
◆ 美 術

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針

表現や鑑賞の幅広い活動を通して、美術の創造活動の喜びを味わわせ美術を愛好する心情を

育てるとともに、感性を豊かに働かせて美術の基礎的能力を伸ばし、生活の中の美術の働きや

美術文化についての理解を深め、豊かな情操を養うことを重視して、次のような改善を図る。

(ア) 育成する資質や能力を整理し、「Ａ表現」を発想や構想に関する項目と、表現の技能に関す

る項目に分けて示し、柔軟な発想力や形・色・材料で表す技能などが関連して働くように内容

の改善を図る。また、形や色、材料などから性質や感情、イメージなどを豊かに感じ取る力を

育成するため、領域や項目などを通して共通に働く資質や能力を〔共通事項〕として示す。

(イ) 生活や環境の中の造形のよさや美しさなどを感じ取る学習や、自分の気持ちや伝えたい内容

などを形や色、材料などを生かして他者や社会に表現する学習を一層重視する。その際、身近

な環境について、安らぎや自然との共生などの視点から心豊かなデザインをする学習について

は、鑑賞の視点からの充実を図る。

(ウ) 鑑賞においては、よさや美しさを鑑賞する喜びを味わうようにするとともに、感じ取ったこ

とや考えたことなどを自分の価値意識をもって批評し合うなどして、自分なりの意味や価値を

つくりだしていくことができるように指導の充実を図る。また、鑑賞に充てる授業時数を十分

確保するようにする。

(エ) 我が国の美術についての学習を重視し、美術文化の継承と創造への関心を高める。また、諸

外国も含めた美術文化や表現の特質などについての関心や理解、作品の見方を深める鑑賞の指

導が一層充実して行われるようにする。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

◎ 「美術文化についての理解」を加え、美術を愛好する心情と感性を育て、美術の基礎的能力

を伸ばすとともに、生活の中の美術の働きや美術文化についての理解を深め、豊かな情操を養

うことを一層重視する。

（２）内容の改善

① 表現領域の改善

・「Ａ表現」の内容を「(１)感じ取ったことや考えたことなどを基に、絵や彫刻などに表現す

る活動を通して、発想や構想に関する次の事項を指導する。」、「(２)伝える、使うなどの目

的や機能を考え、デザインや工芸などに表現する活動を通して、発想や構想に関する次の事

項を指導する。」、「(３)発想や構想をしたことなどを基に表現する活動を通して、技能に関

する次の事項を指導する。」とし、内容を発想や構想の能力と創造的な技能の観点から整理

する。

② 鑑賞領域の改善

・我が国の美術についての学習を重視し、第１学年に「美術文化に対する関心を高める」学習

を新たに示し、３学年で系統的に美術文化に関する学習の充実が図れるようにする。自分な

りの意味や価値をつくりだしていく学習を重視し、第１学年に「作品などに対する思いや考

えを説明し合う」学習を取り入れ、３年間で説明し合ったり批評し合ったりするなどの言語

活動の充実が図られるようにする。

③ 〔共通事項〕の新設

・表現及び鑑賞の各活動において、共通に必要となる資質や能力を〔共通事項〕として示す。

〔共通事項〕は、「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の学習を通して指導し、形や色彩、材料などの

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などの資質

や能力が十分育成されるようにする。

④ 表現形式などの取扱い

・スケッチや映像メディア、漫画、イラストレーションなどは、生徒が学習経験や能力、発達

特性等の実態を踏まえ、自分の表現意図に合う表現形式や表現方法などを選択し創意工夫し

て表現できるように配慮事項に示す。

（３）言語活動の充実

・鑑賞の活動を推進していく手立ての一つとして充実を図った。
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・従前の第２学年及び第３学年の「作品などに対する自分の価値意識をもって批評し合う」

活動に加え、第１学年においても「作品などに対する思いや考えを説明し合う」ことを新

たに加えることで充実を図った。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

平成２１年度から平成２３年度までの第１学年から第３学年までの美術の指導に当たって

は、現行中学校学習指導要領第２章第６節の規定にかかわらず、その全部又は一部について

新中学校学習指導要領第２章第６節の規定によることができる。

２ 移行措置の解説

（１）移行措置の内容

全部又は一部について新中学校学習指導要領によることができることとした。

（２）学習指導上の留意事項

目標及び内容を２学年又は３学年まとめて示している教科については、特に、平成２３年

度の指導に当たっては翌年度を見通した適切な指導計画を作成して指導し、平成２４年度の

指導に当たっては、前年度における指導内容を踏まえて適切な指導計画を作成して指導する

必要があることに十分に留意し、新中学校学習指導要領に円滑に移行できるようにすること。

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

① 第２の各学年の内容「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導については相互の関連を図るように

