
学 校 向 け 体 験 活 動 (講 座)   岐阜県現代陶芸美術館 

教科・領域 活動場所 対象（参考） 学習活動テーマ 概 要 利用可能道具等 活動単位/時間 

図画工作科 現代陶芸 

美術館 

小学生

以上 

展覧会鑑賞 ・鑑賞マナーについて学ぶ。 

・展示室にて展覧会鑑賞をする。（※必要に応じ

て学芸員が解説をします。） 

 

・必要に応じて鑑賞シートを

作成します。 

学年（１６０

名まで） 

３０分 

図画工作科 現代陶芸 

美術館 

※出前 

小学生

以上 

鑑賞 ・鑑賞カードを使用し，鑑賞をする。 

（例） 

・かるたづくり 

・クイズづくり 

・好きな作品を選んで，特徴をペアの子に説明し，

ペアの子がその作品を当てる。 

 

・鑑賞カード（ペアで１セッ

ト） 

１学級 

４５分 

社会科 

総合的な学

習の時間 

現代陶芸 

美術館 

※出前 

小学 

３年生

以上 

美濃やきについて ・東濃地方でやきものづくりがさかんになった理

由を映像や説明から学ぶ。 

・学習シート 学年（１６０

名まで） 

２０分 

図画工作科 

総合的な学

習の時間 

現代陶芸 

美術館 

※出前 

小学生

３年生

以上 

陶磁器について学ぼう ・陶器と磁器の違いについてサンプルを参考に学

ぶ。 

・学習シートややきものすごろくを活用して，陶

磁器について学習をする。 

・陶器や磁器のサンプル 

（１セットのみ） 

・学習シート 

・やきものすごろく 

１学級 

３０分 

図画工作科 ※出前 小学生

以上 

粘土制作 

 

・参考資料をもとにつくりたいもののイメージを

もつ。 

・粘土で作品をつくる。 

（例）きょうりゅう，家，ランプシェード 

・参考作品 

・参考資料 

１学級 

１２０分～

１８０分 

図画工作科 ※出前 小学生

以上 

作陶 

 

・ひもづくりの方法を学ぶ。 

・作陶をする。 

（例）ごはんちゃわん，ゆのみなど 

・参考作品 

・参考資料 

 

１学級 

１２０分～

１８０分 



体験学習プログラム（例） 

【きょうりゅうがうまれたよ（粘土制作）】 

◇ね ら い：たまごからうまれた不思議なきょうりゅうを豊かに想像し，「おす」「ひねる」「のばす」「ひ

っぱりだす」「丸める」「つまみだす」などの技法を使って，粘土でつくることができる。  

◇対  象：小学校１・２年生（活動単位：１学級） 

◇活動時期：常時 

◇所要時間：１６０分程度 

◇講  師：岐阜県現代陶芸美術館職員 

◇費  用：講師の交通費 

活 動 展 開 例 備  考 

１ つかむ〔約２０分〕 

 ・参考作品を見ることで，たまごからうまれたきょうりゅうに興味

をもつ。 

・たまごや赤ちゃんきょうりゅうのつくり方を学ぶ。 

【講師】 

・きょうりゅうに興味がもてるよ

う，資料提示をする。 

・実際につくりながらポイントを

伝える。 

２ つくる〔約１２０分〕 

 ・たまごと赤ちゃんきょうりゅうをつくる。 

 ※粘土５００ｇほどを用いてつくる。 

 ※粘土をひっぱりだして，手・足をつくっている子を認め，全体に

広める。 

・親きょうりゅうをつくる。 

 ※粘土１ｋｇほどを用いてつくる。 

 ※どんなきょうりゅうにしたいか，想像しながらつくる。 

 ※どんなところをつくりたいかを考え，動きをつける。 

【講師】 

・自分のつくりたいきょうりゅう

に近づくよう，形と動きの工夫

への働きかけや，技術面で困っ

ている子へのサポートをする。 

【担任等】 

・個別の指導・援助をする。 

・模様をつける用具の準備や使用

への安全指導をする。 

３ まとめる〔約２０分〕 

 ・自分が工夫したことをペアの子に話す。 

 

