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主要な観点 編集上の特色 該当ページ

学習指導要領に準拠して ●教育基本法を踏まえ，学習指導要領に従い，各学年の目標と内容及び内容の取扱いに示
される事項をもれなく取り上げました。題材の設定と配列は，生徒の学習しやすさに配慮し
ています。

教科書全般

「美術の創造活動の喜び」や
「美術を愛好する心情」に
ついて

●生徒が創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する心情が育つのは，自分の思いや考え方
に基づいた表現活動や鑑賞活動に取り組み，充実感を味わえたときです。強い興味や関心
を抱いて創造活動に取り組み，生涯にわたって美術を愛好していく基礎が育めるように，魅
力ある題材の設定や作品の掲載に配慮しました。

教科書全般

「感性」や「美術の基礎的能力」，
「美術文化」，「豊かな情操」に
ついて

●感性
　表現や鑑賞の活動を通して，視覚や触覚などを十分働かせ，感性を豊かにすることができ

るように，題材の設定や掲載作品の選択などには十分な配慮をしました。
●美術の基礎能力
　１年では表現及び鑑賞の基礎的能力を確実に身に付け，2・3年でそれを伸長させ，創造的な

能力として発展させることができるように，題材の設定や配列に工夫をしました。
●美術文化
　古くから受け継がれてきた美術作品や，生活の中のさまざまな用具や造形などから，その国

や時代に生きた人 の々美意識や創造性について理解できるように配慮しました。
●豊かな情操
　表現と鑑賞の活動を通じて，美しいものに憧れ，それを求め続けようとする豊かな心の働き

を養えるように，題材の設定や配列，掲載作品の選択などに配慮しました。

教科書全般

〔共通事項〕 ●〔共通事項〕の観点から，生徒が発想や構想する場面，創造的な技能を働かせる場面，鑑
賞の場面で能力を高めことができるように配慮しました。形や色彩，材料，光などの性質や
それらがもたらす感情を理解したり，対象のイメージをとらえたりすることに，生徒が意識
を向けて題材に取り組むことができるよう，〔共通事項〕の内容を主に各ページのタイトル
や主文，学びのねらいに盛り込みました。

教科書全般

表現及び鑑賞の
活動の取扱い

●生徒個々の主体性や表現意欲，感じ方や考え方の多様性を引き出すために，「A表現」及び
「B鑑賞」の活動は，相互の関連が図れるようにそれぞれの題材を設定しました。

教科書全般

「主題」について ● 「A表現（1）」の指導事項にある「主題を生み出すこと」｢主題などを基に表現の構想を練る｣
については，生徒自らが感じ取ったことや考えたことを基に，表したい主題を生み出し表現で
きる題材を設定しました。その手がかりを主にポイントやアイデアスケッチで明示しました。

教科書全般

「目的や条件，機能」に
ついて

● 「A表現（2）」の発想や構想の基となる「目的や条件，機能」については，見る人や使う立場
にとっての快さ，わかりやすさなどとの調和を考えることができる題材を設定しました。主に
作者の言葉やアイデアスケッチ，ポイントがその手がかりとなるように明示しました。

教科書全般

主要な観点 編集上の特色 該当ページ

生徒の発達段階への配慮 ●成長に寄り添う美術の学び
　3年間の中学生の成長過程に適合する題材構成にしました。また，美術科の能動的学習を

通して，社会的，問題解決能力が身に付くよう，題材の構造化を図りました。
●3分冊の教科書
　１年生，2年生，3年生の成長過程と各題材がきめ細かく適合するように，教科書を「美術1」
「2・3上」「2・3下」の３冊に分けてつくりました。特に2年生と3年生との心の成長の違いを
重視し，具体的には自分自身を深く見つめる題材，夢や自己実現を持つことに関連した題
材等を3学年にあたる「2・3下」で扱いました。また，領域や分野ごとに3冊を通して体系的
な学びができるよう，題材を配列しています。

教科書全般

内容の公平さへの配慮 ●特定の主義や主張に基づかない題材設定や作品選択，また，男女の性差による好みの違
いや共通性などに配慮し，公平で魅力的な題材を取り上げました。

教科書全般

言語活動の充実 ●形や色彩を通して， 感じたことや表したことなどを言葉で伝え合う言語活動を育むことを
大切にしました。掲載作品の作者の言葉などを掲載することで，言語に関する能力の育成
を図ることができるように配慮しました。

●グループで話し合い，自分の考えによって批評したり（クリティカル・シンキング），発表し合
ったりする言語力とコミュニケーション能力の育成を図ることができる題材の設定や，掲載
作品の選択に配慮しました。

