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北海道地方 自然のきびしさを
克服した歴史と農業
～中心発問から学習のねらいに迫る授業展開～

岡山県公立中学校教諭

方を自然環境や歴史的背景から考えさせるととも

はじめに

に，調べ学習を取り入れより深く追究させるなか
で，地域的特色を明らかにしようと試みた。

学習指導要領（平成20年告示）では，
「日本の
諸地域における動態地誌的学習」が取り入れられ，

（２）言語活動の充実と発問のくふう
学習指導要領では，思考力・判断力・表現力を

七つの考察の仕方をもとに，日本の諸地域の地域

養う方法として，言語活動の充実が示された。生

的特色をとらえさせる実践がなされてきた。それ

徒が主体的かつ意欲的に，その問いを解決しよう

に伴い，実践が重ねられてきたわけであるが，勤

と取り組むような問いの設定が必要であると考え

務校が属する地方については内容の充実が図られ

る。そこで，問いの設定にあたっては，「○○○

る反面，他の地方については，ややもすれば地域

にもかかわらず，なぜ●●●なのだろう」という

の特色を明らかにするような本質的な内容までふ

形式をとった。実際に本時では，「北海道は農業

み込まれずに，地名や特産物などの網羅的，断片

に適さない自然環境にもかかわらず，なぜ多くの

的な内容に終始しかねないこともあったのではな

農産物を生産しているのだろう」という問いを設

いかと考える。

定した。生徒はこうした問いに必ず根拠をあげて

そこで本稿では，北海道地方の学習を動態地誌

答えていくが，その根拠をグループで批判的に吟

的な学習のまとめを題材とし，生徒が主題に迫る

味する。そのような過程を経て，より高度なその

展開を提案したい。中核とした考察テーマは歴史

地域を説明する概念を獲得していくのである。す

的背景とし，他の地方で学習した内容とのつなが

なわち，問いに対する答えを導こうとするなかで，

りや連続性を意識させるとともに，北海道の地域

地域の特色をつかませるような問いを心がけた。

的特色が明らかになるような授業構成を心がけた。

また，授業を貫く中心発問とそれを導き出すため
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の補助発問を適切に配置し，中心発問に迫ってい

授業開発の視点

くことで授業のねらいを達成できる構成とした。
（３）評価場面と評価方法

（１）動態地誌的な学習のまとめ

評価については，問いに対して，論理的に筋道

本授業は，日本を七つの地域に区分した場合，

を立てて理由を説明できるかどうかを評価する。

歴史的背景の視点を中核として考察することで，

自分の意見を説明できる力というものは，生徒自

北海道の地域的特色をとらえさせることをねらい

らが考え，判断した結果を表現したものであると

としている。大多数の中学校では，教科書に沿っ

考えることから，思考力・判断力・表現力を評価

て九州地方の学習を皮切りに北上し，北海道地方

することに適した活動と位置づけている。また，

の学習へと展開しているのではないだろうか。そ

授業の前後で，社会的な認知がどれだけ高まった

うなれば，北海道地方は「動態地誌的な学習のま

のかということを生徒に説明させることによって

とめ」の段階となる。そこで，他の地方の学習で

評価が可能になる。このようなことから，発表さ

習得した地理的な見方・考え方を活用し，本時の

せたり，ワークシートへ記入させたりすることで，

内容をとらえさせるようにした。また，北海道地

生徒の思考力・判断力・表現力を評価したい。
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単元の指導計画

（１）単元目標
北海道地方の地域的特色を，歴史的背景を中核とした考察の仕方をもとにして，多面的・多角的に考
察させ，その過程や結果を適切に表現させる。
（２）単元計画
時

学習内容

１

概観する

○北海道の位置や範囲の確認
○北海道の農業の概観

○北海道の農業の特色の考察

学習活動

評価規準

○地図帳を用いて，北海道の位置や大きさをとらえ
る。
○生徒のもつ北海道のイメージを発表させるととも
に，教科書の資料を見て，農産物の生産がさかんな
地域を白地図にまとめる。

・地図帳から地域の位置
や広さ，地形のようす，
農産物の生産がさかんな
地域をとらえることがで
きる。
【技能】

なぜきびしい自然環境の中で農地の開拓に成功したのだろう

２

見いだす

○地図帳の統計資料を活用し，北海道では広い範囲
で農業がさかんであることをとらえる。

○課題に対する仮説を立てる

○仮説を検証する
３・４

追究する

○各自の仮説を検証する中で見えてき
た新たな視点をつけ加え，グループと
して仮説をまとめる考察

○各自仮説をワークシートへ記入し，３～４名のグ
ループで検討する。
（例）人々の努力や技術の進歩があったからではな
いか。

・既習の知識と地図帳を
用いて概観したことから
仮説を立てることができ
る。
【思考・判断・表現】

○提示された資料や各自が選んだ資料をもとに検証
をすすめる。
○農地の開発や他地方との関連，技術の革新などに
より，北海道における農業のあり方が変化している
ことをふまえて考察する。

