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語い 教科 図工 学習用具(道具・材料)ステップ別指導一覧表

ステップ２ ステップ３ ステップ４

○ S2 初級指導 ○ S3 中級指導 ○ S4 上期指導

小1 道具 クレヨン パス がばん ねんちゃくテープ
のり セロハンテープ シャベル ローラー
はさみ サインペン ビニルテープ カッターマット

小2 いろえんぴつ なまえペン カッターナイフ あなあけパンチ
チョーク はしペン かたおし，かたぬき だんボールカッター
ホチキス(ステープラー) じしゃく バレンもっこうようせっちゃくざい
わりばし ねんどばん かがくせっちゃくざい
えのぐ ねんどべら

材料 がようし いろがようし ストロー ほうそうし
ねんど だんボール ぎゅうにゅうパック セロハン
いろがみ ビニルぶくろ ふうせん リボン
石 かみざら ビー玉 はっぽうスチロール
ひも かみコップ わた
わゴム あきばこ ペットボトル
しんぶんし ぬの かみねん土
シール ビーズ かみテープ
いと(糸) あきかん けいと(毛糸)
ガラスびん スポンジ 貝がら

小3 道具 ふで(絵筆) 金づち かきべら くぎぬき
りょうめんテープ パレット 切り糸 コンテ
のこぎり 水入れ えき体ねん土 小刀

小4 ちょうこく刀 はん画インク お花紙
ぼくじゅう はけ

材料 フィルムケース モール 竹ひご こんぽうざい
ロープ ポリぶくろ あつ紙 ボール紙
いた（板） 紙ひも 木切れ トレー
くぎ たこ糸

小5 道具 はり金 きり 金切りばさみ
せんたくのり 紙やすり (万能 ばさみ)[ばんのう]
ドライバー ドレッサー と料(塗料)

小6 木ねじ ペンチ ラジオペンチ
電動糸のこぎり ステープル 木工やすり
は(刃) マジックテープ てんこく刀

材料 ピアノ線 スチロールカッター ちょうつがい
スケッチブック 和紙 間伐材(かんばつざい)
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語い 教科 図工 教科用語 ステップ別指導一覧表
ステップ２ ステップ３ ステップ４

○ S2 初級指導 ○ S3 中級指導 ○ S4 上期指導

小1 かく(えを) つむ(つちを) かざり
おる(かみを) ほる(つちを) はりあわせる
きる(はさみで切る) チョキチョキ(はさみ) まわす(クルクル) ちぎる(かみを)

小2 チョッキン(はさみ) ねる(ねんどを) やぶく(かみを)
ペッタン(手で) やく(ねんどを) くみあわせる(かたちを)
つける(ねんどを) うつす，うつる(かたちを) かさなる(かげが)
ひらく えらぶ(いろを) かさねる(いろを)
たてる つつむ(つくえを) つまみだす(ねんどを)
あな コロコロ(ローラーで)ころがす はりたす(かみを)
のる(のりものに) ニョキニョキ(ふくろが) こする(かみを)
ならべる(はこを) ゆらゆら，ゆれる とめる(クリップで)
ぬる(いろを) つるつる(さわったかんじ) ふきとる(よごれを)
しまう(ようぐを) ざらざら(さわったかんじ) とめぐ(かみで～をつくる)
ざいりょう ふわふわ(さわったかんじ) おりめ
しわしわ(かみを～にする) まるめる(がようしを) じゃばら
★たたく（ねんどを） つるす，つり下げる はじく(ゴムを)
★まげる ★かさねる（いろを） かみはんが

小3 けずる(木を) カラフル(なペンおき) クルクルメカ
打つ(くぎを) 小もの入れ ダンシング
つまむ(くぎを) いんさつ(しゃしんを) そう風き

小4 する(バレンで) さつえい(カメラで) マーブリング
たらす(絵のぐを) わりピン デカルコマニー(合わせ絵)
スタンプ ちょうせつ(糸の長さを) 車りん
なみのような線 切りこみ(はさみで) とび出す仕組み
ぎざぎざの線 スケッチ 万力
ぐるぐるの線 引き出し クランプ
カクカクの線 仕切り 横びき(のこぎり)
ぶひん(作ひんの) たな たてびき(のこぎり)
あらわす(絵に) デジタルカメラ 木はん画
トコトコ(歩く) コンピュータ
ねじる プロジェクタ

小5 ドミノたおし す焼き(藤 ,桜,朱 ,藍 ,小豆 ,抹[ふじ] [しゅ] [あい] [あずき]
パズル 本焼き茶 ,若草)色[まっちゃ]
バランス チャック どべ

小6 タワー 下地 アート・レポーター
プレート クランク 「富嶽三十六景」葛飾北斎( )かつしかほくさい
ポスター カム 風神雷神図屏風 俵屋宗達
アニメーション にじむ(墨 ) 屏風(びょうぶ)[すみ]
織る，編む，組む(かごを) 扇(おうぎ) 掛け軸(かけじく)
つなぐ(輪を) ゾートロープ 絵まき物
写生 水さい画 ぞう形


