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５・６上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 主な材料・用具 関連 

p.8・9 

 

心のもよう 

 

（２～４） 

 

絵に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

材料や用具を工夫して

表した形や色から，自

分の気持ちを表すイメ

ージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

「表したい」という気持

ちをもち，自らに問いか

けながら自分なりの方

法で率直に表そうとす

る子ども。 

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。 

（関）自分の気持ちを形や色で表すことを楽しもうと

している。 

（想）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。 

（技）絵の具や筆などの特徴を生かしながら，濃淡やに

じみ，重なりや動きなどの表し方や，カードの組合せ方

を工夫している。 

（鑑）自分や友人の作品を見て，よさや面白さを感じ

取っている。 

 

◎（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 

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

通すことで表現でき

ることがある。 

  

 

    

■題材別カリキュラムについて 

この資料は，年間指導計画の作成に必要な内容を記載しています。 

地域や学校の実情に合わせた年間指導計画のご作成にお役立て下さい。 

 
ページ・題材名・

（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 

［共通事項］との関連・ 

育てたい子ども像 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 主な材料・用具 関連 

p.08・09 

 

心のもよう 

 

（２～４） 

 

絵に表す 

題材の目標： 

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。 

 

［共通事項］との関連： 

材料や用具を工夫して

表 した形 や色から，自

分の気持ちを表すイメ

ージをもつ。 

 

育てたい子ども像： 

「表したい」という気持ち

をもち，自らに問いかけ

自分なりの方法で率直

に表そうとする子ども。 

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

や色を考え表し方を工夫する。 

○自分の思いが一層表されるように，カードを並

べたり構成したりして表す。 

〇自分たちの作品を見せ合い，よさや違いを感

じ取る。 

（関）自分の気持ちを形や色で表すことを楽しもうとし

ている。 

（想）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。 

（技）絵の具や筆などの特徴を生かしながら，濃淡や

にじみ，重なりや動きなど，表し方を工夫している。 

（鑑）自分たちの作品を見て，よさや違いを感じ取っ

ている。 

 

◎（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：共用の絵の具，

画用紙，段ボール，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，

鉛 筆 ， クレ ヨ ン・ パス

など 

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

葉で表しにくいこと

でも，形 や色を通

すことで素直に表

現 できることがあ

る。 
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題材別カリキュラム表は下記の内容で構成されています。 

 

① ページ／題材名／配当時間／分野 

・各題材の教科書掲載ページ，題材名などを示しています。 

・配当時間は，学校や児童の実情に合わせて柔軟な取り扱いができるよう，基本的に幅をもたせて設定しています。 

・分野は，学習指導要領に示された「造形遊びをする」「絵に表す」「立体に表す」「工作に表す」「鑑賞する」に該当する内容を示しています。 

 

② 題材の目標 

・各題材での児童の活動の目標を示しています。 

 

③ 〔共通事項〕との関連 

・学習指導要領に示された当該学年の〔共通事項〕を踏まえて，題材における〔共通事項〕との関連を示しています。 

 

④ 育てたい子どもの姿 

・題材に取り組むことで育みたい子どもの資質・能力について示しています。 

 

⑤ 主な学習内容 

・児童の活動を中心として，授業の流れを追って示しています。 

 

⑥ 題材の評価規準の例／（◎は重点化の観点 ・ A と評価する例）を設定しました。 

・各題材の観点別評価規準の例を示しています。「おおむね満足できる」状況（Ｂ）について記載しています。 

・◎は，その題材で重点化してほしい評価の観点について「十分満足できる」（Ａ）の例を記載しています。 

・評価規準例の略号は下記のとおりです。 

 （関）：造形への関心・意欲・態度 

 （想）：発想や構想の能力 

 （技）：創造的な技能 

 （鑑）：鑑賞の能力 

※評価については，一つの題材だけでなく，複数の題材のまとまりの中で４観点をバランスよく押さえていくことが大切です。 

以下に中央教育審議会・初等中等教育分科会・教育課程部会『児童生徒の学習評価の在り方について（報告）』（平成 22 年 3 月 24 日）に関して，文部科学省の

ホームページより関連部分を転載しましたのでご参照下さい。 

詳細は以下のサイトをご覧下さい。（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/attach/1292216.htm） 
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（評価時期） 

