
　　　　各計 作例 動画 英語音声 その他 コンテンツ数（各計）
１・２上 10 12 9 31
１・２下 9 23 5 37
３・４上 9 20 18 5 52
３・４下 15 41 17 6 79
５・６上 16 26 16 7 65
５・６下 18 29 16 7 70
合計 77 151 67 39 334

2020年度用 図画工作教科書

QRコンテンツ一覧
教科書紙面に掲載されたQRコードを通して、題材製作

のポイントや手順、用具の使い方などの動画を見ること

ができます。クイズで用具の使い方を学ぶコンテンツも

あります。また、３年生以上の学年に掲載した英単語の

発音を聴くことができる音声コンテンツもあります。

教科書紙面に掲載された115か所のQRコードを通して

みられるコンテンツは以下の通りです。

●教科書掲載以外の作品例

●製作手順や用具の使い方などの動画

●英単語音声

●その他（クイズなど）

本冊子は「教科書発行者行動規範」則って、配布を許可されているものです。



コンテンツ数
作品例 動画 英単語音声 その他

１・２上 5 導入 目次 １・２上 コンテンツの一覧
１・２上 10・11 絵 クレヨンや パスと なかよし 1 ［動］クレヨン、パスの つかいかた

１・２上 14・15 工作 チョッキン パッで かざろう 2
［動］①はさみの つかいかた
［動］②のりの つかいかた

１・２上 18・19 工作 ★ひらめきコーナー 1 ［動］うごく おもちゃ

１・２上 20・21 絵 さわって かくの きもちいい！ 2
［作］うみの パーティー（38×54cm）
［作］にこにこ すいぞくかん（39×54cm）

１・２上 22・23 立体 みて、みて、いっぱい つくったよ 2
［作］さくらんぼ（やきものに する まえ／たかさ6cm）
［作］ネコ（やきものに する まえ／たかさ5cm）

１・２上 24・25 絵 せんの かんじ いいかんじ 2
［作］レインボー（38×54cm）
［作］ネコダブルイヌ（38×54cm）

１・２上 34・35 造形遊び スタンプ、スタンプ！ 1 ［動］かつどうの ようす

１・２上 42・43 立体 くしゃくしゃしたら だいへんしん 2 1
［動］①せいさくの ポイント
［作］おはなばたけ（たかさ15cm）
［作］リス（たかさ9cm）

１・２上 44・45 絵 できたらいいな こんなこと 2
［作］木と きょうりゅうパーク（39×54cm）
［作］うみで にんぎょと あそびたいな（38×54cm）

１・２上 50・51 学びの資料 ぞうけいの ひきだし 3
［他］①クイズ(1)　いろえんぴつで かけるかな？
［他］②クイズ(2)　ゆせいペンで かけるかな？
［他］③クイズ(3)　クレヨンで かけるかな？

１・２上 52・53 学びの資料 ぞうけいの ひきだし 3 2

［動］①はさみの つかいかた(1)
［動］②はさみの つかいかた(2)
［動］③はさみの つかいかた(3)
［他］④クイズ(1)　いときりばさみは、どっちかな？
［他］⑤クイズ(2)　はさみを ともだちに わたすには？

１・２上 54・55 学びの資料 ぞうけいの ひきだし 3 4

［動］①のりの つかいかた
［動］②セロハンテープの つかいかた
［動］③せっちゃくざいの つかいかた
［他］④クイズ(1)　ぬのや あつがみを はるときは？
［他］⑤クイズ(2)　ボタンやキャップなどを はるときは？
［他］⑥クイズ(3)　ホチキスの はりの むきは？
［他］⑦クイズ(4)　ホチキスの はりぬきは？

１・２下 5 導入 目次 １・２下 コンテンツの一覧

１・２下 16・17 絵 えのぐじま 2
［作］たつまきじま（38×54cm）
［作］十色の えのぐじま（38×54cm）

１・２下 18・19 工作 ★ひらめきコーナー 4

［動］①うごく おもちゃ(1)
［動］②うごく おもちゃ(2)
［動］③うごく おもちゃ(3)
［動］④うごく おもちゃ(4)

