




別紙様式２ 

種目名 美 術 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 加藤 寧 教諭 小林 千晴 

教諭 高見 亜希恵  

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

９ 

開隆堂 

美術１ 

発見と創造 

美術２・３ 

探求と継承 

＜内容＞ 

（１）１つの題材で、スケッチからデッサン、具象から抽象、平面

から立体など、幅広い表現方法の作品例を提示し、生徒に柔軟

な発想を促し、自ら主題を生み出していくことが期待される。

また、生活や社会で欠かせないピクトグラムを美術２・３で取

り上げることにより、美術が幅広く生活に役立っていることを

学べるようにしている。 

（２）巻末に知識・技能に特化した「学びの資料」を設けてあり、

造形を豊かに捉える多様な視点をもてるようにすることで、作

品のよさや美しさ、面白さに気付いたり、新たな意味や価値を

発見したりすることを実感させるなど造形的な見方・考え方を

働かせる力を育んでいる。また、丁寧に１つ１つの技能を説明

することで生徒が自主的に学ぶことも可能にしている。 

（３）どの題材にも「学習のポイント」を付けて、「知識及び技能」

「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力」の三つの柱に

沿って、どこを視点に題材と向き合っていけばいいのかという

ポイントを示し、生徒が主体的に話し合ったり批評し合ったり

することができるように工夫している。 

（４）美術１には、近年注目が高まっている伊藤若冲の樹花鳥獣図

屏風が掲載されている。見開き４頁にわたり、大きく、インパ

クトがある。また、部分的に拡大されており升目描きの特徴が

よくわかる。静岡県立美術館が所蔵している作品なので、美術

館と連携しながら充実した鑑賞教育が期待できる。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１）美術の学習の意味や目的を考える頁として、「発見と創造」「学

びの地図」が提示されていることで、何を学ぶかが一目でわか

り、学習への意欲を高めることに役立っている。また、「作者の

言葉」で作者の人となりを学ぶことができ、主体的に美術の学

習に取り組もうとするなど、学びに向かう力を育んでいける構

成となっている。 

（２）美術１では、身近な環境の中に見られる造形的なよさなどの

発見、美術２・３では、ピカソなど誰もが知っている巨匠の作

品や若手作家の作品、伝統的工芸品などの文化的な作品を取り

扱うことで、生徒が自分の創造の世界を広げていく構成になっ



ている。また、生徒が関心を持つ漫画やアニメーションなど生

活に身近な作品にも触れ、美術作品と生活や社会とのつながり

に還元している。 

（３）多くの題材の左下ページの横に各教科との関連を入れており、

カリキュラム・マネジメントを意識したつくりになっている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１）色彩の彩度の説明では、「あか」より色弱等の生徒に伝わりや

