
第５学年２組 図画工作学習導指案 
                                指導者 髙橋 麻美  
１．日時・場所 平成１９年１２月５日（水）第５校時 ２階 図工室 
 
２．活動の指針（活動を通して育てたい力） 
 ｂ－ふくらむ思い 
   感じたことや想像したことなどを形や色で思いのままに表す活動を楽しみ、より心地のよ

いもの、美しいものへと新たな思いをふくらませながら表すことを大切にしていく。 
 
３．題材名 「ほって 刷って」～５年・８時間扱い～（絵に表す） 
 
４．活動の指針と題材のかかわり 
 とても活発で、自分の意見をはっきりと述べられる子どもが多いクラスである。図工の時間を 
楽しみにしていて、「いつ図工の時間はあるの。」「もう１時間やりたい。」など言い、毎時間積極 
的に授業に取り組んでいる。 
 「小学校の図画工作科の学習内容には、「見たこと、感じたこと、想像したこと、伝え合いた

いことなどを絵や立体に表現したり、工作に表したりする」という項目がある。個性を生かした

多様で創造的な表現活動が促進される中で、子どもたちが自分に適した表現方法を主体的に選ん

で絵や立体や工作に表現する活動が望まれている。特に、高学年になると、新しい表し方や新た

な表現方法、また、手応えのある活動に意欲をもつ傾向が見られるようになる。」(遠藤 建生 図

工科学習指導案 引用)そのことから、表現方法を広げる意味で版による表現を学習することにし

た。子どもたちは低学年で紙版画（凸版）を経験し、紙をいろいろな形に切り、貼り合わせ刷る

ことで、表現する技法の範囲を広げている。４年生になり、単色刷りの木版画を経験し、版を彫

り上げる活動の楽しさや、彫刻刀の使い方にも触れている。そして今回学習する木版画（凸版）

の、一版多色刷りは白黒の木版画とは違い、色をつけることで絵の表現の幅を広げることができ

る。また一枚目刷った色と少し変えた色にしてみたいと思ったときは、二枚、三枚刷れるため、

工夫しだいで表現の幅が広がる題材である。 

本単元では、「一版多色刷り版画」の手法で「お話の世界を広げよう」ということにした。日

常の生活の中から心に残ったことを題材につくることも考えたが、とても本好きな子どもが多い

ので、本の中の世界の方が想像力を働かせることができるのではないかと考えた。さらに、鮮や

かな色彩と独創的な表現を期待することができ、子どもたちの発想の力が生かされるのではない

かと考えた。お話の世界を版画にし、色を想像してつけることで、子どもたちが創意工夫し、子

どもの表現活動への意欲を高めることができる。そして版で表すこと自体の楽しさや考えたり工

夫したりすることの面白さを味わわせることができるであろう。子どもたちが聞いたお話のイメ

ージが版でしっかり表現できるよう下絵の段階から、表現したいもの（主体）が何かというのを

はっきりとするよう言葉をかけていきたい。さらに色をつけることによって、作品のもつ世界が

広がるということを指導していきたい。また、一色、二色と色を重ねることによって立体感がで

たり、作品のもつイメージが明るくなったりという一版多色版画の特性を活かした活動ができる

よう支援していきたいと考える。 



５．「思いをふくらます創造的な技能」のための具体的な手立て 
 まず始めに導入の工夫を考えた。白黒の木版画と一版多色版の作品を見せ、それぞれのもつ作 
品のよいところを考える時間をとることにした。子どもは、白黒版について「色がついていない 
ので、すっきりしていて絵がはっきりする。」や「彫った後の木目が見えていてきれい。」などの 
意見を出すと思われる。それに対し、一版多色版は「白黒より作品が明るくなった感じがする。」 
や、「想像がふくらむ感じがする。」などの意見が出ると思われる。そして、もう一つの工夫とし 
て、グラスの中のジュースがいろいろな色をつけたことによって、ソーダー水、オレンジジュー 
ス、グレープフルーツジュースに変わるということを、参考作品を使って説明したい。一つの版 
から、色を変えることによっていくつもの作品ができるのが一版多色版画のもつ素晴らしいとこ 
ろである。この活動から、子どもたちの自分もやってみたいな。版画に色をつけるとどうなるの 