すること。

② 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞に関する能力を育成する上で共通に必

要となるものであり、表現及び鑑賞の各活動において十分な指導が行われるよう工夫するこ

と。

③ 第２の各学年の内容の「Ａ表現」については、(1)及び(2)と、(3)は原則として関連付け
て行い、(1)及び(2)それぞれにおいて描く活動とつくる活動のいずれも経験させるようにす
ること。その際、第２学年及び第３学年の各学年においては、(1)及び(2)それぞれにおいて、
描く活動とつくる活動のいずれかを選択して扱うことができることとし、２学年間を通して

描く活動とつくる活動が調和的に行えるようにすること。

④ 第２の内容の「Ｂ鑑賞」の指導については、各学年とも適切かつ十分な授業時数を確保

すること。

⑤ 第Ⅰ章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間

などとの関連を考慮しながら、第３章道徳の第２に示す内容について、美術科の特質に応じ

て適切な指導をすること。

（２）授業時数

第１学年 第２学年 第３学年

平成２１年度 ４５ ３５ ３５

平成２２年度 ４５ ３５ ３５

平成２３年度 ４５ ３５ ３５

平成２４年度（完全実施） ４５ ３５ ３５

中学校 美術



３ 具体的な改善事項 （別紙）

改訂の要点 補足点 ・ 強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項

１ 改訂の基本方針 ・今回の改訂で、大切にしてきた教科の理念は変わらない。

表現や鑑賞の幅広い活動を通して、美術の創造 具体的な手立ては変わった。

活動の喜びを味わわせ美術を愛好する心情を育て ・教育基本法第２条（教育の目標）の一（豊かな情操）、二

るとともに、感性を豊かに働かせて美術の基礎的 （個人の価値の尊重、創造性を培い）、四（生命を尊び、自

能力を伸ばし、生活の中の美術の働きや美術文化 然を大切にする）、五（伝統と文化の尊重）は美術にかか

についての理解を深め、豊かな情操を養うことを わっている。

重視する。 ・「美術が普段の生活や社会に出て役に立つ」、「生活が楽し

くなったり生活が豊かになったりする」と考えている中

学２年生は、２８％、３７％である。

・感じ取ったことや考えたことなどを自分の感覚で自由に

表現する活動は、自己を確認したり、新たな自分を発見

したりすることでもあり、自己の内面を見つめ、価値観

を構築していく思春期には重要な学習である。（必修教科）

２ 具体的改善事項

(ア)育成する資質や能力を整理し、「Ａ表現」を発 (ア)「Ａ表現」は、現行(1)絵や彫刻など(2)デザインや工
想や構想に関する項目と、表現の技能に関する 芸などから、(1)発想や構想（感じ取ったことや考えたこ
項目に分けて示し、柔軟な発想力や形・色・材 と）(2)発想や構想（伝える、使う）(3)創造的な技能の
料で表す技能などが関連して働くように内容の 項目で分けて示すよう改善を図った。 p37
改善を図る。また、形や色、材料などから性質 〔共通事項〕は、「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」において、共

や感情、イメージなどを豊かに感じ取る力を育 通となる資質や能力であり、すべての学習活動の支えと

成するため、領域や項目などを通して共通に働 なるものである。第１学年、第２学年及び第３学年とも

く資質や能力を〔共通事項〕として示す。 ア、イの同じ２つの視点である。 p32

(イ)生活や環境の中の造形のよさや美しさなどを (イ)従前の「Ａ表現」(2)エの「身近な環境について、安ら
感じ取る学習や、自分の気持ちや伝えたい内容 ぎや自然との共生などの視点」については、(2)アで行う
などを形や色、材料などを生かして他者や社会 ようにする。（新旧対照表を参照）

