
教科用図書 種目

番号 略称

令和３年度使用中学校教科用図書調査研究報告書

(     美術　　)( ３－１ ）

9 開隆堂発行者の番号・略称

使用学年 1学年 2学年 3学年

教科書番号 美術７０１ 美術８０１ 美術８０１

項　　　目 所　　　　　見

教
 
　
科
 
　
共
 
　
通

1. 単元・題材
　の構成及び
　内容の取扱い

〇題材名には、生徒の興味・関心が高まるような工夫が見られる。表現や鑑賞が偏り
なく、均等に掲載されている。
〇基礎的な知識や技能については、解説が簡潔に記載されている。
〇生徒作品が多く掲載され、制作する上で思考力、判断力、表現力の模範的指針とし
て示されている。
○制作の過程を図版を多用して解説している。

2.資料等 ２次元コードの数と美術1の巻頭コードの内容
【美術１】25　　【美術2・3】50
〇巻頭で紹介されている作家の作品が所蔵されている美術館のホームページを閲覧で
きるようになっている。

3.挿絵・図表
　・統計等

掲載されている図版の数は1ページにつき平均
【美術１】7.6　　【美術2・3】6.0

教
 
科
 
独
 
自

４.表現に関する活動
(1)主題を生み出し豊か
に発想し構想を練ること
について、どのように示
されているか。

(2)意図に応じて表現方
法を工夫して表し、追及
し、創造的に表すことに
ついて、どのように示さ
れているか。

構想を練るヒントとして示されている作家や生徒の言葉の数
【作家について】絵・彫刻１５　デザイン・工芸８　鑑賞９　特設ページ７
【生徒について】絵・彫刻２８　デザイン・工芸１７　鑑賞０　特設ページ０
〇領域毎に偏りなく、作家や生徒の言葉を掲載している。
〇各題材毎に「学習のポイント」があり、生徒たちに考える内容を提示している。また、
題材毎に作者の言葉を掲載することで、構想のヒントとなっている。

題材等の中で紹介されている「材料」「道具」の種類の数
【材料について】絵・彫刻９８　デザイン・工芸５５　鑑賞６９　特設ページ５１
【道具について】絵・彫刻１０　デザイン・工芸１０　鑑賞０　特設ページ７６
〇各題材において、「材料」が、どのように使われているかを紹介している。特設ページ
では、「材料」「道具」をバランスよく掲載し、道具に関しては、安全指導に配慮した内
容が示されている。
〇用具、材料についてのコンテンツが視聴できるよう、２次元コードが掲載されている。

５.鑑賞に関する活動
(1)美術や美術文化に対
する見方や感じ方を広
げ、深めることについ
て、どのように示されて
いるか。

(2)表現と鑑賞の活動を
相互に関連させる活動に
ついて、どのように示さ
れているか。

鑑賞を主とした題材における鑑賞対象の図版の数
【作家の作品】絵・彫刻１３１　デザイン・工芸６５
【生徒の作品】絵・彫刻１　　デザイン・工芸０
〇「作家の作品」が大半で、図版の数が多い。作品の部分拡大を提示していることによ
り、どのように描かれているか鑑賞しやすい。
〇日本と世界の比較から、作品鑑賞ができるようにされている。

表現を主とした題材における鑑賞対象の図版の数
【作家の作品】絵・彫刻６５　デザイン・工芸１１２
【生徒の作品】絵・彫刻６８　デザイン・工芸７４
〇作家作品、生徒作品共に、バランスよく作品を掲載している。各題材のはじめに、題材
の魅力が伝わる作家の作品を掲載している。

６.〔共通事項〕に関すること
(1)形や色彩、光などの性
質や、それらが感情にもた
らす効果などを理解させる
ことについて、どのように示
されているか。

巻末の資料における、形や色彩、光についての学習の中の図版数とページ数
【美術１】　図版６６　ページ数５
【美術2・３】図版６９　ページ数３
〇美術１で、色や光の学習ページは、観音開きで、「構成美の要素」「色彩の種類」
「三原色と混色」などの項目が位置付けられている。
○色や光について具体的に明記している。

７.その他 ○全国各地の多様な事例を取り上げ、身近な地域の中から生徒や学校の実態に応じて
活動できるように配慮されている。
○国内のさまざまな地域の美術館等に収蔵されている作品が掲載され、中学生が実際
に鑑賞する機会がもてるような配慮がされている。

(地域の特殊性についての配慮)

８.まとめ

(特色及び総合所見)

〇色覚の多様性への配慮やルビの掲載など、特別支援教育やインクルーシブ教育の視
点からの配慮が多くみられる。
〇各題材毎に、学習を通して学ぶ内容や学習の魅力などのメッセージを掲載している。
〇日本の文化が世界に広がっていることを、図版や言葉を通して丁寧に説明している。



