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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

1 

■ この国はどこかな 

 （前見返し） 

■ 地理学習の初めに 

 （表見返し～p.1） 

 世界各国の景観写真や国旗の

クイズなどを通して，地理的

分野の学習に対する関心を高

める。 

 

 世界の国々の独特な景観，民族，文化

などに対して関心を高め，意欲的に学

習していこうという態度を示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

◆評価規準の例（章全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 世界を地理的に認識するための座標軸

として，地球儀や世界地図を活用して，

大陸と海洋の形状や分布を取り上げ，

地球規模での位置関係を捉えるための

知識と技能を身につけさせる。 

 地球儀や世界地図を活用し，生活舞台

としての世界の地理への興味・関心を

高めるとともに，緯度と経度による地

球上の位置の表し方を身につけさせ

る。 

 目的に応じてさまざまな世界地図が考

案されていることを取り上げ，その特

色を地球儀との比較で理解させるとと

もに，地図帳および地球儀やさまざま

な世界地図の適切な活用方法を身につ

けさせる。 

 現代の世界は，州や大陸およびそれら

をいくつかに区分した地域で捉えられ

ていることや，さまざまな国々から構

成されていることを理解させる。 

 人口の多い国と少ない国，国名の由来，

大きい国と小さい国，国境の意味，遠

い国，海洋国と内陸国などの視点から

世界の国々を大観させ，主な国々の位

置や国名の知識を身につけさせるとと

もに，世界の地理への関心を高めさせ

る。 

 目安となる緯度・経度や大陸の形状や

位置関係などを踏まえて世界の略地図

の描き方を身につけさせる。 

 世界を構成する大陸と海洋の分布，緯度と経度による位置

関係，世界の地域区分，主な国々の名称と位置などに対す

る関心を高め，それを意欲的に追究し，捉えようとしてい

る。 

 さまざまな世界地図に対して関心を高め，その特色を意欲

的に追究し，捉えようとしている。 

(1)

の

ア

社会的な思考・判断・表現 

 世界の地域構成を，緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な

国々の名称と位置，地域区分などを基に，多面的・多角的

に考察し，その過程や結果を適切に表現している。 

 さまざまな地図の存在理由やその活用方法について，多面

的・多角的に考察し，その過程や結果を適切に表現してい

る。 

資料活用の技能 

 地球儀や世界地図など世界の地域構成に関するさまざま

な資料から，有用な情報を適切に選択して，読み取ったり

図表にまとめたりしている。 

 世界の地域区分や国境，主な国の名称や位置について，地

球儀や世界地図などを読み取り，地球上の位置を緯度と経

度で示したり，略地図上に描き込んだりすることができ

る。 

社会的事象についての知識・理解 

 世界の地域構成について，緯度と経度，大陸と海洋の分布，

主な国々の名称と位置，地域区分などを理解し，その知識

を身につけている。 

 さまざまな世界地図の長所や短所について理解し，場面に

応じて適切に活用できる知識を身につけている。 

地理的分野指導計画表・評価規準 

第 1 編 世界のさまざまな地域 

第 1 章 世界の姿（配当 7時間） 
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◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

2 

１ 地球の姿を見てみよう 

 （p.6～7） 

六大陸と三大洋 

 地球の姿を衛星写真や地球儀

を使って大まかに眺め，球面

上の世界に慣れ親しむ。 

 世界地図を活用して，六大陸

と三大洋の名称や大きさ，位

置関係を捉える。 

 

 

 

 

 衛星写真や地球儀を活用し，大陸と海

洋の大まかな形状と位置関係を意欲的

に追究し，捉えようとしている。（関

心・意欲・態度） 

 六大陸と三大洋の名称と位置，大きさ

について理解し，その知識を身につけ

ている。（知識・理解） 

3 

２ 地球儀と世界地図とを

比べてみよう （p.8～9） 

地球儀と世界地図の特徴 

 さまざまな世界地図を，地球

儀やほかの地図との比較を通

してその特色を理解し，目的

に応じて活用する技能を身に

つける。 

 さまざまな世界地図を多面

的・多角的に捉え，それぞれ

の地図がなぜ作られたのかを

考察している。 

 

 

 

 

 さまざまな地図の長所と短所を理解し

活用するための知識を身につけ，面積

や距離，方位などを調べるための技能

を身につけている。（技能） 

 さまざまな世界地図（地球儀を含む）

を比較し，何のために作られてどのよ

うに使用されているのかを多面的・多

角的に考察し，その結果を適切に表現

している。（思考・判断・表現） 

4 

３ 地球上の位置を表そう 

 （p.10～11） 

緯度と経度 

緯度のちがいと気温の変化 

 緯度と経度について理解する

とともに，緯度と経度を用い

て，地球上の位置を表す力を

身につける。 

 緯度の違いが，気温の変化を

もたらし，北極・南極などの

高緯度地域が寒くなる理由

を，地球儀を使って考察する。

 

 

 

 

 緯度と経度を活用して特定の国や都市

の地球上の位置を適切に表すことがで

きている。（技能） 

 地球上の気温の変化がなぜ起こるのか

を，緯度の違いから考察し，地球儀な

どを活用して適切に表現している。（思

考・判断・表現） 

5 

４ 世界の国々と地域区分 

 （p.12～13） 

世界を分ける六つの州 

世界の国々 

 現代世界を大きく六つの州に

分けて捉えられることを地図

上で理解する。また，アジア

州を例にさらに細分化される

ことに気づく。 

 世界の略地図を描く技能を身

につけ，これを活用して学習

内容をまとめる。 

 

 

 

 

 世界はどのように地域区分されている

のかを理解し，その知識を身につけて

いる。（知識・理解） 

 世界の略地図を赤道や本初子午線，大

陸の形状や海洋との位置関係を踏まえ

て描き，これまでの学習内容を適切に

まとめることができている。（技能）
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

6 

7 

8 

５ 主な国々の国名と位置 

 （p.14～19） 

人口の多い国 

大きい国と小さい国 

国境の決まり方 

日本から遠い国 

国旗は物語る 

 州別の地図を手がかりにし

て，現代世界は多様な国々や

地域から構成されていること

を大まかに理解する。 

 地図帳の統計資料を活用し，

人口の多い国や少ない国，大

きい国と小さい国を調べ，世

界にはさまざまな国があるこ

とに気づく。 

 アフリカに多く存在する直線

的な国境線とその他の国境線

の違いに着目し，なぜこのよ

うな違いがあるのかを考察す

る。 

 地球の正反対側に移した日本

の位置を地図から読み取り，

日本から最も遠い位置にある

国々の存在を捉える。 

 上記の活動を通して，世界 60

か国以上の国の名称や位置を

捉える。 

 

 時事的な問題を基に，現代世界を構成

しているさまざまな国の名称や位置を

意欲的に調べている。（関心・意欲・態

度） 

 教科書および地図帳の統計資料を活用

して，各国の面積や人口について適切

に調べている。（技能） 

 直線的な国境線とその他の国境線が引

かれた原因を，それぞれ地形図を基に

読み取り，なぜそのように引かれるに

至ったのかを考察している。（思考・判

断・表現） 

 日本からもっとも遠い位置にある国々

について理解し，その知識を身につけ

ている。（知識・理解） 

 主な国々の名称と位置，世界の地域区

分を理解し，その知識を地図上で身に

つけている。（知識・理解） 
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◆評価規準の例（章全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 地域で異なる自然環境の違いを写真や

映像資料，雨温図，統計資料から捉え

させる。 

 人々の生活と環境との関わりや，さま

ざまな条件の下で多様な生活を営んで

いることを理解させるとともに，異な

る文化を尊重する態度を身につけさせ

る。 

 同じ地域における過去と現在の生活を

比較し，その変容に着目させて人々の

生活が可変的であることに気づかせ

る。 

 世界にはさまざまな宗教や，宗教と関

わりの深い生活が見られることを理解

させるとともに，同じ地域においても

宗教やその他の社会的条件によって生

活に違いがあることに気づかせる。 

 世界的に広がる宗教の分布を，主題図

を用いて読み取るとともに，それらの

広がりを大まかに把握させる。 

 世界各地の人々の生活と環境の多様性について，自然的条

件および社会的条件と関連づけて意欲的に追究し，捉えよ

うとしている。 

 世界の人々の生活の多様性を生み出している自然的条件

および宗教や伝統的文化などの社会的条件に対して関心

を高めている。 

 世界各地の人々の多様な生活の営みや異なる文化の存在

を尊重する態度を身につけている。 

 

(1)

の

イ

社会的な思考・判断・表現 

 世界各地の人々の生活と環境の多様性について，自然的条

件および社会的条件と関連づけて，自分たちの生活と比較

しながら考察し，その過程と結果を適切に表現している。

 同じ地域における過去と現在の生活の比較から，その変容

がどのような条件によるのかを考察し，その過程や結果を

発表などで適切に表現している。 

 

資料活用の技能 

 世界各地の人々の生活と環境の多様性に関する写真や統

計資料，文献などのさまざまな資料から，自然環境の違い

や社会的条件の違いに関する有用な情報を適切に選択し，

世界各地の人々の生活と環境の多様性について読み取っ

たり，図表などにまとめたりしている。 

 過去と現在の生活を比較し，その変容の様子を写真や映像

資料から読み取っている。 

 世界的に広がる主な宗教の分布の様子を主題図から，気候

の違いを雨温図などから読み取っている。 

 世界各地に広がるさまざまな生活の姿を調べるための資

料として，地図帳を適切に活用する方法を身につけてい

る。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 世界の人々の生活や環境が多様で，その暮らしが変化して

いくのは，自然的条件や社会的条件によることを理解して

いる。 

 世界各地の多様な生活や文化，自然環境などについて，地

球儀や世界地図を用いて示すことができる知識を身につ

けている。 

 世界各地のさまざまな宗教やその広がり，宗教と関わりの

深い生活などについて大まかに把握し，具体的に説明でき

る知識を身につけている。 

 

第 2 章 世界各地の人々の生活と環境（配当 10 時間） 
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◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

9 

■ 世界のさまざまな住居 

 （p.22～23） 

 日本と自然環境が異なる地域

に暮らす人々の生活に興味・

関心を持つ。 

 各地の自然環境の特色を，そ

れぞれの土地で暮らす人々の

伝統的な住居の写真から読み

取る。 

 

 

 自然環境が異なる地域の人々の生活を

写真から追究し，世界地理の学習に対

する興味や関心が高まっている。（関

心・意欲・態度） 

 1 枚の写真から，または複数の写真の

比較から，各地の自然環境の特色を読

み取っている。（技能） 

10 

１ 雪と氷の中で暮らす

人々 （p.24～25） 

氷の上の生活と暮らしの知

恵 

雪と氷の世界 

イヌイットの暮らしの変化 

 寒帯地域の伝統的な生活を理

解し，現在の暮らしがどのよ

うに変化してきたか考察す

る。 

 世界各地の人々の生活と環境

を学習するための基礎とし

て，雨温図の読み取り方を身

につける。 

 

 過去と現在のイヌイットの生活を比較

し，その変容がどのような条件による

のかを考察し，分かりやすく発表して

いる。（思考・判断・表現） 

 イヌイットの生活の舞台を調べるため

に，雨温図の読み取り方を身につけて

いる。（技能） 

11 

２ 寒暖の差が激しい土地

に暮らす人々 

 （p.26～27） 

世界でいちばん寒い地域 

木や作物が育つ暑い夏 

都市の暮らしとレジャー 

 冷帯地域の自然環境と，そこ

で暮らす人々の生活の工夫を

理解する。 

 日本の自然環境との違いを写

真や映像資料，雨温図，その

他の資料から読み取る。 

 

 

 シベリアに住む人々の生活の様子を理

解し，それらの特色を自然環境と関連

づけて説明できる知識を身につけてい

る。（知識・理解） 

 写真や映像資料，雨温図などから，日

本の自然環境との違いを読み取ってい

る。（技能） 

12 

３ 温暖な土地に暮らす

人々 （p.28～29） 

丘の上に栄えるイタリアの

町 

乾燥した夏と雨が多い冬 

現代に生きる古くからの町

並み 

 日本と同じ温帯地域でありな

がら，日本とは異なる自然環

境や生活の特色が見られるこ

とを理解し，その原因を考察

する。 

 町並み保存の現状から，伝統

の中で暮らすための人々の努

力に気づき，その努力や意識

の違いに関心を持つ。 

 

 

 温帯の気候で生活している人々の暮ら

しを，自分たちの生活と比較しながら

その特色を考察し，その結果を適切に

発表している。（思考・判断・表現）

 伝統を守り，古い町並みを保存しよう

とするイタリアのペルージャの人々の

努力に関心を持ち，また異なる文化を

尊重する態度を身につけている。（関

心・意欲・態度） 

13 

４ 乾燥した土地に暮らす

人々 （p.30～31） 

サヘルの人々の暮らし 

乾燥した大地 

変化するサヘルの生活と環

境 

 乾燥帯地域の自然環境と，そ

こで暮らす人々の生活の工夫

を理解する。 

 地域の人々の生活が変化して

いくことを，自然的環境や社

会的環境に着目して捉える。

 

 

 

 

 サヘルに住む人々の生活の様子を理解

し，それらの特色を自然環境と関連づ

けて説明できる知識を身につけてい

る。（知識・理解） 

 乾燥した地域で暮らす人々の生活や文

化が生まれた背景と変化の過程につい

て，自然的条件や社会的条件を踏まえ

て考察し，その考察の結果を論述して

いる。（思考・判断・表現） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

14 

５ 常夏の島で暮らす人々 

 （p.32～33） 

自給自足に近いフィジー 

いつでも豊富な果物と作物 

さんご礁と観光開発 

 熱帯地域の自然環境と，そこ

で暮らす人々の生活の工夫を

理解し，その原因を考察する。

 観光や地域開発に着目して，

各地域にはその地域特有の課

題があることに対する関心を

持つ。 

 

 

 

 熱帯の気候で暮らす人々の生活の様子

を考察し，農産物や食生活などに関連

づけて論述している。（思考・判断・表

現） 

 自然豊かなフィジーで，観光や地域開

発のためにその自然を破壊するといっ

た地域特有の課題があることに気づ

き，その解決へ向けて関心を持ってい

る。（関心・意欲・態度） 

15 

６ 標高の高い土地に暮ら

す人々 （p.34～35） 

山を登り下りする生活 

標高によって異なる環境 

ゆるやかに変化する暮らし 

 高山気候の地域の自然環境を

理解し，そこで暮らす人々の

生活への疑問を持ち，自らそ

の課題を解決しようとする。

 標高差による自然環境や生活

の違いを，農産物などを通し

て理解する。 

 

 

 高地に暮らす人々の生活やその変化に

興味や関心が高まり，さまざまな資料

を活用して追究し，意欲的に取り組ん

でいる。（関心・意欲・態度） 

 高地における農牧業を，既得知識とし

てある農産物などと関連づけて理解

し，その知識を身につけている。（知

識・理解） 

16 

７ 世界に見られるさまざ

まな気候と広がり 

 （p.36～37） 

 世界の気候は，気温と降水量

の違いから，気候帯やさらに

細かい気候区に区分できるこ

とを理解する。 

 各気候区の特色を，植生，気

温，降水量，緯度，標高など

と関連づけて考察する。 

 

 これまで学んできた世界各地のさまざ

まな気候は，さらに細かく区分できる

ことを気候区分図から理解している。

（知識・理解，技能） 

 各気候区の特色を，風景や植生写真，

雨温図，気候区分図などの関連から，

考察している。（思考・判断・表現）

17 

８ 人々の生活に根付く宗

教 （p.38～39） 

世界のさまざまな宗教と広

がり 

インドの人々の暮らしと宗

教 

ヒンドゥー教の決まりごと 

 世界にはさまざまな宗教や宗

教と関わりの深い生活が営ま

れていることを，日本の社会

を踏まえて理解する。 

 世界的に広がる宗教の分布

を，主題図から読み取るとと

もに，それらの広がりを大ま

かに把握する。 

 

 世界的に広がる主な宗教の分布の広が

りや生活との関わりを大まかに把握

し，具体的な例を挙げて地球儀や世界

地図を用いて説明できる知識を身につ

けている。（知識・理解） 

 世界的に広がる主な宗教の分布の様子

を，主題図から読み取っている。（技能）

18 

９ 伝統的な生活とその変

化 （p.40） 

環境に適応した暮らし 

多様化した食生活 

都市の風景と伝統的な生活 

 世界の各地域では，その地域

の環境に適した社会や暮らし

が営まれていることを，自然

的環境や社会的環境の違いを

踏まえて理解する。 

 これまでの学習を振り返り，

多様化する衣食住を取り上

げ，なぜ社会や人々の暮らし

ぶりが変化していくのかを日

本の身近な生活の変化を踏ま

えて考える。 

 

