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都道府県学習「埼玉県を紹介しよう」
埼玉県

£
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まず、
「身近な地域」の学習では、小学校３・４
はじめに

年生の地域学習の成果を生かし、観察や現地調査

「地域の規模に応じた調査」は、地域的特色を

などのフィールドワークを主体として、学習を展

とらえる視点や方法が地域の規模に応じて異なる

開する。

ことに注目して、
「身近な地域」「都道府県」「世界

次に、
「都道府県」の学習では、学習範囲を広げ、

の国々」の三つの規模の地域を取り上げることを

最初に、学校所在地の「埼玉県」を学習する。既

通して、地域的特色を追究する学習である。この

習の「身近な地域」の学習を生かし、市町村役場

単元のねらいは、調査活動を通して、自らの力で

や都道府県庁などの諸機関で入手する資料が主体

地域的特色をとらえる調べ方、学び方を身につけ

となる。続いて、本校では、「長崎県」と「宮城

させることである。そこで、三つの規模の異なる

県」の学習に進む。ここでは、視野を日本全国に

地域を互いに関連づけて、系統的に学習するプラ

広げながら都道府県規模の地域的特色をとらえる

ンを紹介する。

学習を展開する。そして、県立・市町村立図書館

Ó

などや電話・ファックス・インターネットなどに
地域の規模に応じた学習の系統性

より、全国規模の統計資料を活用した学習が主体

単元の学習のガイダンス時に、教科書p.40と

となる。

p.130の図を活用して、地域の規模に応じた学習の

その次に、
「世界の国々」の学習では、視野をさ

概観を系統的に学習する。概要は、以下の通りで

らに広げ、地球的な国家規模の地域的特色をとら

ある。

える学習を展開する。本校では、「アメリカ合衆

図表１ さまざまな地域の調査のステップ

国」と「マレーシア」、「ドイツ」の学習に進む。
ここでは、地勢図や衛星画像、写真、ビデオ、統
計資料、紀行文、観光パンフレットなどを資料と
して活用する。そして、県立や市町村立図書館、
外国大使館、旅行会社などからの国規模の資料を
活用した学習が主体となる。
さて、「都道府県」の学習の具体的な系統性に
ついてのポイントを押さえたい。まず、各都道府
県の学習において共通に学ぶ内容は、日本全図や

帝国書院『中学生の地理（初訂版）』p.40

＊

衛星写真・地方地図などからの概観と、シンボル

平成18年度用

（県章・花・鳥・木など）、面積・人口・人口密度
図表２ 地域の調査の規模の概観

である。
「埼玉県」の学習では、埼玉県に関する資
料を収集し、特色を表すキーワードを書き出し、
分野別にグルーピングする学習活動を展開する。
そして、まとめをイラストマップで表現すること
とする。次に、
「長崎県」の学習では、統計資料を
手がかりにして、
「長崎県」の特色をみつけて、ま
とめを旅行計画で表現することとする。その次に、
「宮城県」の学習では、地図帳の土地利用図を手

帝国書院『中学生の地理（初訂版）』p.130

＊

がかりにして、
「宮城県」の特色をみつけて、まと

平成18年度用

−6−

めを地理新聞で表現するという「地域の規模に応

＜ステップ３＞テーマを設定

じた調査」の系統性を重視した指導計画を立案す

＜ステップ４＞資料からテーマを分析

る。

＜ステップ５＞関連づけて調査

Î

＜ステップ６＞都道府県の特色のまとめ
多様な特色をつかみ・表現する学習活動

図表４ 都道府県の調べ方

（１）単元のねらい（埼玉県）
①都道府県規模の地域的特色をとらえる視点や
方法を、身につけさせる。
②埼玉県を調べるための課題を設定させ、その
課題を環境条件や人々の営みなどと関連づけ
て多面的・多角的に考察させる。
③埼玉県に対する関心を高め、地理的事象を基
にして設定した課題を意欲的に追究させ、地
理的特色をとらえようとする態度を養う。
④地図や統計その他の資料を収集させ、適切に
選択し活用させると共に、追究し考察した過
程や結果をまとめさせ、発表させる。