教科用図書 種目

番号 略称

(   美術　)( ３－２ ）

38 光村発行者の番号・略称

使用学年 1学年 2学年 3学年

教科書番号 美術７０２ 美術８０２ 美術８０２

項　　　目 所　　　　　見

教
 
　
科
 
　
共
 
　
通

1. 単元・題材
　の構成及び
　内容の取扱い

〇題材名には、生徒の興味・関心が高まるような工夫が見られる。領域のバランスに
配慮した題材配列となっている。
〇基礎的な知識や技能については詳しく解説されており、紙質を変えるなどの様々な
工夫が見られる。
〇参考作品として取り上げられている生徒の思考、判断、表現が制作過程と共に記載
されており、生徒独自の学習が促される。
〇生徒による制作過程を図版と解説で提示しており、制作の流れをイメージしやす
い。

2.資料等 ２次元コードの数と美術１の巻頭コードの内容
【美術１】19　　【美術2・3】24
〇動画や音声、字幕を用い、教科書の使い方、美術との出会い方等について説明して
いる。

3.挿絵・図表
　・統計等

掲載されている図版の数は1ページにつき平均
【美術１】8.3　　【美術2・3】6.8

教
 
科
 
独
 
自

４.表現に関する活動
(1)主題を生み出し豊かに
発想し構想を練ることにつ
いて、どのように示されて
いるか。

(2)意図に応じて表現方法
を工夫して表し、追及し、
創造的に表すことについ
て、どのように示されてい
るか。

構想を練るヒントとして示されている作家や生徒の言葉の数
【作家について】絵・彫刻　４　デザイン・工芸０　鑑賞４　特設ページ０
【生徒について】絵・彫刻　１７　デザイン・工芸１６　鑑賞１２　特設ページ１
〇各領域のバランスをとりながら掲載している。

題材等の中で紹介されている「材料」「道具」の種類の数
【材料について】絵・彫刻６２　デザイン・工芸４１　鑑賞８７　特設ページ８８
【道具について】絵・彫刻７　　デザイン・工芸１　　鑑賞０　特設ページ５２
〇各題材において、大半が「材料」について紹介している。特設ページでは、「材料」
「道具」をバランスよく掲載している。
〇用具、材料についてのコンテンツが視聴できるよう、２次元コードが掲載されている。

５.鑑賞に関する活動
(1)美術や美術文化に対す
る見方や感じ方を広げ、深
めることについて、どのよ
うに示されているか。

(2)表現と鑑賞の活動を相
互に関連させる活動につい
て、どのように示されてい
るか。

鑑賞を主とした題材における鑑賞対象の図版の数
【作家の作品】絵・彫刻７３　デザイン・工芸５６
【生徒の作品】絵・彫刻８　　デザイン・工芸１
〇「作家の作品」が大半であり、図版が大きい。題材のはじめには、大きな図版が掲載さ
れていることで、生徒に鑑賞する視点を与えやすい。
〇関連する作品については、ページの裏表で比較しながら鑑賞ができるよう、工夫がされ
ている。

表現を主とした題材における鑑賞対象の図版の数
【作家の作品】絵・彫刻５５　デザイン・工芸１５４
【生徒の作品】絵・彫刻８２　デザイン・工芸４８
〇透視図法を理解するために、作品の上にトレーシングペーパーがつけられて、実際書け
るなどの工夫がある。

６.〔共通事項〕に関すること
(1)形や色彩、光などの性質
や、それらが感情にもたらす
効果などを理解させることに
ついて、どのように示されてい
るか。

巻末の資料における、形や色彩、光についての学習の中の図版数とページ数
【美術１】　図版８５　ページ数７
【美術2・３】図版８３　ページ数４
〇美術１では、色や光の学習ページは、観音開きで、「三原色から生まれる色」「光によ
る見え方の違い」「色による印象や効果」などの項目が位置付けられている。

７.その他 〇47都道府県すべての伝統工芸を紹介するなど、掲載作品については、地域や時代、
性別に偏りが出ないように配慮されている。(地域の特殊性についての配慮)

８.まとめ 〇巻頭に、中学生が撮影した写真を言葉を付して掲載し、生徒が身近にある「美し
さ」に気づくための工夫がなされている。
〇多くの生徒作品にアイデアスケッチや作者の言葉を掲載し、作者の表現意図や工夫
を感じ取れるような配慮がみられる。
○トレーシングペーパーを綴じこみ、一点透視図法などの表現の工夫を実感的に学べ
るよう工夫されている。

(特色及び総合所見)