 自然的条件や社会的条件によって人々

の生活が成立し，変化していくことを

理解している。（知識・理解） 

 世界各地では，環境との関わりやさま

ざまな条件の下で多様な生活が営まれ

ていることを，自分たちの生活との比

較や地域における過去と現在などの比

較を通して考察し，自分の考えを適切

に発表している。（思考・判断・表現）



地理－7 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

- 

［深めよう］イスラム教と

人々の暮らし （p.41） 

イスラム教と「コーラン」 

礼拝と断食 

地域によって異なる決まり 

 イスラム教が人々の日常生活

と深く関わっていることと，

それが地域的に多様であるこ

とを理解する。 

 宗教と人々の生活の関連につ

いて関心を持ち，それぞれの

宗教を尊重しようとする。 

 イスラム教の人々が「コーラン」にし

たがって日常生活を営んでいること

と，地域によってその関わりに違いが

見られることを理解している。（知識・

理解） 

 イスラム教をはじめ，宗教に対する関

心を持ち，それを相手の立場に立って

捉え，宗教について一面的に捉えず，

尊重しようとしている。（関心・意欲・

態度） 



地理－8 

 

 

◆評価規準の例（章全体） 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 

 世界の諸地域の地域的特色を理解する

ために，それぞれの地理的事象に関す

る学習テーマを設定し，意欲的に追究

させる。 

 世界の諸地域の学習テーマを追究して

いく過程において，その地域的特色と

課題を多面的・多角的に考察し，その

成果をさまざまな手法で表現させる。 

 世界の諸地域に関する統計資料の分

析，雨温図・主題図・写真の読み取り

や比較・関連づけなどの地理的技能を

育ませる。 

 世界の諸地域の自然環境，産業，生活・

文化，歴史的背景などの特色について

概観し，地球儀や地図帳などを活用し

ながら，それぞれの基礎的・基本的な

知識を身につけさせる。 

 世界の諸地域のさまざまな地理的事象を見いだし，地域的特色

に対する関心を高めている。 

 世界の諸地域の地域的特色を理解するための適切な課題を設定

し，意欲的に追究している。 

 

社会的な思考・判断・表現 

 設定した課題を，地域の環境条件や他地域との結び付き，人間

の営みとの関わりから，多面的・多角的に考察している。 

 世界の諸地域の地域的特色が，それぞれ世界的視野から見てど

のような地域的特色なのか，一般的共通性と地方的特殊性の視

点から追究し，捉えている。 

 世界の諸地域の地理的事象について，地域の変容の視点から捉

え，地域の課題や将来像について考察している。 

 学習テーマの追究やまとめなどの各過程において，論述したり，

意見交換したりするなど，言語活動に留意した適切な表現をし

ている。 

 

資料活用の技能 

 世界の諸地域の地域的特色を捉えるため，地図，新聞，写真，

紀行文や国家単位の統計など，さまざまな資料を収集している。

 収集した資料から，世界の諸地域の地域的特色について有用な

情報を適切に選択して，読み取ったり図表などにまとめたりし

ている。 

 地球儀，世界地図，地図帳，衛星画像などを有効に活用し，学

習成果を世界地図上や略地図上に表している。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 世界の諸地域の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景など

について概観し，その結果として基礎的・基本的な知識を身に

つけている。 

 地域の環境条件や他地域との結び付き，人間の営みとの関わり

などから捉えた，世界の諸地域の地域的特色を理解し，その基

礎的・基本的な知識を身につけている。 

 

第 3 章 世界の諸地域（配当 29 時間） 



地理－9 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 アジア州の地域的特色を理解するため

に，「経済の成長」に関する学習テーマ

を設定し，意欲的に追究させる。 

 アジア州の学習テーマを追究していく

過程において，その地域的特色と課題

を多面的・多角的に考察し，その成果

をさまざまな手法で表現させる。 

 アジア州に関する統計資料の分析，雨

温図・主題図・写真の読み取りや比較，

関連づけなどの地理的技能を育む。 

 アジア州の自然環境，産業，生活・文

化，歴史的背景などの特色について概

観し，地球儀や地図帳などを活用しな

がら，それぞれの基礎的・基本的な知

識を身につけさせる。 

 アジア州の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景など

の特色について概観する中で，特に経済成長に関心を持

ち，設定された学習テーマを意欲的に追究している。 

 日常よく見かけるアジア製品などから，アジア州と自分た

ちの生活との関わりに関心を持っている。 

 

(1)

の

ウ

の

(ｱ)

社会的な思考・判断・表現 

 アジア州の経済が成長してきた理由について，多面的・多

角的に考察し，その過程や結果を適切に表現している。 

 広範なアジア州の経済成長の過程を，地域ごとに理解する

とともに，州全体の地域的特色を考察している。 

 

資料活用の技能 

 アジア州の人口増加，都市と農村の変化，国家間の結び付

きなどについて表した主題図や写真などの資料を収集し

ている。 

 収集した資料から，アジア州の地域的特色について有用な

情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図表な

どにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 アジア州について，変化に富む自然環境と，都市化が急速

に進む様子を概観し，それぞれの基礎的・基本的な知識を

理解している。 

 アジア州について，「経済の成長」の学習テーマを基に地

域的特色を理解し，その知識を身につけている。 

 

1 節 アジア州 —急速に進む成長と変化—（配当 7時間） 
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◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

19 

１ アジア州をながめて 

 （p.44～47） 

変化に富む自然環境 

入り交じる文化 

都市化が急速に進むアジア 

 アジア州の自然について，雨

温図などの資料から概観し，

基礎的・基本的な知識を身に

つける。 

 アジア州の文化や産業につい

て，写真，グラフなどの資料

から読み取り，基礎的・基本

的な知識を身につける。 

 アジア州の人口について，統

計，分布図などの資料から概

観し，その特色について考察

する。 

 アジア州の地域的特色を理解

するため，「アジアは，なぜ急

速に成長したのでしょうか」

という学習テーマを立て，意

欲的に追究する。 

 

 変化に富む自然環境や，文化が入り混

じっていることや，都市化が急速に進

むアジア州の概観を理解している。（知

識・理解） 

 アジア州の概観を通して，特に経済成

長に関心を持って，それに関して意欲

的に追究しようとしている。（関心・意

欲・態度） 

20 

２ 成長する東アジア① 

 アジア NIES の出現 

 （p.48～49） 

東アジアの産業の変化 

輸出とともに成長した韓国 

ハイテク産業が発展する台

湾 

 アジア NIES の輸出の様子や

変化から工業化の進展を読み

取る。 

 韓国や台湾におけるハイテク

産業の発展を海外との関係か

ら考察する。 

 

 

 アジア NIES の輸出品の内訳のグラフ

や輸出品の変化のグラフから，アジア

NIES の工業化の様子を読み取ってい

る。（技能） 

 アジア NIES の発展は，海外への輸出や

海外の技術を学んだことによることを

適切に表現している。（思考・判断・表

現） 

21 

３ 成長する東アジア② 

 中国の発展 （p.50～51） 

巨大な人口が支える成長 

拡大する格差と西部大開発 

進む都市化と課題 

 資料から中国の急成長を捉

え，その背景を考察する。 

 経済成長について，その成果

と課題の両面について理解す

る。 

 

 中国の工業化が進んだ理由を，政策と

人口の面から捉えている。（知識・理解）

 経済成長の一方で経済格差が広がって

いることに関心を持っている。（関心・

意欲・態度） 

22 

４ 東南アジアの発展と課

題 （p.52～53） 

増える日本への輸出 

農村の暮らしの変化 

急速な都市化と課題 

 近年，アジアの国々の製品が

日本に大量に輸出されている

ことから，特に東南アジア諸

国の産業についての関心を持

つ。 

 東南アジア諸国の都市と農村

の変化の実態を，写真，統計

資料などから考察する。 

 

 東南アジアと自分たちの生活との関わ

りに関心を持ち，意欲的に調べている。

（関心・意欲・態度） 

 東南アジアの都市と農村の変化につい

て，機械化，若者，都市問題の三つの

語句を使って説明している。（思考・判

断・表現） 

23 

５ 南アジアで急速に成長

するインド （p.54～55） 

活発な世界各地との交流 

変わる都市と農村 

経済の自由化と工業の成長 

 資料を使って，インドが急速

に発展した理由を考察する。

 インドにおける農村から都市

への人口移動とその課題を捉

える。 

 

 資料から，インドの工業発展の様子と

その問題点を捉える。（技能） 

 経済成長の問題点について関心を持

ち，日本の共通点があることなどに関

心を持っている。（関心・意欲・態度）



地理－11 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

24 

６ 資源の豊かな西アジ

ア・中央アジア 

 （p.56～57） 

イスラム教徒が多い西アジ

ア 

石油でうるおう西アジア 

注目される中央アジア 

 写真や地図，グラフなどから，

西アジアや中央アジアの国々

の特色を読み取る。 

 西アジアと中央アジアの共通

点を考察する。 

 

 

 

 写真などの資料から，西アジアや中央

アジアの国々が鉱産資源に頼っている

ことを読み取る。（技能） 

 資料から西アジアと中央アジアの共通

点について考察し，それを適切に表現

している。（思考・判断・表現） 

25 

■ アジア州の学習をふり

返ろう （p.58） 

 アジア州の多様性について，

自然条件の違いに注目して捉

える。 

 「アジアは，なぜ急速に成長

したのでしょうか」という学

習テーマの答えと，今後の発

展の予測をアジアの多様性の

視点から考察する。 

 

 地図や写真，主題図などの資料を関連

づけて，アジア州の地理的事象を理解

している。（知識・理解） 

 アジア州で，急速な成長が進んできた

理由について，節の学習を踏まえて論

述したり，意見交換したりしている。

（思考・判断・表現） 

- 

［深めよう］アジアで交流

する文化 （p.59） 

人気を集める日本のアニメ 

各国で変化する日本の番組 

活発化する文化の輸出 

 

 アジアに日本の文化が紹介さ

れていることに関心を持ち，

身の回りのアジアの文化を含

め，文化交流について幅広く

捉えようとする。 

 アジアの人々が日本の文化を

自国風にアレンジして受け入

れている理由を，各国の事情

を踏まえて考察する。 

 

 自分たちになじみ深いアニメなどがア

ジアで受け入れられていることから，

海外との文化交流について関心を持っ

ている。（関心・意欲・態度） 

 海外で広まっている日本の文化が日本

とは違っていることについて，その理

由を各国の特色などから考察してい

る。（思考・判断・表現） 



地理－12 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 ヨーロッパ州の地域的特色を理解する

ために，「国家間の統合による変化」に

関する学習テーマを設定し，意欲的に

追究させる。 

 ヨーロッパ州の学習テーマを追究して

いく過程において，その地域的特色と

課題を多面的・多角的に考察し，その

成果をさまざまな手法で表現させる。 

 ヨーロッパ州に関する統計資料の分

析，雨温図・主題図・写真の読み取り

や比較，関連づけなどの地理的技能を

育ませる。 

 ヨーロッパ州の自然環境，産業，生活・

文化，歴史的背景などの特色について

概観し，地球儀や地図帳などを活用し

ながら，それぞれの基礎的・基本的な

知識を身につけさせる。 

 ヨーロッパ州の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景

などの特色について概観する中で，特に国家間の統合に関

心を持ち，設定された学習テーマを意欲的に追究してい

る。 

 日常的に用いられるあいさつや，生活と深く結び付いてい

るキリスト教の習慣などから，ヨーロッパ州の文化につい

ての関心を持っている。 

 

(1)

の

ウ

の

(ｲ)

社会的な思考・判断・表現 

 ヨーロッパ州の国家間の統合が進められてきた理由や，統

合が可能となった理由について，多面的・多角的に考察し，

その過程や結果を適切に表現している。 

 ヨーロッパ州の国家間の統合による変化について，背景に

あった文化の共通性や統合による人々の生活の変化など

と関連づけて考察している。 

 

資料活用の技能 

 ヨーロッパ州の交通，通勤，買い物，通貨など，統合の成

果などについて，さまざまな資料を収集している。 

 収集した資料から，ヨーロッパ州の地域的特色について有

用な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 ヨーロッパ州について，小国が多いこと，地域により異な

る農業が盛んなこと，世界経済における地位が低下してき

た様子を概観し，それぞれの基礎的・基本的な知識を理解

している。 

 ヨーロッパ州について，「国家間の統合による変化」の学

習テーマを基に地域的特色を理解し，その知識を身につけ

ている。 

 

2 節 ヨーロッパ州 —国どうしの統合による変化—（配当 5時間） 
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◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

26 

１ ヨーロッパ州をながめ

て （p.60～63） 

温暖な気候と広い平野 

多くの国々 

地域により異なる農業 

近代工業の発展 

 ヨーロッパ州の自然，人口と

民族，産業の特色について，

雨温図，分布図，写真などの

資料から概観し，基礎的・基

本的な知識を身につける。 

 ヨーロッパ州の地域的特色を

理解するために，「ヨーロッパ

の国々は，なぜ国家間の統合

を進めたのでしょうか」とい

う学習テーマを立て，意欲的

に追究する。 

 

 

 小国が多いこと，地域により異なる農

業が盛んなこと，世界経済における地

位が低下してきたことなどを概観し，

理解している。（知識・理解） 

 ヨーロッパ州を概観する中で，国家間

の統合に関心を持ち，その過程を意欲

的に追究している。（関心・意欲・態度）

27 

２ ヨーロッパ文化の共通

性 （p.64～65） 

表現が似ているあいさつ 

キリスト教の信仰 

多様な民族と共通の文化 

 日常的に用いられる挨拶や，

生活と深く結び付いているキ

リスト教の習慣などから，ヨ

ーロッパ州の文化についての

関心を持つ。 

 多様な民族で構成されている

ヨーロッパ州の国々が統合を

進めることができた背景に

は，言語や宗教の共通性が挙

げられることを理解する。 

 

 

 表現の仕方が似ているあいさつや，キ

リスト教の信仰など，ヨーロッパにお

ける共通の文化に対する関心を持って

いる。（関心・意欲・態度） 

 ヨーロッパ州の国々の文化について，

似ている点を二つ挙げ，統合を進める

ことができた理由について理解してい

る。（知識・理解） 

28 

３ 進むヨーロッパ統合 

 （p.66～67） 

国境をこえた統合 

工業の変化 

統合の進展と人々の生活 

 ヨーロッパ州で統合されてき

た内容を，写真，分布図など

の資料と本文を関連づけて読

み取る。 

 ヨーロッパ州の国々が国境を

越えた統合を進めてきた理由

について，EU，アメリカ合衆

国，日本を比較した統計資料

などを基に考察する。 

 

 

 ヨーロッパ州が統合してきたことを，

交通，通勤，買い物，通貨などのさま

ざまな資料を関連づけることで読み取

っている。（技能） 

 EU 統合の内容について，工業，人々の

移動，交通の三つの視点から説明して

いる。（思考・判断・表現） 

29 

４ ヨーロッパの課題とロ

シア連邦 （p.68～69） 

EU のかかえる課題 

EU とつながるロシア連邦 

 ヨーロッパ州の生活の課題に

ついて，写真や主題図からそ

の地域的特色を考察する。 

 近年，EU 諸国との結び付きを

強めるロシア連邦の産業につ

いて，主題図などの資料と「地

理にアクセス」を関連づけて

読み取る。 

 

 

 

 EU 加盟国の一人あたりの国民総所得

や，ロシア連邦とその周辺の鉱工業の

主題図から，それぞれの地域の国民生

活の様子を読み取っている。（技能）

 EU 諸国とロシア連邦の結び付きにつ

いて，写真や主題図を用いて説明して

いる。（思考・判断・表現） 



地理－14 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

30 

■ ヨーロッパ州の学習を

ふり返ろう （p.70） 

 地図や写真，主題図などの資

料から，ヨーロッパ州の学習

について振り返り，整理する。

 「ヨーロッパの国々は，なぜ

国家間の統合を進めたのでし

ょうか」という学習テーマの

答えと，今後のヨーロッパ州

の課題を経済や政治の視点か

ら考察する。 

 

 地図や写真，主題図などの資料を関連

づけて，ヨーロッパ州の地理的事象を

理解している。（知識・理解） 

 EU 統合が進んだ背景や現状，課題につ

いて，経済や政治の視点から論述した

り，意見交換したりしている。（思考・

判断・表現） 

- 

［深めよう］環境に配慮さ

れたヨーロッパ社会 

 （p.71） 

ヨーロッパの環境問題 

EU の取り組み 

環境に配慮した観光 

 ヨーロッパで環境問題につい

ての国境を越えた協力が早く

からなされてきた背景を，そ

の地域的特色を踏まえて考察

する。 

 ヨーロッパの環境問題や観光

を参考にして，自分の住んで

いる地域の環境の向上や観光

の在り方について関心を持

つ。 

 

 ヨーロッパで国境を越えた環境問題の

取り組みについて，国々の位置関係（公

害の国際問題化）やＥＵの役割などか

ら考えている。（思考・判断・表現）

 ヨーロッパの環境に配慮した消費生活

やエネルギー利用，観光に関心を持ち，

それを積極的に調べ，自分の住んでい

る地域の参考にしようとしている。（関

心・意欲・態度） 



地理－15 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 アフリカ州の地域的特色を理解するた

めに，「特定の生産品に頼る生活からの

変化」に関する学習テーマを設定し，

意欲的に追究させる。 

 アフリカ州の学習テーマを追究してい

く過程において，その地域的特色と課

題を多面的・多角的に考察し，その成

果をさまざまな手法で表現させる。 

 アフリカ州に関する統計資料の分析，

雨温図・主題図・写真の読み取りや比

較，関連づけなどの地理的技能を育む。 

 アフリカ州の自然環境，産業，生活・

文化，歴史的背景などの特色について

概観し，地球儀や地図帳などを活用し

ながら，それぞれの基礎的・基本的な

知識を身につけさせる。 

 アフリカ州の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景な

どの特色について概観する中で，アフリカ州が生産物の開

発や輸出のための技術を外国に頼っていることに関心を

持ち，設定された学習テーマを意欲的に追究している。 

 カカオや希少金属（レアメタル）の生産など，アフリカ州

の産業と日本人の日常生活との関わりが深いことについ

ての関心を持っている。 

 