・地理的条件を適切に関
連づけて，考察すること
ができる。
 【思考・判断・表現】

なぜ，稲作，畑作，酪農がさかんな地域に分かれているのだろう

５

表現する

4

○まとめ

○仮説を検証してわかったことをまとめる。

○まとめたことの発表および討議

○各グループごとに発表を行い，発表内容に関する
質問・討議を通して，北海道の地域的特色の理解を
深める。

・北海道の特色を根拠を
あげて説明することがで
きる。
【思考・判断・表現】

とに気づく。あわせて，
『社会科 中学生の地理』
（以

本時の授業展開

下，教科書）p.252 北海道の農地面積の変化の資
料（図２，次頁）から，現在はどれぐらい農地の

（１）導入

開発が進んだのかをとらえさせる。こうした読み

本校は北海道から遠い中国地方に位置すること

取りをふまえ，現在広大な農地が広がり，多くの

もあり，生徒に聞いてみると北海道に行ったこと
のある生徒はクラスにわずかである。自分たちの
住んでいる地域を扱う場合とは違って，他の地方
は生徒の知識に大きな隔たりがあることや，知識
が断片的なものであることが多い。そこで，授業
への意欲・関心を高めるために，視覚に訴え，よ
り効果的な資料づくりを心がけた。
まず，稲作の北進に関する資料（図１）を示す。
生徒は資料を読み取り，年を経るごとに，北海道
の南部から北部へと，稲作地域が拡大しているこ
図１ 『アドバンス 中学地理資料』p.185「⑩土地利用」
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・人々の苦労と努力があったから，農地の開発に
成功したのである。
・大型機械の導入や新しい機械の発明があったか

図２ 『社会科 中学
生の地理』p.252

ら，農地の開発に成功したのである。
・すごしやすい夏に集中して作業を行ったから，

農産物の生産量が１位である北海道は，百数十年

農地の開発に成功したのである。

前までは原野であり，発展の背景に明治以降の開

・歴史の授業で習った屯田兵ががんばったから，

拓の歴史があることに気づかせる。

農地の開発に成功したのである。

（２）展開

・仕事のない北海道や東北の多くの若者が動員さ

①中心発問の提示

れたから，農地の開発に成功したのである。

導入の二つの資料を受けて，展開では「なぜき

生徒の立てた仮説からは，既習の知識をふまえ

びしい自然環境の中で農地の開拓に成功したのだ

て，地理的諸条件を関連づけようとしていること

ろう」という問い（以下：中心発問）を追究して

がわかる。

いく。北海道地方は，自然環境からみると，夏が

③仮説の検討と地域的特色の考察

短く冬の寒さがきびしい亜寒帯（冷帯）に属する。

次に，その仮説が正しいのか調べる段階に入っ

農業に適さない気候であるものの，実際には北海

ていくが，その前に歴史における既習の知識の確

道が生産量１位の農産物が多くあるわけである。

認をする。生徒に，「北海道の先住民であるアイ

例えば，じゃがいも，たまねぎ，かぼちゃ，あず

ヌと松前藩は，どのような関係を築いていたか」

きがそれにあたる。また，教科書p.249の統計資

と問い，交易のようすを思い出させる。取り引き

料（図３）から，生産量が１位であることだけで

の品としては，アイヌ民族がさけやこんぶを，松

なく，割合の高さにも着目させたい。ここで，
「北

前藩が米を渡していた。このことから，江戸時代

海道は農業に適さない自然環境にもかかわらず，

において北海道では稲作は難しく，自給できな

なぜ多くの農産物を生産しているのだろう」とい

かったことがうかがえる。このような歴史的背景

う問いを投げかけ，このような補助発問に答えて

と結びつけながら，「では，どのようにして米が

いくなかで，中心発問に迫っていくのである。

つくれるよう，農地の開発ができたのか」と問い，
仮説の検討に入っていく。また，導入で使用した
「稲作の北進」も再度押さえて，米の生産を手が
かりに授業を展開していく。
まず，稲作ができる条件を思い起こさせる。気
温と降水量，そして広大な平らな土地が必要であ
ることを確認する。そのうえで，現在稲作のさか
んな地域が石狩平野であることを押さえさせる。
石狩平野では，かつて泥炭地が広がっており，農
作物の生産には適していなかった。そこで，人々

