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今号は，第21回いばらき児童生徒地図作　　   品展から川村文美さん，黒羽柚妃さん，
平塚世奈さんの作品を紹介します！児 童 の地図作品の紹 介

テーマをもって地域を観察，調査し，考察したことを地図作品
に表現することにより，地域や地図，環境に対する関心を深める
ことを目的にしています。授業で学区のようすをグループで調べ
た作品もあれば，夏休みの自由研究として個人であるいは仲間と

取り組んだ作品もあります。茨城県の小・中学生を対象とし，応
募作品から約50点を選定し，毎年12月上旬に茨城大学で作品展
を開催しています。審査は県学校教育部長をはじめ，県の社会科
の先生や大学の社会科教育・地理学の研究者，国土地理院関東地
方測量部ほか，教育や地図，測量の専門家が行います。

いばらき児童生徒地図作品展について

（いばらき児童生徒地図研究会）
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今号は，第21回いばらき児童生徒地図作　　   品展から川村文美さん，黒羽柚妃さん，
平塚世奈さんの作品を紹介します！

久米小周辺の50年 
～今昔マップを使って～

作成者　
常陸太田市立久米小学校　５年　

　　　　　  川村文美、黒羽柚妃、平塚世奈

３年生の時に国土地理院の「出前講座」で，久米小付近の
約50年前の写真を見て,今との違いにおどろきました。今は
緑でおおわれている山の斜面が，赤茶けていて作物を育てて
いるようでした。そこで，50年前と現在でどのような変化
があるのか調べてみたいと思いました。今昔マップを基にい
ろいろな方に話を聞いてまとめました。苦労した点は，現在
は家がたくさん増えたので，間違えずに１戸１戸のシールを
はることでした。また，今昔マップだけでは分からない，当
時の様子について知っている人をさがすことでした。幸い，
旧久米小出身の先生がいて話を聞くことができたので，50
年前の久米小周辺の生活の様子をくわしく想像することがで
きました。
　作業の進め方は，コロナかで夏休みがほとんどなく，７月
末の放課後に３人で調査を進め，休み時間に学校で作業をし
ました。毎日短い時間でしたが，「明日はここ。」「色はどうす
るか。」など各自がアイディアを持ち寄って進めていくうち
に，「こんなことも考えよう。」などと構想が広がりました。
　その結果，1人では思いつかなかったことに気づいたり，面
どうなことにも根気強く取り組んだりできたと思います。分か
らないこともありましたが，調べることは楽しいと思いました。

（学年は作成時）

講評

現在と50年前の学校周辺のようすを地図に表現して，変
化をていねいに分析しています。新旧地形図や空中写真の読
図，地域をよく知る人への聞き取り，現地での観察や調査な
ど，地域調べのさまざまな手法を駆使して，時間をかけて完
成させた力作です。山が切り開かれて学校や公共施設が建設
されたこと，新道の開通が宅地開発を促し，人口の分布に大
きな変化をもたらしたことなど，地域変容のメカニズムにま
で考察を深めている点が高く評価できます。レイアウトや色
使いなどの表現力にも優れています。地域調査や地図づくり
を指導する先生方にぜひ参考にしてもらいたい作品です。

（茨城大学教育学部 教授　村山朝子）

https://www.gsi.go.jp/kanto/ibaten.html
いばらき児童生徒地図作品展

https://ktgis.net/kjmapw/

＊「今昔マップ（on the web）」は，
　明治以降の新旧地形図を表示できるサイトです。
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地図には，色や記号が用いられています。私た

ちはこれらの意味をあらかじめよく理解しておく

ことによって，地図をとおしていっそう多くのこ

とを学習することができます。そこで，令和２年

度版『楽しく学ぶ小学生の地図帳』（以下，地図帳）

にある日本の「広く見わたす地図」と各地方の「都

道府県を見る地図」「くわしく見る地図」を取り上

げながら，色と記号の意味を具体的にみていきま

しょう。

地図の色の意味

地図帳p.19～28「広く見わ
たす地図」では，陸地を「陸
の高さ」で色分けしています。

（ 図１ ）また，随所で山の形

をイメージするイラストを加

えています。

しかし，地図帳p.31～72

の「都道府県を見る地図」「く

わしく見る地図」は，「広く

見わたす地図」と色分けの考

え方が異なります。縮尺100

万分の1の「都道府県を見る
地図」では，土地の使われ方
を，市街地，田，畑，果樹園
の四つに色分けして表し，この四つに当てはまら
ない土地は「陸の高さ」によって色分けしていま
す（ 図２ ）。田や果樹園には，　 や　も書き加え

