
特別支援学校 小学部第１学年 図画工作科学習指導案 

 

日時 平成 25 年○月○日（○） 

対象 小学部 第１学年○組○名 

授業者 T1 ○○ ○○ 

 T2 ○○ ○○ 

 

１ 題材名   「ながいながい せんろをかこう ～ローラー遊び～」 
 
２ 題材の目標 

○ 体全体でローラーを動かして、大きく描くことを楽しむ。 

 
３ 題材の評価規準 

 ア 造形への 

関心・意欲・態度 

イ 発想や構想

の能力 

ウ 創造的な 

技能 
エ 鑑賞の能力 

題材の 

評価規準 

体全体を使い、ローラーで 

描くことを楽しんでいる。 

ローラーを使っていろいろな色を 

つけたり、線を描いたりしている。 

出来上がった作品に注目して

いる。 

 

 

学習活動

に即した

具体的な

評価規準 

①自分からローラーに手を

伸ばしたり、ローラーで

描こうとしたりしている。 

②大きく手を動かしてロー

ラーで色を塗ったり線を

引いたりする。 

 

 

①ローラーを押したり引いたりし

て転がすことで描いている。 

②ローラーの種類や色を選んで活

動している。 

※児童の実態により観点を分けて

いない。 

①自分の描いた色や線に注目

している。 

②作品に乗り物の絵を貼り付

けたり、前に提示された作

品に注目したりする。 

 

４ 指導観 

(1) 題材観 

『特別支援学校小学部学習指導要領』の図画工作（知）の目標「初歩的な造形活動によって、造形

表現についての興味や関心をもち、表現の喜びを味わうようにする」ことを目指し、小学部１年では

造形遊びに取り組んでいる。 

本題材では大きな紙にローラーを使って描く遊びを行うが、児童は経験の少なさや興味・関心の狭

さから、自由な造形遊びの中で自ら素材に関わったり、工夫して遊んだりすることは難しい。そこで、

様々な素材や簡単なテーマ設定での造形遊びの経験を広げること、材料・用具の扱い方や簡単な手順

を示すこと、でルールや方法を覚えることを大切にして題材やテーマを設定している。 

(2) 児童観 

本学級は自閉症学級であり、児童４名が在籍している。入学して２か月程度のため、学習内容や教



師の意図を理解し、学習に参加する態度を育てているところである。聴覚過敏があり他児の特定の声

が苦手な児童、周りの刺激に注意がそれやすい児童、いつもと同じ活動の流れではないと不安定にな

る児童がおり、配慮が必要である。また、就学前施設においてスケジュールカードを使用していたた

め、文字や一つ一つの絵カードの意味の理解はまだ難しいが、スケジュールカードを使用することで

見通しがもちやすくなる児童が２名いる。また 1名は、スケジュールカードで予定を理解することは

難しいが、一つ一つの絵カードに興味を示している。そのため、視覚的な支援は有効であると考えて

いる。 

図画工作の授業では、集中できる時間は短いが、教師が提示した素材に関心を向け、自分なりに関

わろうとする姿が見られる。どの児童もクレヨンやペンを持つと紙に向かって描こうとする意欲があ

り、なぐり描きをしたり、教師の描いたものをまねして人の顔のようなものを描いたり、覚えている

キャラクターやロゴを再現しようとしたりする。描いたものに意味付けし言葉で表すことはまだ難し

いが、児童の興味・関心のあることをテーマにした造形遊びを繰り返すことで、少しずつ見たものや

イメージしたものを表現することにつなげたいと考えている。言葉掛けをしたり、教師と一緒に活動

することで、筆やローラー、タンポといった用具に合わせた手の動きが見られることもある。 

 

(3) 教材観 

電車や自動車といった乗り物が好きな児童が多いので、大きな紙に線路のような長い線を描く活動

にした。児童が転がして心地よい感触を楽しむことができ、軽い力で色を付けることができるローラ

ーを使用する。また、活動後に乗り物の絵を貼ることで、出来上がった作品に注目しやすくなると考

えた。 
 

５ 年間指導計画における位置付け 

小学部１年の図画工作は、年間を通していろいろな造形遊びに取り組む計画である。４月からクレヨンを

使った自由画、絵の具を使用した塗たくりやタンポ、ローラー遊びの活動を行った。今後は、野菜スタンプ、

転がし絵、染め紙、貼り絵等に取り組む。様々な素材に触れる経験をとおして、児童が自ら題材に関わろう

とし、表現する楽しさを感じることをねらいとしている。 

 

