッターナイフ，カッ
ターマット，きり，木工用
接着剤，粘着テープ　な
ど

児童：水彩用具一式，は
さみ，のり，定規
など

他の題材との関連：
５・６下P.38・39「１ま
いの板から」（工作に
表す）や中学校技術
科へつながる題材で
ある。実際に使うこと
ができるものをつくる
ためには一定の正確
さが求められる。この
段階で製作のイメー
ジをもつことで，より
手応えのある材料に
挑むことができる。
また，算数科の展開
図との関連を図るこ
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

2

とう明なシートで
○普段使っている場所やものを見て，透明
なシートでどこをどのように包むか考える。
○友人と協力し，包み方を工夫して透明な
シートで場所やものを包む。
○包んだ場所やものを見合い，包んだ場所
やもののよさや面白さを感じ取り，場所やも
のの変化の様子を楽しむ。

○ ○

（技）シートの透明な感じや
包む場所やものの形を生か
して，包み方を工夫してい
る。
（鑑）互いに包んだ場所やも
のを見合い，よさや面白さ，
場所やものの変化を感じ
取っている。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：ポリシート，透明な
粘着テープ　など

児童：はさみ　など

（２）

新聞紙で
○普段使っている場所やものを見て，新聞
紙でどこをどのように包むか考える。
○友人と協力し，包み方を工夫して新聞紙
で場所やものを包む。
○包んだ場所やものを見せ合い，包んだ場
所やもののよさや面白さを感じ取り，場所や
ものの変化の様子を楽しむ。

○ ○

（技）包む場所やものの形を
生かして，つくりたい形に合
わせて新聞紙を使った包み
方を工夫している。
（鑑）互いに包んだ場所やも
のを見合い，よさや面白さ，
場所やものの変化を感じ
取っている。

教師・児童：新聞紙，セロ
ハンテープ　など

教師：粘着テープ　など

児童：はさみ　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

7 4
みんなで協力して，段ボールで大き
く楽しい夢の街をつくる。

ゆめのまちへようこそ
○みんなで協力して，大きな夢の街をつくる
ことを知り，どんな建物があったら楽しいか
考える。
○段ボールカッターの使い方と接着の方法
を理解する。
○友人と一緒に段ボールの組合せ方を試し
ながら，大きな建物をつくる。
○住んでみたい建物になるように色を塗り，
建物を並べて，夢の街にする。
○街の中を探検して，建物のよさや段ボー
ルの使い方の工夫を見付け，話し合う。

○ ○

（想）友人と話し合いながら，
住んでみたい楽しい建物の
形や色などを考えている。
（技）暮らしてみたい楽しい街
の様子を考えながら，段ボー
ルや色の組合せ方を工夫し
ている。

教師・児童：段ボール，
新聞紙　など

教師：共同絵の具，段
ボールカッター，木工用
接着剤，洗濯ばさみ，ハ
トロン紙　など

道徳との関連：
「２-（３）友達と互い
に理解し，信頼し，助
け合う。」と関連が深
い。共同で行うこと
で，１人ではできない
こともできるようにな
るという本題材での
経験を，道徳の学習
に生かしたい。

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

8～9 4
布やいろいろな材料を組み合わせ
た形を液体粘土で固め，想像した世
界を立体に表す。

トロトロ，カチコチ・ワールド
○自分の表したい世界を想像し，交流した
り，液体粘土の扱い方を共有したりして，活
動のイメージをもつ。
○材料の組合せ方や布の様子などから，自
分の想像した世界に合う形や感じにする。
○固まった形に，色を塗ったり，様々な材料
を組み合わせたりして，自分の想像した世
界をつくる。
○作品を友人と見せ合い，それぞれの想像
した世界の面白さや，感じの違いなどにつ
いて話し合う。（言語活動）

