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教科用図書調査研究報告書 

１ 校種及び種目 

 

２ 調査研究の観点及び各教科用図書の特徴 

       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 光 村 日 文 

[観点１] 
基礎・基本の定着 

①日本の美術
文化に関す
る内容 

 

 
美術１ 美術２・３ 

ページ数 ５ 34 

作家数 ３ 25 

題材数 ４ 10 

作品数 12 41 

 

○浮世絵の扱い 

 ・「比べてみよう」では，歌川広重の「東

海道五十三次之内 庄野」とピーテル・

ブリューゲルの「雪の中の狩人」を対比

させ，気づいたことを話し合う活動を設

定している。 

 

  

・浮世絵についての説明や技法などの説明

はされていない。 

 

・「版画の世界」の中でも浮世絵について

は触れられておらず，制作工程の記載も

ない。 

 

 
美術１ 美術２・３ 

ページ数 11 17 

作家数 ８ ７ 

題材数 ５ ７ 

作品数 12 12 

 

○浮世絵の扱い 

・「浮世絵から学ぶ江戸の職人技」では，

葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪

裏」が掲載され，浮世絵の優れた点や美

しい点を伝えることができる。 

 

 

 

 ・浮世絵についての説明はされているが技

法についての説明はされていない。 

 

・制作する職人「絵師・彫師・摺師」の作

業を写真入りで詳しく説明していて，制

作工程がよくわかる。 

 

 
美術１ 

美術

2.3上 

美術

2.3下 

ページ数 ９ 22 11 

作家数 ４ 15 - 

題材数 ４ ６ ６ 

作品数 ６ 27 27 

 

○浮世絵の扱い 

・「東へ，西へ・・・」では，大きく見開

きで，葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈

川沖浪裏」及び「凱風快晴」が，和紙を

使い４ページにわたり掲載されており，

浮世絵のすばらしさや美しさを実感で

きる。 

 

・浮世絵の下部には技法などの詳しい解説

がされている。 

 

・「現代に受けつがれる浮世絵版画」では，

復刻版浮世絵の紹介を通して制作工程

が掲載されている。 

校種 中学校 種目 美術 
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       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 光 村 日 文 

[観点２] 
主体的に学習に取り組
む工夫 

②生活や社会
における美
術の働きを
実感するた
めの工夫 

 

 
美術１ 美術２・３ 

具体例の数 ６ ９ 

掲載写真数 16 30 

 

○ユニバーサルデザインについての扱い 

・美術２・３の教科書で取り扱っている。 

 

 

・「つながるデザイン」では，「ユニバーサ

ルデザイン」と項目をつけて１／２ペー

ジを使って，「デザインする心」では「も

っとやさしく」と項目をつけて１／２ペ

ージを使って，ユニバーサルデザインと

は何かの説明と写真等を掲載している。 

 

・「ユニバーサルデザイン」の中で掲載さ

れているのは，「ヘルプマーク」「手触り

で楽しむカード」の２点で，「ヘルプマ

ーク」はピクトグラムの例である。 

 

 

 

・身近なユニバーサルデザインについて生

徒のまとめたレポート例の記載はない。 

 

 

 

 

 

・ピクトグラムについては，「デザインす

る心」では「もっとやさしく」と項目を

つけて１／４ページ，「ピクトグラムを

つくろうとして」と項目をつけて１／４

ページ設けているが，例が少なく，分か

りにくい。 

 

 
美術１ 美術２・３ 

具体例の数 ９ 14 

掲載写真数 22 48 

 

○ユニバーサルデザインについての扱い 

 ・美術２・３の教科書で取り扱っている。 

 

 

・「みんなのためのデザイン」では，ユニ

バーサルデザインについて２ページ使

って，ユニバーサルデザインとは何かの

説明と写真等を紹介している。 

 

 

 

・ユニバーサルデザインが使われた用具や

施設・設備などの写真は，11点掲載さ

れている。写真は施設・設備や用具の特

徴のアップなどである。使用法などが分

かりやすい。 

 

 

・「地域の中のユニバーサルデザイン」で

は，「ユニバーサルデザイン発見レポー

ト」で生徒が見つけたものを掲載してお

り，日常生活の中でユニバーサルデザイ

ンに目を向けさせる指導に有効である。 

 

 

・ピクトグラムについては，「情報を整理

して伝える」として，２ページ使って例

や写真などを紹介している。掲載してい

る例は，一般的なものが多く，分かりや

すい。 

 

 

 
美術１ 

美術

2.3上 

美術

2.3下 

具体例の数 ９ ９ ８ 

掲載写真数 38 44 18 

 

○ユニバーサルデザインについての扱い 

 ・美術 1及び美術２・３上の教科書で取り

扱っている。 

 

 ・「やさしさのデザイン」では，ユニバー

サルデザインについて２ページ使って，

ユニバーサルデザインとは何かの説明

と写真等を紹介している。 

 

 

 

・ユニバーサルデザインが使われた用具や

施設・設備などの写真は，15点掲載さ

れている。用具のアップや施設・設備の

違うアングルからの写真を掲載してい

て斬新なデザインを取り上げているの

が特徴で，分かりやすい。 

 

