
図画工作科指導計画・評価計画（第５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

見つめて 広げて
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

2

アート・カードを使って，友人と話し
合うなどすることから自分なりの見
方や感じ方を深め，よさや美しさを
感じ取ることを楽しむ。

感じを見つけよう
○オリジナルのアート・カードをつくり，活動
に興味をもつ。
○キーワードを基に自分の見方や感じ方で
カードを選ぶゲームなどをして，感じたこと
や思ったことを話したり，友人と話し合ったり
することを通して，対象への見方や感じ方を
深める。
○ワークシートなどに活動のまとめをして，
活動を振り返る。（言語活動）

○

（鑑）造形的なよさや美しさ，
対象のイメージ，作者の心情
や意図，表現の工夫などを
感じ取り，自分の思いや考え
をもって作品を味わってい
る。

教師：画用紙（カード大に
切ったもの），実物投影
機，プロジェクタ　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，筆記用具
など

（２）

アート・カードを使って，友人と話し
合うなどすることから自分なりの見
方や感じ方を深め，よさや美しさを
感じ取ることを楽しむ。

作品のストーリーを考えよう
○何人かのグループに分かれ，アート・カー
ドを机上に並べてカードに興味をもつ。
○カードを３～４枚選び，それを並べてオリ
ジナルのストーリーをつくるゲームを行うこ
とを理解する。
○自分が選んだカードと考えたストーリーに
ついて，グループ内で説明し合う。
○ワークシートなどを使って，活動を振り返
る。（言語活動）

○

（鑑）アート・カードの作品の
形や色，イメージなどから感
じたことや想像したことを話し
たり，考えたことを振り返った
りしながら作品を味わってい
る。

教師：アート・カード（４～
５人のグループに１セッ
ト），ワークシート
など

児童：筆記用具　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

4～5 2
コンテでぬりつぶした画面を消しゴ
ムで消しながら現れる形から思い付
いて絵に表す。

〇画面をコンテでぬりつぶす。
〇消しゴムやコンテを使って自分の思い描
いたイメージになるよう試しながら，形や色
を考え表し方を工夫する。
〇自分たちの作品を見せ合い，よさや違い
を感じ取り、伝え合う。（言語活動）

○ ○

（想）消すことで生まれる形に
ついて，自分の思い描いたイ
メージが表れるような形や色
を考えている。
（鑑）自分や友人の作品を見
て，形や色の工夫を見付け
たり，よさを味わおうとしたり
している。

教師：木炭紙・画用紙，
木炭，コンテ（セピア・ブ
ラウン・濃紺など消すと
形がはっきりと味わえる
濃い色がよい），パステ
ル，フィキサチーフ（固定
液）　など

児童：消しゴム，汚れても

他の題材との関連：
p.20・21「心の形」（立
体に表す）との関連
が深い。どちらも削る
ことで生まれる形や
線からイメージを広
げて表す題材であ
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

3
動きが連続して見えるアニメーション
の仕組みを生かして，楽しい作品を
つくる。

おどれ！わりピンキャラクター
○教科書などを見て，コマ撮りアニメーショ
ンの仕組みを知る。
○何が動いたら楽しいかを考え，割りピンの
仕組みを生かしたキャラクターを考える。
○キャラクターの割りピンの位置や動かし
方，位置の移動などにより，形や動きの変
化を15～20コマ程度で表す見通しをもつ。
○身近な材料も使い，１場面ごとに少しずつ
変化させながら，固定したデジタルカメラで
撮影していく。
○何場面か撮影したら連続再生し，動きを
確かめる。
○つくったアニメーションを友人と見せ合
い，形の変化や表し方のよさについて話し
合う。（言語活動）

○ ○

（関）身近なアニメーションの
種類や動く仕組みの効果に
ついて興味をもち，連続して
動いて見える楽しさを味わお
うとしている。
（想）実際に動かしながら，動
きや変化などが楽しいものに
なるように形や色などの効果
を考えている。

