
平成22年度「学校図書館との連携による学習支援プロジェクト」
国立国会図書館国際子ども図書館

北海道 東北 東山（北関東甲信） 東海 近畿 中国・四国 九州 沖縄

寒冷地、広大な土地，
濃霧

やませ、リアス海岸 日本アルプス 濃尾平野
瀬戸内海、鳥取砂丘，
三つの気候

桜島、阿蘇山、火山、
シラス、集中豪雨

亜熱帯、台風

釧路湿原、防雪，火山 白神山地 輪中 琵琶湖 ため池
屋久島、有明湾干潟
環境モデル都市（北九
州，水俣）

さんご礁

2 生活文化・歴史 アイヌ、開拓使
青森ねぶた祭、夏祭り、
角館
保存食

歴史的景観保全（白川
郷、南木曾）

用水路の開発，
宿場町

古都、歴史的景観
商都大阪

平和記念都市広島
（海上交通）

大陸・ヨーロッパ文化の
窓口
（アジアとの交流）

琉球王国、米軍統治
ゴーヤチャンプル、
エイサー、島唄、三線

3 農林水産業
じゃがいも、酪農、大規
模畑作、稲作の北進
北洋漁業

米、果物（さくらんぼ、り
んご）
養殖，栽培漁業

果物（ブドウ、りんご、も
も）、高原野菜

茶、電照菊、施設園芸農
業

近郊農業、みかん
吉野林業

みかん、牡蠣、21世紀
梨、砂丘農業、和牛、高
知平野の野菜
沿岸漁業と養殖

北部の稲作
畜産（牛、豚、鶏）、ハウ
ス野菜、いちご
西海漁業と養殖

さとうきび、パイナップ
ル、花卉栽培

観光産業
さっぽろ雪まつり、知床

避暑地，観光農園 伊豆
国際観光都市、伊勢神
宮

温泉、アジア人観光客
観光産業，リゾートホテ
ル、エコツーリズム

パルプ工業、鉄鋼、食料
品工業

発電所（原子力、風力）、
ＩＣ工業
伝統工業

精密機械工業（カメラ）、
内陸工業団地

中京工業地帯、自動車，
窯業（美濃焼）、ファイン
セラミックス
東海工業地域，紙

阪神工業地帯、清酒、中
小工場（東大阪）、伝統
的工芸品

瀬戸内工業地帯、石油
化学、造船
内陸工業団地

北九州工業地帯、鉄
鋼、IC工業，窯業（有田
焼、伊万里焼）

工業の遅れ

5 人口，都市・村落 札幌 仙台 過疎 名古屋大都市圏
大阪大都市圏、私鉄の
郊外開発、ポートアイラ
ンド，ニュータウン

広島
過疎，町おこし・村おこ
し，馬路村のゆず

福岡
離島

長寿（男女の違い）

他地域との関わり 北方領土 東北新幹線
中央自動車道
大都市とのつながり

名古屋港、セントレア（中
京国際空港）、東海道

関西国際空港、神戸港
本四連絡橋
中国自動車道

アジアとの交流 アメリカ軍基地

北海道の開拓と先住民 稲作と果樹栽培 北関東の産業の変化 中京工業地帯 琵琶湖 山陰の農業と人口 北九州の工業の変化 独特の自然

北海道の農業 太平洋岸の漁業 盆地の農業の変化 東海工業地域 古都の景観と観光 瀬戸内の農業と漁業 福岡市とアジア 琉球文化

北海道の観光 工業の変化 高原野菜 名古屋 阪神工業地帯 瀬戸内工業地域 環境モデル都市 農業の変化

札幌 伝統的な生活文化 観光の発展と影響 集約的な農業 大阪と神戸 南四国の農業と人口 火山とシラス 観光産業

北洋漁業と北方領土 仙台 工業の進出と変化 輪中 紀伊半島の林業 本四連絡橋 南九州の農業 アメリカ軍基地

（北海道の開発：工業も） （静岡県の茶とみかん） （ニュータウン） （広島）

対象地域 北海道 宮城 栃木 愛知 奈良 愛媛    　　鳥取 大分　　　　　熊本 沖縄

秋田 長野 静岡 京都 岡山　　　　広島 長崎　　　　　福岡

山形 山梨 岐阜 和歌山 香川　　　　山口 鹿児島

青森 茨城 三重 大阪 高知 宮崎

福島 群馬 兵庫 島根 佐賀

岩手 （岐阜） 滋賀 徳島 熊本

学習のポイント