１・２下 22・23 立体 こんにちは、むぎゅたん 2 1
［動］①せいさくの ポイント
［作］とぶ むぎゅたん（やきもの／高さ17cm）
［作］とげとげ むぎゅたん（やきもの／高さ11cm）

１・２下 28・29 工作 のりのり おはながみで 3
［動］①せいさくの ポイント(1)
［動］②せいさくの ポイント(2)
［動］③せいさくの ポイント(3)

１・２下 34・35 立体 すけるん たんじょう 2 2

［動］①せいさくの ポイント(1)
［動］②せいさくの ポイント(2)
［作］ワニくん（高さ17cm）
［作］魚 うちゅう人（高さ17cm）

１・２下 42・43 工作 まどのある たてもの 2 2

［動］①カッターナイフの つかい方(1)
［動］②カッターナイフの つかい方(2)
［作］ワクワク タワー（高さ28cm）
［作］お花の 国の おしろ（高さ28cm）

１・２下 44・45 絵（版） いっぱい うつして 1 2
［動］①かた紙はん画の つくり方
［動］②ローラーの つかい方
［作］チョウチョが のはらに いっぱい（38×54cm）

１・２下 46・47 工作 かぶって へんしん 4

［動］①つくり方(1)
［動］②つくり方(2)
［動］③つくり方(3)
［動］④つくり方(4)

備考（動画内容など）学年 ページ 内容領域 題材名



コンテンツ数
作品例 動画 英単語音声 その他

備考（動画内容など）学年 ページ 内容領域 題材名

１・２下 50・51 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 1 ［動］クレヨン、パスの つかい方

１・２下 52・53 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 2 5

［動］①カッターナイフの つかい方(1)
［動］②カッターナイフの つかい方(2)
［他］③クイズ(1)　カッターナイフの は はどちら？
［他］④クイズ(2)　どちらが うまく切れるかな？
［他］⑤クイズ(3)　ともだちに わたす ときは？
［他］⑥クイズ(4)　あんぜんな つかい方は、どちら？
［他］⑦クイズ(5)　だんボールを 切るためには？

１・２下 54・55 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 2
［動］①かた紙はん画の つくり方
［動］②ローラーの つかい方

3・４上 5 導入 目次 ３・４上 コンテンツの一覧

3・４上 8・9 絵 絵の具と水のハーモニー 1 2 1

［動］①水さい絵の具の使い方(1)
［動］②水さい絵の具の使い方(2)
［作］おかしな国の春（38×54cm）
［英］赤　　red

3・４上 10・11 造形遊び ふわふわ空気のつみ木 1 ［英］だいだい色　　orange

3・４上 12・13 立体 ねん土ランドへようこそ 1 1
［作］ぐるぐるタワーランド（べつアングル／高さ39cm）
［英］もも色　　pink

3・４上 14・15 工作 ふくろの中には、何が… 1 ［英］黄色　　yellow

3・４上 16・17 絵 ふしぎな乗りもの 2 1
［作］空とぶはさみジェット（38×54cm）
［作］こくばんけしでゴーゴー（38×54cm）
［英］黄緑色　　yellow green

3・４上 20・21 絵 にじんで広がる色の世界 1 1
［動］①せいさくのポイント
［英］緑色　　green

3・４上 22・23 工作 つかってたのしいカラフルねん土 2 1
［動］①せいさくのポイント(1)
［動］②せいさくのポイント(2)
［英］青　　blue

3・４上 24・25 工作 光サンドイッチ 1 ［英］水色　　light blue
3・４上 26・27 造形遊び あみあみ大さくせん 1 ［英］むらさき色　　purple

3・４上 28・29 絵 でこぼこさん大集合 2 2 1

［動］①紙はん画のつくり方(1)
［動］②紙はん画のつくり方(2)
［作］南きょくに住むおっちょこちょいなペンギンたち
（47×64cm）
［作］子ガニたちのおせわはたいへん！（30×42cm）
［英］茶色　　brown

