
中学校２年 社会

単元・題材名 学習内容（目標） コンテンツ名 ＵＲＬ キーワード検索

世界から見た日本のすがた

・ 日本の地域的特色を理解
する。
・ 日本の国土の特色を大観
できるようにする。

地理院地図を使ってみよう https://www.gsi.go.jp/KIDS/KIDS17.html 地理院地図

日本の諸地域①日本の南西
部　九州地方

　持続可能な社会の構築に
向けた環境保全の取り組み
について理解する。

NHK for School クリップ
社会 「九州地方の自然」

https://www.nhk.or.jp/school/clip/
NHK for Schoolクリップ
九州

地理院地図を使ってみよう https://www.gsi.go.jp/KIDS/KIDS17.html 地理院地図
広島市ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/ 広島市
NHK for School クリップ
「中国・四国地方の自然」

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E4
%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9C%B0%E6%96%B9

NHK for Schoolクリップ
中国地方

京都市文化市民局文化財保
護課「京都の文化遺産」

http://kyoto-bunkaisan.com/ 京都市　文化遺産

滋賀県　「琵琶湖の保全再生
について」

https://www.pref.shiga.lg.jp/biwakatsu/protect/in
dex.html

滋賀県　琵琶湖

NHK for Schol　クリップ「中
部地方の産業と交通」

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E4
%B8%AD%E4%BA%AC%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%
9C%B0%E5%B8%AF&cat=all&from=1&sort=ranking

ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ　クリップ
中部地方　産業

NHK for School  「北陸はどう
して地場産業が盛んなの？」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120466_00000

ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
中部地方　北陸

日本の諸地域③日本の中央
部関東地方

　他地域との結びつきの影
響を受けながら地域が変容
していることについて理解す
る。

NHK for School  「なぜ群馬
県には多くの外国人が暮らし
ているの？」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120467_00000

ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
関東地方

日本の諸地域③日本の東北
部東北地方

　近年の都市化や国際化に
よって地域の伝統的な生活・
文化が変容していることにつ
いて理解する。

NHK for School  「なぜ東北
地方では果物の栽培が盛ん
なの？」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120468_00000

ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
東北地方

日本の諸地域③日本の東北
部北海道地方

　自然環境が地域の人々の
生活や産業と深い関係を
持っていること、地域の自然
災害に応じた防災対策が大
切であることなどについて理
解する。

NHK for School  「なぜ北海
道ではたくさんの食材がとれ
るの？」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120469_00000

ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
北海道地方

※　内容に関するお問い合わせは、名古屋市教育委員会　
     指導室（０５２－９７２－３２３２）にご連絡ください。

日本の諸地域①日本の南西
部　中国・四国地方

　過密・過疎問題の解決が地
域の課題となっていることに
ついて理解する。

【地理的分野】

日本の諸地域②日本の中央
部　近畿地方

　地域の地理的事象の形成
や特色に歴史的背景が関
わっていることについて理解
する。

日本の諸地域②日本の中央
部　中部地方

　産業の成り立ちや動向、地
域社会に果たす役割につい
て理解する。
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NHK for School クリップ
社会「ダイコウカイジダイ」

https://www.nhk.or.jp/school/clip/
NHK for Schoolクリップ
ダイコウカイジダイ

NHK for School クリップ
　社会「マチュピチュ」

https://www.nhk.or.jp/school/clip/
NHK for Schoolクリップ
マチュピチュ

NHK for School　10min
ボックス　「戦国の動乱から
天下統一へ」

https://www.nhk.or.jp/syakai/10min_nihonshi/?da
s_id=D0005120370_00000

NHK for School
天下統一

NHK for School　クリップ
「桃山文化」

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E5
%AE%89%E5%9C%9F%E6%A1%83%E5%B1%B1%E6%99
%82%E4%BB%A3

NHK for School
安土桃山

NHK for School　クリップ
「南蛮文化」

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E5
%8D%97%E8%9B%AE%E6%96%87%E5%8C%96

NHK for School
南蛮文化

文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/
文化遺産オンライン
（他の単元でも活用可）

近世の日本と世界～幕藩体
制の確立と鎖国～

NHK for School　10min
「幕藩体制の確立」

近世の日本と世界～経済の
成長と幕政の改革～

NHK for School　クリップ
「江戸時代の身分制度」

NHK for School クリップ「アメ
リカ独立宣言」

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E3
%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%80
%80%E7%8B%AC%E7%AB%8B&cat=all&from=1&sort
=ranking

NHKforSchool　アメリカ　独
立

NHK for School クリップ「基
本的人権とは」

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E3
%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%9D
%A9%E5%91%BD&cat=all&from=1&sort=ranking

NHKforSchool　フランス　人
権

近代の幕開け～開国と幕府
政治の終わり

NHK for School １０ｍｉｎボッ
クス「幕末の日本」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120365_00000

NHKforSchool　日米和親条
約

近代の日本と世界～明治維
新と立憲国家への歩み

NHK for School １０ｍｉｎボッ
クス「近代国家の成立～明
治政府～」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120366_00000

NHKforSchool　明治政府

近代の日本と世界～激動す
る東アジアと日清・日露戦争

NHK for School １０ｍｉｎボッ
クス「日清・日露戦争」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120316_00000

NHKforSchool　日清・日露戦
争

近代の日本と世界～近代の
産業と文化の発展

NHK for School １０ｍｉｎボッ
クス「近代産業の発達」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005120367_00000

NHKforSchool　近代産業

近世の日本と世界～天下統
一への歩み～

　戦乱の世が統一されていく
様子を世界との関わりを通し
て捉える。

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E5
%B9%95%E8%97%A9%E4%BD%93%E5%88%B6

我が国が国内の制度を整え
ながら、大陸への進出を通し
て国際的地位を向上させて
いった経緯を理解する。

NHK for School
幕藩体制

近代の幕開け～近代世界の
確立とアジア

　江戸時代の様々な国内政
策によって確立していった幕
藩体制の特色とその移り変
わりを理解する。

近世の日本と世界～結びつ
く世界との出会い～

　戦乱の世が統一されていく
様子を世界との関わりを通し
て捉える。

【歴史的分野】
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