○

（想）自分の表したい世界を
思い付き，液体粘土や他の
材料の特徴を生かして，思い
に合う形や色，組合せなどを
考えている。

教師・児童：布（古タオル
など），身辺材　など

教師：液体粘土，バケツ
（液体粘土を入れる容
器），段ボールカッター，
木工用接着剤，化学接
着剤　など

児童：水彩用具一式
など

他の題材との関連：
５・６下p.32・33「いっ
しゅんの形から」（立
体に表す）との関連
が深い。本題材で液
体粘土を使うことで
布や様々な材料が固
まることを知る。その
経験が，高学年で１
枚の布を固めてでき
た形を見立てるとい
う，より発展的な活動
につながる。

4

単元名 まぼろしの花（絵）

単元名 トロトロ，カチコチ・ワールド（立体）

単元名 おもしろアイデアボックス（工作）

単元名 つつんだアート（造形）

6～7

いつも使っている場所やものを透明
なシートや新聞紙で包み，包んだ場
所やものの様子が変わることを楽し
む。

他の題材との関連：
身近な場所やものを
包むことで雰囲気を
変える本題材を経験
することが，高学年
の造形遊びにおい
て，周囲の様子など
を考え合わせた活動
に広がっていく。その
ためにも，離れた場
所から変化を見るよ
うな指導を積極的に
行うとよい。

単元名 ゆめのまちへようこそ（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

9 2
不思議な球根や種から咲く，誰も見
たことも聞いたこともないまぼろしの
花を，想像を広げて絵に表す。

まぼろしの花
○教科書の参考作品を見て，誰も見たこと
のない「まぼろしの花」について考える。
○球根や種をつくりながら想像したり，「ま
ぼろしの花」という言葉から想像したりして，
表したいことに合わせて，表し方を工夫す
る。
○互いに絵を見せ合いながら，「まぼろしの
花」の表し方について，面白いと思うことを
話し合い，それぞれの作品の表し方のよさ
を感じ取る。（言語活動）

○

（想）自分なりのまぼろしの花
や花の咲く世界の様子につ
いて想像を広げ，形や色の
組合せを考えている。

教師：画用紙（長いもの
や様々な大きさのもの），
黄ボール紙，段ボール
紙，紙粘土　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　　　
　　　　　　　「お年寄りと
のお手紙交流」に活用し
てください。

他の題材との関連：
p.８・９「絵の具でゆめ
もよう」（絵に表す）や
１・２下p.24・25「とろ
とろえのぐでかく」（絵
に表す）などの題材
で絵の具を使ったい
ろいろな表現技法を
知ることで，子どもの
表現の幅は広がる。
この題材のように想
像したことを表す題
材ではより一層そうし
た経験が重要にな
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

4

ギコギコ名人
○教科書を見て，のこぎりの正しい使い方
を知る。
○木でできた身近なものを思い浮かべ，板
や木切れなどを切った形を基に，生活に使
えるものをつくる。
○色を塗ったり飾りを付けたりして，工夫し
て表す。
○作品を友人と見せ合い，表し方の工夫や
木のつなぎ方による感じの違いなどを話し
合う。（言語活動）

○ ○

（想）木や板を切ってできる
形をとらえ，特徴を生かして
つくりたいものを考えている。
（技）のこぎりの正しい使い方
を知り，切ってできる様々な
形や長さの板や自然材の組
合せ方やつなぎ方を工夫し
ている。

教師：板，角材，釘，金づ
ち，のこぎり，クランプ，
万力，共同絵の具，木工
用接着剤　など

児童：水彩用具一式
など

（４）

わくわく楽き
○教科書を見て，のこぎりの正しい使い方
を知る。
○空き容器とたこ糸を使って音が鳴る仕組
みを生かして楽器をつくる。
○どんな形や色にしたら楽しい楽器になる
か考え，それに合わせて木や板を切る。
○色を塗ったり飾りを付けたりして，工夫し
て表す。
○友人とできた作品で演奏し，表し方の工
夫や木のつなぎ方による感じの違いなどを
話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）自分の表したい楽器の
形や色について，材料の特
徴を生かしてつくりたいもの
を考えている。
（技）のこぎりの正しい使い方
を知り，切ってできる様々な
形の板などを使って，組合せ
方やつなぎ方を工夫してい
る。