○美術1 P.2-4，P.6-7，P.10-11，
P.18-19，P.20-21，P.24-29，
P.32-33，P.36-37，P.48-49

○2・3上 P.2-4，P.6-7，P.12-13，
P.18-19，P.20-21，P.24-31，
P.38-39，P.44-45

○2・3下 P.2-4，P.6-7，P.18-19，
P.22-23，P.24-29，P.30-31，
P.32-33，P.42-43，P.46-47

伝統や文化の尊重 ●伝統を受け継ぐ意識を育む
　時代を経ても変わることない価値のある作品が多く存在することを学び，価値を受け継い

でいく意識を育めるように，題材の設定や作品の選択に配慮しました。
●日本の伝統や文化への理解を深める
　日本の伝統や文化を尊重する態度を養うために，それらの作品の造形的な魅力を味わい，

理解できるように題材の設定や作品の選択，掲載の方法に配慮しています。「2・3上」では，
浮世絵や水墨画を掲載したページ（P.23-30）の用紙に和紙（機械抄き）を使い，日本の伝
統文化のよさを味わいながら学習できるように工夫しました。

○美術1 P.44-45，P.46-47，
P.48-49

○2・3上 P.6-7，P.18-19，
P.20-21，P.22-23，P.24-31，
P.32-33，P.34-37，P.46-47，
P.50-52，P.57

○2・3下 P.2-4，P.6-7，P.24-29，
P.38-39，P.42-43，P.48-49，
P.55

国際理解の視点 ●さまざまな国々や民族の美術・工芸品を取り上げることによって，多様で豊かな美術の世
界の広がりに目を向け，異文化に対する理解を深められるように配慮しました。

○美術1 P.48-49
○2・3上 P.6-7，P.24-31，
P.50-52

○2・3下 P.46-47

アジアの文化への視点 ●地理的，歴史的に深い関わりを持つアジア諸国の美術に目を向け，共通点や違いなどに着
目し，さまざまな美術の魅力を味わえる題材を設定しました。

○美術1 P.48-49
○2・3上 P.6-7，P.50-52
○2・3下 P.50-52

道徳との関連 ●特別な教科「道徳」と教科との関連に配慮し，道徳の「内容項目」と関連のある題材ページ
には，「道徳マーク」を示しています。

○美術1 P.22-23，P.48-49
○2・3上 P.10-11，P.22-23，
P.32-33，P.42-43

○2・3下 P.2-4，P.6-7， P.8-11， 
P.16-17， P.22-23， P.24-29， 
P.30-31， P.42-43， P.44-45， 
P.46-47

防災教育の視点 ●「ピクトグラム」の視覚記号（サイン）など，防災や復興に関わる題材や資料を精選し，美術
やデザインが社会に果たす役割を知り，学習することができるように工夫しました。

○美術1 P.55
○2・3上 P.38-39
○2・3下 表紙，P.46-47

社会への活用 ●日常生活を豊かに
　美術の学習を通して，心豊かに生活できる社会を築くための能力を身に付けることができ

るような題材を設定しました。
●キャリア教育
　社会を豊かにしていこうとするデザイナーや建築家などの作品や考え方を紹介し，生徒の

職業への意識を高めるよう配慮しました。

○美術1 P.32-33
○2・3上 P.38-39，P.42-43
○2・3下 P.6-7，P.16-17， 
P.44-45， P.46-47

ICT・映像メディアの活用 ●表現ならび鑑賞活動において，写真・ビデオ・コンピュータ等のICT機器や映像メディアの
積極的な活用を図ることができるよう配慮しました。
●教科書に掲載している題材の作品例のバリエーション，掲載作品の拡大機能，詳しい技法

の動画など，表現と鑑賞で学習をサポートするデジタル教材を発行します。

○美術1 P.12-13
○2・3上 P.8-9，P.12-13
○2・3下 P.14-15，P.18-19， 
P.22-23，P.53

特別支援教育・ユニバーサル
デザインへの配慮

●全ページにおいて，特別支援教育の専門家の校閲を受け，ユニバーサルデザイン（UD）及
びカラーユニバーサルデザイン（CUD）の観点から十分な配慮がなされています。
●色覚特性のある生徒や学習上支援の必要な生徒にとっても識別しやすいよう，文字や罫

線の色，文字の大きさ，行や段落の間隔など，誰もが学習しやすい紙面デザインを心がけま
した。また，年齢や障がいの有無などにかかわらず，多くの人にとって利用可能なユニバー
サルデザインの題材ページも設けています。