教師：画用紙，色画用
紙，厚紙，割りピン，デジ
タルカメラ　など

児童：サインペン，はさ
み，のり　など

（３）
動きが連続して見えるアニメーション
の仕組みを生かして，楽しい作品を
つくる。

めくれ！変身パラパラアニメ
○教科書などを見て，パラパラアニメーショ
ンの仕組みを知る。
○変化する形の始めと終わりを決め，間の
コマ数と形の変化を考える。
○かいたコマの絵を順番に並べて形の変化
を確かめる。
○コマの絵を重ねて端をホチキスでとめ，め
くりやすいように紙を上下にもむ。
○つくったアニメーションを友人と見せ合
い，形の変化や表し方のよさについて話し
合う。（言語活動）

○ ○

（関）身近なアニメーションの
種類や動く仕組みの効果に
ついて興味をもち，連続して
動いて見える楽しさを味わお
うとしている。
（想）実際に動かしながら，動
きや変化などが楽しいものに
なるように形や色などの効果
を考えている。

教師・児童：ホチキス　な
ど

教師：画用紙（薄手のも
の。５～６cm幅の帯状に
しておくと児童が使いや
すい）　など

児童：サインペン，鉛筆，
色鉛筆，はさみ　など

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

単元名 コマコマアニメーション（工作）

単元名 使って楽しい焼き物（工作）

5

中学校の学習内容と
の関連：
映像メディアの活用
につながる題材。ア
ニメーションの原理に
ついて理解し実際に
製作することで，美術
科での表現活動の
際，より発想や構想
を広げることができ
る。

単元名

単元名 カードを使って（鑑賞）

単元名 消してかく（絵）

4

4

1

道徳との関連：
「２-（４）謙虚な心を
もち，広い心で自分と
異なる意見や立場を
大切にする。」と関連
が深い。同じカードを
見ても感じ方は人そ
れぞれである。交流
を通して自分と違う
考え方があることを
知り，理解を深め合う
ことができる。



6 6
焼成用の粘土を使って，ひもづくり
や板づくりの技法を生かして，実際
に使えるものを工夫してつくる。

使って楽しい焼き物
○教科書を見ながら板づくりやひもづくりに
ついて知る。
○自分の用途や使用目的に合った使いたく
なるような焼き物を考える。
○思いに合わせてつくる。
○できた焼き物の質感や立体感などを味わ
いながら，実際に使ってみた感想などを話し
合う。（言語活動）

○

（技）用途に合った焼き物の
つくり方をひもづくりや板づく
りの技法を組み合わせたり，
形を工夫したりしてつくってい
る。

教師・児童：粘土板，新
聞紙　など

教師：土粘土・テラコッタ
粘土など焼成用の粘土，
かきべら，切り糸，たたら
板　など

児童：粘土べら，雑巾
など

宿泊研修の活動に充
てる

中学校の学習内容と
の関連：
実際に使用する焼き
物をつくる内容はＡ
表現（２）ウに示され
ている用途や機能，
使用する者の気持ち
を考えて表現の構想
を練るといった内容
につながるものであ
る。また美術で焼成
に関する活動を行う
際，Ａ表現（３）イにあ
るような，制作の順
序を考え見通しを
もって表現することに
も結び付く。

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

7 4
電動糸のこぎりで切り出してできる
様々な形の板材を組み合わせて，
立体に表す。

〇ベニヤ板を電動糸のこぎりを使って，10
ピース程度の様々な形に切り出す。
〇切り込みの入れ方を知り，どのように組
み合わせると面白い形になるか考えながら
組み合わせる。
＊できた形を基にイメージを広げ，絵の具を
使って着色してもよい。
〇できたものを友人といろいろな視点から
見合い，様々な形を組み合わせてできた形
の面白さについて話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）いろいろな方向から作
品を見て，板と板の組合せを
試しながら面白い形を考えて
いる。
（技）電動糸のこぎりを使い，
面白い形を切ろうとしたり，い
ろいろ試しながら組合せ方を
工夫したりしている。