図３ 『社会科 中学生の地理』p.249

は排水溝をほり，土地を乾かし，稲作に適した性

②中心発問に対する仮説設定

質の違う土を他から運び込んで土壌を改良したの

中心発問に対して，生徒は仮説を立てる。仮説
を立てる際の教師の支援としては，
「
（
から（

Ｂ

Ａ

）だ

）である」というパターンを示し，

である。その際に，教師の支援として，土壌の改
良に「何年かかったのか」
「どのぐらいの範囲に
わたっていたのか」
「どのぐらいの量の土を運ん

論理的かつ具体的な仮説設定をうながした。生徒

だのか」などの補助発問をし，より人々の努力や

の立てた仮説には，以下のようなものがあった。

苦労を浮き彫りにさせたい。また，その際に開拓

・国が政策として後押しをしたから，農地の開拓

の担い手が屯田兵など他地方から北海道への入植

に成功したのである。

者であったこともとらえさせる。教科書p.250「④
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北海道の開拓と地名の由来」を用い，北広島や新

重視される野菜や品質管理が重要な乳製品などは，

十津川など移住者にちなんだ地名を確認させてみ

保冷輸送技術の進展なしには大規模に展開できな

たい。

いのである。これらの内容についても，中国・四

④自然条件や交通網の発達など新たな視点の考察

国地方で学習した交通網の整備が生み出す意義に
ついて振り返らせながら進めていくこととする。

生徒は調べるなかで，石狩平野，十勝平野，根
釧台地とそれぞれの農業に違いがあることに気づ

このように，農産物の生産にあたってはきびしい

く。このとき，
『中学校社会科地図』
（以下，地図

自然環境の制約を受けるが，それを技術革新に
よって乗り越えてきた姿もとらえさせたい。

帳）p.120～122も確認させたい。ここには，多く

（３）終結

生産されている農産物がイラストでも表されてい
る。石狩平野では米，十勝平野ではじゃがいもや

最後に，再度「なぜきびしい自然環境の中で農

たまねぎ，てんさいなどの畑作，根釧台地とその

地の開拓に成功したのだろう。」と問い，ワーク

周辺では酪農がさかんである。そこで，「なぜ，

シートに記入させる。そして，本時のまとめとし

稲作，畑作，酪農がさかんな地域に分かれている

て，農業の発達には，他の地域や世界の州で学習

のだろう」と問い，自然環境の視点や他地域との

した自然の有効活用のほか，人々のたゆまぬ努力

結びつきの視点といった，他地域で獲得した視点

の結果，現在の発展のようすがあることをとらえ

からも北海道の特色をとらえさせていく。例えば，

させたい。

自然環境の視点からの場合では，教科書p.248の

5

雨温図（図４）を提示し，その違いを読み取らせ
る。石狩平野と十勝

おわりに

地理的分野において，その地域の特色を考察す

平野を比較すると，
十勝平野のほうが夏

る際，自然環境が大きな要因になるが，それだけ

が冷涼かつ年降水量

に終始してはいけないと考える。言い換えるなら

が少ない気候である

ば，自然環境決定論的なものの見方に陥らないよ

ことがわかる。そこ

うに注意している。例えば，砂漠において農業は

で，稲作の気候条件

困難さを極めるが，人々の苦労と努力の末に，地

の一つである降水量

下水をスプリンクラーでまくことによって，大規

に着目させながら，

模な農作物の生産が展開されていることを教科書

地 図 帳p.124「 ② 北
海道地方の自然・産

p.28を用いて紹介するようにしている。すなわち，

図４ 『社会科 中学生の地理』
p.248

自然環境にはたらきかけることによって，人々の

業・くらし」を読み取らせて，豊かな雪解け水が

生活が変化していくようすを明らかにさせること

石狩平野を潤すことをとらえさせる。さらに，寒

が重要であると考える。そうしたことから，本単

冷地でも耐えうる品種改良などのことにも触れ，

元で扱った北海道地方の授業は歴史的背景を中核

東北地方で学習した内容と関連づけて進めていく。

として，きびしい自然を克服したことにより現在

また，根釧台地については，霧が発生し農作物

の姿があるという変化を読み取らせた点で，大き

の栽培に適さないことから，酪農を発展させてき

な意義があると考える。また仮説を立て中心発問

たことをとらえさせる。その際，教科書p.252①

に迫る活動にしたことで，生徒は主体的に取り組

～③石狩平野・十勝平野・根釧台地の航空写真を

むとともに，各事象を関連づけて説明できていた。

提示し，大規模に展開されていることを読み取ら

ただ，変化を読み解くうえで，どのぐらいまでさ

せるとともに，アメリカ合衆国を例にあげ，世界

かのぼれば，生徒が内容を消化でき，わかったと

地理との関連も図る。

感じることができるのかという適切な分量につい

次に，十勝平野や根釧台地で野菜や乳製品が全

ては課題が残った。今後も実践を重ね，いきいき

国へ向け出荷される背景として，輸送手段の確立

とその地域の特色が明らかになる授業をめざして

があったことをとらえさせる。すなわち，鮮度が

いきたい。
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