られ，田や果樹園を想像できるよう工夫されてい

ます。また，縮尺50万分の１の「くわしく見る

地図」では，工業地 や茶畑 も色分け

されています。

記号

　「都道府県を見る地図」では，さまざまな記号
を用いて，それぞれの土地の産物などを具体的に
示しています。例えば，地図帳p.66「①東北地方」

で青森県岩木山東側付近を見ると（別冊資料右下

の地図），果樹園

32 小図（白 2）P15-16 用材料

音楽の舞台

果樹園

畑

水田

ジオパーク

M20
アカ地紋
（M50）

G30
クサ地紋
（G80）

G100
アイ地紋
（C80）

が広がっていることが読

み取れます。ここに，りんごの記号　 を置くこ

とによって，児童は岩木山麓の果樹園の具体的な

意味を理解することができるのです（別冊資料右

下の写真）。そしてそれは，地域の産業の特徴を

捉えることにつながります。こうした絵記号は，

地域の産業について学習する児童向けの地図帳な

らではの工夫です。

土地の使われ方と地形や標高との関係

「都道府県を見る地図」では田を

32 小図（白 2）P15-16 用材料

音楽の舞台

果樹園

畑

水田

ジオパーク

M20
アカ地紋
（M50）

G30
クサ地紋
（G80）

G100
アイ地紋
（C80）

で表し

ています。日本列島全体を見れば，田は平野部な

ど標高の低いところに多いのですが，必ずしも標

高の低いところにあるとは限りません。例えば，

地図帳p.51「①中部地方」で松本盆地北部の大町

市付近を見ると，田が広がっていることが読み取

れます（ 図３ ）。加えて，大町市中心部の標高を

調べると，700m以上あります。地図帳p.23「①広

く見わたす地図 中部・関東地方」では，「陸の高さ」

600～1400mの で示されています（ 図４ ）。

このように田は長野県の松本盆地など，標高が比

●奈良教育大学 名誉教授　岩本廣美
地図 のきほん

別冊資料と合わせて
ご覧ください。

おもな農業・林業・水産業の産物記号
のうぎょう さんすい ぎょうりん さんぶつき ごうぎょう

米

さつまいも

トマト

はくさい

くり

ぶどう

りんご

乳牛

かき

とうもろこし

じゃがいも

なす

ピーマン

さくらんぼ

みかん

しいたけ

ぶた

ほたて貝

にくぎゅう

がい

かぼちゃ

だいこん

にんじん

いちご

すいか

メロン

木材

にわとり（卵用）

しんじゅ

きゅうり

たまねぎ

ねぎ

かき

なし

もも

肉牛

にわとり（肉用）

エネルギー資源の記号
し げん き ごう

おもな工業製品の記号
こうぎょうせいひん き ごう

じ どうしゃ じ どう ぶ ひんしゃ

しゅうせきかい ろ

ぞうせん
自動車

集積回路

食品

せい ゆ か がく

造船

化学

てっこうせいてつ

い やくひん

た こうじょうひんしょく

製鉄・鉄鋼

医薬品

自動車部品

製油

その他の工場

こうざん

ゆ でん

へいざん

でん

こうざん
鉱山 閉山した鉱山

ガス田油田

炭田
たんでん

太陽光発電所
たいようこうはつでんしょしょ

しょ

発電所の記号
きしょはつでん ごう

すいりょくはつでんしょ
水力発電所

ち ねつはつでんしょ
地熱発電所

ふうりょくはつでん
風力発電所

げん し りょくはつでんしょ
原子力発電所火力発電所

か りょくはつでん

もくざい

にゅうぎゅう にくようたまごよう

こめ

図１

図２

図３ 図４

「大町」の場所は編集部追記。

大町◦

4 2021年度後期号



較的高いところにもあります。土地のようすに注

目する際，土地の高さとの関係もあわせて考える

ことが大切です。

　地図帳で場所を確認しながら，土地の使われ方

や記号をくり返しみていくことで，児童はだんだ

んと，市街地の広がりと鉄道との関係，田の広が

りと河川との関係など，事象相互のつながりを読

み取ることができるようになります。これは児童

の地理的な見方・考え方を育むことにつながりま

す。

地図で使われている色と記号のしくみを児童に理解さ
せるには，作業を通して色や記号の存在に気づかせ，そ
の意味を実感させることが効果的です。ワークシート①
は，こうした考え方のもと，児童に色や記号に注目させる
ことを意図したものです。市街地，工場地，果樹園とい
った土地の使われ方（土地利用）を表す用語について把
握していない児童であっても，写真を通して結果的にそ
れぞれの用語の意味を理解することを期待しています。

②は，①よりも難易度が上がります。1～4の課題に
は，二つの活動が示唆されているからです。一つ目の活
動は，課題文で示された地名をまず地図上で見つけるこ
とです。例えば1の九十九里平野は，文字が□で囲まれ
ているうえ，文字の並び方が変則的で，見つけるのに時
間を要します。地名が見つかったら，次に，色または記
号に対応する語を下の枠の中から見つけ，（　　）の中
に記入していく活動に移ります。記号は，地図上にある
ので，正解を見つけるのはさほど困難でないはずです。
色の表示の意味は凡例で確認する過程が必要になります
ので，やや思考を要する点，留意しましょう。

指導者専用サイトには，別冊資料「どんなところかな？　色と記
号に注目しよう！」のA 3判PDF，および上のワークシート①②
のA 4判PDFデータを掲載しています。ぜひご活用ください。

注目!