○授業改善のための評価は日常的に行われることが重要である。一方で，指導後の児童生徒の状況を記録するための評価を行う際には，単元等ある程度長い

区切りの中で適切に設定した時期において「おおむね満足できる」状況等にあるかどうかを評価することが求められる（※７）。 

「関心・意欲・態度」については，表面的な状況のみに着目することにならないよう留意するとともに，教科の特性や学習指導の内容等も踏まえつつ，ある程度長

い区切りの中で適切な頻度で「おおむね満足できる」状況等にあるかどうかを評価するなどの工夫を行うことも重要である。 

（※７）平成 20 年 1 月 17 日答申においては「１単位時間の授業において評価の４観点（関心・意欲・態度，思考・判断，技能・表現，知識・理解）のすべてを評価し

ようとしたり，授業冒頭に「進んで取り組んでいるかどうか」をチェックし，チェック終了後授業に入ったりするなど評価のための評価となっている不適切な事例も見

られる」との指摘がある。 

 

⑦ 主な材料・用具 

・授業で必要な，主な材料や用具について，教師や児童が準備するものを分けて示しています。「教師・児童」と表記したものは，教師と児童それぞれが準備する

ものです。 

 

⑧ 関連 

題材に関連する事項を示しています。必要に応じて幼稚園・保育所との関連，道徳との関連，他の題材との関連，他教科等との関連，中学校の学習内容との関連について

分けて示しています。 

・幼稚園・保育所との関連 

小学校と幼稚園・保育所との学びの連続性を意識し，幼稚園教育要領，保育所・保育指針を踏まえ，幼稚園・保育園と低学年の活動内容のつながりを示しています。 

・道徳との関連 

道徳と特に関連が深い題材について，小学校学習指導要領解説道徳編を踏まえ，具体的な内容項目を示しています。 

・他の題材との関連 

他の題材と特に関連が深い題材について，具体的な内容を示しています。 

・他教科等との関連 

他教科や学級活動，学校行事などと関連を図ることができる題材について，各教科の学習指導要領解説を踏まえ，具体的な内容を示しています。 

・中学校の学習内容との関連 

小学校と中学校の９年間で一貫して資質や能力を育成する観点から，低・中学年からの積み重ねを基に，中学校学習指導要領解説美術編を踏まえ，高学年と中学校の活

動内容とのつながりを示しています。また，技術科との活動内容とのつながりも示しています。 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

ｐ.8・9 

どんどん かく

のは たのしい

な 

 

おひさま にこ

にこ 

 

（１～２） 

 

絵に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

あったらいいなと思うおひ

さまや，自分の好きなもの

の形や色を思い浮かべな

がら，イメージを広げる。 

 

育てたい子どもの姿： 

思いのままに表す楽し

さを味わい，さらに表現

への意欲をもつ子ども。 

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見る。 

（関）あったらいいなと思うおひさまをかくことに関

心をもち，思いのままに取り組もうとしている。 

（想）自分の表したいものを表すために，好きな色

を考えたり面白い形を考えたりしている。 

（技）クレヨンやパスなどを使いながら表し方を工夫

している。 

（鑑）表したおひさまについて話したり聞いたりしな

がら，自分たちの作品を見ることを楽しんでいる。 

 

◎（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 

 

幼稚園・保育所と

の関連： 

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。 

すきなもの 

なあに？ 

 

（１～２） 

 

絵に表す 

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くことに関心をもち，思

いのままに取り組もうとしている。 

（想）自分の表したいものを表すために，好きな色

を考えたり面白い形を考えたりしている。 

（技）クレヨンやパスなどを使いながら表し方を工夫

している。 

（鑑）表した好きなことについて話したり聞いたりしなが

ら，自分たちの作品を見ることを楽しんでいる。  

 

◎（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 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

ｐ.10・11 

チョキ チョキ 

かざり 

 

おって チョキ 

チョキ 

 

（２～４） 

 

工作に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

紙を折ったり重ねたりし

て切ることで，できる形

や，紙の色などからイメ

ージを広げ，教室を飾る

と楽しいと思う飾りを考

える。 

 

