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中学社会『地理』で取り上げられている主な地域事例
令和3教　内容解説資料

九州地方
福岡県北九州市（洞海湾の移り変わり）p.182
福岡県北九州市（使用済み蛍光管のリサイクル作業）p.183
福岡県古賀市（職業体験で金属加工の作業を行う中学生）p.147
福岡県福岡市（福岡市から望む博多湾）p.176
福岡県福岡市（大型クルーズ船が寄港できる博多港の岸壁）p.176
佐賀県鹿島市（干潟の運動会，ガタリンピック）p.174
佐賀県佐賀市（５月の筑紫平野）p.180
長崎県佐世保市（九十九島）p.130
長崎県長崎市（鍋冠山からみた港町，長崎市街）p.27
長崎県南島原市（雲仙岳（平成新山）の火砕流）p.159
熊本県阿蘇市・高森町・南阿蘇村（噴火する阿蘇山）p.150
熊本県天草市（床に畳が敷かれた﨑津教会）p.132
熊本県熊本市（修復工事が進む熊本城）p.174
熊本県益城町
	 （熊本地震の被災地でのネパール人ボランティア）p.161
熊本県水俣市（水俣病の体験を聞く）p.175
熊本県水俣市
	 （世界の環境被害をテーマにした国際フォーラム）p.186
熊本県南阿蘇村（草原の野焼き）p.175
熊本県山鹿市（「山鹿灯籠浪漫・百華百彩」）表紙
大分県九重町（八丁原地熱発電所）p.178
大分県別府市（湯けむりが立ち上る温泉街）p.174
宮崎県えびの市・小林市・高原町・都城市，鹿児島県霧島市・湧水町
（霧島連山）p.152
宮崎県川南町（鶏ふんを活用した循環型のエコシステム）p.181
宮崎県西都市（温室で栽培されたピーマンの収穫）p.180

近畿地方
三重県伊賀市
	 （地域の特色を取り入れた「ご当地ナンバー」）p.27
三重県志摩市（英虞湾のリアス海岸）p.153
三重県松阪市（松阪牛の肥育）p.203
三重県四日市市（伊勢湾沿いの石油化学コンビナート）
p.220
滋賀県大津市（あゆの稚魚の水揚げ）p.203
滋賀県大津市（琵琶湖から流れ出る瀬田川）p.212
滋賀県大津市（琵琶湖で回収される外来魚）p.213
滋賀県長浜市（琵琶湖に注ぐ姉川河口の三角州）p.155
滋賀県（琵琶湖周囲の環境の移り変わり）p.212
京都府京都市（清水寺の本堂）p.204
京都府京都市（西陣織の作業の様子）p.204
京都府京都市（京都市の街並み）p.206
京都府京都市（古都としての景観に配慮した店舗）p.206
京都府京都市（京町家の住宅修復）p.207
京都府京都市（京町家の通り庭）p.207
京都府京都市（伏見稲荷大社を訪れた外国の観光客）p.207
京都府京都市（琵琶湖疏水の移り変わり）p.212
京都府宮津市（天橋立）p.202
大阪府泉佐野市・田尻町・泉南市（関西国際空港）p.211
大阪府大阪市
	 （2025年の大阪万博開催を祝う人たち）p.202
大阪府大阪市（大阪湾の臨海部）p.209
大阪府大阪市（大阪駅周辺の移り変わり）p.210
大阪府大阪市（卸売業の集まる船場地区）p.210
大阪府堺市（百舌鳥古墳群）p.202