ワークシート① ワークシート②

「大町」の場所は編集部追記。
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児童のノート図２

県」「新幹線が通ってい

る」「高崎」…。「見つけ

た！　だるまは群馬県，

59ページのイ丁目の❶
番地の高崎」。

『このだるまの絵記号は群馬県の高崎にしかあ

りません（複数ページに重なっている場合は，「大

きく載っている方」ということも伝える）。こう

いう“レア”な名産地をみんなで探してみよう

よ！』と投げかけると，児童は楽しそうに地図帳

をめくり始めます。

　めずらしいもの

を発見した子には，

「みんなに伝えた

い」「もっとたくさ

ん見つけたい」と

いう意欲が芽生え

てきます。そのよ

うな意欲に支えら

れ，日本中をすみ

からすみまで見つ

めていくうちに，都道府県の名称や位置という知

識や地図帳を使うための技能（索引）をみんなで

共有しながら，楽しく学んでいくのです。まさに

「協働的な学び」といえます。

　児童一人ひとりの知識および技能の習得，さら

にそれをベースとして一人ひとりの学びを深めて

いくために，地図帳に掲載されている二次元コー

ドコンテンツ「地図クイズ」（パズルクイズ，スリ

４年生の初めに行われる「都道府県学習」では，

地図帳を活用し，都道府県の特産物や祭り，観光

地などを調べ，その都道府県の位置や名称につい

て学びます。このわずか２～３時間の学習後も，

地図帳を活用して，どの子も楽しく「都道府県学

習」の学びを深めていけるような活動（計２時間

程度）を紹介します。

　（第１時）地図帳（令和２年度版『楽しく学ぶ

小学生の地図帳』）を開くと，日本の各地域の地

図には，「将棋の駒，さめ，弁当，だるま，ゲー

ム機，あなご，こいのぼり，ビスケット，ロケッ

ト，つまようじ，てぶくろ，学生服，ジーンズ，

紙おむつ，じゃ口，神楽面…」などの「名産地」

を示すめずらしい絵記号が載っています。このよ

うな「日本ビックリ名産地」を子どもたちがそれ

ぞれ見つけ出し，その絵記号が載っている①都道

府県名，②ページと何丁目（横軸（列の記号）：

カタカナ）と何番地（縦軸（行の記号）：数字）

をノートに書き，発表し合うのです。

　『みんなが住んでいる東京都が載っている関東

地方南部のページに，だるまの“名産地”があるん

だけど…』。すると，「あった！」「見つけた」。す

かさず『ヒント教えてよ』と問います。早く見つ

けた子に，ヒントを出させることによってクラス

の仲間の役に立ちたいという気持ちを生み出して

いくためです。「左の方」『左は窓です』「あっ西」「西

の上の方」『上は天井です』「そうだ，北の方」「群馬

どの子も楽しく学びを深
める

「都道府県学習」

「地図クイズ」を活用し
て

●筑波大学附属小学校
●由井薗 健

だるまの記号図１

『楽しく学ぶ小学生の地図帳』
二次元コードより
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ーヒントクイズ，統計クイズ）を活用します。

