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７ 図 画 工 作， 美 術 
 

 

学習指導要領（試案） 昭和 22 年 5 月 20 日（1947 年）発行 

小学校学籍簿 昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年） 

生徒指導要録 昭和 24 年 ８月 25 日（1949 年） 

 

 

１ 図画工作，美術の目標 

 

学習指導要領 図画工作編（試案）〔昭和 22 年 5月 20 日（1947 年）発行〕より 

一 自然や人工物を観察し，表現する能力を養う。 

(一) 記憶や想像により，各種の描画材料または粘土その他の材料を使って，自然や人工物を表現

する能力。 

(二) 写生により，各種の描画材料または粘土その他の材料を使って，自然や人工物を表現する能

力。 

(三) 新しい造形品を創作し構成する能力。 

(四) 豊かな美的情操。 

(五) 形や色に対する鋭敏な感覚。 

(六) 自然美の理解。 

二 家庭や学校で用いる有用なものや，美しいものを作る能力を養う。 

(一) 家庭や学校で必要なものの設計・図案・装飾・製作の能力。  

(二) 普通の工具・材料・設備を使いこなし，また，それを良好な状態に保持する能力。 

(三) 環境の諸要素を最も有効に用いる能力。 

(四) 創作能力。 

(五) 科学的・研究的・実践的態度。 

(六) 有用なものや，美しいものを作る際に，手まめに働き，誠実に仕事をする態度。 

(七) 有用なものや，美しいものを作る際に，ともに動き，ともに楽しむ態度。 

三 実用品や芸術品を理解し鑑賞する能力を養う。 

(一) 生活に必要な品物の実用価値や美的価値を理解し，また，品物相互の調和に注意し，適当に

選択し，採りあわせる能力。  

(二) 造形的な物品の賢明な使用者となる能力。 

(三) 絵画・彫刻・建築等を鑑賞する能力。 

(四) 豊かな美的情操。 
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２ 図画工作，美術の評価の観点 

 

小学校学籍簿について〔昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年）〕より 

鑑賞 

表現 

理解 

 

中学校，高等学校生徒指導要録について〔昭和 24 年８月 25 日（1949 年）〕より 

美の鑑賞 

基礎技術の理解 

創造的な表現 
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小学校学習指導要領（試案） 昭和 26 年 12 月 10 日（1951 年）発行 

中学校高等学校学習指導要領（試案） 昭和 27 年 ３月 １日（1951 年）発行 

指導要録 昭和 30 年 ９月 13 日（1955 年）通達 

 

 

１ 図画工作，美術の目標 

 

小学校学習指導要領 図画工作編（試案）〔昭和 26年 12 月 10 日（1951 年）発行〕より 

１．図画工作教育の一般目標 

 図画工作教育は，造形芸術と造形技術の面から，日常生活に必要な衣・食・住・産業についての基礎

的な理解と技能とを与え，生活を明るく豊かに営む能力・態度・習慣などを養って，個人として，また

社会人として，平和的，文化的な生活を営む資質を養うにある。この目的を達するために，図画工作教

育では，どんなことを目標としたらよいであろうか。  

 （1）造形品の良否を判別し，選択する能力を発達させる。  

 われわれは，朝起きるから夜寝るまで，否夜寝ている間にさえも，絶えずいろいろな造形品を使って

いる。造形品を使うことから離れては，生活をしていくことが困難であろう。したがってこのもろもろ

の造形品が，よくその使用目的にかなっていて，実用価値が高いかどうかを判断し，ほんとうによいも

のを選択する力をもっていることは，きわめて必要なことである。また日々使うものの美醜は生活を明

るく豊かにする上に大きな影響をもっているものであるからその美的価値の高低を判断し，選択する力

をもっていることも，また必要なことである。このような能力をもっていることは，単に個人の生活に

とって必要なばかりでなく，国民全般の造形品選択の目が高くなれば，それに伴ってその国の産業の発

達によい影響を与えることにもなるのである。そしてこのような能力を発達させる教育は，主として図

画工作教育の負わなければならないことであるから，まずこれを図画工作教育の一つの目標としてあげ

なければならない。  

 この造形品を正しく選択する能力をつけるには，  

ａ 形や色に対する感覚を鋭敏にすること。  

ｂ 造形品を構成している材料の良否，構成方法の適否を判断する力を発達させること。  

ｃ 造形品の用と美との関係を理解すること。 

等が必要である。  

 （2）造形品を配置配合する能力を発達させる。  

 選択した造形品は，それを巧みに使用することがたいせつである。造形品を巧みに使用するには，個々

の造形品をその物の持つ目的をよりよく発揮させしかも保存手入れをじゅうぶんにし，長持ちするよう

に使う技能や習慣を養うことのたいせつなことはいうまでもない。各種の造形品は，単独に用いること

よりも，いろいろなものを配置配合して使うことが多いのであるから，個々の造形品がたとえよいもの

であっても，配置配合がちぐはぐで，全体としての関係や調和が，よく保たれていなかったならば，そ

の実用価値や美的価値を発揮することができないのである。造形品を巧みに使用するには，配置配合の

能力を発達させることが必要である。  

 花びんに花をさすにも，玄関にげたやくつをそろえるにも，事務所の机や戸だなの配置にも，服飾品

の取り合わせにも，食器や食物の取り合わせにも，室内の装備にも，部落や都市の計画にも，配置配合
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の能力を働かせなければ，よい生活はできないのである。したがって配置配合の能力を発達させること

