
教科用図書調査報告書 

甲府市教科用図書採択審議委員会 

1 種類  図画工作科 

2 報告概要 

教科書名 

出版社名 

特    徴 

「わくわく

するね」（ず

がこうさく

１・２上） 

 

「みつけ

たよ」（ず

がこうさ

く １ ・ ２

下） 

 

「できたら

いいな」（図

画工作３・

４上） 

 

「力を合わ

せて」（図画

工作３・４

下） 

 

「心をひら

いて」（図画

工作５・６

上） 

 

「つながる

思い」（図画

工作５・６

下） 

開隆堂 

 

【観点 1】 

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の形や

色などと豊かに関わる資質・能力を育成することができる内容であるか。 

◎造形の引き出しの「ためしてみよう」では，用具の使い方を知るだけではなく，実際に手を

動かしてつくることで，生きた技能として身につく構成になっている。（１・２上下） 

◎造形の引き出しでは，「造形的なものの見方や考え方」「鑑賞の方法」などの知識・技能も充

実している。（１・２上下） 

◎△Ｐ12･13 「形を集めて」 

単一の形の連続を構成することを目的としている。すでにある形ということで，既製品を用

いている参照画像が多い。シンプルな形を連続することで新たな価値観に気づくと考えられ

る。繰り返しの再構築の美しさを狙うのか，思いもよらない形から生まれる新な形の面白み

を狙うのか不明。子供たちの発想に任せるのであればよい。（5･6 上） 

◎Ｐ16･17 「同じもの，たくさん」  Ｐ12･13 「形を集めて」に関連した題材。この作品

から集団の作品へと形態の変化がうかがえる。（5･6 上） 

◎Ｐ46･47 ＩＣＴ，プログラミングが取り入れられている。（5･6 上） 

◎個の制作Ｐ12･13→集団の制作Ｐ16･17 という流れができている。（5･6 上） 

◎地域の事実を認識Ｐ21→理想の社会の想像Ｐ26･27 自分→身近なもの→地域社会→世界視

点の広がりを意識している。（5･6 上） 

◎Ｐ8･9 「わたしのお気に入りの場所」 見たものと自分の思いをリンクさせる制作を意識

できる。（5･6 下） 

◎Ｐ14･15 「木と金属でチャレンジ」 素材や道具の選択，組み合わせや接着，固定の方法な

どあらゆる技法･技能を活用するよい題材。（5･6 下） 

◎Ｐ16･17 「入口の向こうには…」 空間を区切るという発想がよい。（5･6 下） 

◎Ｐ24･25 「時空を超えて」 実際に見たことのない世界について思いをはせ，それを制作す

るにあたり，何かしらの検索活動を（するであろう）促す題材だと思われる。 

（5･6 下） 

◎Ｐ26～29「みんなのお話はじまるよ」「学校へようこそ」 コミュニケーションツールとして

の作品を制作するという意図がうかがえる。（他者の目を意識する題材Ｐ6･7 から通じるもの

がある）（5･6 下） 

◎Ｐ36･37「ひびき合う形と色を求めて」スチレンボードを活用するのはとてもよい。（5･6 下） 

◎Ｐ42･43「夢の新製品」 自分の考えを発信するという明確な企画力が問われる。生活の中の

「困った」「こうなるといいのに」を再認識する機会となる。→Ｐ44･45「平和と希望の願い

を込めて」パブリックアートにつながる。（5･6 下） 



◎各教材毎に「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力人間性等」に関

わる「がくしゅうのめあて」がそれぞれ示されているが，特に重点が置かれているめあて（こ

の題材で特に身に付けてほしい力）が，文字色を変え，アンダーラインを施すなどして協調

されている。（全学年） 

 

