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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 日 文 

[観点１] 
基礎・基本
の定着 

①材料や用具

の取扱い，

説明の仕方 

○材料や道具の取扱いの記載 

・その題材で使う材料や道具の取扱いについては，そのページに写真やイラ

ストで記載している。より詳しく説明したいものについては，巻末に「道

具箱」「パレットコーナー」を各２ページ設けている。 

 ・１年上「のりのつかいかた」では，紙が汚れないように，のりをつける指

と紙を持つ指を決めておくことを記載するなど工夫が見られる。 

・もくじを見ると，題材名とマーク化されたつけたい力，領域や取り扱う用

具，材料が分かりやすく示されている。 

 

 

 

○説明の仕方 

 ・１・２年上「チョッキンパッでかざろう」で，紙の折り方や切り方が３例

示されている。 

○材料や道具の取扱いの記載 

・その題材で使う材料や道具の取扱いについては，すべての学年において

巻末の「使ってみよう材料と用具」６ページで説明している。子どもた

ちの「発想や構想」「創造的な技術」を支える材料や用具の扱いをより詳

しく，より分かりやすく丁寧に示している。 

 ・１年上「のりのつかいかた」では，のりをつけるところを写真で示すと

ともに，のりしろの意味や手でおさえることでつきやすくなることなど

を記載しているので，児童に分かりやすい。 

 ・各題材で主に用いる用具は，そのページの左下にアイコンで示し，名称

は巻末にまとめて示している。 

 

○説明の仕方 

 ・１・２年上「チョキチョキかざり」で，紙の折り方や切り方が６例示さ

れている。 

・重ねて切る方法が写真で具体的に示され，日常に応用できる基礎的な方

法を学ぶことができるように工夫されている。 

 

②伝統と文化

に関する内

容の記述 

○伝統と文化に関する鑑賞作品等の記載数 

 １・２年上 1・2年下 3・4年上 3・4年下 5・6年上 5・6年下 

伝統・文化 2 4 22 4 9 12 

外国の友だ

ちの絵 
１ １ １ １ ２ １ 

作品数の合計は 53である。 

 

○焼き物の扱い 

５・６上と５・６下でそれぞれ１題材を扱っている。粘土を切って組み合

わせることで楽しい作品をつくり，その作品を残すことを目的として焼き物

にすることを扱っている。そのため，備前焼の写真を載せているが，「みん

なのギャラリー」という別のページにある。 

 

○伝統と文化に関する鑑賞作品等の記載数 

 １・２年上 1・2年下 3・4年上 3・4年下 5・6年上 5・6年下 

伝統・文化 1 1 4 19 10 10 

外国の友だ

ちの絵 
１ １ １ １ １ １ 

作品数の合計は 45である。 

 

○焼き物の扱い 

  ５・６上と５・６下でそれぞれ１題材を扱っている。「粘土を焼いて生活

を楽しくするものをつくる。」「ガラスがとけてできる水のような感じを生

かして，焼き物にあらわす。」ということで，最初から焼き物をつくること

を目的にしている。そのため，同じページの右端に有田焼や萩焼などの有

名な作品を載せている。日本の伝統的な焼き物に対する興味や関心を持た

せる工夫がされている。 

 

校種 小学校 種目 図画工作 
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       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 日 文 

[観点２] 
主体的に
学習に取
り組む工
夫 

③興味・関心

を高めるた

めの工夫 

○マーク化 

めあてに関する 

マーク 

①試したり，見つけたり，考えたりして思い

つく力 

②形や色，方法や材料をくふうする力 

③心を開いて楽しく活動し，友だちとかかわ

り，協力し合う力 

学習活動に関する 

マーク 

①材料や用具の使い方 

②ふりかえってみよう 

③ふりかえって，はなしあおう 

・各題材名の周囲に，活動のきっかけとなる文章を示している。 

・各題材の目標を，３種類のマーク（「試したり，見つけたり，考えたりし

て思いつく力」，「形や色，方法や材料をくふうする力」，「心を開いてたの

しく活動し，友だちとのかかわり，協力し合う力」）と文章で示している。 

・魅力的な児童作品を大きく掲載したり，楽しく活動している写真を精選し

て掲載したりして，表現や鑑賞の活動の魅力を児童に伝え，主体的な学習

を促している。 

 ・「あっ！いいことかんがえた」，「考えを広げて」マークで，特に発想・構

想の場面から児童のヒントになるよう，マークと共に具体的な姿を示して

いる。また，題材に応じて，児童が考えを広げて，より創造的な表現活動

をしたり，学習意欲を高めたりする工夫をしている。 

・カエルマークの「ふりかえってみよう」「ふりかえって，はなしあおう」

がページの最後にあり，言語活動を充実させながら児童自身で学びを確認

しやすく工夫されている。 

 ・「安全」「かたづけ」マークとともに，写真やイラストを用いて具体的に例

示することで，材料や用具を安全に使用するとともに，後片づけも大切な

学習活動であることを示している。 

 