教師：電動糸のこぎり（で
きれば２～３人に１台），
糸のこぎり刃，ベニヤ板
（厚さ５～６㎜・30×45㎝
程度），紙やすり，ニス，
刷毛　など

児童：水彩用具一式，鉛
筆　など

他の題材との関連：
p.26・27「くねくね糸の
こパズル」（工作に表
す），５・６下p.38・39
「１枚の板から」（工
作に表す）などと関連
が深い。初めて電動
糸のこぎりを使う題
材であり，自由に板
を切り分ける活動を
通して，用具の適切
な扱いに慣れるよう
にしたい。また，中学

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 2

身近な場所の形や色といった特徴
から発想を広げて，いろいろな材料
を活用して楽しい空間につくり変え
る。

あんなところでこんなところで
○どの場所を変えると楽しいことができそう
か考えながら，いろいろな場所を見て回る。
○場所にある形や色などを生かし，材料の
使い方や組合せ方を工夫して，楽しい空間
につくり変える。
○友人のつくった場所を訪問し，場所の形
や色の生かし方，構成の面白さなどについ
て話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）場所の特徴を生かすと
ともに，思いもよらないような
楽しい場所になるように考え
ている。
（技）つくりだそうとしている空
間の様子に合った材料の組
合せ方をいくつも試して比較
し，工夫している。

教師・児童：段ボール，セ
ロハンテープ，ホチキス，
身辺材　など

教師：画用紙，色画用
紙，色セロハン，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，化学接着剤，
デジタルカメラ　など

児童：水彩用具一式，は
さみ，のり　など

中学校の学習内容と
の関連：
周囲の様子を考え合
わせながら空間を変
えることを構想する
活動は中学校美術
科におけるＡ表現
（１）アや（２）アとの
関連が深い。

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

8～9 3
自分の気持ちをいろいろな形や色で
表すことを楽しみ，表し方や組合せ
を考え工夫して表す。

〇自分の気持ちをいろいろな形や色で表す
活動への関心や見通しをもつ。
〇カード状の画用紙に，自分の感情や気持
ちについて思い描いたイメージになるよう試
しながら，形や色を考え工夫して表す。
○自分の思いがより表されるように，カード
を並べたり構成したりして表す。
〇友人と作品を見せ合い，よさや面白さを
感じ取る。

○

（想）試し表す中から，心や
感情について自分の思い描
いたイメージが表れるような
形や色を考えている。

教師・児童：新聞紙　など

教師：画用紙，段ボール
紙，黄ボール紙，パステ
ル，ローラー，ぼかし網
など

児童：水彩用具一式，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。

道徳との関連：
「１-（６）自分の特徴
を知って，悪い所を
改めよい所を積極的
に伸ばす。」と関連が
深い。形や色で自分
の気持ちを表すこと
は，今の自分を見つ
め直すことでもある。
直接言葉で表すこと
が難しいことでも，形
や色を通すことで表

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

9 4
心が動いた物語の場面を選び，雰
囲気や自分の思いが伝わるように
画面の構成を考えて絵に表す。

物語から広がる世界
○好きな物語の中から，絵に表すことも考
えながら表したい物語を選ぶ。
○心が動いた場面をいくつか選び，アイデ
アスケッチをするなどして，かく場面を決め
る。
○想像した場面の雰囲気や自分の思いが
伝わるように，ものの大きさや配置，色の感
じなどを考えて表す。
○描画材の使い方を工夫しながら着色す
る。
○友人と絵を見せ合い，自分がとらえた場
面の様子をどのように表したのか話し合う。
（言語活動）

○ ○

（想）自分の心が動いた場面
の様子や自分の思いが伝わ
るように，かくものの場所や
配置を試しながら画面の構
成を考えている。
（鑑）同じ物語を表していて
も，人によってそれぞれ選ぶ
場面や表し方が違うことに気
付き，認め合っている。