は，図画工作教育の目標として取りあげなければならないのである。  

 この配置配合の能力を発達させるには，  

ａ 形や色に対する感覚を鋭敏にすること。  

ｂ 実験をとおして，均衡・変化・統一・調和等を理解し，それを実際のものに適用する技能を養

うこと。  

ｃ 造形品の用と美との関係を理解すること。 

等が必要である。  

 （3）造形的表現力を養うこと。  

 人類が今日持っている進んだ文化は，未開の時代から今日に至るまでの，非常に長い間における，数

知れない多くの人々の創意くふうや経験が積り積った結果である。  

 しかし過去にどんなに優秀な人々の創意くふうや経験があったとしても，それをその人一代に限って，

次の時代の人に伝えることができなかったならば，今日の進んだ文化には到達できなかったはずである。

しかるに人類は，自分の考えや経験を発表して他人に伝える力，すなわち表現力を持っていたために，

人類の文化は進展してきたのである。今後さらに，われわれの文化を高度のものにしていくためには，

他人の発表する思想・感情を正しく受けとる力と，自分の持っている思想・感情を正しく表現する力と

を備えることが必要である。  

 人類が思想・感情を表現するには，言語・文章・音楽等主として抽象的，時間的な表現方法と，絵画・

彫刻その他の製作物等主として具象的，空間的な表現方法と，この両者を総合した劇・舞踊・映画など

がある。これらの表現方法は，それぞれ人生にとって重要なものであるから，その力を発達させなけれ

ばならないが，このうち絵画・彫刻その他の製作物による造形的な表現力の養成を分担すべきものは，

図画工作科である。  

 この造形的な表現力を養うためには，  

ａ 観察力を養い，形や色に対する感覚を鋭敏にすること。  

ｂ 創造力を発達させること。  

ｃ 美意識を発達させること。  

ｄ 表現の材料・用具・方法を理解し，表現技術を発達させること。  

ｅ 科学的・研究的・実践的態度を育成すること。  

ｆ 表現活動の人生に対する意義を理解させること。 

等である。  

 なお，前項で述べた配置配合は，個々のでき上がった造形品を組み合わせて，自分の考えや感情，趣

味などを表現することであるから，表現力の一種と考えることができるのであるが，特に重要なことで

あるから，別の項としてあげたのである。  

 （4）造形作品の理解力，鑑賞力を養うこと。  

 造形教育には，造形的創造活動をさせることによって教育する面と，造形作品を理解し，鑑賞させる

ことによって教育する面とがある。そして造形的表現力を養うことは，前者の教育面を目標として取り

扱ったものであり，造形作品の理解，鑑賞の力を養うことは，後者の教育面を目標としたものである。  

 造形品には，用を主目的にするものと，美を主目的にするものと，用と美とをともに目的とするもの

とがあるが，理解は主として用に働き，鑑賞は主として美に働くのである。しかし多くの造形品は，多

い少いの差はあるにしても用の要素と美の要素とを兼ねているものが多いのであるから，理解と鑑賞と

は同時に働くことが多いのである。  
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 本章の第一項にかいた，造形品を正しく選択する能力は，造形品を理解する力と，鑑賞する力とが基

礎となるものであるから，この項に含めてもよいわけであるが，造形品を正しく選択する能力をつける

ことは，図画工作教育上最も重要なことであるから，特に別な項としてあげたのである。  

 造形品を理解したり，鑑賞したりする力は，単に造形品を選択するときに必要なだけでなく，もっと

広い意味における文化人としての一般的な資質として必要なのである。  

 造形品を理解し， 鑑賞する力を養うためには，  

ａ 色や形に対する感覚を鋭敏にし，美的情操を豊かにすること。  

ｂ 作品を構成する材料の良否，構成の方法の適否を理解する力を養うこと。  

ｃ 造形品を愛好し，よくできた作品や，すぐれた技術を尊敬する態度を養うこと。  

ｄ 作品に没入し，亨受する態度を養うこと。 

等が必要である。  

 なお，造形的表現力を養うことは，造形品を理解し，鑑賞する力を発達させるのに役だち，造形品を

理解し鑑賞する力の発達は，表現力に直接的な影響をもたらすものであるから，すべての目標は有機的

な関連を保って，達成するようにしなければならない。  

  ２．小学校における図画工作教育の目標  

 前節に述べた図画工作教育の一般目標は，小学校・高等学校にも通ずるものであるが，小学校におけ

る図画工作教育の目標は，現在の時代と社会とがいだく教育理想に基く，小学校教育の目標に基底をお

いて，次にあげる諸目標を達成し，図画工作教育の一般目標に到達するための基盤を築くにある。  

 （１）個人完成への助けとして。  

ａ 絵や図をかいたり，意匠を創案したり，物を作ったりするような造形的創造活動を通して，生活経

験を豊富にし，自己の興味・適性・能力などをできるだけ発達させる。  

（a）児童のもっている活動性と造形的欲求とを満足させ，生活経験を豊富にする。  

（b）観察力と，形や色に対する感覚とをできるだけ発達させる。  

（c）美的情操を，できるだけ豊かにする。  

（d）創造的な表現に対する自信と誇りとをもつようにする。  

（e）言語では表現できない思想や感情を，表現する手段としての初歩的な技能を得させる。  

（f）創造的表現活動を，情緒の安定のために役だてる。 

ｂ 実用品や美術品の価値を判断する初歩的な能力を発達させる。  

（a）自分の生活を維持するために必要なものが，使って便利か，見て美しいかについての関心を

高め，いくらかの物についてその判断ができるようにする。  

（b）自分の生活を維持するために，必要ないくらかの物につき，それを作るに用いてある材料の

良否，作り方の適否についての関心を高める。  

（c）自己の身辺にある造形品が，生活を明るく豊かにするための美しさを備えているかどうかに

ついての関心を高め，いくらかその判断ができるようにする。  

（d）新しく選択する造形品が，自分の持っている他の造形品と，調和するかどうかについての関

心を高め，いくらかその判断ができるようにする。  

（e）自然の美しさや，美術品の美しさに対する関心を高め，美を亨受する態度を発達させる。  

（f）自然や美術品の鑑賞を，情緒の安定に役だてる。 

ｃ 造形品を有効に使用することに対する関心を高め，初歩的な技能を発達させる。  

（a）手の器用さを増し，基本筋肉と微細筋肉との調和的発達をさせる。  

（b）自分の生活を維持するのに必要な造形品の手入れ，保存の技能を得させる。  
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（c）物を美しく，便利に配置配合して，生活を明るく豊かにするいくらかの技能を得させる。 

