
図画工作科指導計画・評価計画（第６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

4～5 4
心の中で思い浮かべたり，考えたり
している不思議な世界を想像し，表
し方を工夫して絵に表す。

○教科書に掲載されている参考作品を見
て，どんな世界を想像したのか，友人と話し
合い，表された世界の面白さについて気付
く。
○心の中で思い浮かべたり，考えたりして
いる世界を想像して発表したり，アイデアス
ケッチをしたりして，かきたいものを決める。
○想像した世界の形や色や様子について
考え，表したいことに合わせて，表し方を工
夫する。
○自分や友人の作品を見て，伝わってくる
世界の面白さや表し方のよさについて気付
いたことを話し合い，作品の表し方のよさを
感じ取る。(言語活動)

○

（想）心の中で思い浮かべた
り，考えたりしている楽しいこ
とや不思議な世界の形や色
を想像し，効果的な表現方
法を考えている。

教師：画用紙，色画用
紙，段ボール，黄ボール
紙，ボール紙，コンテ，液
体粘土，ローラー　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）につなが
る内容である。想像
したことを基に，思い
や願いなどを心の中
に思い浮かべて絵を
表す活動を経験する
ことは，中学校美術
への有意義な積み重
ねとなる。

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

3
風や水と場所の特徴を基に，場所
の様子と考え合わせて，材料などを
工夫して風や水を美しく表す。

風をとらえて（選択）
○風が吹いている場所を探し，その場所の
特徴や，風の吹く様子をとらえて，どのよう
にして可視化するか方法を考える。
○身近な材料を使ったり，組み合わせたり
しながら，風が見えるように工夫してつくる。
○活動場所や材料の特徴を生かして表され
たもののよさや，風が流れる姿の美しさにつ
いて話し合う。（言語活動）

○ ○

（関）風が吹いている場所の
特徴を生かして，風が流れる
姿の美しさをとらえ，材料を
工夫しながら活動に取り組も
うとしている。
（想）活動場所の風の様子を
とらえる方法や，美しく表す
方法をいくつも考え，吟味し
ている。

教師・児童：セロハンテー
プ　など

教師：スズランテープ，ビ
ニルシート，ミラーテー
プ，ひも，竹ぐし，棒材，
カッターナイフ，ビニル
テープ，粘着テープ　など

児童：はさみ，のり
など

道徳との関連：
「３-（２）自然の偉大
さを知り，自然環境を
大切にする。」
「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。」などと関連が
深い。風や水といっ
たものを可視化し形
をとらえる活動を通し
て，自然の偉大さを
知り，その美しさに感
動し，畏敬の念をも
つようにしたい。

（３）
風や水と場所の特徴を基に，場所
の様子と考え合わせて，材料などを
工夫して風や水を美しく表す。

水をとらえて（選択）
○教科書を見て，水が流れたり飛び散った
りする様子について興味をもち，水の姿を
見えるようにする活動に関心をもつ。
○活動場所に移動し，水に触れたり動かし
たりしながらグループで表したい水の姿を考
える。
○活動場所の様子も考え合わせながら，材
料や用具の使い方を試して表したい水の姿
をつくる。
○水の特徴と場所の様子を生かして，つくり
だされた水の姿のよさや美しさについて話し
合う。（言語活動）

○ ○

◎（関）水の特徴を生かし
て，場所の様子との意外な
重ね合わせ方を思い付き，
美しい水の姿をつくりだす活
動に取り組もうとしている。
◎（想）活動場所との関係を
考えて，美しい水の形や色の
表し方を何度も試み，児童自
身が最もふさわしいと考える
方法を見付けている。

児童・教師：水鉄砲（理科
の学習で使用したものな
ど），色セロハン，セロハ
ンテープ
など

教師：バケツ，ひしゃく，
ペットボトル，ボウル，プ
ラカップ，じょうろ，ポリ
袋，養生シート，木工用
接着剤，デジタルカメラ　
など

児童：はさみ，のり
など

道徳との関連：
「３-（２）自然の偉大
さを知り，自然環境を
大切にする。」
「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。」などと関連が
深い。風や水といっ
たものを可視化し形
をとらえる活動を通し
て，自然の偉大さを
知り，その美しさに感
動し，畏敬の念をも
つようにしたい。

