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教科書に掲載した
各地域の取り組みや
主な掲載作家・作品
全 国のさまざまな 造 形 活 動 や 美 術 館 の 取り組 み，

美術作品などが掲載され，生徒が自分たちの住む地

域や全国の地域に関心を持ち，活動の参考にできる

ように配慮しています。

● 関東

地域 学年 頁 掲載内容

茨城県 2・3下 51 2016年茨城県北芸術祭

茨城県牛久市 1 74 うしく現代美術展

茨城県つくば市 1 44 宇宙航空研究開発機構（JAXA）のマーク

茨城県ひたちなか市 1 42 小佐原孝幸「ひたちなか海浜鉄道駅名標」

群馬県 2・3下　　60-61 中井精也「わたらせ渓谷鐡道／上神梅～本宿」

埼玉県さいたま市 1 75 さいたま市大宮盆栽美術館

埼玉県さいたま市 2・3上　52-53 埼玉県立小児医療センター／
tupera tupera「カリヨンの樹」

埼玉県さいたま市 2・3下　44 さいたま新都心「けやきひろば」

埼玉県東松山市 2・3上　63 丸木美術館／丸木位里・俊
「原爆の図　第1部・幽霊」

埼玉県北本市 2・3下　58 北里大学メディカルセンター

千葉県成田市 2・3上 38　　 成田空港のサイン計画

東京都 1 44 野老朝雄
「東京2020エンブレム　組市松紋」

東京都千代田区 2・3上 52 丸の内ストリートギャラリー／三沢厚彦
「Animal 2016-01B」

東京都千代田区 2・3下 20 第一生命ギャラリー／曽谷朝絵
｢Bathtub｣

東京都港区 1 34-37 根津美術館／尾形光琳「燕子花図」

東京都港区 2・3上 12 東京都立中央図書館特別文庫室／
歌川広重「はねたのわたし辨天の社」

東京都港区 2・3上 25 山種美術館／歌川広重
「大はしあたけの夕立」

東京都港区 2・3上 60 根津美術館／｢双羊尊｣

東京都新宿区 2・3上 54 手と目でみる教材ライブラリー／
｢手でみる絵／神奈川沖浪裏｣

東京都台東区 2・3上 62 東京藝術大学／高橋由一｢鮭｣

東京都墨田区 1 44 江戸東京博物館／佐藤晃一
「江戸東京博物館のマーク」

東京都墨田区 2・3上 24，
28-29，
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すみだ北斎美術館／
葛飾北斎「神奈川沖浪裏」