教科書全般
○美術1 P.32-33，P.54-56
○2・3上 P.19，P.42-43，
P.50-52，P.56-57

人権尊重への配慮 ●表現や鑑賞の活動を通して，自己と他者や社会との関わりの重要性に気付き，生命を尊重
する意識を育むことができるように配慮しました。互いのよさや他者を思いやる心情が養
われ，さまざまな人たちと共生する環境をつくるために必要な能力を身に付けられるよう，
題材の設定などについて配慮しています。

○美術1 P.18-19，P.22-23
○2・3上 P.40-41，P.42-43
○2・3下 P.22-23， P.30-31，
P.46-47， P.56-57

平和教育の視点 ●表現や鑑賞の活動を通して平和の大切さを理解し，平和を希求する心が育つことを願い，
題材の設定や掲載作品の選択に配慮しました。

○美術1 P.55
○2・3上 P.41
○2・3下 P.16-17，P.22-23，
P.30-31

２. 内容の取扱い

1. 学習指導要領との関連
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内容の分量の適切性 ●地域や学校の実態，生徒の状況に合わせた効果的な学習を可能にするために，必要となる
適切な分量の内容を取り上げました。

●表現と鑑賞，さらには表現領域内の分野ごとに適切な量の題材を取り上げ，バランスよく
効果的なカリキュラムが組めるように配慮しました。

教科書全般

文章表現の適切性 ●使用漢字
　教育漢字や常用漢字であることを考慮し，未習漢字にはルビを用いるなど配慮しました。
●文章構成（マークなど）
　基本的に以下の内容で構成しました。
①題材名……タイトルは生徒の興味を引き出すために印象的な言葉で表し，サブタイトルは

内容を具体的に伝える工夫をしました。
②学びのねらい……4観点の学びのねらいを簡潔な文章で示しました。
③　　　　　……生徒の表現や鑑賞活動，発想・構想の手がかりを示しました。
④　　　　　……掲載作品の作者の言葉を掲載し，表現や鑑賞及び言語活動への動機付

けに，いっそう効果が上がるように配慮しました。
⑤　　　 ……主に表現と鑑賞活動の一体化が図れるように，内容の関連があるページへの

リンクを示しました。
⑥　　　　　……用具の取扱いなど安全面での注意を示しました。
⑦　  ……道徳との教科の関連を図り学習できるよう，文章とともに示しています。

教科書全般

掲載作品や写真などの
適切性

●学習に役立つ作品
　作品や写真などは内容や視覚効果を十分に吟味した上で，表示方法を工夫し，学習を効

果的に進められるように配慮しました。

教科書全般

主要な観点 編集上の特色 該当ページ

印刷の鮮明度 ●作品を忠実に再現
　印刷は最新の製版・印刷技術を駆使し，生徒作品や美術作品が持っているニュアンスや材

質感などの忠実な再現に努めました。
●最適な用紙
　用紙は印刷効果に優れた丈夫な用紙として，美術の教科書に最も適している良質コート紙

を使用しました。

教科書全般

製本の堅牢性 ●綴じ・造本について
　製本は，通常の無線綴じよりも丈夫な見返し付きのあじろ綴じを採用し，長期の使用に耐

える丈夫な造本にしました。また，表紙は耐水性のあるコーティングを施し（PPフィルム貼
り），水濡れなどに対しても耐久性を高くしました。

教科書全般・表紙

判型と装丁の工夫 ●A4ワイド判
　情報量の増加と鑑賞作品を大きく扱うために，従来の教科書のA4判よりも2cm幅を広げ

ました。また，巻頭や巻末には3ページ続きを，中央部には6ページ続き（「2・3上」は8ペー
ジ続き）の題材を設けました。
●和紙の使用
　「2・3上」の8ページ続きの題材では，和紙（機械抄き）を使用したことで触覚と視覚を働か

せて，浮世絵の鑑賞をいっそう深めることができます。

教科書全般
○美術1 P.2-4，P.24-29，
P.54-56，P.57-59

○2・3上 P.2-4，P.24-31，
P.50-52，P.53-55

○2・3下 P.2-4，P.24-29，
P.50-52，P.53-55

環境・安全性への配慮 ●再生紙の利用
　写真の鮮明性を保ちながら，資源保護へ配慮するため，表紙・本文ともに再生紙を使用し

ています。
●使用インク
　植物油インキを使用し，従来の印刷に比べて人体への影響を少なくしています。また，化学

物質に過敏な生徒への配慮から，表紙の表面加工を化学物質の残存値を少なくするよう
工夫しました。

教科書全般

環境保護の視点 ●身近な環境や自然に目を向け，それらを大切にする心や積極的に守っていく態度が育つよ
うに，身近な環境や自然の保護について学習する題材や作品を扱っています。

