
◆ 図画工作

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針

表現や鑑賞の活動を通して、自らつくりだす喜びを味わうようにするとともに、感性や想像

力、手や体全体の感覚などを働かせながら造形的な創造活動の基礎的な能力を高め、生活や社

会と主体的にかかわる態度を育て、豊かな情操を養うことを重視して、次のような改善を図る。

(ア) 育成する資質や能力を整理し、表現や鑑賞の過程で働く力を明確にするとともに、それらが

関連して働くように内容の改善を図る。また、児童が自らの行為や感覚を基に形や色、イメー

ジなどを活用して活動することができるように、領域や項目などを通して共通に働く資質や能

力を〔共通事項〕として示す。

(イ) 生活や社会とのかかわり、ものをつくる楽しさなどの観点から、手や体全体の感覚を働かせ

て材料や用具などを活用してつくったり、身の回りの形や色、環境などから感じ取ったことを

伝えあったりする活動を児童の発達に応じて整理して示す。

(ウ) 鑑賞においては、よさや美しさを鑑賞する喜びを味わうようにするとともに、自分の思いを

語る、友達と共に考える、感じたことを確かめるなどを通して、自分自身で意味を読み取り、

よさや美しさなどを判断する活動の充実を図る。

(エ) 暮らしの中の造形や我が国や諸外国の親しみのある表現などに関する学習では、作品などの

よさや美しさを主体的に味わったり感じたりすることを重視する。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

・教科の目標では、「感性を働かせながら」を加え、児童が感性を働かせながら、つくりだす

喜びを味わうようにするとともに、造形的な創造活動の基礎的な能力を育成することを一層

重視する。学年の目標では、造形への関心や意欲、態度、発想や構想の能力、創造的な技能、

鑑賞の能力などの育てたい資質や能力をより明確に示す。

（２）内容の改善

① 構成の見直し

ア 表現領域の内容構成の改善

「Ａ表現」の内容を「(1)材料を基に造形遊びをする活動を通して、次の事項を指導する。」、
「(2)表したいことを絵や立体、工作に表す活動を通して、次の事項を指導する。」とし、
内容を発想や構想の能力と創造的な技能の観点から整理する。

イ 鑑賞領域の内容構成の改善

「Ｂ鑑賞」を「(1)作品などを鑑賞する活動を通して、次の事項を指導する。」として、
鑑賞の能力や言語活動の観点から整理して示す。

ウ 〔共通事項〕の新設

表現及び鑑賞の各活動において、共通に必要となる資質や能力を〔共通事項〕として示す。

指導において、自分の感覚や活動を通して形や色、動きや奥行きなどの造形的な特徴をと

らえ、これを基に自分のイメージをもつことが十分に行われるようにする。

エ 言語力の育成

「Ｂ鑑賞」の各学年の内容に「話したり、聞いたりする」、「話し合ったりする」などの

学習活動を位置付け、言語力の育成に配慮する。

オ 材料や用具の取扱いや鑑賞指導における美術館等との連携

内容の取扱いに、各学年で取り扱う材料や用具を、手などを十分に働かせるなどの指導

の配慮事項とともに示す。鑑賞については、児童や学校の実態に応じて、美術館などを

利用したり、連携を図ったりすることなどに配慮する。

（３）言語活動の充実

・「Ｂ鑑賞」において、以下の３点を重視する。

① 自分の思いを語る、友達と共に考える、感じたことを確かめるなどを行う。

② 低学年から高学年にかけて、話す、聞く、話し合うなどの、言語活動の発達に対応

した学習活動を行う。
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③ 児童が対象について感じたことなどを言葉にしたり友人と話し合ったりするなど、言

語活動の充実に配慮して指導をする。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

平成２１年度及び平成２２年度の第１学年から第６学年までの図画工作の指導に当たって

は、現行小学校学習指導要領第２章第７節の規定にかかわらず、その全部又は一部について

新小学校学習指導要領第２章第７節の規定によることができる。

２ 移行措置の解説

（１）移行措置の内容

・全部又は一部について新小学校学習指導要領によることができることとした。

（２）学習指導上の留意事項

目標及び内容を２学年まとめて示している教科については、特に、平成２２年度の指導に

当たっては翌年度を見通した適切な指導計画を作成して指導し、平成２３年度の指導に当た

っては、前年度における指導内容を踏まえて適切な指導計画を作成して指導する必要がある

ことに十分に留意し、新小学校学習指導要領に円滑に移行できるようにすること。

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

① 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞に関する能力を育成する上で共通に

必要となるものであり、表現及び鑑賞の各活動において十分な指導が行われるよう工夫す

ること。

② 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(2)の指導に配当する授業時数については、工作に表
すことの内容に配当する授業時数が、絵や立体に表すことの内容に配当する授業時数とお

