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第６学年図画工作科学習指導案 
                        日 時：令和○年○月○日（○）○校時 
                        学 級：第６学年○組  

場 所：図工室 
授業者：○○ ○○ 

 
１ 題材名 
  チャレンジ鳥獣人物戯画 
 
２ 題材の目標 
 「鳥獣人物戯画」について、見つけた面白さや特徴を共有したり、実際に描いてみたりすることを

通して、古くから親しまれてきた日本古来の美術作品のよさや美しさを味わうことができる。 
○自分の感覚や行為を通して、「鳥獣人物戯画」の形や色などの造形的な特徴を理解する。〔知識〕 
○形などの造形的な特徴を基に、自分のイメージをもちながら、昔から多くの人々に親しまれてき

た「鳥獣人物戯画」の表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考えたりし、
自分の見方や感じ方を深める。〔思考力，判断力，表現力等〕 

○つくりだす喜びを味わい、主体的に「チャレンジ鳥獣人物戯画」を鑑賞する学習活動に取り組も
うとする。〔学びに向かう力，人間性等〕 

 
３ 題材について 
（１） 児童の実態 

本学級の児童は、図画工作科の時間を楽しみにし、自分なりのイメージをもって意欲的に活動に取
り組んでいる。しかし、題材によっては自分のイメージがもてずに時間がかかってしまったり、どの
ようにつくったり描いたりしたらよいのか戸惑っていたりする姿も見られる。６年生になり、「思い出
の校舎」の題材に取り組んだ際には、奥行きが感じられる構図や似た色、目立つ色の組み合わせ、形
の大小などの「見方・考え方」を働かせて描く様子が見られた。その際、水彩絵の具やパステルなど
これまでに経験した様々な描画材や表現方法を用いて思い入れのある校舎を描こうとする児童が多く
いた。 

前題材「自分の思いのままに墨で表そう」の学習では、国語科の学習で作成した詩を、自分なりの
イメージで墨の濃さを変えたり筆以外の用具を使用したりして、色々な方法を試しながら描くことの
楽しさを味わうことができた。段ボール紙をちぎり、断面の線の違いを楽しんだり、紐を何重にも束
ね合わせて描いたりと、自分の表現を追求する姿が垣間見えた。何度も和紙に描く中で「かすれの表
現が面白い」「墨がにじんで、色の変化がとてもきれい」とこれまでの自分の体験と結び付けた表現が
できるようになってきた。さらに、友だちの表現を見て、「にじみの重なりが美しい」「筆などを動か
すスピードや持ち方を変えてみる」「偶然できた形も生かして、はじかせてみた」などと表し方の違い
や表現のよさ、美しさを感じ取ることができた様子だった。発想段階や制作段階で友だちとアドバイ
スをし合ったり、お互いの表現のよいと思うところを作品に取り入れたりして、完成した作品を通し、
作品のどんなところがよいと感じたのか根拠を示して伝えることもできるようになってきた。 

