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「世界のさまざまな地域の調査」
ヨーロッパ州の学習での実践

※今回は私立中学校の特色ある取り組みを紹介します。
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渋谷教育学園渋谷中学高等学校

坂本晋一

的・多角的に地域を見る目を養うこと，そし
はじめに

て意見をもち話し合うことを重視してディ
ベートや話し合い活動に取り組みながらオセ

世界の諸地域の学習では，
「各州に暮らす

アニア，南北アメリカ，そしてヨーロッパの

人々の生活の様子を的確に把握できる地理的

統合の背景までを取り扱った。そのため，２

事象を取り上げ，それを基に主題を設けて，

年生でヨーロッパ統合の課題を扱うことに

それぞれの州の地域的特色を理解させる」こ

なったのである。

とをめざしている。とくに中学の地誌学習で

2

は，基礎的・基本的な知識・理解を得ながら

ヨーロッパ州の単元計画

主題を追究していくことで，州の地域的特色
を大観できるようになることを意識している。

主題を追究するにあたり，各授業での学習

ヨーロッパ州の学習では，
「統合」が重要

内容がどのように主題と結びついていくのか

な主題である。21世紀以降の拡大によるＥＵ

を考えてほしいことから，単元の初めに図１

圏内での格差やさまざまな問題をめぐる加盟

のような単元計画を配布している。単元計画

国内での意見の相違についても，地域的特色

では，
「主題（テーマ）」「ねらい」「到達目標」

として把握する必要があるだろう。そのため

を具体的に示し，定期テストもこれをもとに

にはＥＵがどのような国から構成されている

勉強するように指導し，単元・定期テストの

のか理解することも重要となる。しかし，州

終了後に単元の感想を提出させている。

別学習のみでは各国の特色について具体的に

単元の主題追究にはＥＵのかかえる課題と

イメージすることは難しい。そこで，「生徒

して加盟国間，なかでも共通通貨ユーロを導

が世界の地理的事象を身近に感じて，取り上

入している国々における経済格差を取り上げ

げた世界の諸地域についてイメージを構成す

た。具体的には2015年７月に多数報じられて

ることができ，世界の地理的認識を深めてい

いた第３次ギリシャ支援の是非についてであ

く」ことをめざし，「世界のさまざまな地域

る。この課題を通して，ＥＵ加盟国間での経

の調査」をヨーロッパ州の単元に組み込んだ

済格差を具体的に理解できるようにした。さ

中学２年生での授業実践を紹介する。なお，

らにより身近に感じ，具体的にイメージでき

ヨーロッパの学習は１年生で終えている学校

るように模擬国連（後述）のような話し合い

が多い。しかし，本校では中学受験で日本に

の場を設定した。生徒はユーロを導入してい

ついて知識を深めてきている生徒たちが多い

る各国の代表として，ギリシャ支援に賛成か

ため，１年生での世界の諸地域学習では多面

反対かを決めて会議に参加し，参加者のみん
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世界の諸地域 ヨーロッパ州 Ⅱ
○テーマ 「結びつきを強めるヨーロッパの変化と統合による課題とは？」
○ねらい 1.ヨーロッパ州の自然環境の地域的特色から生まれた伝統的な各地域の食文化を理解する。
2.ヨーロッパ州における古くからの工業地域と近年の工業の特色を理解する。
3.ヨーロッパ州の統合による人々の生活の変化と統合による課題を追究する。
○到達目標（学ぶべきこと）
目標