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

6 4
ガラスが溶けて流れる様子を想像し
て，自分の思いに合った焼き物をつ
くる。

○ガラス片を添えて焼き締める焼き物につ
いて興味をもち，つくり方を理解する。
○ガラスが溶けて流れ溜まる様子をイメー
ジしながら，どのように流れにするのか，ど
んな形にするか，想像しながらつくる。
○ガラスが溶けて流れる道筋や量を考えて
ガラス片を置き，焼成する。
○自他の作品を見せ合って，形の面白さや
ガラスの色や流れの美しさなどを感じ取り合
う。

○

（想）ガラスが溶けて流れる
道筋を想像しながら，高低差
や段差をつくるなどして，面
白い形や楽しいアイデアのあ
る形を考えている。

教師・児童：粘土板，新
聞紙　など

教師：焼成用粘土（信楽
粘土など0.5〜１㎏程
度），ガラス片（ビー玉も
可），竹ぐし，割りばし　な
ど

児童：粘土べら，雑巾　な
ど

中学校の学習内容と
の関連：
Ａ表現（１）アイにつな
がる内容である。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。

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

4

5

1

単元名 水の流れのように(立体)

単元名 アミアミアミーゴ(工作)

単元名

単元名 想像のつばさを広げて(絵)

単元名 動きをとらえて形を見つけて(造形)



6 2
紙バンドや毛糸などを使い，織る，
編む，組むなど伝統的な技法を使っ
て，生活で使えるものをつくる。

○教科書を参照しながら，織ったり編んだり
組んだりするなどの技法を知り，生活の中
で使いたいものを考える。
○自分のつくりたいものに合うつくり方を選
び，つくる順番などの計画を立てる。
○基本的なつくり方を理解し，それを基に形
や色を工夫しながらつくる。
○自分や友人の作品のよいところや実際に
使ってみた感想などを話し合う。
（言語活動）

○

（技）使う人や場所を意識し，
用途に合わせてつくりたいも
のに合った技法や材料の使
い方を工夫している。

教師・児童：段ボール，
毛糸　など

教師：色画用紙，紙バン
ド，紙ひも，針金，カッ
ターナイフ，カッターマッ
ト，木工用接着剤
など

児童：はさみ，のり
など

中学校の学習内容と
の関連：
織る，編む，組むなど
の技法を使って生活
の中で使うものをつく
る内容は，Ａ表現（２）
（３）に結び付いてい
く。機能と楽しさや美
しさを考え，発想や構
想することの経験
は，「用と美の調和」
を考える上で大切な
役割を担っている。

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

7 2

開いた傘を使って，校舎の内外の広
い空間に働きかけて場所の変化を
楽しんだり，自分たちの思いを表し
たりする。

○開いた傘で空間に働きかけて形づくる活
動に興味をもつ。
○思い付いたことを試したり，表し方を工夫
したりして，傘を使った造形活動を展開しな
がら自分たちのイメージを広げ，形にしてい
く。
○場所の変化や気に入ったところをデジタ
ルカメラなどで撮影する。
○撮影後は活動した場所を元通りにし，写
真を電子黒板などで鑑賞する。
（言語活動）

○

（技）開いた傘の形や色の組
合せ方や並べ方などを試し
たり，空間での効果的な表し
方を考えたりして，工夫して
いる。

教師・児童：不用になっ
た傘，色セロハン，セロ
ハンテープ　など

教師：スズランテープ，色
紙，ビニルテープ，針金，
ペンチ，デジタルカメラ　
など

児童：はさみ　など

中学校の学習内容と
の関連：
傘の形を活用しつ
つ，場所の特徴をと
らえ雰囲気を変える
活動は，Ａ表現（１）
アの対象を見つめ感
性を豊かに働かせる
内容や，Ａ表現（２）
アの条件などを基に
美的感覚を働かせて
構成を考える内容な
どと関連する。

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

2
光や材料に触れて，いろいろ試しな
がら，自分の考えに合う形をつくる。

光のちょうこく（選択）
○光の形を浮かび上がらせる材料に触れ，
効果や特徴をつかむ。
○光り方を予想したり意図して切ったり穴を
あけたり，いろいろ試しながら形をつくる。
○自他の作品の工夫や形の面白さを鑑賞
し合う。（言語活動）