育てたい子どもの姿： 

自分たちの力でつくった

もので場所の様子や雰

囲気を変えることができ

ることを感じ，積極的に

関わろうとする子ども。 

○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。 

（関）はさみの使い方に関心をもち，楽しい飾りづく

りを楽しもうとしている。  

（想）色紙を切ったり，広げたりしながら，自分の思

いに合った形や使いたい色を思い付いている。  

（技）紙の折り方や切り方，飾り方を工夫している。 

（鑑）飾られた教室などから自分や友人の飾りの楽

しさを感じている。 

 

◎（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 

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

が過ごす教室を楽

しく飾る活動を通し

て，道徳の指導に

つなげたい。 

かさねて チョ 

キ チョキ 

 

（２～４） 

 

工作に表す 

○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。 

（関）はさみの使い方に関心をもち，楽しい飾りづく

りを楽しもうとしている。  

（想）色紙を重ねて切ったりしながら，自分の思い

に合った形や使いたい色を思い付いている。  

（技）紙の重ね方や切り方，飾り方を工夫している。  

（鑑）飾られた教室などから自分や友人の飾りの楽

しさを感じている。 

 

◎（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 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

ｐ.12・13 

すなや つちと 

なかよし 

 

すなや つちで 

 

（１～２） 

 

造形遊びをする 

 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

砂や土，粘土に働きか

け，形を変えていく感触

を楽しみながら，つくり

たい形をイメージする。 

 

育てたい子どもの姿： 

手や体全体の感覚を存分

に働かせて材料にかか

わり，自ら活動していくこ

とに意欲をもつ子ども。 

○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う。 

（関）砂や土の感触を味わい，体全体で造形的な

活動に取り組もうとしている。 

（想）自分の感覚や気持ちを基に，造形的な活動

を思い付いている。 

（技）思い付いたことを試しながら，手や材料・用具

を用いてつくり方を工夫している。 

（鑑）自分が感じたことを友人に話したり，友人の

話を聞いたりして活動の楽しさを感じている。 

 

◎（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

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。 

ねんどで 

 

（１～２） 

 

造形遊びをする 

○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，友人の活動の面白さや

楽しさについて話し合う。 

（関）粘土の感触を味わい，体全体で造形的な活

動に取り組もうとしている。 

（想）自分の感覚や気持ちを基に，造形的な活動

を思い付いている。 

（技）思い付いたことを試しながら，つくり方を工夫

している。 

（鑑）自分が感じたことを友人に話したり，友人の

話を聞いたりして活動の楽しさを感じている。 

 

◎（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 



7 
１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.14・15 

 

いろいろな 

かたちの かみ

から 

 

（２～４） 

 

絵に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

紙の形を基に，表したい

ものの形や色のイメー

ジをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

形や色の面白さを感じ

取り，自分のイメージを

もって絵に表そうとする

子ども。 

○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。 

（関）いろいろな形の紙を用いて，絵に表すことを

楽しもうとしている。 

（想）紙の形から想像したことや思い付いたことを

基に，表したいことを考えている。 

（技）形の特徴から思い付いたことを表すために，

いろいろ試しながら表し方を工夫している。 

（鑑）友人と作品を見せ合い，互いの活動のよさや

面白さを感じている。 

 

◎（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

関連が考えられる。 

p.16・17 

 

ひもひも ねん

ど 

 

（１～２） 

 

立体に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

粘土をひも状にしていく

活動を通して形や色の面

白さをとらえ，つくりたい

もののイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

自ら材料に働きかけつく

り変えていくことに喜びを

もち，協同の活動の中で

ともに学ぶ楽しさを感じ

取る子ども。 

○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。 

（関）手や体全体を使って粘土にかかわり，形をつ

くることを楽しもうとしている。 

（想）粘土の感触や，手の動きを生かして，様々な

形を考えている。 

（技）粘土の扱いを工夫しながら，いろいろな形を

つくっている。 

（鑑）形の面白さを感じ取りながら，自他の表現の

よさを友人と見付けている。 

 

◎（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，粘土べ

ら，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。 



8

 
１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.18・19 

 

せんせい あの

ね 

 

（２～６） 

 