に表現する学習を一層重視する。その際、身近 ※鑑賞の視点から充実を図るとは、必ずしも表現で扱わな

な環境について、安らぎや自然との共生などの くてもよいということである。

視点から心豊かなデザインをする学習について

は、鑑賞の視点からの充実を図る。

(ウ)鑑賞においては、よさや美しさを鑑賞する喜 (ウ)鑑賞は単に知識や作品の定まった価値を学ぶだけの学

びを味わうようにするとともに、感じ取ったこ 習ではなく、知識なども活用しながら、様々な視点で思

とや考えたことなどを自分の価値意識をもって いを巡らせ、自分の中に新しい価値をつくりだす学習で

批評し合うなどして、自分なりの意味や価値を あり、創造活動である。また、鑑賞に充てる授業時数に

つくりだしていくことができるように指導の充 ついては、鑑賞の学習を年間指導計画に位置付け、必要

実を図る。また、鑑賞に充てる授業時数を十分 な時数を定め、確実に実施しなければならないことを意

確保するようにする。 味している。

(エ)我が国の美術についての学習を重視し、美術 (エ)第１学年の「Ｂ鑑賞」(1)イとして「身近な地域や日本
文化の継承と創造への関心を高める。また、諸 及び諸外国の美術の文化遺産などを鑑賞し、そのよさや

外国も含めた美術文化や表現の特質などについ 美しさなどを感じ取り、美術文化に対する関心を高める

ての関心や理解、作品の見方を深める鑑賞の指 こと。」が新たに加えられた。美術作品などを見ることに

導が一層充実して行われるようにする。 よって、よさや美しさを感じ取ることが基本である。 p11
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Ⅱ 目標及び内容

１ 今回の改訂の主な特徴

（１）目標の改善

・「美術文化についての理解」を加え、美術を愛好 「美術文化」については、教育基本法の教育の目標の「伝

する心情と感性を育て、美術の基礎的能力を伸 統や文化の尊重」を受け、国際社会で活躍する日本人の育

ばすとともに、生活の中の美術の働きや美術文 成を目指すことによる。また、教科の目標は、①美的、造

化についての理解を深め、豊かな情操を養うこ 形的表現・創造、②文化・人間理解、③心の教育の３つの

とを一層重視する。 視点でとらえている。

生活の中の美術の働き：身の回りにある自然物や人工物

の形や色彩、材料などの造形の働きが、見る人や使う人の

気持ちを美しく豊かにすることを感じ取ることである。そ

のためには、生活の中の形や色彩などに視点を止め、意識

してとらえることが大切である。 p56、57

２ 具体的な改善内容

（２）内容の改善

① 表現領域の改善

「Ａ表現」の内容を「(１)感じ取ったことや ① 現行では(1)絵や彫刻など、(2)デザインや工芸などと
考えたことなどを基に、絵や彫刻などに表現す 示されている項目が、３つの項目になり、(1)及び(2)は
る活動を通して、発想や構想に関する次の事項 発想や構想の能力に関する項目、(3)は創造的な技能に関
を指導する。」、「(２)伝える、使うなどの目的や する項目とした。そして、表現の学習においては、(1)又
機能を考え、デザインや工芸などに表現する活 は(2)の一方と、(3)を組み合わせて題材を構成すること
動を通して、発想や構想に関する次の事項を指 とした。 p16
導する。」、「(３)発想や構想をしたことなどを基 また、(1)はア［主題を生み出す］、イ［主題などを基
に表現する活動を通して、技能に関する次の事 に構想を練る］の２項目、(2)はア［構成や装飾］、イ［伝
項を指導する。」とし、内容を発想や構想の能力 えたい内容についての分かりやすさや美しさ］、ウ［用途

と創造的な技能の観点から整理する。 や機能、使用する者の気持ち、材料］の３項目、(3)はア
［技能全般］、イ［制作の順序］の２項目で示した。

② 鑑賞領域の改善

我が国の美術についての学習を重視し、第１ ② 第１学年では、「Ｂ鑑賞」(1)イの事項に「美術文化に
学年に「美術文化に対する関心を高める」学習 対する関心を高める」内容が加わった。（従前のア及びイ

を新たに示し、３年間で系統的に美術文化に関 の事項は、アの事項にまとめられた。第２学年及び第３

する学習の充実が図れるようにする。自分なり 学年では、従前のイ及びウの事項が、(1)のウとしてまと
の意味や価値をつくりだしていく学習を重視し、 められた。）美術科は文化に関する学習の中核をなす教科