 （２）社会人および公民としての完成への助けとして。  

ａ 造形的な創造活動，造形品の正しい選択能力，造形品の使用能力などを，家庭生活のために役だて

ることの興味を高め，技能を発達させる。  

（a）家庭生活に必要なものを，よく配置配合して，生活を明るく豊かにすることの興味を高め，

いくらかの技能を得させる。  

（b）家庭用品をたいせつに使い，手入れ，保存することのある程度の技能を養う。  

（c）家庭の室，庭園などを整備することの関心を高め，ある程度の技能を得させる。 

ｂ 造形的な創造活動，造形品の選択能力，造形品の使用能力などを，学校生活のために役だてること

の興味を高め，技能を発達させる。  

（a）学校用具をたいせつに使い，簡単なものを製作したり，ちょっとした修理をするある程度の

技能を得させる。  

（b）他の学習の助けとなるよう，描写技能や製作技能を応用する力を養う。  

（c）学校生活を明るく豊かにするために，備品を配置配合したり，作品を展示したりするいくら

かの技能を発達させる。  

（d）校地・校舎などを整理整頓，美化することの関心を高め，ある程度それができるようにする。 

ｃ 造形的な創造活動，造形品の選択能力，造形品の使用能力などを，社会生活の改善，美化に役だて

るための関心を高め，いくらかの技能を養う。  

（a）造形活動をとおして，地域社会を理解させる。  

（b）地域社会の美化，改善のための計画をたてたり，その模型を作ったりすることの興味と，初

歩的な技能とを得させる。  

（c）造形的な表現活動によって，他人に対して自分の思想や感情を伝えるある程度の技能を得さ

せる。 

ｄ 人間の造形活動の文化的価値と経済的価値についての，初歩的な理解を得させる。  

（a）消費者の立場に立って，親切に作られたものや，優秀な作品，すぐれた技術を尊敬する態度

を育成する。  

（b）各種材料の造形的価値と経済的価値について，いくらかの理解を得させる。  

（c）造形活動の進歩が，生活を明るく豊かにするために，どのように役だっているかについて，

いくらかの理解を得させる。  

（d）工芸美術・商業美術の経済的価値について，初歩的な理解を得させる。  

（e）家・地方・日本および外国の，文化的資産としての美術品に対するいくらかの認識を養う。 

ｅ 美的情操を深め，社会生活に必要な好ましい態度や習慣を養う。  

（a）仕事のあと始末をよくし，清潔・整理の習慣を養う。  

（b）弟妹やその他の家族のために，自己の造形能力を善用することの態度を養う。  

（c）共同の用具・材料・公共物をたいせつに扱い，手入れ，保存についての責任を持つ態度を養

う。  

（d）計画した仕事を完遂する態度を養う。  

（e）共同の作業をとおして責任を重んじ，協調する態度を養う。 

 

中学校高等学校学習指導要領 図画工作編（試案）〔昭和 27 年３月１日（1952 年）発行〕より 

第１節 図画工作教育の一般目標 
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 図画工作教育の目標は，教育の一般目標を，造形文化の面から分担して達成することである。特に，

日常生活に必要な衣・食・住・産業や，造形文化についてその基礎的な理解と技能とを得て，生活を明

るく豊かに営む，能力・態度・習慣を養い，個人としても，また社会人としても，平和的，文化的な生

活を営む資質を伸ばすことにおく。 

 造形文化の面から生活を明るく豊かに営むためには，次の諸項の目標を達成することが必要である。 

１ 次の要項の指導によつて生活に必要な造形品を選択する能力を養う。 

 １) 色や形に対する感覚を鋭敏にすること。 

 ２) 造形品を構成している材料の良否，構成方法の適否を判断すること。 

 ３) 造形品の美しさを理解すること。 

 ４) 浩形品の用と美との関係を理解すること。 

２ 次の要項の指導によって造形品を有効に使用する能力を養う。 

 １) 浩形品の用と美との関係を理解すること。 

 ２) 色や形に対する感覚を鋭敏にすること。 

 ３) 手を器用にすること。 

 ４) 造形品を用，美両面から見て巧みに配置配合する技能を持つこと。 

 ５) 実験・実習を通して均衡・変化・統一・調和等を理解し，これを実際のものに適用する技能を

持つこと。 

 ６) 公共物をたいせつに扱う態度・習慣を養うこと。 

３ 次の要項の指導によって造形品を創造する力を養う。 

 １) 観察力を発達させること。  

 ２) 色や形に対する感覚を鋭敏にすること。 

 ３) 創造力を発達させること。 

 ４) 美意識を発達させること。 

 ５) 表現の材料，用具の使用や，表現方法を理解すること。 

 ６) 表現技術を発達させること。 

 ７) 研究的，実践的態度を養うこと。 

 ８) 共同して仕事をする場合よく他人と協調する態度を養うこと。 

 ９) 資源を愛護する態度を養うこと。 

 10) 表現活動の人生に対する意義を理解すること。 

４ 次の要項の指導によって，創造的な表現力を適用する能力を養う。 

 １) 情緒の過度の緊張を和らげること。 

 ２) 余暇を有効に過ごす助けにすること。 

５ 次の要項の指導によって自然のよさや造形品を鑑賞する力を養う。 

 １) 色や形に対する感覚を鋭敏にすること。 

 ２) 美的情操を発達させること。 

 ３) 作品を構成する材料の良否，構成方法の適否を判断すること。 

 ４) 自然のよさや，作品に対して，そのよさを味わう態度を養うこと。 

 ５) 造形品を愛好し，よくできた作品や，すぐれた技術を尊敬する態度を養うこと。 

 ６) わが国の過去の美術作品を研究し，鑑賞して，いろいろな時代の文化を理解する能力を養うこ

と。 

 ７) 外国の美術作品を研究し，鑑賞して，外国の文化を理解する能力を養うこと。 
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 以上の五つの目標は互に有機的な関連を持っているもので，個々独立したものではない。 