大阪府堺市（民営化された地下鉄）p.276
大阪府豊中市（千里ニュータウン）p.211
大阪府東大阪市
	 （海底ケーブル用の鉄線を製造する工場）p.208
兵庫県明石市
	 （日本標準時子午線が通過する駅のホーム）p.9
兵庫県明石市（日本の標準時を示す時計塔）p.9
兵庫県明石市（子午線交番）p.21
兵庫県神戸市（神戸市南京町の春節祭）表紙
兵庫県神戸市（阪神・淡路大震災の被害）p.158
兵庫県神戸市
	 （「人と防災未来センター」での水の怖さの体験）p.209
兵庫県神戸市
	 （「まちなか防災空地」の整備前と整備後）p.277
兵庫県神戸市（整備された商店街とその整備前）p.277
兵庫県神戸市（神戸港震災メモリアルパーク）p.277
兵庫県姫路市（姫路城の花見客）p.203
奈良県上北山村
	 （紀伊山地・大台ケ原からみる豊かな森林）p.214
奈良県川上村（吉野杉の伐採）p.203
奈良県奈良市
	 （奈良公園の複数の言語で表示された看板）p.29
和歌山県北山村（観光いかだ下り）p.214
和歌山県北山村（いかだによる木材の運びだし）p.214
和歌山県田辺市（梅の収穫）p.202
和歌山県那智勝浦町
	 （熊野古道での平安時代の熊野詣の再現）p.132

中部地方
新潟県糸魚川市（フォッサマグナの断層）p.216
新潟県小千谷市（小千谷縮の雪さらし）p.217
新潟県燕市（金属洋食器の工場）p.218
新潟県新潟市（複数の言語で表示された看板）p.43
新潟県新潟市（信濃川の河口に広がる市街地）p.219
新潟県新潟市（米菓を生産する工場）p.227
新潟県新潟市（新潟県政記念館）裏表紙
新潟県南魚沼市（コンバインによる稲刈り）表紙
富山県高岡市（高岡銅器）p.226
富山県立山町（黒部ダム）p.154
富山県立山町（雪の壁を楽しむ観光客）p.157
富山県立山町（称名滝とハンノキ滝）p.217
富山県富山市（常願寺川）p.154
石川県羽咋市（千里浜の砂浜海岸）p.153
石川県輪島市（輪島塗）p.226
福井県坂井市（東尋坊）p.130
福井県鯖江市（眼鏡フレーム）p.226
山梨県甲州市・笛吹市（扇状地）p.155
山梨県富士河口湖町（富士山世界遺産センターの展示）p.217
山梨県富士吉田市・南都留郡
	 （地域の特色を取り入れた「ご当地ナンバー」）p.27
長野県大鹿村（天竜川と南アルプス）p.219
長野県大町市付近（上空からとらえたフォッサマグナ）p.152
長野県軽井沢町（観光客でにぎわう軽井沢）p.218
長野県川上村（８月に行われるレタスの収穫）p.224
長野県木曽町・王滝村，岐阜県下呂市・高山市
	 （噴煙を上げる御嶽山）p.216
長野県塩尻市（精密機械の工場）p.225
長野県千曲市（姨捨の棚田）p.130
長野県長野市（善光寺の門前町）p.27
長野県南木曽町（妻籠宿の歴史的な街並み）p.225
長野県松本市（穂高岳と涸沢カール）p.130
長野県松本市（観光客を乗せた低公害シャトルバス）p.225
岐阜県白川村（ライトアップされた合掌造りの集落）p.173
岐阜県高山市（春の高山祭）p.217
岐阜県海津市・三重県・愛知県（濃尾平野の輪中）p.216
静岡県磐田市（台地上の土地の利用）p.155
静岡県磐田市（オートバイ組み立て工場）p.221

静岡県掛川市（ピアノ製造工場）p.221
静岡県静岡市（みかん畑と東名高速道路）p.219
静岡県浜松市
	 （日本語の学習支援を受ける日系ブラジル人中学生）p.228
静岡県富士市（茶葉の摘み取り）p.222
静岡県富士宮市，富士市，御殿場市，裾野市，駿東郡小山町
	 （地域の特色を取り入れた「ご当地ナンバー」）p.27
静岡県三島市（宅地開発の進む東海道新幹線の沿線）p.165
静岡県焼津市（かつお節工場）p.223
愛知県田原市（栽培される電照菊）p.222
愛知県田原市（電照菊のビニールハウス）p.222
愛知県東海市（名古屋港に並ぶ輸出用の自動車）p.216
愛知県豊田市（自動車の組み立て工場）p.220
愛知県豊山町（航空機工場）p.218
愛知県名古屋市（地域調査の方法を学ぼう）p.133～145
愛知県名古屋市
	 （多くの人でにぎわう「有松絞りまつり」）p.146
愛知県名古屋市（「リニア・鉄道館」の展示）裏表紙