すい「きいろ」を使用し、カラーユニバーサルデザインを意識

したつくりになっている。他にも表や図なども柔らかい色彩に

なっているため、どの生徒にも見やすくなっている。文章の改

行にあたり、単語が次行に分解されないように工夫し、読みや

すく工夫されている。 

（２）作品の説明が丁寧である。参考作品と同じ分量で生徒作品が

掲載されていて、生徒作品が充実している。所々に「作者の言

葉」が付け加えられており、作品つくりのポイントやこだわり

を見つけることができるため、制作時の参考にしやすい。 

（３）題材の要所要所において、「美術の用語」という欄を設け、生

徒が身に付けたい基本的知識を正しくわかりやすく理解できる

ように丁寧に説明している。 

＜総評＞ 

（１）どちらの巻にも、分野ごとに導入ページがあり、どのように

学んでいくのかの指標となっている。幅広い作品例が掲載して

あり、教師の裁量で応用可能となる展開になっている。 

（２）美術２・３の「暮らしに生きる美術」では、美術で学んだ力

を生かして活躍する様々な職業の方からのコメントが掲載さ

れ、学ぶ意欲を高めるものとなっている。 

（３）日本美術史で無視できない狩野派についても琳派と並び日本

らしさとして押さえられている。また、外国の生徒作品も意図

的に取り入れられ、国際社会を意識したものとなっている。 

（４）ＱＲコードを検索してみると、教科書に掲載されている作品

を所蔵する美術館へリンクできたり、教科書に掲載されていな

い生徒作品を閲覧することができたりと、より多くの美術作品

を手軽に鑑賞できるようになっていることで、主体的に美術文

化と触れ合う態度を育んでいくものとなっている。 



別紙様式２ 

種目名 美 術 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 加藤 寧 教諭 小林 千晴 

教諭 高見 亜希恵  

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

38 

光村 

美術１ 

美術２・３ 

＜内容＞ 

（１）生徒作品が多く取り上げられ、参考作品や生徒作品が充実し

ている。作品の写真は発色がよく、美しい。また、「みんなの工

夫」と題し、実際の中学生がどのように発想・構想し、試行錯

誤しながら作品をつくり上げていったのかを知ることによって

生徒自身が自分の思いや願いを取り入れた表現につなげていけ

る内容になっている。 

（２）巻末の「学習を支える資料」では、豊富な資料でわかりやす

く技法やその手順について掲載されている。粘土や紙などの素

材による加工方法などが丁寧に紹介され、それぞれの素材の特

徴を生かした制作を可能にしている。また、異文化交流がもた

らした日本美術の変化なども特集されており、内容が濃い。発

想を広げるためのマッピングなどの手法の紹介も制作のヒント

になっている。技法や手順が詳しく紹介されていることによっ

て自主的な制作が可能となっている。 

（３）版画のページに風合いのある高級紙を使うなど所々紙質が工

夫されている。版画の質感を体感できたり、遠近法を確認する

ためのトレーシングペーパーが入っていたりと、教科書の素材

を工夫することにより、作品のよさを様々な視点から感じるこ

とができる。 

（４）美術１の表紙裏には、生徒による多様な見方を表す写真と感

じ方が載せてあり、一人一人の違いを認める授業開きが可能で

ある。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１）すべての表現題材に、発想や構想の手立てを含めた制作の手

順が丁寧に示されているため、生徒が発想の視点をもったり、

表現についてイメージしたりしやすく、自主的・自発的な学習

にも向いている。 

（２）鑑賞の分野では、三十三間堂の風神雷神像→俵屋宗達の風神

雷神図屏風→尾形光琳→酒井抱一といった日本の美術作品に受

け継がれてきた題材や余白の生かし方、浮世絵→ジャポニスム

→印象派といった諸外国の美術と日本の美術文化との交流、な

ど美術史の流れが見える配列になっていて、それを知った生徒



が美術の面白さや奥深さを感じるなど、学ぶ側の視点に立った

配列となっている。 

（３）Ａ４判の大きさであり、他教科の教科書と同じ大きさのため

持ち運びに便利である。そのため、他者に比べ若干小さくはな

っているが、内容的に少ないと感じることはなく、適切な編集

がされている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１）生徒作品を多く取り上げていることにより、多様な表現方法