第１学年に「作品などに対する思いや考えを説 である。その国や時代に生きた人々の美意識や創造的な

明し合う」学習を取り入れ、３年間で説明し合 精神を感じながら現代の美術や文化をとらえることは、

ったり批評し合ったりするなどの言語活動の充 文化の継承と創造の需要性を理解するとともに、国際理

実が図られるようにする。 解にもつながることになる。 p11

鑑賞において、造形的な視点を豊かにもって対象をとら

えるためには言葉で考えさせ整理することも重要である。

言葉にすることで漠然と見ていたことが整理され、美しさ

の要素が明確になるからである。また、言葉を使っての他

者との意見交流で一人では気付かなかった価値などに気付

くことができるようになる。造形に関する言葉を豊かにし、

言葉で語ったり記述したりすることは有効である。 p30

③ 〔共通事項〕の新設

表現及び鑑賞の各活動において、共通に必要 ③ 表現及び鑑賞の学習の基盤であり、共通に指導する事

となる資質や能力を〔共通事項〕として示す。 項である。第１学年、第２学年及び第３学年とも、２つ
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〔共通事項〕は、「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の学 の事項で同じ文言で示されている。

習を通して指導し、形や色彩、材料などの性質 ア：形や色彩、材料、光などの性質や、それらがもたら

や、それらがもたらす感情を理解したり、対象 す感情を理解すること。

のイメージをとらえたりするなどの資質や能力 イ：形や色彩などの特徴などを基に、対象のイメージを

が十分育成されるようにする。 とらえること。ア、イのそれぞれの文言を、「Ａ表現」

「Ｂ鑑賞」の事項の文頭につなげることで、指導をよ

り具体化する。

④ 表現形式などの取扱い

スケッチや映像メディア、漫画、イラストレ ④ 表現形式などの取扱いについては、「Ⅲ２ 内容の取扱

ーションなどは、生徒が学習経験や能力、発達 いと指導上の留意点」で詳しく示す。

特性等の実態を踏まえ、自分の表現意図に合う

表現形式や表現方法などを選択し創意工夫して

表現できるように配慮事項に示す。

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の留意点

①第２の各学年の内容「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」 ①作品を鑑賞し、作者の心情や意図などを考えることが、

の指導については相互の関連を図るようにする 表現する際の主題を生み出す力を高める。また、主題を

こと。 生み出した経験が、鑑賞での作者の心情や意図を感じ取

る力を高める。

②第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び ②〔共通事項〕の視点で指導を見直し学習過程を工夫する

鑑賞に関する能力を育成する上で共通に必要と ことや、生徒自らが必要性を感じて〔共通事項〕の視点

なるものであり、表現及び鑑賞の各活動におい を意識できるような題材を工夫するなど、形や色などに

て十分な指導が行われるよう工夫すること。 対する豊かな感覚を働かせることができるようにする。

③第２の各学年の内容の「Ａ表現」については、(1) ③第１学年は、４５単位時間の中ですべてを扱う。第２学

及び(2)と、(3)は原則として関連付けて行い、(1) 年及び第３学年は、２年間ですべての事項を指導する。

及び(2)それぞれにおいて描く活動とつくる活動 つまり、第２学年で(1)において描く活動を計画した場合、
のいずれも経験させるようにすること。その際、 (2)ではつくる活動を計画し、第３学年では(1)でつくる
第２学年及び第３学年の各学年においては、(1) 活動、(2)で描く活動を計画することになる。
及び(2)それぞれにおいて、描く活動とつくる活
動のいずれかを選択して扱うことができること ・Ｐ 91の『「Ａ表現」の指導計画の作成例Ⅰ』を参照。
とし、２学年間を通して描く活動とつくる活動 この表は、「Ａ表現」で取り扱う最低限の活動を示してい

が調和的に行えるようにすること。 る。また、(1)(2)のア、イ及びア、イ、ウの事項につい
てもすべて指導する。

④第２の内容の「Ｂ鑑賞」の指導については、各 ④現行の学習指導要領の説明会で、１／５程度という時数

学年とも適切かつ十分な授業時数を確保するこ が示された。ただし、この数字は単独の鑑賞の時間だけ

と。 ではない。

⑤第Ⅰ章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に ⑤学習活動や学習態度への配慮、教師の態度や行動による

示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間など 感化をする。創造する喜びを味わうことは、美しいもの

との関連を考慮しながら、第３章道徳の第２に や崇高なものを尊重する心につながる。美術の創造によ

示す内容について、美術科の特質に応じて適切 る豊かな情操は、道徳性の基盤を養う。美術科で扱った

な指導をすること。 内容や教材を道徳の時間に活用するなど、工夫する。

２ 内容の取扱いと指導上の留意点

(1)各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては、生徒 (1)生徒一人一人が自分の表現意図をしっかりもち表現する
の学習経験や能力、発達特性等の実態を踏まえ、 ことが大事で、全員が画一的な表現にならないようにす