○美術1 P.24-29，P.46-47
○2・3上 P.34-35，P.41
○2・3下 P.16-17， P.22-23，
P.42-43， P.44-45

知的財産権や
肖像権への配慮

●著作権や肖像権について，生徒が意識できるようにするとともに，法の徹底遵守を根付か
せるように工夫しました。

各教科書 P.5
○2・3下 P.53

主要な観点 編集上の特色 該当ページ

評価の観点への配慮 ●学びのねらい（４観点）
　各ページの冒頭に，「関心・意欲・態度」「発想や構想の能力」「創造的な技能」「鑑賞の能

力」に関するねらいを明確に記載しました。生徒が主体的かつ効果的に学習に取り組める
ように工夫しました。

教科書全般

関心・意欲・態度を
高めるための配慮

●生徒が主体的に表現や鑑賞の創造活動に取り組み，その喜びを味わい，美術を愛好してい
くことを願い題材を設定しました。生徒の関心や意欲に訴える題材となるように，内容や掲
載作品の選択に配慮し，生徒の心に響くような文章を心がけました。

教科書全般

発想や構想の能力を
高めるための配慮

●１年生では，見たことや想像したことなどを基に主題を発想し，心豊かに表現する構想を練
ることができるように題材設定に配慮しました。
●2・3年生では，美の追求や想像力を働かせてイメージの世界をつくることなど，内面的価値

を重視した表現ができる題材設定に配慮しました。

教科書全般

創造的な技能を
高めるための配慮

●１年生では，意図に応じた材料や用具の生かし方など，基礎的な技能を身に付けられるよ
うに，多様な表現技法を経験することができる題材を設定しました。
●2・3年生では，材料や用具の生かし方などを総合的に考え，自分の表現方法を創意工夫し

表現できる題材を設定しました。
●各学年共通して，発想・構想したことを基に表現方法を創意工夫できるように制作プロセス

を豊富に示し，参考にできる資料ページを巻末に設定しました。

教科書全般

鑑賞の能力を
高めるための配慮

●美術作品についての理解を深め，心豊かに生きることと美術とのかかわりに関心を持ち，よ
さや美しさを味わう鑑賞の能力を高められるような題材を設定しました。
●鑑賞図版は，作品のよさや美しさを感じ取る能力を育成できるように，図版の選択や大き

さを工夫しました。
●表現と鑑賞活動の一体化が図れるように，鑑賞ページにはすべて「参照マーク」を付けて，

内容の関連があるページへのリンクを示しました。

教科書全般

題材の系統性に
ついての配慮

●学習指導要領「美術」の目標を達成できるように系統立てた題材設定をし，３年間学習す
ることで確実に内容が身に付くように配慮しました。

教科書全般

題材の配分・順序性に
対する配慮

●成長とともに，学びが深まる3分冊
　生徒の成長・発達を考慮し，生徒が主体的に興味を持って学習に臨み，自然に学習内容が深

まっていく効果が期待できるように，題材の順序性を考えて３分冊に配置しました。

教科書全般

地域性への配慮 ●全国共通で行うことができる題材を中心にしながらも，地域独自のテーマや方法を学習で
きる題材を設けて，地域についての認識を深める授業が展開できるように配慮しました。

教科書全般

小学校・高等学校との連携 ●小中連携
　「美術１」では小学校での学習内容を踏まえ，美術科の内容に抵抗なく入れるように図画

工作科での学びと関連付けるページを設けました。
●高等学校との関連
　「2・3下」で深まりのある内容を学習することで，いっそう美術の世界への興味を抱き，高

等学校美術の学習に興味をつなげていけるような内容に配慮しました。

○美術1 P.6-7

○「2・3下」全般

総合的な学習の
時間・他教科との関連

●総合的な学習の時間との関連
　題材設定において「総合的な学習の時間」との関連付けを考慮し，また美術科で学んだ内

容や身に付けた能力が効果的に生かされるように配慮しました。
●他教科との関連
　他教科の学習内容を研究し題材を設定することで，美術科で学習する内容がよりいっそう

明確になり，広がりと深まりを持てるように配慮しました。

○美術1 P.6-7，P.18-19
○2・3上 P.12-13，P.24-31，
P.38-39，P.40-41，P.50-52

○2・3下 P.16-17， P.22-23，
P.24-29， P.30-31， P.32-33， 
P.36-37， P.38-39， P.48-49，
P.50-52，P.55
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