かな。などの興味・関心をひきつけたいと考える。さらに、4年生で学んだ白黒の木版画は、面 
彫りだったが、今回取り組む一版多色版は、線彫りである。彫ったところが白い線ではなく、黒 
い線として出るため、仕上がる作品の印象が単色刷りと違ってくるであろう。子どもたちには、 
線彫りしたところが黒い線として残ることをしっかりと伝えておき、作品の仕上がりをイメージ 
しながら作るよう声をかけたい。 
 そして、題材としてお話の世界を取り上げることで、色を効果的に使えるようにしたいと考え 
た。日常生活の世界だと、子どもたちは、土は茶色だから、茶色一色で塗ろう。空は水色だ。な 
どの固定概念で表現してしまうことがあると思われる。しかし本の世界にすれば、自分で想像し 
た絵や色を創り出すため、作品の世界が広がるのではないかと考えた。そのために三つのお話（「火 
の鳥」「花さき山」「コーラルの海」）を読み聞かせすることにした。この三つのお話は、挿絵が、 
作品の中に色を描写している部分が出てくるため子どもが色を想像しながら、絵を描けると考え 
た。また、挿絵を見せずに読み聞かせをすることで、子どもたちが想像力をはたらかせ、思い思 
いの作品を作り上げることができるのではないかと考えた。 
 その他に、毎時間の活動を振り返られるよう「図工一言日記」を書くことにした。毎時間の子

どもの気づきや、次時に子どもが行いたい活動を教師が把握しておくことで、的確な指導ができ、

子どもの思いもさらに広げる支援ができると思われる。そして、一枚刷るだけではなく、何度も

何度も色をつけて刷ることで、子どもの「明るい絵を表現したい。」「こんな色を表現したい。」と

いう作品に対する思いをふくらませながら、作品をつくり上げていく喜びを感じとれるようにし

たいと考えた。 
６．課題のねらい 
○ 表したい主題に合わせて、構図や配色を工夫する。 
７．題材の評価規準（●重視視点） 
 
 
 
 
      
 
 

a 造形への関心・意欲・態度     ●b 発想や構想の能力 
一版多色の表し方を理解し、刷るごとに   表したい主題の構図や配色を工夫する

できあがる過程を楽しもうとしている。   ことができる。           

 
C創造的な技能            d 鑑賞の能力 
配色や発色の効果を確かめながら      表したかったところや、色の面白さ  
表すことができる。             などを味わうことができる。 



８．準備 
子ども・・・彫刻刀、油性ペン、新聞紙、汚れてもよい服装 
教師・・・版木、版画用紙、版画用具一式、ポスターカラー 
 
９．指導計画と評価計画（８時間扱い） 
時

間 
○活動内容 
☆★予想される子ども ◆教師の働きかけ  

一
次
（
４
５
分
） 

     
 
○白黒版と一版多色版画の違いを知る。 
☆両方の作品の良さについて発言している。

・白黒版はすっきりした感じがしていいな。

・一版多色版は色がついているから明るい感

じがするよ。 
○参考作品を見て、一枚の版から、違う色に

したことによって、違った版画になること

を知る。 
・オレンジジュースがサイダーになったよ。

・次はグレープフルーツジュースだ。 
○一版多色版画を本の中から表現すること

を伝える。本を３冊読み聞かせし、印象に

残っている場面などを描きとめておくよ

うに伝える。 
・コーラルがクジラと遊んでいるところにし

よう。 
・火の鳥が飛んだところにしようかな。 
○図工一言日記をつける。 

 
 
◆参考作品を見せる。 
 
 
 
 
◆一版多色版画の作品を見せ、一版多色版画

をすることを知らせる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆子どもたちが今日の時間にどんなことを

感じたか、次時にやりたい活動などを把握

しておく。 

二
次
（
９
０
分
） 

○描きとめておいた絵をもとに、表したいも

のが明確に伝わるように、構成を工夫した

り、省略したりする。 
 
 
○版木に下絵をかく。 
☆考えながら下絵を描いている。 
・私は、「花さき山」に行ったあやの姿を書

こう。 

◆参考作品を見せながら、彫ったところが黒

い線として残ることを知らせておく。 
 
 
 
