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『小
学社会』で取りあげている地域

北海道斜里町（知床五湖）p.7
北海道札幌市（よさこいソーラン祭り）p.9
北海道北広島市（北海道の稲作と中山久蔵）

p.160-161
北海道伊達市（火山災害対策）p.112-113

北海道全域（寒冷地の暮らし）p.26-28，44-49
北海道稚内市（ロシアとの交流）p.49
北海道網走市（流氷観光破砕船）裏表紙
北海道斜里町・羅臼町（知床の自然） 

p.18-19，45，228，241
北海道・択捉島（日本の国土の範囲）p.13
北海道・北方領土（日本の国土の範囲）p.14-15

４ 年

５ 年

岐阜県岐阜市（コミュニティバス）p.156

山梨県昭和町（杉村健造 ･ 三郎医師と地域医療）p.156-157
静岡県浜松市（廃棄物処理事業）p.28-49
静岡県静岡市（地震・津波災害対策）表紙，p.84-99
静岡県・山梨県（富士山）p.9
新潟県三条市（水害対策）p.100-111
富山県富山市（電力供給事業）p.74-79
岐阜県白川村（白川郷）p.9

山梨県甲州市（ぶどうの生産）p.106
山梨県（日本にある世界遺産）p.241
静岡県（日本にある世界遺産）p.241
静岡県（富士山）p.203
静岡県（防砂林）p.216
静岡県（駿河湾のさくらえび漁）p.97
静岡県沼津市（大瀬まつり）p.113
静岡県富士市（津波避難タワーでの防災訓練）p.208
静岡県清水町（柿田川）p.251
長野県（飛驒山脈）p.21
長野県（大雪）p.203
長野県南牧村（高地の暮らし）p.27-29，36-41
長野県・岐阜県（御嶽山の噴火）p.204，207
長野県上田市（稲倉の棚田）表紙
新潟県南魚沼市（米の生産）p.62-81
新潟県新潟市（越後平野）p.63
新潟県十日町市（雪崩防止柵）p.213
石川県白山市（大雪）p.204
岐阜県白川村（白川郷）p.22-23
愛知県（ボランティアの植林活動）p.226
愛知県名古屋市（名古屋港）p.148

３ 年

４ 年

５ 年

和歌山県・奈良県・三重県（日本の世界遺産）p.9
京都府京都市（金閣）p.9
大阪府岸和田市（岸和田だんじり祭）p.9
大阪府枚方市（太陽光パネル）表紙
兵庫県尼崎市（あまがさきエコクラブ）p.50-51
兵庫県姫路市（姫路城）p.9

和歌山県紀の川市（農産物の直売所）p.113
和歌山県田辺市（天神崎）p.250
和歌山県・三重県・奈良県（日本にある世界遺産）p.240
奈良県（杉林）p.216
奈良県吉野町（植林の取り組み）p.226
奈良県奈良市など（日本にある世界遺産）p.240
奈良県斑鳩町（日本にある世界遺産）p.240
京都府・滋賀県　京都市など（日本にある世界遺産）p.240
大阪府吹田市（万博記念公園）裏表紙
大阪府吹田市（吹田くわい）p.116
大阪府摂津市（鳥飼なす）p.116
大阪府守口市（守口だいこん）p.116
大阪府東大阪市（阪神工業地帯）p.155

４ 年

５ 年

大分県大分市（大分メガソーラー）p.156

福岡県全域（県の地理的概要）p.12-25
福岡県福岡市（アジア太平洋こども会議・イン福岡 

ほか）p.200-211
福岡県太宰府市（大宰府政庁跡，太宰府天満宮）

p.178-189
福岡県岡垣町（アカウミガメの保護，びわ生産）

p.190-199
福岡県東峰村（小石原焼）p.164-173
佐賀県唐津市（唐津くんち）p.9
大分県竹田市（円筒分水）表紙
長崎県長崎市（長崎くんち）表紙
沖縄県那覇市（首里城）p.9
沖縄県那覇市（伊波普猷と沖縄文化）p.158-159