６ 題材の指導計画と評価計画（4時間扱い） 

 
学習内容・学習活動 

学習活動に即した具体的な評価規準 
（評価方法） 

第 1～2時 大きい紙に、ローラーで色を塗ったり線
を描いたりする。 

ア－①、イウ－①②、エ－①（観察） 

第 3～4時 
（本時は第 4時） 

大きい紙に、ローラーでいろいろな線を
描く。 

ア－②、イウ－①②、エ－②（観察） 

 

７ 題材に関する個々の児童の実態と本時の目標   

児童 児童の実態 本時の目標 指導の手だて 評価規準（評価方法） 

A 

図画工作に関する実態：画用紙を意

識してなぐり描きができる。電車

等、好きな物を描くことを誘うと

「でんしゃ描こうか」と言いなが

ら、笑顔で描き続ける。斜視。体の

動きにぎこちなさがあり、手の動き

教師と一緒に

簡単なイメー

ジを言葉にし

ながら、ロー

ラーを使って

描く。 

・好きな物を描こうと

誘ったり、何を描く

かといった話をしな

がら活動する。 

・体の動きが大きく動

きすぎてしまう時

・描きたい物を言葉に

しながら、ローラー

に手を伸ばしたり、

ローラーで描こうと

したりする。 
ア－①（観察） 



がなめらかではないが、意欲的に活

動する。タンポ等を用途に合わせて

動かすのは難しい。用具を両手で持

って動かすことも多い。 

個別指導計画より：「いろいろな方

法で要求や気持ちを教員に伝え

る」ことを目標に、できるだけ望

ましい方法で意思や要求などが伝

わる経験を積み重ねるよう配慮し

ている。 

＜自立活動 6(1)＞ 

は、手元が見やすく

手を動かしやすいよ

うに、椅子に座った

り、左手を軽く支え

たりする。 

・ローラーをしばらく

握り続け、押したり

引いたりして転がし

て描く。 

イウ－①（観察） 

・自分の書いた色や線

に注目する。 

エ－①（観察） 

B 

図画工作に関する実態：クレヨン

等で画用紙を意識して描くことが

できる。覚えているロゴやキャラ

クターを自分なりに描く。その時

に歌を歌ったり、キャラクターの

名前を言ったりすることもある。

教師の見本を見て活動内容に興味

を示し、同じようにやってみよう

とする。言葉かけをすればタンポ

を叩く動きで色付けができる。 

個別指導計画より：「教員からの働

きかけを受け止め、応じる力を伸

ばす」ことを目標に、教師の言葉

や動きに対する関心を高めるよう

に配慮している。 

＜自立活動 3(2),6(1)＞ 

 

簡単なイメ

ージをもっ

て、ローラー

を転がして

いろいろな

線を描く。 

・乗り物の音や動きを

まねするような言葉

かけをしながら、見

本を示す。 

・絵の具の色やローラ

ーを選びやすいよう

に机の上に並べる。 

・児童の作った作品を

目の前に提示し、注

目させてから大きな

作品に貼る。 

・乗り物を動かすイメ

ージで大きく手を動

かしてローラーで色

を塗ったり線を引い

たりする。 
ア－②（観察） 

・ローラーの種類や色

を選んで活動する。 
イウ－②（観察） 

・作品に乗り物の絵を

貼り付ける様子に注

目する。 

エ－②（観察） 

C 

図画工作に関する実態：クレヨン

等で画用紙を意識して描くことが

できる。なぐり描きが主だが、教

師の見本を見て見本どおりの色や

形を描こうとすることもある。教

員が示した簡単な手順を理解す

る。意欲はあるが、手順どおりに

次々と活動を進めたがり、待てな

いこともある。言葉かけをすれば

タンポを叩く動きで色付けができ

る。絵の具等の感触を口で確かめ

ようとすることもある。 

個別指導計画より：「授業カードを

理解し、一日の見通しをもって安

定して生活する」ことを目標に、

予想される事態や状況を視覚的な

支援で伝える配慮をしている。 

＜自立活動 2(2)＞ 

色やローラー

を選んで、 

ローラーを転

がして描く。 

 

