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当教材は、中学１年～３年で学習する内容を「絵画」「彫刻」「デザイン」「工芸」「鑑賞」の

カテゴリーにまとめています。また、各項目の１は１年、２は２年、３は３年で学習する内

容となっています。ご使用の教科書に掲載されていない項目や当教材に未掲載の教科書の項

目等もございますので目次をご確認の上、必要な項目を選択して学習してください。 
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     ゴッホ 
     ピカソ 
     ピカソ 
     マグリット，シャガール，ポロック 
     ダリ，ウォーホル 
   ・西洋の絵画３ 
     ルネサンスの絵画① 
     ルネサンスの絵画② 
     ルネサンス③ 
     レンブラント，ドラクロワ 
     ミレー，ドガ，モネ 
     スーラ，セザンヌ 
     ゴッホ，ゴーギャン 



 
 

~ 11 ~ 
 

     印象派のまとめ 
     ピカソ（ゲルニカ） 
     ピカソ（泣く女） 
     マティスとモディリアーニ 
     ダリ，シャガール，マグリット 
     ムンク，モンドリアン 
   ・西洋の彫刻／工芸／建築１ 
     パルテノン神殿，ミロのヴィーナス，ピラミッド 
     ブールデル，ジャコメッティ，マイヨール 
     ロダン，ムーア 
   ・西洋の彫刻／工芸／建築２ 
     パルテノン神殿，シャルトル大聖堂，ピラミッド 
     ミケランジェロ，ロダン 
     ムア，ブールデル 
   ・西洋の彫刻／工芸／建築３ 
     パルテノン神殿，シャルトル大聖堂，ピラミッド 
     タージ・マハル，ハギア・ソフィア大聖堂，コロセウム 
     ダビデ像，ミロのヴィーナス 
     考える人（ロダン），マイヨール（河） 
     ブランクーシ（空間の中の鳥），ムア（横たわる像・アーチ状の足） 
   ・美術の歴史１ 
     古代の西洋美術 
     古代の日本美術 
     西洋の建築 
     浮世絵，琳派，印象派 
   ・美術の歴史２ 
     日本美術史① 
     日本美術史② 
     西洋美術史① 
     西洋美術史② 
     西洋美術史③ 
   ・美術の歴史３ 
     日本美術史① 
     日本美術史② 
     日本美術史③ 

     西洋美術史① 
     西洋美術史②（ルネサンスの三巨匠） 
     西洋美術史③ 
     西洋美術史④ 