中国地方
鳥取県鳥取市（鳥取砂丘）p.130
鳥取県八頭町（過疎地域の廃屋）p.274
島根県出雲市（築地松のある家）p.189
島根県隠岐の島町（竹島）p.25
島根県江津市（三江線の代替バス）p.194
島根県浜田市（石見神楽の公演）p.189
島根県益田市（林業支援を行う地域おこし協力隊員）p.195
岡山県岡山市（マスカットの収穫）p.189
岡山県倉敷市（水島コンビナート）p.189
岡山県倉敷市（瀬戸大橋）p.198
岡山県瀬戸内市（山陽新幹線）p.198
岡山県総社市（大雨で氾濫した高梁川）p.154
広島県呉市（西日本豪雨の被災地で浴場を開放した自衛隊の艦船）p.161

広島県広島市（西日本豪雨で土砂に押し流された住宅）p.159
広島県広島市
	 （広島市を本拠地とするプロ野球チームの試合）p.188
広島県広島市（太田川の三角州）p.188
広島県広島市
	 （中国地方における地方中枢都市の発達）p.192～193
広島県広島市（原爆ドーム前を通る被爆した路面電車）p.193
広島県福山市（「鞆の浦」の朝鮮通信使再現パレード）p.190
広島県福山市（軽自動車による移動スーパー）p.194
広島県三次市（廃止された三江線）p.194
山口県下関市（市民祭で再現された朝鮮通信使の行列）p.190
山口県周防大島町（過疎地域の年齢別人口構成）p.165

宮崎県高千穂町（高千穂峡）p.175
宮崎県宮崎市（みやざき地頭鶏）p.181
鹿児島県指宿市（開聞岳）p.179
鹿児島県鹿児島市（桜島と鹿児島市街）表紙
鹿児島県鹿児島市（噴煙を上げる桜島）p.178
鹿児島県鹿児島市
	 （1914年の桜島の噴火で埋もれた神社の鳥居）p.178
鹿児島県鹿児島市
	 （シラスブロックを活用した路面電車の軌道敷き）p.179
鹿児島県鹿屋市（シラス台地の崖）p.174
鹿児島県志布志市（志布志港）p.181
鹿児島県三島村（薩摩硫黄島の硫黄岳）p.273
鹿児島県屋久島町（観察デッキから見た縄文杉）p.173
鹿児島県（かごしま黒豚）p.181
沖縄県石垣市（尖閣諸島）p.25
沖縄県糸満市（糸満ハーレー）裏表紙
沖縄県宜野座村（海に流れ出す赤土）p.184
沖縄県宜野湾市（アメリカ軍の普天間飛行場）p.185
沖縄県座間味村（慶良間列島）p.130
沖縄県座間味村（慶良間諸島の阿嘉島沖のさんご礁）p.184
沖縄県竹富町（沖縄の伝統的な家屋）p.175
沖縄県今帰仁村（１月末に花見を楽しむ人々）p.156
沖縄県那覇市（正月の様子が再現された首里城）p.185
沖縄県那覇市（沖縄の伝統芸能，エイサー）p.185
沖縄県南大東村（さとうきびの収穫）p.175
沖縄県与那国町（与那国島）p.22

北海道旭川市（二重のつくりによる住宅の玄関）p.262
北海道旭川市（アイヌ語地名も併記されている看板）p.270
北海道厚岸町（根釧台地の酪農）p.265
北海道厚真町（北海道胆振東部地震による大規模な土砂崩れ）p.147
北海道網走市（さけ・ますの放流）p.258
北海道網走市（オホーツク海の流氷の中を進む砕氷船）p.263
北海道岩内町（昆布巻きの加工作業）p.259
北海道・択捉島（墓地で手を合わせる元島民）p.259
北海道釧路市（松浦武四郎の像）p.258
北海道釧路市（太平洋側の海で発生する濃霧）p.263
北海道釧路町（釧路湿原）p.131
北海道札幌市（屯田兵の宿舎）p.261
北海道札幌市（「さっぽろ雪まつり」を楽しむ観光客）p.268
北海道札幌市（「YOSAKOIソーラン祭り」の様子）p.268
北海道札幌市（北海道庁の外壁にプロジェクションマッピングで投影された
アイヌ文様）p.270
北海道札幌市（先住民族音楽祭でのアイヌ音楽の演奏）p.271
北海道猿払村（養殖したほたての水揚げ）p.266