　『だるまだけでなく，くつ下の名産地があるん

だけど…』。児童は，地図帳を必死にめくります。

　「奈良県，46ページのキ丁目の❹番地」「いや，
青森県，66ページのオ丁目の❸番地にもあるよ」。

　『どちらかが日本一の出荷額を誇るんだけど…，

この“地図クイズ”を解くとわかるかもしれないよ

…』と言いながら，プロジェクターに「スリーヒ

ントクイズ」の初めの部分を映し出します。

　「岐阜県のなんでも日本一は，包丁の出荷額だっ

て。おもしろい！」「やりたい！」。

　このような声が出ればしめたもの。この直後に

チャイムが鳴ってしまいましたが，この後は「業

間」（授業と授業の間）に，１人１台のタブレット

端末による「スリーヒントクイズ」を通して，「日

本一のくつ下の名産地はどちらか？」という問い

を解決していくことになりました。その際，次時

までにその問題の解決だけではなく，「スリーヒ

ントクイズ」を通して自分が「ビックリしたこと」

を振り返りに盛り込んでほしいことも伝えました。

　（第２時）児童が次々と発言します。「奈良県が

くつ下の出荷額日本一だった」（ 図３ ）「そうそう。

ネットで調べてみると奈良県靴下工業協同組合と

いうのがあって，“最高にプレミアムな靴下を奈良

から”と書いてあったよ」「江戸時代から大和木綿や

大
や ま と
和絣

がすり
など織物の生産地として栄えたんだって」。

　前時の問いは，このように解決しました。さら

に，児童一人ひとりの振り返りを語り合う活動を

設定します。

　「私は，山口県が総理大臣の数が日本一という

のにビックリした。でも，どうして山口県なんだ

ろう…」「私はね，“統計クイズ”もやってみたんだ

けど，おもしろかったよ。鹿児島県は豚の生産量

が日本一だったんだけど，豚だけでなくさつま

いもや牛，鶏の飼育数も多かったのね。それがな

ぜかを図書室で調べてみようと思うのね」「いいね，

楽しみだね」。

　「ぼくは，秋田県が小学６年生の男子の平均身

長日本一というのにビックリした。ちなみに

193cmの大谷翔平選手はとなりの岩手県出身な

んだって。それでね，2位は北海道だったんだけ

ど，1位から５位まではなんと東北地方と北海道

地方が独占していたんだよ＊」「寒いと身長が伸び

るのかなぁ」。すると，Ａさんが次のように発言

しました。

　「ぼくがビックリしたのは大阪府の…」『ストッ

プ。Ａさんはどうして大阪府を選んだの？』「えっ，

大阪府は野球用品の出荷額が日本一だったか

ら！」というＡさんの発言に「野球大好きなＡさ

んらしいね～」と一同大爆笑…。　

　このような児童一人ひとりの振り返りについて

語り合う活動は，一見雑談のようにも見えます。

しかし，このような「あたたかな雰囲気」の中で，

実は都道府県に関する雑多な知識や技能（ネット

検索）がクラス全員にしっかりと共有され，その

結果，一人ひとりの「個別最適な学び」もより深

まっていく契機となるのです。そして，何より「自

分ならではのもの」を互いに認め合うこのような

活動を通して，「協働的な学び」を充実させてい

くための重要な他者であるクラスの仲間一人ひと

りへの理解も深まっていくのです。
＊令和元年度「学校保健統計調査」

地図帳の二次元コードコンテンツ　地図クイズ　スリーヒントクイズ（全47問）奈良県図３

くつ下の記号図４
奈良県 青森県
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1  はじめに

前任校の八王子市立第八小学校では，令和元年

度から市の研究指定校として，社会科と生活科の

校内研究に着手し，２年間に渡って児童の社会科

や生活科の学力を高めようと研究を進めてきまし

た。そのようななか，令和２年度から新学習指導

要領が実施になり，３年生から地図帳の使用が始

まりました。また，次の採択まで教科用図書が変

わらないことを考え，この機会に教科書や地図帳

の内容で問題をつくり，「社会科検定」としました。

検定とすることで児童の興味・関心をひき寄せ，

結果として社会科の学力が高まると考えました。

検定は，あまり難しく合格が困難なものでは児童

がかえって意欲をなくしてしまうので，選択式の

解答にするなど，できるだけ平易なものを考えま

した。私個人として，とにかく１人でも多くの児

童に社会科に興味をもってもらい，社会科は楽し

いと感じてほしいという思いで始めました。

2  社会科検定の概要

表１ に20の検定をまとめています。３年生は地

図の基本，八王子市の歴史，地理，市の木，鳥，

花など，４年生は，都道府県，東京都の歴史，地理，

交通，都の木，鳥，花，伝統工芸，災害などにつ

いての出題，５年生と６年生は，令和２年度版の

教科書と地図帳の具体的内容に準拠しています。

　３，４年生程度の検定は，地図の基本と自分の

郷土のことなので全問正解，５，６年生程度の検

定は８割の正解で検定合格としました。

児童は，検定の問題に即した事前学習資料（A4

判２枚程度，漢字すべてにふりがな付き）で検定

に備えて学習を進めます。もちろん教科書や地図

帳だけでも学習できます。合格した児童を発表す

るとともに，認定証や表彰状を作成して渡します。

　どの学年の児童でも，すべての検定に順序に関

係なく挑戦できます。また受検に際して時間や場

所を限定せずに，自宅での学習も認めました。

わたしの 地 図 活 用

社会科に興味をもってほしい！
「社会科検定」の取り組み
●八王子市立第五小学校　校長　有賀康美

社会科検定（全 20検定 906 問）の内容と問題数表１

❶  地図検定	 【３・４年生程度】 全 20 問

❷  八王子検定	 【３年生程度】 全 21 問

❸  東京検定	 【４年生程度】 全 25 問

❹  都道府県検定 I	 【４年生程度】 全 47 問

❺  都道府県検定Ⅱ	 【４年生程度】 全 54 問

❻  日本検定　地理編	 【５年生程度】 全 40 問

❼  日本検定　産業編	 【５年生程度】 全 32 問

❽  政治検定	 【６年生程度】 全 53 問

❾  歴史検定　原始・古代編 【６年生程度】 全 44 問

❿  歴史検定　中世編 【６年生程度】 全 35 問

⓫  歴史検定　近世編Ⅰ	 【６年生程度】 全 50 問

⓬  歴史検定　近世編Ⅱ	 【６年生程度】 全 40 問

⓭  歴史検定　近世編Ⅲ	 【６年生程度】 全 49 問

⓮  歴史検定　近代編Ⅰ	 【６年生程度】 全 59 問

⓯  歴史検定　近代編Ⅱ	 【６年生程度】 全 77 問

⓰  歴史検定　近代編Ⅲ	 【６年生程度】 全 40 問

⓱  歴史検定　現代編	 【６年生程度】 全 44 問

⓲  歴史検定　人物編	 【６年生程度】 全 42 問

⓳  世界検定　地理編	 【６年生程度】 全 70 問

⓴  世界検定　国際協力編	【６年生程度】 全 64 問

2年・3年・4年・5年・6年
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3 社会科検定のやり方（地図検定を例に）