【観点 2】 

個性を生かして活動することができるよう配慮されており，児童の生活や経験及び興味

や関心に応じた内容であるか。 

◎「みんなのギャラリー」では，校種間や地域の人とのつながりが取り上げられている。 

（１・２上下） 

◎想像を膨らませる観点やそれを支える技能が掲載されている。（３・４上下） 

◎活用する用具が掲載されている。（３・４上下） 

◎釘打ち題材では，転がる材料を入れ，より意欲を喚起する内容になっている。（３・４上下） 

◎材料の感触を楽しむなど，身体全体を使って学習することができる題材が多い。（３・４上下） 

◎自然材を使ってよさや面白さを見つける中で，話し合い活動や自分の作品のよさを感じるこ

とのできる題材がある。（３・４上下） 

◎決められた題材をどのように創造的に描くか工夫することが多いので，児童には物語を想像

しやすいと思われる。（３・４上下） 

◎友達同士の感じ方の違いを分かりやすくする作品構成になっている。（３・４上下） 

◎Ｐ10･11 「みんなでたのしく，『ハイ･ポーズ』」 

動きを捉えるための題材として粘土を使用して表現することは自分のからだの動きを意識す

ることもできよいと思う。また，Ｐ20･21「動きの不思議」の平面表現へとつなげ，Ｐ45 の

制作へとつながる。（5･6 上） 

◎身近なものへの着目→地域への着目 Ｐ48･49 伝統工芸を積極的に取り入れている。その道

のプロを招いてご指導いただくというのは地域との交流という点でもよい。（5･6 上） 

◎Ｐ6･7 「つながる思い」 制作の視点を自己内対話だけではなく，他者からの視点を意識し

ている。（5･6 下） 

◎Ｐ10･11 「今の気持ちを形に」 見たままを形にではなく自分というフィルターを通して新

たな形を生み出す題材として可塑性の高い粘土を使用する提示はよい。（5･6 下） 

◎Ｐ12･13 いろどり，いろいろ 絵の具を使わない，ある程度思い通りにならない素材から生

まれる偶然の色や形のよさを発見できる提示。（5･6 下） 

◎Ｐ38･39 「バランス･アンバランス」 不安定を安定させる矛盾が面白い。（5･6 下） 

Ｐ46･47 未来に向かって「よりよく生きる」という視点が前面に押し出されている。 

学びの資料を見ることで「こうすればいいんだ」「やってみたい」につながる。 

（5･6 下） 

◎けがをする恐れがある用具を扱う題材には注意喚起の表示【！あんぜん】があり，安全への

配慮がなされている。（全学年） 

 

 

 



【観点 3】 

「A表現」と「B鑑賞」の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配慮

されているか。 

◎「ふりかえり」が平易な文章で掲載されているので，児童が自己評価できる。（１・２上下） 

◎１年間の見通しがもてる「カリキュラム編成目次」が設定されていて，児童にとっても有意

義であり，教師にとっても見通しをもって１年間の学習を組み立てることができる。 

（１・２上下） 

◎学習のめあてに即したキャラクターの具体的なアドバイスにより，児童を主体的・対話的で

深い学びへと導く。（１・２上下） 

◎学習の目当てが具体的である。（３・４上下） 

◎△絵画と工作に関する学習が多くなっている。（３・４上下） 

◎たやすい素材（ワイヤー）を用いた立体表現Ｐ22･23 → 抵抗感（段ボール）のある素材を

活用した立体表現Ｐ38･39 という構成がよい。（5･6 上） 

◎Ｐ14･15 「糸のこの寄り道散歩」 塗装のきれいに仕上げる工夫があってよい。「偶然から

の発見→Ｐ24･25 意図をもった制作」の構成がよい。（5･6 上） 

◎Ｐ30～35 「龍を見る～墨から生まれる世界～」 本物を見たことがないがその姿を表現し

たものは多く目にする。自分なりの龍はどんなものなのか空想を膨らませ，鑑賞するととも

に，水墨画で自由に表現することでより発想が豊かになると思われる。 

（5･6 下） 

△「絵画」・「工作」の題材数に比べ，「造形遊び」数が少なくアンバランス感がある。 

（全学年） 

 