(1)

の

ウ

の

(ｳ)

社会的な思考・判断・表現 

 アフリカ州の国々の他国への依存状態からの脱却が進め

られてきた過程について，多面的・多角的に考察し，その

過程や結果を適切に表現している。 

 特定の生産品に頼る生活からの変化について，産業の変化

や自立への課題と関連づけて考察している。 

 

資料活用の技能 

 アフリカ州の農業と工業の特色や問題点などについて，さ

まざまな資料を収集している。 

 収集した資料から，アフリカ州の地域的特色について有用

な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 アフリカ州について，広大な砂漠を持つ自然環境，古い歴

史と伝統的な文化，農業や鉱業を中心とした産業などの特

色を概観し，それぞれの基礎的・基本的な知識を理解して

いる。 

 アフリカ州について，「特定の生産品に頼る生活からの変

化」の学習テーマを基に地域的特色を理解し，その知識を

身につけている。 

 

3 節 アフリカ州 —特定の生産品にたよる生活からの変化—（配当 4時間） 



地理－16 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

31 

１ アフリカ州をながめて 

 （p.72～75） 

広大な砂漠が広がるアフリ

カ 

アフリカの歩み 

独自の言語と公用語 

伝統的な文化と産業 

 アフリカ州の自然，歴史と文

化，産業の特色について，雨

温図，分布図，写真などの資

料から概観し，基礎的・基本

的な知識を身につける。 

 アフリカ州の地域的特色を理

解するために，「アフリカで

は，なぜ農業や鉱業の生産品

が，特定の産業にかたよって

いるのでしょうか」という学

習テーマを立て，意欲的に追

究する。 

 広大な砂漠を持つ自然，古い歴史と伝

統的な文化，農業や鉱業を中心とした

産業などの特色を概観し，理解してい

る。（知識・理解） 

 アフリカ州を概観する中で，産業の変

化に関心を持ち，その過程を意欲的に

追究している。（関心・意欲・態度）

32 

２ アフリカの産業と新た

な開発 （p.76～77） 

世界に輸出されるカカオ 

プランテーション農業と農

牧業 

豊富な鉱産資源 

アフリカの産業の仕組み 

 カカオや希少金属（レアメタ

ル）の生産など，日本人の生

活と関わりが深いアフリカの

産業に対する関心を持つ。 

 アフリカ州のプランテーショ

ン農業やモノカルチャー経済

の実態について，主題図や貿

易統計から読み取る。 

 

 アフリカ州の産業と日本人の日常生活

との関わりに関心を持ち，アフリカの

農業や工業を意欲的に調べようとして

いる。（関心・意欲・態度） 

 アフリカ州の農業と工業の特色や問題

点を，さまざまな資料の関連づけから

読み取っている。（技能） 

33 

３ アフリカの課題と展望 

 （p.78～79） 

進む都市化 

発展への課題 

地域の統合と自立への交流 

 ナイロビ市内の二つの写真お

よびアフリカ各地域と日本，

世界における平均余命を比較

し，その共通性と相違点につ

いて考察する。 

 アフリカ州の課題について，

都市化，人口増加，環境問題

などの視点から理解する。 

 

 写真や表から，アフリカ州では都市化

が進む一方で，農村地域との格差や生

活水準が異なることを説明している。

（思考・判断・表現） 

 現在のアフリカ州が持つ課題につい

て，三つの視点（都市化，人口，環境）

を踏まえて理解している。（知識・理解）

34 

■ アフリカ州の学習をふ

り返ろう （p.80） 

 地図や写真，主題図などの資

料から，アフリカ州の学習に

ついて振り返り，整理する。

 「アフリカでは，なぜ農業や

鉱業の生産品が，特定の産業

にかたよっているのでしょう

か」という学習テーマの答え

を，自立へ向けてのさまざま

な努力を踏まえて考察する。

 

 地図や写真，主題図などの資料を関連

づけて，アフリカ州の地理的事象を理

解している。（知識・理解） 

 特定の産業に頼る国づくりの背景や現

状，課題について，アフリカ諸国の自

立の視点から論述したり，意見交換し

たりしている。（思考・判断・表現）

- 

［深めよう］大自然を生か

した観光開発 （p.81） 

アフリカの観光 

サファリ観光とエコツーリ

ズム 

サファリ観光の課題 

 サファリ観光が発展した背景

を，アフリカの地域的特色を

踏まえて考察する。 

 エコツーリズムやエコミュー

ジアムの意義について理解す

る。 

 

 サファリ観光が発展した背景につい

て，観光客の立場だけでなく，環境保

護などアフリカの立場からも考察して

いる。（思考・判断・表現） 

 エコツーリズムやエコミュージアムが

地域環境や地域経済などに与えるメリ

ットを理解している。（知識・理解）



地理－17 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 北アメリカ州の地域的特色を理解する

ために，アメリカ合衆国を中心とした

「産業の発達」に関する学習テーマを

設定し，意欲的に追究させる。 

 北アメリカ州の学習テーマを追究して

いく過程において，その地域的特色と

課題を多面的・多角的に考察し，その

成果をさまざまな手法で表現させる。 

 北アメリカ州に関する統計資料の分

析，雨温図・主題図・写真の読み取り

や比較，関連づけなどの地理的技能を

育む。 

 北アメリカ州の自然環境，産業，生活・

文化，歴史的背景などの特色について

概観し，地球儀や地図帳などを活用し

ながら，それぞれの基礎的・基本的な

知識を身につけさせる。 

 北アメリカ州の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景

などの特色について概観する中で，特にアメリカ合衆国の

産業に関心を持ち，設定された学習テーマを意欲的に追究

している。 

 日本にも広がるショッピングセンターやファストフード，

身の回りに多く見られる輸入品など，世界に広がるアメリ

カ文化に関心を持っている。 

 

(1)

の

ウ

の

(ｴ)

社会的な思考・判断・表現 

 北アメリカ州，特にアメリカ合衆国の産業が発達している

理由について，多面的・多角的に考察し，その過程や結果

を適切に表現している。 

 北アメリカ州の産業が発達している様子を，アメリカ合衆

国の農業や工業，生活・文化の観点から考察している。 

 

資料活用の技能 

 北アメリカ州，特にアメリカ合衆国の大規模で合理的な農

業の特色や，巨大な工業生産力の様子について，主題図や

写真などのさまざまな資料を収集している。 

 収集した資料から，北アメリカ州の地域的特色について有

用な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 北アメリカ州について，大陸と島々からなる自然環境，新

しい文化，産業と経済の地域差などの特色を概観し，それ

ぞれの基礎的・基本的な知識を理解している。 

 北アメリカ州について，アメリカ合衆国を中心とした「産

業の発達」の学習テーマを基に地域的特色を理解し，その

知識を身につけている。 

 

4 節 北アメリカ州 —盛んな農業や工業の特色—（配当 5時間） 



地理－18 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

35 

１ 北アメリカ州をながめ

て （p.82～85） 

大陸と島々 

人々と文化 

産業の発展と地域差 

 北アメリカ州の自然，文化，

産業の特色について，雨温図，

分布図，写真などの資料から

概観し，基礎的・基本的な知

識を身につける。 

 北アメリカ州の地域的特色を

理解するために，特に，アメ

リカ合衆国に注目しながら

「北アメリカでは，なぜさま

ざまな産業が盛んなのでしょ

うか」という学習テーマを立

て，意欲的に追究する。 

 

 

 大陸と島々からなる自然，新しい文化，

産業と経済の地域差などの特色を概観

し，理解している。（知識・理解） 

 北アメリカ州を概観する中で，産業に

関心を持ち，その特色を意欲的に追究

している。（関心・意欲・態度） 

36 

２ 広大な国土と工業化し

た農業 （p.86～87） 

農業に適した広い土地 

大規模で工業化した農業 

農業に進出する企業 

 アメリカ合衆国の大規模で合

理的な農業の特色を，写真，

グラフ，分布図などから読み

取る。 

 アメリカ合衆国が多様な農産

物を大量に生産できる理由

を，気候，生産方法，経営者

のそれぞれの視点から考察す

る。 

 

 

 

 アメリカ合衆国の大規模で合理的な農

業の特色を，主題図や写真などのさま

ざまな資料を関連づけて読み取ってい

る。（技能） 

 アメリカ合衆国が多様な農産物を大量

に生産できる理由を，気候，生産方法，

経営者のそれぞれの特色から説明して

いる。（思考・判断・表現） 

37 

３ 工業の発展と工業地域 

 （p.88～89） 

豊かな資源を利用した工業 

情報化と新しい工業の発展 

経済を支える人々 

 アメリカ合衆国で発展してき

た重工業や先端技術を用いた

工業の特色を，写真，グラフ，

分布図などから読み取る。 

 アメリカ合衆国の工業は，広

大な国土と豊かな資源に加え

て，ヨーロッパ州やアジア州

からの移民の存在によって発

展してきたことを理解する。

 

 

 

 アメリカ合衆国の大西洋岸や五大湖沿

岸と，サンベルトの二つの工業地域な

どについて，主な工業の種類とそれが

発展した理由を比べて，表にまとめて

いる。（技能） 

 アメリカ合衆国では，移民が産業の発

展に重要な役割を果たしてきたことを

理解している。（知識・理解） 

38 

４ 産業を支える新しい文

化と人々 （p.90～91） 

快適な生活の追求 

豊かな国を支える人々 

 アメリカ合衆国の生活・文化

が，世界の国々に与えている

影響について関心を持つ。 

 北アメリカ州の人々の生活に

ついて，人口構成や経済の視

点から，地域的特色を考察す

る。 

 

 

 

 日本にも広がるショッピングセンター

やファストフードなど，世界に広がる

アメリカ文化に関心を持っている。（関

心・意欲・態度） 

 アメリカ合衆国・カナダ，メキシコ・

中央アメリカ・西インド諸島の二つの

地域に見られる人々と企業の特徴につ

いて説明している。（思考・判断・表現）



地理－19 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

39 

■ 北アメリカ州の学習を

ふり返ろう （p.92） 

 地図や写真，主題図などの資

料から，北アメリカ州の学習

について振り返り，整理する。

 「北アメリカでは，なぜさま

ざまな産業が盛んなのでしょ

うか」という学習テーマの答

えを，アメリカ合衆国に注目

しながら，農業と工業を中心

に考察する。 

 地図や写真，主題図などの資料を関連

づけて，北アメリカ州の地理的事象を

理解している。（知識・理解） 

 北アメリカ州で産業が盛んな背景や現

状，課題について，論述したり，意見

交換したりしている。（思考・判断・表

現） 

- 

［深めよう］多民族社会を

形成するアメリカ 

 （p.93） 

移民が造った多様な国 

さまざまな多民族社会 

 

 アメリカが多民族社会になっ

た理由を，その歴史的背景や

地域的特色から理解する。 

 多民族社会と，その問題点の

解決の努力とについて関心を

高める。 

 アメリカの開発に必要な労働力が不足

していたため，移民が積極的に受け入

れられてきたことを，各時代の背景を

踏まえて理解している。（知識・理解）

 多民族化により多様な文化が持ち込ま

れてきたことや，少数の民族に対する

偏見や差別をなくすための努力につい

て関心を持ち，身近な外国人との共生

の在り方について考えようとしてい

る。（関心・意欲・態度） 



地理－20 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 南アメリカ州の地域的特色を理解する

ために，「開発の進展と環境問題」に関

する学習テーマを設定し，意欲的に追

究させる。 

 南アメリカ州の学習テーマを追究して

いく過程において，その地域的特色と

課題を多面的・多角的に考察し，その

成果をさまざまな手法で表現させる。 

 南アメリカ州に関する統計資料の分

析，雨温図・主題図・写真の読み取り

や比較，関連づけなどの地理的技能を

育む。 

 南アメリカ州の自然環境，産業，生活・

文化，歴史的背景などの特色について

概観し，地球儀や地図帳などを活用し

ながら，それぞれの基礎的・基本的な

知識を身につけさせる。 

 南アメリカ州の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景

などの特色について概観する中で，特に開発の進展と環境

問題に関心を持ち，設定された学習テーマを意欲的に追究

している。 

 

(1)

の

ウ

の

(ｵ)

社会的な思考・判断・表現 

 南アメリカ州の環境問題と環境保全の過程について，多面

的・多角的に考察し，その過程や結果を適切に表現してい

る。 

 自然環境を生かして生活をしていた時代から，開発によっ

てどのように環境が変化したのか，考察している。 

 

資料活用の技能 

 南アメリカ州の自然環境や開発，環境問題の特色につい

て，主題図や写真などのさまざまな資料を収集している。

 収集した資料から，南アメリカ州の地域的特色について有

用な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 南アメリカ州について，南北に長い大陸の自然環境，混じ

り合う文化，都市と産業の発達などの特色を概観し，それ

ぞれの基礎的・基本的な知識を理解している。 

 南アメリカ州について，「開発の進展と環境問題」の学習

テーマを基に地域的特色を理解し，その知識を身につけて

いる。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

40 

１ 南アメリカ州をながめ

て （p.94～97） 

南北に長い大陸 

混じり合う人々と文化 

都市と産業の発達 

 南アメリカ州の自然，文化，

都市と産業の特色について，

雨温図，分布図，写真などの

資料から概観し，基礎的・基

本的な知識を身につける。 

 南アメリカ州の地域的特色を

理解するために，「南アメリカ

では，なぜ開発が進んだので

しょうか」という学習テーマ

を立て，意欲的に追究する。

 

 

 南北に長い大陸の自然，混じり合う文

化，都市と産業の発達などの特色を概

観し，理解している。（知識・理解）

 南アメリカ州を概観する中で，環境の

変化に関心を持ち，その過程を意欲的

に追究している。（関心・意欲・態度）

5 節 南アメリカ州 —開発の進展と環境問題—（配当 4時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

41 

２ 自然環境と共生する

人々 （p.98～99） 

アマゾン川と暮らす人々 

森林で暮らす人々 

草原で暮らす人々 

 南アメリカ州の自然環境の様

子を，写真や模式図などの資

料から読み取る。 

 南アメリカ州では，環境をど

のように利用しながら生活し

てきたのか，それぞれの土地

の産業を中心に考察する。 

 

 

 南アメリカ州の自然環境の特色を，さ

まざまな資料の関連づけから読み取っ

ている。（技能） 

 南アメリカの特徴的な地域である，ア

マゾン川，森林，草原の各地域で盛ん

な産業を説明している。（思考・判断・

表現） 

42 

３ 開発の進行とその影響 

 （p.100～101） 

アマゾン地域の開発 

食料とエネルギーの増産 

開発と環境保護の課題 

 アマゾン地域の写真や分布図

などから，開発の影響と課題

について読み取る。 

 南アメリカ州の環境問題につ

いて，食料やエネルギー生産

の視点から，地域的特色を考

察する。 

 

 

 アマゾン川流域の自然環境の特色を，

さまざまな資料の関連づけから読み取

っている。（技能） 

 アマゾン地域の開発や，食料・エネル

ギーの増産のための開発によって起こ

った環境問題に共通する原因を説明し

ている。（思考・判断・表現） 

43 

■ 南アメリカ州の学習を

ふり返ろう （p.102） 

 地図や写真，主題図などの資

料から，南アメリカ州の学習

について振り返り，整理する。

 「南アメリカでは，なぜ開発

が進んだのでしょうか」とい

う学習テーマの答えを，自然

環境と開発の視点から考察す

る。 

 

 

 地図や写真，主題図などの資料を関連

づけて，南アメリカ州の地理的事象を

理解している。（知識・理解） 

 南アメリカ州で開発が進んだ背景や現

状，課題について，論述したり，意見

交換したりしている。（思考・判断・表

現） 

- 

［深めよう］南アメリカで

活躍する日系移民 

 （p.103） 

南アメリカにわたった日本

人 

日系社会の形成と変化 

ブラジル社会への貢献 

 南アメリカにはたくさんの日

系人が住んでいることに関心

を持つ。 

 ブラジル社会において日系人

が高く評価されている理由に

ついて理解する。 

 

 

 

 南アメリカには日系人が多いこととそ

の活躍について関心を持つとともに，

身近にいる日系人に関心を持ってい

る。（関心・意欲・態度） 

 日系人がブラジル社会でさまざまな貢

献をしてきたことについて，具体例を

踏まえて理解している。（知識・理解）



地理－22 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 オセアニア州の地域的特色を理解する

ために，「アジア州との結び付き」に関

する学習テーマを設定し，意欲的に追

究させる。 

 オセアニア州の学習テーマを追究して

いく過程において，その地域的特色と

課題を多面的・多角的に考察し，その

成果をさまざまな手法で表現させる。 

 オセアニア州に関する統計資料の分

析，雨温図・主題図・写真の読み取り

や比較，関連づけなどの地理的技能を

育む。 

 オセアニア州の自然環境，産業，生活・

文化，歴史的背景などの特色について

概観し，地球儀や地図帳などを活用し

ながら，それぞれの基礎的・基本的な

知識を身につけさせる。 

 オセアニア州の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景

などの特色について概観する中で，特にアジア州との結び

付きに関心を持ち，設定された学習テーマを意欲的に追究

している。 

 観光客が増加するなど，日本との関わりが深くなっている

オーストラリアなどのオセアニア州の国々に関心を持と

うとしている。 

 