第２節 中学校の図画工作教育の目標 

 前節で述べた図画工作の教育の目標は，小・中・高等学校と通じての目標であるが，中学校における

図画工作教育の目標は，この一般目標を達するため，現在の時代と社会とがいだく教育理想に基く中学

校の教育目標に基底をおき，小学校の図画工作教育の目標に接続して，次にあげるような諸目標を達成

するにある。 

１ 生徒を個人としてできるだけ完成する助けとして， 

 １) 絵や図をかいたり，意匠を創案したり，物を作ったりする創造活動を通して生徒の興味・適性・

能力をできるだけ発展させる。 

(１) 観察力を鋭敏にすること。  

(２) 色・形・質・量に対する感覚を鋭敏にすること。 

(３) 美的情操を豊かにすること。 

(４) 表現の材料・用具・方法に対する理解を発展させること。 

(５) 表現技能を展開させること。 

ａ 情緒の安定に役だつためとして。  

ｂ ことばでは表現できない思想や感情を表現する手段として。 

 ２) 日常生活を営むに必要な，造形品の実用価値や美的価値を判断し，有効なものを選択する能力

を発展させること。 

(１) 造形品の色・形・質・量などが，その造形品そのものの存在目的に合致しているかを判断する能

力を発展させること。  

(２) 造形品がよい材料で作られているか，構成方法が適当であるかを判断する能力を発展させること。 

(３) 造形品が生活を明るく豊かにするための美しさを備えているかを判断する能力を発展させるこ

と。 

(４) 新しく選択する造形品が，自分の持っている他の造形品と調和するかどうかを判断する能力を発

展させること。 

(５) 造形品の用と美との関係を理解する能力を発展すること。 

 ３) 造形品を有効に使用する技能を発展させる。 

(１) 生活に必要な造形品を，その使用目的にじゅうぶん合致するように使いこなす技能を発展させる

こと。  

(２) 造形品の手入れ・保存・修理の技能を発展させ，造形品をたいせつに使う態度や習慣を養うこと。 

(３) 造形品を巧みに配置配合する技能を展開すること。 

 ４) 美術品および自然のよさを鑑賞する能力を発展させる。 

(１) 美術品および自然のよさを楽しむ態度を養うこと。  

(２) 美的感受性を発展させ，豊かな情操を発させること。 

(３) 美に没入し，いっそう高尚な美を鑑賞する能力を発展させること。 

(４) 美術品や自然の美しさをたいせつにし，それを愛護する態度を養うこと。 

 ５) 前の各項と関連して，余暇を有効に過ごすための多くの興味や技能を発展させる。 

２ 生徒を社会人および公民としての完成の助けとして。 

 １) 創造的な表現力を，社会生活に活用する技能を発展する。 

(１) 創造的な表現力を，家庭生活の美化・改善に活用する技能を発展すること。  

 たとえば，家具類の配置配合がよくできること，室内装飾ができること，家の設計や模型を作ること，
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家具・調度等の考案・製作ができること，家庭生活を能率的にしかも美しく送ることができることなど。 

(２) 創造的な表現力を，学校生活の美化・改善および他教科その他の学習活動の助けとして活用する

技能を発展すること。 

 たとえば，校地や校舎を美化すること，学習用具を製作したり，美化すること，学校用具を改善する

こと，他教科やその他学習の助けとなる絵や図をかいたり，物品を製作することなど。 

(３) 創造的な表現力を，地域社会の美化・改善に活用する技能を発展すること。 

 たとえば，地域社会の美化・改善のための計画を立てたり，その模型を作ったり，公園や緑地の設計

をすることなど。 

(４) 創造的な表現活動を，対人関係の思想・感情の伝達技能として発展すること。 

 たとえば，社会生活上必要な絵やポスターをかくこと，案内図をかくこと，絵や製作物によって思想・

感情を表現することなど。 

 ２) 人間の造形活動の意味を理解し，その価値を理解する能力を発展する。 

(１) 人間は自然物にどのような加工をし，それを利用して生活を明るく豊かにしているかの理解を発

展すること。  

(２) 消費者の立場に立って，親切に作られたものに対する尊敬の情を発展させること。 

(３) すぐれた作品やすぐれた技術を尊敬する情を発展させること。 

(４) 東西の過去および現在のすぐれた美術品を通して国際の理解を発展させること。 

(５) 地域社会および国としての美術文化の施設と，美術作品保護のための施設についての理解を発展

させ，関心を高めること。 

 ３) 造形の用具材料および造形品の使用を通して公民として必要な態度を発達させる。 

(１) 造形品に必要な材料を，資源としてたいせつに使う態度を発達させること。  

(２) 造形に必要な用具を，公私の別なくたいせつに使う態度や習慣を養うこと。 

(３) 共用の用具および一般造形品を他人と協調して使う態度や習慣を養うこと。 

 ４) 生徒の職業的な興味・適性・技能と，経済的生活の能力を発展させる助けとして， 

(１) 生徒自身が，美術的職業に対する適性や興味があるかを発見したり，また美術に非常な興味と資

質を持っている生徒が，その技能をできるだけ伸ばすようにすること。  

(２) 造形作品の経済的価値に対する理解を発展させること。 

(３) 商業美術，たとえば，レッテル・ポスター・看板，店頭・店内の装飾，包装などについての理解

と技能とを発展させること。 

(４) 商品の展示方法についての理解と技能とを発展させること。 

(５) だれにも必要な表現の有効な方法としての技能を発展させること。 

 たとえば，スケッチするとか，計画を簡便に図示表現することなど。(これはいかなる職業でも有用

なものである。) 

 以上，中学校における図画工作科の目標をあげたが，これらの諸目標は互に有機的な関連を保ってい

るもので，個々に独立しているものではない。 
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２ 図画工作，美術の評価の観点とその趣旨 

 

小学校，中学校および高等学校の指導要録の改訂について（通達）〔昭和 30 年９月 13 日（1955 年）〕より 

＜小学校＞ 

表現（描画，工作，

図案） 

（小・中）表現技能だけでなく，それぞれにおける創造性を実現し，かっこ内の

各項ごとに記入する。 

鑑賞  

理解  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 

 

＜中学校＞ 

表現（描画・工

作・図案） 

（小・中）表現技能だけでなく，それぞれにおける創造性を重視し，かっこ内の

各項ごとに記入する。 

鑑賞  

理解  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 

 



 

教育課程審議会答申 昭和 33 年 ３月 15 日（1958 年） 

小学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 36 年 ２月 13 日（1961 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された図画工作，美術の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

＜小学校＞ 

① 指導の目標と内容を，いつそう明らかにするとともに，学年の児童発達段階に応ずる指導の要点を

示し，美術的な面と技術的な面との統一調和を図るようにすること。また，工作教育の不振の現状に

ついては，その改善充実を図ること。 

② 児童の自由な表現活動とともに，基礎的学習を重んじ，創造的・実践的態度や基礎的技能をつちか

うように指導すること。 

③ 他教科との関連をじゆうぶんに考慮して，内容の重複をさけること。 

④ 図画工作に関する教師の指導力を高めるため，教員養成と現職教育の徹底を図ること。 

⑤ 施設・設備の充実と，その適切な運営を図ること。 

 