絵に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

生活の中の出来事や想

像したことを通して形や色

をとらえ，自分の表したい

ことのイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

人に話したいことを絵に

表すことで伝える楽しさ

を味わい，さらに表現の

意欲をもつ子ども。 

○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，自分が人に話し

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。 

 

 

 

（関）楽しかったことや好きなことなど，話したいこと

を，楽しく絵に表そうとしている。 

（想）経験したことや思ったことなど，絵に表して話

したいことを考えている。 

（技）話したいことが伝わるように，かくものの形や

色を工夫して絵に表している。 

（鑑）友人の絵を見ながら，表したかったことや表し

方の工夫を見付けている。 

 

◎（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

ともできる。 

p.20・21 

 

おって たてた

ら 

 

（２～４） 

 

工作に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

紙を折って立てる活動

を 通 し て形 や色 を と ら

え，つくりたいもののイメ

ージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

材料に働きかけて工夫し

たり新たな面白さを見付

けたりしながら，形や色で

表すことを楽しむ子ども。 

○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。 

（関）紙の形や折り方に関心をもち，切ったりかい

たりしながらつくることを楽しもうとしている。 

（想）紙を折ったり切ったりして立てた形から考え，

表したいことを思い付いている。 

（技）手や用具を使いながら，紙の折り方や切り方

を考え，形や色，並べ方を工夫している。 

（鑑）紙を切った形や折り方，並べ方の面白さに気

付いたり，楽しさを感じたりしている。 

 

◎（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

かけにもなる。 



9 
１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.22・23 

 

コロコロ ぺった

ん シャカシャカ 

 

コ ロ コ ロ  ぺ っ

たん 

 

（１～２） 

 

造形遊びをする 

 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

いろいろな形のものを写

すことで生 まれる色の

重なりや形をとらえ，自

分のイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

偶然生まれた形や色の

重なりや模様に面白さ

を見付け，さらに工夫し

て表そうとする子ども。 

○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。 

（関）体全体を働かせながら写す活動を楽しもうと

している。 

（想）写した形や色の面白さから，表したいことを思

い付いている。 

（技）身近な材料や用具を使って，写し方を工夫し

ている。 

（鑑）写した形や色の面白さに気付いている。 

 

◎（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 

 

児童：汚れてもよい服

装 など 

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。 

シャカシャカ 

 

（１～２） 

 

造形遊びをする 

 

 

○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て形を写すことを

楽しもうとしている。 

（想）写すものの形の面白さに気付き，写すものを

見付け，使う色を考えている。 

（技）同じ形を繰り返し写したり好きな色を使ったりす

るなど，いろいろ試しながら写し方を工夫している。 

（鑑）写し取り方や写し取った形などの楽しさや面

白さに気付いている。 

 

◎（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 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.24・25 

 

やぶいた かた

ちから うまれ

たよ 

 

（２～４） 

 

絵に表す 

 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

自分で破いた紙の形や色

をとらえ，表したいものの

イメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

偶然できた形に面白さを見

出し，発想を広げて自分の

表現につなげる子ども。 

○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。 

（関）破いた紙の見方や置き方，組合せ方を工夫する

などして，絵に表す面白さを味わおうとしている。 

（想）破いた紙の形から思い付いたことを基に，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

かき方を工夫して絵に表している。 

（鑑）友人の絵を見ながら，表したかったことや表し

方の工夫を見付けている。 

 

◎（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

らに広がる。 

p.26・27 

 

いろいろな 

はこから 

 

（１～２） 

 

造形遊びをする 

 

 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

箱を並べたり積んだりす

る活動を通して，箱の形

や色などをとらえ，自分な

りのイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

材料，対象に働きかけて

思い付いた活動に取り組

み，工夫しながら発展さ

せようとする子ども。 

○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。 

（関）体全体を使って箱を並べたり積んだりするこ

とに取り組もうとしている。 

（想）並べたり積んだりしてできる形を考えている。 

（技）つくりたい形に合わせて並べ方や積み方を工

夫している。 

（鑑）箱そのものの形や色，並べたり積んだりして

できた形の面白さ，大きさなどを感じている。 

 

◎（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

れている「Ｂ量と測

定 」 や「Ｃ図 形 」 と

関連している。 



11 
１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.28・29 

 

ごちそう パー

テ ィ ー を  は じ

めよう！ 

 