東京都墨田区 2・3上 54 すみだ北斎美術館／葛飾北斎「賀奈川
沖本杢之図」「船頭孫助洋中にたゞ よひて　
幽霊船を見る」「北斎肖像」

東京都世田谷区 2・3上 61 五島美術館／｢源氏物語絵巻｣

東京都渋谷区 2・3上 51 渋谷駅／岡本太郎「明日の神話」

東京都渋谷区 2・3上 63 国立代々木競技場／丹下健三

東京都八王子市 1 75 東京富士美術館

神奈川県横浜市 1 44 横浜市き章

神奈川県横浜市 1 74　　　横浜美術館

神奈川県横浜市 2・3上 53 ウィング上大岡／
奈良美智｢ワールド・イズ・ユアーズ｣

神奈川県横浜市 2・3下 50-51 2017年ヨコハマトリエンナーレ

神奈川県川崎市 2・3上 17 川崎市岡本太郎美術館／岡本太郎｢跳ぶ｣

神奈川県川崎市 2・3上 31 川崎市市民ミュージアム／アンリ・ド・
トゥールーズ＝ロートレック｢ムーラン・ルー
ジュのラ・グーリュ｣

神奈川県相模原市 2・3下 50 造形さがみ風っ子展

神奈川県箱根町 2・3上 31 ポーラ美術館／クロード・モネ｢睡蓮の池｣

神奈川県箱根町 2・3下 18 彫刻の森美術館／ヘンリー・ムーア
｢横たわる像：アーチ状の足｣

● 北海道

地域 学年 頁 掲載内容

北海道札幌市 1 44 札幌市き章

北海道札幌市 1 73 さっぽろ雪まつり

北海道札幌市 2・3上 31 北海道立近代美術館／
エミール・ガレ「鯉文花器」

北海道札幌市 2・3上 52-53 モエレ沼公園／イサム・ノグチ

北海道札幌市 2・3上 53 創成川公園／安田侃「生誕」

北海道札幌市 2・3下 37 公益財団法人アイヌ民族文化財団／
アットゥㇱ

北海道網走郡　　1 20 シゲチャンランド／大西重成「足長グモ」

● 東北

地域 学年 頁 掲載内容

青森県 1 29 遮光器土偶（青森県出土）

青森県十和田市 2・3上 52 十和田市現代美術館／日高恵理香
「商店街の雲」

宮城県仙台市 1 19 宮城県美術館／佐藤忠良「男の児」

宮城県仙台市 1 57 仙台七夕まつりと故郷復興プロジェクト

宮城県仙台市 2・3下 51 せんだいメディアテーク／
仙台・神戸こども絵画交流展

宮城県気仙沼市 1 75 リアス・アーク美術館

宮城県七ヶ浜町 2・3上 39 避難場所標識

秋田県横手市 2・3上 61 秋田県立近代美術館／小田野直武
「絹本著色不忍池図」

福島県猪苗代町 1 45 はじまりの美術館／大和田雄樹
「はじまりの美術館のマーク」

● 中部

地域 学年 頁 掲載内容

新潟県十日町市 2・3上 60 十日町市博物館／｢火焔型土器｣

2・3下 48-49

新潟県十日町市 2・3下 44 2000年大地の芸術祭　
越後妻有アートトリエンナーレ

新潟県十日町市 2・3下 50 2018年大地の芸術祭　
越後妻有アートトリエンナーレ

富山県富山市 1 45 富山県美術館／永井一正
「富山県美術館のマーク」

石川県金沢市 1 71 金沢21世紀美術館／オラファー・エリアソン
「カラー・アクティヴィティ・ハウス」

石川県金沢市 1 73 金沢駅／白江龍三「金沢駅東広場」

石川県金沢市 2・3上 22-23 金沢21世紀美術館／レアンドロ・エルリッヒ
「スイミング・プール」

福井県福井市 2・3下 33 一乗谷朝倉氏遺跡バーチャルガイド

山梨県韮崎市 2・3下 58 韮崎大村美術館

長野県長野市 2・3上 表紙 長野県信濃美術館　東山魁夷館／
東山魁夷「緑響く」

長野県長野市 2・3下 9 長野県信濃美術館　東山魁夷館／
東山魁夷「自画像」

長野県長野市 2・3下 50 ながのキッズ造形フェスタ

長野県松本市 2・3上 31 日本浮世絵博物館／葛飾北斎
「魚濫観世音」図

長野県諏訪市 1 55 北澤美術館／エミール・ガレ「ひとよ茸ランプ」

長野県茅野市 2・3上 60 茅野市尖石縄文考古館／「土偶（縄文の
ビーナス）」

岐阜県多治見市 1 74 多治見市モザイクタイルミュージアム

静岡県 1 44 静岡県章

静岡県静岡市 2・3上 62 静岡県立美術館／横山大観「群青富士」

静岡県浜松市 1 44 浜松市章

静岡県浜松市 1 75 浜松市秋野不矩美術館

静岡県熱海市 2・3上 61 MOA美術館／尾形光琳「紅白梅図屏風」

愛知県名古屋市 2・3上 51 久国寺／岡本太郎「歓喜」

愛知県名古屋市 2・3上 52 名古屋ルーセントタワー／minim++「A Tale 
of Stray Kittens -異世界旅行猫絵図-」

愛知県名古屋市 2・3下 54 名古屋城本丸御殿

愛知県豊橋市 2・3下 50 子ども造形パラダイス

愛知県岡崎市 2・3下 50 造形おかざきっ子展

愛知県豊田市 2・3上 47 トヨタ自動車株式会社／
「競技用チェアスキー」

愛知県
北名古屋市

2・3上 47 日進医療器株式会社／
「競技用チェアスキー」「バスケットボール
用車いす」「陸上競技用車いす」

● 近畿

地域 学年 頁 掲載内容

三重県伊勢市 2・3下 33 伊勢神宮　別宮　土宮

滋賀県大津市 2・3上 59 石山寺／「石山寺縁起絵巻」

滋賀県大津市 2・3下 18 滋賀県立近代美術館／コンスタンティン・
ブランクーシ「空間の鳥」

滋賀県甲賀市 2・3上 35 MIHO MUSEUM／尾形乾山
「乾山色絵竜田川図向付」

京都府京都市 1 32-33 建仁寺／俵屋宗達「風神雷神図屏風」

京都府京都市 1 56 祇園祭

京都府京都市 1 75 京都国際マンガミュージアム

京都府京都市 2・3上 58-59 髙山寺／伝　鳥羽僧正「鳥獣人物戯画」

京都府京都市 2・3上 61 相国寺／円山応挙「牡丹孔雀図」

京都府京都市 2・3上 61 慈照寺観音殿（銀閣）

京都府京都市 2・3下 30-31 蓮華王院（三十三間堂）／「阿修羅像」

京都府京都市 2・3下 31 広隆寺／「弥勒菩薩半跏思惟像」

京都府宇治市 2・3下 33 平等院鳳凰堂

京都府宇治市 2・3下 54 平等院鳳凰堂／「阿弥陀如来坐像」

京都府京都市 2・3下 54 教王護国寺講堂／「不動明王坐像」

京都府木津川市 2・3下 54 浄瑠璃寺／「吉祥天女像」

大阪府大阪市 1 44 大阪市章

大阪府大阪市 2・3上 49 大阪ステーションシティ／水戸岡鋭治

大阪府大阪市 2・3上 52 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
舞洲工場／フリーデンスライヒ・フンデルト
ヴァッサー