1

地中海性気候，西岸海洋性気候の特徴を理解し，ヨーロッパ各地域の農業の特色から生まれた食文化を理解
する。

2

日本と比較しながら，ヨーロッパの古くからの工業地域の立地の特徴を理解するとともに，近年の工業の特
色を理解する。

3

ヨーロッパ各国の代表となって，自国の利益とＥＵとしてまとまっていくためにできることを考え，意見を
述べることができる。

４

ＥＵ設立の背景を復習し，ＥＵ統合の利点と課題を考える。

○配当時間：６時間
時間

１

学習項目

ヨーロッパの自然環境

留意点

備考

色鉛筆使用

２

ヨーロッパの産業～農業と食文化～

色鉛筆使用

３

ヨーロッパの産業～工業～

色鉛筆使用

5 時間目で使うプリントは各自完成させておく

４

国境を自由にこえられるくらし

色鉛筆使用

５

ユーロ圏のかかえる課題

発表・話し合い

６

ＥＵの課題とこれから

色鉛筆使用

図１

※初回授業で配布のプリント使用

ヨーロッパ州の単元計画（注 ヨーロッパの文化や歩みはヨーロッパ州Ⅰとして１年次にも扱っている）

なで賛否どちらかの結果を出す。この話し合

そのため，ギリシャ支援をめぐる経緯を説明

いを実施するために，生徒には５時間目の

した補助プリントを配布した。

「ユーロ圏のかかえる課題」までに課題シー

話し合いまでの授業では，教科書に沿って

ト（図２）を作成するように単元初めの授業

自然環境，産業，ＥＵ統合の背景，ＥＵ統合

で指示を出した。もちろん生徒が予備知識な

による生活の変化を取り扱い，課題理解に向

しで，課題シートを作成することは難しい。

けてのヨーロッパ州の基礎的・基本的な地理
的知識・理解を深めていった。また授業を展
開するなかで，各生徒が担当している国をな
るべくあげるようにした。これにより，少し
でも話し合いの時間までに課題シートを完成
させることを意識させたかったためである。
地誌の授業では，生徒が単元内での学習内
容を主題に結びつけて理解できるように意識
している。学習した基礎的・基本的な地理的
知識・理解をどのように生かせるかというこ
とを授業では伝えたいと考えている。

3

さまざまな地域の調査の実践

さて，５時間目の話し合いで導入している
模擬国連とは，気候変動や食料問題など国際
図２

課題シート
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会議で話し合われるような議題について，参

リシャ支援を議題とする会議を通してヨー

加者が会議に出席する各国の大使になりきっ

ロッパの国々についての理解，決議案をつく

て話し合い，参加国一同で決議案を作成する

る過程で各国の経済格差を考えることがねら

という取り組みである。参加者は各国の大使

いである。また，会議の場で自分たちが調べ

として自国の利益を守るために自国の立場・

てきた内容を発表し，これを生かして議論を

考え・提案を主張することが求められると同

することで学習内容の定着を図ることもめざ

時に，会議に出席している一同で一つの決議

した。

案をまとめるための行動も求められる。その

話し合いに関しては，図３のように指示を

ためには自国の理解はもちろんのこと，会議

出した。話し合いは，１クラス（32人～34人）

に出席する国々についての理解が必要となる。

で10人（10か国）～12人（12か国）から構成

今回は，自国の理解と他国の理解，そして各

される三つのグループで行った。その際，各

国の事情に鑑みて一つの決議案をつくるとい

グループの中で重複する国が出ないようにし

う三つの要素をもった模擬国連の取り組みを

た。これは一人一人に担当国について責任を

ヨーロッパ州の単元に組み入れた。生徒一人

もって調べてほしかったためである。また担

一人がヨーロッパ各国の代表となり第３次ギ

当国とグループはクジで決めている。議事の

○ミッション ～第３次ギリシャ支援を協議せよ～
あなたは，国の財務大臣として第３次ギリシャ支援
を協議する会議に参加します。自国の利益，ＥＵそし
てユーロを導入している国としての責務などを考え
て，ギリシャを支援すべきかどうかをまずは考えてく
ださい。そのために，課題シートのグループ協議まで
にできることを，会議の日（５回目の授業）までに完
成させておくこと。会議には，以下の国が参加します。
ドイツ，フランス，イタリア，オランダ，アイルラン
ド，スペイン，ポルトガル，ギリシャ，フィンランド，
オーストリア，スロバキア，ラトビア
あなたは，国の代表として参加します。当然，国内
の世論があり，自国民に結果について説明する責務を
負っています。自分が表明する意見，協議の結果を自
国民がどのように受け入れるかをしっかりと考えて
協議に参加してください。
ちなみに第１次ギリシャ支援の1100億ユーロのう
ちＩＭＦ支援分は300億ユーロで，残りの800億ユー
ロを各国で負担しています。支援する場合，各国の負
担は各国の経済規模に比例します。経済規模の大きい
国は負担の割合が大きくなります。経済規模が小さく
ても，その国にとっては負担となるものです。今回支
援するとした場合，800億～900億ユーロが必要です。
議長はオランダが務めることとし，責任をもって協
議をまとめてください。協議の結果は，支援するかど
うか必ず結論を出し，その理由をまとめてください。
また，
結論にいたるまでの過程も詳しく教えてください。
図３