（２～４） 

 

立体に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

粘土を触った感じを楽し

みながら，変化していく

形をとらえ，つくりたいも

ののイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

好きなものをどんどんつ

くっていくことに楽しさを

見出し，友人と活動する

ことを楽しむ子ども。 

○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。 

（関）粘土で「ごちそう」をつくることを楽しもうとして

いる。 

（想）つくりたい食べ物の形を思い浮かべたり，つく

り方を考えたりしている。 

（技）丸めたり，つまみ出したり，手や指を使って表

し方を工夫している。 

（鑑）友人と話しながら，おいしそうな「ごちそう」を

選んだり，形のよさや面白さを感じている。 

 

◎（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

の時期の児童にも

有用である。 

p.30・31 

 

みて みて 

おはなし 

 

（２～６） 

 

絵に表す 

 

題材の目標： 

物語の好きなところを選

び，想像を広げて絵に

表す。 

 

〔共通事項〕との関連： 

物語の好きな場面を想

像しながら形や色をとら

え，イメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

物語の場面を思い浮か

べ る こ と を 楽 し み な が

ら，絵に表すことでさら

に想像を広げていこうと

する子ども。 

○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。 

（関）物語を聞いたり読んだりして，好きな場面をか

くことを楽しもうとしている。 

（想）想像力を働かせ，好きな場面を見付けたり考

えたりしている。 

（技）かきたい場面の様子がわかるように，工夫し

て表している。 

（鑑）自分や友人がかいた絵を見て，好きな場面に

ついて話し合い，楽しさを感じている。 

 

◎（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

かえるなどの事例

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

留意したい。 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.32 

 

クルクル まわ

して 

 

（１～２） 

 

工作に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

風で回る仕組みをつくり，

試す活動を通して形や色

をとらえ，つくりたいもの

のイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

仕組みを生かしてつくりな

がら，さらに自分なりの工

夫をしようとする子ども。 

○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さに気付く。

（関）仕組みをつくったり，飾りや模様を加えたりし

て，風で回るものをつくることを楽しもうとしている。

（想）身近な材料が回る様子を基に，付ける模様

や飾りを考えている。 

（技）回る様子を確かめながら，模様や飾りの付け

方を工夫している。 

（鑑）回して遊びながら，作品の楽しさを感じ取り，

模様や飾りが回る面白さを見付けている。 

 

◎（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

インペン など 

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。 

p.33 

 

はこ かざるん

るん 

 

（１～２） 

 

工作に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

箱や袋の形や色を基に，

どのように飾ったら楽しい

感じになるか，イメージを

もつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

自分でつくったものを使う

ことに楽しさを感じ，さらに

身の回りのものを利用して

工夫しようとする子ども。 

○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

しさを見付ける。 

（関）自分なりの思いをもって箱や袋を飾ることを楽

しもうとしている。 

（想）箱や袋にどんな飾りをどのように付けると楽し

いかを考えている。 

（技）飾りの形や色や飾り方を工夫している。 

（鑑）飾った箱や袋を友人と見せ合い，飾りの面白

いところ，工夫したところを感じ取っている。 

 

◎（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。 



13 
１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.34・35 

 

でこぼこ はっ

けん！ 

 

（２～４） 

 

鑑賞する 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

身の回りのものの形を

とらえ，紙粘土で写した

形 を基に，何に見える

かのイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

身の回りに，面白い形や

色などが隠れていること

に興味をもち，さらに見付

けたいと願う子ども。 

○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。 

（関）身の回りにある「でこぼこ」を見付け，紙粘土

に写し取ることを楽しもうとしている。 

（想）粘土に写した「でこぼこ」の形が何に見えるか

を考えている。 

（技）思い付いたことを表すために工夫している。 

（鑑）身の回りにある「でこぼこ」を見付け，写し取っ

てできる形の面白さに気付いている。 

 

◎（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

して活動につなげ

たい。 

p.36・37 

 

は こで つ く っ

たよ 

 

（２～４） 

 