帝国書院『中学生の地理（初訂版）』p.56

＊
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第２時は、県勢要覧や「県学習用 埼玉県を調

⑤埼玉県の地域的特色をまとめる視点や方法を

べよう」
（帝国書院）などから、県章・県の花・

理解させ、知識として身につけさせる。

鳥・木など、埼玉県のシンボルについて調査する。

（２）学習計画

また、地図帳や「県学習用 埼玉県を調べよう」・

「埼玉県」の学習では、以下のような指導計画

観光案内・各種パンフレット・インターネットな

を立て、９時間をかけて学習を展開していく。

どを活用して、埼玉県に関する資料や情報を収集

図表３ 「埼玉県」の指導計画
時間

学

習

活

動

１

都道府県の調べ方のガイダンス

する。
（４）調査の視点

小学校の既習事項の確認

第３時は、第１〜２時の学習活動を基に、
「埼玉

日本全図・衛星写真・地方地図からの概観

県」をイメージするキーワードを考え、カードに

埼玉県のシンボル（県章・花・鳥・木など）

書き出させる。そして、このカードをグルーピン

埼玉県の特色を表す資料の収集

グすることを通して、自分自身の調査の分野を明

３

キーワードの選定と分野別のグルーピング

白にさせる。その際には、教科書p.58の都道府県

４

調査の視点と調査方法、まとめ方を定めた学

を調べる視点や「県学習用 埼玉県を調べよう」

習計画の作成

p.３を活用する。

２

５

調査活動（分野別の資料収集）①

６

調査活動（分野別の資料収集）②

７

調査のまとめ（ポスターに表現）①

８

調査のまとめ（ポスターに表現）②

９

発表会（ポスターコンテスト）

図表５ 都道府県を調べる視点

（３）学習ガイダンス
第1時には、教科書p.56を参考にして、都道府
県の調べ方のガイダンスを行う。特に、六つのス
テップの段階的な学習過程を概観する。
＜ステップ１＞調べる都道府県の決定
＜ステップ２＞都道府県の特色を概観

帝国書院『中学生の地理（初訂版）』p.58
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図表６ キーワードの分類・整理

ところで、
「県学習用

埼玉県を調べよう」の

「地図の見方ポイント」と「あなたもチャレン
ジ」は、生徒の調査学習にたいへん有効である。
まず、
「地図の見方ポイント」は、①資料収集と整
理、②都市と交通のかかわり、③自然と農業のか
かわり、④工業の特色を調べる手がかり、⑤生活・
文化を調べる手がかりについて、埼玉県の特色を
とらえる上でのヒントを示している。次に、「あ
なたもチャレンジ」は、①テーマの設定、②資料
の入手先、③調査方法、④調査内容について、分
野の調査を方向づける記述がなされているからで
ある。

