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プログラミング的思考って何ですか？

図画工作におけるプログラミング的思考の育成

図画工作における
プログラミング的思考の育成

図画工作における
プログラミング的思考の育成

題材について

学習の流れ

子供の活動の流れ時間
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● アプリケーションの使い方を学ぶ
　・Viscuitでのプログラムのつくり方を身に付ける。
　・動きを考える。

● 課題をつかむ

● 各自で模様をつくる
　・線，丸をかき，めがねに入れて，動く模様をつくり

だす。

● 鑑賞したことを生かす
　・友だちがつくったプログラムを生かして，もう１度

取り組む。
　・改善したものを再度鑑賞し合う。

● ふり返り
　・感じたことをふり返りシートに書き込んで，互いに

伝え合う。

● 線と丸をかき，それを自由に動かしてみるよう伝え
る。

● 回転の技術を提示する。
● 左のめがねに線を1本，右のめがねに回転させた線を

1本，丸1つ置くと画面はどのように変化していくか
を考えさせる。

● 班の友だち同士で作品を見合い，アイデアを共有した
り，教え合ったりするよう伝える。

● 動きを再生する方法を提示する。
● 気になった作品は，仕組みも確認するように伝える。

● はじめからやり直す方法を提示する。

● 自分の作品だけではなく，友だちの作品の美しさ，面
白さなどの気付いたところ感じたことを記入するよう
に伝える。

● プロジェクターの使い方を学ぶ
　・ 映写距離と投影画面の変化を学ぶ。

● 課題をつかむ

● 動く模様を投影する。
　・ 作品を投影し，鑑賞しながら作り変える。

● 鑑賞／振り返り
　・感じたことをふり返りシートに書き込んで，互いに

伝え合う。

● 教師の提示用のプロジェクターを動かして，天井や机
に投影してみせる。

● タブレットとプロジェクターの接続方法を確認する。
● プロジェクターの光を直接見ないことを注意する。

● 図工室の中で自由に動いてよいことことを伝える。
● 班の友だち同士で話し合い，アイデアを共有したり，

教え合ったりするよう伝える。
● 自分の作品だけではなく，友だちの作品の美しさ，面

白さなどの気付いたところ感じたことを記入するよう
に伝える。

教師の役割

ヴィジュアルプログラミング言語 Viscuit の仕組みを理解するとと
もに，空間の様子を美しく変える形や色，動きの組み合わせを試し
ながら見つけ，美しさや面白さを表すためにプログラムを工夫する。

● Viscuitを活用した動く模様の作り方を知り，個人で制作する。
（写真❶）
● 互いの作品を鑑賞し，友達のプログラムの工夫を見つける。
（写真❷）
● 発見した友達のプログラムを生かして，再度制作する。
● プロジェクター１台をつかって，動く模様を投影し空間を変える

面白さを味わう。（写真❸）
● グループで１台のプロジェクターを使用し，活動する。
（写真❹～❻）

題材の目標 指導計画

形や色，動きの効果と投影する対象との組み合わせを考えながら，
美しさや面白さを感じ，思いついたものをつくりだす。

自分と友だちの表現の違いやよさを味わうことを通じて，よりよい
表現を目指して進んで活動を楽む。
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　本題材は，Viscuit（ビスケット）という　ヴィジュアルプログ
ラミング言語を活用し，動きのある模様をつくり，それを投影する
ことを通じて，図工室内の空間と動く模様とを組み合わせて，つく
り方を工夫する活動である。一つ一つはシンプルな形でも，それが
複製されたり組み合わせられたりすることによって，ときには万華

鏡のような世界が生み出されることの楽しさを感じられるようにし
たい。さらにそれを投影することで，そこから生まれる新たな発想
によって自分の表現をブラッシュアップしていく学びの過程を通し
て，「主体的・対話的で深い学び」を実現できるようにしたい。

デジタルアートに挑戦！

知識及び技能

3
時間

動く模様と空間を組み合わせることによって表れる形や
色，動きの美しさや面白さ感じ，発想をさらに膨らませ
て表現を工夫する子ども
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　新版「図画工作」の教師用指導書では，全国の先生方の様々な実践を集めた実践事例編をご用意します。
上の実践は，教科書題材「光と場所のハーモニー」（５・６上 p.44-45）をベースに，プログラミングを取り入れ
た実践事例です。子どもたちはVISCUITというプログラミングツールを使い，つくりだした映像を教室に投影し
様子を変え，映し出されたものを見てさらに発想を広げていきます。
　実践事例編ではこのように，教科書の題材においてプログラミングを活用する事例も紹介しています。校内の環
境が整っており，図画工作でもプログラミングにチャレンジしたい先生方にも十分にご参考にしていただけます。

全国の先生方の実践を紹介した実践事例編！

　新しい学習指導要領で実施されるプログラミング教育。その中核となるのは「プログラミング的思考」の育成で
あると「小学校プログラミング教育の手引（第二版）」で示されています。 i そこでは「プログラミング的思考」に
ついて以下のように定義されています。

　この力を小学校での教育課程の中で育成することが大切なのです。
i 小学校プログラミング教育の手引（第二版）2018　文部科学省 p.13

自分が意図する一連の活動を実現するために

　どのような動きの組合せが必要であるのかを考える

　一つ一つの動きに対応した記号を考える

　記号をどのように組み合わせたらいいのかを考える

　記号の組合せをどのように改善していけば，より意図
　した活動に近づくのかを考える

一連の活動を要素に　　　する

要素を記号に　　　する

記号の
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　自分が意図する一連の活動を実現するために，どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの

動きに対応した記号を，どのように組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善してい

けば，より意図した活動に近づくのか，といったことを論理的に考えていく力

新版図画工作科教科書 教師用指導書のご案内

※紙面は編集中のものです。内容は変更になる可能性があります。

プログラミングを
扱った実践も
紹介しています。

整理すると…

これらのことを論理的に考えていく力



　プログラミング的思考については，プログラムを体験して身に付けることが大切ですが，コンピュータ等の整備
状況によっては図画工作で機器を使用することが難しい場合もあると思います。しかし，これまでの実践の中でも
プログラミング的思考を育成することは可能です。日文の新版「図画工作」の題材を例に見てみましょう。

　このように，ある程度の見通しをもって取り組む題材においては，子どもたちは「プログラミング的思考」を十
分に働かせながら活動していると言えます。
　しかし，図画工作でプログラミング的思考を育成する場合，図画工作としての資質・能力も同時に育成しなけれ
ばなりません。子どもたちは図画工作の活動において，材料や用具に触れる中でしたいことを思い付いたり，考え
を広げたりします。一度決めたプロセスに縛られることなく，自由なイメージの飛躍や発想の広がりを認めてあげ
ることが大切です。論理的思考と合わせて，そうした直感的な思考を育てることも忘れないようにしなければなり
ません。
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同じ紙に，少しずつほったはんを，色を変えて刷っていこう。
思いに合った形になるように，ほって，刷って，はんで表そう。

ほり進み木はんの表げんの特ちょうを
理かいし，表し方をくふうする。

はんで表したいことを思いうかべ，どの
ように表すのか考える。

ほり進み木はんで表すことを楽しむ。

ほったり刷ったりしながら，形や色の重なりをたしかめて，はんで表す。

ほり進み木はんについては59ページも見てみよう。

どのような色を
つけるかで，ほる
順番が変わるん
だね。ほり方も
考えるといいね。

飛んでいる様子が表れるように，ななめにしました。ツバメ

の毛の感じが出るようにほりあともくふうしました。

初飛びのツバメ
［26×36cm］
⬆

最後に，空の水
色をつけたよ。

色を残したいところをほろう。

最初に赤色で刷ったんだね。 ほっていないところに青色がついたね。

体を青く残すんだね。

題材例１ ほり進めて刷り重ねて （５・６上 ｐ.50-51）

題材例２ ドリーム・プロジェクト （５・６下 p.46-47）コンピュータを使わないと，プログラミング的思考は育成できませんか？

自分の表したい作品を思い浮かべる。

活動中に働くプログラミング的思考

分解1

　彫り進み木版画では，どのような表し方を
するのか，事前に完成のイメージをもつ必要
があります。子どもたちはそのイメージに対
して，どの順番で彫り，どの順番でどの色で
刷るのかを考え，彫りと刷りを重ねながら表
します。また，イメージに合うように彫刻刀
の種類や彫り方を考えることも大切です。 表したい作品を，構成する要素

に分解する。

ツバメが空を飛んでいる
ようにしたいな。

2羽のツバメが並んで飛んでいて，
空に雲が浮かんでいて……。

ツバメは青色と赤色。三角刀で羽根の
感じをだそう。空は水色にしたいから，
白色を混ぜて刷ろうかな……。

羽根の感じも白く表したいから
先に彫らないといけないな。
青色で先に刷ると赤色がきれいに
見えないから，赤色→青色→水色の
順で刷ろう。

2 要素を形や色に置き換える。

3 形や色の組合せや順番を考える。

雲は白いから先に彫ろう。青色で
刷ってツバメの体に色をつけたら，
のどの部分だけ残して彫って
赤色で刷ろう。次に……。

4 組合せを検証して，意図に近付ける。
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組合せ
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境や安全・安心など社会の問題を考えよう。
どんな学校や町になったら，みんなが楽しく幸せにくらせるかな。
設計図や模

も

型で提案しよう。

願いに合う形や色の特ちょうをとらえ，
くふうしてつくる。

社会の問題などから主題を思いつき，
伝える形や色，方法を考える。

学校や町づくりを計画したり，伝え合っ
たりすることに取り組む。

願いをこめた学校や町づくりを計画し，表したり発表したりする。

一人一人のアイデア
を生かすといいね。
思いや願いを伝える
にはどんな形や色に
したらいいかな。

魚の形をした学校です。中にプールがあります。いらなくなった水を花にやることができる

ようになっているなど，水を再利用することができる，環境にやさしい学校にしました。

楽しい魚エコ学校
［高さ38cm／箱，ボール紙，
色セロハン，綿，PEテープ など］

➡

話し合いながら，言葉やワークシートに
まとめていこう。

水を大切にする
学校がいいな。

どんな材料を使うと
水を表現できるかな。

水に関係するような形がいい
ね。みんなに関心をもっても
らえるような形にしよう。

材料の特ちょうを生かして使おう。

協力してつくろう。

かん単な絵にかいて
まとめると，考えが
整理できるね。

自分の表したい作品を思い浮かべる。

活動中に働くプログラミング的思考

分解1

　環境や安全のことなどを考えながら未来
の学校や街を表す題材です。子どもたちは話
し合ったりワークシートをかいたりしなが
ら，表したい学校や街の様子，使う材料，つ
くり方を考えて表現していきます。

作品を，構成する要素に分解する。

水を循環して使える
環境に優しい学校がいいな。

サカナの形の校舎に
花壇，水の様子……。

校舎はボール紙と青い絵の具で。
花壇は容器と色セロハンでカラフルに。
水色のP.E.テープで水を表して……。

校舎の色もP.E.テープを貼るといいな。
それぞれのパーツを全部つくって
その後で組み合わせた方がいいな。

2 要素を材料，形や色に置き換える。

3 形や色の組合せやつくる順序を
考える。

最初にボール紙で校舎をつくって，
箱を組み合わせていこう。
その後に色を塗ろうかな。

4 組合せを検証して，意図に近付ける。
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