教師：板，角材，紙コッ
プ，たこ糸，釘，金づち，
のこぎり，クランプ，万
力，共同絵の具，木工用
接着剤　など

児童：水彩用具一式
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

10～11 6
心に残ったことを，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。

わすれられないあの時
○自分の心に残ったことから，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，イメージ
や表現を広げて絵に表す。
○友人と作品について話し合い，表した
かったことや表現のよさや面白さを感じ取
り，話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）心に残ったことについ
て，周囲の様子も思い出しな
がら絵に表したい場面を考え
ている。
（技）その時の気持ちが伝わ
るように，材料や用具の使い
方をいろいろと試し，表し方
を工夫している。　　　　　　　　
お年寄りとのお手紙交流

教師：画用紙，色画用
紙，アイデアスケッチ用
紙　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン　など　　　　　　　
　　　「町作品展」に活用
してください。

他教科等との関連：
学級活動や学校行
事など，学校生活の
様々なことがテーマ
となり得る題材であ
る。日常生活の中に
も忘れられない時が
あることにも気付か
せたい。

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

3

小さなすみか
○校庭のすみなどを見て回りながら，小さ
い住人が住むすみかがどのようなものか想
像する。
○つくる場所を決めて，その場所に合った
すみかをつくる。
○周りにあるいろいろな材料を見付け，使
い方を試しながら，つくりたいすみかをつく
る。
○つくったすみかやその住人などについて
友人と紹介し合う。（言語活動）

○

（想）学校の中で見付けた場
所から想像を膨らませて，そ
の場所の様子に合ったすみ
かの形や色を考えている。

教師・児童：活動場所で
集めた木の葉・木の枝・
小石などの材料　など

教師：紙粘土，段ボー
ル，紙バンド，段ボール
カッター，カッターナイフ，
粘着テープ　など

児童：はさみ，のり　など

（２）

大きなすみか
○自分たちのすみかをつくるとしたら，どの
場所が活用できそうか考える。
○いろいろな材料を試しながら，つくりたい
すみかをつくる。
○友人と，つくったすみかやそこでの暮らし
方などを紹介し合い，互いのすみかのよさ
や面白さに気付く。（言語活動）
○できたすみかを互いに訪問し合う。

○

（想）場所を基に考えたすみ
かの形や色に合った材料の
組合せ方をいくつも試した
り，中に入っても壊れない方
法を考えたりしている。

教師・児童：段ボール　な
ど

教師：模造紙，画用紙，
共同絵の具，段ボール
カッター，カッターナイフ，
カッターマット，木工用接
着剤，粘着テープ，両面
テープ　など

児童：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

単元名 幸せを運ぶカード（工作）

単元名 わすれられないあの時（絵）

単元名 すみですみか（造形）

11

学校の中の場所の様子を基に，そ
こにあると面白いすみかの形や色を
考え，身の回りにある材料を生かし
てつくる。

他の題材との関連：
高学年の造形遊びに
おける，周囲の様子
を考え合わせる活動
につながる題材であ
る。特定の場所を選
び，その場所にある
材料を生かして変化
させる活動であるた
め，客観的に場所の
様子を見るように促
したい。
また，１・２下p.36・37
「だんだんだんボー
ル」（造形遊びをす
る），p.22・23「ゆめの
まちへようこそ」（立
体に表す）など，段
ボールの中に入る面
白さを味わうことで，
高学年では場所を変
化させることを楽しむ
活動につながる。
いずれの場合も使用
する材料は人が出入
りすることなど，強度
も考え合わせて選ぶ
ようにしたい。

単元名 ギコギコクリエーター（工作）

9

のこぎりの扱いに慣れ，切ってでき
るいろいろな形や長さの木や板を組
み合わせてできる形を基に表したい
ものを思い付き，つなぎ方を工夫し
て表す。

他の題材との関連：
高学年での木材を
使った工作や，中学
校の技術科へとつな
がる題材である。初
めてのこぎりを使用
する題材であるた
め，実際に切り方を
例示しながら適切な
扱いを指導する。