生徒が自分の表現意図に合う表現形式や技法、 る。教師の価値観のみによる一方的な指導や、画一的な

材料などを選択し創意工夫して表現できるよう 教え込みにならないようにする。

に、次の事項に配慮すること。

ア 見る力や感じ取る力、考える力、描く力など ア スケッチは以下の３点でとらえる。
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を育成するために、スケッチの学習を効果的に ①様々な視点から対象をとらえて描くスケッチ。

取り入れるようにすること。 ②イメージを具体化し発想や構想を練るスケッチ。

③プレゼンテーションとしてのスケッチ。

イ 美術の表現の可能性を広げるために、写真・ イ 発想や構想の場面でも生かす。

ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの積極

的な活用を図るようにすること。

ウ 日本及び諸外国の作品の独特な表現形式、漫 ウ 日本の美術の表現：扇や短冊、屏風に描いた絵、絵巻

画やイラストレーション、図などの多様な表現 物など様々な大きさや形の紙。余白の生かし方、上下遠

方法を活用できるようにすること。 近、吹抜屋台など。漫画：日本の伝統的な表現形式の一

つ。単純化、象徴化、誇張などを学ぶ。

エ 表現の材料や題材などについては、地域の身 エ 美術が生活に根ざし、伝統や文化の創造の礎となって

近なものや伝統的なものも取り上げるようにす いることを体験を通して理解させる。

ること。

(2)各学年の「Ｂ鑑賞」の題材については、日本及 (2)保存や修復の重要性、国際協力の側面も学ばせる。可能
び諸外国の児童生徒の作品、アジアの文化遺産 な限り多様な鑑賞体験の場を設定する。

についても取り上げるとともに、美術館・博物 ※文化遺産：それぞれの国や民族が長い歴史の中で、築き

館等の施設や文化財などを積極的に活用するよ 上げ受け継いできた有形・無形の文化財。 p57
うにすること。

(3)主題を生み出すことから表現の確認及び完成に (3)創造は、夢や目標や課題をもつことから始まる。
至る全過程を通して、生徒が夢と目標をもち、 自己実現：発想や構想から完成までの全過程にわたる表

自分のよさを発見し喜びをもって自己実現を果 現の確認を通して、取組を見つめ、向上を目指して工夫

たしていく態度の形成を図るようにすること。 し、自己のよさを確認する主体的な態度を育てていくこ

(4)互いの個性を生かし合い協力して創造する喜び とは重要な契機となる。

を味わわせるため、適切な機会を選び共同で行 (4)については、「他者と学び合うこと」「共同で行う創造活
う創造活動を経験させること。また、各表現の 動」「話し合うこと」の３つの活動がある。「共同で行う

完成段階で作品を発表し合い、互いの表現のよ 創造活動」は、３か年の中学校生活の中で適切な時期を

さや個性などを認め尊重し合う活動をするよう 選び、指導計画に位置付ける。

にすること。

(5)美術に関する知的財産権や肖像権などについて (5)授業で利用する場合は、一定の条件を満たす場合には著
配慮し、自己や他者の創造物等を尊重する態度 作者の了解を得る必要がない。肖像権については、相手

の形成を図るようにすること。 の了解を得るなどの配慮が必要。

３ 安全指導 ３ 授業の中で適切な機会をとらえて安全指導を行ったり

事故防止のため、特に刃物類、塗料、器具など 点検整備をしておく。特に、電動の糸のこぎりやドリル

の使い方の指導と保管、活動場所における安全 などの電動機械の使用や、貸し出し時の劣化の点検や番

指導などを徹底するものとする。 号の記入、薬品などに対するアレルギーをもつ生徒など

の事前把握などの配慮が必要。

４ 平素の学校生活における鑑賞の環境でくり

生徒が随時鑑賞に親しむことができるよう、校 ４ 日常的に美術鑑賞に親しみ、校内環境の美的な装飾な

内の適切な場所に鑑賞作品などを展示するとと どに心がける。玄関ホールや廊下、階段、空き教室など

もに、生徒や学校の実態に応じて、学校図書館 の壁面を用いてのミニギャラリーの設置や複製の展示。

等における鑑賞用図書、映像資料などの活用を 交流による作品展示。

図るものとする。

Ⅳ 移行期間中の留意事項

平成２１年度から平成２３年度までの第１学年 全部又は一部について新中学校学習指導要領によること

から第３学年までの美術の指導に当たっては、現 ができることとした。

行中学校学習指導要領第２章第６節の規定にかか

わらず、その全部又は一部について新中学校学習

指導要領第２章第６節の規定によることができる。