教師：画用紙，色画用紙
など

児童：水彩用具一式，サ
インペン　など
「町作品展」に活用してく
ださい。

他教科等との関連：
国語科教科書に掲載
されている作品や，
推薦図書などから
テーマを選ぶこともで
きる。

中学校の学習内容と
の関連：
Ａ表現（１）アイにつな
がっていく題材。想像
したことを基に主題を
生み出すこと，全体と
部分の関係を考え創
造的な構成を生み出
すことなどは，小学
校における表現活動
の積み重ねから生ま
れる。

4

単元名 立ち上がれ！マイ・ライン（立体）

単元名 あんなところでこんなところで（造形）

単元名 心のもよう（絵）

単元名 物語から広がる世界（絵）

単元名 糸のこスイスイ（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

10 4
アルミ針金を曲げたり立たせ方を工
夫したりしながら，思い付いた形を
立体に表す。

立ち上がれ！マイ・ライン
○アルミ針金を曲げたり巻いたりして，いろ
いろな立て方を試す。
○アルミ針金の特徴を生かした立て方を基
に，思い付いた立体を構想してつくる。
○つくりながら思い付いたアイデアを生かし
て，形を整えたり装飾を加えたりする。
○作品を友人と見せ合いながら，アルミ針
金の特徴を生かした表現や立体の面白さ，
美しさについて話し合う。（言語活動）

○ ○

（想）アルミ針金の特徴を生
かしながら自分のイメージに
合うような装飾なども考えて
いる。
（技）アルミ針金の特徴を生
かし，いろいろな立て方や装
飾を試み，自分の思いに
合った形になるように工夫し
ている。

教師：アルミ針金，木材，
ペンチ，ラジオペンチ，ス
テープル，金づち　など

児童：水彩用具一式　な
ど

中学校の学習内容と
の関連：
第１学年Ａ表現（１）イ
に記載されている，
全体と部分とのバラ
ンス，量感，空間性を
考えるといった内容
につながる題材であ
る。また，ペンチを扱
うため，技術科にも
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

2

いろいろな材料に光を通して生まれ
る形や色を基に，光を当てた際の効
果を試し，工夫して場所の雰囲気を
変える。

人工の光で
○光の当て方によって美しく変化する透過
光や影の美しさに気付く。
○様々な材料に光を当てて，光の効果を試
しながら，場所の雰囲気を変える方法を考
える。
○できたものを友人と見合い，材料や光源
の違いで変化する光や空間の美しさについ
て話し合う。（言語活動）

○ ○

（関）投影される形や色を生
かし，自分なりの思いをもっ
て，友人と協力しながら場所
の雰囲気を変えようとしてい
る。
（想）場所との関係を考えて，
投影される光が美しく見える
方法をいくつも試し，比較し
た上でより美しく見える方法
を考えている。

教師・児童：ビー玉，色セ
ロハン，トレーシングペー
パー，ミラーシート　など

教師：LEDライト，プロ
ジェクタ，鏡　など

児童：はさみ，のり
など

（２）

いろいろな材料に光を通して生まれ
る形や色を基に，光を当てた際の効
果を試し，工夫して場所の雰囲気を
変える。

自然の光で
○光の当て方によって美しく変化する透過
光や影の美しさに気付く。
○いろいろな材料に光を当てて，光の効果
を試しながら，場所の雰囲気を変える方法
を考える。
○できたものを友人と見合い，材料や光の
当たり方の違いで変化する光や空間の美し
さについて話し合う。（言語活動）

○ ○

（関）光を通して生まれる形
や色を生かし，自分なりの思
いをもって，友人と協力しな
がら場所の雰囲気を変えよう
としている。
（想）場所との関係を考えて，
材料を通して生まれる光が
美しく見える方法をいくつも
試し，比較した上でより美しく
見える方法を考えている。