11～12 4
飛び出す仕組みを基に，伝えたいこ
とが楽しく伝わる表し方を考えて
カードをつくる。

幸せを運ぶカード
○教科書を見て，飛び出す仕組みをつくっ
てみる。最初は不用な紙などを使い，面白
い動きになるように試す。
○飛び出すようにするものの形を考え，使う
仕組みを選び，色画用紙などでつくる。
○色紙や包装紙，モール，サインペンなど
を使って装飾する。
○カードの表にも形や模様，メッセージなど
をかいたり，途中で思い付いた新しい仕組
みや飾りを加えたりする。
○できたカードを見せ合い，面白さやよさに
ついて話し合う。（言語活動）

○

（想）思いに合わせた形や動
きになるように，形や色を考
えたり，思い付いた仕組みの
動きを加えることなどを考え
たりしている。

教師・児童：身辺材
など

教師：画用紙，色画用
紙，色紙，折り紙，カッ
ターナイフ，カッターマッ
ト，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，
色鉛筆，はさみ，のり　な
ど

道徳との関連：
「２-（２）相手のことを
思いやり，進んで親
切にする。」と関連が
深い。メッセージを伝
えたい相手を想起
し，相手のことを考え
ながらつくるという活
動を道徳の指導の際
に生かすことができ
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

12 4
木の材料を組み合わせてつくりたい
ものを考え，立体に表す。

森のげいじゅつ家
○材料の特徴を生かしながらつくりたいもの
のイメージをもつ。
○のこぎりや金づちなどの扱い方に留意
し，材料をつないだり，組み合わせたりす
る。
○材料の特徴を生かした表現のよさや楽し
さを感じ取りながら鑑賞する。

○

（技）材料の特徴を生かして
のこぎりで切り，つなぎ合わ
せるなど，組合せ方を工夫し
ている。

教師・児童：木・枝・板材・
木の実などの自然材，身
辺材　など

教師：のこぎり，釘，金づ
ち，木工用接着剤，クラ
ンプ　など

児童：水彩用具一式
など

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。木や枝
といった自然材の形
や色を生かして立体
にする活動の中で，
自然のすばらしさや
不思議さを感じられ
るようにしたい。

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

5

ゴムの力で
○教科書を見てゴムの力で動く仕組みを理
解し，楽しい車をつくることに興味をもつ。
○どんな車にすると面白いか考えたり，アイ
デアスケッチなどをする。
○スムーズに動くかどうか試しながら仕組
みをつくる。
○自分が考えた車になるように，いろいろな
材料を使って車を装飾する。
○できた車で楽しく遊び，自分や友人の車
の工夫について話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）材料を選んだり組み合
わせたりして，あったらいい
なと思う車に合った形や色を
考えている。
（技）自分の思いに合った動
きや様子になるように，試し
ながら仕組みをつくり変え，
表し方を工夫している。

教師・児童：空き箱，ペッ
トボトルキャップ　など

教師：色画用紙，厚紙，
片面段ボール，段ボー
ル，輪ゴム，ストロー，た
こ糸，竹ひご，カッターナ
イフ，カッターマット，き
り，化学接着剤　など

児童：はさみ，のり　など

（６）

風の力で
○教科書を見て動く仕組みを理解し，風を
受けて走る楽しい車をつくることに興味をも
つ。
○どんな車にすると面白いか考えたり，アイ
デアスケッチなどをする。
○スムーズに動くかどうか，車輪のつくり方
や材料を試しながら仕組みをつくる。
○自分が考えた車になるように，いろいろな
材料を使って車を装飾する。
○できた車で楽しく遊び，自分や友人の車
の工夫について話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）材料を選んだり組み合
わせたりして，あったらいい
なと思う車に合った形や色を
考えている。
（技）自分の思いに合った動
きや様子になるように，試し
ながら仕組みをつくり変え，
表し方を工夫している。