3・４上 30・33 鑑賞 集めて、ならべて…、マイコレクション 2
［英］こげ茶色　　dark brown
［英］白　　white

3・４上 34・35 工作 トントンくぎ打ち、コンコンビー玉 1 ［英］はい色　　gray

3・４上 36・37 絵 未来にタイムスリップ 2 1

［作］ゆめは有名はいゆう（かんせいさく品／38×27cm）
［作］めざすのは大リーガー（かんせいさく品／38×
27cm）
［英］黒　　black

3・４上 38・39 絵 さわってわくわく 1 ［英］正方形　　square
3・４上 40・41 立体 生まれかわったなかまたち 1 ［英］三角形　　triangle

3・４上 42・43 工作 のこぎりひいてザク、ザク、ザク 1 3 1

［動］①のこぎりの使い方
［動］②紙やすりの使い方
［動］③せっ着ざいの使い方
［作］海にうかぶ木の門（高さ15cm）
［英］のこぎり　　saw

3・４上 46・47 工作 みんなでオン・ステージ！ 1 ［英］円　　circle

3・４上 50・51 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 3 4

［動］①水さい絵の具の使い方(1)
［動］②水さい絵の具の使い方(2)
［動］③水さい絵の具の使い方(3)
［他］④絵の具をまぜると
［他］⑤クイズ(1)　パレットの小さい部屋は？
［他］⑥クイズ(2)　パレットの大きい部屋は？
［他］⑦クイズ(3)　水のりょうが多いのは、どちら？



コンテンツ数
作品例 動画 英単語音声 その他

備考（動画内容など）学年 ページ 内容領域 題材名

3・４上 52・53 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 3 1

［動］①のこぎりの使い方
［動］②紙やすりの使い方
［動］③せっ着ざいの使い方
［他］④クイズ(1)　短い角材をおさえる道具は？

3・４上 54・55 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 4

［動］①紙はん画のつくり方(1)
［動］②紙はん画のつくり方(2)
［動］③せいさくのポイント(1)
［動］④せいさくのポイント(2)

3・４下 5 導入 目次 ３・４下 コンテンツの一覧

3・４下 8・9 絵 絵の具のぼうけん、たのしさ発見！ 1 9 1

［動］①絵の具遊び(1)
［動］②絵の具遊び(2)
［動］③絵の具遊び(3)
［動］④絵の具遊び(4)
［動］⑤絵の具遊び(5)
［動］⑥絵の具遊び(6)
［動］⑦絵の具遊び(7)
［動］⑧絵の具遊び(8)
［動］⑨絵の具遊び(9)
［作］りゅうとドラゴン（39×54cm）
［英］水さい絵の具　　watercolors

3・４下 10・11 立体 つけて、のばして、生まれる形 1 ［英］ホチキス　　stapler

3・４下 12・13 絵 木々を見つめて 2 3 1 1

［動］①水さい絵の具の使い方(1)
［動］②水さい絵の具の使い方(2)
［動］③水さい絵の具の使い方(3)
［他］④絵の具をまぜると
［作］命の木（55×39cm）
［作］ふしぎな木（54×38cm）
［英］クレヨン　　crayon

3・４下 14・15 工作 つないで組んで、すてきな形 2 1
［作］不思議な魚（高さ12cm）
［作］めがね（高さ30cm）
［英］紙バンド　　paper band

3・４下 16・17 造形遊び つながれ、広がれ！　だんボール 1 ［英］えん筆　　pencil

3・４下 18・19 工作 ★ひらめきコーナー 6

［動］①動くおもちゃ(1)
［動］②動くおもちゃ(2)
［動］③動くおもちゃ(3)
［動］④動くおもちゃ(4)
［動］⑤動くおもちゃ(5)
［動］⑥動くおもちゃ(6)

3・４下 20・21 工作 かみわざ！　小物入れ 4 1

［動］①カッターナイフの使い方(1)
［動］②カッターナイフの使い方(2)
［動］③せいさくのポイント(1)
［動］④せいさくのポイント(2)
［英］色あつ紙　　colored cardboard

3・４下 22・23 絵 へんてこ山の物語 2 1
［作］ジェットコースター山（38×54cm）
［作］へんてこすな時計山（90×20cm）
［英］画用紙　　drawing paper