教師・児童：ビー玉，色セ
ロハン，トレーシングペー
パー，セロハンテープ　な
ど

教師：スズランテープ，ミ
ラーシート，ひも　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

11 4
鏡のもつ面白さ，不思議さを生かし
て，材料を組み合わせて立体に表
す。

ミラクル！ミラーステージ
○スタンド式の鏡やミラーシートなどを活用
して映り方を試し，映る仕組みや楽しさを感
じ取る。
○試しながらつくりたいイメージをもつ。
○つくりたいイメージに合わせて材料や用
具を選び，つくる。
○鏡に映る世界の楽しさや不思議な感じや
工夫したところなどを伝え合い交流する。
（言語活動）

○ ○

（想）鏡に映る世界を何度も
試しながら，表したいものに
合った材料や組合せ方や配
置などを考えている。
（技）鏡に映る世界を確かめ
ながら効果的な映り方や表し
方を工夫してつくっている。

教師・児童：段ボール，セ
ロハンテープ，身辺材
など

教師：ミラーシート，紙粘
土，画用紙，色画用紙，
カッターナイフ，カッター
マット，木工用接着剤，
化学接着剤　など

児童：水彩用具一式，は
さみ，のり　など

中学校の学習内容と
の関連：
Ａ表現（１）アイにつな
がる題材。想像した
ことを基に主題を生
み出すこと，全体と部
分の関係を考え創造
的な構成を生み出す
ことなどは，小学校に
おける表現活動の積
み重ねから生まれ
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
普段の生活や身の回りを見つめ，そ
の時に感じた印象や思いを絵に表
す。

じっと見つめてみると
○自分の生活や身の回りのことを，じっと見
つめて感じたことや思ったことを考える。
○伝え表したいことを基に，表し方を構想し
て絵に表す。
○友人と作品について話し合い，伝えた
かった思いや表現に共感したりしながら，多
様な見方をする。（言語活動）

○ ○

（想）表したい感じや印象，思
いが表れるように構図などを
考えている。
（技）表したいことの感じや印
象，思いが伝わるような表し
方をいろいろ試し，工夫を重
ねている。

教師：画用紙，色画用
紙，和紙，アイデアスケッ
チ用紙，コンテ，墨，割り
ばし　など

児童：水彩用具一式，ク
レヨン・パス　など

中学校の学習内容と
の関連：
Ａ表現（１）アイにつな
がっていく題材。対象
のよさを感じ主題を
生み出すこと，全体と
部分の関係を考え創
造的な構成を生み出
すことなどは，小学
校における表現活動
の積み重ねから生ま
れるものである。

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

単元名 じっと見つめてみると（絵）

単元名 伝え合いたい思いや気持ち（工作）

単元名 光のハーモニー（造形）

単元名 ミラクル！ミラーステージ（立体）

11

道徳との関連：
「３-（３）美しいものに
感動する心や人間の
力を超えたものに対
する畏敬の念をも
つ。」
「４-（３）身近な集
団に進んで参加し，
自分の役割を自覚
し，協力して主体的
に責任を果たす。」な
どと関連が深い。光
のもつ美しさへの関
心や，協力して場所
の雰囲気を変える活
動での経験を道徳の
指導に生かす。

他の題材との関連：
光を生かす活動は
１・２下p.10・11「ひか
りのプレゼント」（造
形遊びをする），３・４
下p.10・11「光とかげ
から生まれる形」（造
形遊びをする）などで
取扱いがある。光の
特性・見え方などを
十分に楽しんだ経験
を生かし，意図的に
場所の雰囲気を変え
る活動に取り組むと
よい。



5

学校の身近な場所のよさや自分が
伝えたい大切なことを，プレートや飾
り，ポスターなどに表し，身近な人に
伝える。

大好きな場所を伝えたい
○教科書を見て活動のねらいを知り，伝え
たい学校の身近な場所を決めたり，そのよ
さを考えたりメモを取ったりしながら，活動へ
の意欲を高める。
○伝えたい場所を見たり，そこでの楽しい経
験を思い出したりしながら，よさについての
メモやアイデアスケッチを重ね，思いを表す
形や色，材料などを考える。
○表したいプレートや飾りを材料や表現方
法を工夫したり，場所への置き方などを試し
たりしながら表す。
○できた作品を場所に飾り，よさや美しさを
楽しみながら，表現の意図や特徴について
話し合う。（言語活動）