教師・児童：空き箱，ペッ
トボトルキャップ，うちわ　
など

教師：色画用紙，厚紙，
片面段ボール，段ボー
ル，ストロー，たこ糸，竹
ひご，カッターナイフ，
カッターマット，きり，化学
接着剤　など

児童：はさみ，のり　など

5

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

2～3 4

感じたことや想像したことなどを木版
画に表すために，彫刻刀の扱いに
慣れ，木版画の特徴を理解し工夫し
て表す。

ほってすって見つけて
〔単色木版〕
○木版画の特徴を知り，彫刻刀で思いのま
まに彫ることを楽しむ。
○日頃の生活で印象に残っていることや，
表してみたいことなどから版に表すものを決
める。
○版木に下絵をかいて彫る部分を決める。
○彫り方を工夫しながら表す。
○インクの量やローラーの使い方などを考
えて刷る。
＊刷った後にクレヨンなどで彩色したり，裏
から水彩絵の具で着色したりしてもよい。
○版づくり，刷りの段階で友人と見せ合い，
工夫した点を話し合う。（言語活動）

〔板切れを組み合わせて〕
○選び出した板切れを用紙の上で組み合
わせたり配置したりしながら，見立て活動を
する。
○見立てた板切れを彫刻刀で彫って，自分
のイメージに合った模様にしていく。
○見立てた板切れを画面に配置して刷る。
○刷った周囲にサインペンや絵の具でかき
加えるなどしてイメージを深めていく。
○板切れの使い方，色の効果など，作品を
見せ合いながら友人と話し合う。（言語活
動）

○ ○

（技）彫る方向，彫る部分と彫
り残す部分など，見通しを
もって効果的な表し方を工夫
している。
（鑑）友人と製作過程での気
付きを話したり，完成作品を
見せ合い話し合ったりして，
形や色の組合せ，刷り方の
工夫などについて，よさや面
白さをとらえている。

教師・児童：新聞紙
など

教師：版画用紙，版木，
板切れ，版画用具一式　
など

児童：彫刻刀，水彩用具
一式，サインペン，クレヨ
ン・パス　など

他の題材との関連：
５・６上p.44・45「刷り
重ねて表そう」（絵に
表す），５・６下p.42・
43「版から広がる世
界」（絵に表す）など
との関連が深い。
初めて彫刻刀に触れ
る題材であり，適切
な扱いを身に付ける
ことで，その後の活
動が広がっていく。

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

単元名 からだでかんしょう（鑑賞）

単元名 森のげいじゅつ家（立体）

単元名 ゴー！ゴー！ドリームカー（工作）

1～2
ゴムや風の力で動く仕組みを知り，
楽しい形や色の車をつくる。

他教科等との関連：
理科のゴムや風の力
の学習で学んだこと
を生かして活動でき
る題材である。理科
との違いは動力とし
て活用するだけでな
く，自分の表したい形
や色で車をつくること
であり，飾ることで動
かし方に工夫が必要
になることも気付か
せたい。

単元名 ほってすって見つけて（絵）



3 2
美術作品の形を真似ることから作品
の形や色の面白さに気付き，作品
のよさを味わう。

からだでかんしょう
○美術作品を鑑賞して，その形，色，組合
せから受ける感じについて話し合う。
○作中の人物のポーズ，あるいは作品の感
じから受ける印象を体で表す。
○自分なりに体のポーズを工夫するととも
に，友人との話し合いを通して，よりよくした
り協力したりて表す。
○体で表してみて気付いた作者の意図や
友人の表し方との違いについて話し合う。
（言語活動）

○

（鑑）体を使っていろいろ試み
ながら味わうとともに，気付
いたことや面白さを友人に伝
え，友人の気付いたことを受
けとめている。

教師：美術作品の図版，
投影機器　など

児童：筆記用具　など

他教科等との関連：
体育科のバランスを
とる運動との関連が
深い。絵や彫刻など
には実際に真似てみ
ると窮屈な姿勢をと
る必要があるものが
ある。全身を使って
鑑賞することによって
気付くこともあり，ま
た真似をすること自
体が表現活動にもな
る。

2

total 60

標準 60

余剰 0