3・４下 24・25 立体 どろどろカッチン 1 1
［作］ギロぽんだいこ（高さ24cm）
［英］新聞紙　　newspaper

3・４下 26・27 工作 本から飛び出した物語 2 1
［作］「人魚のいちごゼリー」より（高さ10cm）
［作］「ルドルフとイッパイアッテナ」より（高さ18cm）
［英］色画用紙　　construction paper

3・４下 28・29 造形遊び わくわくネイチャーランド 1 ［英］紙テープ　　paper tape
3・４下 30・31 工作 飛び出すハッピーカード 1 ［英］色紙　　colored paper
3・４下 34・35 絵 学校もりあげマスコット ［英］セロハンテープ　　cellophane tape

3・４下 36・39 鑑賞 絵から聞こえる音 2
［英］形　　form
［英］音　　sound



コンテンツ数
作品例 動画 英単語音声 その他

備考（動画内容など）学年 ページ 内容領域 題材名

3・４下 40・41 工作 つくって、つかって、たのしんで 2 3 1

［動］①せいさくのポイント(1)
［動］②せいさくのポイント(2)
［動］③のこぎりの使い方
［作］幸運をよぶ鳥、さくら（高さ27cm）
［作］ニワトリ（高さ26cm）
［英］板材　　board

3・４下 42・43 絵（版） ほって表す不思議な花 1 1
［動］①ちょうこく刀の使い方
［英］はん画インク　　printing ink

3・４下 44・45 工作 トントンつないで 3 1 1

［動］①せいさくのポイントと道具の使い方
［作］変身、キリン！（高さ22cm）
［作］川でおよぐ鳥①（高さ16cm）
［作］川でおよぐ鳥②（高さ16cm）
［英］角材　　lumber

3・４下 46・47 工作 ゆめいろらんぷ 1 ［英］モール　　pipe cleaner

3・４下 50・51 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 9

［動］①絵の具遊び(1)
［動］②絵の具遊び(2)
［動］③絵の具遊び(3)
［動］④絵の具遊び(4)
［動］⑤絵の具遊び(5)
［動］⑥絵の具遊び(6)
［動］⑦絵の具遊び(7)
［動］⑧絵の具遊び(8)
［動］⑨絵の具遊び(9)

3・４下 52・53 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 3 3

［動］①のこぎりの使い方
［動］②きり・かなづち・くぎの使い方
［動］③小刀の使い方
［他］④クイズ(1)　横切りに使うのは？
［他］⑤クイズ(2)　番号が大きくなると？
［他］⑥クイズ(3)　かなづちの丸い面の使い道？

3・４下 54・55 学びの資料 ぞうけいの 引き出し 2 2

［動］①ちょうこく刀の使い方
［動］②ローラーの使い方
［他］③クイズ(1)　平刀は、どちらの面を当てる？
［他］④クイズ(2)　三角刀でほったのは、どちら？

5・6上 5 導入 目次 ５・６上 コンテンツの一覧

5・6上 8・9 絵 季節を感じて 2 3 1 1

［動］①水さい絵の具の使い方(1)
［動］②水さい絵の具の使い方(2)
［動］③水さい絵の具の使い方(3)
［他］④絵の具をまぜると
［作］桜の花びらから見える世界（38×54cm）
［作］にぎやかな春のおとずれ（39×54cm）
［英］色えん筆　　colored pencil

5・6上 10・11 立体 みんなでたのしく、「ハイ、ポーズ」 2 1
［作］ホールドアップ！（高さ20cm）
［作］ラジオ体そうする人（高さ19cm）
［英］ねん土　　clay

5・6上 12・13 絵 形を集めて●形と色でショートチャレンジ 1 ［英］ひも　　string

5・6上 14・15 工作 糸のこの寄り道散歩 2 3 1

［動］①電動糸のこぎりの使い方(1)
［動］②電動糸のこぎりの使い方(2)
［動］③電動糸のこぎりの使い方(3)
［作］にじ色のおきもの（高さ34cm）
［作］海のブックシェルター（高さ16cm）
［英］電動糸のこぎり　　scroll saw