○マーク化 

めあてに関する 

マーク 

①楽しんですること 

②考えること 

③工夫すること 

④見たり感じたりすること 

学習活動に関する 

マーク 

①形や色のキャラクター（チーロさん） 

②気をつけよう 

③かたづけ 

④活動の後で 

・各題材名の下に，活動のきっかけとなる文章を示している。 

・各題材の目標を，５種類のアイコン（「造形遊びをする活動」「絵に表す

活動」「立体に表す活動」「工作に表す活動」「かん賞する活動」と文章で

示している。 

・学校での授業以外の様々な図画工作を通じた活動を紹介し，地域や社会

とのつながりを示したり，図画工作の持つ可能性や力を感じたりするよ

う工夫している。 

・学習のめあてをマーク化して４つの観点で分かりやすく示している。特

に重点化してほしい観点には下線を引いて例示するなど，児童にも分か

りやすく示されている。また，１つの題材が見開きで示され，活動の情

景写真が大きく，児童の活動内容や作品などが分かりやすい。 

 ・活動の振り返りは，男の子と女の子の絵で，題材を終えた後，子どもた

ちに感じてほしいことを子ども自身のつぶやきの形で例示している。 

 

・「きをつけよう」，「かたづけ」などがあり，安全面への配慮や使える物を

大事にするなど環境への配慮が見られる。 

④造形活動へ

の意欲を高

め，社会や

文化とのか

かわりを考

えさせるた

めの工夫 

○鑑賞活動の充実 

  巻頭に折り込み３ページで「小さな美術館」を設定し，作家作品の鑑賞が

できるようにしている。 

（鑑賞の問いかけ例） 

「みんなは何をしているのかな」「何でできているのかな」「どんな話をして

いるのでしょうか。創造してみましょう」 

 

・手の感触や操作を伴う鑑賞の工夫がある。（３～６年） 

・「ゆめをかたちに」のページで，作者からのメッセージで，表現すること

の楽しさを伝えている。（全学年） 

 ・「みんなのギャラリー」で，伝統文化や地域の暮らしの中の造形活動を取

り上げている。 

 ・裏表紙には，「見つけたよ，すてきな形・色」で，系統的に日本各地の伝

統や文化に触れる作品や写真を掲載している。 

○鑑賞活動の充実 

  巻頭の折り込みページに「教科書美術館」を設定し，作家作品の詳細ま

で鑑賞できるように大きく掲載している。 

（鑑賞の問いかけ例） 

「みなさんはどんなことを感じますか」「どんなことができそうですか」「ど

んな表現のくふうが見られるでしょうか」「似ているところ，ことなって

いるところについても話し合ってみましょう」 

・表現や体の感覚や操作を伴う鑑賞の題材を設定している。（全学年） 

・「図画工作の広がり」のページで，作者の表現に込めた思いや美術館との

つながりなどを伝えている。（３～６年） 

・「ぞうけいのもり」で，身近なものの造形的なおもしろさを紹介するとと

もに，活動の中での発想や構想のヒントとしても活用できる。 

 ・裏表紙には，表紙の作品の全図と児童の作品のコメントを掲載している。

また，「形や色を楽しもう」で，直接書き込みができるコーナーもある。 
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       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 日 文 

[観点３] 
内容の構
成・配列・
分量 

⑤題材や資料

等の配列 

○総題材数及び項目別題材数 

※１つの題材で複数の項目を示している題材もある。 

・総題材数，項目別題材数について他社と比較してみると，絵画題材がやや

多く，立体題材がやや少ない。 

・表現・鑑賞活動の過程，表現技法，材料，用具の扱いについて具体的に示

した箇所のあるページ数は 153ページである。 

 

○題材の配列 

・１・２年上「いろいろならべて」では，折り紙という材料で，色や形に着

目させて並べる（長く並べる・ずらして並べる）工夫を示し，平面的に並

べている。 

・１・２年下「土って気もちがいい」では，土や砂を扱う題材が配列されて

おり，大体は２年生で学習することになる。 

・３・４年の造形あそびのそれぞれの学習のおもなめあてが「友だちと力を

合わせて～活動する」や「～を工夫して」，「～試したり」「～を見つけた

り」というものが多く，具体性に欠ける。また，一つの題材で場所と材料

のかかわり方がほとんど１パターンで構成されている。 

学年 題材数 
項目 

造形 絵 立体 工作 鑑賞 

１・２年上 22 4 9 2 7 3 

１・２年下 21 4 9 2 6 2 

３・４年上 21 3 8 2 7 1 

３・４年下 16 2 7 2 4 1 

５・６年上 17 2 6 2 6 1 

５・６年下 17 2 7 2 5 1 

○総題材数及び項目別題材数 

 