いつでも児童が自由に持っていけるように，校

長室前の廊下に20あるすべての検定の事前学習

資料，問題，解答用紙を置いておきます（p.8タ

イトル横写真）。児童が記入した解答用紙はそば

にある解答用紙入れ（箱）に入れます。

　 図１ は「地図検定」（３，４年生程度）の事前学

習資料（A4判1枚）， 図２ は問題（A4判２枚）で

す。解答用紙はA4判１枚です。内容は地図帳（令

和２年度版『楽しく学ぶ小学生の地図帳』）の冒

頭部分「地図のやくそく」に載っている「18種

類の地図記号」,「方位の原則」,「縮尺と実際の

距離」の問題です。

児童は，まず事前学習資料を持っていき，各自

の学習方法で内容を覚えたあと，問題と解答用紙

を持っていきます。休み時間に教室で回答する児

童もいれば，家に持ち帰りやってくる児童もいま

す。

解答用紙入れに入れられた解答用紙は，私がで

きるだけ早く採点します。この「地図検定」はと

ても基礎的な内容なので，全問正解を合格ライン

にしました。厳しいかなとも思いましたが，簡単

すぎても挑戦意欲が下がると思い，そうしました。

　合格した児童には， 図３ の「認定証」を発行し

ました。デジタルデータですので，学年学級名，

地図検定　事前学習資料図１

地図検定　問題図２

92021年度後期号



氏名を入力し，A4判のやや厚い紙にカラープリ

ンタで出力し，全校朝会の時に私から渡しました。

そして校長室前の廊下の壁に「各検定の合格者」

として名前を掲示しました。これも大きな励みに

なったようでした。なかには何度も不合格になっ

てしまう児童もいますが，そんな児童には私から直

接励ましの言葉をかけました。なお各検定には関連

事項など教師が学べるように解説をつくっています。

4  児童のようすと授業との関連

　「地図検定」を始めるにあたって，まず地図帳を

開き，p.10の「方位」，p.12の「地図記号」，p.13

の「縮尺」の学習をしました。この学習がきちん

とできていれば，検定の問題は難しくありません。

　最近の児童は，家族の車に乗った時などに，車

についているカーナビゲーションの画面を見慣れ

ていますから，地図そのものにはあまり抵抗があ

りません。ただ たいていの場合カーナビの画面

は進行方向が常に「上」になっているので，「上

が北」という紙の地図には なじみがありません。

しかし児童からは，「地図って上が北になってい

るんだ」「ほかにも地図記号がないか調べてみよ

う」といった意欲的な発言がみられました。そし

て地図には，土地の高さや県境の線なども書いて

あることを知ります。

　地図に興味をもった児童は，地図帳のいろいろ

なページをどんどん見ていきます。そうなればし

めたものです。あとはどの場面でどう活用するか

地図検定　認定証（A4判）図３

の教師の声かけ次第です。

5  他の検定

基本的に，３年生が「地図検定」と「八王子検定」

４年生が「東京検定」と「都道府県検定Ⅰ・Ⅱ」

となっています。地域学習としての市や都の学習

の問題は，少し詳細なものにしました。地域の歴

史や災害も入っています。これは，自分たちの住

んでいる市や都のことぐらいは知っていてほしいと

いう私の願いからです。中学年は以上の五つの検

定をセットにして取り組んでもよいと思います。

　５年生の検定は「日本検定」です。これには「地

理編」と「産業編」の二つがあります。「地理編」

（ 図４ ）は日本の位置，国土のようす，地形，面

積と人口，気候，災害などの問題です。教科書の

ほか，地図帳（p.29〜30 　　），p.87〜94の資

料からの出題です。「産業編」は，５年生で学習

する農業，水産業，林業，酪農，食料生産，情報，

工業，運輸，貿易，環境などで教科書と地図帳

p.95〜100の問題です。

　６年生の検定は，教科書の単元配列が変わった

ので，「政治検定」からです。内容は，日本国憲法，

国会，内閣，行政，裁判，三権分立，少子高齢化

などです。５年生までは選択式の解答でしたが，

６年生からは一部記述式も入っています。ただ難

しくなりすぎないように，できるだけ選択式の解

答にしてあります。

６年生の「歴史検定」は教科書の大単元の括り

に合わせて時代順に各編をつくりました。「原始・

古代編」にはじまり，「中世編」，「近世編Ⅰ〜Ⅲ」，「近

代編Ⅰ〜Ⅲ」，「現代編」まで，そして学習指導要

領上に例示されている42名の人物の「人物編」です。

　歴史の次は，「世界検定」です。これは「地理編」

と「国際協力編」があります。「地理編」は地図

帳p.99〜100の資料をもとに外国人や貿易，p.88

をもとに世界の代表的な山，川，湖と，p.105を

もとに世界のおもな国の面積や人口，そして日本

と関係の深い国の首都くらいは知っていてほしい

図５
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日本の領土とそのまわり
（令和２年度版「楽しく学ぶ小学生の地図帳」p.29～30）

図５

社会科検定の受け方と社会科検定のポスター図６

Ｑ３  日本は周りを海に囲まれています。４か所の海にはそれぞれ名前が

あります。北陸地方や山陰地方の沖は（　Ａ　）、北海道の北は（　

Ｂ　）、九州地方の西は（　Ｃ　）です。本州の南の海は（　Ｄ　）

といいます。それぞれに合うものを選びましょう。

　　　　１　太平洋　　　　２　大西洋　　　　　３　日本海

　　　　４　東シナ海　　　５　オホーツク海　　６　インド洋

Ｑ５  日本の領土の東西南北の端はどこでしょうか。東の端は 

（　Ａ　）、西の端は（　Ｂ　）、南の端は（　Ｃ　）、北の端 

（　Ｄ　）となっています。それぞれに合うものを選
えら

びましょう。

　　　　１　礼文島　　　２　南鳥島　　　３　西表島　　　 

　　　　４　沖ノ鳥島　　５　与那国島　　６　択捉島　　　  

　　　　７　石垣島　　　８　硫黄島

との願いから位置や首都などを問題にしました。

「国際協力編」は，ユニセフ，国連，NGO，ODA，

JICAなどに関することです。

6  実践のようすとまとめ

校長室前にすべての検定の資料を置き，校内の

いろいろな場所にポスター（       ）を貼りました。

はじめに興味を示したのは，５年生でした。そし

て次はなんと２年生。さすが５年生はどんどん合

格していきましたが，２年生も負けていませんで

した。聞いてみると，各検定を合格した「認定証」

と全検定クリアの「表彰状」（      ）が欲しいよう

でした。児童はどこに興味をひかれるかわかりま

せんが，「頑張ればもらえるよ」と声をかけました。

「認定証」も20枚ありますから集める喜びもある

ようです。令和２年11月から令和３年３月まで

で，全検定制覇が６名おり，うち４名が２年生で

した。また，４年生は各学級で「都道府県検定」

の合格を必須とする取り組みを行いました。

　「１人でも２人でも社会科に興味をもってほし

い」「できれば社会科の学力がついてほしい」とい

う私の願いと校内研究の番外編の取り組みとして

始めた「社会科検定」でしたが，「検定」という

形式と「認定証」というご褒美で思った以上の効

果があり，社会科好きの児童が増えました。この

ような検定という取り組みを通して「社会科って

おもしろいな」という児童が１人でも増えること

を願っています。

図６

図７

指導者専用サイトには，「地図検定」「都道府県検定Ⅰ」「都道府県検定Ⅱ」「日本検定　地理編」「世界検定　地理編」の事前学習資料，問題，解答用紙，
解答・解説　認定証のサンプルのPDFデータを掲載しています。ぜひご活用ください。指導者専用サイトへのご登録は，裏表紙をご覧ください。

注目!

