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本事例により改善した単元の指導と評価の計画案資料１

対象学年 中学校 第２学年

単元(題材)名 「さまざまな面から見た日本 （全２６時間）」

●日本の国土について関心を高め，地理的事象を基にして設定した課題を意欲単元の目標

， 。的に追究させ 様々な面から見た日本の特色をとらえようとする態度を養う

●各項目についての国土の特色を，地域間の比較や関連付けの中から類似性や

傾向性に着目して，明らかにするとともに，地域的特色を明らかにする視点

や方法を身に付けることができる。

●自然・人口・生活・文化・産業・自然・地域間の結びつき等の視点から資料

を収集し，わが国の国土の特色をまとめ、発表できる。

●世界的視野から日本を一つの地域として見たときの国土の特色と日本全体の

視野から大まかに国内の地域差をとらえる活動を通して，わが国の国土の特

色を理解させ，それらの知識を身に付けることができる。

ア関心・意欲・態度 イ思考・判断 ウ技能・表現 エ知識・理解

①地表の造山帯や平原， ①熱帯，乾燥帯温帯，冷 ①国土の多くが山地で， ①日本に見られる多様な

大河川などを地図や地球 帯，寒帯などに分かれ、 平野や盆地が点在し，短 災害を，日本の自然の特

儀を活用して意欲的に読 気候に適した生活をして く急流な河川が土砂を運 色と関連させて理解して

み取り，地表に現れてい いることをつかんでいる び複雑な地形をつくって いる。。

る特徴を進んで見付けよ ② 日本の気候は，季節風 いることをつかんでいる ②伝統的な文化，歴史的。

うとしている。 の影響で四季による変化 ② 気候区の違いを気温と な風土や景観の継承や保

②生活様式の変化を積極 が見られるが，地形や位 降水量（降雪量）の違い 存に努めていることをつ学

的にとらえ、具体的に挙 置との関係で，地域区分 でまとめている。 かんでいる。習

げている。 できることをつかんでい ③世界にはエネルギーや ③亜熱帯に位置する沖縄活具

③人口増加による問題を る。 鉱産資源が不均衡に分布 は，自然環境と歴史的環動体

具体的にとらえようとし ③日本の生活や豊かさは していること，日本は資 境を背景に，独自の文化にの ，

ている。 地域や時代によって異な 源の多くを輸入に頼って を育んできたことを理解お評

るが伝統は今も受け継が いることをつかんでいる している。け価 。

れていることをつかんで ④日本の工業地帯とその ④日本の人口は，平野部る規

いる。 特色を主題図から読み取 への集中が目立つ一方，準

④人口密度の差を産業と り、発展の理由をつかん 山間部では過疎化が進ん

大都市との位置関係でと でいる。 でいることを理解してい

らえている。 ⑤日本の高速道路は，東 る。

⑤日本の食料自給率につ 京を中心に各都市を結ん ⑤過疎化が進む中でも，

いて理解し，これからの でいることをとらえてい 豊かな自然や住民の心の

日本の農業の在り方につ る。 結びつきを大切にした村

いて考えを書いている。 ⑥交通の障害の一つがな づくりが行われているこ

⑥山を守ることが海を守 くなったことをとらえて とを理解している。

ることにつながることを いる。 ⑥内陸にも交通網の発達

とらえている。 と関連して新しい産業都

⑦大量生産・消費の生活 市が開発されていること

は，廃棄物を増大させ， を理解している。

環境に配慮したものづく ⑦大消費地から遠いとい

りが求められていること う条件を克服する工夫や

をとらえている。 努力を理解している。

⑧瀬戸内に工業が発達し

てきた理由を３つ以上書

いている。

⑨中国・四国地方が変化

したことをいくつかの 視「

点」をもとに具体的に理

解している。
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第 時 第 時 第 時 第 時11 26 22 25

世界の人口分布図から人 調査や体験をもとに自分 白地図作業を通して，鳥 中国・四国地方の変化し

口問題について考える。 の意見を書き込んでいる 取県・岡山県・香川県・ た様子を具体的な事象で。

評価規準ア③ 評価規準イ⑧ 高知県の交通・自然・産 書いている。

業について調べる。 評価規準エ⑨単

評価規準ウ⑥元

第７時 第 時 第 時 第 時の 20 21 24

昭和３０年代に比べ現在 資源の大量消費に伴う環 平野が狭い瀬戸内工業地指 ＪＨ道路地等の資料から高

の生活の様子がどのよう 境問題を抱えている現状 域が発達してきた理由を導 速道路の発達している地域

に変化したのかを話し合 を知り，自らの生活につ 交通網の発達とつなげてと を見付けだす。

う。 なげて考えをもつ。 評価規準ウ⑤ 考える。評

評価規準ア② 評価規準イ⑦ 評価規準エ⑧価

第１時 第 時 第 時 第 時の 17 18 23

温泉の立地条件をもとに 「森に木を植える漁師」 太平洋ベルトを中心した 大消費地から遠く，狭い構

世界の山脈や海溝等を白 から，林業と漁業の課題 工業の発展している地域 平野であるにもかかわら造

地図に記入する。 を探る。 とそうでない地域の特色 ず生産が多い理由を調べ

評価規準ア① 評価規準イ⑥ を調べる。 る。

評価規準ウ④ 評価規準オ⑦

第 時 第 時 第 時16 15 19

日本の農産物生産の変化 様々な資料から世界の資 工業地帯が海岸部で発達

から今後の日本の農業に 源分布と輸入に頼る日本 した理由をいくつかの視

対する考えをもつ。 の資源事情を調べる。 点から考える。

評価規準イ⑤ 評価規準ウ③ 評価規準オ⑥

第 時 第５時 第 時12 14

人口密度の高い町と低い 日本各地の雨温図や写真 邑智町に移り住む人の話

町の人口ピラミッドをつ から日本の気候区分をま から，過疎への対策，対

くりその理由を考える。 とめる。 応を考える。

評価規準イ④ 評価規準ウ② 評価規準エ⑤

第８時 第２時 第 時13

日本の伝統的な年中行事 日本の山脈や山地 平野 人口が少ない島根県邑智， ，

と現代の生活を比較する 海岸線の特色を地図帳か 町の様子を調べる。。

評価規準イ③ ら見付けだす。 評価規準エ④

評価規準ウ①

第４時 第 時10

紅葉記事のニュースの日 沖縄にたくさんの観光客

付から高度の違いによる が訪れる理由を調べる。

季節の変化について考え 評価規準エ③

る。

評価規準イ②

第３時 第９時

気候帯の気温，降水量を 京都に古い町並みがたく

調べ，そこの生きる人々 さん残っている理由を調

の暮らしぶりを考える。 べる。

評価規準イ① 評価規準エ②

第６時

新聞記事等から自然災害

と現在の防災状況や課題

を調べる。

評価規準エ①


