
中学１年 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3
主な国々の名前と位置を
理解している。都道府県
の名前と位置、都道府県
庁所在地を理解している。
領域について理解してい
る。

世界の特徴的な国境を探
し、なぜそのような国境が
ひかれたのかを考えてい
る。領土問題について考え
ている。

A2 B2 C2
緯度経度について理解し
ている。さまざまな世界地
図があることを理解してい
る。

日本と世界各地との時差
を求めている。

世界の国・日本の都道府
県クイズを作っている。

A1 B1 C1
六大陸、三大洋、6州の名
前と位置を理解している。

地図帳を用いてさまざま
な国や都市の位置を調べ
ている。さまざまな世界地
図を比べてみて、それぞれ
の使い道を考えている。

世界と日本の略地図を描
くことができている。

知識 活用 創造

基
礎

〈留意点・評価〉

○試験点（８０％）と平常点（２０％）の合計で評価を行う。
○PBL活動の評価は平常点に反映される。
○定期試験には知識問題だけでなく考察(記述）問題も出題する。
○２～４人のグループ活動を適宜実施する。

 これからの地理の学習に向けて、世界と日本の姿を地図帳を活用しつつ理解する。
東京書籍「新しい社会　地理」
帝国書院「中学校社会科地図」

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

第1章　世界の姿
１　世界の姿を見てみよう
２　世界のさまざまな国々
３　地球上の位置を表そう
４　地球儀と世界地図を比べてみよう
第2章　日本の姿
１　日本の位置
２　日本と世界との時差
３　北方領土・竹島と尖閣諸島
４　日本の都道府県

学年／コース 社会／地理 

１学期 中間試験 まで

第１編 世界と日本の姿　第１章 世界の姿　第２章 日本の姿　 使用教材



中学１年 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3
世界各地の生活が、昔と
今で変わっていることを理
解する。

世界各地の生活がなぜ変
化しているのか考えてい
る。

地域の気候・宗教に注目
して、衣服や住居を考案し
ている。世界各地の特徴
に注目し、世界一周旅行
を計画している。

A2 B2 C2
気候と宗教に注目し、世界
各地の生活(衣食住）につ
いて理解している。

地域によって生活の様子
が異なる理由を、その生
活が営まれる場所の気候
や宗教などに注目して考
えている。

A1 B1 C1
世界各地の気候の特徴を
理解している。世界各地
の宗教について理解して
いる。

世界各地の気候の特徴
を、雨温図から読み取るこ
とができている。

知識 活用 創造

基
礎

〈留意点・評価〉

○試験点（８０％）と平常点（２０％）の合計で評価を行う。
○PBL活動の評価は平常点に反映される。
○定期試験には知識問題だけでなく考察(記述）問題も出題する。
○２～４人のグループ活動を適宜実施する。

  世界各地の気候・宗教を理解し、世界各地の人々の生活について考える。
東京書籍「新しい社会　地理」
帝国書院「中学校社会科地図」

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

第1章　世界各地の人々の生活と環境
１　雪と氷の中で暮らす人々
２　寒暖の差が激しい土地に暮らす人々
３　温暖な土地に暮らす人々
４　乾燥した土地に暮らす人々
５　熱帯の土地で暮らす人々
６　標高の高い土地に暮らす人々
７　世界に見られるさまざまな気候
８　人々の生活に根付く宗教

学年／コース 社会／地理 

 １学期　(中間試験） 期末試験 まで

第２編 世界のさまざまな地域　第１章 世界各地の人々の生活と環境　 使用教材



中学１年 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3
世界各州でみられる地球
的課題について理解して
いる。

州という地域の広がりや
地域内の結びつきなどに
注目し、地球的課題の持
続可能な解決策を考えて
いる。

A2 B2 C2
世界各州の特色を理解し
ている。

世界各州の特色に注目
し、地球的課題がもたらす
影響と、地球的課題がな
ぜ起きているのかを考え
ている。

世界各州の特色をふまえ
て、地球を表す旗をデザイ
ンしている。

A1 B1 C1
世界の6州の名前と位置
を理解している。主な世界
の国の名前と位置を理解
している。SDGsとは何か
理解している。

さまざまな表やグラフ、主
題図の読み取りができて
いる。

知識 活用 創造

基
礎

〈留意点・評価〉

○試験点（８０％）と平常点（２０％）の合計で評価を行う。
○PBL活動の評価は平常点に反映される。
○定期試験には知識問題だけでなく考察(記述）問題も出題する。
○２～４人のグループ活動を適宜実施する。