帝国書院『県学習用 埼玉県を調べよう』p. ３

これらの作業により、調査する分野を「自然環

【本校で実施した学習の資料入手先】

境」
「人口」
「地域間の結びつき」
「生活・文化」
「資

①久喜市役所、②埼玉県立久喜図書館、③久喜市

源・産業」の五つに設定する。

立図書館、④埼玉県庁、⑤県立各資料館・博物館、

（５）調査方法

⑥市町村立各資料館・博物館、⑦久喜市文化財展

第４時は、調査の視点と調査方法、まとめ方の

示室、⑧関東農政局など

イメージをもたせる学習を展開する。

【本校で実施した調査方法】

さらに、第５〜６時は、調査活動を実施した。

①現地調査、②電話、③ＦＡＸ、④インターネッ

特に、
「学習は、個人からスタートして、個人にフ

ト、⑤メールなど

ィードバックする。」ことを念頭におき、「埼玉

（６）調査のまとめ

県」の学習では、個別学習を主体とする。なお、

第６〜７時は、調査のまとめを実施する。
「埼玉

同一分野を学習する生徒同士の３人以内のグルー

県」の学習では、ポスターでまとめることとする。

プ化は、可能とする。ただし、資料調査係・記録

ポスターで表現する条件として、第１に、ベー

係などの分担をさせ、各自の役割を明白にして主

スとなる白地図に、埼玉県の特色として「自然環

体的な学習が展開できるようにする。学習は、教

境」「人口」「地域間の結びつき」「生活・文化」

室・図書室・コンピュータルームなど、個人の調

「資源・産業」の五つから選択して、一つの視点

査方法によって選択できるように時間割を工夫し

または複数の視点を複合して表現することとする。

て、２名の教員が対応できる体制を整える。

第２に、埼玉県の特色を表すタイトルとして、キ

なお、
「身近な地域の調査」でフィールドワーク

ャッチコピーを必ずつけることとする。第３に、

に興味をもった生徒の中には、休日を利用して、

白地図を効果的に活用するように工夫する。これ

埼玉県名発祥の地であり、辛亥鉄剣が発見された

によって、文字とイラストによって埼玉県の地域

「さきたま風土記の丘」を訪問するなど、現地調

的特色を効果的に表現する作品にすることができ

査を実施することもすすめる。

る。

図表７ さきたま風土記の丘

図表８ 生徒作品（生活・文化編）
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図表９ 生徒作品（自然環境編①）

推 薦
理 由
銀 賞

氏名

観 点

キャッチコピー：Ａ Ｂ Ｃ

評 価

白地図の活用： Ａ Ｂ Ｃ

推 薦
理 由

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆
教室での発表会終了後、社会科としての優れた
表現の作品を「社会科生徒作品展」として、多目

図表10 生徒作品（自然環境編②）

的室に掲示し、常時、生徒や保護者が見ることが
できるようにする。これによって、互いの作品の
よさをみつけるとともに、次の機会に自分なりに
工夫する点をみつけることができる生徒が増える。
また、各月はじめに１週間行っている学校オープ
ン参観などで、保護者に社会科学習の一環の作品
を公開したり、さらに、公民館などで市内の中学
校合同による「社会科生徒作品展」を開くことも
たいへん意義がある。

{

おわりに

地域的特色をとらえる調べ方、学び方を身につ

（７）発表会

けさせるためには、系統的な学習計画を作成し、

学習成果の発表会は、各生徒の作品を教室内に
掲示することからスタートする。
「自然環境」
「人

系統性を意識して実践していくことが重要である。

口」
「地域間の結びつき」
「生活・文化」
「資源・産

そのため、本単元では、「身近な地域」「都道府

業」の五つのコーナーを設けて、それぞれの生徒

県」
「世界の国々」の三つの規模の規模の異なる地

の作品をグループ化して掲示する。その後、作品

域を関連づけて学習する系統性を重視した取り組

を見つめながら「社会科の表現としてのポスター

みを紹介した。しかし、現実的には、地域的特色

優秀賞」を決定するために推薦書を書く。なお、

をとらえる調べ方、学び方を全員の生徒に身につ

社会科としての評価項目は、次の２点である。

けさせることは、たやすいことではない。なお、

＜ポイント１＞キャッチコピーが、埼玉県の特色

生涯学習の基礎として、生涯に渡って学び続ける
技能や能力を身につけさせるためには、内容的な

を効果的に表現している。
＜ポイント２＞白地図を、効果的に活用している。
図表11 推薦書

習用 埼玉県を調べよう」は、たいへん効果的な
資料である。

「埼玉県のポスターコンテスト」推薦書
年 組 番［

まとまりや具体的な資料の提示されている「県学

今回は、中学校における「地域の規模に応じた

］

わたしは、社会科の「埼玉県ポスターコンテス」

調査」のプランを紹介した。今後、より一層小学

において、次の作品を優秀作品として推薦します

校の地域学習の既習事項を生かし、中学校の地理

金 賞

氏名

的分野の学習に発展させるためには、
「系統的な小

観 点

キャッチコピー： Ａ Ｂ Ｃ

中学校連携社会科指導計画」の構築が、必要不可

評 価

白地図の活用： Ａ Ｂ Ｃ

欠である。
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