【観点 4】 

表記や表現が適切であり，各ページの資料や紙面のデザインなどが学習意欲を喚起する

よう配慮されているか。 

◎題字がそれぞれの学年で扱う材料で実際に作られていて，材料の可能性を児童に気付かせら

れる。（１・２上下） 

◎学習の三つのめあてを楽しいキャラクターが語っているため，題材を身近に感じて活動でき

る。（１・２上下） 

◎「あんぜん」と「かたづけ」の方法も，囲みで目立つように示されていて，内容も具体的で

分かりやすい。（１・２上下） 

◎題材によっては片付けの仕方が写真で示されており，児童が片付けをするときに参考になる。

（全学年） 

◎色覚の個性に対応する「カラーユニバーサルデザイン」の考え方で紙面の配色が工夫されて

いる。（１・２上下） 

◎インクルーシブ教育に対応した配慮で紙面が構成されている。（文章の改行等）（１・２上下） 

◎使用する材料が，左上に絵と言葉で示されていて分かりやすい。（１・２上下） 

◎目当てにあった発言が載っている。（３・４上下） 

◎児童の掲載作品の画像が大きい。（３・４上下） 

◎作品の大きさが伝わる写真があり，児童に想像させやすい。（３・４上下） 



◎児童が話し合いながら活動している写真が多く，対話的な学習活動を促す。（３・４上下） 

◎光を扱う題材では色使いがより分かりやすくなっている。（３・４上下） 

◎身近にある街の風景を活用していて想像しやすくなっている。（３・４上下） 

◎Ｐ18～21 「ひらめきコーナー～カット，ペタッとすてきな形」 「やってみたい！」と思

わせるような画面構成と例示画像だと思われる。切った形，切り抜かれた後の形のおもしろ

さで発想の逆転を促せる。（5･6 下） 

◎学習のめあてを意識させるためのマスコット（「くふうさん」「ひらめきさん」「こころさ

ん」）が愛らしくて児童の目が向く。（全学年） 

△比較して鑑賞する意味が不明。（5･6 上） 

△Ｐ40･40 デザイナーという言葉に引っかかる。（5･6 上） 

【その他】 

◎QR コードがついていて，教科書に関連した内容を見ることができる。（１・２上下） 

◎教科横断的な学習を支える「あわせて学ぼう」マークが設けられている。（１・２上下） 

◎題材毎に他教科との関連が示されており，横断的学習を展開するときに役に立つ。（全学年） 

 

「たのしい

な おもし

ろいな」 

ずがこうさ

く１・２上

下 

 

「ためした

よ 見つけ

たよ」 

 図画工作

３・４上下 

 

「見つめて

広げて」 

図画工作

５・６上下 

 

日本文教

出版 

 

【観点 1】 

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の形や

色などと豊かに関わる資質・能力を育成することができる内容であるか。 

◎これまでの学びを振り返るページがあり，次への学びへと生かすことができる。（幼児期や中

学校との接続に配慮されている。）（１・２上下） 

◎見る・つくるをもっと楽しくするために，「教科書美術館」「図画工作とのつながりひろがり」

「ひらめきポケット」「使ってみよう材料と用具」のページが設けられている。（１・２上下） 

◎明るい色や暗い色・丸・四角などの形の互いのよさを感じられる内容になっている。 

（３・４上下） 

◎Ｐ5 「見る」を前面に押し出していてよい。（5･6 上） 

◎Ｐ10･11 「あんなところが…」 作るものが見る人の視線を意識するところがよい。 

（5･6 上） 

◎Ｐ35･37 つくる という視点であらゆるものを切り取っている。今やっている造形活動が

社会につながっているというイメージが伝わりやすい。（5･6 上） 

◎P2･3･4 「想像する力」 様々な表現方法を紹介している。（5･6 下） 

◎P28･29 「固まった形から」 から P30･31 へと発展できる。（5･6 下） 

◎P42･43 「言葉から想像を広げて」 画材を自由に選択することや表現方法も自由に選択で

きるので，言葉からイメージを広げるための色･形に制限がなくてよい。（5･6 下） 

◎P52･53 「つくるって楽しい」 今行っている造形活動が，社会の中でどのように花開いて

いるのか，「美術なんてやっても意味ない。」というアンケート結果に一石を投じることがで

きる。（5･6 下） 

◎P54･55 「平和をつなげるかたち」 表現にメッセージを込め，これからも造形活動を行っ

てほしいという願いが表現されており，P64･65 につながっている。（5･6 下） 

◎各教材毎に「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力人間性等」に関



わる「がくしゅうのめあて」が，いずれの題材もページの同じ位置に強い色調で示されてお

り，児童が意識しやすい。（全学年） 

 

