
第１学年１組 図画工作科学習指導案 

北九州市立熊西小学校 

指導者  福間 昌子 

八幡西区研究主題 

 

１ 題材名 「うつしてあそぼう」 ～めざせ！ぺったんめいじん～ 表現（１）遊・鑑賞 

 

２ 題材設定の理由 

○ 本学級の児童２７名（男子１０名、女子１７名）は、図画工作科が大好きで「次は何をするの」

と次の学習を心待ちにしている児童も多い。 

   １学期に学習した「しぜんとなかよし」（造形遊び）では、砂に足を入れたり、手で掘ったり、

友達とかかわったりして、砂の感触を確かめながら楽しく造形遊びを行うことができた。また、２

学期に学習した「ならべてひろげて」では、ペットボトルのキャップを、自分の思いのままに並べ、 

ときには友達と協力しながら、表現活動を楽しんだ。その過程では、積んだりつないだり歩いたり 

と、子どもらしい発想を膨らませて活動する児童の姿が見られた。できた作品から児童は、「おば 

けの迷路ができたよ。」「このたこ、反対から見ると手に見えるよ。」など自由に発想を広げるこ 

とができた。 

そこで、新たな技法を自由に試したり楽しんだりする活動を設定して、材料に親しみ、発想を広 

げて、自分の表現方法を見つけ出すことができるようにしたい。また、体全体を働かせてダイナミ 

ックな作品に挑戦したり、一人やグループで取り組んだりするなど新たな造形活動をさせていきた 

いと考える。 

 ○ 本題材は、目標（２）「 造形遊びを楽しみ、豊かな発想をするなどして、体全体の感覚や技能 

などを働かせるようにする。」及び内容（１）ア「 身近な自然物や人工の材料の形や色などを基 

に思い付いてつくること。」を受けて設定したものである。本題材のねらいは、身近にあるものに 

絵の具をつけ写して遊ぶ活動を通して、自分らしい造形的な表現を楽しんだり、押してできた形や 

色からイメージを広げ、新たな発想をしたりすることである。直接的な描写の表現と異なり、版に 

なるものを使って形を写し取っていくので、偶然性のおもしろさや写しながら発想を広げる楽しさ 

を味わいながら、どの児童も抵抗なく活動することができる。そのため、表現が苦手な児童も熱中 

して学習に取り組むことができる題材である。身のまわりのものを使って版遊びをして遊んだ経験 

の少ない児童は、自分が持ってきた版遊びの材料だけでなく、友だちの材料と交換をしながら楽し 

く写すことができると考えられる。また、グループでの活動を取り入れることで、いろいろな表現

活動があることに気付き、表現の参考にしたり、発想を広げたりすることもできる。 

○ 指導にあたっては、まず版遊びに対する関心を高めるために、事前に絵本「くだものなんだ」「や 

 さいのおなか」（きうちかつ作・絵）を活用し、シルエットから野菜や果物を想像させることで、 

写る形の面白さに興味を抱かせるようにする。さらに「身のまわりにあるもので、このように写し 

てみたらおもしろいだろうなあと思うものを集めよう。」と声かけをし、興味・関心を高めるように 

するとともに、学級通信などを通して保護者にも材料集めの協力をお願いする。 

   題材と出会う場面では、教師が事前に身近な材料を使って版押しをした作品を、クイズのように

見せたり、版押しの方法を師範して見せたりして、活動意欲を高めるようにする。材料を試しなが

ら写す活動を楽しむ場面では、児童の「この材料からどんな模様ができるか試したい」という気持

ちを大切にし、自分が持って来た材料の写り方を試しながら、楽しく版遊びをする。形や色から感

じたことを生かし、遊びながら自分の思いを表現することは、児童の発想をより豊かなものにし、

つくりだすことに熱中する図画工作科学習 



創造的な技能を育成すると考えられる。児童の造形活動を多様にするために、自分が集めた材料だ

けでなく、教師が準備した材料も自由に使わせ、いろいろな型押しや方法を試すようにする。写り