１学期の児童の学習に取り組む様子から、形や色などへのイメージをもって表したいものを表現し
たり、気持ちや感覚を主にした抽象的な表現をしたりすることへの意欲の高まりを感じている。一方、
自分や友人の作品を鑑賞することはあっても、本格的に日本の美術作品を鑑賞した経験のある児童は
少ない。そこで、児童に一人の表現者として、文化のよさや面白さを理解し、創造する楽しみを味わ
わせることを大事にしたい。さまざまな表現手法に苦手意識をもっている児童も、表現の面白さを体
験したり、実感を伴う学習の中で、「表すことを通して分かりたい」といった思いを満たすことができ
るのではないかと考える。古くから親しまれてきた日本古来の美術作品のよさや美しさを味わう学習
活動に取り組むことで、その伝統を受け継ぎ発展させていこうとする児童の心が育まれていくのでは
ないかと考える。 
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（２） 教材について 
 四大絵巻物のうちの１つである「鳥獣人物戯画 甲巻」を鑑賞する。平安時代から鎌倉時代にかけ
て制作されたと考えられており、京都市右京区の高山寺に伝わる宝物である。「鳥獣人物戯画」は日本
最古の漫画といわれ、甲巻、乙巻、丙巻、丁巻の四巻からなる紙本墨画の絵巻物である。今回取り扱
う絵巻物は、時間の推移を表現できるという特性をもっている。一度に全体を見渡せないため、時間
的・空間的な楽しさを味わいながら、右から左へと展開されていくストーリーの世界に浸ることがで
きる。「鳥獣人物戯画 甲巻」には、兎や蛙などのなじみのある動物たちが登場する。それらの動物は
擬人化して描かれており、２本足で歩行するなどユーモアに富んでいる。登場する動物の表情や動作
が細やかにそして豊かに表現されていることが物語を読み解く楽しさにつながっている。また、この
絵巻物は毛筆による墨で描かれた線を主体としており、墨による書画の面白さを感じ取ることもでき
る。 

「鳥獣人物戯画」は、昔の人々が生活を楽しむための工夫として考えられてきたが、どのような楽
しみ方をしていたのかを想像することで、日本古来の美術作品のよさも感じることができる。 
 
（３） 指導について 

本題材は、学習指導要領第５学年及び第６学年「B 鑑賞」における「（１）ア親しみのある作品など
を鑑賞する活動を通して、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、生活の中の造
形などの造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考え
たりし、自分の見方や感じ方を深めること。」をねらいとしている。あわせて共通事項における「（１）
ア 自分の感覚や行為を通して、形や色などの造形的な特徴を理解すること。」「（１）イ 形や色など
の造形的な特徴を基に、自分のイメージをもつこと。」についても学べるように題材の目標を設定した。 

今回の学習では、親しみやすい美術作品(「鳥獣人物戯画 甲巻」)について鑑賞し、作品から感じ
たり考えたりした特徴や面白さにチャレンジして表現し、つくることを通して日本美術のよさに迫っ
ていく活動である。 

「鳥獣人物戯画」の続きを想像して絵に描いたり、現代の生活の中に登場させたりといった「チャ
レンジ」をすることを通して、作者の表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり、
考えたりすることができると考え「チャレンジ鳥獣人物戯画」を設定した。形式的に「鳥獣人物戯画」
の特徴を伝えるのではなく、児童自らが体験することで美術作品に対して親しみをもって捉えること
ができるようになると考える。 

さらに、完成物を鑑賞し合う「私のチャレンジ鳥獣人物戯画発表会」を設定した。自らのチャレン
ジ「挑戦した！やってみた！」を交流することで、自分が気付かなかった表現方法にも視野が広がる
と考える。題材の導入で「鳥獣人物戯画」を初めて鑑賞したときと、実際に絵巻物をつくったときと
を比べて、表現の工夫や自分の思いの違いに着目できるようにする。そうすることで、物語の面白さ
や筆でしか表すことのできない墨の濃淡や余白のよさ、かすれなどの表現に気付くとともにつくり出
す喜びを味わえると考える。同時に、「チャレンジ鳥獣人物戯画」では、実際に描いたり試してみたり
することで見ているだけのときとは違った見方、感じ方をすることができると考える。児童がこの学
習を通して、なぜ「鳥獣人物戯画」が今まで多くの人々から親しまれているのかを考え、日本美術や
伝統文化のよさを感じ取れるようにしたい。 
 
（４） 児童が「読み解く力」を、高め、発揮している姿とそのための手立て 
【「読み解く力」の二つの側面】 
Ａ…主に文章や図、グラフから読み解き理解する力 
Ｂ…主に他者とのやりとりから読み解き理解する力 

【「読み解く力」の三つのプロセス】 
①…発見･蓄積：必要な情報を確かに取り出す 
②…分析･整理：情報を比較し、関連付けて整理する 
③…再構築：自分なりに解決し、知識を再構築する 