【観点 2】 

個性を生かして活動することができるよう配慮されており，児童の生活や経験及び興味

や関心に応じた内容であるか。 

◎国際理解について考えられるよう，諸外国の児童の作品や技術作品，外国の児童と交流する

事例を掲載している。（１・２上下） 

◎学校や児童の実態に応じて活動の仕方を考えられるように，一つの題材で複数の実践パター

ンを示している。（版画…型紙を使って／スチールはんで）（１・２上下） 

◎巻頭３ページにわたり，教科書美術館が掲載されている。能動的な鑑賞活動を促し，対話か

ら言語活動の充実にもつながる。（１・２上下） 

◎写真の撮り方など，今日的な用具の使い方などが掲載されている。（３・４上下） 

◎用具の使用方法が豊富に掲載されている。（３・４上下） 

◎「材料や用具の使い方」のページが充実しており，材料や用具の使い方を指導する際に役立

つ。（全学年） 

◎光と影を材料として造形遊びをし，からだ全体を使って表現することができる内容になって

いる。（３・４上下） 

◎Ｐ8･9 「絵の具スケッチ」 紙の形を限定していないことがよい。（5･6 上） 

◎Ｐ12･13 「のぞいてみると」 ミニマムな表現，ミクロの視点で小さな私だけの世界を表現

することで凝縮された制作につながる。（5･6 上） 

◎Ｐ32･33 Ｐ22 の木材の再活用ができる題材である。→Ｐ34･35「分ける」 再構築の後に分

解という流れは面白い。（5･6 上） 

◎Ｐ38･39･40･41 物事をとらえる視点を変えるきっかけとなる。（5･6 上） 

◎P8･9 「おもしろ筆」 作るだけでなく，描く（使う）ことまでを流れに入れている。また，

描くのも巻物のようなものに書いている様子を紹介しテンションが上がる。→そのまま P10･

11 墨と筆から広がる世界へと展開している。（5･6 下） 

◎P14･15 「光の形」 白いものを浮き立たせる表現に絞ることで形のおもしろさを表現でき

る。→P26･27「すてきな明かり」とは光の使い方が異なる。同じ光の題材でもとらえ方が違

うところがおもしろい。（5･6 下） 

◎P18･19 空を塗ることに抵抗がある（きれいに塗りたい）。あえて筆あとを残す技法を空を

塗るという課題で実践することがポイント。（5･6 下） 

◎P46･47 「ドリーム･プロジェクト」 社会に目を向けて理想の社会を思い描き作品に反映

させ，仲間にプレゼンテーションするところまで仕組まれていてよい。（5･6 下） 

◎いずれの題材にも注意喚起の表示があり安全への配慮がなされている。（全学年） 

 