2015 ③

国）が議長となり，まずは各国が自国紹介と
ギリシャ支援の是非を表明してから，時間内
にグループで賛否いずれかの結論を必ず出す
ことをルールとして定めた。

4

調べた内容と授業感想

今回の実践では調べる国をヨーロッパ州の
国々，なかでもユーロ導入国に限定している。
テーマもこちらで指定したものである。生徒
は，担当国の基本的な地理的情報と経済状況
を調べ，ギリシャ支援の是非を判断した。今
回のテーマでは，公民的分野の通貨や財政の
知識と理解が必要であったため，これらはこ
ちらから事前に平易に説明していた。
課題シートの作成では，地図帳の「世界の
統計」や教科書，資料集を使うように指示し
たが，より詳しい内容を調べるためにイン
ターネットを利用して調べる生徒が多かった。
ポルトガルを担当した生徒は，貿易・投資
面でＥＵとの結びつきが強いポルトガルは，

第３次ギリシャ支援協議の指示

中学校社会科のしおり
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ユーロの信用低下によるＥＵ自体の信用の低

地理

意見をもう少し聞きたかった（フランス①）
・国が多く集まるとどうしてもどこかの国の意見が

下は，自国が支援を負担することの不安より

多く反映されるということを実感し驚いた。しか

も大きな問題だということで賛成した。ドイ

し，多くの国が話し合うことでよりよい案を生み

ツを担当した生徒は，ＥＵの中で第一の経済

出すことができるためおもしろいと思った（ラト
ビア①）

大国だからといってドイツが支援をしなけれ

【担当国に関する感想】

ばならないわけではないということを挙げ，

・ラトビアの視点としては，自分たちみたいな小国

支援に対する国民の反対が多いことを理由に

はギリシャを支援するほどの余裕もないから，い

反対を主張した。また，アイルランドを担当

くら経済規模に応じて各国の支援額を決めても負

した生徒の中にはおもな輸出入相手国を調べ，

担なことにかわりはない（ラトビア②）
・私の担当していたドイツは，ヨーロッパの中で大

ギリシャとの貿易は国の経済に影響が少ない

きな力をもっている国なので賛成か反対かすごく

という理由から支援に反対した者がいた。加
えて，ギリシャのＧＤＰはＥＵの1.3％しかな

悩んだ（ドイツ②）
【ＥＵ統合，経済格差に関する感想】
・ＥＵ加盟国といっても豊かな国や貧しい国，さま

いため，支援をやめたほうがわざわざ支出す

ざまな立場があるのだと実感した。
（ギリシャ②）

る必要もなく，どの国においても負担を減ら

・いろいろな国の状況がわかりとてもおもしろいと

せるという理由も挙げていた。しかし，この

思ったうえ，たくさんの国，異なる経済規模を克

生徒のグループでの議論の結果は賛成であっ

服し話し合う難しさを学んだ（ギリシャ③）

た。この生徒にとっては当初主張した内容と

5

は違う結果となってしまった。しかし，ギリ

おわりに

シャを支援しないことでＥＵの結束が乱れる
こととギリシャのユーロ離脱によるユーロの

第３次ギリシャ支援は2015年８月14日に

信用低下を避けなければならないという支援

ユーロ圏19か国の財務相会合で，３年間で最

賛成派の意見に，議論の過程で納得したよう

大860億ユーロを支援することが正式に合意

である。そして支援をする決議案に反対の国

された。授業はこの後に行われたものであり，

の負担は少なくすることとする内容が盛り込

生徒が議論する際にはこの結果は伏せておい

まれ，自国の経済の厳しい状況に配慮しても

た。自分たちが学習したヨーロッパ州の基礎

らえてよかったと感想では述べていた。

的・基本的な地理的知識・理解を前提として，

以下は，話し合い後の生徒の感想を一部抜

ヨーロッパが抱えている課題をまずは自分な

粋したものである。

りに考えてほしかったからである。担当国の
代表となり模擬的に議題について議論したこ

【準備に関する感想】

とで，ヨーロッパ州の課題についてより実感

・
「キンシュクセイサク」などわからない単語がで
てきてわからなくなった（アイルランド①）

し，地域的特色をとらえることができたこと

・ディベートなどよりも一国を担当するということ

が感想から読み取れる。さらに世界情勢につ

で緊張感がもてた（ポルトガル①）

いても興味をもつことができたのではないか

・ギリシャ支援についてよくわからず調べ方がわか

と考える。

らなかった（ドイツ①）
【話し合いに関する感想】

参考資料
中学校学習指導要領解説 社会編
グローバル・クラスルーム日本委員会ホームページ
http://jcgc.accu.or.jp/

・ギリシャと大国だけの協議にせずもう少し小国の
意見を聞きたかった（ギリシャ①）
・最終的に多数決で決めて反対になったので賛成の
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