方を想像しながら繰り返し試し、その中から自分のイメージを少しずつ広げていくようにさせたい。 

大きな紙を使ってグループで活動する場面では、生活科室での広いスペースを生かし、グループ

で思いきって表現させる場を確保することで、楽しく体全体を使って表現活動することができるよ

うにする。また、児童が使いたい色や材料を、選んで写すことができるようにいろいろな絵の具や

材料、スポンジをひいた絵の具皿を、グループ毎に準備しておく。そして、活動に入る前に教師が

型押しをして見せて、自分ならこれからどうしてみたいか問いかけ、活動の見通しをもたせる。絵

の具の色を変えたり重ねたり、材料を友達と交換したりして、工夫しながら自分の気に入る方法で

もようをつくるように声かけをしたい。さらに、活動の途中に小集団で作品を見合う時間をとり、

新たな気付きや表現が生まれるようにする。活動をふり返る場面では、活動の中で見つけたことや

楽しかったことについて話し合わせ、お互いのよさに気付かせながら鑑賞を楽しむようにすると共

に、自分の表現に取り入れるようにさせたい。 

    作品を味わう場面では、出来上がった作品を見せ合うことで、写り方のおもしろさや、色の美し 

さなど自分や友だちの活動のよいところを見つけ、友だちの表現のよさをみんなで味わうようにす 

る。 

 

３ 本題材における「言葉の力」を高める具体的な手だて 

 広いロール紙を使い共同で活動できる場を設定し、活動の途中で、小集団で作品を見合う時間を

とることで、型押しの面白さや工夫、色の美しさ、楽しさ等、発見したことを言葉で表し伝え合う

ことができやすくする。そうすることで、自分なりのイメージをさらにふくらませ、型の押し方や

押し場所、色の工夫など、新たな表し方の工夫が生まれるようにした。また、作品をつなげて飾り、 

鑑賞できる場をつくったり、自分や友達の作品を見せ合い交流する場を設定したりし、表し方のよ 

さや感じたことを言葉で伝え合うことができるようにする。 

 

４ 目標 

 造形への 

関心・意欲・態度 

○ 写し方を見付け、その集めた型で写すことに興味や関心をもって、進んで写 

すことを楽しもうとする。 

発想や構想の能力 
○ 写り具合を想像しながら、繰り返し試し、自分のイメージを広げることがで

きる。 

創造的な技能 
○ 気に入った写り具合になるように、絵の具の濃さを工夫したり、型の押し方

や押す所などを工夫したりして表すことができる。 

鑑賞の能力 
○ 写し方の違いに気付くとともに、自分や友達の表し方のよさや違いを感じ取

ることができる。 

 

５ 学習指導計画 （総時数３時間） 

 主な学習活動・内容 指導・支援上の留意点 共通事項 評価規準および評価方法 

出

会

う 

※ 事前の活動 

○絵本を使ってシルエッ

トクイズをする。 

○材料集めをする。 

 

○ 絵本を使ったクイズにより、写る

形の面白さに興味をもたせ、版遊び

に対する関心を高めるようにする。

また、そのことにより、進んで材料

集めができるようにする。 

 

 

 

 

 



 

１ 版遊びを楽しむ。 ① 

(1) 教科書や教師の参考作

品を見て、いろいろな型押

しを知る。 

(2) 身近なものを使って版

遊びをやってみる。 

 

 

 

○ 参考作品や教師の示範により活

動の見通しをもたせ、写して遊びた

いという表現意欲を高める。 

○あグループ毎に絵の具や材料を準

備し、版遊びが充分楽しめるように

する。 

○ 自由にのびのびと写すことを試

し、楽しませるようにするために、

多種多様な型押しの道具を準備し

ておく。 

○ 自由に身近な材料を使って、写っ

たときの色や型の感じを試させな

がら思いのままに活動させる。 

 