 
児童が、何から、何を、どのように「発見・蓄積」するか 

「鳥獣人物戯画 甲巻」を鑑賞し、日本古来の美術作品である「鳥獣人物戯画」のよさ(面白さや特
徴)を味わうにはどのようにしたらよいか、子どもたちが考えられるようにする。児童一人ひとりが学
習に対する目的意識をもつことができるように、めあてを児童の言葉で明確にしていきたい。まずは、
模写することで「鳥獣人物戯画」の表現の面白さや特徴を発見できるようにする。また、模写するこ
とで一つひとつの形など造形的な特徴に焦点が当てられると考える。さらに、「鳥獣人物戯画」の面白
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さや特徴を捉えるだけでなく、感じ取ったことを友だちと伝え合うことで、感じ方の違いを楽しんだ
り自分の考えを確かめたりし、さらに考えを広げられるようにしていく。２時間目は、学校図書館司
書によるブックトークを行う。「鳥獣人物戯画」は作者が不明であることから、さまざまな解説書が出
ている。ここでは、学校図書館司書から「鳥獣人物戯画」の見方や感じ方について話を聞き、分析・
整理のための視野を広げる糸口とする。また「鳥獣人物戯画」に関する資料を多数用意することで、
表現の意図や特徴等を発見・蓄積するための手がかりとし、自分の作品に対する解釈や想像を膨らま
せ、再構築へと向かうことができると考える。平安時代から鎌倉時代につくられたという「鳥獣人物
戯画」が現代にも伝わっているのは、昔の人々が生活を楽しむために工夫していたのだと気付くこと
ができると、自分の表現に対してもさらに深まりが出てくるのではないかと思う。 
 
児童が、何を、どのように、何のために「分析・整理」するか 

グループや全体交流での意見交流や学校図書館司書によるブックトークなどを経て気付いたことを
整理し、提示することで絵巻物の構成を考える際の手がかりとしていきたい。３時間目には、児童自
らが気付いた表現の面白さや特徴を描くことを通して理解できるようにしていく。まずは、自分が気
付いた表現の面白さや特徴をじっくりと分析的に鑑賞し、表現できればと考える。そして、その表現
の意図は何かを考えることで自分なりの見方や感じ方を膨らませることを促したい。さらに、絵巻物
の製作途中で相互鑑賞することでお互いの表現のよさや面白さを認め合い、表現する喜びを高めてい
きたいと考える。 
 
育成したい資質・能力に照らし合わせて、児童がどのような「再構築」をするか 

友だちと互いに作品を自由に見合う時間「私のチャレンジ鳥獣人物戯画発表会」を設定する。ここ
では、自らチャレンジ（挑戦した！やってみた！）をしたことで、どのような絵巻物になったのかを
自分の言葉で整理できるようにする。さらに、タイトルや作品全体の解説を書いて作品に添付してお
く。鑑賞活動をきっかけに、「鳥獣人物戯画」のもつ世界観を生かしながら、児童が独自の物語を考え
たり、墨を使って絵で表現したりする面白さや楽しさを互いに感じたりし、日本古来の美術作品のよ
さを味わうことができると考えた。作品を見て、単純に形など造形的な特徴に注目することで終わる
のではなく、自分なりのイメージをもち、作品を見たり感じたりすること。そして「鳥獣人物戯画」
を最初に見た頃の自分との対話や、友だちと交流したりすることで、見方や感じ方を深めていくこと
を「再構築」と考える。 

 
４ 題材の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
自分の感覚や行為を通して、
「鳥獣人物戯画」の形や色など
の造形的な特徴を理解してい
る。 

形などの造形的な特徴を基に、
自分のイメージをもちながら、
昔から多くの人々に親しまれて
きた「鳥獣人物戯画」の表現の
意図や特徴、表し方の変化など
について、感じ取ったり考えた
りし、自分の見方や感じ方を深
めている。 
 