＜中学校＞ 

① 現行の図画工作を改めて「美術科」とし，その内容を芸術性創造性を主体とした表現や鑑賞活動に

関するものとし，生産的技術に関する部分は，「技術科」を新設してここで取扱うこととすること。 

② 教科の再編成に応じ，かつ生徒の進路特性に則して教育課程に弾力性をもたせるため，美術科の第

２学年および第３学年における週当り必修時間を１時間とするが，さらに選択の時間において履修す

ることができるようにすること。 

 

 

２ 図画工作，美術の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 絵をかいたり物を作ったりする造形的な欲求や興味を満足させ，情緒の安定を図る。 

２ 造形活動を通して，造形感覚を発達させ，創造的表現の能力を伸ばす。 

３ 造形的な表現や鑑賞を通して，美的情操を養う。 

４ 造形的な表現を通して，技術を尊重する態度や，実践的な態度を養う。 

５ 造形活動を通して，造形能力を生活に生かす態度を養う。 

 上に掲げた図画工作科の目標は，相互に密接な関連をもつものであるが，目標１は，図画工作科にお
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ける指導の出発点となりまたその基底となるものである。したがって，各学年における具体的な学習が，

主として目標２,３および４のいずれにかかる場合においても，図画工作科の特性上，常にその指導の

根底には，目標１が考慮されなければならない。目標２,３および４は，それぞれ創造的表現力，美的

情操および造形活動における実践的態度について，その目標を掲げたものであるが，各学年における具

体的な学習においては，これらのねらいが有機的に結びつけられるとともに，目標５との関連が考慮さ

れなければならない。 

 次に示す各学年の目標は，下学年では，まず造形活動を活発に行わせて児童の欲求や興味を満足させ

ることに重点をおいて指導し，上学年に進むにつれて，造形的な経験を豊かにし，表現や鑑賞の技能・

態度を伸ばすとともに，美と用との両面にわたる造形的な秩序を理解したり，感じとったりすることが

できるようになることをねらいとして示したものである。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 絵画や彫塑などの表現や鑑賞を通して，美術的な表現意欲を高め，創作の喜びを味わわせる。 

２ 色や形などに関する学習を通して，美的感覚を洗練し，美術的な表現能力を養う。 

３ わが国および諸外国のすぐれた美術作品を鑑賞させ，自然に親しませて，美術や自然美を愛好

する心情や鑑賞する力を養う。 

４ 美術の表現や鑑賞を通して，情操を豊かにするとともに，美術的な能力を生活に生かす態度や

習慣を養う。 

 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって，全体として美術科の目標をなすものである

から，指導にあたっては，この点を常に考慮しなければならない。 

 

 

３ 図画工作，美術の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について（通達）〔昭和 36 年２月 13 日（1961 年）〕より 

＜小学校＞ 

絵をかく・版画を

作る 

美しく創造的に絵をかいたり，版画を作ることができる。 

彫塑を作る 美しく創造的に彫塑を作ることができる。 

デザインをする 美しく創造的にデザインをすることができる。 

ものを作る 美しく創造的にいろいろなものを作ることができる。 

鑑賞する 造形作品の美しさを鑑賞することができる。 
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- 271 -

＜中学校＞ 

絵をかく 美しく創造的に絵（版画を含む。）をかくことができる。 

彫塑を作る 美しく創造的に彫塑を作ることができる。 

デザインをする デザインで，よい発想ができ，うまく計画し，表示することができる。 

鑑賞する 作品を味わい楽しみ，その美しさを感じとったり，また，身近な造形品について

批判・鑑賞することができる。 

美術への関心・態

度 

美術に対して積極的な興味・関心をもち，美術を愛好し，美術を生活に生かし生

活を豊かにしようとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 42 年 10 月 30 日（1967 年） 

教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

小学校学習指導要領 昭和 43 年 ７月 11 日（1968 年）告示 

 昭和 46 年 ４月 １日（1971 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 46 年 ２月 27 日（1971 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された図画工作，美術の改善の方針 

 

小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42年 10 月 30 日（1967 年）〕より 

（目標） 

１ 目標については，造形活動を通して，創造的表現の能力を伸ばし，技術を尊重する態度をつちかい，

美的情操を養うものであることを明確にすること。 

小学校の段階に即応した造形活動を通して，造形感覚を発達させ，創造的表現の能力を伸ばし，技

術を尊重する造形能力を生活に生かす態度をつちかい，美的情操を養うものであることを目標におい

て明確にする。 

（内容の精選） 

２ 内容については，領域の整理，統合を行なうとともに，基本的事項を精選し，内容の示し方につい

てもいっそう明確にすること。 

(1) 領域は，たとえば高学年においては，(1)絵画(2)彫塑(3)デザイン(4)工作(5)鑑賞 に整理，統合

するとともに，その内容についても基本的事項を精選して，指導の徹底が図れるようにする。 

(2) 各領域について，材料，用具，表現の技法などを整理し，各学年で主として扱うものを重点的に

示すようにする。 

（デザイン） 

３ デザインについては，図画工作科の他の領域との関連をも考えて，その内容をいっそう明確にする

こと。 

(1) 小学校におけるデザインのあり方を明確にし，その取り扱いについては，小学校教育に適切な内

容の指導が行なわれるように配慮する。 

(2) デザインと他の領域（とくに「ものを作る」領域）と関連して学習させるようにする。 

（「ものを作る」） 

（鑑賞） 

４ 「ものを作る」学習がじゅうぶん行なわれるよう配慮すること。 

「ものを作る」学習（工作）については，技術性，計画性，機能性などをねらうこの教育がじゅうぶん

行なわれるように考慮する。 

５ 鑑賞に関する内容の示し方を，学年に応じて，いっそう明確にすること。 

(1) 低，中学年において行なわれる鑑賞の指導は，その内容や方法をいっそう明確に示すようにする。 

(2) 高学年においては行なわれる鑑賞の指導は，中学校の美術科との関連を考えながら，適切に鑑賞作
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品が示されるようにする。 