福岡県（棚田）p.203
福岡県苅田町（自動車工場） 

表紙，p.122-131，135，152
福岡県みやこ町（自動車部品工場）p.128
福岡県北九州市（八幡製鉄所）p.138
福岡県北九州市（環境保全活動）p.230-239
福岡県福岡市（新聞社）p.184-185
福岡県宗像市（日本にある世界遺産）p.240
佐賀県佐賀市など（医療における情報活用） 

p.198-199

３ 年

４ 年

５ 年

東京都新宿区（西新宿地区の変化）p.41
東京都品川区（中延商店街）p.63
神奈川県横浜市（３年の内容全て）

埼玉県さいたま市（見沼代用水と見沼新田の開発）p.132-153
埼玉県秩父市（秩父夜祭）p.9
東京都台東区（浅草）p.7
東京都練馬区（アニメーションによる地域振興）p.176-177
神奈川県相模原市（水道供給事業）p.52-71
神奈川県藤沢市（小笠原東陽と耕余塾）p.154-155
神奈川県箱根町（箱根寄木細工）p.174-175

栃木県など（渡良瀬遊水地）p.212
栃木県日光市（奥日光の自然）p.19
群馬県富岡市（日本にある世界遺産）p.241
茨城県（関東平野と利根川）p.21
茨城県常総市（水害）p.204
茨城県・千葉県（関東平野と利根川）p.21
千葉県香取市（低地の暮らし）p.27-29，50-55
千葉県成田市（成田国際空港）p.110，148
千葉県君津市（製鉄所）p.146，152
千葉県市原市（石油化学コンビナートの消火訓練）p.141
千葉県木更津市（東京湾アクアライン）p.162
千葉県千葉市（製鉄所）p.138
埼玉県春日部市（首都圏外郭放水路）p.212
東京都小笠原村（国土の範囲）p.12-15
東京都小笠原村（日本にある世界遺産）p.18-19，241
東京都品川区（コンテナターミナル）p.148
東京都大田区（トラックターミナル）p.149
東京都大田区（中小工場）p.156-157

３ 年

４ 年

５ 年

北海道根室市（さんま漁） 
p.83-89，92-95，97

北海道札幌市（アイヌ民族の文化）p.57
北海道千歳市（アイヌ民族の文化）p.56
北海道白老町（アイヌ民族の文化）p.57
北海道帯広市（使用済食用油の再生燃料）p.169
北海道新ひだか町（津波避難場所の表示）p.208

北海道白老町（アイヌ民族博物館・民族共生公園）
p.69

北海道新ひだか町（シャクシャイン像）p.147
北海道札幌市（克雪・利雪）p.56-61
北海道函館市（五稜郭）p.171

６ 年

東京都大田区（中小工場による人工心臓の開発）p.164
東京都渋谷区（放送局）p.174-181
東京都台東区（小売チェーンの情報活用）p.188-191
東京都台東区（日本にある世界遺産）p.241
神奈川県横浜市（石油タンクと製油所）p.140
神奈川県横浜市（京浜工業地帯）p.155
神奈川県川崎市（京浜工業地帯）p.155
神奈川県川崎市（東京湾アクアライン）p.162
神奈川県三浦市（三崎港の市場）表紙

栃木県日光市（東照宮）p.140
栃木県日光市（足尾銅山）p.192
群馬県富岡市（富岡製糸場）p.71，167，175
埼玉県行田市（さきたま史跡の博物館）p.84
埼玉県行田市（稲荷山古墳出土の鉄剣）p.85
東京都港区（東京タワー）p.71，223
東京都葛飾区（柴又の文化的景観）p.63
東京都葛飾区（戦争資料の保存）p.211
東京都墨田区（隅田公園）p.198
東京都墨田区（浅草サンバカーニバル）p.235
東京都新宿区・渋谷区（国立競技場）p.71
東京都世田谷区（育児支援の取り組み）p.34-40
東京都八王子市（租税教室）p.28
東京都府中市（掩体壕）p.211
東京都東大和市（旧日立航空機立川工場変電所）p.211
東京都調布市（武蔵野の森の太陽光発電パネル）p.265
東京都あきる野市（五日市憲法）p.187
神奈川県川崎市（向ヶ丘遊園駅の地下通路整備）p.62
神奈川県鎌倉市（朝比奈の切通し）p.110
神奈川県箱根町（箱根関所）p.157
神奈川県横浜市（サッカーワールドカップ大会）p.247