つくりだす喜びを味わい主体的
に「鳥獣人物戯画」を鑑賞する
学習活動に取り組もうとしてい
る。 

 
※本題材は、「鑑賞」に重点をおいた題材であり、「技能」や「発想や構想」については、題材の目標
として設定していない。 
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５ 指導と評価の計画（全４時間） 
※実線は、「読み解く力」のＡの側面、波線は、Ｂの側面に関わる留意点や評価規準 

 

時

間 
主な学習活動 

評価の観点  
指導上の留意点 ・ ICT の活用 知 思 態 

知識 鑑賞 

1 〇滋賀県内の「ミュージア

ム」で展示されていた「鳥

獣人物戯画 甲巻」の絵巻

物を見て、作品に興味をも

つ。「鳥獣人物戯画」の絵

巻物を見て、どのような特

徴があるのか考える。 

〇実際に模写することを通

し、「鳥獣人物戯画」の表

現の面白さや特徴を友だち

と交流する。 

   〇  ・縮小版の絵巻物を用意して、実際に触れた

り、見たりできるようにする。 

・絵巻物を見て気になったところをタブレッ

トで写真を撮り、表現の面白さや特徴に気

付けるようにする。なぜそこを選んだのか

尋ね、形や配置に着目できるようにする。 

・他の人の表現の説明を聞いたり尋ねたりす

る中で、自分の考えをより確かにしたり生

かせるものを選んだりして、自分の表現に

つなげられるようにする。 

・「鳥獣人物戯画」の表現の面白さや特徴な

ど気付いたことを整理し、提示する。 

 

2 〇「鳥獣人物戯画」につい

て、学校図書館司書による

ブックトークを聞く。 

   ・「鳥獣人物戯画」に関する資料を自由に手

に取れるように置いておく。 

・作品の面白さや特徴に触れた意見があれば

取り上げる。 

・「鳥獣人物戯画」の面白さや特徴を改めて

整理し、児童自らが気付いた面白さや特徴

を描くことを通して、表現できるようにま

とめさせる。 

 

3 

 

本 

時 

〇「チャレンジ鳥獣人物戯

画」に取り組む。 

 ◎  ・登場人物の動きやお話の簡単な構成を考え

るために図書室の本やタブレットを用意す

る。 

・制作途中で必要に応じて作品を鑑賞できる

ようにする。 

・タブレットで撮った児童の作品を提示しな

がら、作品の面白さや特徴を振り返る時間

を設ける。 

 

４ 〇「私のチャレンジ鳥獣人物

戯画発表会」を行う。 

  ◎   ◎   ◎ ・タイトルや一押しの部分、全体の解説を書

いて作品に添付できるカードを用意する。 

・どのようなチャレンジ（挑戦した！やって

みた！）をしたことで、どのような絵巻物

になったのかを自由に交流できるようにす

る。 

・振り返りシートを用意し、「鳥獣人物戯

画」を改めて見て、自分の見方や感じ方が

変わったところに着目できるようにする。 
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６ 本時の目標（本時：３／４時間目） 
友だちとの意見交流やブックトークを通じて見つけた面白さや特徴を生かして、絵巻物に表すこと

で鳥獣人物戯画のもつ特徴やよさに迫ることができる。 
 
７ 本時の評価規準 
・形などの造形的な特徴を基に、自分のイメージをもちながら、昔から多くの人々に親しまれてきた

「鳥獣人物戯画」の表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、描くことや、友だちと交流す
ることから感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めている。【思・判・表】 

・自分なりの絵巻物にしていく喜びを味わい、主体的に「チャレンジ鳥獣人物戯画」を鑑賞する学習
活動に取り組もうとしている。【態】 

 
８ 本時の展開 ※実線は、「読み解く力」のＡの側面、波線は、Ｂの側面に関わる留意点や評価規準 
 
 

 
主な学習活動等 

指導上の留意点(・)   ICTの活用(☆)  評価規準(
□) 