 

【関】身のまわりにあるもの

を使って写すことに興味

や関心を持つことができ

る。     （発言） 

 

 

【関】自分の好きな形や色な

どを使って、自分の表し方

で思いのままに試し、写そ

うとしている。 

（作品）（行動観察） 

考

え

る 

・ 

表

す 

２ いろいろな型押しを試

しながら、写し方を楽しん

だり工夫したりして、もよ

うづくりをする。② 

＜本時１／２＞ 

 

（1）めあてをつかむ。 

 

（2）いろいろな型押しを試

しながら、写し方を楽

しむ。 

 

 

 

 

（3）鑑賞会をする。 

 

○ 型の組み合わせ方や色、写し方を

工夫して表現する活動を楽しめるよ

うに、型押しを師範して見せ、具体

的な工夫や表し方のイメージをも

たせる。 

◎ 広いロール紙を使い、共同で活動

させることで、型押しの面白さや工

夫、色の美しさを見つけ、言葉に表

して共有できるようにする。そうす

ることで、自分なりのイメージを

さらにふくらませ、新たな表し方

の工夫が生まれるようにする。 

○ 進んでみんなの作品を見たり、良い

ところを発表したりする。 

○ 教師も児童の感じ取ったよさや

おもしろさなどを受け入れるとと

もに共感しながら児童とともに鑑

賞を楽しむようにする。 

 

【発】写り具合を想像しな

がら繰り返し試し、自分

なりのイメージを広げる

ことができる。   

（行動）（作品） 

【創】気に入った写り具合

になるように、絵の具の

色を工夫したり、押し方

を工夫したりすることが

できる。 

        （行動）（作品） 

 

【鑑】自分や友だちの作品

の良さや楽しさ、表現の

工夫を感じ取ることがで

きる。 

（発言）（鑑賞カード） 

味

わ

う 

 

６．本時の学習指導   平成２４年１０月１１日（木） 第５校時 於 生活科室（くまっこルーム） 

（１）主眼 

 身のまわりにあるものを使って型押しをする活動を通して、いろいろな色や形の写し方を試し 

ながら、もようづくりを楽しむことができるようにする。 

 



 

（２）準備 

① 教師・・・材料・用具（共同絵の具、ロール画用紙、身辺材料、スタンプ皿、使った材料を置

く皿、雑巾、ローラー、踏み台、掲示用ボード ） 

                場の設定 （90cm×200cmのロール紙を６～７人グループに１枚準備し、ビニルシー 

トを敷いた床面に置く。） 

② 児童・・・写したい身のまわりの材料 

（ 野菜、空き容器やふた、梱包材料、ひも類、おもちゃ、木片、木の葉など ） 

 

（３） 本時の展開 

 教師の   子どもの反応 

出

会

う 

１．前時の学習を振り返り、本時の

めあてをつかむ。 

Ｔ先生がやってみます。ピーマンに

しよう。丁寧に押すんだったね。 

（押す）今度はここにしてみよう。

もう一回押そう。ちょっと寂しい 

ので、今度はこの色で。 

Ｔみんなだったらどうしたい？ 

 

Ｔ友達とつなげてもいいね。楽しみ。 

 

 

Ｔいろんな色を使ってもいいし、い 

ろんな物も使ってもいいよ。 

版遊びの約束は・・・ 

では、始めましょう。 

 

 

 

 

 

Ｃつなげる。   Ｃはしっこ 

Ｃちょうちょの羽 Ｃなんかリボンみたい 

Ｃちょうちょの頭みたい 

Ｃ魚が食べてるみたい  Ｃお花みたい。かわいい 

Ｃ私もしたことがある 

Ｃつなげてみたい  Ｃ色を重ねてみたい 

Ｃ転がしてみたい  Ｃすべらせてみたい 

Ｃお城をつくってみたい  Ｃ道をつくってみたい 

 