６ 年

大阪府東大阪市（中小工場）p.162-163
大阪府堺市（大型トラクターの組立工場）p.156
兵庫県明石市（いかなご漁）p.117
兵庫県神戸市（菓子製造所）p.152
兵庫県神戸市（阪神・淡路大震災）p.204，207
兵庫県姫路市（日本にある世界遺産）p.240

和歌山県串本町（トルコ軍艦遭難慰霊碑）p.183
和歌山県（南方熊楠と熊野の森）p.199
奈良県田原本町（唐古・鍵遺跡想像図）p.76-77
奈良県斑鳩町（法隆寺）p.92-93
奈良県奈良市（唐招提寺）p.98
奈良県奈良市（東大寺）p.96，97，99
滋賀県近江八幡市（安土城想像図）p.128-129
京都府京都市（下鴨神社の蹴鞠）p.101
京都府京都市（金閣・銀閣）p.70，116
京都府京都市（龍安寺）p.118-119
京都府京都市（祇園祭）p.120
大阪府大阪市（御堂筋のまちづくり）p.63
大阪府堺市（大仙古墳）p.70，84，86
大阪府吹田市（日本万国博覧会）p.179

６ 年

愛知県名古屋市・飛島村（藤前干潟）p.250
愛知県豊田市（中京工業地帯）p.154

新潟県十日町市（笹山遺跡出土の縄文土器）p.74
富山県砺波町（子供歌舞伎）p.155
静岡県静岡市（登呂博物館・登呂遺跡） 

表紙，p.68-69，80
山梨県富士川町（旧舂米小学校校舎）p.167

６ 年

長崎県対馬市（国土の範囲）p.14-15
長崎県佐世保市，平戸市（九十九島）p.20-21
長崎県南島原市（雲仙岳の噴火）p.204，207
長崎県南島原市（噴火で被災した校舎）p.213
長崎県長崎市（日本にある世界遺産）p.240
熊本県（トマトの収穫）p.58
熊本県（観光における情報活用）p.193
熊本県阿蘇地方（肉牛の飼育）p.107
熊本県益城町（地震災害）p.204
鹿児島県（ぶたの飼育）p.58
鹿児島県長島町（ぶりの養殖） 

p.83，90-91，95，97
鹿児島県垂水市（栽培漁業）p.96
鹿児島県鹿児島市（石油基地）p.148
鹿児島県屋久島町（日本にある世界遺産）

p.228，240
鹿児島県薩摩川内市（藺牟田池）p.250
沖縄県全域（暖かい土地の暮らし）p.26-35
沖縄県（珊瑚礁）p.203
沖縄県与那国町（国土の範囲）p.12
沖縄県石垣市（尖閣諸島）p.13-16
沖縄県今帰仁村など（日本にある世界遺産）

p.240

福岡県福岡市（板付遺跡）p.80
福岡県福岡市（博多・釜山間を結ぶ高速船）

p.254

６ 年

福岡県福岡市（金印の複製授与）p.87
福岡県福岡市（元寇防塁）p.113
福岡県桂川町（王塚古墳）p.105
福岡県北九州市（八幡製鉄所）p.192
佐賀県吉野ヶ里町・神埼市（吉野ヶ里遺跡）p.82，83
長崎県平戸市（平戸オランダ商館）p.149
長崎県対馬市（世界記憶遺産登録の記念式典）p.226
熊本県天草市（﨑津教会）表紙
熊本県熊本市（熊本城）p.73
熊本県和水町（江田船山古墳出土の鉄刀）p.85
熊本県山鹿市・菊池市（鞠智城）p.105
沖縄県糸満市（平和の礎）p.20
沖縄県糸満市（ひめゆり平和祈念資料館）p.21
沖縄県那覇市（首里城）p.70