(1)

の

ウ

の

(ｶ)

社会的な思考・判断・表現 

 オセアニア州がアジア州と結び付きを深めてきた理由に

ついて，多面的・多角的に考察し，その過程や結果を適切

に表現している。 

 オセアニア州の貿易相手国や貿易品の変化，移民の出身州

の移り変わりなどを読み取り，資源や移民に関してアジア

州との結び付きが強まっている様子を考察する。 

 

資料活用の技能 

 オーストラリアの農牧業や鉱産資源の特色について，主題

図や写真などのさまざまな資料を収集している。 

 収集した資料から，オセアニア州の地域的特色について有

用な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図

表などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 オセアニア州について，乾燥する大陸と島々からなる自

然，先住民の文化，観光や貿易を中心とした産業などの特

色を概観し，それぞれの基礎的・基本的な知識を理解して

いる。 

 オセアニア州について，「アジア州との結び付き」の学習

テーマを基に地域的特色を理解し，その知識を身につけて

いる。 

 

6 節 オセアニア州 —強まるアジアとの結び付き—（配当 4時間） 
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◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

44 

１ オセアニア州をながめ

て （p.104～107） 

「乾燥大陸」と多くの島々 

オセアニアの文化 

変化するオセアニアの経済 

 オセアニア州の自然，文化，

産業の特色について，雨温図，

分布図，写真などの資料から

概観し，基礎的・基本的な知

識を身につける。 

 オセアニア州の地域的特色を

理解するために，「オセアニア

では，なぜアジアとの結び付

きが強くなってきたのでしょ

うか」という学習テーマを立

て，意欲的に追究する。 

 

 乾燥大陸と島々から成る自然，先住民

の文化，観光や貿易を中心とした産業

などの特色を概観し，理解している。

（知識・理解） 

 オセアニア州を概観する中で，アジア

州との結び付きに関心を持ち，その過

程を意欲的に追究している。（関心・意

欲・態度） 

45 

２ 資源によるアジアとの

つながり （p.108～109） 

変わる輸出品と貿易相手国 

自然環境に応じた農牧業 

豊富な資源を生かした国際

関係 

 オーストラリアの農牧業や鉱

業の特色を，写真，グラフ，

分布図などから読み取る。 

 オーストラリアの貿易内容や

相手国の変化から，アジア州

とのつながりが深まってきた

理由を考察する。 

 

 オーストラリアの農牧業や鉱産資源の

特色を，さまざまな資料を関連づけな

がら読み取っている。（技能） 

 オーストラリアからアジア州への輸出

が増えた理由を説明している。（思考・

判断・表現） 

46 

３ 人々によるアジアとの

つながり （p.110～111） 

白豪主義からの転換 

多文化社会を目指して 

増大するアジアからの観光

客 

 アジア州からの移民や日本か

らの観光客が多いことによる

アジア州の影響やアジア州と

の結び付きに関心を持つ。 

 人々の交流の面から，オセア

ニア州とアジア州とのつなが

りが深まってきた理由や課題

を考察する。 

 

 オセアニア州と日本との結び付きや関

わりに関心を持っている。（関心・意

欲・態度） 

 オセアニア州の人が，アジア州の人に

対して，オセアニア州をアピールする

ためのキャッチフレーズを考え，議論

したり，意見交換したりしている。（思

考・判断・表現） 

47 

■ オセアニア州の学習を

ふり返ろう （p.112） 

 地図や写真，主題図などの資

料から，オセアニア州の学習

について振り返り，整理する。

 「オセアニアでは，なぜアジ

アとの結び付きが強くなって

きたのでしょうか」という学

習テーマの答えを，資源や

人々とのつながりを中心に考

察する。 

 

 地図や写真，主題図などの資料を関連

づけて，オセアニア州の地理的事象を

理解している。（知識・理解） 

 オセアニア州で，アジア州との結び付

きが強まっている理由について，節の

学習を踏まえて論述したり，意見交換

したりしている。（思考・判断・表現）

- 

［深めよう］水没の危機に

あるとされるツバル 

 （p.113） 

島国ツバル 

水没の危機と地球温暖化 

地球規模の環境変動とツバ

ル 

 写真からツバルの水没の危機

について読み取る。 

 環境問題の原因について多面

的に考察する必要があること

に関心を持つ。 

 

 

 同じ場所を取った２枚の写真から水没

の危機にあることを読み取っている。

（技能） 

 ツバルの水没の危機の原因について，

多面的に考えようとしている。（関心・

意欲・態度） 
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◆評価規準の例（章全体） 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 学習した地理的事象や日常の生活，報

道などによる話題などの地理的事象に

興味・関心を持たせ，設定した課題の

解決に向けて問題解決的な調査活動や

探究的な学習に意欲的に取り組ませ

る。 

 世界の人々はそれぞれの地域で，なぜ

そのような多様な生活を営んでいるの

かを考えさせ，世界の地理的認識を深

めさせる。 

 調査活動や調査結果のまとめなどのさ

まざまな学習活動を通じて，言語能力

を高めさせる。 

 直接経験地域でない世界のさまざまな

地域または国の調査を行う際の視点を

身につけさせる。 

 調査結果の分析や調査結果の発表の学

習活動を通じて，地理情報の適切な処

理方法や地理的技能を身につけさせ

る。 

 学習した地理的事象や日常の生活，報道などによる話題な

どの地理的事象に関心を高め，設定した課題を意欲的に追

究し，捉えようとしている。 

 設定した課題の解決に向けて，世界のさまざまな地域の調

査を行う際の視点や方法を基に地域を調査し，地域的特色

を明らかにすることに関心を高め，それを意欲的に追究

し，捉えようとしている。 

 

(1)

の

エ

社会的な思考・判断・表現 

 世界のさまざまな地域又は国の人々の暮らしの地域的特

色について，その共通性や異質性など多面的・多角的に考

察し，なぜそのような多様な生活を営んでいるのかを論述

や図表などで適切に表現している。 

 世界のさまざまな地域の調査を行う際の視点や方法を多

面的・多角的に考察し，調査活動の過程やその結果を適切

に表現している。 

 

資料活用の技能 

 人々の伝統的な生活と文化，自然的条件や社会的条件，歴

史的背景，他地域との共通性や異質性，結び付きなどに着

目して，調査対象の地域的特色に関する資料を収集してい

る。 

 収集した各種の地図や統計資料，書籍やインターネット，

写真，旅行経験者の体験談などの情報から，有用な情報を

適切に選択し，その地域的特色について読み説き，関連づ

けながら整理している。 

 調査結果のまとめの学習活動において，統計資料を地図上

に適切に表現したり，地図を活用してその内容を示したり

するなど，適切に表現している。 

 調査結果の発表において，発表方法を適切に選択し，内容

を分かりやすく発表している。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 世界のさまざまな地域の調査について，位置や環境条件，

人間の営みなどと関連づけて考察し，調査した地域の地域

的特色を理解し，その知識を身につけている。 

 世界のさまざまな地域の調査について，地域調査を行う際

の視点や必要な資料の所在，さまざまな地図の多様な活用

の仕方，調査結果をまとめる際の基本的な記述の仕方につ

いて理解し，その知識を身につけている。 

 

第 4 章 世界のさまざまな地域の調査（配当 5時間） 
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◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

48 

１ 情報を集めて調査テー

マを決めよう 

 （p.116～117） 

調べたいことの見つけ方 

調査テーマの決め方 

 学習した地理的事象や日常の

生活，書籍や報道などによる

話題などから，調べたいこと

を見つけ，それに関する情報

を集める。 

 集めた情報を基に，国を調査

するためのテーマを決める。

 自然環境，人口，資源・エネルギーと

産業，他地域との比較，結び付き，生

活・文化などに着目し，調査テーマと

して取り上げたい地理的事象を発表し

たり，情報を集めたりするなど，学習

内容に関心を高めている。（関心・意

欲・態度） 

 ウェビングマップの作成などを通し

て，世界の人々の生活の多様性や地域

的特色を捉えるためのテーマを設定し

ている。（技能） 

49 

２ 調査の準備をしよう 

 （p.118～119） 

仮説の立て方 

調査計画の立て方 

 設定したテーマに対して仮説

を立てたり，調査計画を立て

たりする。 

 テーマの解決に向けて，調査

活動に役立つさまざまな資料

や地図の活用の仕方を身につ

ける。 

 自分なりの根拠を入れた具体的な仮説

を設定し，またその仮説をいつ，どの

ような方法で調査していくのかを考え

た調査計画書を作成している。（思考・

判断・表現） 

 インターネットや書籍，聞き取りなど

さまざまな調査で資料を収集し，適切

に選択して整理している。（技能） 

50 

３ 調査をしよう 

 （p.120～121） 

国の調べ方 

 国の全体像を捉えたり，日本

との共通点や相違点を見つけ

たりするなど，その国の特色

を見つけようと努力する。 

 設定したテーマの解決に向け

て，国を調べるときに必要な

資料の集め方や活用方法を身

につける。 

 テーマの解決に向けて，地域的特色を

明らかにすることに関心を高め，それ

を意欲的に追究し，捉えようとしてい

る。（関心・意欲・態度） 

 本，ガイドブック，ウェブページ，統

計資料を活用したり，収集した情報を

組み合わせたりすることで，その国の

特色を読み取っている。（技能） 

51 

４ 調査のまとめをしよう 

 （p.122～123） 

調査の考察とまとめの方法 

 調査で収集した資料を基に，

調査テーマに対して立てた仮

説が正しかったかどうかを検

証する。 

 調査結果をレポート，地図，

イラストなどにまとめる地理

的技能を理解し，身につける。

 調査で収集した資料を視点や方法を多

面的・多角的に考察し，仮説の検証を

している。（思考・判断・表現） 

 調査結果をまとめる際の基本的な記述

の構成や方法を理解し調査結果ととも

に自分の考えを，地図や図表などを活

用しながらレポートにまとめている。

（技能） 

52 

５ 調査の発表をしよう 

 （p.124～125） 

さまざまな発表方法 

発表会を成功させるには 

 調査結果のさまざまな発表方

法を知り，学習テーマに沿っ

た適切な発表方法を組み合わ

せて発表する。 

 ほかの人の発表を聞き，自分

の発表との共通点や相違点を

見つけることで，調査した地

域の地域的特色を多面的・多

角的に捉える。 

 世界のさまざまな地域または国の人々

の暮らしについて，その共通性や特殊

性などから追究し，なぜそのような多

様な生活を営んでいるのかを考察し，

その過程や結果について発表してい

る。（技能） 

 ほかの人の発表を聞くことで，世界の

人々の生活の多様性や地域的特色を，

一般的共通性と地方的特殊性の両面か

ら考察している。（思考・判断・表現）
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◆評価規準の例（章全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 日本の国土の位置および領域の特色と

変化を世界的な視野から多面的・多角

的に考察し，日本の現状を位置と領域

の面から大観させる。 

 経度の違いが，自分たちの生活にどの

ように影響するのか，標準時と時差の

仕組みを踏まえて大観させ，地球上に

おける日本と世界各地との位置関係を

捉えさせる。 

 都道府県と県庁所在地の名称と位置を

地図上で確実に身につけさせるととも

に，地名への関心を高めさせる。また，

日本の略地図の描き方を身につけさせ

る。 

 日本の地域構成の基本的な枠組み（地

域区分）を捉える活動に意欲を持って

取り組ませるとともに，地図を活用す

る方法を身につけさせる。 

 日本の国土に対する関心を高め，日本の位置と領域，都道

府県の構成と地域区分を意欲的に追究し，日本の地域構成

を大まかに捉えようとしている。 

 日本の略地図を自分なりに工夫して描く活動に意欲的に

取り組んでいる。 

 

(2)

の

ア

社会的な思考・判断・表現 

 日本の位置と領域の特色を，世界的な視野から多面的・多

角的に考察し，簡単な説明文にまとめるなど適切に表現し

ている。 

 標準時と時差の仕組みを通して，地球上における日本と世

界各地との位置関係を捉えている。 

 

資料活用の技能 

 地球儀や世界地図を活用して，簡単な時差の計算を適切に

行っている。 

 日本の略地図を自分なりに工夫して描いている。 

 日本の地域構成を，地図を活用して適切に捉えている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 世界的な視野から日本の領域の特色と変化を理解し，その

知識を略地図に描いている。 

 標準時と時差の仕組みについて理解し，その知識を身につ

けている。 

 都道府県と県庁所在地の名称と位置を地図上で確実に身

につけている。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

53 

１ 日本の位置を調べよう 

 （p.128～129） 

日本の位置を説明してみよ

う 

さまざまな位置に動かした

日本 

 世界的な視野から多面的・多

角的に日本の位置の特色を学

習し，その特色を身につける。

 世界の中で日本の位置はどの

ような特色が見られるかに関

心を持ち，地球儀や地図を活

用して調べる。 

 

 

 同経度・同緯度の国や都市，さまざま

な位置に動かした日本などから日本の

位置の特色を，地球儀や世界地図を適

切に活用して考察している。（思考・判

断・表現，技能） 

 世界的な視野から見た日本の位置の特

色を理解している。（知識・理解） 

第 2 編 日本のさまざまな地域 

第 1 章 日本の姿（配当 6時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

54 

２ 日本と世界との時差を

とらえよう 

 （p.130～131） 

各国の標準時と時差 

 標準時と時差の仕組みを通し

て，地球上における日本と世

界各地との位置関係を捉え

る。 

 標準時と時差の仕組みを理解

し，簡単な時差の計算をする。

 

 

 

 なぜ世界各国で標準時が決められてい

るのか，時差の計算はどのような時に

役立つかを国際化した生活場面と関連

づけて捉えている。（思考・判断・表現）

 標準時と時差の仕組みを理解し，時差

を正しく計算している。（技能，知識・

理解） 

55 

３ 日本の領域の特色を見

てみよう （p.132～133） 

日本の広さを見てみよう 

日本の領域 

領土をめぐる問題 

 世界的な視野から多面的・多

角的に日本の領土や領域の広

さを理解する。 

 北方領土などの国境や排他的

経済水域に着目し，日本の領

域の特色や変化，領域をめぐ

る問題を理解する。 

 

 

 日本の領域や国境を，地球儀や地図を

活用して意欲的に学習している。（関

心・意欲・態度） 

 日本の領域の特色や領域をめぐる問題

を世界的な視野から考察している。（思

考・判断・表現） 

56 

［地理にアクセス］ 日本

列島を構成する島々 ―

竹島・北方領土・尖閣諸

島― （p.134～135） 

竹島 

北方領土 

尖閣諸島 

 竹島，北方領土，尖閣諸島の

位置と，これらの島の領有を

めぐる主張と現状を理解す

る。 

 日本からは，これらの島への

アクセスが現実には難しい理

由を説明する。 

 

 

 竹島，北方領土，尖閣諸島の地図上の

位置について，知識を身につけている。

また各国の主張を表に整理し，対立や

論点を理解している。（知識・理解）

 これらの島へのアクセスが困難な理由

を資料から考察し，共通点や相違点を

表現している。（思考・判断・表現）

57 

４ いろいろな見方で都道

府県を探ろう 

 （p.136～137） 

都道府県と県庁所在地 

都道府県や市町村の境界 

 都道府県や県庁所在地の名称

と位置を地図上で身につける

とともに，都道府県の境界や

現在に残る昔の地名・旧国名

への関心を高める。 

 日本の輪郭・形状の特色を捉

えて，日本の略地図を描く。

 

 

 

 都道府県や県庁所在地の名称と位置を

地図上で身につけている。（知識・理解）

 都道府県の境界や現在に残る昔の地

名・旧国名について，地図や資料を使

って意欲的に調べている。（関心・意

欲・態度） 

 日本の輪郭・形状の特色を捉えて，日

本の略地図を描いている。（技能） 

58 

５ 日本をいくつかの地域

に分けよう 

 （p.138～139） 

都道府県を基に区分する 

自然や文化を基に区分する 

 日常の生活場面と関連づけ

て，さまざまな地域区分に慣

れ親しみ，とりわけ７地方区

分については地方名も含めて

地図上で身につける。 

 日本を地域区分して捉えるこ

との意義に気づき，さまざま

な指標による地域区分を考え

る。 

 

 

 7 地方区分を，地方名も含めて理解し，

その知識を地図上で身につけている。

（知識・理解） 

 日本の地域区分を，さまざまな指標に

よって多面的・多角的に考察している。

（思考・判断・表現） 
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◆評価規準の例（章全体） 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 

 世界的視野から見た日本の地域的特色

や，日本全体の視野から見た国内の諸

地域の特色を「自然環境」「人口」「資

源・エネルギーと産業」「地域間の結び

付き」の四つの観点から捉える活動を

通して，日本の国土の特色を大観させ

る。 

 四つの観点から，世界と日本，日本の

国内の地域間を比較し関連づけて考察

することで，日本の地域的特色を多面

的・多角的に捉える視点や方法を身に

つけさせる。 

 「自然環境」「人口」「資源・エネルギーと産業」「地域間の結び

付き」の四つの観点について，世界的視野から見た日本の地域

的特色と，日本全体の視野から見た国内の諸地域の特色を捉え

る学習に関心を持ち，意欲的に取り組んでいる。 

 