考

え

る

・

表

す 

２．いろいろな型押しの工夫を試しな

がら，写し方を楽しむ。 

Ｔわあきれい。魔法の鏡みたい。お

もしろいね。 

 

Ｔきれいにでたね。かわいいね。 

Ｔこれ、メリーゴーランドみたいね。 

 

Ｔきれいだね。花火がいっぱい。 

 

 

 

Ｃ（魔法の鏡の作品に集まり）かたらして・・（周りに押 

していく） 

Ｃここ赤ばかりだから、違う色にしよう。（緑の○を押す。） 

Ｃなんか船が通ってるみたい。 

Ｃいろいろな物を押したら、こんなになったよ。上から見

たら、メリーゴーランド。 

Ｃ花火みたい。  Ｃうすい花火。 

Ｃおくらで花火つくる。 Ｃピラミッドみたい。 

めあて  いろいろなうつしかたで、もようづくりをたのしもう。 

 



Ｔ重ねたらおもしろいね。何みた 

い？先生は、かえるが泳いでるみ 

たいに見えたよ。 

Ｔ中に何か入れてみたら？ 

工夫したね。 

Ｔこれおもしろいね。何か道みたい。 

車が通ったみたいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔここは、何だか青ばかりだね。 

 

Ｔ上から見てみよう。 

みんな何か見えてきた？ 

 

Ｃ先生、こうやって曲げると形が変わる。 

Ｃかぶと虫みたい。 

 

Ｃうん。（おくらを中に押す。） 

 

Ｃぼくがしたよ。転がしたよ。 

Ｃ（転がした物◎の違う所を押してみて）わぁ、こんな形

になった。 

Ｃ（円柱状の物を転がしながら）いってらっしゃ～い。 

Ｃ（◎の間におして）わぁ～ひかれた。 

（   つなげる） （  に換えるときれいに写り喜ぶ） 

     

Ｃおもしろいのができた。ドーナツ！ 

（全てに色をつけ、転がすと幅広に写り）うぉー 

 

 

Ｃ上から見ると、線が線路みたい。 

Ｃ下から見ると玉葱に見えんけど、上から見たら玉葱

に見える。 

Ｃおもしろい。続けていい？ 

Ｃ先生、重ねた（緑の  の上に黄色を重ねる） 

Ｃまん中に押していい？（赤の  を押す） 

 

味

わ

う 

３ 活動を振り返る。 

Ｔ今日楽しくもようづくりができた 

人？楽しかったことをお話して。 

どんなところが楽しかった？ 

 

Ｔ先生もおもしろいなぁと思った 

よ。重ねてもおもしろいね。 

 

 

 

 

Ｃ：高山さんとレゴをつなげました。電車みたいに・・ 

Ｃ：ここのハートの形が楽しかった。 

Ｃ：色を重ねるところ 

が楽しかったです。 

Ｃ：壁があって、人が出 

てきているみたい。 

人がとんでいるみたい。 

 

 
 

 



 

 

Ｔ友達のを見て、気付いたことが 

ある人。すごいなとか見つけたと 

ころはある？ 

 

 

Ｔどこがきれい？ 

ＴYさんとAさんで作ったんだって。

やさしい色できれいね。 

Ｔ先生はここがおもしろいなと思 

ったよ。ここは花火みたいで・・。 

 

 

４ 次時の学習について、確認する。 

Ｔたった30分で素敵なもようができ 

ました。また明日続きをしたい人 

はしようね。そして上手なところ 

やきれいなところを見せ合いこし 

ましょう。 

 

Ｃここ線路みたいにして楽しかった。 

Ｃ みゆちゃんとはるちゃんとした。 

Ｃここ 

Ｃ車の形みたい。 

Ｃここがトンネルみたいできれいです。 

（押した本人は）電話 

Ｃここが目玉みたいです。 

Ｃここがきれいです。 

Ｃいろんな色がある。こっちから見ると鏡みたい。 

 