よそ等しくなるように計画すること。

③ 第２の各学年の内容の「Ｂ鑑賞」の指導については、「Ａ表現」との関連を図るようにす

ること。ただし、指導の効果を確かめるため必要がある場合には、児童や学校の実態に応

じて、独立して行うようにすること。

④ 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の指導については、適宜共同してつくりだす活動を取

り上げるようにすること。

⑤ 低学年においては、生活科などとの関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにす

ること。特に第１学年においては、幼稚園教育における表現に関する内容などとの関連を

考慮すること。

⑥ 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳の目標に基づき、道徳の時間な

どの関連を考慮しながら、第３章道徳の第２に示す内容について、図画工作科の特質に応

じて適切な指導をすること。

（２）授業時数

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

平成２１年度 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０

平成２２年度 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０

平成２３年度（完全実施） ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０
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３ 具体的な改善事項 （別紙）

改訂の要点 補足点 ・ 強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項

１ 改訂の基本方針 ・図画工作は、中学校の美術と技術の両方を兼ねている。

表現や鑑賞の活動を通して、自らつくりだす喜 ・今回の改訂で、大切にしてきた教科の理念は変わらない。

びを味わうようにするとともに、感性や想像力、 ・義務教育の目標の達成のために教科の目標があることや、

手や体全体の感覚などを働かせながら造形的な創 発達の段階を十分に踏まえること、他者、社会、自然、

造活動の基礎的な能力を高め、生活や社会と主体 環境などの多様な関係の中で活動することを重視する。

的にかかわる態度を育て、豊かな情操を養うこと ・教育基本法第２条（教育の目標）の一（豊かな情操）、二

を重視する。 （個人の価値の尊重、創造性を培い）、四（生命を尊び、自

然を大切にする）、五（伝統と文化の尊重）は図画工作に

かかわっている。

・創造活動には、鑑賞活動も含まれる。

・能力を育ててはじめて、創造することの楽しさが感じら

れるということではない。

２ 具体的改善事項

(ア)育成する資質や能力を整理し、表現や鑑賞の (ア)〔共通事項〕が示されたのは、表現と鑑賞は一体であ

過程で働く力を明確にするとともに、それらが る内容の二つの側面であるため、明確に分けることがで

関連して働くように内容の改善を図る。また、 きないからである。〔共通事項〕は、表現と鑑賞の二つの

領域や項目などを通して共通に働く資質や能力 領域の活動を支える資質や能力であり、指導事項として

を〔共通事項〕として示す。 示してある。また、児童の資質や能力の働きを具体的に

とらえ、育成するための視点でもある。

(イ)生活や社会とのかかわり、ものをつくる楽し (イ)図画工作科の学習を生活や社会とのかかわりにおいて

さなどの観点から、手や体全体の感覚を働かせ 見直すことが示されている。

て材料や用具などを活用してつくったり、身の ・各学年の目標や内容には発達に応じた児童の実態が示し

回りの形や色、環境などから感じ取ったことを てある。また、内容や指導計画の作成と内容の取扱いに

伝えあったりする活動を児童の発達に応じて整 おいて材料や用具、場所や指導の配慮事項を具体的に示

理して示す。 している。

・学年目標は、３つの視点から示してある。 p13
(1)関心や意欲、態度
(2)発想や構想、創造的な技能などの造形的な能力
(3)鑑賞の能力

(ウ)鑑賞においては、よさや美しさを鑑賞する喜 (ウ)鑑賞については小中一貫して行うことが大切であり、

びを味わうようにするとともに、自分の思いを 「よさや美しさ」を判断するのは、中学校の出口の姿で

語る、友達と共に考える、感じたことを確かめ ある。なお、小学校で「よさや美しさ」という文言を用

るなどを通して、自分自身で意味を読み取り、 いているのは、第５学年及び第６学年だけである。それ