・片付けをする。 

・作品を保管場所に移動させる。 

【講師】 

・活動時のよさを認め，価値付け

る。 

 

【担任等】 

・作品の保管場所への移動，片付

けの指示を出す。 

＝ 活動を計画するにあたって ＝ 

※対応できる講師は１名です。 

※参考作品や参考資料は，派遣講師が用意をします。 

※活動時に必要なもの（粘土：一人約１.５㎏，粘土板，粘土べら，新聞紙，つまようじ，くし， 

キャップ等）は，各自（各学校）で準備ください。 

※粘土の種類や粘土焼成（しなくてもよい）について派遣講師に相談ができます。 

※評価は担任の先生にお任せします。 

※空き箱やカラーペーパーできょうりゅう島をつくるなど，活動を発展させることができます。 

 

 



体験学習プログラム（例） 

【つんでつんで 家づくり！（粘土制作）】 

◇ね ら い：粘土で小さな四角や三角のパーツをつくり，積み上げていくことで，小人が住む家をつく

ることができる。  

◇対  象：小学校３～６年生（活動単位：１学級） 

◇活動時期：常時 

◇所要時間：１６０分程度 

◇講  師：岐阜県現代陶芸美術館職員 

◇費  用：講師の交通費 

活 動 展 開 例 備  考 

１ つかむ〔２０分〕 

 ・パーツのつくり方を学ぶ。 

※丸めた粘土を棒で伸ばし，たたら板（厚み約１センチ）をつく

る。それを切り取って，四角や三角の小さなパーツをつくる。 

・パーツの積み重ね方を学ぶ。 

※必ずどべを付ける。 

 

【講師】 

・写真や参考作品を示し，創作意

欲を喚起する。 

・実際につくりながらポイントを

伝える。 

 

２ つくる〔１２０分〕 

・小さなパーツをたくさんつくる。 

・パーツを積み上げて家をつくる。 

※家の形は四角だけでなく，三角や丸くしてもよい。 

・窓やドアをつくる。 

・やねをつくる。 

 

【講師】 

・技術面で困っている子へのサポ

ートをする。 

 

【担任等】 

・個別の指導・援助をする。 

３ まとめる〔２０分〕 

・自分が工夫したことをペアの子に話す。 

 

・片付けをする。 

・作品を保管場所に移動させる。 

 

【講師】 

・活動時のよさを認め，価値付け

る。 

【担任等】 

・作品の保管場所への移動，片付

けの指示を出す。 

 

＝ 活動を計画するにあたって ＝ 

※対応できる講師は１名です。 

※参考作品や参考資料は，派遣講師が用意をします。 

※活動時に必要なもの（粘土：一人約１.５㎏～２㎏，粘土板，粘土べら，新聞紙，つまようじ等）

は，各自（各学校）で準備ください。 

※粘土の種類や粘土焼成について派遣講師に相談ができます。 

※評価は担任の先生にお任せします。 

 

 

 



体験学習プログラム（例） 

【ひもづくりにちょうせん！（作陶）】 

◇ね ら い：粘土でひもをつくり，積んで成形をすることで，ゆのみやちゃわんをつくることができる。  

◇対  象：小学校４～６年生（活動単位：１学級） 

◇活動時期：常時 

◇所要時間：１２０分程度 

◇講  師：岐阜県現代陶芸美術館職員 

◇費  用：講師の交通費 

活 動 展 開 例 備  考 

１ つかむ〔２０分〕 

 ・ひものつくりかたを学ぶ。 

 ・ひもの積み方を学ぶ。 

 ※てのひらをつかって，均一なひもをつくる。 

 ※実際に使えるように丈夫につくる。 

【講師】 

・参考作品を示し，創作意欲を喚

起する。 

・実際につくりながらポイントを

伝える。 

 