Ｃ：ここが雪みたい。ミッキーみたいでいい。 

Ｃぼくも・・・私も・・・ 

Ｃ道みたい。 

      

 

つくりだすことに熱中する図画工作科学習についての手だてと考察 

まず版遊びに対する関心を高めるために、事前に絵本「くだものなんだ」「やさいのおなか」を活用

し、シルエットから野菜や果物を想像させることで、写る形の面白さに興味を抱かせた。そして、 

版押しをした作品を、クイズのように見せたり、版押しの方法を師範し 

て見せたりしたので、活動意欲を高めることができた。 

児童の造形活動を多様にするために、自分が集めた材料だけでなく 

教師が準備した材料も自由に使わせた。（右、写真） 

大きな紙を使って、生活科室での広いスペースを生かし、グループで 

思いきって表現させる場を確保することで、楽しく体全体を使って表現 

活動することができた。いろいろな絵の具や材料、スポンジをひいた絵 

の具皿を、グループ毎に準備し、活動に入る前に教師が型押しをして見 

せて活動の見通しをもたせた。その結果、絵の具の色を変えたり重 

ねたり、材料を友達と交換したりして、工夫しながら自分の気に入 

る方法でもようをつくる姿が見られた。 

さらに、活動の途中に踏み台の上から小集団で作品を見合う時間 

をとることで、新たな気付きや表現が生まれた。活動をふり返る場 

面では、活動の中で見つけたことや楽しかったことについて話し合 

わせ、お互いのよさに気付かせることができた。 表現→鑑賞→表現 

の学習の流れが、児童にとって大切であることがわかった。 

 

 



 この学習に入る前に、「ならべてつなげて」という、ペットボトルキャップを並べて模様をつくる学

習を行ったので、友達と一緒に模様をつなげるというイメージが出やすくなった。日頃絵を描くことが

苦手な児童が、より生き生きと夢中になって取り組んでいた。一年生にとって、造形的な表現を楽しん

だり、色からイメージを広げ、新たな発想をしたりするのに、この学習は効果的であったと思う。それ

は、児童の感想（下、ワークシート）からも伺える。 

協議会では、「今日のようなスタンピングの授業を１年の時にしておけば、上学年になっても覚えて

いて、作品づくりの時に、幅も広がるだろう。」「前の時間の授業が楽しかったから、成立したと思う。」

「葉は、スタンプに難しい。上からこするなど指導が必要。」等の感想が出された。 

  児童の感想 

   

本題材における「言葉の力」を高める具体的な手だてと考察 

広いロール紙を使い、共同で活動できる場を設定し、活動の途中 

で、踏み台の上から小集団で作品を見合う時間をとることで型押し 

の面白さや工夫、色の美しさ、楽しさ等、発見したことを言葉で 

表し伝え合うことができた。このことにより、自分なりのイメージ 

をさらにふくらませ、型の押し方や押し場所、色の工夫など、新た 

な表し方の工夫が生まれたと思う。              

また、第１時に製作した作品をつなげて飾り（右下の写真）鑑賞 

できる場をつくったり、終末に作品を見せ合い交流する場を設定し 

たりし、表し方のよさや感じたことを言葉で伝え合うことができた。 

協議会では「図画工作科でも言語活動も取り入れないとと言うけ 

れど、作品を見合うだけでも十分楽しんで活動する姿が見られて良 

いのでは。」という意見が出された。 

課題 

終末、素敵なところを見つける場面で、児童が「ここがきれい。」「こ 

の形がおもしろい。」等の発言をした時、「どうしたらこんなふうになった 

の？」と教師が問い返し、めあてに立ち戻らせ、「かさねる」「つなげる」を指導していくべきであった。

児童の表現力を高めるには、教師の言葉かけを工夫する必要がある。また、材料の種類と量により作品

が変わるので、適切な材料集めが大切である。 

 

 



 

     