北海道鹿追町（陸上競技用グランドを利用したスケートリンク）p.262
北海道鹿追町（道路の端を示す標識）p.262
北海道斜里町（知床五湖の高架木道）p.258
北海道白老町（民族共生象徴空間「ウポポイ」）p.271
北海道壮瞥町（洞爺湖有珠山ジオパークの昭和新山のガイドツアー）
p.269
北海道伊達市・壮瞥町・洞爺湖町（有珠山と洞爺湖）p.131
北海道伊達市・壮瞥町・洞爺湖町・豊浦町（有珠山火山防災マップ）
p.161
北海道津別町（さけの栽培漁業）p.266～267
北海道鶴居村（釧路湿原のタンチョウヅル）p.263
北海道ニセコ町（スキーリゾート）p.262
北海道登別市（知里幸恵『アイヌ神謡集』序文）p.259
北海道函館市（函館山）p.131
北海道函館市（五稜郭）裏表紙
北海道東川町（碁盤目状に区画された上川盆地の水田）p.260
北海道芽室町（じゃがいもの収穫）p.264
北海道（北方領土をめぐる問題）p.24

北海道地方

青森県青森市（青森ねぶたまつり）p.250
青森県板柳町（りんご栽培）p.255
青森県黒石市（中町こみせ通りの雁木）p.249
青森県八戸市（八戸えんぶり）p.245
青森県八戸市（くじら雑煮）p.248
（青森県）（台湾での青森産りんごのプロモーション）p.255
（青森県五所川原市）
	 （ブラジルのカーニバルに登場した立佞武多）p.106
岩手県一関市（伝統的な農村景観の保全）p.252
岩手県大船渡市（リアス海岸の地形）p.247
岩手県釜石市（釜石東中学校の津波防災教育）p.161
岩手県滝沢市（チャグチャグ馬コ）p.249
岩手県田野畑村（北山崎の「やませ」による海霧）p.246
岩手県遠野市（南部曲家の間取り）p.249
岩手県八幡平市（りんどうの収穫）p.254
岩手県花巻市（早池峰神楽）p.251
岩手県宮古市（地震にともなう津波）p.158

岩手県宮古市（三陸鉄道リアス線の開通）p.244
岩手県・宮古地方（くるみだれつきの雑煮）p.248
岩手県盛岡市（盛岡さんさ踊り）p.244
岩手県盛岡市（南部鉄器の制作）p.248
宮城県気仙沼市（東日本大震災の震災遺構）p.245
宮城県仙台市（はぜなどが入った雑煮）p.248
宮城県仙台市（七夕まつり）p.250
宮城県仙台市（秋保の田植踊）p.251
宮城県仙台市（東北地方の中心都市）p.253
宮城県仙台市（東北六魂祭）p.256
宮城県大和町
	 （インターチェンジ付近にある自動車工場）p.253
宮城県東松島市
	 （震災遺構の駅で開催されたミュージカル）p.256
秋田県秋田市（年中行事なまはげ）p.244
秋田県秋田市（竿燈まつり）p.250
秋田県大館市（大館曲げわっぱの制作）p.245

秋田県男鹿市（海藻が入った雑煮）p.248
秋田県横手市（雪おろし作業）p.159
山形県上山市（蔵王スキー場の樹氷）p.156
山形県酒田市（稲の刈り入れと脱穀）p.252
山形県酒田市（カントリーエレベーター）p.253
山形県庄内町（「清川だし」を利用した風力発電）p.254
山形県・庄内地域
	 （地域の特色を取り入れた「ご当地ナンバー」）p.27
山形県鶴岡市（丸餅の雑煮）p.248
山形県東根市（観光農園でのさくらんぼ狩り）p.244
山形県山辺町（稲の天日干し）p.252
福島県会津美里町
	 （伊佐須美神社の「御田植祭」の田植式）p.251
福島県北塩原村（磐梯山と毘沙門沼）p.131
福島県下郷町（大内宿の街並み）p.245
福島県南相馬市
	 （相馬野馬追祭りで行われる甲冑競馬）p.173