アジア州・ヨーロッパ州・アフリカ州・北アメリカ州・南アメリカ州・オセアニア州でみられる特色を理解する。
世界各地で起きている地球的課題は、各地域の特色の影響を受けて現れ方が異なることを理解する。

東京書籍「新しい社会　地理」
帝国書院「中学校社会科地図」

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

第２章 世界の諸地域
第1節　アジア州
－急速な都市の成長と変化－
第2節　ヨーロッパ州
－国どうしの統合による変化－
第3節　アフリカ州
－国際的な支援から自立に向けて－
第4節　北アメリカ州
－多くの人々を引き付ける地域－
第5節　南アメリカ州
－開発の進展と環境問題－
第6節　オセアニア州
－強まるアジアとの結び付き－

学年／コース 社会／地理 

（1学期　期末試験） ２学期 中間試験 まで

第２編 世界のさまざまな地域　第２章 世界の諸地域　 使用教材



中学１年 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3
日本の少子高齢化の現状
を理解している。

日本の少子高齢化の課題
を、①③④の観点から考
えている。

日本の少子高齢化の解決
策と今後どのようになって
いくかを考えている。将来
のより良い日本の姿を、①
～④に注目して考えてい
る。

A2 B2 C2
日本の地域によって、①～
④の特色は異なっている
ことを理解している。

①～④に注目し、それらを
関連付けて日本の特色を
考えている。

A1 B1 C1
①自然環境、②人口、③
資源・エネルギーと産業、
④交通・通信の点から、日
本の国土の特色を理解し
ている。

さまざまな表やグラフ、主
題図の読み取りができて
いる。

知識 活用 創造

基
礎

〈留意点・評価〉

○試験点（８０％）と平常点（２０％）の合計で評価を行う。
○PBL活動の評価は平常点に反映される。
○定期試験には知識問題だけでなく考察(記述）問題も出題する。
○２～４人のグループ活動を適宜実施する。

自然環境、人口、資源・エネルギーと産業、交通・通信の点から日本の特色を理解する。これらの特色と関
連付けて、日本の少子高齢化問題について考察する。

東京書籍「新しい社会　地理」
帝国書院「中学校社会科地図」

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

第2章　日本の地域的特色と地域区分
１　地形から見た日本の特色
２　気候から見た日本の特色
３　自然災害と防災・減災への取り組み
４　人口から見た日本の特色
５　資源・エネルギーから見た日本の特色
６　産業から見た日本の特色
７　交通・通信から見た日本の特色
８　日本を地域区分しよう

学年／コース 社会／地理 

 ２学期 (中間試験） 期末試験 まで

第３編 日本のさまざまな地域　第２章 日本の地域的特色と地域区分　 使用教材



中学１年 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3
日本のそれぞれの地方で
みられる課題を理解して
いる。

よりよい社会の実現を視
野に、日本のそれぞれの
地方でみられる課題をさ
まざまな角度から考え、表
現している。

日本の各地方について、
そこでみられる特色・課題
を理解し、今後どのように
なっていくかを考えたうえ
で、自身が将来住みたい
地方を決めて、発表してい
る。

A2 B2 C2
日本のそれぞれの地方で
みられる特色を理解して
いる。

よりよい社会の実現を視
野に、日本のそれぞれの
地方でみられる特色をさ
まざまな角度から考え、表
現している。

A1 B1 C1
日本の7つの地方の名前
と位置を理解している。都
道府県の名前と位置を理
解している。

さまざまな表やグラフ、主
題図の読み取りができて
いる。

知識 活用 創造

基
礎

〈留意点・評価〉

○試験点（８０％）と平常点（２０％）の合計で評価を行う。
○PBL活動の評価は平常点に反映される。
○定期試験には知識問題だけでなく考察(記述）問題も出題する。
○２～４人のグループ活動を適宜実施する。

九州地方、中国・四国地方、近畿地方、中部地方、関東地方、東北地方、北海道地方の特色を理解する。
東京書籍「新しい社会　地理」
帝国書院「中学校社会科地図」

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

第３章 日本の諸地域
第1節　九州地方
第2節　中国・四国地方
第3節　近畿地方
第4節　中部地方
第5節　関東地方
第6節　東北地方
第7節　北海道地方

学年／コース 社会／地理 

 （２学期 期末試験）　３学期 期末試験 まで

第３編 日本のさまざまな地域　第３章 日本の諸地域　 使用教材