5・6上 16・17 造形遊び 同じもの、たくさん 1 ［英］空きかん　　empty can
5・6上 18・19 工作 ★ひらめきコーナー 1 ［動］①動くおもちゃ

5・6上 22・23 工作 見つけて！　ワイヤードリーム 2 2 1

［動］①ペンチ・はりがねの使い方(1)
［動］②ペンチ・はりがねの使い方(2)
［作］クルクル wonderland（高さ11cm）
［作］ようせいの森（高さ20cm）
［英］はりがね　　wire

5・6上 24・25 工作 コロがるくんの旅 1 ［英］ビー玉　　marble



コンテンツ数
作品例 動画 英単語音声 その他

備考（動画内容など）学年 ページ 内容領域 題材名

5・6上 26・27 絵 あったらいい町、どんな町 2 1
［作］世界一きれいな街（38×54cm）
［作］サンゴの上の夢の街（38×54cm）
［英］のり　　paste

5・6上 28・29 造形遊び 地球は大きなキャンバスだ 1 ［英］木の枝　　tree branch

5・6上 30・33 鑑賞 比べてみよう 2
［英］わゴム　　rubber band
［英］くぎ　　nail

5・6上 34・35 絵 進め！　ローラー大ぼうけん 2 1
［作］静かな森（38×54cm）
［作］さわやかな風（30×42cm）
［英］はけ　　brush

5・6上 36・37 絵（版） 色を重ねて広がる形 2 6 1

［動］①ちょうこく刀の使い方
［動］②ほり進み木版画のつくり方(1)
［動］③ほり進み木版画のつくり方(2)
［動］④ほり進み木版画のつくり方(3)
［動］⑤ほり進み木版画のつくり方(4)
［動］⑥グラデーションのつくり方
［作］だれも知らない①（22×30cm）
［作］だれも知らない②（22×30cm）
［英］ちょうこく刀　　woodworking chisel

5・6上 38・39 立体 だんボールで、試して、つくって 2 1
［作］汽車（高さ21cm）
［作］ツリーハウスでのくらし（高さ33cm）
［英］だんボール　　cardboard

5・6上 40・41 工作 Myキャラが動き出す 1 ［英］はさみ　　scissors
5・6上 42・43 工作 そっと見てね、ひみつの景色 1 ［英］接着剤　　adhesive

5・6上 50・51 学びの資料 造形の引き出し 5 1

［動］①ほり進み木版画のつくり方(1)
［動］②ほり進み木版画のつくり方(2)
［動］③ほり進み木版画のつくり方(3)
［動］④ほり進み木版画のつくり方(4)
［動］⑤グラデーションのつくり方
［他］⑥クイズ(1)　平刀でほったのは、どちら？

5・6上 52・53 学びの資料 造形の引き出し 2 2

［動］①ペンチ・はりがねの使い方(1)
［動］②ペンチ・はりがねの使い方(2)
［他］③クイズ(1)　番号が大きくなるほど太くなる？
［他］④クイズ(2)　ペンチのどこで切る？

5・6上 54・55 学びの資料 造形の引き出し 4 3

［動］①電動糸のこぎりの使い方(1)
［動］②電動糸のこぎりの使い方(2)
［動］③電動糸のこぎりの使い方(3)
［動］④紙やすりの使い方
［他］⑤クイズ(1)　電動糸のこぎりの はの向きは？
［他］⑥クイズ(2)　はを取りつけるときは？
［他］⑦クイズ(3)　木材を切るのに てきしたものは？

5・6下 5 導入 目次 ５・６下 コンテンツの一覧

5・6下 8・9 絵 わたしのお気に入りの場所 2 3 1 1

［動］①水さい絵の具の使い方(1)
［動］②水さい絵の具の使い方(2)
［動］③水さい絵の具の使い方(3)
［他］④絵の具をまぜると
［作］思い出の図書室（38×54cm）
［作］お世話になったバスケットゴール（54×38cm）
［英］カラーペン　　felt-tip pen

5・6下 10・11 立体 今の気持ちを形に 2 1
［作］イルカの親子（高さ14cm）
［作］幸せを花束に（高さ13cm）
［英］布切れ　　cloth rags