 
 
 
 
導
入 
 
 
め
あ
て 
 
 
 
 
 
 
 
展
開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
終
末 
 
ま
と
め 

 
 
 
 
〇絵巻物を描くにあたり、もう一度描いてみ

たいと思って撮った写真を見返す。 
〇描きたいと思ったところを必要に応じて友

だちと話す。 
 
 
 
 
 
・お話を考えて、動物たちに動きを付けたし

たい。 
・未来にも現代の生活を残していきたい。 
・鳥獣人物戯画に自分が感じる日常生活の面

白さを墨や筆を使って表したい。 
 
〇友だちの意見を参考にしながら、強調して

描いてみたいところを筆と墨を使って表現
する。 

・野球をしている兎や蛙がいる。 
・スマホをもって写真をとっている蛙やポー

ズをきめている兎がいる。 
・けがをしている猿を救急箱をもって手当て

をしている兎がいる。 
 
 
 
 
〇強調して描いていく中で気付いたことを付

箋に書いておく。 
・今の本や漫画も面白いけれど、鳥獣人物戯

画のように物語や人物を想像したりするの
も面白いなと思った。 

・前時までに子どもたちが見つけた「鳥獣人物
戯画」の面白さや特徴についてまとめたもの
を黒板に提示しておく。 

・筆と墨、和紙、タブレットを準備しておく。 
☆もう一度描きたいと思ったところをタブレッ

トで撮っておき、見返すようにする。 
 
 
 
 
 
・子どもたちに問いかけながら、本時のめあて

を明確にしていく。 
・絵巻物に描くことを通して何を表したいの

か、本時でチャレンジすることを考えられる
ようにする。 

・表現しきれなかったことは、次時に言葉で捕
捉することを伝えておく。 

 
・どこに面白さを感じ、強調して表現しようと

しているのかに気付けるように助言する。 
・描く時間は２０分であることを伝える。 
□自分なりの絵巻物にしていく喜びを味わい主

体的に「チャレンジ鳥獣人物戯画」を鑑賞す
る学習活動に取り組もうとしている。【態】
(観察・対話・作品) 

☆机間指導の際に子どもたちの表現をタブレッ
トで撮り、子どもたちの気付きを把握してお
く。 

 
 
・付箋を配付し、描いていく中で気付いた面白

さを書き留めることができるようにする。 
 
 
 

面白いと感じたところを強調して描いてみよう。 
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振
り
返
り 

・あらためて鳥獣人物戯画は輪郭や体の形、
人物の動きを描くのがむずかしいと感じ
た。 

・スマホをもっている兎の表情を描くことが
できた。 

 
〇強調して描いてみることを通して気付いた

面白さを全体で交流する。 
〇自分の絵巻物を見返し、振り返る。 
〇交流を通して気付いた面白さを絵に描き加

えたり、付箋の端にメモをしたりしてお
く。 

・筆の太さや登場人物の大きさを考えること
で、関係性や場面の様子がよく分かる。 

・自分が描くことを通して描き手の気持ちが
よく分かる。 

 
 
 
 
 
 
〇片付けをする。 

 
 
 
 
 
 
・全体交流のときに、自分が気付いたことを発

表できるようにする。 
・いろいろな気付きがあることを共有するため

に、発表者の作品をモニターに提示する。 
☆本時のまとめとして児童の作品を提示しなが

ら、作品の面白さや特徴について振り返る時
間を設ける。 

 
□形などの造形的な特徴を基に、自分のイメー

ジをもちながら、昔から多くの人々に親しま
れてきた鳥獣人物戯画」の表現の意図や特
徴、表し方の変化などについて、描くこと
や、友だちと交流することから感じ取ったり
考えたりし、自分の見方や感じ方を深めてい
る。【思・判・表】(作品、付箋) 

 
・自分が描いた作品を提出してから、墨や筆を

片付けるように声をかける。 
 

 