社会的な思考・判断・表現 

 世界と日本，日本の国内の地域間を比較し関連づけて考察する

とともに，学習活動を通して明らかになった日本の地域的特色

について，簡単な説明文にまとめるなど適切に表現している。

 

資料活用の技能 

 日本の地域的特色を，世界的視野や日本全体の視野から学習す

るために，地球儀や各種地図・統計資料などの役割を理解して

収集し，適切に選択するとともに，地図や図表などにまとめた

り発表したりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 「自然環境」「人口」「資源・エネルギーと産業」「地域間の結び

付き」の四つの観点について，世界的視野から見た日本の地域

的特色と，日本全体の視野から見た国内の諸地域の特色を理解

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つ

けている。 

 

第 2 章 世界から見た日本の姿（配当 15 時間） 
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◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 世界的視野から日本の地形や気候の特

色を理解させるとともに，自然災害と

防災への取り組みを取り上げ，日本の

自然環境に関する特色を大観させる。 

 地形や気候と人々の生活との関わりを

学ぶことを通して，自然環境の基本的

要素として地形と気候を取り上げる意

義を理解させる。 

 自然は人間に恩恵とともに災害ももた

らすという二面性を持っていることに

気づかせ，防災への具体的な方策を考

えさせることを通して，防災意識を持

たせる。 

 四季の変化に地域差があるなど，日本の地形や気候は，世

界各国と比較して複雑であることに関心を持ち，意欲的に

捉えようとしている。 

 

(2)

の

イ

の

(ｱ)
社会的な思考・判断・表現 

 ときに生命や財産を奪い，人々の生活に影響を及ぼす自然

災害を，日本の自然環境や人間活動と関連づけて，多面

的・多角的に捉え，災害を防止するための努力や工夫につ

いて考察している。 

 

資料活用の技能 

 地球儀，地図（一般図や主題図），統計資料などから，日

本の地形の特色や気候区の分布を読み取ったり，白地図や

雨温図などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 世界的視野から見て日本は山脈の連なる造山帯に位置し

ていること，季節風の影響を強く受けていること，日本全

体の視野から見て国内の地形や気候の特色や分布には地

域差があること，暮らしに影響を与えるさまざまな災害が

あることを理解し，その知識を地図上で身につけている。

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

59 

１ 世界の地形 

 （p.142～143） 

地震の震源や火山が連なる

地域 

安定した陸地 

 世界の地形は，大きく分けて，

山脈の連なる造山帯と平原か

ら成っていること，日本は，

環太平洋造山帯に属すること

を地図などから読み取る。 

 大地の動きが盛んで不安定な

地域と，地震や火山活動が見

られない安定した地域が世界

のどこに分布し，それぞれど

のような特色があるのかを理

解する。 

 

 

 

 

 

 

 景観写真や地図帳の資料などから世界

の地形を大観し，山脈や平原がどのよ

うに分布し，形成されたのかについて

関心を高めている。（関心・意欲・態度）

 地震の震源と火山の分布図を読み取る

作業を通して，両者が重なることに気

づくとともに，世界には地震や火山が

多くて不安定な地域と，それらがなく

安定した地域があることに気づく。（思

考・判断・表現） 

1 節 世界から見た日本の自然環境（配当 6時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

60 

２ 日本の山地と海岸 

 （p.144～145） 

険しい山地 

変化に富んだ海岸 

日本を取り囲む海 

 日本の地形の特色を世界の地

形と関連づけて捉えるととも

に，日本は山がちな地形で，

国土のほぼ中央に山脈が連な

っていることを捉える。 

 日本の海岸や周辺の海，海底

の地形がさまざまであること

を景観写真や地図から読み取

り，その特色を理解する。 

 

 

 日本の国土における「山地，丘陵地」

の占める割合や，山脈・山地・火山の

分布などを理解し，代表的ないくつか

の地名を身につけている。（知識・理解）

 リアス海岸と砂浜海岸の景観写真を比

較したり，日本周辺の海底地形の断面

図を読み取ったりして，日本の海岸の

地形の多様性や特色を考察している。

（思考・判断・表現，技能） 

61 

３ 日本の川と平地 

 （p.146～147） 

急で短い日本の川 

さまざまな地形が見られる

平地 

 統計資料を参考に，世界と日

本の川，平地の比較を通して，

日本の川，平地の特色を考察

する。 

 川と平地の関連に着目し，平

地には平野や盆地など多様な

地形が見られることをつかむ

とともに，地形と土地利用の

関係について理解する。 

 

 

 世界と日本の川をグラフや景観写真，

主題図などを用いて比較し，それぞれ

の位置や形状の特色を考察している。

（思考・判断・表現，技能） 

 平地の種類やでき方，土地利用の様子

について，地形図や景観写真を用いて

説明している。（技能） 

62 

［地理スキル・アップ］地

形図の読み取り方① 

（p.148～149） 

 土地利用などが正確に表され

ている地形図に触れ，その読

み取り方を理解する。 

 等高線に着目し，その場所の

地形や起伏，土地利用の読み

取り方を身につける。 

 

 

 地形図の種類や縮尺，方位，等高線，

地図記号の基本的な読み取り方を理解

している。（知識・理解） 

 断面図を描き，高低差による地形の特

色や土地利用などについて説明してい

る。（思考・判断・表現，技能） 

63 

４ 世界から見た日本の気

候 （p.150～151） 

日本が属する温帯 

地域によって異なる日本の

気候 

 温帯の三つの気候区の分布や

雨温図，景観写真の比較を通

して，類似点と相違点に気づ

く。 

 日本の気候は，季節風の影響

により四季の変化が明瞭であ

るとともに，梅雨や台風の影

響を強く受けることを捉え

る。 

 雨温図や分布図の作成を通し

て，日本の気候は，南と北，

日本海側と太平洋側，内陸部

と臨海部など，位置や地形と

の関係で区分ができることに

着目し，日本の気候が変化に

富んでいることに気づく。 

 

 

 

 同じ温帯でも地域によって違いがある

ことに興味を持ち，意欲的に学習して

いる。（関心・意欲・態度） 

 季節風や梅雨，台風が，それぞれ人々

の生活にどのような影響を与えている

か，各種の資料や日常の生活場面と結

び付けて考察している。（思考・判断・

表現，技能） 

 日本の気候区分について，雨温図や分

布図を基に比較し，その特色を適切に

表現している。（思考・判断・表現，技

能） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

64 

５ 自然災害と防災への取

り組み （p.152～153） 

さまざまな自然災害 

被災地へのさまざまな支援 

防災対策と防災意識 

 日本に見られるさまざまな自

然災害を，日本の自然環境の

特色および人間の活動と関連

づけて捉える。 

 観測施設や技術の進歩によ

り，自然災害の被害を少なく

する努力がなされていること

に気づくとともに，身近な地

域で取り組まれている防災対

策について考える。 

 

 地震や火山の噴火，津波などさまざま

な自然災害を取り上げ，報道記事や映

像資料などを用いながら，日本の自然

環境の特色や人間活動と関連づけて考

察している。（思考・判断・表現，技能）

 防災への具体的な取り組みを意欲的に

調べて発表するとともに，身近な地域

における災害時の避難方法や避難場所

などの在り方について考えている。（関

心・意欲・態度，思考・判断・表現）

- 

［深めよう］震災と防災・

減災への取り組み 

 （p.154～155） 

地震の原因 

津波が起こる仕組み 

地震と津波の被害 

これまでの防災への取り組

み 

災害後の生活 

減災への取り組み 

 地震の原因と津波が起こる仕

組みについて理解している。

 自分が住む地域の防災・減災

について積極的に考える。 

 地震には海溝型地震と内陸型地震があ

ること，前者の場合，特にリアス海岸

などで大津波による被害が想定される

ことを理解している。（知識・理解）

 三陸地域の例を参考にして，自分が住

む地域の過去の地震や防災マップを調

べ，防災や減災の在り方について真剣

に考えようとしている。（関心・意欲・

態度） 



地理－32 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 世界的視野から日本の人口と人口密

度，少子高齢化の課題を理解させると

ともに，国内の人口分布，過疎・過密

問題を取り上げ，日本の人口に関する

特色を大観させる。 

 世界の人口分布や人口増加には大きな

地域的偏りがあることについて，その

原因や背景を理解させるとともに，ど

のような問題が起こっているか気づか

せる。 

 日本の人口分布図から，過疎・過密の

地域的な傾向性を読み取らせ，過疎・

過密地域が抱える問題とその対策につ

いて考察させる。 

 日本の人口構成や人口分布が大きく偏っていることに関

心を持ち，高齢化や少子化，過疎・過密がもたらす社会的

な課題について意欲的に追究し，捉えようとしている。 

 

(2)

の

イ

の

(ｲ)
社会的な思考・判断・表現 

 主題図や統計資料などから，世界の人口の過密・急増地域

の分布を捉えるとともに，その原因や背景，問題点につい

て考察し，簡単な説明文にまとめるなど適切に表現してい

る。 

 日本の過疎・過密地域は，暮らしのうえでどのような課題

を抱えているかを考察している。 

 

資料活用の技能 

 人口構成や人口分布の特色を考察するために，人口ピラミ

ッドや分布図を作成し，活用している。 

 日本の過疎・過密地域の特色を考察するために，各種の情

報を収集し，選択して活用している。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 世界の人口分布は，都市や工業の発達した先進工業国とア

ジアの稲作地域に集中していることに気づくとともに，日

本にも過疎・過密地域があり，人々の暮らしに大きな影響

を与えていることを理解し，その知識を身につけている。

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

65 

１ 世界の人口分布と変化 

 （p.156～157） 

増え続ける世界の人口 

世界の人口問題 

 世界の人口ピラミッドや人口

構成の推移，出生率と死亡率

の主題図などから，世界の人

口についての特色や課題を考

察する。 

 人口ピラミッドから，その国

または特定の地域における人

口構成の特色を判断し，課題

と対策について考察する。 

 

 

 

 

 

 

 写真や主題図を関連づけて世界の人口

問題の地域的特色を見出すとともに，

発展途上国における人口爆発や工業先

進国における少子高齢化について説明

している。（思考・判断・表現） 

 人口ピラミッドを描き，グラフの形状

を分類することで，各国の人口構成や

将来予測から問題点を整理し，具体的

な対策について説明している。（思考・

判断・表現，技能） 

2 節 世界から見た日本の人口（配当 2時間） 



地理－33 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

66 

２ 日本の人口と過疎・過

密問題 （p.158～159） 

人口構成の変化 

人口分布の変化 

過密問題と都心回帰現象 

拡大する過疎地域 

 日本の人口ピラミッドや人口

構成の推移，人口移動の主題

図などから，日本の人口につ

いての特色や課題を理解す

る。 

 景観写真や人口ピラミッドの

比較などの資料から，過疎地

域と過密地域の分布状況やそ

れぞれの地域が抱えている課

題とその対策について考察す

る。 

 

 日本の人口構成や人口分布について意

欲的に学習し，日本は少子高齢化の進

み方が速いことに気づき，それがどの

ような課題をもたらしているのか理解

している。（関心・意欲・態度，知識・

理解） 

 写真やグラフなどの資料をいくつか関

連づけて過疎地域や過密地域における

課題を整理し，それぞれの地域の特色

を生かした具体的な対策について説明

している。（思考・判断・表現，技能）



地理－34 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 世界的視野から日本の資源・エネルギ

ー消費の現状を理解させるとともに，

国内の産業の動向，環境やエネルギー

に関する課題を取り上げ，日本の資

源・エネルギーと産業に関する特色を

大観させる。 

 鉱産資源の産出量やエネルギー消費量

の多い国は，世界的に偏って分布して

いること，日本は鉱産資源やエネルギ

ーの消費量の多い国の一つで，鉱産資

源の大部分を輸入に依存していること

に気づかせる。 

 日本の産業の特色を農林水産業，工業，

商業・サービス業の三つの産業分野か

ら捉えることを通して，それぞれの産

業が抱える課題について考察させる。 

 食料自給率に関する問題や資源・エネ

ルギー問題および環境問題などについ

て関心を高めるとともに，多様な見方

や意見があることに気づかせる。 

 資源やエネルギーの大量消費により，地球温暖化など環境

問題が世界的な問題になっていること，持続可能な社会を

実現するために再生可能エネルギーを利用する取り組み

が日本各地でなされていることに関心を持ち，意欲的に捉

えようとしている。 

 変化する日本の農業や工業の学習を通して，農産物の貿易

自由化と日本の食料自給率についての課題意識や先進工

業国である日本の課題に関心を持ち，これからの日本の産

業の在り方を考察している。 

 

(2)

の

イ

の

(ｳ)

社会的な思考・判断・表現 

 世界や日本の資源・エネルギー問題について，環境問題と

関連づけて多面的・多角的に考察し，簡単な説明文にまと

めるなど適切に表現している。 

 日本の産業の特色と課題について，世界の産業と比較し関

連づけて考察している。 

 

資料活用の技能 

 日本の資源・エネルギーと産業に関する特色を，分布図や

グラフなどさまざまな資料から読み取ったり，図表などに

まとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 日本の産業の大まかな地域特性およびそれぞれの産業の

特色や課題について理解し，その知識を身につけている。

 日本は環境問題への対策として，再生可能エネルギーの利

用やリサイクルの取り組み，環境に配慮した技術開発に力

を入れていることを理解している。 

 

3 節 世界から見た日本の資源・エネルギーと産業（配当 5時間） 



地理－35 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

67 

１ 世界の資源・エネルギ

ーと産業 （p.160～161） 

かたよる鉱産資源の分布 

広がる再生可能エネルギー

の活用 

世界の産業分布 

 鉱産資源の分布やエネルギ

ー消費量が世界的に偏って

いることに気づくとともに，

地球温暖化対策や持続可能

な社会実現のための取り組

みについて関心を持つ。 

 世界の産業地域の分布や産

業構造の変化に気づき，かつ

てはヨーロッパ・北アメリ

カ・日本などが中心であった

世界の工業生産が，近年はア

ジアで急速に発展してきた

ことを理解する。 

 

 

 

 世界のエネルギー消費量の主題図を見

て，日本などの先進工業国がエネルギ

ーの大量消費国であることを読み取

り，地球温暖化の原因や対策について

関心を高めている。（関心・意欲・態度）

 世界の産業分布図などから先進工業国

と発展途上国の産業構造の特色や変化

を読み取っている。（思考・判断・表現，

技能） 

68 

２ 日本の資源・エネルギ

ーと環境問題 

 （p.162～163） 

資源輸入大国 日本 

日本の電力をめぐる問題 

資源の活用と環境への配慮 

 日本の資源・エネルギーの自

給率が低い現状や発電量の

内訳とその課題に気づき，将

来的なエネルギー問題につ

いて関心を持つ。 

 日本は環境問題への対策と

して，再生可能エネルギーの

利用やリサイクルへの取り

組み，環境に配慮した技術開

発に力を入れていることを

理解する。 

 

 

 

 資源・エネルギー自給率のグラフや発

電量の内訳を表したグラフから，資源

の輸入に頼る日本の現状と資源確保の

必要性を理解している。（関心・意欲・

態度，知識・理解） 

 日本の資源・エネルギー問題について，

再生可能エネルギーの利用やリサイク

ル，環境に配慮した技術開発など環境

問題と関連づけて考察している。（思

考・判断・表現） 

69 

３ 日本の農林水産業 

 （p.164～165） 

日本の農業の特色 

農業がかかえる課題 

日本の林業の特色と課題 

日本の漁業の特色と課題 

 日本は，国土を高度に利用

し，生産性が高い農業を各地

の特色に合わせて行ってい

ることを捉えさせる。 

 日本が食料や木材の世界有

数の輸入国となっている現

状を理解し，農林水産業の今

後の課題を考える。 

 日本の漁業が，排他的経済水

域の設定や資源保護の視点

から育てる漁業へと方針を

転換し，養殖漁業や栽培漁業

に期待が寄せられているこ

とに関心を持つ。 

 

 

 

 

 農産物や水産物の輸入が急増したこと

による食料自給率低下がもたらす問題

について関心を持ち，これからの日本

の農業の在り方を具体的に考えてい

る。（関心・意欲・態度，思考・判断・

表現） 

 日本が世界有数の木材輸入国になって

いる現状を理解するとともに，日本の

林業の課題を国土の保全や世界の森林

の減少という環境問題と関連づけて考

えている。（思考・判断・表現） 



地理－36 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

70 

４ 日本の工業 

 （p.166～167） 

太平洋ベルトに集中する工

業 

国際化する日本の工業 

日本の工業の新しい課題 

 日本は工業原料のほとんど

を輸入しているため，臨海型

の工業地域が形成されてき

たこと，近年は高速交通網の

整備により内陸型の新しい

工業地域が形成されるよう

になったことを理解する。 

 加工貿易に依存してきた日

本の工業が，外国との貿易上

の対立をさけるためや産業

の国際化に対応するために，

世界各地に工場を移してい

ることに気づく。 

 