立体に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

箱を並べたり積んだりす

る活動を通して箱の形

や色をとらえ，自分のつ

くりたいもののイメージ

をもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

組み合わせて生まれる

新 しい価値 に気付 き，

自分の表現を発展させ

ていく子ども。 

○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。 

（関）箱を組み合わせて立体に表すことを楽しもう

としている。 

（想）箱を並べたり積んだりしながら，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

着の方法を工夫している。 

（鑑）自分の作品について話したり，友人の話を聞

いたりしながら，組み合わせてできたものの面白さ

に気付いている。 

 

◎（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，

サインペン，はさみ 

など 

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

することができる。 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.38・39 

 

のって みたいな 

いきたいな 

 

（４～６） 

 

絵に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

乗ってみたいものや行っ

てみたい場所に合うよう

な形や色を考え，表した

いもののイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

想像することを楽しみ，

自分なりのイメージを広

げていく想像力豊かな

子ども。 

○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，よさや面白さ

を話し合う。 

（関）想像したことを絵に表すことを楽しもうとしている。

（想）乗ってみたいものや，行ってみたい場所を考

えている。 

（技）想像したことに合わせて，表し方を工夫している。 

（鑑）自分や友人のかいた絵を見せ合い，よさを感

じたり，楽しさを味わっている。 

 

◎（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」を文章に書く

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

活動を指導するよ

うにする。 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.40・41 

 

どんどん なら

べて 

 

（１～２） 

 

造形遊びをする 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

いろいろな材 料 や，材

料を並べることで生まれ

る形や色の面白さをとら

え，自分なりのイメージ

をもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

体全体を使って対象に

働きかけ，思い付いた

活動を自ら展開していく

子ども。 

○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。 

（関）身の回りにあるもので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）材料を並べながら面白い形を考えている。 

（技）材料の並べ方を工夫したり，並べ方に合わせ

て材料を選んだりしている。 

（鑑）材料を並べてできる形の，面白さや大きさ，広

さなどを感じ取っている。 

 

◎（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，生活科との関

連も深い。 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.42・43 

 

コロコロ ゆ ら

りん 

 

かみざら コロ

コロ 

 

（２～４） 

 

工作に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

仕組みの動く感じを基に

形や色を考え，つくりたい

ものをイメージする。 

 

育てたい子どもの姿： 

身近な材料に関心をも

ち，仕組みを生かしてさ

らに楽しく工夫しようと

する子ども。 

○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，

つくりか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，友人の工夫のよさ

を感じ取ったりする。 

 

 

（関）ものが転がる仕組みに興味をもち，遊ぶもの

をつくることを楽しもうとしている。 

（想）動きの楽しさを感じながら，つくりたいおもちゃ

を考えている。 

（技）おもちゃが転がるように飾り方を工夫している。 

（鑑）友人と遊んだり話したりしながら，自分や友人

の作品のよさや面白さについて気付いている。 

 

◎（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 

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。 

かみざら ゆら

りん 

 

（２～４） 

 

工作に表す 

 

 

 

 

○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，

つくりか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。 

（関）ものが揺れる仕組みに興味をもち，遊ぶもの

をつくることを楽しもうとしている。 

（想）動きの楽しさを感じながら，つくりたいおもちゃ

を考えている。 

（技）おもちゃが揺れるように飾り方を工夫している。 

（鑑）友人と遊んだり話したりしながら，自分や友人

の作品のよさや面白さについて気付いている。 

 

◎（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 



17 
１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.44・45 

 

いっしょに 

おさんぽ 

 

（２～４） 

 

立体に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

粘土の形を変えながらつ

くりたいものを思い浮か

べ，形のイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

つくり方や形を工夫しな

がら，自分の素直な願

いを実現させようと材料

に働きかける子ども。 

○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。 

（関）粘土で自分や一緒に出かけたい仲間を楽しく

つくろうとしている。 

（想）一緒に出かけたい仲間を思い付いている。 

（技）手などの感覚を働かせながら，粘土の形や表

し方を工夫している。 

（鑑）つくったものの楽しさや面白さを友人と見付け

ている。 

 

◎（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

すことができる。 

p.46・47 

 

なにが でて 

くるかな!? 