・総題材数，項目別題材数について他社と比較してみると，絵画題材がや

や少なく，立体題材がやや多い。 

・表現・鑑賞活動の過程，表現技法，材料，用具の扱いについて具体的に

示した箇所のあるページ数が 189ページである。 

 

○題材の配列 

・１・２年上「どんどんならべて」では，身の回りにある材料（人工物・

自然物）から並べ方（積み重ねる・長く並べる）の工夫を示し，立体的

に並べる工夫をしている。 

 ・１・２年上「すなやつちとなかよし」では，砂や土を扱う題材が配列さ

れており，大体は１年生で学習することになる。 

・３・４年生の造形あそびのそれぞれの学習の重点のめあてが，組み合わ

せの工夫（材料・形・線・影・場所にあった材料など）で示されていて，

児童に分かりやすい。また，一つの題材で，場所と材料のかかわり方が 2

～３のパターンで構成されている。活動を通して「つなぐ」「組む」「結

ぶ」「包む」など日常生活に必要な技能を楽しみながら習得できる。 

 

 

学年 題材数 
項目 

造形 絵 立体 工作 鑑賞 

１・２年上 22 4 7 4 6 1 

１・２年下 22 4 7 4 5 2 

３・４年上 21 4 7 4 5 1 

３・４年下 20 4 6 4 5 1 

５・６年上 18 2 6 4 4 2 

５・６年下 18 2 6 4 4 2 

⑥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 

１・２年上 1・2年下 3・4年上 3・4年下 5・6年上 5・6年下 総計 

88 84 104 95 98 102 571 
 

○サイズを明記している参考作品の数 

１・２年上 1・2年下 3・4年上 3・4年下 5・6年上 5・6年下 総計 

85 85 80 110 107 124 591 
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       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 日 文 

[観点４] 
内容の表
現・表記 
 
 
 

⑦作品等につ

い て の 解

説・表記の

仕方 

○作品や造形活動についての解説・表記の仕方及び具体例 

○題材名・大きさ・作者の考え，感想を示している。 

○絵の作品には，作者の考えや感想が敬体文で表記されている。 

○活動中のつぶやきを，児童の言葉で吹き出しに表記している。 

 

（５・６年上）「糸のこドライブ」カラフルな小物かけ 

「切った板の組み合わせ方を工夫しました。いろいろなところに小物がか

けられます。色と色をどう組み合わせるかを考えながらぬりました。」と，

作者の工夫や感想を示している。 

 

（３・４年下）「絵の具で遊んで『自分いろがみ』」 

ストローや歯ブラシ，ビー玉などの身のまわりのものを使って，絵の具遊

びをたのしんでみたよ。いろいろな試し方を写真で紹介しているが，すべて

手元だけである。 

 

（１・２年上）「うつしてあそぼう」 

いろいろなかたちがうつせるね。みんなでかんがえて，ためしてみよう。

「えのぐをつけて」「ぎゅっとおすと」「おなじかたちをポンポンポン。こん

どはどのむきにおそうかな。」「クレヨンをねかせてこすりだそう。」 

 

○子どもの表情をとらえた写真の掲載枚数 

学年 写真数 学年 写真数 

１・２年上 70 １・２下 61 

３・４年上 69 ３・４下 61 

５・６年上 53 ５・６下 57 

・子どもの表情が分かりにくい写真が多い。 

 