 

 日本の工業地域の分布図や工業地域別

生産額のグラフから，工業地域の分布

の特色を読み取るとともに，工業地域

の立地条件の変容について考察してい

る。（思考・判断・表現，技能） 

 日本が国際競争の波にさらされ，外国

製品との競争や関税などをめぐる貿易

上の対立に直面している現状に関心を

持ち，日本の企業がどのような対応を

しているか理解している。（知識・理解）

71 

５ 日本の商業・サービス

業 （p.168～169） 

多様化する日本の商業 

成長が著しいサービス業 

 日本は商業の就業者数が多

いことに気づくとともに，近

年では店舗や商業形態が多

様化し，商店間の競争の激化

などにより，地方の商店街の

活性化が課題になっている

ことを理解する。 

 都市型の生活スタイルが普

及し，新しいサービス業が成

長してきたことに関心を持

つ。 

 

 

 第三次産業の就業者数やその県別割

合，生産額の変化を表した資料などを

読み取って，国内の産業構造の特色や

その変化を考察している。（思考・判

断・表現，技能） 

 情報サービス業や医療・福祉関係のサ

ービス業，エコツーリズムに取り組む

観光産業などが成長してきていること

を理解し，日本のサービス業の将来に

関心を高めている。（関心・意欲・態度，

知識・理解） 

- 

［深めよう］さまざまな発

電方法の特徴と課題  

 （p.170～171） 

これまでの主な発電方法の

特徴 

再生可能エネルギーを使っ

た新しい発電方法の特徴 

次世代型のシステムへ 

 さまざまな発電方法の特徴と

課題を理解する。 

 これからの日本の電力の在り

方について関心を持つととも

に，それを発電している地域

の立場も踏まえて考える。 

 

 

 

 

 従来の水力，火力，原子力の発電所の

位置の特色，発電方法の特徴と課題を

捉えるとともに，新しい発電方法の特

徴と課題を捉えている。（知識・理解）

 身近にある発電所の立地理由や，これ

からの日本の発電の在り方について関

心を持っている。（関心・意欲・態度）



地理－37 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 世界的視野から日本と世界との交通・

通信網の発達の様子や物流を理解させ

るとともに，国内の交通・通信網の整

備状況を取り上げ，日本と世界の結び

付きや国内各地の結び付きの特色を大

観させる。 

 交通・通信網の整備によって，世界各

地・日本国内の時間的な距離が短縮さ

れ，それに伴って各地域間の結び付き

が変化していることを理解させる。 

 グローバル化の進展に伴い，日本の貿

易品目や相手国が変化していることに

気づかせ，近年はサービス貿易が活発

化していることに関心を持たせる。 

 日本国内の交通・通信網の整備は，生活を便利に，豊かに

する反面，地域間の格差を生み，過疎化する地域を生み出

すなど，人々の生活に大きく影響していることに関心を持

ち，意欲的に捉えようとしている。 

 

(2)

の

イ

の

(ｴ)

社会的な思考・判断・表現 

 交通・通信網の発達は，世界各地・日本国内の主要都市間

を強く結び付けるが，その結果として情報格差や，過疎地

域での交通アクセスの不足などの課題も生じることを考

察し，簡単な説明文にまとめるなど適切に表現している。

 

資料活用の技能 

 世界各地・日本国内の各地域の結び付きが変化している様

子を地図や図表などから読み取ったり，適切にまとめたり

している。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 交通網の発達で日本の貿易の内容が変化していることや，

国内の交通網の整備が人々の暮らしに大きな変化をもた

らしている様子を理解し，その知識を身につけている。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

72 

１ グローバル化が進む世

界 （p.172～173） 

広がる世界の交通・通信網 

活発化する国際貿易 

 国際的な交通・通信網の整備

によって，日本は世界各地と

強く結び付いているが，世界

的視野で見ると，この結び付

きには地域差があることを理

解する。 

 産業の国際化に伴い，日本の

貿易構造が，加工貿易から，

生産したものを相互に依存し

合う貿易に転換してきている

ことに気づき，貿易の相手先

の変化やサービス貿易の活発

化を捉える。 

 

 

 

 

 

 交通・通信網の発達は，人や物，サー

ビスの移動を活発にさせることに気づ

き，日本と強く結び付いている国・地

域とそうではない国・地域について意

欲的に調べている。（関心・意欲・態度）

 日本の貿易品目の構成や輸出入相手の

地域を示すグラフを読み取り，日本の

貿易構造が加工貿易から機械類などの

工業製品を相互に輸出入する貿易へと

変化していることを理解している。（技

能，知識・理解） 

4 節 世界と日本の結び付き（配当 2時間） 



地理－38 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

73 

２ 日本各地を結ぶ交通・

通信 （p.174～175） 

進む高速交通網の整備 

情報通信網の発達と生活の

変化 

使い分けられる交通 

 国内の交通・通信網の整備に

は地域差があり，地方都市間

の時間距離の短縮が課題にな

っている一方で，情報の地域

格差が改善されてきているこ

とを理解する。 

 これからの日本の交通・通信

網の整備の在り方について，

地球環境に配慮した移動・交

通手段と関連づけて考察す

る。 

 

 日本の高速交通網の変化を主題図など

から読み取り，地域間の結び付きや地

域の産業，人々の暮らしにさまざまな

影響を与えることを考察している。（思

考・判断・表現） 

 交通・通信網の整備がもたらす長所と

短所について，身近な生活場面と関連

づけて考察したり，これからの交通・

通信網の在り方を図表などにまとめた

りしている。（思考・判断・表現，技能）
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◆評価規準の例（章全体） 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 

 日本の諸地域の地域的特色を捉えると

ともに，そこで学んだことを基にして

広い視野から日本全体の地域的特色に

気づかせる。 

 地域の特色ある事象を，ほかの事象と

関連づけて考察することを通して，地

理的な見方や考え方を育む。 

 日本の諸地域の地域的特色に対する関心が高まっている。 

 各地方の追究テーマについて，各地方の概観で得た知識などを

活用して仮説を立て，意欲的に追究し，捉えようとしている。

 

社会的な思考・判断・表現 

 日本の諸地域の地域的特色を，ある地理的事象を中核として，

ほかの地理的事象と関連づけるなど多面的・多角的に考察して

いる。 

 地域的特色を学習し考察した過程や結果を，適切に図表にまと

めたり，自分の言葉で表現したりしている。 

 

資料活用の技能 

 日本の諸地域の地域的特色を捉えるため，地図や統計，写真な

ど，さまざまな資料を収集している。 

 収集した資料から，日本の諸地域の地域的特色について有用な

情報を適切に選択して，読み取ったり，図表などにまとめたり

している。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 日本の諸地域の自然環境や人口，産業などの特色などについて

概観することを通して基礎的・基本的な知識を身につけている。

 それぞれの追究テーマを基に，日本の諸地域の地域的特色や地

域の課題を理解し，その知識を身につけている。 

 

第 3 章 日本の諸地域（配当 35 時間） 
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◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 九州地方の地域的特色について，環境

問題や環境保全を産業や地域開発の動

向，人々の生活などと関連づけて考察

させる。 

 持続可能な社会の構築のためには，地

域における環境保全の取り組みが大切

であることを捉えさせる。 

 九州地方の自然環境，人口，産業などの特色について概観

する中で，特に自然災害や公害に関心を持ち，設定した追

究テーマを基に地域的特色を意欲的に追究している。 

 持続可能な社会の構築に関心を持ち，身近な地域や国内外

の環境問題や環境保全に関心を持っている。 

 

(2)

の

ウ

の

(ｴ)

社会的な思考・判断・表現 

 九州地方の地域的特色を，環境問題や環境保全を中核とし

た考察を基に多面的・多角的に考察し，その過程や結果を

適切に表現している。 

 環境問題や環境保全を，産業や地域開発の動向，人々の生

活などと関連づけて考察している。 

 

資料活用の技能 

 九州地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，写真な

どの資料を収集している。 

 収集した資料から，九州地方の地域的特色について，有用

な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 九州地方について，自然環境や人口，産業などの特色を大

まかに捉えている。 

 九州地方について，環境問題や環境保全を中核とした考察

を基に地域的特色を理解し，その知識を身につけている。

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

74 

１ 九州地方をながめて① 

九州地方の生活の舞台 

 （p.179～181） 

火山活動に由来する地形 

温暖で多雨の気候 

 九州地方には火山が多く，さ

まざまな災害を引き起こし

ている一方，恵みももたらし

ていることに関心を持つ。 

 雨温図を通して，九州地方が

温暖で多雨の気候であるこ

とを捉える。 

 

 

 

 

 

 

 九州地方の自然災害や，災害報道に関

心を持っている。（関心・意欲・態度）

 地図や雨温図を通して，九州地方の自

然環境の特徴を捉えている。（知識・理

解） 

1 節 九州地方 —環境問題・環境保全に向き合う人々の暮らし—（配当 5時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

75 

２ 九州地方をながめて② 

九州地方の人々の営み 

 （p.182～183） 

結び付きが強まる九州各県 

気候と地形に応じた農業 

転換を求められた鉱工業 

 九州地方では，稲作や近代的

な工業が発達してきた北部

に人口が偏っていることに

気づく。 

 これまでの学習を踏まえて，

追究テーマに対する仮説を

立てる。 

 

 

 九州地方の人口と産業の地域的な違い

を，地図を使って読み取っている。（技

能） 

 九州地方の自然災害や公害について意

欲的に追究している。（関心・意欲・態

度） 

76 

３ 環境問題・環境保全に向き

合う人々の暮らし① 多様

な環境問題と環境保全の

取り組み 

 （p.184～185） 

豪雨がもたらす土砂くずれ

と水害 

豪雨と開発がもたらす赤土

被害 

 豪雨による土砂崩れと水害

に対する取り組みについて，

自然環境の特色と関連づけ

て考察する。 

 さんご礁を守る取り組みに

ついて，地域開発の動向と関

連づけて理解する。 

 

 

 

 

 自然災害や環境問題を，自然環境の特

色や地域開発の動向と関連づけて捉え

ている。（思考・判断・表現） 

 環境保全のために，砂防ダムの建設や

土壌流出を防ぐ工夫がなされているこ

とを理解している。（知識・理解） 

77 

４ 環境問題・環境保全に向き

合う人々の暮らし② 工業

化・都市化にともなう地

域への影響 

 （p.186～187） 

工業化がもたらす地域の課

題 

安全，快適な都市づくり 

 工業化により深刻な公害が

発生した水俣市が，環境モデ

ル都市に選定されるまでの

過程を捉える。 

 都市化がもたらした環境問

題と，その対策のための工夫

を考察する。 

 

 

 

 水俣市や福岡市の環境保全の取り組み

を通して，身近な地域の環境保全の取

り組みに関心を持っている。（関心・意

欲・態度） 

 水俣市と福岡市の環境問題の原因と対

策を多面的・多角的に考察し，その共

通点を捉えている。（思考・判断・表現）

78 

５ 環境問題・環境保全に向き

合う人々の暮らし③ 持続

可能な社会を創る 

 （p.188） 

鉄鋼都市から環境都市へ 

環境と開発の両立 

■ 九州地方の学習をふり

返ろう （p.189） 

 北九州市が持続可能な社会

を目指してエコタウンを形

成していることに気づく。 

 環境問題を，自然環境や人々

の生活と関連づけて捉え，九

州地方の特色をまとめる。 

 

 

 

 昔の写真と現在の写真を比較して，環

境が大きく改善したことを捉えてい

る。（技能） 

 九州地方の地域的特色について，環境

問題や環境保全を踏まえて，自分なり

に工夫して，図に適切に表している。

（思考・判断・表現） 

- 

［深めよう］屋久島の自然

と人々の生活 （p.190） 

特殊な自然環境 

自然の開発と保護 

エコツーリズム 

 屋久島の自然環境の多様性と

その環境破壊の背景について

理解する。 

 観光業と環境保全の両立につ

いて関心を持つ。 

 

 

 

 

 屋久島は亜熱帯地域にある高山である

ため自然が多様であること，建築材と

して高い価値を持つすぎが伐採されて

きたことを理解している。（知識・理解）

 エコツーリズムや身近な地域の観光の

在り方について関心を持っている。（関

心・意欲・態度） 
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◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 中国・四国地方の地域的特色について，

都市と農村の変化を人々の生活や産業

などと関連づけて考察させる。 

 過疎・過密地域の抱える問題を具体的

に捉え，その解決が課題になっている

ことを捉えさせる。 

 中国・四国地方の自然環境，人口，産業などの特色につい

て概観する中で，特に交通網の整備と都市と農村の変化に

関心を持ち，設定した追究テーマを基に地域的特色を意欲

的に追究している。 

 過疎・過密地域の抱える問題について，身近な地域などの

事象も含めて，広く関心を持っている。 

 

(2)

の

ウ

の

(ｵ)

社会的な思考・判断・表現 

 中国・四国地方の地域的特色を，人口や都市・村落を中核

とした考察を基に多面的・多角的に考察し，その過程や結

果を適切に表現している。 

 都市と農村の変化を，自然環境や人々の生活，産業などと

関連づけて考察している。 

 

資料活用の技能 

 中国・四国地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，

写真などの資料を収集している。 

 収集した資料から，中国・四国地方の地域的特色について，

有用な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，

図表などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 中国・四国地方について，自然環境や人口，産業などの特

色を大まかに捉えている。 

 中国・四国地方について，人口や都市・村落を中核とした

考察を基に地域的特色を理解し，その知識を身につけてい

る。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

79 

１ 中国・四国地方をながめて

① 中国・四国地方の生

活の舞台 

 （p.191～193） 

自然環境の異なる三つの地

域 

二つの山地にはさまれた瀬

戸内 

 山陰，瀬戸内，南四国の三つ

の地域の自然環境の特色を，

地図と雨温図から把握する。

 瀬戸内海の役割と瀬戸内の

土地利用を，その自然の特色

から理解する。 

 

 

 

 

 

 山陰，瀬戸内，南四国の三つの地域の

自然の特色を，地図や雨温図から読み

取っている。（技能） 

 瀬戸内地方の特色を，海上交通路とし

ての役割と降水量が少ないことによる

工夫から理解している。（知識・理解）

2 節 中国・四国地方 —都市と農村の変化と人々の暮らし—（配当 5時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

80 

２ 中国・四国地方をながめて

② 中国・四国地方の

人々の営み 

 （p.194～195） 

瀬戸内地方に集まる人口 

重化学工業が中心の工業地

域 

自然環境を生かした農業，

漁業 

 中国・四国地方の人口と産業

の地域的な違いを，自然環境

などと関連づけるなどして，

大まかに捉える。 

 これまでの学習を踏まえて，

追究テーマに対する仮説を

立てる。 

 

 

 

 

 中国・四国地方では人口が瀬戸内地方

に集まっていることと，各地の農業や

漁業を自然環境と関連づけて理解して

いる。（知識・理解） 

 中国・四国地方の都市と農村の変化に

ついて意欲的に追究している。（関心・

意欲・態度） 

81 

３ 都市と農村の変化と人々

の暮らし① 都市の役割

とその課題 

 （p.196～197） 

地方中枢都市 広島 

都市の再開発 

 平和記念都市や地方中枢都

市としての広島市の特色と

働きを捉える。 

 過密問題に直面している都

市における対策について関

心を持つ。 

 

 

 広島市の特色を，地方中枢都市として

の特徴を踏まえて表現している。（思

考・判断・表現） 

 広島市などの過密問題を，身近な地域

と比較するなどして，関心を持ってい

る。（関心・意欲・態度） 

82 

４ 都市と農村の変化と人々

の暮らし② 高齢化が進

む農村と町おこし 

 （p.198～199） 

地域の高齢化 

さまざまな町おこし 

 過疎地域における高齢化を，

人口ピラミッドから読み取

り，さまざまな対策がとられ

ていることを捉える。 

 徳島県上勝町を例に，過疎対

策としての町おこし・村おこ

しの様子や人々の努力を考

察する。 

 

 

 過疎地域とその高齢化を，人口の変化

の図や人口ピラミッドから読み取って

いる。（技能） 

 過疎対策について，地域の自然環境や

人々の生活，産業などと関連づけて自

分なりに考えている。（思考・判断・表

現） 

83 

５ 都市と農村の変化と人々

の暮らし③ 交通網の発

展による地域の変化 

 （p.200） 

地方の中のつながり 

地方をこえたつながり 

■ 中国・四国地方の学習

をふり返ろう （p.201） 

 交通網の発展による地域の

影響について，利点と問題点

の両面があることに気づく。

 過密と過疎の問題など，地域

内の差異を踏まえて，中国・

四国地方の特色を考察する。

 

 

 

 

 交通網の発展による地域の変化につい

て，地域にとっての利点と問題点の両

面から考えている。（関心・意欲・態度）

 中国・四国地方の地域的特色について，

都市と農村の変化を踏まえて，地図な

どに適切に表している。（思考・判断・

表現） 

- 

［深めよう］本州四国連絡

橋と地域の結び付き 

 （p.202） 

国家プロジェクト 

四国から本州へ 

本州から瀬戸内へ 

 本州四国連絡橋などの国土開

発が国家プロジェクトで進め

られてきたことを捉える。 

 交通の整備による影響を多面

的に考える。 

 

 

 