教科用図書 種目

番号 略称

掲載されている図版の数は1ページにつき平均
【美術１】7.7　　【美術2・3上下】6.1

教
 
　
科
 
　
共
 
　
通

1. 単元・題材
　の構成及び
　内容の取扱い

3.挿絵・図表
　・統計等

使用学年

教科書番号

項　　　目 所　　　　　見

〇題材名には、生徒の興味・関心が高まるような工夫が見られる。領域のバランスに配
慮した題材配列となっている。
〇基礎的な知識や技能については詳しく解説されており、図版の色彩も美しく、Ａ４ワ
イド版で作品や写真が見やすい。
〇制作において、様々な視点から具体的なアドバイスを提示することにより、制作の流
れをイメージしやすい。プロの作品と生徒作品のバランスがよく、高い意識をもって制
作に臨むことができる。
〇制作の過程を順序だてて図版で解説しており、見通しを持った活動ができる。

2.資料等 ２次元コードの数と美術1の巻頭コードの内容
【美術１】29　【美術2・3上下】17
〇動画や音声、字幕を用い、教科書の使い方、美術との出会い等について説明している。

教
 
科
 
独
 
自

(特色及び総合所見)

７.その他

(地域の特殊性についての配慮)

〇学校や地域の実態に合わせて活動できるように、同一題材内で短時間で活動できる題
材も紹介されている。
〇地域の実態によって入手可能な材料が違うことに配慮し、様々な材料での実践が同一
題材内で紹介されている。

８.まとめ
○3分冊で構成されており、生徒の成長や発達段階に応じた指導ができるよう編纂されている。
〇子どもたちが、主体的、対話的な学びになるように、題材毎に発想や構想のヒントが
多く入れられていることで、表現の幅が広がりやすい。また鑑賞教材では、原寸大の図
版や制作工程などの様々な作品を掲載しており、鑑賞の幅も広がりやすい。
〇図版が美しく、授業の流れが理解しやすい紙面構成になっており、表現と鑑賞を一体
的に学ぶことができる。

(    美術 　　 )( ３－３ ）

3学年

美術８０４

2学年

美術８０３

1学年

美術７０３

日文発行者の番号・略称 116

・巻末の資料における、形や色彩、光についての学習の中の図版数とページ数
【美術１】　図版１２９　ページ数６
【美術2・３】図版６８　ページ数３
〇美術１で、色や光の学習ページは、観音開きで、「三原色」「絵の具の混色と重色」
「色の三属性」などの項目を位置付けている。

４.表現に関する活動
(1)主題を生み出し豊かに
発想し構想を練ることにつ
いて、どのように示されて
いるか。

(2)意図に応じて表現方法
を工夫して表し、追及し、
創造的に表すことについ
て、どのように示されてい
るか。

５.鑑賞に関する活動
(1)美術や美術文化に対す
る見方や感じ方を広げ、深
めることについて、どのよ
うに示されているか。

(2)表現と鑑賞の活動を相
互に関連させる活動につい
て、どのように示されてい
るか。

６.〔共通事項〕に関すること
(1)形や色彩、光などの性質
や、それらが感情にもたらす
効果などを理解させることに
ついて、どのように示されてい
るか。

構想を練るヒントとして示されている作家や生徒の言葉の数
【作家について】絵・彫刻　６　デザイン・工芸５　鑑賞９　特設ページ６
【生徒について】絵・彫刻　３９　デザイン・工芸２８　鑑賞１　特設ページ０
〇領域毎に偏りなく、作家や生徒の言葉を掲載している。
〇題材毎に「学習目標」があり、生徒たちに考える内容を提示しているので、作家や生徒
の作品の意図も理解しやすい。また、作家や生徒の作品への思いを具体的に書いている。

題材等の中で紹介されている「材料」「道具」の種類の数
【材料について】絵・彫刻８３　　デザイン・工芸８６　　鑑賞６３　　特設ページ３３
【道具について】絵・彫刻４　　デザイン・工芸５　　　　鑑賞６　　　特設ページ７１
〇各題材において、大半が「材料」についてを紹介している。「道具」については、特設
ページで多く紹介している。
〇「題材」や「道具」が、制作の様子と共に紹介されているので、生徒が作品をイメージ
しやすい。

鑑賞を主とした題材における鑑賞対象の図版の数
【作家の作品】絵・彫刻４０　デザイン・工芸７８
【生徒の作品】絵・彫刻０　　デザイン・工芸０
〇作家の作品が大半である。図版が美しく、社会の中に美術が位置づいていることを説明
しながら掲載している。
〇目次のページに、教科書の活用方法を具体的にわかりやすく示している。

表現を主とした題材における鑑賞対象の図版の数
【作家の作品】絵・彫刻５５　デザイン・工芸１２０
【生徒の作品】絵・彫刻１０２　デザイン・工芸１１４
〇教科書が３冊あることにより、作品の掲載数が多い。また、日本と海外の作品のバラン
スが良く、親しみやすい作品を多く掲載していることで表現活動に繋げやすい。