よさや美しさなどを判断する活動の充実を図る。 は、よさには「他者との比較」、美しさには「文化」が含

まれており、発達段階から考えて他の学年には馴染まな

いためである。

・第１学年及び第２学年は「面白さや楽しさ」第３学年及
び第４学年は「よさや面白さ」と示してある。 p12

(エ)暮らしの中の造形や我が国や諸外国の親しみ (エ)暮らしの中の造形や我が国や諸外国の親しみのある表

のある表現などに関する学習では、作品などの 現などを学習する際の配慮事項が示されている。児童が

よさや美しさを主体的に味わったり感じたりす 主体的に味わったり、感じたりすることが重要であり、

ることを重視する。 言語活動の充実が必要である。

Ⅱ 目標及び内容

１ 今回の改訂の主な特徴

（１）目標の改善

・教科の目標では、「感性を働かせながら」を加 ・「感性を働かせながら」という文言が示されたのは、児童

え、児童が、感性を働かせながら、つくりだす の感覚や感じ方などを一層重視するためである。

喜びを味わうようにするとともに、造形的な創 ・「造形的な創造活動」とは、自分の思いを形や色などで表

造活動の基礎的な能力を育成することを一層重 したり、よさや美しさを感じ取ったりするなどの活動の
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視する。学年の目標では、造形への関心や意欲、 ことである。

態度、発想や構想の能力、創造的な技能、鑑賞 ・「基礎的な能力」とは、発想や構想、創造的な技能、鑑賞

の能力などの育てたい資質や能力をより明確に などの能力である。

示す。

２ 具体的な改善内容

（２）内容の改善

① 表現領域の内容構成の改善 ① 現行学習指導要領では「(1)楽しい造形活動をする」(2)
「Ａ表現」の内容を「(1)材料を基に造形遊び 「絵や立体に表したり、つくりたいものや工作に表した

をする活動を通して、次の事項を指導する」、「(2) りする。」と示されている項目が、「～する活動を通して、

表したいことを絵や立体、工作に表す活動を通 次の事項を指導する。」と示された。 p30
して、次の事項を指導する」とし、内容を発想 (1)は、遊びの創造的な性格や、つくり、つくりかえ、つく
や構想の能力と創造的な技能の観点から整理す るといった連続的な過程を重視しており、文末は「つく

る。 ること」と示している。

(2)は、自分の表したいことを基に表現することを重視して
おり、文末は「表すこと」と示している。 p33

・内容は、以下のように３つの事項から示している。
ア：表現の始まりにおける発想や構想の能力

イ：表現の過程における発想や構想の能力

ウ：創造的な技能

※構想とは、段取りも含まれる。

② 鑑賞領域の内容構成の改善 ② 現行では「(1)関心をもって見る」と示されている項目
「Ｂ鑑賞」を「(1)作品などを鑑賞する活動を が、「～する活動を通して、次の事項を指導する。」とし、

通して、次の事項を指導する」として、鑑賞の 以下のように、２つの事項から示している。 p36、37、38
能力や言語活動の観点から整理して示す。 ア：鑑賞の能力、活動の対象や活動の概要

イ：過程における鑑賞の能力、活動の方法

・鑑賞は自分の感覚や行為などに基づいた能動的な活動で

あることや、見たりする時だけではなく、つくったりす

る時にも働いていることに配慮する必要がある。

③ 〔共通事項〕の新設 ③ 内容は、以下のように２つの事項から示している。

表現及び鑑賞の各活動において、共通に必要 ア：自分の感覚や活動を通して形や色をとらえること

となる資質や能力を〔共通事項〕として示す。 イ：自分のイメージをもつこと

指導において、自分の感覚や活動を通して形や アについては、児童の発達に応じて、以下のように文言

色、動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえ、 を整理して示している。

これを基に自分のイメージをもつことが十分に 第１学年及び第２学年

行われるようにする。 形や色などをとらえること。 p39
第３学年及び第４学年

形や色、組み合わせなどの感じをとらえること。 p54
第５学年及び第６学年

形や色、動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること

文化に影響を受けた感覚や知識的な見方も含む。 p71

※「自分の感覚や活動」とは、「児童自身が気づき表現を深

めるようにする」ことを意味している

④ 言語力の育成 ④ 言語活動という文言は、鑑賞に関する項に３カ所（ｐ 6、
「Ｂ鑑賞」の各学年の内容に「話したり、聞 24、76）で用いられている。なお、各学年における言語