○

（技）光の効果を試し確かめ
ながら，スポンジの角や切り
口の形，ストローの長さや位
置などをいろいろ工夫してい
る。

教師：メラミンスポンジ
（大小いろいろな大きさ
のもの），LEDライト，皮
ポンチ，ストロー（白色タ
イプ），段ボールカッ
ター，木工用接着剤　な
ど

児童：はさみ　など

中学校の学習内容と
の関連：
メラミンスポンジやス
トローといった材料を
組み合わせる活動
は，光と相まって抽
象的な形の美しさを
つくりだす。美術第
２・３学年Ａ表現（１）
に示されている単純
化や省略，強調によ
り創造的な構成を考
えることなどに結び
付く。

（２）
光や材料に触れて，いろいろ試しな
がら，自分の考えに合う形をつくる。

かがやく世界（選択）
○光を通す材料を集め，光を通すことで生
まれる効果や特徴をつかむ。
○光り方を予想して，美しく見える形を意図
して切ったり穴をあけたり，接着したりして形
をつくる。
○自分や友人の作品の工夫や形の面白さ
を鑑賞し，話し合う。（言語活動）

○

（技）光の効果を試し確かめ
ながら，ペットボトルの切り口
の形やストローの長さ，組合
せ方などを工夫している。

教師：LEDライト，スト
ロー，ペットボトル，ペット
ボトルばさみ，カッターナ
イフ，化学接着剤，ホット
ボンド　など

児童：はさみ　など

中学校の学習内容と
の関連：
メラミンスポンジやス
トローといった材料を
組み合わせる活動
は，光と相まって抽
象的な形の美しさを
つくりだす。美術第
２・３学年Ａ表現（１）
に示されている単純
化や省略，強調によ
り創造的な構成を考
えることなどに結び
付く。

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 2
美術作品の表現の工夫の一つであ
る「筆あと」の特徴から，作者の表現
の意図や思いをとらえる。

○「筆あと」に特徴のある美術作品を鑑賞
し，その表現の特徴について話し合う。
○画用紙（八切程度の大きさ）に自分の選
んだ作品の「筆あと」を試してみる。
○「筆あと」を試す際に工夫したり考えたりし
たことをワークシートなどにまとめ，話し合
う。
○自分が「筆あと」を試したことから作者の
思いを想像し，友人と話し合う。
（言語活動）

○

（鑑）美術作品を見て，「筆あ
と」を自分で試した体験を基
に，感じたことや作者の思い
について感じ取っている。

教師：「筆あと」に特徴の
ある美術作品の図版，画
用紙，刷毛　など

児童：筆記用具，水彩用
具一式　など

中学校の学習内容と
の関連：
筆致をきっかけにし
て作品を鑑賞する活
動は，Ｂ鑑賞（１）ア
における，造形的な
よさや美しさ，作者の
表現の工夫などを感
じ取るという内容と結
び付くと同時に，Ａ表
現（３）アとも深く関連
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

8～9 2

墨や用具の特徴を生かして自分の
表したいことを見付け，いろいろ試し
ながら自分の思いに合う表し方を工
夫して表す。

〇墨と用具の手応えを感じながら，思いの
ままに手を動かし，いろいろ試し表すことを
楽しむ。
〇いろいろな用具を試したり，表し方を組み
合わせたりして，自分の思いに合う表し方を
工夫する。
〇友人の作品を見て，墨の美しさや表し方
の違いなどについて話し合う。（言語活動）

○

（技）いろいろな用具や方法
をどんどん試し表すことか
ら，思いに合う表し方をつくり
だしている。

教師・児童：割りばし，新
聞紙，雑巾　など

教師：和紙（いろいろな大
きさのものや），刷毛，小
皿　など

児童：墨汁，筆，スポイ
ト，文鎮，筆洗　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：
「４-（７）郷土や我が
国の伝統と文化を大
切にし，先人の努力
を知り，郷土や国を
愛する心をもつ。」と
関連が深い。墨を
使った表現は日本の
伝統的な表現方法で
あり，実際に経験す
ることで伝統と文化を
より一層大切にしよう
とする気持ちが育ま

2

7

単元名 光の形(立体)

単元名 筆あと研究所(鑑賞)

単元名 墨で表す(絵)

単元名 ひらいてみると(造形)



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
毎日の生活を見つめることで見付け
た，大切に思う風景を絵に表す。

○自分の生活や身の回りを見つめ，大切な
風景を思い浮かべる。
○思いが表れるように表し方を構想して，自
分が大切に思う風景を絵に表す。
○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，学び合っ
たりしながら，多様な見方をする。
（言語活動）