○「墨のうた」  

「墨は，水の量の加減で，うすい灰色からこい黒色まで，変化に富んだ色

になります。にじんだり，かすれたり，いろいろな表情を見せてくれます。 

太さのちがう筆をためしたり，身近なものを筆として使ったりして，思いの

ままに墨でかいてみよう。」 

  ・使う道具…筆，はけ，歯ブラシ，段ボールの切れはし，あらなわをほど

いて，いらなくなったほうきをまとめて，画仙紙，ほう書紙，障子紙，

和紙 

  ・道具を使った例…５， ・作品数…８ 

 ○作品の解説 

「はけを使ってかきました。墨を散らして水のしぶきを表しました。」 

「太い筆と細い筆の両方を使って，リズム感のある軽やかな筆使いで表し 

ました。」 

 ○見開き２ページに掲載している。 

○作品や造形活動についての解説・表記の仕方及び具体例 

○題材名・大きさ・作者の考え，感想を示している。 

○絵の作品には，作者の考えや感想が敬体文で表記されている。 

○作品や活動写真には，「～したよ。」「～しよう。」など短い言葉のコメント

がある。 

(５・６年上)「糸のこスイスイ」 

「電動糸のこで切り出して」「いろいろな形ができたよ」「どこに切りこ

みをつくったら楽しい形になるかな」「試しながら組み合わせを考えよう」

というように，制作過程を写真入りで示している。しかし，作品には題名

も感想もない。 

（３・４年下）「絵の具でゆめもよう」 

絵の具を使った表し方っていろいろあるね。形や大きさのちがう紙に，

もようをつくってみよう。つくった紙を使って，どんなことが表せるかな。

実際にいろいろな方法で楽しんでいる子どもの顔も写真で紹介している点

がよい。 

（１・２年上）「コロコロぺったんシャカシャカ」 

コロコロぺったんこすりだし。どんなかたちがでてくるかな。「えのぐを

つけてコロコロしよう」「テープのしんをゆっくりころがしたよ。」「でこぼ

こをみつけてこすりだそう。」 

 

○子どもの表情をとらえた写真の掲載枚数 

・創作意欲が高まるような子どもの表情をとらえた写真が多い。 

 

○「墨で表す」  

「ぽたっと落ちた墨，すうっとにじんだ墨。水と和紙に出会ったしゅん

間に墨が動き出す。気持ちのままに手を動かし，体のリズムにのせてかい

ていこう。」 

 

  ・使う道具…毛筆（大筆・小筆），はけ，たわし，綿，あらなわ，スポン

ジ，面相筆，半紙，画仙紙，ほう書紙，障子紙，和紙 

  ・道具を使った例…12， ・作品例…６ 

 

 ○作品の解説 

  「木の細い枝をストローでふいて表したよ。」 

  「はけの穂先を何度も軽くおして，りゅうのもようをかいたよ。」 

○見開き２ページと巻末に１ページに掲載しており，水の量を多くすると

墨が薄くなることなどがよく分かる。 

学年 写真数 学年 写真数 

１・２年上 105 １・２下 118 

３・４年上 116 ３・４下 104 

５・６年上 76 ５・６下 65 
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       発行者 

調査研究の観点    
開隆堂 日 文 

[観点５] 
言語活動
の充実 
 
 
 

⑧鑑賞活動に

おける言語

活動の工夫 

○鑑賞の視点の具体例 

（１・２年上）「ともだちのさくひんのくふうしたところをみつけよう」 

       「うつしたかたちのおもしろいところをみつけよう」 

       「くしゃくしゃしながらかみとなかよしになろう」 

（１・２年下）「自分や友だちの作ひんのよいところを見つけよう」 

(３・４年上)「自分と友だちの感じ方のちがいについてつたえ合おう」 

(５・６年上)「身近な場所やものの特ちょうをどのように生かしているか話

し合ってみよう」 

(５・６年下)「絵の中から何を，どんなことを，見つけましたか」 

       「あなたなら，どんな題名をつけますか」 

 

 

 

 

 

 

 

 

○言語活動の充実 

 ・鑑賞活動においては，言語活動につながる目標が示されている。 

 ・鑑賞の視点と児童の言葉を紹介してあり，児童が作品について鑑賞すると

きの参考となる。 

○鑑賞の視点の具体例 

(１・２年上)「みのまわりには，どんなでこぼこがあるかな」 

(１・２年下)「かくれているともだちはどんなかおかな。見つけたともだち

をしょうかいしよう」 

(３・４年上)「小さい『わたし』のお気に入りの場しょを見つけ，その場し

ょのよさを生かしてかざり，しょうかいし合おう」 

(３・４年下)「作品を体でまねてみよう。どんな感じがするかな。気づいた

ことを友だちと話し合ってみよう」 

(５・６年上)「カードをならべていろいろな『感じ』がするカードを見つけ

よう。たとえば，『楽しい感じがするカード』を選んで，なぜそ

う思ったか感じたことを伝え合ってみよう」 

「どんな表情をしているかな」「つくえの上には何があるのか

な」 

「どんな色を使っているかな」 

(５・６年下)「絵には筆の使い方や筆あとなどにいろいろなくふうが見られ

る。作者はどんなくふうをしてえがいているかな。筆あとから，

どんな印象を受けるかな」 

 

○言語活動の充実 

 ・「学習のめあて」に伝え合うことを示すことで，全ての題材に言語活動が

位置づけられている。 

 ・作品に込めた自分の思いや，それを実現するための工夫を紹介している

ので，児童が作品について話し合うときのヒントになる。 

 

 

 