いたりする」、「話し合ったりする」などの学習 活動の方法は以下のようである。

活動を位置付け、言語力の育成に配慮する。 第１学年及び第２学年

・感じたことを話したり（思いついたことを自然に言葉に

する）、友人の話を聞いたり（自然に見られる姿）するな

どする。

第３学年及び第４学年

・感じたことや思ったことを話したり（ある程度理由を付
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けて話したり、気持ちを振り返って書いたりする）、友人

と話し合ったり（テーマを決めて一斉に話し合うという

よりも、一つの作品に自由に意見を述べ合ったり、作品

の前で自然に話し合いが始まったりする）などする。

第５学年及び第６学年

・感じたことや思ったことを話したり（形や色と自分のイ
メージを関連付けながら話したり、まとめたりする）、友

人と話し合ったり（自由な会話をしたり、簡単な話し合

いをしたりする）などする。

⑤ 材料や用具の取扱いや鑑賞指導における美術 ⑤ 各学年で取り扱う材料や用具、指導の配慮事項は以下

館等との連携 のように示している。

内容の取扱いに、各学年で取り扱う材料や用 第１学年及び第２学年

具を、手などを十分に働かせるなどの指導の配 ・土、粘土、木、紙、クレヨン、パス、はさみ、のり、簡

慮事項とともに示す。鑑賞については、児童や 単な小刀類など身近で扱いやすいものを用いることとし、

学校の実態に応じて、美術館などを利用したり、 児童がこれらに十分慣れることができるようにすること。

連携を図ったりすることなどに配慮する。 第３学年及び第４学年

・木ぎれ、板材、釘、水彩絵の具、小刀、使いやすいのこ

ぎり、金づちなどを用いることとし、児童がこれらを適

切に扱うことができるようにすること。

第５学年及び第６学年

・針金、糸のこぎりなどを用いることとし、児童が表現方

法に応じてこれらを活用できるようにすること。

○ 手などを十分に働かせるなどの指導の配慮事項につい

ては以下のように示している。

第１学年及び第２学年「体全体の感覚や技能などを働かせ」

・自分の気持ちや感覚、技能などが一体になる。

手などの感覚を十分に働かせ材料や用具と一体になって。

第３学年及び第４学年「手や体全体を十分に働かせ」

・手などを十分に（たっぷり）働かせて用具を用いて。

第５学年及び第６学年「様々な表し方を工夫する」

・いろいろな材料を選んだり、新しい用具を使ったりして。

○ 地域の美術館などの利用や連携に関する事項について

は以下のように示している。

・美術館や博物館など、親しみのある美術作品や暮らしの

中の作品などを展示している地域の施設や場所を利用す

る。施設が提供する教材やプログラムの活用、学芸員の

授業など、工夫する。

第１学年及び第２学年「自分たちの作品や身近な材料」

・自分や友人のつくりつつある作品、用いられる材料

・（近い存在の）校内に展示してある作品や大人の作品

第３学年及び第４学年「自分たちの作品や身近な美術作品

や製作の過程」

・表現に関連がある作品や日用品、伝統的な玩具、地域の

美術館の作品、人が体全体でものをつくっている姿

第５学年及び第６学年「自分たちの作品、我が国や諸外国

の親しみのある美術作品、暮らしの中の作品など」

・美術作品、食器や家具、ポスターやネオンサイン、造園、

建物、工芸品や衣服、様々な用具など、つくりだされる

過程や暮らしの中で見られる様々な美術の働き

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

指導計画作成上の留意点

(1)第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び (1)〔共通事項〕は、これまで行われてきた指導内容や方法
鑑賞に関する能力を育成する上で共通に必要と を検討し、改善する視点でもある。これまで「目標」「内

なるものであり、表現及び鑑賞の各活動におい 容」から作成してきた指導計画を「材料や用具」「共通事

て十分な指導が行われるよう工夫すること。 項」の視点から見直し改善することが大切である。

(2)第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(2)の指導 (2)ものをつくる経験は、よさや美しさを大切にする気持ち、
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に配当する授業時数については、工作に表すこ 自発的に工夫や改善に取り組む態度などからも重要であ