 

（４～６） 

 

工作に表す 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

袋を膨らませる仕組みか

ら生まれる形や色の面白

さをとらえ，つくりたいもの

のイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

つくりたいもののイメー

ジを膨らませることを楽

しみ，工夫して自分のイ

メージを実現させようと

する子ども。 

○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かえたりする。 

○ポリ袋を膨らませ，友人と作品を見せ合う。 

（関）ポリ袋やストローなどの材料を使い，楽しい仕組

みのおもちゃをつくることに取り組もうとしている。 

（想）箱から飛び出すものを思い付き，形や色など

を考えている。 

（技）ポリ袋が膨らむようにストローにとめ，飛び出

すものの材料を工夫している。 

（鑑）作品を動かして見せ合いながら，よさや面白

さに気付いている。 

 

◎（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。 
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１・２上 題材別カリキュラム 

ページ・題材名・
（配当時間）・ 

分野 

題材の目標・ 
〔共通事項〕との関連・
育てたい子どもの姿 

主な学習内容 
題材の評価規準の例 

（◎は重点化の観点・A と評価する例） 
主な材料・用具 関連 

p.48・49 

 

うつした かた

ちから 

 

えのぐを つけ

た かたちから 

 

（２～６） 

 

絵に表す 

 

題材の目標： 

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。 

 

〔共通事項〕との関連： 

写したものの形や色をと

らえ，それを基に表したい

もののイメージをもつ。 

 

育てたい子どもの姿： 

自分の行為で得たもの

を手がかりにして発想

し，新たなイメージをもっ

て表していくことを楽し

む子ども。 

○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。 

（関）絵の具を付けて形を写して表すことを楽しもう

としている。 

（想）写したものの形や色から，表したいことを思い

付いている。 

（技）形の写し方や色，思い付いたことの表し方を

工夫している。 

（鑑）自分や友人の作品の面白さを感じている。 

 

◎（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，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 

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。 

こすりだした 

かたちから 

 

（２～６） 

 

絵に表す 

○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。 

（関）こすり出した形を基に，表すことを楽しもうとし

ている。 

（想）写したものの形や色から，表したいことを思い

付いている。 

（技）形の写し方や色，思い付いたことの表し方を

工夫している。 

（鑑）自分や友人の作品の面白さを感じている。 

 

◎（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 
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１ ・ ２上 題材別カリキュラム 
授業以外のページ 

ページ 

題材名 
掲載内容 ページの活用方法 

p.2～4 

オリエンテーション 

 

たのしいな おもしろいな 

オリエンテーションは，この学年の児童が 1 年間の活動を見通すことができるように設定している。様々な活動に

おいて発想や構想を広げ，創造的な技能を発揮し，友人と作品を見せ合い，感性を働かせながらつくりだす喜び

を味わっている姿を掲載している。 

 

「たのしいな おもしろいな」という言葉には，いろいろな形や色で表すことを楽しみ，様々な表し方があることの面

白さを感じながら活動してほしいという願いを込めている。 

学年の最初や関連した題材で適宜扱うものとす

る。 

p.6・7 

きょうかしょ びじゅつかん 

 

たのしい かたちや いろの 

せかい 

児童が様々な楽しい形や色があることを知り，表現や鑑賞の活動に生かすことができるように設定した。 

 

動物や植物などをモチーフとした，児童に親しみやすい作家作品を中心に掲載している。 

関連した題材で適宜扱うものとする。 

p.50・51 

ぞうけいの もり 

みて・かんじて・かんがえる 

 

たのしい ゆかいな いきものたち

児童が図版を眺め，形や色から自由にイメージを広げていくことで想像する楽しさを体験し，表現への意欲をもて

るように設定した。 

 

児童にとって身近ないろいろな動物の図版を掲載することで形や色の面白さに気付いたり，表現に生かしたりす

ることができるように構成している。 

他教科などや道徳の時間などとも関連させ，必要

に応じて適宜扱うものとする。 

p.52～57 

つかって みよう 

ざいりょうと ようぐ 

自分のイメージを表すため，材料や用具の特徴について知り，安全で適切な扱い方を身に付けられるように設定

した。学習指導要領に示された材料や用具を中心に掲載している。 

 

描画材の種類，クレヨンやパスの技法，共同絵の具の使い方，(型抜き，スタンピング)，はさみの使い方，のりの

種類と使い方，粘土の種類と特性などについて掲載している。 

関連した題材で適宜扱うものとする。 

 