 本州と四国を橋で結ぶことが長年の懸

案であった背景を多面的に捉えてい

る。（知識・理解） 

 本州四国連絡橋について，その利点と

問題点の両面を考えている。（関心・意

欲・態度） 
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◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 近畿地方の地域的特色を，産業や文化

の歴史的背景や開発の歴史に着目し

て，それを他地域との結び付きなどと

関連づけて考察させる。 

 地域の地理的事象の形成や特色には，

歴史的な背景があることを捉えさせ

る。 

 近畿地方の自然環境，人口，産業などの特色について概観

する中で，特に伝統的な文化と歴史的背景に関心を持ち，

設定した追究テーマを基に地域的特色を意欲的に追究し

ている。 

 さまざまな都市の形成，歴史的な景観や伝統的な文化の継

承・保存について，関心を持っている。 

 

(2)

の

ウ

の

(ｲ)

社会的な思考・判断・表現 

 近畿地方の地域的特色を，歴史的背景を中核とした考察を

基に多面的・多角的に考察し，その過程や結果を適切に表

現している。 

 近畿地方のさまざまな都市の特色について，その歴史的背

景の違いに着目して考察し，表現している。 

 

資料活用の技能 

 近畿地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，写真な

どの資料を収集している。 

 収集した資料から，近畿地方の地域的特色について，有用

な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 近畿地方について，自然環境や人口，産業などの特色を大

まかに捉えている。 

 近畿地方について，歴史的背景を中核とした考察を基に地

域的特色を理解し，その知識を身につけている。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

84 

１ 近畿地方をながめて① 

近畿地方の生活の舞台 

 （p.203～205） 

三つの地域で異なる自然 

自然災害への備え 

 近畿地方の自然環境の特色

を，中国・四国地方と同様，

三つの地域に分けて理解す

る。 

 近畿地方における自然災害

と，自然災害への備えについ

て関心を持つ。 

 

 

 

 

 

 近畿地方の自然環境の特色について，

地図などを使って，その特徴的な地形

などを捉えている。（知識・理解） 

 近畿地方の自然環境の地域による違い

を，中国・四国地方で学習したことを

生かして，地図や雨温図を使って捉え

ている。（技能） 

3 節 近畿地方 —歴史の中で形作られてきた人々の暮らし—（配当 5時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

85 

２ 近畿地方をながめて② 

近畿地方の人々の営み 

 （p.206～207） 

大都市圏の形成 

大都市を中心とした産業 

今に生きる伝統工芸 

 近畿地方の大都市やそこで

の産業について大まかに捉

えるとともに，その歴史的背

景を理解する。 

 これまでの学習を踏まえて，

追究テーマに対する仮説を

立てる。 

 

 

 近畿地方が歴史的な先進地域で，それ

が地域の都市や産業に関連しているこ

とを捉えている。（知識・理解） 

 近畿地方の歴史的背景について意欲的

に追究している。（関心・意欲・態度）

86 

３ 歴史の中で形作られてき

た人々の暮らし① 古都の

成り立ちと現在 

 （p.208～209） 

貴族と寺社が造った都 

世界の人々を呼び寄せる観

光地 

 京都・奈良には伝統的な文化

や歴史的な町並みが残り，世

界から多くの観光客が来て

いることを捉える。 

 伝統的な文化，歴史的な景観

の保存と開発について，調和

という視点から多面的に考

える。 

 

 

 京都・奈良に世界から観光客が来る理

由を，その歴史的背景から捉えている。

（思考・判断・表現） 

 京都・奈良に残っている伝統的な文化

や歴史的な景観の保存の意義と課題に

関心を持っている。（関心・意欲・態度）

87 

４ 歴史の中で形作られてき

た人々の暮らし② 都市と

郊外の成り立ち 

 （p.210～211） 

流通の拠点になった商業都

市 

私鉄に沿って広がった郊外 

 大阪市の商業都市としての

特色を，その地名に着目し

て，その歴史的背景を通して

捉える。 

 大阪市の発展に，私鉄が大き

な役割を果たしてきたこと

を，地図を使って考察する。

 

 

 地名には歴史的な由来があることに関

心を持っている。（関心・意欲・態度）

 大阪市が江戸時代から商業都市として

発展し，私鉄によって大阪大都市圏の

形成が進んだことを捉えている。（思

考・判断・表現） 

88 

５ 歴史の中で形作られてき

た人々の暮らし③ 現代に

開発されたニュータウン 

（p.212） 

山を切り開き 海をうめ立

てる 

時代の要請と現代の課題 

■ 近畿地方の学習をふり

返ろう （p.213） 

 神戸市などの都市の発展や，

開発とその課題について，地

図や写真などを使って捉え

る。 

 近畿地方のさまざまな都市

の特色を，その歴史的背景か

ら比較し考察する。 

 

 

 

 

 神戸市などで大規模な開発が行われて

きたこととその課題を，地図や写真を

使って読み取っている。（技能） 

 近畿地方の地域的特色について，その

歴史的背景に着目して，自分なりに工

夫して，表などに適切に表している。

（思考・判断・表現） 

- 

［深めよう］琵琶湖と環境

保全の歩み （p.214） 

琵琶湖・淀川の水の流れ 

環境保全の始まり 

近年の取り組み 

 

 地図から琵琶湖の環境保全と

近畿地方の人々の生活との関

係を読み取る。 

 琵琶湖の環境保全のための

人々の取り組みについて関心

を持つ。 

 

 

 

 琵琶湖が近畿地方の水がめとなってお

り，その環境保全が重要であることを

理解している。（技能） 

 琵琶湖周辺の都市化・工業化が進み，

その環境保全のために人々がさまざま

な取り組みをしてきたことに関心を持

っている。（関心・意欲・態度） 



地理－46 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 中部地方の地域的特色について，東海，

中央高地，北陸の各地域の違いを，自

然的条件と社会的条件の両面から考察

して捉えさせる。 

 中部地方の産業が地域に果たす役割や

その動向が，交通網の整備や外国との

関係などによって変化していることを

理解させる。 

 中部地方の自然環境，人口，産業などの特色について概観

する中で，特に東海，中央高地，北陸の各地域の産業に関

心を持ち，設定した追究テーマを基に地域的特色を意欲的

に追究している。 

 地域の産業を，自然環境や社会的条件の変化，外国とのつ

ながりなどと関連させて，意欲的に追究している。 

 

(2)

の

ウ

の

(ｳ)

社会的な思考・判断・表現 

 中部地方の地域的特色を，産業を中核とした考察を基に多

面的・多角的に考察し，その過程や結果を適切に表現して

いる。 

 中部地方の産業の地域的な違いについて，地形や気候など

の自然的条件と，交通網や外国との関係などの社会的条件

との両面から考察して，各地域の特色を捉えている。 

 

資料活用の技能 

 中部地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，写真な

どの資料を収集している。 

 収集した資料から，中部地方の地域的特色について，有用

な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 中部地方について，自然環境や人口，産業などの特色を大

まかに捉えている。 

 中部地方について，産業を中核とした考察を基に地域的特

色を理解し，その知識を身につけている。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

89 

１ 中部地方をながめて① 

中部地方の生活の舞台 

 （p.215～217） 

「日本の屋根」 

三つの気候 

 地図帳を使って，中部地方の

地形の様子とその交通への

影響を捉える。 

 中部地方を三つの地域に分

けて，その気候の特色の違い

を雨温図から捉え，その理由

を地形などと関連づけて捉

える。 

 

 

 

 中部地方の自然環境の特色と，東海，

北陸，中央高地の気候的な違いを，地

図や雨温図を使って読み取っている。

（技能） 

 中部地方の地域による気候の違いを，

地形などの自然環境と関連づけて理解

している。（知識・理解） 

4 節 中部地方 —活発な産業を支える人々の暮らし—（配当 5時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

90 

２ 中部地方をながめて② 

中部地方の人々の営み 

 （p.218～219） 

平野，盆地に集中する人口 

盛んな工業，農業，観光産

業 

今に残る歴史的な町並み 

 自然環境の違いや交通網な

どを示す資料から中部地方

の人口や産業の地域的な違

いを理解する。 

 これまでの学習を踏まえ，追

究テーマに対する仮説を立

てる。 

 

 

 中部地方の人口分布や産業の地域によ

る違いを，地形や気候などから捉えて

いる。（知識・理解） 

 中部地方の産業について意欲的に追究

している。（関心・意欲・態度） 

91 

３ 活発な産業を支える人々

の暮らし① 工業の発展

と地域の変化 

 （p.220～221） 

東海の工業 

変容する工業地域 

雪国で育った伝統産業 

 東海で各種の近代工業が発

展し，変容した理由を理解す

る。 

 北陸の地場産業の変容と課

題，その解決方法について考

察する。 

 

 

 

 東海と北陸の工業の特色を，自然的条

件や社会的条件と関連づけて多面的に

考察して捉えている。（思考・判断・表

現） 

 中部地方の地場産業の課題に対して多

面的・多角的に考察し，その変容を捉

えている。（思考・判断・表現） 

92 

４ 活発な産業を支える人々

の暮らし② 自然環境を

生かした各地の農業 

 （p.222～223） 

盆地と高原の農業――中央

高地 

人々が築いた産地――東海 

日本の米所――北陸 

 自然環境のほか，社会条件や

その変化を示す資料から，中

央高地，東海，北陸の各地域

の農業の特色を捉える。 

 中部地方各地の農業の様子

を示す写真やグラフなどか

ら，各地の特色を生かした農

業の姿を捉える。 

 

 

 中央高地，東海，北陸各地域の農業の

特色を，自然の特色や交通の発達など

を示す資料と関連づけて読み取ってい

る。（技能） 

 写真や出荷量のグラフから農業の特色

と各農家の工夫と努力を読み取ってい

る。（技能） 

93 

５ 活発な産業を支える人々

の暮らし③ 世界と結び

付く中部地方 

 （p.224） 

名古屋大都市圏と世界との

結び付き 

日本海を舞台に活性化する

北陸 

■ 中部地方の学習をふり

返ろう （p.225） 

 名古屋大都市圏および北陸

と世界との結び付きについ

て，それぞれの特色を理解す

る。 

 東海，北陸，中央高地の各地

域の産業の地域的特色につ

いて，地図や図表にまとめ

る。 

 

 

 

 名古屋大都市圏と北陸の世界との結び

付きを，地域的特色と関連づけて理解

している。（知識・理解） 

 中部地方の地域的特色について，その

産業に着目して，自分なりに工夫して，

地図や図表に適切に表している。（技

能） 

- 

［深めよう］北陸の食文化 

 （p.226） 

郷土料理 

自然環境との関わり 

行事との関わり 

 

 地域の食文化について，自然

環境や人々の生活と関わらせ

て考察する。 

 自分の住む地域の郷土料理や

人気のある料理について関心

を持つ。 

 

 

 

 北陸の郷土料理について，地域の自然

環境や人々の生活や年中行事などと関

わらせて考察している。（思考・判断・

表現） 

 自分の住む地域の郷土料理やご当地人

気料理について調べようとしている。

（関心・意欲・態度） 



地理－48 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 関東地方の地域的特色について，東京

に日本を動かす中枢機能が集中してい

ることに着目して，日本各地や世界と

の結び付きを捉えさせる。 

 関東地方の変容を，東京を中心とした

市街地の拡大，他地域との結び付きの

深まりに着目して考察し，その課題に

関心を持たせる。 

 関東地方の自然環境，人口，産業などの特色について概観

する中で，特に他地域との結び付きに関心を持ち，設定し

た追究テーマを基に地域的特色を意欲的に追究している。

 東京と関東地方各地，関東地方と他地方，関東地方と世界

各地との結び付きについて関心を持ち，その在り方につい

て意欲的に追究している。 

 

(2)

の

ウ

の

(ｷ)

社会的な思考・判断・表現 

 関東地方の地域的特色を，他地域との結び付きを中核とし

た考察を基に多面的・多角的に考察し，その過程や結果を

適切に表現している。 

 地域間の結び付きとその変容について，相互依存関係や競

合関係などに着目して考察している。 

 

資料活用の技能 

 関東地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，写真な

どの資料を収集している。 

 収集した資料から，関東地方の地域的特色について，有用

な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 関東地方について，自然環境や人口，産業などの特色を大

まかに捉えている。 

 関東地方について，他地域との結び付きを中核とした考察

を基に地域的特色を理解し，その知識を身につけている。

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

94 

１ 関東地方をながめて① 

関東地方の生活の舞台 

 （p.227～229） 

平野が広い面積をしめる地

方 

太平洋側の気候 

 関東地方の地形や気候を表

す資料を基に，地域的な特色

を大まかに捉える。 

 大都市特有の気候，環境の変

化について捉える。 

 

 

 

 

 

 

 

 雨温図や地形図などの資料から，関東

地方は，平野が広く，太平洋側の気候

であることを捉えている。（知識・理解）

 資料を基に都市化の進展に伴う気候へ

の影響を的確に読み取っている。（技

能） 

5 節 関東地方 —さまざまな地域と結び付く人々の暮らし—（配当 5時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

95 

２ 関東地方をながめて② 

関東地方の人々の営み 

 （p.230～231） 

高い人口密度と放射状の交

通網 

盛んな産業活動 

 関東地方は人口が多く，産業

が盛んであることを，さまざ

まな資料から読み取り，理解

する。 

 これまでの学習を踏まえて，

追究テーマに対する仮説を

立てる。 

 

 

 分布図やグラフなどを使って，人口や

産業の特色などと関係付けて読み取っ

ている。（技能） 

 関東地方と他地域との結び付きについ

て意欲的に追究している。（関心・意

欲・態度） 

96 

３ さまざまな地域と結び付

く人々の暮らし① 首都・

東京と各地との結び付き 

（p.232～233） 

さまざまな機能が集まる東

京 

通勤・通学圏と都市機能の

分散 

 東京にさまざまな機能が集

中し，東京と日本や世界各地

との結び付きが強いことを

捉える。 

 東京の都心部と郊外との結

び付きについて，多面的・多

角的に考察する。 

 

 

 東京に人口が集中している理由を，政

治的中枢機能が集中していることに着

目して理解している。（知識・理解）

 東京の都心部と郊外の関係を，通勤・

通学と，都市機能の分散の両面などか

ら，多面的・多角的に考察できている。

（思考・判断・表現） 

97 

４ さまざまな地域と結び付

く人々の暮らし② 各地と

の結び付きで成り立つ産

業と生活 

 （p.234～235） 

東京湾岸と北関東の工業地

域 

各地に広がる農業地域 

充実した観光地 

 関東地方の工業の特色を，臨

海部と内陸部の結び付きに

着目しながら捉える。 

 関東地方の農業地域や観光

地について，東京の市街地の

拡大とその結び付きと関連

づけて理解する。 

 

 

 

 

 関東地方の農業や工業の特色とその変

容について，東京と周辺地域との結び

付きや人口分布の変化などに着目して

捉えている。（知識・理解） 

 関東地方の農業地域や観光地が，関東

地方で果たしている役割に関心を持っ

ている。（関心・意欲・態度） 

98 

５ さまざまな地域と結び付

く人々の暮らし③ 世界へ

の窓口・日本の中心 

 （p.236） 

世界への窓口としての関東

地方 

日本の中心としての関東地

方 

■ 関東地方の学習をふり

返ろう （p.237） 

 各種資料から，関東地方と日

本各地や世界との結び付き

を多面的・多角的に捉える。

 関東地方の特色を，日本各地

や世界との結び付きに着目

して捉える。 

 

 

 

 

 地図や統計資料から，関東地方が日本

にとってどのような地域であるか，多

面的・多角的に考察する。（思考・判断・

表現） 

 関東地方の地域的特色について，日本

各地や世界との結び付きに着目して，

自分なりに工夫して，地図や図表に適

切に表している。（技能） 

- 

［深めよう］人口集中の課

題と対策―横浜市を事例

に考える （p.238） 

ごみ削減の成功 

近年の取り組み 

暮らしやすさの追求 

 資料から，横浜市でごみの量

を減らした理由を読み取る。

 身近な地域または近くの人口

増加地域における問題点とそ

の対策について関心をもつ。

 

 

 

 

 資料から，横浜市では人口が増加して

いる一方で，さまざまな取り組みによ

って市のごみの量が削減されたという

ことを読み取っている。（技能） 

 人口集中地域の課題とその取り組みに

ついて，具体的に調べようとしている。

（関心・意欲・態度） 



地理－50 

 

 

◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 東北地方の地域的特色を，伝統的な生

活・文化や災害からの教訓を通して，

その自然環境や歴史的背景，他地域と

の交流などから多面的に考察させる。 

 伝統的な生活や文化は，交通の発達や

国際化など他地域との結び付きによっ

て変容していることを捉えさせる。 

 東北地方の自然環境，人口，産業などの特色について概観

する中で，特に伝統的な生活・文化や災害からの教訓に関

心を持ち，設定した追究テーマを基に地域的特色を意欲的

に追究している。 

 東北地方の祭りや伝統産業などとともに，身近な地域の祭

りや伝統産業にも関心が高まっている。 

 

(2)

の

ウ

の

(ｶ)

社会的な思考・判断・表現 

 東北地方の地域的特色を，生活・文化を中核とした考察を

基に多面的・多角的に考察し，その過程や結果を適切に表

現している。 

 東北地方の生活・文化の変容を，交通の発達や国際化など

他地域との結び付きに着目して捉えている。 

 