・「コロコロ」といった

擬音語で手の動きを

引き出す。 

・他の児童がローラー

を使っている時は、

乗り物作りを継続 

する。 

・大きな作品に、児童

が作った乗り物を貼

るように促す。 

・大きく手を動かして

ローラーで色を塗った

り線を引いたりする。 
ア－②（観察） 

・いろいろなローラー

の種類や色を選んで

活動する。 
イウ－②（観察） 

・作品に乗り物の絵を

貼り付けたり、前に

提示された作品に注

目したりする。 

エ－②（観察） 



 

８ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

図画工作に関する実態：クレヨン

等で画用紙を意識して描くことが

できる。なぐり描きが主だが、教

師の描いたものをまねして、顔の

ようなものが描ける。教師の見本

を見て活動内容に興味を示し、同

じようにやろうとするが、本人の

やりたいタイミングと合わないと

手を出さないこともある。 

言葉かけをすればタンポを叩く動

きで色付けができる。 

個別指導計画より：「教員からの働

きかけを受け止め、応じる力を伸

ばす」ことを目標に、教師の言葉

や動きに対する関心を高めるよう

に配慮している。 

＜自立活動 3(2),6(1)＞ 

色やローラ

ーを選んで、

ローラーを

転がしてい

ろいろな線

を描く。 

・乗り物の音や動きを

まねするような言葉

かけをしながら、見

本を示す。 

・児童の作った乗り物

の名前を伝えて注目

させてから、大きな

作品に貼る。 

・早い順番でローラー

遊びを始め、一人で

遊ぶ時間も保障する。 

・乗り物を動かすイメ

ージで大きく手を動

かしてローラーで色

を塗ったり線を引い

たりする。 
ア－②（観察） 

・ローラーの種類や色

を選んで活動する。 
イウ－②（観察） 

・作品に乗り物の絵を

貼り付ける様子に注

目する。 

エ－②（観察） 

スタックテーブル 

①ローラー画の作業場所 

A D B C 

T2 

T1 

ロ
ッ
カ
ー 

教
材 

ホワイトボード 

水
道 

入
口 



９ 指導に当たって 

(1) 指導形態の工夫 

児童が短い時間の中で集中して取り組めるように、ローラーで描く活動や、乗り物を作る活動とい

った学習活動をいくつか組み合わせて行うこととする。ローラーで描く活動が始まる時に、ホワイト

ボードの仕切りを取り活動場所を変えることで、児童の気持ちが切り替わり、再び活動に集中できる

と考えた。 
ローラーを使う場面では、児童の自由な活動にすると、手でローラーや絵の具の感触を楽しむ遊びに

なることが多く、描いた色や線に注目することが難しいので、一人ずつ前に出て活動する設定とする。

「ローラーを持つ」「コロコロと転がして歩く」「ローラーを置く」といった流れを設定し、始まりと終

わりを分かりやすくする。 
他の児童の活動への注目がまだ不十分であるため、児童によっては別の活動をしたり、T2 と描く

ものについて話をしたりする時間とする。また、児童が自由にローラーで活動する場も設定する。 
(2) 指導方法の工夫  

授業の始まりを意識させたいので、導入のペープサートと手遊びは、図画工作の授業では常に同じ

活動を行っている。 

触覚過敏等で素材に全く触れられない児童はいない。しかし、苦手な感触がある児童もおり、握る、

つまむ、用具を操作するといったことにはまだ課題がある。そこで導入では、教師がしっかり児童の

手に触れ、手の感覚を意識させる手遊びを取り入れた。 

危険認知に課題があり、教師の意図に応じた行動をすることが苦手な児童が多い。そのため、用具

の扱い方、教師と一緒に活動する場面の理解を促すため、「ずこうのやくそく」を作り、児童と確認

する。 

(3) 教材の工夫 

児童が興味をもてるように、乗り物をテーマにした。自分の作品や友達の作品を鑑賞することはま

だ難しいが、音楽に合わせたパネルシアターには注目できる。そこで、出来上がった作品を音楽に合

わせて提示することで、児童の注目を促したいと考えた。 

 

10 本時 

(1) 本時の目標  

○ 体全体でローラーを動かして、いろいろな色の線を描く。 

 

 
 