日本検定　地理編　問題の一部図４ 全20の検定制覇の表彰状（A3判）図７
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のソフトを使って，３年生でのこれらの学習の定着度

を確認することができます。また，どの問題にもサン

プルプログラム（回答例）が用意されていますので，

回答を確認することができます（🅑）。
レベル３ では，より地図が細かくなっています。

また標高差の概念も取り入れられており，「現在地

よりも標高の高いところにある温泉に行ってみよ

う」といった問題もあります。入力する際に，距離

がわからないときは縮尺バーを動かして調べること

もできます（🅒）。 レベル３ では，距離や標高といっ

た地図のやくそくごとの定着を図ることができます。

 まとめ

現時点ではこのように地図上の移動がメインとな

りますが，これをもとにして，日本地図を舞台に，

47都道府県の学習をしながらプログラミング学習

を行うこともできます。今後すべての教科でプログ

ラミング学習の導入が求められるかもしれません。

そのとき社会科では，地図をもとにしたプログラミ

ング学習が考えられるのではないでしょうか。ゲー

ム感覚で楽しみながら，地図に関する知識を活用し，

プログラミング的思考が身につけられるプログラマ

ップをぜひ皆さんも活用してみてください。

 はじめに

帝国書院による地図を使ったプログラミング学習

ソフト，プログラマップの活用についてご紹介しま

す。現行の学習指導要領の大きな目玉といえるもの

の一つがプログラミング学習です。しかし，プログ

ラミングソフトをどのように教科の学習につなげる

のか，ただソフトで遊んでいるだけになってしまわ

ないかといった不安をかかえている先生も少なくな

いと思います。今回紹介する「プログラマップ」は，

一般的なソフトと同じようにプログラミング学習を

行うだけではなく，方位や地図記号など地図におけ

る基礎的な知識の定着を図ることができます。

 さあ，使ってみましょう

ベースとなる地図が３段階のレベルで設定されて

います。
レベル１ では，プログラマップの基本的な操作を

学ぶことに集中できるよう方位や地図記号は扱って

いません。命令パーツを使い，プログラムを入力し

て，キャラクターを動かすことで，プログラミング

の基本的な構造を理解することができます（🅐）。
レベル２ からは，方位や地図記号，縮尺が扱われ

るようになります。もちろん自分で行きたい場所ま

でのプログラムを組むこともできますが，あらかじ

め用意された問題を選んで取り組むことができます。
レベル２ ， レベル３ では１マス40ｍ，方位は東西南

北で表されています。 レベル１ と同じように命令パ

ーツを組み合わせてキャラクターを進めますが，こ

のとき児童は，地図記号や方位に対する正しい理解

がなければ目的地にたどり着くことができません。こ

プログラマップは，教師用指導書，指導者用デジタ
ル教科書（教材），学習者用デジタル教科書・教材
セットに収録されています。

このコーナーのもとになった「プログラマップの活用例」
動画は，帝国書院ウェブサイト，トップページ下の「地
図学習×プログラミング　プログラマップ」の黄色のバ
ナー（下），または下の二次元コードよりご覧になれます。

３年生〜

動画もご覧ください！注目！編集部より

授業でデジタルコンテンツを活用しよう！

●帝国書院広報室

地図でプログラミング学習
「プログラマップ」を使ってみよう！
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キャラクターを
４マス進めて
みましょう！

問題を選んで，
サンプル
プログラムを
動かして
みましょう

A

B

レベル１：たからじま

地図上をキャラクターが
進みます！
地図上の動きに合わせて
３D画面も動きます！

１マスが40mなので
160mだとわかる！

距離を調べる
C

②コントローラーの▶︎を
クリックして再生

①縮尺バーを
動かして
あててみる

①命令パーツで
４マスを選び，
プログラムへ
ドラッグする

②「サンプルプログラム」
をクリックして▶︎で再生

①問題をクリック
して「決定」

レベル２：狭い範囲の地図 レベル３：広い範囲の地図

　　　　　　　　　　　宝箱は複数ありますが，宝物が入っているのは一つだけです。宝物をめざして命令パーツ
を操作してプログラムを入力し，キャラクターを動かしてみましょう（🅐）。

　　　　　　　　　　　問題「老人ホームに行っ
てみよう」をやってみましょう（🅑）。

　　　　　　　　　　　問題「現在地よりも標高の
高い温泉に行ってみよう」をやってみましょう（🅒）。

この活用例は，「プログラマップの活用例」動画をもとに帝国書院が作成
しました。

ウェブサイトには，「プログラマップ　操作方法」 動画
や端末なしでも活用できる「ワークシート」も掲載して
おります。細かな操作方法については，操作方法動画を
ぜひご覧ください。

注目！編集部より
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文化庁が地域の歴史的魅力や特色を通して，わ