東北地方

茨城県八千代町（はくさいの収穫）p.231
栃木県日光市（華厳滝と中禅寺湖）p.230
群馬県板倉町，栃木県栃木市，埼玉県加須市（３県の県境）p.26
群馬県大泉町（日本語とポルトガル語の表記による看板）p.241
群馬県大泉町（ブラジル人学校での授業）p.241
群馬県草津町（草津温泉の湯畑）p.230
群馬県嬬恋村（キャベツ生産）p.239
群馬県沼田市（河岸段丘の地形）p.131
埼玉県春日部市（首都圏外郭放水路）p.231
埼玉県加須市（工場で働くベトナム人）p.230
埼玉県熊谷市（夏の内陸地域の高温）p.232
埼玉県さいたま市（さいたま新都心）p.236
埼玉県本庄市（高速道路沿いの工業団地）p.238
埼玉県美里町（観光農園のブルーベリー狩り）p.239
千葉県浦安市（過密地域の人口構成）p.165
千葉県香取市（地域の特色を取り入れた「ご当地ナンバー」）p.27
千葉県九十九里町・山武市（九十九里浜の地形）p.131
千葉県千葉市（幕張メッセで開催された東京ゲームショウ）p.236
千葉県銚子市（銚子ジオパークの屏風ヶ浦）p.273
千葉県成田市（成田国際空港）p.231
東京都大田区（金属加工の工場）p.238
東京都小笠原村（沖ノ鳥島）p.22

東京都小笠原村（南鳥島）p.22
東京都小笠原村（西之島）p.22
東京都小笠原村（イルカウォッチング）p.233
東京都江東区（伊能忠敬の像）p.131
東京都江東区（豊洲市場のまぐろの競り）p.231
東京都江東区（上り階段のある地下鉄の入り口）p.242
東京都新宿区（関東平野に広がる市街地）p.232
東京都新宿区・豊島区（エスニックタウン）p.240
東京都台東区（浅草寺の仲見世通り）p.20
東京都中央区（臨海部のオリンピック・パラリンピック選手村）p.235
東京都千代田区（東京駅丸の内駅舎）表紙
東京都千代田区（東京駅と通勤する人々）p.231
東京都千代田区（霞が関周辺の都心）p.234
東京都千代田区（情報や文化を発信する産業）p.241
東京都千代田区（「風の道」に配慮した都市開発）p.242
東京都練馬区（アニメーション制作会社）p.169
東京都八王子市・多摩市（地域の課題を調べる）p.278～279
東京都町田市（関東ロームの地層）p.232
東京都[江東区・大田区]（廃棄物埋立処分場）p.276
神奈川県川崎市（京浜工業地帯）p.238
神奈川県横須賀市（津波ハザードマップの例）p.160
神奈川県横浜市（横浜みなとみらい21地区の開発）p.230

関東地方

四国地方
徳島県上勝町（タブレット型端末を利用した生産活動）p.197
徳島県上勝町（柿の葉やもみじの包装作業）p.197
徳島県上勝町（町の「ごみステーション」）p.275
徳島県上勝町（廃材のリサイクルで建てられた店）p.275
徳島県神山町（農村に進出したオフィス）p.275
徳島県鳴門市（大鳴門橋）p.198
香川県丸亀市（ため池の多い讃岐平野）p.191
愛媛県八幡浜市（トロッコを利用したみかんの収穫）p.189
高知県安芸市（台風11号の接近で高波が押し寄せる漁港）p.147
高知県馬路村（ゆずを使った商品とゆず商品の製造工場）p.196

高知県黒潮町（津波避難タワー）p.158
高知県高知市（地球番地，33番地）p.13
高知県高知市
	 （南海トラフ地震発生時の災害について学ぶ人々）p.188
高知県高知市（寺田寅彦の像）p.188
高知県高知市（複合施設「オーテピア」）p.276
高知県四万十市
	 （観光客でにぎわう四万十川の沈下橋）p.173
高知県四万十町（四万十川と四万十地栗）p.200
高知県南国市（高知平野）p.130