中部地方近畿地方

広島県福山市（移動販売車）p.157

岡山県（貨物列車）p.149
岡山県倉敷市（瀬戸内工業地域）p.154
岡山県玉野市（森林整備事業）p.217
広島県広島市（土砂災害）p.204
広島県広島市（新幹線線路の耐震改修）p.210
広島県広島市（砂防ダム）p.212
広島県広島市（日本にある世界遺産）p.240
広島県廿日市市（日本にある世界遺産）p.240
鳥取県鳥取市（大雪）p.204

３ 年

５ 年

島根県隠岐の島町（竹島）p.13-16
島根県雲南市（たたら製鉄）p.138
島根県大田市（日本にある世界遺産）p.240

岡山県和気町（移住・定住支援）p.42
広島県広島市（平和記念式典）p.20
広島県広島市（原爆ドーム）p.71，213
広島県北広島町（壬生の花田植）p.120
広島県廿日市市（厳島神社）p.108
島根県松江市（コミュニティバス）p.42
島根県大田市（石見銀山遺跡）p.133

６ 年

中国地方

九州地方

北海道地方

関東地方

東北地方

青森県青森市（青森ねぶた）p.9
秋田県秋田市（雪害対策）p.114-115
宮城県仙台市（仙台七夕）p.9

青森県・秋田県（白神山地）p.219，241
秋田県（ぶな林）p.216
秋田県（新素材でつくられた橋）p.227
秋田県にかほ市（水田の様子）p.61
岩手県（漁業の様子）p.203
岩手県三陸地方（津波災害）p.206-207
岩手県宮古市（減災に向けたまちづくり）p.209

４ 年

５ 年

岩手県大船渡市（東日本大震災の津波災害）
p.204

岩手県大船渡市（津波の歴史を伝える劇）
p.213

岩手県一関市（森は海の恋人）p.100-101
岩手県岩手町（キャベツの生産）p.104-105
岩手県盛岡市・奥州市（南部鉄器）p.165
岩手県平泉町（日本にある世界遺産）p.241
宮城県（東日本大震災の津波災害）p.203
宮城県（東日本大震災の避難所）p.205
宮城県気仙沼市（森は海の恋人）p.100-101
宮城県亘理町（海岸林の再生）p.217

福島県（海上の風力発電設備）p.169
福島県西郷村（IC 部品工場）p.155

青森県青森市（三内丸山遺跡） 
p.70，74-75

青森県つがる市（遮光器土偶）p.74
青森県五所川原市（立佞武多）p.244
岩手県平泉町（中尊寺金色堂）p.115
岩手県釜石市（災害復旧・復興）p.48-55
宮城県（日本ユニセフ協会の活動）p.261
山形県酒田市（本間家旧本邸）p.73

６ 年

徳島県徳島市（阿波踊り，阿波人形浄瑠璃）
p.116-131

高知県高知市（よさこい祭り）表紙

徳島県上勝町（棚田）p.61
徳島県藍住町（にんじんの生産）p.102
徳島県鳴門市（津波避難マップ）p.208
愛媛県（みかんの収穫）p.58

４ 年

５ 年

高知県高知市，安芸市（なすの生産）p.103
高知県高知市（小学校校舎の耐震改修）p.210
高知県高知市（バイオマス発電所）p.225
高知県土佐町（林業）p.220-225

香川県琴平町（金丸座）p.155
高知県馬路村（ゆずの加工工場）p.43
高知県高知市（楠瀬喜多）p.185

６ 年

四国地方