【観点 3】 

「A表現」と「B鑑賞」の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配慮

されているか。 

◎キャラクター「ちろたん」が，気付きを促し，深い学びへといざなう。（１・２上下） 

◎観点別評価や評定に馴染まない個人内評価を通じて見取る点については，「活動のあとで」に

示されている。（１・２上下） 

◎作品や学んだことを家庭や保護者と共有するページが設けられている。（１・２上下） 

◎振り返りの手がかりになる文章が載っているので学習しやすい。（全学年） 

◎見方を変えると別のものになっていることで，児童の想像を広げやすい内容になっている。

（３・４上下） 

◎身近な自然物を使っていて，児童が鑑賞しやすい内容になっている。（３・４上下） 

◎組立，開くといった児童にとって活動しやすい内容になっていて，発想を広げやすくなって

いる。（３・４上下） 

◎一つの題材の中にも様々な活動の広がりがあり，自分に合った活動を選択しやすくなってい

る。（３・４上下） 

◎身の回りの風景に視点を向けて発想を広げて活動することができるようになっている。 

（３・４上下） 

◎夢模様はいろいろな技法が紹介してあるので，楽しく学習することができる。（３・４上下） 

◎Ｐ14･15 「こころのもよ」 パーツから再構築という流れがわかるレイアウト→同じパーツ

を使ってＰ16･17 へつながる。コミュニケーションツールとしてのカード。一つの制作から

多様性のある授業への展開。（5･6 上） 

◎Ｐ52～55 「伝え合いたい」 自分の思いを周囲に伝えるための手段としての造形活動。自

分の創造したものが地域へと広がりそのコミュニティで活用される流れがわかりやすい。さ

らにそれがあらゆるところで展開されている（パブリックアート）ことに気づくページ構成

になっている。Ｐ56･57（5･6 上） 

◎P22･23 「自然を感じる…」 すてきな場所を自分たちで作り上げる。季節やその土地の特

徴を捉えて表現することで，空間や時間，季節などを感じ取ることができる。→P24･25 私

の大切な風景 周囲に目を向け些細な美しさや取り巻く環境を意識して表現へと結びつける

ことができる。さらに P44･45 のインスタレーションへとつながる。（5･6 下） 

◎P34･35 「見る」 「見る」行為についてこだわり，P36･37 美術館へ行こう P38･39 「私

の感じる和」へとつながる。（5･6 下） 

◎いずれの題材にも片付けをするときの留意点が記されており，教師が児童に片付けの指示を

出すときに役に立つ。（全学年） 

◎「造形遊び」「絵に表す」「立体に表す」「工作に表す」「鑑賞」のそれぞれについて題材数

のバランスがよい。（全学年） 

◎「ちろたん」というマスコットが表現または鑑賞のポイントを示唆してくれており，作業が



進まない児童にとって造形活動を進める上でのヒントになる。（全学年） 

 

【観点 4】 

表記や表現が適切であり，各ページの資料や紙面のデザインなどが学習意欲を喚起する

よう配慮されているか。 

◎特別支援教育に関する配慮がなされていて，カラーユニバーサルデザインに配慮して編集さ

れている。（１・２上下） 

◎資質・能力の三つの柱に基づいた学習のめあてが，黒板に各題材に分かりやすい言葉で示さ

れていて，評価の参考にもなる。（１・２上下） 

◎立体物の鑑賞の視点などもあり，児童の思いを伝えやすい。（３・４上下） 

◎文章に即して気持ちを絵に表現しているので，関連しやすくなっている。（３・４上下） 

◎児童との大きさを意識して作品が掲載されていて，街の雰囲気を表している。（３・４上下） 

◎話し合いの時の手立てや内容が分かりやすく表現されているので，活動のヒントになってい

る。（３・４上下） 

◎5･6 上下で表紙の作品につながりが感じられる。（5･6 上） 

◎Ｐ18･19 「形が動く絵が動」く 作業の流れがわかりやすいレイアウト。（5･6 上） 

◎Ｐ21･22 “作業の流れのわかりやすさ”“仲間とのコミュニケーションを促すレイアウト”

がよい。（5･6 上） 

◎Ｐ22･23 作品例に既習事項（パーツの組み合わせ）があることで学習内容のつながりを感じ

ることができる。（5･6 上） 

◎Ｐ24･25 「使って楽しい焼き物」 文字通り使っているところの画像が使われていて，作品

作りや鑑賞の参考になる。（5･6 上） 

◎Ｐ26･27 写真から広げる目的である。「まだ見ぬ世界」という題材目なので着地点がわかり

やすい。（5･6 上） 

◎Ｐ28･29 水から発見…「ここきれい！」の題材名で自ら「切り取る」という行為がわかりや

すい。（5･6 上） 

◎Ｐ30･31 ワイヤーを「立ち上げる」ことが目的である。指導意図がストレートに伝わる題材

名。（5･6 上） 

◎Ｐ44･45 「光と場所の…」 光源･光の反射･投影･どこを表現場所とするのかの視点がわか

りやすく例示してある。（5･6 上） 

◎Ｐ48･49 「わたしのいい形」 形の成り立ちはそれぞれなので，彫塑の両方が例示してある

のがよい。（5･6 上） 

◎Ｐ50･51 「ほり進めて刷り重ねて」 もうちょっと知りたいというところに「詳しくはＰ59

へ」と書いてある。（5･6 上） 

◎P12･13 「ここから見ると」 視点の変化が作業手順とリンクしたレイアウトになっており，

何を学ぶのかが分かりやすい。（5･6 下） 

◎P16･17 「くるくるクランク」 参考作品を見ることで「自分はこうしたい」という発想の

広がりの一助となる。（5･6 下） 

◎P48･49 「未来のわたし」 骨組みの作り方，こうすればうまくいくが自然にレイアウトさ

れている。（5･6 下） 



◎P50･51 「版で広がるわたしの思い」 同じ版を繰り返し使うことで生まれる偶然の形の美

しさを自分なりに表現できる工夫がたくさん紹介されていてよい。（5･6 下） 

◎各教材毎に「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力人間性等」に関

わる「がくしゅうのめあて」が，いずれの題材もページの同じ位置に強い色調で示されてお

り，児童が意識しやすい。（全学年） 

 

【その他】 

◎題材によっては，「特別の教科道徳」とのつながりがフクロウにアイコンで示されており，

道徳との横断的な学習が可能である。（全学年） 

◎道徳と関連が深い教材には道徳マークが付けられている。（１・２上下） 

 

 