◆版に表すことを予想し、下絵の段階で細か

くなりすぎないよう指導する。 

評価規準・評価方法 

一版多色刷り版画を知ろう！

【関】つぶやき・発言 

下書きをしよう！



 

・細かい絵になりすぎないよう注意しよう。

・版画は写した時に反対の向きになるから、

気をつけてかこう。 
 
★ 何をかいていいか思いつかない。 
 
○図工一言日記を書く。 
・今日は下絵ができてよかったな。 
・この絵に色をつけたらどうなるのかな。 

◆彫ったあとが、見やすいように、版木に色

 をつけたりするが、本題材の場合は版木に

かいた線を彫るのでここでは薄く色をつ

けることは省略する。 
◆何をかいていいか思いつかない子のため

にお話をもう一度読んであげる。 
 
 
◆下絵の線が細くてわかりづらい場合は、油

性のサインペンで見やすいように線がき

するよう伝える。 

三
次
（
９
０
分
） 

 
 

○彫刻刀の使い方や種類を復習する。 
☆彫刻刀の使い方について考えている。 
・彫刻刀は両手を使って彫るんだよ。 
・彫刻刀の刃は絶対人に向けてはいけない

よ。 
 
○線を彫刻刀で彫る。 
☆表したい線を考えながら彫っている。 
・頑張って彫ろう。 
・彫刻刀はどれを使おうかな。 
 
 
・髪の毛や細かい部分は三角刀を使うように

しよう。 
 
 
・太い線は小丸刀を使うといいんだね。 
・山の線は小丸刀を使うことにしよう。 
 
★彫り方が分からず困っている。 
 
 
○図工一言日記を書き振り返りをする。 
・線彫りだから早く終わったよ。 
・早く色をつけてみたいな。 
 

◆４年生で習ったことを思い出すよう声を

かける。 
 
 
 
 
◆色の美しさが全面に出る版画だが、画面を

引き締めるのは、彫刻刀の彫りあとの線で

ある。彫刻刀を選び、あまり下絵にこだわ

らずに、もう一度彫刻刀でかくつもりで彫

るよう伝える。 
◆基本的には三角刀で、ある程度深く線彫り

する。しかし線が細すぎると、彫り後に絵

の具がたまったり、隣にはみ出したりして

しまうので注意するよう伝える。 
◆太くてはっきりさせたい線は、小丸刀を使

うよう指導する。しかし、あまりストレー

トな線（うどん彫り）にならないよう助言

する。 
◆試し刷りの版を使い、いろいろ試すよう促

す。 
 
 
◆子どもの振り返りを読み、今日の学習でで

きたこと、できなかったことを把握する。

【発】【技】活動の様子 作品 

        線を彫刻刀で彫ろう！

【発】【技】活動の様子 作品 



四
次 

本
時
（
４
５
｜
９
０
） 

○版紙を版木にセロハンテープで止める。 
 
 
 
○教師が見本を見せる。 
・すごい。色がついたね。 
・きれいだな。 
・私もやってみたいな。 
 
○版に色をつけ刷ってみる。 
☆自分の表現したい色をつけている。 
・ここは赤色にしてみよう。 
・黄色に白を混ぜて塗ったら、どうなるかな。

・ここのところが色が重なって立体的に見え

るね。 
★どんな色にしたらいいか迷っている。 
・何色にしていいか思いつかないよ。 
 
 
★水をつけすぎて絵がにじんでしまう。 
・絵がにじんでしまったよ。どうしたらいい

のかな。 
 
 
○図工一言日記を書き振り返りをする。 
・色をつけて面白かったよ。 
・次回は水の量に気をつけて、もっときれい

 に刷りたいな。 

◆刷る紙は何度もめくる動きを繰り返すの

で、版木の裏からしっかり止めるよう指導

する。 
 
 
◆最初は、うすい色で刷り、強調したい部分

を、２回、３回と重ねるようにすると立体

感が出ることを伝える。 
◆どの色にも白色を混ぜると、不透明な感じ

になりきれいに見えることを伝える。 
 
 
 