との内容に配当する授業時数が、絵や立体に表 る。

すことの内容に配当する授業時数とおよそ等し 「Ａ表現」「Ｂ鑑賞」の配分は、内容に偏りがないように

くなるように計画すること。 する。

(3)第２の各学年の内容の「Ｂ鑑賞」の指導につい (3)独立して扱う時は、以下の３点に配慮する。
ては、「Ａ表現」との関連を図るようにすること。 ①内容（児童が関心がもて、一人一人の感じ方や見方を深

ただし、指導の効果を確かめるため必要がある めることができる内容であること。）

場合には、児童や学校の実態に応じて、独立し ②発達段階（児童が親しみや関心をもて、知識や理解は結

て行うようにすること。 果として得られるものであること。）

③言語活動の充実（児童が言葉にしたり友人と話し合った

りできること。）

(4)第２の各学年の内容の「Ａ表現」の指導につい (4)適宜、共同して製作する内容を取り入れる。
ては、適宜共同してつくりだす活動を取り上げ 決められた部分を受けもつだけで活動が終わらないように

るようにすること。 する。

(5)低学年においては、生活科などとの関連を積極 (5)図工でつくったものを生活科で紹介したり、他教科にお
的に図り、指導の効果を高めるようにすること。 ける自然や社会などの経験を造形的な発想に生かすことな

特に第１学年においては、幼稚園教育における どを考える。

表現に関する内容などとの関連を考慮すること。

(6)第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に (6)つくりだす喜びを味わうようにすることは、美しいもの
示す道徳の目標に基づき、道徳の時間などの関 や崇高なものを尊重する心につながるものである。また、

連を考慮しながら、第３章道徳の第２に示す内 造形的な創造による豊かな情操は、道徳性の基盤を養うも

容について、図画工作科の特質に応じて適切な のである。

指導をすること。

内容の取り扱いと指導上の留意点

(1)学習活動や表現方法などに幅をもたせるように (1)その子らしい表現を認めるようにする。
すること。 (2)多様な材料を体験させる。

(2)版に表す経験や焼成する経験が出来るようにす (3)それぞれの学年の指導内容は、以下のようである。
ること。 第１学年及び第２学年

(3)材料や用具については、次のとおり取り扱うこ ・材料や用具の安全な使い方に気を付けながら、その扱い

ととし、必要に応じて、前の学年において初歩 に慣れるようにすること。基本的な扱い方に関心をもつ

的な形で取り上げたり、その後の学年で繰り返 ようにすること。

し取り上げたりすること。 第３学年及び第４学年

(4)事故防止に留意すること。 ・安全に扱えるようにすること。扱いに慣れ、自分の表現

(5)「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては、地域の美術館 に生かす体験を深めること。

などを利用したり、連携を図ったりする。 第５学年及び第６学年

・用具を使うこと自体を楽しむ。使い方に慣れとともに、

簡単な手入れをしたり、大切にする習慣がつくようにす

ること。ごみの分別や環境に対する配慮も必要。

(4)教師の一方的な説明で終わらず、実際に取り扱うなどす
る。鋭い刃がある用具や電動式の用具は特に配慮が必要で

ある。その他、接着剤の取り扱いに配慮をしたり、活動場

所 は事前に点検して、安全や衛生面を確認したりする。

(5)指導の効果を高めるため必要がある場合には、児童や学
校の実態に応じて、独立して行うようにする。

□校内の適切な場所に作品を展示するなどし、平 ・学校は、児童の楽しいアイデアや工夫などが見られる造

素の学校生活においてそれを鑑賞できるよう配 形的な空間であることが臨まれる。また、展示は、児童

慮するものとする。 の作品を通して学校と保護者や地域の連携を深める効果

もある。

Ⅳ 移行期間中の留意事項

平成２１年度及び平成２２年度の第１学年から 全部又は一部について新小学校学習指導要領によること

第６学年までの図画工作の指導に当たっては、現 ができることとした。

行小学校学習指導要領第２章第７節の規定にかか

わらず、その全部又は一部について新小学校学習

指導要領第２章第７節の規定によることができる。