２ つくる〔８０分〕 

・丸めた粘土を平らにのばし，土台をつくる。 

・土台の上にひもを積み重ねていく。 

・外側は下に，内側は上に粘土を押さえ，丈夫に積み上げる。 

 ※作りたいものによって，積み上げ方をかえる。 

ゆのみ…真上に積み上げる。 

ごはんちゃわん…少しずつ広げて積み上げる。 

・まわりに模様を付ける。 

【講師】 

・技術面で困っている子へのサポ

ートをする。 

 

【担任等】 

・個別の指導・援助をする。 

３ まとめる〔２０分〕 

・自分が工夫したことをペアの子に話す。 

 

・片付けをする。 

・作品を保管場所に移動させる。 

 

【講師】 

・活動時のよさを認め，価値付け

る。 

【担任等】 

・作品の保管場所への移動，片付

けの指示を出す。 

 

＝ 活動を計画するにあたって ＝ 

※対応できる講師は１名です。 

※参考作品や参考資料は，派遣講師が用意をします。 

※活動時に必要なもの（粘土：一人約５００～８００ｇ，粘土板，粘土べら，新聞紙，つまようじ，

くし，キャップ等）は，各自（各学校）で準備ください。 

※粘土の種類や粘土焼成について派遣講師に相談ができます。 

※評価は担任の先生にお任せします。 

 

 

 

 



体験学習プログラム（例） 

【ランプシェード（粘土制作）】 

◇ね ら い：切り抜く形や大きさ，並べ方に変化をつけて，灯りがきれいにみえるランプシェードをつ

くろう。 

◇対  象：小学校４～６年生（活動単位：１学級） 

◇活動時期：常時 

◇所要時間：１２０分程度 

◇講  師：岐阜県現代陶芸美術館職員 

◇費  用：講師の交通費 

活 動 展 開 例 備  考 

１ つかむ〔２０分〕 

・灯りにランプシェードをかぶせたときの様子を見る。 

 

・たたらのつくり方，まき方，切り抜き方を学ぶ。 

【講師】 

・参考作品を示し，創作意欲を喚

起する。 

・実際につくりながらポイントを

伝える。 

２ つくる〔８０分〕 

・粘土を平らに延ばしてたたらをつくる。（厚さ８ｍｍぐらい） 

・たたらを慎重に芯に巻きつけ，つなぎ目を押さえる。 

・芯に巻きつけたたたらを粘土べらなどで切り抜く。 

・切り抜く形や大きさ，並べ方に変化を

つけ，灯りがきれいに見えるランプシ

ェードをつくる。 

・まわりに粘土でつくったパーツを張              

り付けたり，粘土べら等で模様をつけ

たりして仕上げる。 

・芯を外す。 

【講師】 

・技術面で困っている子へのサポ

ートをする。 

 

・まわりにパーツを張り付けると

きには，必ずどべを使うことを

教える。 

 

【担任等】 

・個別の指導・援助をする。 

３ まとめる〔２０分〕 

・自分が工夫したことをペアの子に話す。 

 

・片付けをする。 

・作品を保管場所に移動させる。 

 

【講師】 

・活動時のよさを認め，価値付け

る。 

【担任等】 

・作品の保管場所への移動，片付

けの指示を出す。 

 

＝ 活動を計画するにあたって ＝ 

※対応できる講師は１名です。 

※参考作品や参考資料は，派遣講師が用意をします。 

※活動時に必要なもの（粘土：一人約１.５㎏～２㎏，粘土板，粘土べら，新聞紙，キャップ，つま

ようじ等模様をつけるもの）は，各自（各学校）で準備ください。 

※粘土の種類や粘土焼成について派遣講師に相談ができます。 

※評価は担任の先生にお任せします。 



体験学習プログラム（例） 

【わくわくランド（粘土制作）】 

◇ね ら い：ねんどのかたまりを削ったり，穴を開けたりすることで形が変化することのおもしろさを

感じながら発想を広げて，遊具にしたり，自分や友達が遊んでいるところを加えたりして，

楽しい遊び場をつくることができる。 

◇対  象：小学校２，３年生（活動単位：１学級） 

◇活動時期：常時 

◇所要時間：１２０分程度 

◇講  師：岐阜県現代陶芸美術館職員 

◇費  用：講師の交通費 

活 動 展 開 例 備  考 

１ つかむ〔２０分〕 

 ・粘土のかたまりを削ったり，穴をあけたりして変化をする様子を

見る。削るとすべり台になる。穴をあけるとトンネルになる。 

 