が国の文化や伝統を語るストーリーを認定するも

のが，日本遺産だ。全国で104が認定され，地域

おこしや観光振興の起爆剤として期待されている。

しかし，小学校社会科で扱う際は，自県にある日

本遺産ならば，児童にもある程度の既習知識や訪

問体験もあり教材として扱いやすいものの，他県

の遺産に対しては児童の知識はほとんどないこと

が前提となる。５年や６年の単元と絡め地図帳を

活用するには，土地利用に見いだせる場合とイラ

ストや産物記号で日本遺産につながる要素が表現

されている場合が扱いやすい。本稿では，「日本

茶800年の歴史散歩」〜京都・山城〜と「海女

（Ama）に出逢えるまち鳥羽・志摩〜素潜り漁に生

きる女性たち」という二つの日本遺産に着目した。

茶畑の凡例が鮮やかな
京都府山城地域（12市町村）1

令和２年度版『楽しく学ぶ小学生の地図帳』（以

下，地図帳）のp.46「①近畿地方中部」 図１ を開

くと京都・奈良・大阪エリアが見える。６年の児

童に「京都府南部の山城地域には，日本人が古く

から楽しみに飲んでいる大事な産物が採れる土地

利用があります。それは何でしょうか？」と問い

かけてみよう。「牛乳ではないかな？」「楽しみに

飲んでいるって何だろう？」と興味をもちだした

ら成功である。地図帳で木津川の上流を探すよう

促し，鮮やかな緑色の凡例（茶畑）を指で押さえ

させ，答えは「お茶畑です。」と板書しよう。す

かさず教師から，「この地域は，茶の湯に使われ

る抹
ま っ

茶
ち ゃ

や広く飲まれている煎
せ ん

茶
ち ゃ

，さらに高級な玉
ぎょく

露
ろ

を生み出した“日本茶のふるさと”なんです！」

とやや興奮気味に叫んでみよう。統計的に生産量

では静岡県や鹿児島県が上位であるが（p.103「②

おもな農産物の生産」茶 図２ ），お茶のルーツと

してはココであるという事実を驚きとともに理解

させたい。「お茶」と板書したまわりに，「川から

立ちあがる霧」と「肥沃な土壌」，「霜が降りにく

い」という自然条件を記し，室町文化の要素であ

る茶の湯文化を支えた技術が800年前から存在し

たことにも触れよう。

６年の社会科教科書には，各社，室町時代に武

士や貴族の間で茶を飲む習慣が広まり，静かに茶

を楽しむ茶の湯の作法が，定まっていったことが

書いてある。足利義満以降，信長・秀吉・家康に

親しまれ（ちなみに宇治から江戸に茶を運ぶ『お

茶壺道中』をモチーフにした「♪ずいずいずっこ

ろばし…」のわらべ歌も教材になる），今日に至

るまで茶が珍重されてきたことに気づかせるとよ

い。この瞬間，６年の歴史学習で地図帳を生かす

場面がまた一つ生まれる。

●玉川大学教育学部 教授　寺本　潔

〜京都府山城地域と三重県鳥
と

羽
ば

・志摩市の日本遺産ストーリー〜

世界遺産・

地図活用
日本遺産で

図２ 茶の生産（地図帳 p.103）

図１ 京都府山城地域（令和 2年度版『楽しく学ぶ小学生の
地図帳』p.46）

日本茶の歴史と海
あ

女
ま

さんの
仕事場を地図帳から読み解く

14 2021年度後期号



わたす地図（中国・四国・近畿地方）」の志摩半

島沖には海女のイラスト 図３ が，ｐ.44「①近畿地

方」の志摩半島には，「かき」と「しんじゅ」の産

物記号 図４ が掲載されているので活用できよう。

これらを手がかりにSDGs（持続可能な開発目

標）の「14 海（リアス海岸と里海）の豊かさを

守ろう」や「５ ジェンダー平等（海女は大半が

女性で自立して稼ぐ仕事）を実現しよう」につい

て具体的に学ぶことができる。

＊（　　）内は筆者による追記

日本遺産の教材化を進めよう3

　日本遺産は，各地の歴史的魅力や特色をストー

リーとして組み，点在する有形・無形の文化財を

つないで再評価する試みなので，ニッポン再発見

と地域振興に寄与するという効果が期待できる。

拙著『地理認識の教育学―探検・地理区から防災・

観光まで―』では，全136ページ中45ページで

社会科を軸とした観光教育のねらいや指導方法，

具体的なコンテンツを掲載した。観光を通して地

域振興に学校教育が貢献できる学びは，各地で出

前授業を試みた筆者の経験からも，児童生徒の関

心度が格段に高いと感じている。日本遺産は，観

光教育の教材としても有望なのだ。

リアス海岸と黒潮が生んだ海女漁2

５年社会科でも日本遺産は扱える。食料生産の

単元で「持続可能な水産業」の例として三重県鳥

羽・志摩市で営まれている海女漁を登場させるの

である。「日本遺産：海女（Ama）に出逢えるま

ち」が73件目の認定を受けている（海女漁の技

術や大王埼灯台など33の構成文化財を含む）。現

在でも黒潮（日本海流）が洗うリアス海岸で海女

さんたちが，あわびや伊勢えび，さざえ，うに，

ひじき，天
てん

草
ぐさ

などをとっている。あわびは殻長

10.6cm以下のものはとらず，種苗の放流や奉納

神事，豊漁と安全を祈願する祭りが伝統的に行わ

れ，優れた資源管理が続けられている。観光面で

は直接海女さんと海鮮を焼きながら会話できる海

女小屋体験が観光客に人気だ。神社など海女ゆか

りの地を巡る若者も多い。地図帳ｐ.22「①広く見

❶�「日本茶のふるさと〜京都・山城〜」を地図帳で調べ，室町文化（茶の湯）が現代にまで継承されて
いる事実に気づかせよう。

❷�鳥羽・志摩の海女漁から，自然環境（リアス海岸や黒潮）を生かした持続可能な水産業と観光を考
え合うきっかけを学ぼう。

世界遺産・日本遺産学習の玉手箱

著者	 ：寺本	潔	
判型	 ：A 5 判
ページ数	：136ページ
定価	 ：2,420円（税込）
発行年月	：2021年 3 月

地理認識の
教育学
—探検・地理区から
防災・観光まで —

図３ 海女（地図帳p.22）　

図４ 志摩半島の かきと しんじゅ（地図帳p.44）　
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●富山大学人文学部 教授　大西宏治

　今回は，外国の地形図の地図記号と日本の地形図の地図記号を比べてみます。この夏，東京2020オリンピック・パラリンピッ
クをテレビで観戦した児童も多いと思いますが，出場選手をみて，それぞれの国・地域の文化の多様性に気づいたのではないでしょ
うか。実は，地図記号にもその国・地域の自然環境や文化の多様性が反映されています。具体的にみてみましょう。