大阪府吹田市 2・3上 50 岡本太郎「太陽の塔」

大阪府茨木市 2・3上 36 光の教会／安藤忠雄

兵庫県神戸市 2・3上 53 若松公園／「鉄人28号」

兵庫県神戸市 2・3下 51 六甲山の上美術館「さわるみゅーじあむ」

兵庫県神戸市 2・3下 51　　　神戸っ子アートフェスティバル

奈良県奈良市 2・3上 61 興福寺／運慶「木造無著菩薩・世親菩
薩立像」

奈良県奈良市 2・3上 61 正倉院宝物／「平螺鈿背八角鏡」

奈良県奈良市 2・3下 30 興福寺／「阿修羅像」

奈良県奈良市 2・3下 30-31　新薬師寺／「薬師如来坐像」
「十二神将立像」「伐折羅像」

奈良県奈良市 2・3下 31 唐招提寺／「千手観音立像」

奈良県奈良市 2・3下 54 薬師寺東院堂／「聖観世音菩薩像」

奈良県奈良市 2・3下 54 東大寺戒壇堂／「増長天」

奈良県天理市 2・3上　48 天理駅前広場コフフン／佐藤オオキ

奈良県平群町 2・3上　58 朝護孫子寺／「信貴山縁起絵巻　飛倉
の巻・延喜加持の巻」

奈良県斑鳩町 2・3上　60 法隆寺金堂／止利仏師「釈迦三尊像」

奈良県斑鳩町 2・3下　31 法隆寺／「観音菩薩立像」

奈良県明日香村 2・3上　60 高松塚古墳／「西壁女子群像」

資料　各地域の取り組み，作家・作品など
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● 中国・四国

地域 学年 頁 掲載内容

鳥取県米子市 2・3上 49 森の隙間／河口佳介

島根県津和野町 1 57 鷺舞神事

岡山県・香川県 1 59 2010年瀬戸内国際芸術祭

広島県福山市 1 75 鞆の津ミュージアム

山口県萩市 2・3上 31 山口県立萩美術館・浦上記念館／
歌川広重「亀戸天神境内」

香川県丸亀市 1 75 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

香川県直島町 2・3上 53 直島・宮浦港緑地／草間彌生「赤かぼちゃ」

● 九州・沖縄

地域 学年 頁 掲載内容

福岡県 2・3下 46-47 九州新幹線「800系つばめ」

福岡県福岡市 1 44 福岡市章

福岡県福岡市 1 75 福岡市美術館

佐賀県唐津市 1 57 唐津くんち

佐賀県佐賀市 2・3下 24-25 佐賀県立美術館／池田学「誕生」

熊本県 1 43 佐藤幸雄
「くまもと農畜産物統一ブランドマーク」

大分県 2・3下 40 大分県PR動画「シンフロ」

宮崎県宮崎市 2・3下 13 宮崎県立美術館／ルネ・マグリット
「白紙委任状」

鹿児島県
鹿児島市

1 53 財団法人児玉美術館／河井寛次郎
「打薬三彩手壺」

鹿児島県
鹿児島市

2・3上 16 鹿児島市立美術館／フランク・ステラ
「より誤謬少なき鯨図2×」

沖縄県那覇市 2・3下 37 那覇市歴史博物館／「黄色地牡丹尾長
鳥霞文様紅型縮緬袷衣裳」

教科書に掲載した日本の世界文化遺産  
2・3下 p.52

地域　　 世界文化遺産

岩手県　 平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び
考古学的遺跡群―

栃木県　 日光の社寺　

群馬県　 富岡製糸場と絹産業遺産群

東京都　 ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動
への顕著な貢献―

山梨県，静岡県　 富士山―信仰の対象と芸術の源泉

岐阜県，富山県　 白川郷・五箇山の合掌造り集落

三重県，奈良県，和歌山県　 紀伊山地の霊場と参詣道

京都府，滋賀県　 古都京都の文化財（京都市，宇治市，大津市）

兵庫県　 姫路城

奈良県　 法隆寺地域の仏教建造物

奈良県　 古都奈良の文化財

島根県　 石見銀山遺跡とその文化的景観

広島県 原爆ドーム

広島県　 厳島神社

山口県，福岡県，佐賀県，
長崎県，熊本県，鹿児島県，
岩手県，静岡県　

明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼，造船，
石炭産業

福岡県　 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

長崎県，熊本県　 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

沖縄県　 琉球王国のグスク及び関連遺産群

地域　　 世界文化遺産