・「使いやすいデザインを考えよう」では，

マグネットとクリップの工夫されてい

る箇所や，それを使った感想を載せた生

徒のリサーチレポートを掲載しており，

身近にあるユニバーサルデザインのよ

さを実感させる指導に有効である。 

 

 ・ピクトグラムについては，「情報を分か

りやすく伝えよう」として２ページ使っ

て，例や写真などを紹介しており，分か

りやすい。 
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       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 光 村 日 文 

[観点３] 
内容の構成・配列・分
量 

③掲載してい
る作品等の
数 

○サイズを明記している参考作品の数 

 

 
美術１ 美術２・３ 

作品数 168 305 

 

○ページの半分以上を占める作品数：45点 

 

 

 

○「絵や彫刻など」，「デザインや工芸など」

の枠組みを色別にインデックスで示し，各

ページの分野が明確にされている。 

 

○サイズを明記している参考作品の数 

 

 
美術１ 美術２・３ 

作品数 178 278 

 

○ページの半分以上を占める作品数：35点 

 

 

 

○「絵や彫刻など」，「デザインや彫刻など」

の枠組みをインデックスで示し，各ページ

の分野が明確にされている。さらに，鑑

賞・表現の違いを色分けし，分かりやすい。 

○サイズを明記している参考作品の数 

 

 
美術１ 

美術

2.3上 

美術

2.3下 

作品数 171 164 134 

 

○ページの半分以上を占める作品数：77点 

大きな掲載写真が多く，鑑賞に適してい

る。 

 

○「絵や彫刻など」，「デザインや彫刻など」

の枠組みをインデックスで示し，各ページ

の分野が明確にされている。さらに，鑑

賞・表現の違いを色分けし，分かりやすい。 

[観点４] 
内容の表現・表記 
 
 
 

④折り込みペ
ージの活用
及び大型図
版の掲載 

 

 
美術１ 美術２・３ 

折り込み ２ ３ 

大型図版 ５ ２ 

 

○色彩に関する資料 

折り込みを含め３ページある。写真数５

点，配色の具体例数 24 点である。日常生

活に密着した写真の掲載が少ない。 

 

 
美術１ 美術２・３ 

折り込み ３ ３ 

大型図版 ３ ２ 

 

○色彩に関する資料 

折り込みを含め３ページある。写真数

17 点，配色の具体例数９点と資料が充実

している。日常生活に密着した具体的な説

明が掲載されている。 

 

 
美術１ 

美術

2.3上 

美術

2.3下 

折り込み ３ ３ ４ 

大型図版 １ ３ ２ 

 

○色彩に関する資料 

折り込みを含め３ページある。写真数

14点，配色の具体例数 10点と資料が充実

している。日常生活に密着した具体的な説

明が掲載されている。 
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       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 光 村 日 文 

[観点５] 
言語活動の充実 
 
 
 

⑤言語を用い
た発想・構
想の工夫 

○表現のためのイメージを広げる工夫 

・「材料を生かして」では，生活の中の場

面をイメージしやすいように，「だれが

使うものをつくろうかな」「どんな形が

使いやすいかな」等，構想の視点を示す

吹き出しが掲載されており，工夫されて

いる。  

  

 ・「デザインで伝える」では，マインドマ

ップやブレインストーミングの例が掲

載されており，発想と構想のプロセスが

分かりやすい。 

 

 

・「空想からの表現」では，「発想のヒント」

として言葉を集めたり組み合わせたり

する例が示されている。 

 

・各題材の最後の「ふりかえり」の欄で発

想・構想についての問いかけあるが，多

様な視点での振り返りにはつながりに

くい。 

○表現のためのイメージを広げる工夫 

 ・「形と色の挑戦」では，「音楽から発想を

広げよう」「言葉から発想を広げよう」

として作品例を掲載しているが，構想を

練るための視点が分かりにくい。 

 

 

 

・「メッセージを伝えるポスター」では，

「よりよい環境を呼びかけるポスター

をつくろう」として，ポスターの制作工

程が生徒の言葉とともに掲載されてお

り，見通しを持って取り組みやすい。 

 

・発想や構想のヒントとなるコーナーを設

けている題材もあるが，統一性がない。 

  

 

・生徒作品に作者の言葉を掲載し，生徒が

共感しながら制作の構想を練ることが

できる。 

○表現のためのイメージを広げる工夫 

・「心に残ったできごと」では，作品の構

想を練っている生徒の写真とともに「部

活の時・・・」「家族旅行で見た景色・・・」

「友だちと遊んだところ・・・」という

吹き出しがあり，表したい主題を明確に

して表すための工夫がされている。 

 

 ・「魅力が伝わるパッケージ」では，グル

ープでデザインを説明し合ったり，プレ

ゼンテーションをしたりしている写真

が掲載されており，デザインの構想を練

るプロセスが分かりやすい。 

  

・各題材においてＰＯＩＮＴ欄を設け，発

想や構想の工夫のポイント等を掲載し

ている。 

 

・生徒作品に作者の言葉を掲載し，生徒が

共感しながら制作の構想を練ることが

できる。 

 