（他教科および中学校との関連） 

６ 他教科との関連および中学校の美術科との関連を配慮すること。 

(1) 図画工作科と他教科とくに家庭，理科，算数との間の調整を図る。たとえば， 

ア 図画工作科における「役にたつものを作る」と家庭科との関連 

イ 図画工作科における「機構的な玩具(がんぐ)，模型の類を作る」と理科との関連 

ウ 図画工作科における「いろいろな図」についての指導と算数との関連 

(2) 中学校の美術科との関連については，内容的に円滑に，かつ，効果的になるように考慮する。た

とえば，小学校では，実践的なものを主とし，理解的な事項については中学校に移す。 

（教科の名称） 

７ 教科の名称については，目標および内容に即した適切な名称に改めることも考慮すること。 

現行の「図画工作」という名称は，この教科の目標，内容を表わすのにふさわしくないので，たと

えば，「造形」等の適切な名称に改めることも考慮する。 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

１ 目標について 

目標については，美術の表現や鑑賞の能力を養い，創造的で情操豊かな人間の形成に寄与するもの

であることを明確にすること。 

なお，表現活動においては，特に個々の生徒の美術的な体験を深め，美的な感受性や想像力，構想

力をいっそう養うようにし，又，鑑賞活動においては，特に審美性を養い，すぐれた美術文化に対す

る関心をいっそう高めるようにすること。 

２ 内容について 

(1) 内容については，基本的事項を精選，集約するとともに，現行の内容に含まれていない工芸の内

容を新しく取り入れ，再構成すること。 

ア 内容は，絵画，彫塑，デザイン，工芸および鑑賞の領域によって構成すること。 

その際，特に美術についての感覚や基礎的な技術が養われるように配慮すること。 

イ 現行の「色や形などの基礎練習」は，指導の効果をあげるために，その内容を精選し，前記ア

の領域に含めて組織すること。 

(2) 工芸における製作では，創造的な活動を通して，物を作る喜びを味わわせるとともに，製作の基

礎的な能力が養われる内容とすること。 

その際，製作の目的，機能，材料，構造や形体の美などを条件として，適切な計画ができるよう

にすること。 

(3) 鑑賞については，その基礎的な能力を養い，心情をより豊かにするためにわが国および諸外国の

すぐれた美術作品について，指導のねらいや対象を明確に示すようにすること。 

(4) おのおのの領域に示された内容については，生徒の興味や能力および学校や地域の実態に応じて，

弾力的に扱うことができるようにすること。 

その際，片寄った取り扱いにならないように配慮すること。 

 

 



２ 図画工作，美術の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

造形活動を通して，美的情操を養うとともに，創造的表現の能力をのばし，技術を尊重し，造形能力

を生活に生かす態度を育てる。 
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 このため， 

１ 色や形の構成を考えて表現し鑑賞することにより，造形的な美の感覚の発達を図る。 

２ 絵であらわす，彫塑であらわす，デザインをする，工作をする，鑑賞することにより，造形的

に見る力や構想する力をのばす。 

３ 造形活動に必要な初歩的な技法を理解させるとともに，造形的に表規する技能を育てる。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

美術の表現と鑑賞の能力を高め，情操を豊かにするとともに，創造活動の基礎的な能力を養う。 

このため， 

１ 絵画および彫塑の表現を通して，美的直感力や想像力を育て，率直に表す能力や態度を養い，

自己表現の喜びを味わわせる。 

２ デザインおよび工芸の計画や製作を通して，用途に伴う条件をもとに構想を練り，美的にまと

める能力や態度を養い，製作する喜びを味わわせる。 

３ 美術の鑑賞を通して，自然や造形作品に対する審美性を豊かにし，美術文化を愛好する態度を

育てる。 

４ 美術の表現や鑑賞を通して，美術的な能力を生活に生かす態度や習慣を育てる。 

 

 

３ 図画工作，美術の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 46年２月 27 日（1971 年）〕よ

り 

＜小学校＞ 

絵画 美しく創造的に絵をかいたり，版画にすることができる。 

彫塑 美しく創造的に彫塑を作ることができる。 

デザイン 美しく創造的にデザインすることができる。 

工作 美しく創造的に工作することができる。 

鑑賞 身近な造形品や美術作品の美しさを楽しく味わうことができる。 
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＜中学校＞ 

絵画 美しく創造的に絵をかいたり，版画にすることができる。 

彫塑 美しく創造的に彫塑をつくることができる。 

デザイン よい発想ができ，構想をねって表示したり，作成することができる。 

工芸 適切な計画をたて，美的，機能的に工芸の製作ができる。 

鑑賞 自然や美術作品の美しさを楽しく味わい，また生活環境について造形的な関心を

もっている。 
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教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

小学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 55 年 ４月 １日（1980 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 55 年 ２月 29 日（1980 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された図画工作，美術の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，創造的な表現製作の喜びを一層深く味わわせることに重点

を置くとともに，指導の効果を高めるため，領域を整理統合するなどして，内容を精選する。 

その際，小学校においては，特に低学年においてより総合的な造形活動が行われるようにすること，

中学校及び高等学校においては，充実した表現活動を通して美的創造力を育てることを重視する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 図画工作 