（５つのテーマ）

グループ分け

「日本の諸地域調べ」学習用ブックリスト　選書用キーワード　＜授業者が修正した最終版＞

1 自然環境

4 工業・第三次産業

生徒が自分の調査テーマ
として考えると予想される
テーマ

※赤字は、授業者が追加した部分（教科書中のキーワードをピックアップ）。太字は、当該授業において調査対象となるキーワード。

参考－２ 



平成22年度「学校図書館との連携による学習支援プロジェクト」
国立国会図書館国際子ども図書館

北海道 東北 東山（北関東甲信） 東海 近畿 中国・四国 九州 沖縄

1
地理的特色（地形、気
候、自然環境）

寒冷地、広大な土地
やませ、リアス式海岸、
奥羽山脈

富士山、日本アルプス 日本の中央、濃尾平野 大阪湾 瀬戸内海、日本海
九州山地、筑紫平野、
桜島

160の島々、亜熱帯、台
風

2 歴史 アイヌ、開拓使 奥の細道、伊達政宗
武田信玄、登呂遺跡、
長野オリンピック

織田信長、豊臣秀吉、
徳川家康

古都
出雲大社、広島原爆、
源平合戦、坂本竜馬

邪馬台国、キリスト教
伝来、長崎原爆、南蛮
文化、西郷隆盛

琉球王国、ひめゆりの
塔（太平洋戦争）

3 観光
ニセコスキー場、アウト
ドア、さっぽろ雪まつり

青森ねぶた祭、蔵王ス
キー場

伊豆、善光寺 名古屋城、白川郷
国際観光都市、奈良京
都、伊勢神宮

鳥取砂丘、お遍路さ
ん、よさこい、阿波踊
り、金刀比羅宮

大宰府天満宮、雲仙、
湯布院温泉、博多どん
たく

リゾートホテル、沖縄
ちゅら海水族館

4 農業 じゃがいも、酪農
米、果物（さくらんぼ、り
んご）

果物（ブドウ、りんご、も
も）、茶、高原野菜

うなぎ 梅
みかん、フグ、牡蠣、21
世紀梨

畜産（牛、豚、鶏）、ハ
ウス野菜、いちご

さとうきび、パイナップ
ル

5
工業（資源、エネル
ギー）

パルプ工業、鉄鋼
発電所（原子力、風力、
火力）

精密工業（カメラ）、紙
中京工業地帯、自動車
（トヨタ）

阪神工業地帯、清酒
瀬戸内工業地帯、石油
化学、造船

北九州工業地帯、鉄
鋼、IC工業

6 その他の産業（商業） 観光業、漁業 漁業（まぐろ） 漁業 林業、窯業（美濃焼）
天下の台所（商業）、林
業、観光業

窯業（有田焼、伊万里
焼）

観光業

7 環境保全 釧路湿原、防雪 八郎潟の干拓 浜名湖 琵琶湖 宍道湖 屋久島、有明湾干潟 さんご礁

8
人口・都市村落（都市
化）

札幌 仙台 名古屋大都市圏 関西大都市圏 広島 福岡 長寿

9 生活・文化（食べ物） ジンギスカン
きりたんぽ、いも煮、か
まくら

サッカー
味噌カツ、名古屋コー
チン

上方文化、たこやき、お
笑い、京菓子

さぬきうどん、ももたろう
(岡山）

さつまいも、ちゃんぽん
ゴーヤチャンプル、エイ
サー

10
他地域との結び付き
（国際問題、交通）

北方領土 東北新幹線 中央自動車道、東海道
名古屋港、セントレア
（中京国際空港）、東海
道

関西国際空港、神戸港 瀬戸大橋
大陸文化の窓口、対
馬、種子島

アメリカ軍基地、琉球王
朝

北海道 青森 山梨 愛知 大阪　　　　奈良 広島　　　高知 福岡　　　　　鹿児島 沖縄

岩手 長野 岐阜 京都　　　　三重 岡山　　　香川 佐賀

宮城 静岡？ 兵庫 鳥取　　　徳島 長崎

福島 滋賀 島根 大分

山形 和歌山 山口 熊本

秋田 奈良 愛媛 宮崎

「日本の諸地域調べ」学習用ブックリスト　選書用キーワード　＜国際子ども図書館が最初に作成したたたき台案＞

※緑字は、最終版では採用されなかった部分。

学習のポイント
グループ分け

参考－２ 


	Copied Bookmark

