
地域 領域 頁 事例 地域 領域 頁 事例

北海道 食生活 53 こんぶ 滋賀県 食生活 56 なす

北海道 食生活 56 じゃがいも，海そう 滋賀県 伝統文化 131 信楽焼

北海道 食生活 57 ちゃんちゃん焼き 京都府 食生活 56 九条ねぎ

北海道 食生活 75 いももち 京都府 食生活 56 壬生菜

北海道 住生活 69 二重扉の玄関 京都府京都市 伝統文化 131 京都の町家

北海道札幌市 住生活 69 年間気温の変化 大阪府 食生活 56 大阪しろな

北海道札幌市 住生活 95 最低気温が25度以上の日数 大阪府 食生活 75 あわおこし

地域 領域 頁 事例 大阪府 住生活 69 年間気温の変化

青森県 食生活 53 こんぶ 大阪府 住生活 95 最低気温が25度以上の日数

秋田県 食生活 57 みそたんぽ 大阪府 伝統文化 131 箱ずし

秋田県大館市 伝統文化 131 まげわっぱ 兵庫県 食生活 56 たまねぎ

岩手県 食生活 53 こんぶ 兵庫県 食生活 56 岩津ねぎ

岩手県 食生活 75 南部せんべい 兵庫県 食生活 57 ぼたんなべ

岩手県 食生活 119 くるみ雑煮雑煮 兵庫県 食生活 75 明石焼き

岩手県 伝統文化 131 南部鉄器 奈良県 食生活 56 大和まな

宮城県仙台市 食生活 57 しそ巻き，油ふのみそしる 奈良県 伝統文化 131 柿の葉ずし

宮城県仙台市 食生活 75 仙台駄菓子 和歌山県 食生活 57 金山寺みそ

宮城県仙台市 キャリア 43 羽生結弦選手の衣装デザイン 地域 領域 頁 事例

山形県 食生活 75 だだちゃもち 鳥取県 食生活 56 伯州ねぎ

福島県 伝統文化 131 会津塗 鳥取県 食生活 119 あずき雑煮

地域 領域 頁 事例 島根県 食生活 57 しじみじる

群馬県 食生活 75 焼きまんじゅう 岡山県 食生活 75 きびだんご

群馬県下仁田町 食生活 56 下仁田ねぎ 岡山県 伝統文化 131 祭りずし

栃木県 食生活 56 かんぴょう 広島県 食生活 57 かきの土手鍋

栃木県那須塩原市 食生活 57 甚五焼き 山口県 食生活 56 海そう

栃木県宇都宮市 食生活 112 バイキング給食 山口県 食生活 131 岩国ずし

茨城県 食生活 56 納豆 地域 領域 頁 事例

茨城県 食生活 57 あんこうのどぶじる 香川県 食生活 75 おいり

埼玉県 食生活 56 のらぼう菜 香川県 食生活 119 あんもち雑煮

埼玉県 食生活 56 さつまいも 徳島県 食生活 57 でこまわし焼き

埼玉県 食生活 75 いがまんじゅう 愛媛県 食生活 119 じゃこ天雑煮

埼玉県深谷市 食生活 56 深谷ねぎ 高知県 食生活 53 かつおぶし

東京都 住生活 69 年間気温の変化 高知県 食生活 75 いもけんぴ

東京都 住生活 95 最低気温が25度以上の日数 地域 領域 頁 事例

東京都 伝統文化 131 江戸切子 福岡県 食生活 56 きのこ類，海そう

東京都足立区 食生活 56 千住ねぎ 福岡県 食生活 119 ぶり雑煮

東京都あきる野市 食生活 56 のらぼう菜 福岡県福岡市 消費環境 33 福岡市環境局の出前授業

東京都目黒区 消費環境 33 学校版めぐろグリーンアクションプログラム 佐賀県 伝統文化 131 有田焼

千葉県 食生活 53 煮干し 佐賀県佐賀市 食生活 116 タブレットを使って調理実習の手順を確認

千葉県 伝統文化 131 太巻きずし 長崎県 食生活 53 煮干し

千葉県君津市 伝統文化 131 もちつき 長崎県 食生活 75 カステラ

神奈川県 食生活 75 へらへらだんご 長崎県 伝統文化 131 大村ずし

神奈川県横浜市 食生活 103 横浜市弁当コンクール 長崎県長崎市 消費環境 33 生ごみをたい肥にし学校菜園に生かす

地域 領域 頁 事例 熊本県 食生活 53 干ししいたけ

新潟県 食生活 57 けんさ焼き 熊本県 食生活 53 煮干し

新潟県 食生活 75 ささだんご 熊本県 食生活 57 からしれんこん

新潟県燕市，三条市 伝統文化 131 金物 熊本県 食生活 75 いきなりだご

富山県 伝統文化 131 ますずし 大分県 食生活 53 干ししいたけ

石川県 食生活 56 れんこん 大分県 食生活 57 だんごじる

石川県 食生活 89 治部煮 大分県 食生活 75 やせうま

石川県 伝統文化 131 九谷焼 宮崎県 食生活 53 干ししいたけ

福井県 食生活 75 はぶたえもち 宮崎県 食生活 57 冷やじる

山梨県 食生活 56 山菜 鹿児島県 食生活 49 麦みそ

山梨県 食生活 57 ほうとう 鹿児島県 食生活 53 かつおぶし

長野県 食生活 49 米みそ 鹿児島県 食生活 56 さつまいも

長野県 食生活 56 山菜，きのこ類 鹿児島県 食生活 57 さつまじる

長野県 食生活 57 信州みそのおやき 鹿児島県 食生活 75 かるかん

地域 領域 頁 事例 沖縄県 食生活 56 海そう

岐阜県 食生活 75 くりきんとん 沖縄県 食生活 75 サーターアンダギー

岐阜県 伝統文化 131 朴葉ずし 沖縄県 住生活 69 年間気温の変化

静岡県 食生活 53 かつおぶし 沖縄県 住生活 95 伝統的な沖縄の住居

静岡県 食生活 75 あべかわもち 沖縄県 住生活 95 最低気温が25度以上の日数

静岡県藤枝市 キャリア 74 お茶農家

愛知県 食生活 49 豆みそ

愛知県 食生活 56 越津ねぎ

愛知県 食生活 57 みそ煮込みうどん

愛知県 キャリア 43 宇野昌磨選手の衣装デザイン

三重県 食生活 56 三重菜花

三重県 食生活 119 赤みそ雑煮
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地域題材を取り上げた事例一覧

生産物や伝統文化など生活に根ざした事例を多く取り上げています。

本資料は，「教科書発⾏者⾏動規範」に則って，
配布を許可されているものです。