教科書に掲載した作家一覧

美術1

伊藤博敏

M.C.エッシャー　

オラファー・エリアソン　

大西重成

男鹿和雄

尾形光琳

岡本光市

小佐原孝幸

メアリー・スティーヴンソン・カサット　

エミール・ガレ　

河井寛次郎

川崎誠二

久山一枝

高塚和則

フィンセント・ファン・ゴッホ　

佐藤晃一

佐藤忠良

白江龍三

鈴木康広

祖父江慎

俵屋宗達

東洲斎写楽

野老朝雄

富田菜摘

名嘉睦稔

永井一正

新里明士

西塚涼子

西元祐貴

野田弘志

ハヤテノコウジ

東山魁夷

ヨハネス・フェルメール　

福田平八郎

ピエール・ボナール

堀宏治

蒔苗滋

三谷基

三谷龍二

ウィリアム・モリス　

森本仁

矢島光

横尾忠則

リサ・ラーソン　

ピエール＝オーギュスト・ルノワール　

レオナルド・ダ・ヴィンチ

フレデリック・レデッカー　

ノーマン・ロックウェル　

美術2・3下
ジョコ・アヴィアント　

池田学

M.C.エッシャー　

尾形光琳

勝部翔太

フリーダ・カーロ　

アントニ・ガウディ　

サンティアゴ・カラトラバ　

フランチェスコ・クレメンテ　

ザドック・ベン＝デイヴィッド

末次由紀

外尾悦郎

曽谷朝絵

サルヴァドール・ダリ　

エス・デブリン　

アレイ・ドーマー　

中井精也

永井秀幸

中村好文

エルネスト・ネト　

ジャン＝ミシェル・バスキア

東山魁夷

パブロ・ピカソ　

日向武史

ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ

深澤直人

藤子・F・不二雄

コンスタンティン・ブランクーシ　

ベン・シャーン

ルネ・マグリット

マ・ヤンソン／MADアーキテクツ

松本寛庸

ミケランジェロ・ブオナローティ

水戸岡鋭治

ヘンリー・ムーア　

クロード・モネ

ラファエロ・サンツィオ

ルネ・ラリック　

レオナルド・ダ・ヴィンチ

tupera tupera（亀山達矢・中川敦子）

ピオ・ディアス

マルセル・デュシャン

東洲斎写楽

エドガー・ドガ　

鳥羽僧正

止利仏師

ウジェーヌ・ドラクロワ

中ハシ克シゲ

奈良美智

イサム・ノグチ

林要

東山魁夷

パブロ・ピカソ

日高恵理香

トゥーラ・ヒルデン

ヨハネス・フェルメール

アイドゥン・ブユクタス

フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー

エンドレ・ペノベック

ディエゴ・ベラスケス

ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ　

ハンス・ヘンドリクス

ピーター・ヘンドリクス

星野道夫

デイヴィッド・ホックニー　

サンドロ・ボッティチェリ

本濃研太

松田権六

丸木位里・俊

丸山応挙

ミケランジェロ・ブオナルローティ

三沢厚彦

水戸岡鋭治

minim++

宮島達男

ジャン＝フランソワ・ミレー

村上隆

エドヴァルド・ムンク

クロード・モネ

八重樫亮

安田侃

山本雅

横山大観

レンブラント・ファン・レイン

アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック

オーギュスト・ロダン

美術2・3上
粟津潔

安藤忠雄

アンディ・ウォーホル　

歌川国芳

歌川広重

運慶

オラファー・エリアソン　

レアンドロ・エルリッヒ

尾形光琳

尾形乾山

岡本太郎

小田野直武

小野竹喬

アントニ・ガウディ　

カナレット

アドルフ・ムーロン・カッサンドル

葛飾北斎

亀倉雄策

エミール・ガレ

河口佳介

岸田劉生

喜多川歌麿

ピエール・キャロー

ジョルジョ・デ・キリコ

草間彌生

ポール・クリスチャンセン

クリスト，ジャンヌ＝クロード

グスタフ・クリムト　

黒田清輝

溪斎英泉

ポール・ゴーギャン　

アンディ＝ゴールズワージー

古賀春江

フィンセント・ファン・ゴッホ

佐藤オオキ

佐藤卓

茂本ヒデキチ

志村ふくみ

アルベルト・ジャコメッティ

新海誠

杉浦非水

フランク・ステラ

ロバート・スミッソン

雪舟等楊

高橋由一

高村光太郎

丹下健三

チームラボ

蔡國強

資料　各地域の取り組み，作家・作品など
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