 
 
◆活動が停滞している子には、教師が感じた

色の良さや美しさを伝えたり、友だちの活

動に着目したりして活動の意欲を喚起す

る。 
◆水の量が多すぎると、絵がにじんでしまう

ので気をつけるよう声をかける。 
 
 
 
◆子どもの振り返りを読み、今日の学習でで

きたこと、できなかったことを把握する。

五
次
（
４
５
分
） 

 
 
○作品カードに自分の作品の特徴や工夫し

たことを書く。 
☆作品カードに自分の思いをうまく表現し

ながら書く。 
・火の鳥の体の色を工夫したよ。 
★ カードを書くことができない。 
・何も思いつかないな。 

 
 
◆どんな本を選び、どういうところを工夫し

たかみんなに教えてあげることを伝える。

 
 
 
◆どんな気持ちで作品を作ったのか聞き、話

したことを文章にそのまま表現すればよ

いことを伝える。 

        お話の世界に色をつけよう！

【発】【技】活動の様子 作品 

        お話を紹介し合おう！



 
 ○友だちと作品を見合って、工夫したところ

 知ってもらいたいことなどを話し合う。 
 
☆友だちの作品のいいところや工夫してい

ることを気づいている。 
○気に入った作品をつくったお友だちに感

想の手紙を書く。 
○図工一言日記を書き振り返りをする。 
・○○さんの色の表し方がきれいだったな。

・またやってみたいな。  

◆ 友だちの作品を見て、よいところや工

夫しているところがあればどんどん相

手に教えてあげるよう声をかける。 
 
 
◆すべての子どもに手紙が渡るよう配慮

する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【鑑】活動の様子・作品カード・手紙



 
１０．本時の活動と指導（４/８時間） 
（１）目標  
配色を工夫し、色の効果や順番を考えて計画的に刷る。 

（２）展開 
○子どもの主な活動内容 
☆★予想される子どもの主な活動 

◆教師のはたらきかけ 
 

 
 
○教師が見本を見せる。 
・すごい。色がついたね。 
・きれいだな。 
・私もやってみたいな。 
 
○版に色をつけ刷ってみる。 
☆自分の表現したい色をつけている。 
・ここは赤色にしてみよう。 
・黄色に白を混ぜて塗ったら、どうなるかな。

・ここのところが色が重なって立体的に見える

ね。 
★どんな色にしたらいいか迷っている。 
・何色にしていいか思いつかないよ。 
 
 
★水をつけすぎて絵がにじんでしまう。 
・絵がにじんでしまったよ。どうしたらいいの

かな。 
 
★作品に色をうまくつけられない。 
・○○さんの作品は色が重なり合って立体的に

見えるな。 
・赤や緑は明るい色できれいだな。僕もそのよ

うにしてみよう。 
 
○図工一言日記を書き振り返りをする。 
・色をつけて面白かったよ。 
・次回は水の量に気をつけて、もっときれい  

 に刷りたいな。 

 
 
◆最初は、うすい色で刷り、強調したい部分を、

２回、３回と重ねるようにすると立体感が出

ることを伝える。 
◆どの色にも白色を混ぜると、不透明な感じに

なりきれいに見えることを伝える。 
◆水の量が多すぎてしまうと、絵がにじんでし

まうので、あまり水を入れすぎないよう声を

かける。 
 
 
 
◆活動が停滞している子には、教師が感じた色

の良さや美しさを伝えたり、友だちの活動に

着目したりして活動の意欲を喚起する。 
 
◆水の量が多すぎると、絵がにじんでしまうの

で気をつけるよう声をかける。 
 
 
◆友だちの作品のよいところに気づき、自分の

作品を作る時の参考にするよう声をかける。

 
 
 
◆子どもの振り返りを読み、今日の学習ででき

たこと、できなかったことを把握する。 

評価規準・評価方法 

        お話の世界に色をつけよう！

【発】【技】活動の様子 作品 



 