○ ○

（想）毎日の生活の中で感じ
た思いを様々な視点から見
つめながら，その様子を考え
ている。
（鑑）自分や友人の絵を見
て，表そうとした思いや表現
のよさや美しさ，表し方の工
夫などを感じ取っている。

教師：画用紙，色画用
紙，アイデアスケッチ用
紙，パステル，コンテ　な
ど

児童：水彩用具一式，サ
インペン，クレヨン・パス　
など
「町作品展」に活用してく
ださい。

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。

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 4
液体粘土で固めた布の形を見立
て，想像を広げて立体に表す。

○布のつるし方やかぶせ方を工夫して，気
に入った形を見付ける。
○布を水に濡らして絞った後，液体粘土に
浸して成形し，固める。
○固まった形を様々なものに見立てる。
○見付けたイメージを表す置き方や色を工
夫する。
○自分の作品を置く場所を考え展示し，意
図を説明したり，友人の説明を聞きながら，
作品のよさや工夫について考え伝え合う。
（言語活動）

○

（想）固まった布を高さや方
向・角度を変えて見て，様々
なものに見立て，イメージを
広げ，自分のつくりたいもの
を見付けている。

教師・児童：布（不用に
なったタオルなど），空き
缶・ペットボトル・びんな
どの空き容器　など

教師：液体粘土，バット，
ひも，洗濯ばさみ，色画
用紙，針金，角材，板，
釘，金づち，木工用接着
剤，化学接着剤，粘着
テープ　など

児童：水彩用具一式，雑
巾　など

中学校の学習内容と
の関連：
液体粘土で布を固め
る活動は３・４下p.28・
29「トロトロ，カチコ
チ・ワールド」（立体
に表す）で取り上げて
いるが，ここでは形
の美しさや面白さか
ら発想を広げる活動
として示している。Ａ
表現（１）の主題に関
わる部分に結び付く
活動である。また，形
のとらえ方や表し方
などの技能について
はＡ表現（３）アとも深

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
クランクの仕組みを生かして動きの
ある面白いおもちゃなどをつくる。

○クランクの作品例を動かしたりしながらク
ランクの動きを味わい，つくりたいものに期
待感をもつ。
○クランクの仕組みをつくり，動きを生かし
ながら，思い思いに動きのあるつくりたいも
のをつくる。
○できた作品のクランクの動きを互いに紹
介し合いながらその動きの特徴について鑑
賞する。（言語活動）

○ ○

（想）クランクの仕組みを生か
し，形や色を効果的に使った
アイデアあふれるものを考え
ている。
（技）クランクの仕組みを生か
して，思いや考えに合った動
きになるように確かめながら
材料や用具の使い方を工夫
している。

教師・児童：空き箱，牛乳
パック，包装紙，身辺材　
など

教師：色紙，色画用紙，
針金（18番～20番程度の
使いやすいもの），ペンチ
（またはラジオペンチ），
ストロー，竹ぐし，竹ひご　
など

児童：サインペン，はさ
み，のり　など

中学校の学習内容と
の関連：
Ａ表現（２），（３）に結
び付いていく。仕組
みをつくって動かすと
いう条件を基に発想
や構想し，見通しを
もって表現する活動
は，小学校から積み
重ねた経験がとても
大切である。

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

11 1
私たちの暮らしを楽しく豊かにしてい
る「和の形」に触れ，よさや美しさを
感じ取る。

○普段の生活の中には，暮らしを楽しく豊
かにしている「和の形」があることを知る。
○自分たちの暮らしの中にある「和の形」を
探す。
○自分たちの暮らしの中にある「和の形」の
よさや美しさを味わう。
○生活を楽しく豊かにするものをつくる。

○

（鑑）自分たちの暮らしの中
にある「和の形」のよさや美し
さ，形や色の特徴，材質感の
違いなどをとらえている。

教師：参考図版，ワーク
シート，実物投影機，プ
ロジェクタ，児童の活動
に合わせた材料や用具　
など

児童：家庭で見付けた和
の形（写真でも可），筆記
用具，水彩用具一式，サ
インペン，色鉛筆　など

道徳との関連：
「４-（７）郷土や我が
国の伝統と文化を大
切にし，先人の努力
を知り，郷土や国を
愛する心をもつ。」と
関連が深い。日本に
伝わる伝統的な造形
に触れることで，文化
を大切にし郷土や国
を愛する心をもつこと
ができる。