5・6下 12・13 絵 いろどり、いろいろ●形と色でショートチャレンジ 1 ［英］水さい用の筆　　watercolor brush

5・6下 14・15 工作 木と金属でチャレンジ 2 4 1

［動］①ペンチ・針金の使い方(1)
［動］②ペンチ・針金の使い方(2)
［動］③紙やすりの使い方
［動］④小刀の使い方
［作］伝説の馬（高さ21cm）
［作］鉄ぼう（高さ22cm）
［英］紙やすり　　sandpaper

5・6下 16・17 造形遊び 入り口の向こうには… 1 ［英］ねん着テープ　　adhesive tape



コンテンツ数
作品例 動画 英単語音声 その他

備考（動画内容など）学年 ページ 内容領域 題材名

5・6下 18・19 工作 ★ひらめきコーナー 3
［動］①動くおもちゃ(1)
［動］②動くおもちゃ(2)
［動］③動くおもちゃ(3)

5・6下 22・23 工作 きらめき劇場 1 1
［作］①LEDの色ちがい
［英］ペットボトル　　plastic bottle

5・6下 24・25 絵 時空をこえて 1 1
［作］ロスでチアリーディング（38×54cm）
［英］毛筆　　writing brush

5・6下 26・27 絵 みんなのお話始まるよ 1 ［英］ドライバー　　screwdriver

5・6下 30・33 鑑賞 龍を見る 2
［英］かなづち　　hammer
［英］和紙　　Japanese paper

5・6下 34・35 絵 墨から生まれる世界 2 1
［作］空に向かってうずまく木（54×39cm）
［作］修行～寺院にて～（120×28cm）
［英］墨じゅう　　India ink

5・6下 36・37 絵（版） ひびき合う形と色を求めて 2 4 1

［動］①スチレンボード版画のつくり方(1)
［動］②スチレンボード版画のつくり方(2)
［動］③スチレンボード版画のつくり方(3)
［動］④グラデーションのつくり方
［作］未知の色（39×54m）
［作］左右ちがう世界（30×22cm）
［英］カッターナイフ　　cutter knife

5・6下 38・39 立体 バランス・アンバランス 2 1
［作］無人島（高さ22cm）
［作］建物が月までとどいちゃった（高さ40cm）
［英］木工やすり　　wood file

5・6下 40・41 工作 わたしはデザイナー　12さいの力で 2 4 1

［動］①製作の手順とポイント(1)
［動］②製作の手順とポイント(2)
［動］③製作の手順とポイント(3)
［動］④製作の手順とポイント(4)
［作］オハナバコ（高さ14cm）
［作］カラフルなたな（高さ26cm）
［英］ちょうつがい　　hinge

5・6下 42・43 工作 夢の新製品 2 1

［作］イメージした形にしてくれるヘアーメイク機（高さ
13cm）
［作］子ども服製造器（高さ65cm）
［英］木ねじ　　wood screw

5・6下 50・51 学びの資料 造形の引き出し 4

［動］①スチレンボード版画のつくり方(1)
［動］②スチレンボード版画のつくり方(2)
［動］③スチレンボード版画のつくり方(3)
［動］④グラデーションのつくり方

5・6下 52・53 学びの資料 造形の引き出し 7 5

［動］①電動糸のこぎりの使い方(1)
［動］②電動糸のこぎりの使い方(2)
［動］③電動糸のこぎりの使い方(3)
［動］④電動糸のこぎりの使い方(4)
［動］⑤電動糸のこぎりの使い方(5)
［動］⑥電動糸のこぎりの使い方(6)
［動］⑦げんのうの使い方
［他］⑧クイズ(1)　電動糸のこぎりの はの向きは？
［他］⑨クイズ(2)　くぎあな用に てきした きりは？
［他］⑩クイズ(3)　げんのうのどちらの面を使う？
［他］⑪クイズ(4)　木材をおさえる道具は？
［他］⑫クイズ(5)　木材がけずれるときは、いつ？

5・6下 57 学びの資料 コンピュータを活用しよう 1
［他］クイズ(1)　インターネットを利用するとき、正しい
のは どちら？


	表紙
	コンテンツ一覧