(2) 本時の展開 

時間 
学習活動 

学習内容 
指導上の留意点・配慮事項 手だて 

学習活動に即した 

具体的な評価規準 

（評価方法） 

準備 ・スモックを着る。 ・児童の実態に合わせて指さしや言葉掛けをして、なるべく一人で着

たりボタンを留めたり出来るようにする。 
児童A 児童B・D 児童C 

 

①ペープサート

「ふうせん」 

・授業の始まりを意識できるように、児童が席に着いたらすぐに始める。 

・児童に見えやすい位置でペープサートを動かしながら注目を促す。 

・追視しやすいようにゆ

っくり動かす。 

・果物等の名称が言えるよ

うにしばらく待つ。 

・果物等の名称が言えるよう

にしばらく待つ。 

 

②あいさつ・流れ

の確認 

・注目しやすいようにサインを使用してあいさつをする。 

・絵カードを使用して、視覚的に分かるように流れを示す。 

・絵カードと歌で「ずこうのやくそく」を提示する。 

・T2 が言葉掛けをして

注目を促す。 

・提示ボードを目の前で示

して注目を促す。 

・提示ボードを目の前で示し

て注目を促す。 

 

導入 

8分 

③手遊び「まるめ

てぽん」 

・児童が自分の手に意識が向けられるように、手指や掌にゆっくりと

触れる。手の触れ方や力加減は、個に応じて変化させる。 

・曲の間奏では、握って

いる手が開くように

働きかける。 

・児童と目を合わせるよう

に働きかける。 

・音楽を聴いて期待できるの

で2番目に行う。 

 

展開１ 

10分 

④乗り物を作る 

・シールや色塗り 

・最初に教師が見本を見せる。児童が見やすいように提示ボードを 

使用する。 

・それぞれの児童が興味をもてる乗り物を提示する。 

・一人で活動できるよう、紙や用具を使いやすい位置に置く。 

・手元を見てシールを貼

れるように、T2 と一

緒に活動する。 

・部品ごとに色や形を変

え、貼る場所が分かるよ

うにする。 

・簡単な手順を示し、一人で

取り組めるようにする。 

・材料を多めに準備し、活動

を保障する。 

 

展開２ 

20分 

⑤ローラーで描く ・最初に教師が見本を見せる。児童に分かりやすいように「ローラー

をもつ、コロコロしながらあるく、ローラーをおく」と言葉と動作

を示す。 

・ローラーを使う児童を決め、MT が補助をしながら一人ずつ前に出

て順に活動する。 

・ローラーや絵の具の色を選べるように、数種類並べる。 

・児童の集中の様子を見て、ある程度活動したら、一人で取り組むコ

ーナーでたくさん遊べるようにする。 

・活動の終わりが分かるように、終点にローラーを置く場を作る。 

・活動の終わりに「できた」のサインを促す。 

・他の児童が活動中は、

T2 と何を描くかとい

った話をする。 

・手元が見やすく右手が

動かしやすいように

姿勢に配慮する。 

・乗り物の音や動きをまね

するような言葉掛けを

しながら、隣でローラー

を動かして、児童の動き

を引き出す。 

・ローラーでたくさん遊べ

るように、一人で活動す

る場を作る。 

・他の児童の活動中にも、乗

り物作りができるように

する。 

・「コロコロ」といった擬音語

で児童の動きを引き出す。 

・絵の具を口に入れないよう

に、ルールカードを提示す

る。活動に集中できない場

合は、一度席に戻るように

する。 

ア－②（観察） 

イウ－①②（観察） 

 

⑥出来上がった 

作品を貼る 

 

・出来上がったローラー画を見せ、音楽に合わせて児童が作った乗り

物を貼ることで、注目を促す。 

・活動中の児童の様子や作品を褒める。 

・児童の注意が向く距離を検討しながら、少し離れた位置で提示する。 

（他の授業で行っているパネルシアターの位置と同じ程度にする）。 

・児童の作った作品を目

の前で見せ、乗り物の

名前を言う。 

・児童の作った作品の名前

を言い、注目を促してか

ら大きな作品に貼る。 

・作った乗り物の作品を、 

大きな作品に張るように

促す。 

エ②（観察） まとめ 

7分 

⑦あいさつ ・注目しやすいようにサインを使用して挨拶をする。     

終了後 ・スモックを脱ぐ。 

・手を洗う。 

     

 