を知ることができ、対象や事象を様々な角度から見つめ直した

り、構図や彩色の工夫に挑戦したりするなど、生徒が自分でや

ってみようと思う気持ちがもてるようにしている。 

（２）文字のデザインの題材では「国語科とのつながり」を入れ、

文字の成り立ちに視点を向けた生徒の発想を促したり、オリン

ピック・パラリンピックのシンボルマークを取り上げて生活と

のつながりを意識させたりするなど、他教科との関連を示すこ

とで、生徒の興味関心を高めるようなトピックを入れている。 

（３）図版と図版の間を空けたり、罫線を引いたりして境界を区別

することや、文字がやや小さくなる場合はユニバーサルデザイ

ンフォントを使用することで、縦・横・大きさが全体的に統一

するなど、写真や文字がバランスよく配置されていて読みやす

くなっている。 

＜総評＞ 

（１）美術文化の良さに気付く目を養い、豊かな感性を育む手掛か

りとなる工夫を紙面に数多く配置し、いろいろな表現の仕方を

知り、表現することの喜びを感じることができる。 

（２）発想の仕方や表現方法を具体的に示す様々な作品、多様な価

値観に触れられる様々な地域・時代の作品と作者の意図や工夫

がわかる。 

（３）基礎・基本がわかりやすく配列してあり、説明が具体的であ

る。自学自習も可能なつくりになっている。 

（４）題材ごと QR コードが掲載されている。QR コードの横には、「手

順を動画で見てみよう」や「解説を聞いてみよう」、「中学生の

作品を見てみよう」などのコメントが添えられているため、生

徒が気軽に検索できる。また、内容も多岐にわたり、生徒の美

術への興味関心を高めたり、知識や技能の向上につなげられた

りすることが期待できる。 



別紙様式２ 

種目名 美 術 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 加藤 寧 教諭 小林 千晴 

教諭 高見 亜希恵  

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

116 

日文 

美術１ 

美術との出

会い 

美術２・３上

学びの実感

と広がり 

美術２・３下

学びの探求

と未来 

＜内容＞ 

（１）美術との出会いの大切さを共有する頁として、スタジオジブ

リの「となりのトトロ」の図版と著名人の「学びの言葉」が生

徒に大きなインパクトを与え、中学生になったばかりの生徒の

興味につなげられる可能性がある。また、美術２・３下では生

涯にわたって生きる美術の学びが紹介され、中学校美術科学習

の結びにつなげられている。 

（２）「神奈川沖浪裏」「当時三美人」をはじめ、実物に近い鮮明さ

や色味を忠実に再現しており、より美しさや迫力を感じること

ができる。「燕子花図」では屏風の形に折れるように工夫した印

刷がしてあったり「原寸大」の表記により本物の大きさを想像

したりすることができ、鑑賞に大きな役割を果たしている。生

徒作品においても作品を大きめに載せており、生徒の創作意欲

を高めるように工夫されている。 

（３）「学びを支える資料」では、「技法」「色彩」「鑑賞」の３つに

分け、整理してまとめている。「色彩」では色を直接提示するの

ではなく具体物の色から色彩の感覚を高められるようにしてい

る。「鑑賞」のページが比較的多く、文化に触れる機会を増やし

ている。また、「発想・構想の手立て」を入れ、著名アーティス

トの制作の流れを具体的に示し、１年生の生徒にも制作の手順

がわかるように工夫している。 

（４）どの題材にも造形的な見方・考え方を働かせて、美術や美術

文化と関わる「造形的な視点」があり、作品のどの部分に着目

して捉えていけばよいかが示されており、より深い学びにつな

がることが期待できる。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１）他者と異なり、２・３年が上下に分かれていて３冊構成にな

っている。美術１の巻頭の「３年間の成長地図」にも表されて

いるように、３年間の発達段階に即した題材設定になっており、

美術との出会い、学びの実感と広がり、学びの探求と未来、と

いうテーマに沿った題材を配列している。１冊多くても、コン

パクトにまとめられており、全体のページ数としてはそれほど

増えていない。 



（２）題材のタイトルの上に付けたい力が一言でまとめてあり、何

を学ぶのか、生徒自身が意識することができる。「学びの目標」

に加えて、付けたい力を示してあることで、見通しを持った学

習ができ、自主的・自発的な学習にも対応している。 

（３）無理なく知識・技能を習得するために「学びを支える資料」

では、美術１で色彩の基本・仕組みを取り上げて基礎を学んだ

上で、美術２・３上で色彩の特徴を深く知るために日本の伝統

色を取り扱うなど、様々な視点へのアプローチを紹介している。

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１）美術１の冒頭に、教科書の見方が紹介され、生徒に使い方が

伝わりやすい構成になっている。また、学習の目標が、指導要

領の３観点をふまえて具体的に冒頭部分に明記されているた

め、見通しを持ちやすい。 

（２）QR コードにより、作品を 360°どの方向からでも鑑賞できる

ようになっていることで、立体的に捉えることが苦手な生徒に

も、様々な角度からの作品を提示することが可能となり、生徒

の発達段階に配慮した鑑賞教育が期待できる。 

（３）前衛作品や作家作品、伝統工芸などを幅広く取り上げたり、

障がい者用競技車椅子のデザインを紹介したりすることで、多

様性を尊重し、人権教育にも配慮している。 

＜総評＞ 

（１）発達段階に応じた学びの大切さを重視し、３冊に分けられて

いる。また、３領域・分野のそれぞれにガイダンスの頁があり、

何をどのように学ぶのかを理解できる。 

（２）持続可能な社会の担い手として成長するために、美術の学び

が生活や実社会に生かされていることを実感でき、他者との共

存や社会を創り出していく力が育まれるような構成になってい

る。 

（３）作品を体感できるように原寸大の作品が７点（1 年 ２点、

２・３年上 ３点、２・３年下 ２点）掲載されている。また、

「浮世絵がすごい」では、北斎ブルーの再現や美人画の髪の毛

一本一本の線まで見せることで、版画制作に携わる絵師、彫師、

摺師の技術の高さを感じさせることができるなど、作品の印刷

へのこだわりが感じられる。 