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

12 4

これまでの経験を生かし，自分の思
いに合った版に表す技法を用いて，
彫りや刷りの効果を確かめながら表
す。

○版に表すことを考え，今までに学習した版
づくりの経験を基に，教科書を参考にして，
どのような版表現にするか決める。
○選んだ版表現の製作手順を確認し，アイ
デアスケッチをしたり，下絵をかいたりする。
○製作の見通しをもち，配色計画などを立
て，彫りや刷りの効果を確かめながら表す。
○作品を鑑賞し合い，互いの工夫などを話
し合ったり，よさを感じ取ったりする。
（言語活動）

○

（技）彫りや刷りの効果を知っ
て見通しをもち，自分の表し
たいことに合うように彫りや
刷りの効果を確かめ，工夫し
ている。

教師・児童：新聞紙，身
辺材　など

教師：版木，スチレン
ボード，版画用紙，版画
用具一式，色画用紙　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：
いくつかの版表現の
技法の特性から，自
分が表したい内容を
構想し，見通しをもっ
て製作する内容は，
Ａ表現（１）（３）に結
び付く。第２・３学年
に「材料や用具，表
現方法の特性などか
ら制作の順序などを
総合的に考えなが
ら」と記されている
が，小学校からの段
階的な経験が重要で
ある。

4

単元名 味わってみよう和の形(鑑賞)

単元名 版から広がる世界(絵)

単元名 わたしの大切な風景(絵)

単元名 いっしゅんの形から(立体)

単元名 くるくるクランク(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

1～2 3
様々な願いのこもった学校や街づく
りの計画を模型などに表して，友人
や学校に訪れた人に伝える。

○身近な社会や環境の話題から学校や街
のよさや課題について話し合い，よりよい学
校や街づくりへの思いを膨らませる。
○アイデアスケッチをしながら，よりよい学
校や街づくりの計画を立てたり表現方法を
考えたりする。
○身近な材料や今までに経験した方法を活
用して，計画を模型や設計図などに表す。
○学校や街づくりに込めた思いや願い，表
現の工夫などをプレゼンテーションする交流
会を行う。（言語活動）

○ ○

（関）活動に取り組みながら
新しいデザインを考え続けよ
うとしたり，イメージを表すた
めに適した材料を積極的に
集めたりしようとしている。
（想）アイデアスケッチをした
り，表しながら思い付いたこ
とを付け足したりしながら，学
校や街づくりの計画や表現
方法などを考え続けている。

教師・児童：空き箱，空き
容器，段ボール，セロハ
ンテープ，身辺材　など

教師：細い角材，板材，
紙粘土，針金，耐水性絵
の具，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

道徳との関連：
「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。」
「４-（７）郷土や我が
国の伝統と文化を大
切にし，先人の努力
を知り，郷土や国を
愛する心をもつ。」な
どと関連が深い。社
会問題なども含め
て，思い描いたよりよ
い学校をつくりプレゼ
ンテーションする活動
を通して，今の学校

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

2～3 6
将来の自分を想像し，心を込めて立
体に表す。

○教科書を参考にしたり，話し合ったりしな
がら，12年後の自分の姿を思い浮かべ，表
したい様子やイメージをもつ。
○仕事などをしている時の様子を想像し，
思いを広げて自分の将来の姿がよりよく伝
わるように，形や色を構想する。
○材料の特徴をとらえ，表したい形になるよ
うに工夫して表す。
○完成した「12年後のわたし」を友人と見合
い，表現のよさや将来の夢や願いについて
交流する。（言語活動）

○ ○

（想）なりたい職業や夢に向
かって思いを巡らせ，その様
子が伝わるように場面や動
きを想像し，材料の組合せ方
を思い付いている。
（技）表したい職業や夢が実
現した様子が伝わるよう材料
を生かすとともに，強調した
動きやバランスを考えて表し
方を工夫している。

教師・児童：空き箱，身辺
材　など

教師：紙粘土，板材，木
片，白ボール紙，段ボー
ル紙，アルミ針金，ス
テープル，金づち，ペン
チ，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

道徳との関連：
「１-（２）より高い目標
を立て，希望と勇気
をもってくじけないで
努力する。」
「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。」
「４-（４）働くことの意
義を理解し，社会に
奉仕する喜びを知っ
て公共のために役に
立つことをする。」な
どと関連が深い。社
会の一員として活躍
する未来の自分を想
像して立体に表すこ
とで，そのような態度
が育っていく。

6

total 50

標準 50

余剰 0

単元名 12年後のわたし(立体)

単元名 ドリームプラン(工作)