(ｱ) 実際の指導において有機的・統合的な指導が行われやすいようにするため，現行の５領域（絵画，

彫塑，デザイン，工作及び鑑賞）を「表現」及び「鑑賞」の２領域に整理統合する。 

(ｲ) 「表現」の領域の内容は，色や形などの美しさに関心をもち，つくりだす喜びを味わわせること

に重点を置き，現行の「絵画」，「彫塑」，「デザイン」及び「工作」の各領域の内容を整理して構成

する。内容の構成に当たっては，現行の内容のうち，取扱いの程度が高くなりがちなものや題材の

範囲が広がりすぎるもの，例えば低学年の「知らせる目的でつくる」や「色や形などの自由な組み

合わせや組み立て」などの内容は「表現」のうちの他の内容に統合し，「動くものや建物などをつ

くる」などの内容は，造形的な創作に重点を置いて整理する。 

(ｳ) 「鑑賞」の領域の内容は，「表現」の指導との関連を一層密接にして取り扱うことに留意し，現

行の「鑑賞」の領域の内容を整理して構成する。内容の構成に当たっては，現行の内容のうち取扱

いの程度が高くなりがちなもの，鑑賞対象の範囲が広がりすぎるものなど，例えば「身近な造形品」

や「代表的な美術作品」の内容は，その範囲と程度を明確にする。 

(ｴ) 材料，用具及び技法については，手を使っての体験を重視し，基本的なものを明確にして，系統

的，発展的に内容を構成するとともに，地域の特性に応じた材料選択ができるよう考慮する。 

（中学校） 美 術 

(ｱ) 領域区分は，小学校と同様の趣旨により，「表現」及び「鑑賞」の２領域にする。 

(ｲ) 「表現」の領域の内容は，感覚や技術の直接経験を通して表現の喜びを深く味わわせることに配

慮し，絵画表現や彫塑表現の内容とデザインや工芸製作の内容とを整理して構成する。内容の構成

に当たっては，現行の「彫塑」の内容のうち，その取扱いの程度が高くなりやすいもの，例えば，

'第１学年の「材料や用具の特性を生かしてつくる」などは削除し，現行の「デザイン」及び「工



芸」の内容のうち，「使用のためのデザイン」と「用途をもとに材料を選んで製作する」内容は統

合する。 

(ｳ) 「鑑賞」の領域の内容は，自然や造形作品の美しさを深く味わわせることに配慮し，「表現」の

領域の指導と関連して取り扱うようにし，鑑賞の指導の対象となる作品の範囲が広がり過ぎないよ

うに改める。 

(ｴ) 第３学年における選択教科としての「美術」の内容は，生徒の能力，興味，特性等に応じた発展

的，応用的なものとし，特に絵画，デザイン，工芸などの表現製作の喜びを一層深めることができ

るようなものにする。 

 

 

２ 図画工作，美術の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行  より 

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な創造活動の基礎を培うとともに，表現の喜びを味わわせ，豊

かな情操を養う。 

 

 
- 277 -

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

 表現及び鑑賞の能力を伸ばし，造形的な創造活動の喜びを味わわせるとともに，美術を愛好する心情

を育て，豊かな情操を養う。  

 

 

３ 図画工作，美術の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 55 年２月 29 日（1980 年）〕より 

＜小学校＞ 

絵・彫塑 感じたことや想像したことなどをもとに，内容豊かに平面に表したり，立体で表

したりすることができる。 

表現 

の 

能力 デ ザ イ

ン・工作 

飾る，伝える，使うなどの目的や条件を考えて美しくデザインしたり，つくった

りすることができる。 

鑑賞の能力 かいたりつくったりしたものの良さや美しさ，自然の美しさなどを味わうことが

できる。 

造形に対する関

心・態度 

材料，色，形などに関心をもち，積極的に造形活動をしようとする。また，根気

強く作品を完成しようとする。 
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＜中学校＞ 

表現の能力 美しく創造的に絵をかいたり彫塑をつくったり，デザインや工芸を製作したりす

ることができる。 

鑑賞の能力 絵画，彫刻，デザイン，工芸の良さや美しさを味わうことができる。 

美術に対する関

心・態度 

美術を愛好する心情をもち，進んで表現したり鑑賞したりしようとする態度を身

につけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

小学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ４年 ４月 １日（1992 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 ３年 ３月 20 日（1991 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された図画工作，美術の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，造形的な創造活動を一層重視し，表現製作の能力を高める

指導の充実を図るとともに，情操を豊かにする指導が適切に行われるようにする。 

その際，小学校においては，手を十分に使った創造活動の喜びを味わわせることに一層重点を置く

こととし，中学校及び高等学校においては，美的体験を一層豊かにするとともに，我が国及び諸外国

の美術文化に対する関心や理解を深める指導が適切に行われるよう配慮する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校）（図画工作） 

(ｱ) 造形的な創造活動の基礎を培う観点から，想像力を働かせてつくる活動を一層重視し，手の巧緻

(ち)性など，造形活動の基礎的な技能を高めるようにする。その際，低学年においては，生活科と

の関連も考慮し，つくる喜びを味わわせ，工作の基礎的な技能などに重点を置いた指導が行われる

ようにする。 

(ｲ) デザインについては，構想力など表現製作の能力を高め，それを生活に生かすようにする観点か

ら，事柄や内容を視覚的に伝えること，使うものを目的，色や形，材料などを考えて計画を立てで

つくること及び身近な環境を楽しさや美しさを考えて構成することなどを内容として明確に示す

ようにする。 

(ｳ) 鑑賞については，情操を豊かにする観点から，表現製作の指導との関連が一層明確になるように

取扱いを改める。特に，高学年においては，我が国及び諸外国の美術作品などを取り上げ，その良

さや美しさを味わわせる指導が適切に行われるようにする。 

(ｴ) 低学年及び中学年においては，表現製作の喜びを深く味わわせるために，児童の造形的な活動の

発達の特性を考慮した指導を重視するとともに，表現製作の各活動が相互に関連を図って行われる

ようにする。その際，中学年においても，材料をもとにした造形活動が充実するよう配慮する。 

(ｵ) 教科の内容の示し方については，児童の心身の発達や個々の児童の特性に応じた多様な造形活動

ができるようにすることなどの観点から，弾力化を図る。その際，複数学年にわたる内容をまとめ

て示すことなども考慮する。 



（中学校）（美術） 

(ｱ) 「表現」及び「鑑賞」の領域について，次のような観点から，内容の精選・重点化を行うととも

に，生徒の特性等に応じ，表現製作及び鑑賞など多様な活動ができるようにする。 

[ｱ] 「表現」の領域については，絵画及び彫塑について見方や表し方を工夫し，創造的に主題を表

現する能力を伸ばすようにする。また，デザイン及び工芸について伝達のためのデザインや使う

ためのデザインと工芸の製作，身近な環境を美的に構成するなどの能力を高めるとともに，その

理解を深め，生活に生かすようにする。 

[ｲ] 「鑑賞」の領域については，美術作品等の良さや美しさを深く味わわせるとともに，我が国及

び諸外国の美術文化についての理解を深め，それらを尊重する心情や態度の育成を図るようにす

る。 

(ｲ) 第２学年における授業時数の弾力的運用については，美的体験を豊かにすることを重視するとと

もに教科の内容を一層定着させるため，各領域の内容について補充や深化を行うなどにより学習の

充実を図るようにする。 

(ｳ) 第２学年及び第３学年における選択教科としての「美術」においては，生徒の特性等に応じ表現

製作の喜びを一層深める学習など発展的，応用的な学習活動等が多様に展開できるようにする。 

(ｴ) 教科の内容の示し方については，小学校と同様の趣旨で改善する。 

 

 

２ 図画工作，美術の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月 １日（1992 年）施行  より 

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な創造活動の基礎的な能力を育てるとともに表現の喜びを味わ

わせ，豊かな情操を養う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月 １日（1993 年）施行  より 