【講師】 

・児童が興味がもてるように例示

し，創作意欲を喚起する。 

・実際につくりながらポイントを

伝える。 

 

２ つくる〔８０分〕 

・つくりたい遊び場のおおまかな形をつくる。 

・粘土のかたまりをけずったり，穴をあけたりして，すべり台やト

ンネルをつくる。 

・発想を広げ，展望台や階段，他の遊具などをつくる。 

・遊んでいる自分や友達をつくって，わくわくランドにつけ加える 

 

【講師】 

・技術面で困っている子へのサポ

ートをする。 

・つけ加えるときには，必ずどべ

を使うことを教える。 

 

【担任等】 

・個別の指導・援助をする。 

３ まとめる〔２０分〕 

・自分が工夫したことをペアの子に話す。 

 

・片付けをする。 

・作品を保管場所に移動させる。 

 

【講師】 

・活動時のよさを認め，価値付け

る。 

【担任等】 

・作品の保管場所への移動，片付

けの指示を出す。 

 

＝ 活動を計画するにあたって ＝ 

※対応できる講師は１名です。 

※参考作品や参考資料は，派遣講師が用意をします。 

※活動時に必要なもの（粘土：一人約１.５㎏～２㎏，粘土板，粘土べら，新聞紙，キャップ，つま

ようじ等模様をつけるもの）は，各自（各学校）で準備ください。 

※粘土の種類や粘土焼成について派遣講師に相談ができます。 

※評価は担任の先生にお任せします。 

 

 



体験学習プログラム（例） 

【塔（粘土制作）】 

◇ね ら い：自分のテーマに合わせたパーツをつくり，どべを使ってていねいに積み 

上げることで，高さ 30 センチ以上の塔をつくることができる。  

◇対  象：小学校５・６年生（活動単位：１学級） 

◇活動時期：常時 

◇所要時間：１６０分程度 

◇講  師：岐阜県現代陶芸美術館職員 

◇費  用：講師の交通費 

活 動 展 開 例 備  考 

１ つかむ〔２０分〕 

 ・塔の写真や参考作品を見て， 

自分のつくりたい塔のイメー 

ジをもつ。 

 

・パーツのつくり方を学ぶ。 

※丸めた粘土を棒で伸ばし，たたら板（厚み約１センチ）をつく

る。それを切り取って，小さなパーツをつくる。 

・パーツの積み重ね方を学ぶ。 

※必ずどべを付ける。 

 

【講師】 

・写真や参考作品を示し，創作意

欲を喚起する。 

 

 

・実際につくりながらポイントを

伝える。 

 

２ つくる〔１２０分〕 

・テーマに合わせた小さなパーツをたくさんつくる。 

・パーツをていねいに積み上げて塔をつくる。 

・一番上の段の形を工夫する。 

【講師等】 

・技術面で困っている子へのサポ

ートをする。 

 

【担任等】 

・個別の指導・援助をする。 

３ まとめる〔２０分〕 

・自分が工夫したことをペアの子に話す。 

 

・片付けをする。 

・作品を保管場所に移動させる。 

 

【講師等】 

・活動時のよさを認め，価値付け

る。 

【担任等】 

・作品の保管場所への移動，片付

けの指示を出す。 

 

＝ 活動を計画するにあたって ＝ 

※対応できる講師は１名です。 

※参考作品や参考資料は，派遣講師が用意をします。 

※活動時に必要なもの（粘土：一人約２㎏～２.５㎏，粘土板，粘土べら，新聞紙，キャップやつま

ようじ等模様をつけるもの）は，各自（各学校）で準備ください。 

※粘土の種類や粘土焼成について派遣講師に相談ができます。 

※評価は担任の先生にお任せします。 