○ ○

（関）自分の好きな場所を見
付け，楽しく伝わるようなプ
レートを確かめながらつくる
ことに取り組もうとしている。
（鑑）友人の作品のよさや美
しさを楽しみ，その表現の特
徴を通して理解した友人の
場所への思いを話したり，文
章に表したりして味わってい
る。

教師：板材，段ボール
板，針金，ひも，耐水絵
の具，電動糸のこぎり，
段ボールカッター，カッ
ターナイフ，カッターマッ
ト，のこぎり，釘，金づ
ち，きり，木工用接着剤，
クランプ　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン　など

（６）

学校の身近な場所のよさや自分が
伝えたい大切なことを，プレートや飾
り，ポスターなどに表し，身近な人に
伝える。

○ポスターの働きや表し方を知り，ポスター
で多くの人に大切なことを伝える意欲を高
める。
○掲示する場所や見る人の立場などを基
に，伝えたいことやポスターのイメージ，文
字などの構成を考える。
○絵に表す活動で経験した材料や方法を
活用したり，教科書や身近なポスターを参
考に表現方法を工夫して表す。
○できたポスターを掲示板などに貼り，友人
と見合いながら，大切なことが伝わっている
か，みんなの役に立つものかどうかを話し
合う。（言語活動）

○ ○

（関）自分が大切に思うことを
見付け，わかりやすく伝わる
ようなポスターをつくることに
取り組もうとしている。
（鑑）友人の作品のよさや美
しさを楽しみ，その表現の特
徴を通して理解した友人の
場所への思いを話したり，文
章に表したりして味わってい
る。

教師：画用紙，色画用
紙，文字の形や絵の参
考になる資料やコン
ピュータ　など

児童：水彩用具一式，サ
インペン，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
彫ったり刷ったりしながら，線や色の
調子や重なりを確かめて，多色木版
に表す。

刷り重ねて表そう
〔一版多色木版〕
○一版多色木版の表し方について，教科書
を参考にして特徴や製作手順を理解する。
○自分の表したい場面を決め，版木に下絵
をかくなどして，主に線彫りで彫る。
○色画用紙の色の濃さと，インクの色の濃
さとを確かめながら刷る。
○できた作品を友人と見せ合い、良い点を
伝え合う。（言語活動）

〔彫り進み木版〕
○彫り進み木版の表し方について，教科書
を参考にして，特徴や製作手順を理解す
る。
○自分の表したいことや場面を構想する。
○版木に下絵をかき，配色の計画を立て表
す。

○

（技）表したいことに合わせ
て，構図や配色，色を付けて
刷る順序などを確かめ，効果
的に表すことができるように
工夫している。

教師・児童：新聞紙　など

教師：版木，刷り紙（一版
多色木版の場合は主に
黒色の色画用紙），版画
用具一式　など

児童：彫刻刀，水彩用具
一式　など

中学校の学習内容と
の関連：
Ａ表現（１）イに示され
ている，効果的な構
成・構図や配色など
の創造的な画面づく
りといった内容などに
関連する。また版画
は特に製作の順序や
見通しによって作品
の効果が大きく変わ
るものであり，小学校
での版に表す経験
は，Ａ表現（３）イにも
深く関連している。

4

total 50
標準 50
余剰 0

単元名 刷り重ねて表そう（絵）

1～2

道徳との関連：
「２-（４）謙虚な心を
もち，広い心で自分と
異なる意見や立場を
大切にする。」
「４-（６）先生や学校
の人々への敬愛を深
め，みんなで協力し
合いよりよい校風を
つくる。」などと関連
が深い。

中学校の学習内容と
の関連：
Ａ表現（２）アイウに
つながっていく題材。
目的や条件などを基
に，美的感覚を働か
せて，構成や装飾を
考えたり，伝えたい
内容について分かり
やすさや美しさなどを
考えたり，用途や機
能を考えることは，小
学校における表現活
動の積み重ねから生
まれるものである。