表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な創造活動の能力を伸ばすとともに、創造の喜びを味わわせ、

美術を愛好する心情を育て、豊かな情操を養う。 
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３ 図画工作，美術の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中

学部生徒指導要録の改訂について（通知）〔平成３年３月 20 日（1991 年）〕より 

＜小学校＞ 

造形への関心・意

欲・態度 

自分の思いをもって，進んで表現や鑑賞の創造活動を楽しみ，表現の喜びを味わ

おうとする。 

発想や構想の能

力 

感じたことや考えたことなどをもとに，想像力を働かせて自分らしい発想をし

て，よさや美しさなどを考え，豊かな表現の構想をする。 

創造的な技能 表現の意図に応じて創造的な技能や造形感覚を生かす。 

鑑賞の能力 造形作品などに親しみ，そのよさや美しさなどを感じ取ったり，味わったりする。

 

＜中学校＞ 

美術への関心・意

欲・態度 

美術に親しみ，主体的に表現や鑑賞の創造活動に取り組み，創造の喜びを味わお

うとする。 

発想や構想の能

力 

感じ取ったことや考えたことなどを基に，想像力を働かせて豊かに発想をし，よ

さや美しさなどを考え，創造的な表現の構想をする。 

創造的な技能 表現の意図に応じて創造的な技能や造形感覚を生かす。 

鑑賞の能力 美術作品などに親しみ，そのよさや美しさなどを感じ取ったり，味わったりする。
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教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

小学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 13 年 ４月 27 日（2001 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された図画工作，美術の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申） 

〔平成 10 年７月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，次の観点を重視して改善を図る。 

(ｱ) 表現及び鑑賞にかかわる幅広い活動を通して，美術を愛好する心情と美に対する感性を育て，造

形的な創造活動の基礎的な能力を伸ばし，豊かな情操を養う指導が一層充実して行われるようにす

る。 

(ｲ) 児童生徒が生活を明るく豊かにし生涯にわたって楽しく描いたりつくったりする創造活動を促

すことを重視し，表現や鑑賞の喜びを味わうとともに，豊かな表現活動や鑑賞活動をしていくため

の基礎となる資質・能力を一層育てられるようにする。 

(ｳ) 各学校段階の特質に応じて，各学校がゆとりをもち，創意工夫を生かした教育活動を展開できる

よう，内容をまとめて示し，それらを選択したり一体的に扱ったりできるようにする。 

(ｴ) 各学校段階の特質に応じて，我が国やアジアなど諸外国の美術文化についての関心や理解を一層

深められるよう鑑賞の充実を図る。その際，地域の美術館等の活用も図るよう配慮する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校（図画工作）） 

児童が楽しく造形活動にかかわり，個性を生かした多様で創造的な活動をしていくために，その基

礎となる感覚・感性や想像力，技能などの資質・能力を育てることを重視して，次のような改善を図

る。 

(ｱ) 学校や児童の実態等に応じて弾力的な指導が行われるようにするため，目標と内容を２学年まと

めて示す。 

(ｲ) 「表現」の領域については，多様で創造的な表現を促す観点から，現在低学年と中学年において

指導することとしている，材料などをもとにして楽しく造形活動を行う内容を，高学年でも指導す

ることとする。また，絵に表すことや立体に表すこと，つくりたいものをつくることの内容を一層

関連付けたり一体的に扱えるようにする。 

(ｳ) 手などを十分に働かせ，材料や用具を選択し工夫してつくるなどして，造形感覚や工作などの創

造的な技能，デザインの能力を高めるようにするため，工作に充てる授業時数を十分確保するよう

にする。 

（中学校（美術）） 



生徒がゆとりをもって楽しく美術の活動にかかわりその喜びを味わい，個性を生かした多様で創造

的な活動をしていくために，その基礎となる感覚・感性や想像力，技能などの資質・能力を一層育て

ることを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 学校や生徒の実態等に応じて弾力的な指導が行われるようにするとともに，柔軟な発想力や形・

色・材料で表す技能などの基礎的能力を総合的に身に付けられるようにするため，絵画と彫刻，デ

ザインと工芸をそれぞれまとめて示し，それぞれのうちから表現分野や表現方法などを選択したり

一体的な表現をしたりすることができるようにする。 

(ｲ) 視覚的な表現によって自らが伝えたい内容をより相手に的確に伝達し交流する能力の育成を一

層重視し，スケッチや図，コンピュ−タ等映像機器などを使った多様な表現方法が行われるように
する。 

(ｳ) 我が国及び諸外国の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。その際，我が国の美術についても重視する。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) 材料の加工技術や道具の使用方法など他教科と重複する内容について精選を図る。 

 

 

２ 図画工作，美術の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

表現及び鑑賞の活動を通して，つくりだす喜びを味わうようにするとともに造形的な創造活動の基礎

的な能力を育て，豊かな情操を養う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

表現及び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い美術を愛好する心情を育てると

ともに，感性を豊かにし，美術の基礎的能力を伸ばし，豊かな情操を養う。 
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３ 図画工作，美術の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等につ

いて（通知）〔平成 13 年４月 27 日（2001 年）〕より 

＜小学校＞ 

造形への関心・意

欲・態度 

自分の思いをもち，進んで表現や鑑賞の創造活動を楽しみ，つくりだす喜びを味

わおうとする。 

発想や構想の能

力 

感じたことや考えたことなどをもとに，想像力を働かせながら自分らしい発想を

し，よさや美しさなどを考え，豊かな表現を構想する。 

創造的な技能 表したい思いや意図に応じて創造的な技能を働かせたり，造形感覚を生かしたり

しながら表し方を工夫する。 

鑑賞の能力 造形作品などに関心や親しみをもち，そのよさや美しさなどを感じ取ったり，味

わったりする。 

 

＜中学校＞ 

美術への関心・意

欲・態度 

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

いこうとする。 

発想や構想の能

力 

感性や想像力を働かせて感じ取ったことや考えたことなどを基に，豊かに発想し，

よさや美しさなどを考え，心豊かで創造的な表現の構想をする。 

創造的な技能 表現の技能を身に付け，造形感覚や感性などを働かせ，自分の表現方法を創意工

夫し創造的に表す。 

鑑賞の能力 美術作品や文化遺産などに親しみ，感性や想像力を働かせてよさや美しさを感じ

取り味わったり，理解したりする。 

 