資料活用の技能 

 東北地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，写真な

どの資料を収集している。 

 収集した資料から，東北地方の地域的特色について，有用

な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図表

などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 東北地方について，自然環境や人口，産業などの特色を大

まかに捉えている。 

 東北地方について，生活・文化を中核とした考察を基に地

域的特色を理解し，その知識を身につけている。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

99 

１ 東北地方をながめて① 

東北地方の生活の舞台 

 （p.239～241） 

三つの山地が造る地形 

東と西で異なる気候 

 三つの山地や海岸線に着目

して東北地方の地形の特色

を捉える。 

 太平洋側と日本海側の違い

を，資料を使って，東北地方

の気候の特色を捉える。 

 

 

 

 

 

 

 東北地方の地形の特色を，三つの山地

を中心に川や平地，海岸線との関係か

ら捉え，理解している。（知識・理解）

 東北地方の太平洋側と日本海側の気候

の違いを，地形図や雨温図，「地形と風

の様子」などの資料から読み取り，適

切に表現している。（技能） 

6 節 東北地方 —伝統的な生活・文化や，災害からの教訓を受けつぐ人々の暮らし—（配当 5時間）
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

100 

２ 東北地方をながめて② 

東北地方の人々の営み 

 （p.242～243） 

都市に集中する人口 

さまざまな産業と地域の復

興 

 人口分布図や地形図，交通網

を示した資料などを通して，

東北地方の地域的特色を捉

える。 

 これまでの学習を踏まえて，

追究テーマに対する仮説を

立てる。 

 

 

 

 自然環境を生かした農林水産業が伝統

的に盛んであることや，交通網の発達

とともに工業も盛んになり，人口分布

にも影響を及ぼしていることなどを，

さまざまな資料から読み取っている。

（技能） 

 東北地方の「生活・文化」について関

心を持ち，これらを意欲的に追究しよ

うとしている。（関心・意欲・態度）

101 

３ 伝統的な生活・文化や，災

害からの教訓を受けつぐ人々

の暮らし① 祭りや芸能，

年中行事の伝統とその始

まり 

 （p.244～245） 

いましめと祝いの民俗行事 

農家の生活と結び付いた夏

祭り 

気候に応じた食文化 

 伝統的な民俗行事の資料を

通して，東北地方の生活・文

化に関心を持つ。 

 東北地方の伝統行事や習慣

を通して，自然環境や歴史的

背景，産業などの地域的特色

を捉える。 

 

 

 

 祭りをはじめとする独特の民俗行事や

習慣を示す写真資料を通して，東北地

方の生活・文化に関心を持ち，意欲的

に追究している。（関心・意欲・態度）

 伝統行事や食文化，習慣と，農業や気

候との関連を通して，東北地方の地域

的特色を捉えている。（知識・理解）

102 

４ 伝統的な生活・文化や，災

害からの教訓を受けつぐ人々

の暮らし② 伝統を生か

し，生まれ変わる伝統産

業 （p.246～247） 

地域の資源と結び付いた伝

統工芸 

社会の変化と結び付いたも

のづくり 

 伝統産業や地場産業の特色と

課題を通して，生活と結び付

いた東北地方の産業の特色

を捉える。 

 伝統的な産業から新しい産業

への変容を通して，現在の東

北地方の地域的特色を多面

的・多角的に捉える。 

 

 

 東北地方の伝統産業の課題について，

後継者不足，輸入品の増加による生産

停滞などの現状を理解し，その知識を

身につけている。（知識・理解） 

 東北地方の産業の転換について，時代

や社会の動きなど，多面的・多角的に

考察している。（思考・判断・表現）

103 

５ 伝統的な生活・文化や，災

害からの教訓を受けつぐ人々

の暮らし③ 過去からの

継承と未来に向けた社会

づくり （p.248） 

教訓を伝える 

教訓を継承する 

■ 東北地方の学習をふり

返ろう （p.249） 

 東北地方の生活・文化と不可

分な災害の歴史と教訓を通

して，先人の思いや今後の社

会の在り方について考察す

る。 

 東北地方の地域的特色を生

活・文化に着目してまとめ

る。 

 

 

 石碑や伝承などを通して，人々がどの

ような思いで災害の教訓を受け継ぎ，

未来へ向けて生かそうとしてきたの

か，多面的・多角的に考察している。

（思考・判断・表現） 

 東北地方の地域的特色を，生活・文化

に着目して，地図や図表に適切に表現

している。（技能） 

- 

［深めよう］産業を活性化

させる人の流れ―仙台市

を事例に考える （p.250） 

スポーツと人々の流れ 

会議やイベントと人々の流

れ 

人の流れと産業の活性化 

 大きなイベントや会議などの

集客力を捉える。 

 都市の魅力や集客力について

関心を持つ。 

 

 

 

 

 大きなイベントや会議などによる地域

経済の活性化について捉えている。（思

考・判断・表現） 

 自分の住んでいる地域または近くの都

市の魅力や集客力を左右する条件につ

いて調べようとしている。（関心・意

欲・態度） 
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◆評価規準の例（節全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 北海道地方の地域的特色を，自然環境

の特色と関連づけて捉えさせる。 

 北海道地方の自然環境に対する人々の

取り組みや防災対策などについて捉え

ることを通し，より良い社会へ向けた

人々の努力や工夫の存在について理解

を深め，関心を持たせる。 

 北海道地方の自然環境，人口，産業などの特色について概

観する中で，特に広大で冷涼な自然環境に関心を持ち，設

定した追究テーマを基に地域的特色を意欲的に追究して

いる。 

 北海道地方の防災対策をはじめとする自然環境への人々

の働きかけへの関心を高め，それを意欲的に追究し，捉え

ようとしている。 

 

(2)

の

ウ

の

(ｱ)

社会的な思考・判断・表現 

 北海道地方の地域的特色を，自然環境を中核とした考察を

基に多面的・多角的に考察し，その過程や結果を適切に表

現している。 

 北海道地方の生活や産業における人々の努力や工夫につ

いて，自然環境の特色とともに，社会的条件とも関連づけ

て多面的・多角的に考察している。 

 

資料活用の技能 

 北海道地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，写真

などの資料を収集している。 

 収集した資料から，北海道地方の地域的特色について，有

用な情報を適切に選択して，それを基に読み取ったり，図

表などにまとめたりしている。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 北海道地方について，自然環境や人口，産業などの特色を

大まかに捉えている。 

 北海道地方について，自然環境を中核とした考察を基に地

域的特色を理解し，その知識を身につけている。 

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

104 

１ 北海道地方をながめて① 

北海道地方の生活の舞台 

（p.251～253） 

南北に走る山と平野 

冷涼・寒冷な気候 

 地図帳の資料などを通して，

北海道の位置や面積，地形の

特色を理解する。 

 雨温図などの資料を通して，

北海道地方が，他地域と比べ

て冷涼な気候であることを

理解する。 

 

 

 

 地図帳の資料などを通して，北海道地

方が南北に走る山と平野を中心として

広大な面積を有していることを読み取

っている。（技能） 

 北海道地方の地図や雨温図，海流の流

れを示した資料を通して，北海道地方

の気候が冷涼であることを理解してい

る。（知識・理解） 

7 節 北海道地方 —雄大な自然とともに生きる人々の暮らし—（配当 5時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

105 

２ 北海道地方をながめて② 

北海道地方の人々の営み 

（p.254～255） 

札幌市に集中する人口 

地域の資源を生かした産業 

先住民族と開拓 

 北海道地方の人口と産業・都

市を関連づけることで，北海

道地方の地域的特色を捉え

る。 

 これまでの学習を踏まえて，

追究テーマに対する仮説を

立てる。 

 

 

 

 北海道地方で行われている農林水産業

や観光業は，地域の自然を生かして発

展してきたことを理解している。（知

識・理解） 

 北海道地方の自然環境に関心を持ち，

自然環境と人々の生活との関わりにつ

いて意欲的に追究している。（関心・意

欲・態度） 

106 

３ 雄大な自然とともに生き

る人々の暮らし① 自然の

制約に適応する人々の工

夫 （p.256～257） 

寒さに対応した生活 

自然災害に備える 

海のめぐみに支えられる 

 北海道の厳しい自然災害に

ついて，景観写真などを通し

て読み取る。 

 北海道の自然の恵みをどの

ように利用しているのかを

資料を基にして考察し，理解

する。 

 

 

 冬の寒さや火山活動による厳しい自然

環境に対して人々がどのような工夫を

行っているのかを写真資料などから適

切に読み取っている。（技能） 

 北海道地方では，冬の寒さや火山，豊

かな海を利用した産業が行われている

ことを理解している。（知識・理解）

107 

４ 雄大な自然とともに生き

る人々の暮らし② 自然の

制約や社会の変化を乗り

こえる 

 （p.258～259） 

拡大する稲作 

大規模化する畑作と酪農 

製品の価格と品質競争 

 北海道地方の厳しい自然環

境に対して，人々がどのよう

な工夫や努力を行って農業

を営んできたのかを捉え，理

解する。 

 これまでの学習を通して，今

後の北海道地方の農業の在

り方について考察する。 

 

 

 気候や土壌の問題に対して人々がどの

ように対応し，乗り越えて農業を営ん

できたか理解している。（知識・理解）

 現在北海道の人々が直面している課題

に対して，どのように対応すべきかを

多面的・多角的に考察している。（思

考・判断・表現） 

108 

５ 雄大な自然とともに生き

る人々の暮らし③ 自然の

特色を生かした観光産業 

（p.260） 

世界と結び付いた観光産業 

自然と共存する観光産業 

■ 北海道地方の学習をふ

り返ろう （p.261） 

 観光客数のグラフなどを通

して，北海道地方の気候は各

地から観光客をひきつけて

いることを理解する。 

 これまでの学習を踏まえて，

北海道地方の特色を，自然環

境をテーマに地図や図表に

まとめる。 

 

 

 北海道地方への観光客が，なぜ 8月に

多いのか，また，なぜ厳しい冬でも観

光客をひきつけているのか，多面的・

多角的に考察している。（思考・判断・

表現） 

 自然と共存する北海道地方の地域的特

色について，自分なりに工夫して，地

図や図表に適切に表している。（技能）

- 

［深めよう］アイヌの人た

ちと多文化共生 （p.262） 

自然と結び付いたアイヌの

文化 

アイヌの文化の衰退と振興 

多様性を追求する社会へ 

 地図などから北海道にはアイ

ヌ語が由来となった地名が多

いことを読み取る。 

 アイヌの人たちの文化を尊重

しようとする態度を持つ。 

 

 

 

 地図などから，北海道にはアイヌ語が

由来となった，各地の特色を反映した

独特な地名が多いことを読み取ってい

る。（技能） 

 アイヌの人たちが自然とともに生きて

きたことについて関心を持ち，その文

化の意義を捉え，尊重しようとしてい

る。（関心・意欲・態度） 
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◆評価規準の例（章全体） ＊は学習指導要領との関連 

指導目標 社会的事象への関心・意欲・態度 ＊

 縮尺の大きな地図や写真などを活用し

て土地利用，地形などを読み取り，身

近な地域で見られるさまざまな地理的

事象に気づかせる。 

 身近な地域に関する情報を収集し，そ

れを基に調査テーマを設定する活動に

意欲的に取り組ませるとともに，適切

な調査テーマを設定できるようにさせ

る。 

 調査を通して，身近な地域の地域的特

色を捉える視点や地域調査の方法，地

理的なまとめ方や発表の方法を身につ

けさせる。 

 身近な地域の特色を，地域の自然環境

や他地域との結び付き，人々の営みと

の関わりに着目して捉えさせるととも

に，地域の課題を見いだし，これから

の発展について関心を持たせる。 

 身近な地域の調査に対する関心を高め，意欲的に情報を収

集し，調査に取り組んでいる。 

 身近な地域の特色や課題に関心を持ち，より良い地域の発

展について考え，努力しようとしている。 

 

(2)

の

エ

 

社会的な思考・判断・表現 

 身近な地域の地理的事象を，位置や空間的な広がりとの関

わりから捉えて，適切な調査テーマを設定している。 

 調査テーマについて，地域の自然環境や他地域との結び付

き，人々の営みとの関わりから，多面的・多角的に考察し

ている。 

 

資料活用の技能 

 地図や写真，統計など身近な地域に関するさまざまな資料

を収集し，それらの中から有用な情報を選択して，地域の

特色や課題，変化の様子を読み取っている。 

 土地利用図，分布図，棒グラフ，円グラフ，統計などを活

用・作成する技能を身につけている。 

 縮尺，方位，等高線，地図記号など地形図の読み取り方を

身につけている。 

 調査の動機と目的，調査方法と経過，調査結果と分析など

を地図や図表を用いて分かりやすくまとめ，発表してい

る。 

 

社会的事象についての知識・理解 

 読図，野外観察，聞き取り調査，文献調査などの地域調査

の方法やまとめ方を理解し，その知識を身につけている。

 

 

◆評価規準の例（各時間） 

累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

109 

１ 身近な地域を見直そう 

 （p.266～267） 

身近な地域の情報を集めよ

う 

 高い場所から地域をながめた

り，通学路周辺を歩いたりし

て，身近な地域で見られるさ

まざまな地理的事象に関心を

持つ。 

 縮尺の大きな地図や景観写

真・空中写真から，身近な地

域の特色や変化の様子に気づ

く。 

 

 

 身近な地域の地理的事象や調査への関

心が高まり，意欲的に情報を収集して

いる。（関心・意欲・態度） 

 縮尺の大きな地図やさまざまな写真を

活用し，土地利用，地形，地域変化な

どを読み取っている。（技能） 

第 4 章 身近な地域の調査（配当 7時間） 
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累計 

時間 
主な学習内容 学習目標 評価規準の例 

110 

［地理スキル・アップ］地

形図の読み取り方② 

（p.268～269） 

 地形図の情報を基に，その地

域の地形や起伏，土地利用の

読み取り，新旧地形図を比較

して変化の様子に気づく。 

 

 土地利用について読み取るなどして地

域の特色を，また，新旧地形図を比較

して地域の変化を，それぞれ適切に読

み取っている。（技能） 

111 

２ テーマを決めて調査計

画を立てよう 

 （p.270～271） 

調査するテーマを話し合お

う 

仮説を立ててみよう 

調査計画を立てよう 

 友達と話し合って，身近な地

域の特色や課題を見いだすた

めに適切な調査テーマを設定

する。 

 友達の意見を出し合いなが

ら，調査結果の見通しや適切

な調査計画を立てる。 

 

 調査テーマを設定する活動に意欲的に

取り組んでいる。（関心・意欲・態度）

 身近な地域で見られる地理的事象を基

にして，適切な調査テーマを設定し，

仮説を立て，調査結果の見通しや調査

計画を立てている。（思考・判断・表現）

112 

３ さまざまな調査方法① 

野外観察や聞き取り調査

をしよう （p.272～273） 

野外観察をしよう 

聞き取り調査をしよう 

 野外観察や聞き取り調査を通

して，地域調査の基礎を身に

つけるとともに，地域の特色

や課題を見いだす。 

 事前準備をしっかり行ったう

えで，マナーを守って野外調

査に取り組む。 

 

 ルートマップや聞き取り調査票の事前

準備，調査中のスケッチやメモなど地

域調査の方法を身につけている。（技

能） 

 野外観察や聞き取り調査から，地域の

特色や課題を見いだしている。（思考・

判断・表現） 

113 

４ さまざまな調査方法② 

資料を調べて調査を深め

よう （p.274～277） 

資料を調べて深めよう 

地域の変化や課題をとらえ

よう 

 文献，統計，地図，写真など

の資料を調べて，調査テーマ

を深く追究し，地域の変化の

様子や課題を捉える。 

 

 

 

 野外調査で調べたことを踏まえ，さま

ざまな資料を収集し，適切に選択して

調査テーマを追究している。（思考・判

断・表現，技能） 
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５ 調査結果をまとめ，地

域を見直そう 

 （p.278～279） 

分かったことをまとめてみ

よう 

地域を見直そう 

 調査結果を仮説と照らし合わ

せて，仮説が正しかったかど

うか検証する。 

 調査結果を整理・考察して，

調査テーマに対する結論を地

図や図表などにまとめる。 

 

 

 調査結果を検証し，考察したことを整

理して，地図や図表などに適切にまと

めている。（思考・判断・表現，技能）

 身近な地域の特色や課題を，地域の自

然環境や他地域との結び付き，人々の

営みとの関わりから理解し，それらの

知識を身につけている。（知識・理解）
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６ 発表会をして地域の将

来像を考えよう 

 （p.280～281） 

分かりやすい発表をしよう 

発表会で学び合おう 

 調査の動機と目的，調査方法

と経過，調査結果と分析など

を分かりやすくまとめ，発表

する。 

 ほかのグループの発表も参考

にして，身近な地域の特色や

課題を捉え，より良い地域の

将来像を考える。 

 

 

 自分たちのグループが設定した調査テ

ーマについて，その調査結果や考察し

た内容を分かりやすくまとめている。

（技能） 

 ほかのグループの発表を聞いたり，意

見交換をしたりすることで，身近な地

域の特色や課題，地域のこれからの発

展について考えようとしている。（関

心・意欲・態度） 
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