地図記号の比較（1）：地物1

　国土地理院は，いくつかの国の地形図にある地

図記号を「外国の地図記号」として比較していま

す（ 表１ ）1)。これを参考にしながら，イギリス

とアメリカ合衆国（以下，アメリカ）の地形図に

ある地図記号と日本のものとを比較してみましょ

う。 イ ギ リ ス は 英 国 陸 地 測 量 部（Ordnance 

Survey）が地形図2)を作成し，アメリカは米国地

質 調 査 所（USGS: United States Geological 

Survey）が地形図3)を作成，公開しています。

　余談ですが，日本の国土地理院や英国陸地測量

部の前身は陸軍になります。日本では旧陸軍参謀

本部陸地測量部，イギリスでも陸軍が測量を担っ

ていました。国土の情報は重要な情報であったた

め，軍が地形図を作成している国はめずらしくあ

りませんでした。そのため，今でも地形図を国外

へ持ち出し禁止にしている国もあります。

　地図記号はその国の経済活動や文化的な背景を

踏まえて設定されます。日本の地形図にあっても

外国の地形図にないものがあったり，その反対の

ものもあったりします。では，具体的に地物を比

べてみましょう。日本の地形図をみると，消防署

や警察署など公的な役割をもつ施設が地図記号で

表されています。しかし，イギリスやアメリカの

地形図をみると，それらの記号が見当たりません。

国 の 地 形 図 の外

地 図 記 号

日本と外国の地図記号の比較 1)表１

なぜかというと，イギリスやア

メリカでは，公的な施設の建物が

一般の住宅と外観上ほとんど変わ

らず目標物となりにくいからだと

もいわれています4)。

　また宗教に関連する施設をみる

と，日本では寺院と神社の記号が

あります。神社は鳥居を模したも

ので外国の人にもわかりやすい記

号になっています。イギリスでは，

大修道院や大聖堂の記号や礼拝堂

の記号があり，これは十字架をモ

チーフにして作成されています。

アメリカでも礼拝堂がイギリスと

ほとんど同じ形で示されています。

両国とも移民が多く，宗教も多様
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です。今後，十字架の礼拝堂だけでなく，ほかの

記号でさまざまな宗教の礼拝堂を示すことになる

かもしれません。

　 表１ にはありませんが，アメリカの地形図に不

思議な記号が一つあります。 図１ をみてください。

これは何の記号でしょうか？　神社の地図記号に

みえますよね。アメリカの地形図に神社の地図記

号があるのでしょうか？　違います。正解はピク

ニック場です。屋外で

テーブルがあって食事

ができることなどが示

されているのでしょう。

このように，形は似ているにもかかわらず，国に

よって全く意味の異なる地図記号もあります。イ

ギリスやアメリカでは，ピクニック場やキャンプ

場などの観光施設の地図記号が多くあるのに対し

て，日本ではほとんど見られないようです。

地図記号の比較（2）：土地利用2

土地利用の表現は，国によってかなり異なりま

す。農地を表す記号に着目してみると，日本では

田や畑，果樹園など，さまざまな記号を面的に使

って農業の土地利用を示します。しかし，イギリ

スでは農地については果樹園しか記号がなく，ア

メリカもぶどう畑と果樹園しかありません。農業

は国によって栽培される作物が異なり，またそれ

ぞれの作物の重要度も異なります。それがこのよ

うな記号の違いに表れています。例えば，ビール

で有名なドイツの地形図には，ホップ畑の記号，

イタリアの地形図にはオリーブの記号があるよう

です5)（ 図２ ）。

日本では狭い平野と高温多湿の気候を生かしたさ

まざまな農業を展開してきたことが，数多くの農産

物の地図記号の作成につながったのかもしれません。

地図記号の多様性から
学ぶべきこと3

　ここまでみてきたように地形図の地図記号は万

国共通のものではありません。各国の自然環境や

文化を反映したり，経済活動と関係するものを強

調したり，さまざまな違いがあります。このよう

に各国の地形図を比較してわかることは，地形図

といえども地表をそのまま表現しているわけでは

ないということです。地図の上に掲載する地物は，

地図作成機関が地図の上に必要だと感じた地物を

取り出し掲載しています。地域の見方が反映され

たものといえます。地図の機能は地域のようすを

紙の上に保存したり，誰かに伝達したりする手段

であり，伝達するものとして必要なものはその時

々の状況や時代によって変わります。

　地図記号が変化するものだとすれば，数多くの

地図記号をひたすら覚える必要はなく，地図記号

の一覧（凡例）を参照しながら，地図が表す地域

のようすを読み取るように児童の興味関心を方向

づけることが大切なのではないでしょうか。さら

に，既製品の地図ではなく，自分たちで地図を作

成する際は自分たちで記号をつくって活用しても

かまいません。人に伝えたいこと，地域の特徴だ

と思うことを，わかりやすく示す地図記号を児童

につくってもらい，身近な地域の地図をつくるよ

うな学習活動が行われると，地図の魅力が伝わる

のではないでしょうか。ぜひ，取り組んでいただ

きたいと思います。

1 ）�国土地理院ウェブサイト「外国の地図記号」�
https://www.gsi.go.jp/common/000206972.jpg（2021年 9 月14日
閲覧）

2）�英国陸地測量部の25000分の 1の地形図の地図記号を掲載�
https://www.ordnancesurvey.co.uk/documents/25k-raster-
legend.pdf（2021年 9 月14日閲覧）

3）�米国地質調査所の地形図の地図記号を掲載�
https://pubs.usgs.gov/gip/TopographicMapSymbols/
topomapsymbols.pdf（2021年 9 月14日閲覧）

4）�高台泳「諸国の地形図における地図記号の比較考察」『日本デザイ
ン学会第57回研究発表大会概要集』　2010

5 ）�田代博監修『地図情報ものしり百科③　地図のきまりと記号　地
図の読み方・使い方【基礎編】』�2008　学習研究社

図１ この地図記号は何でしょうか？（アメリカ）

図２
ドイツ
ホップ畑

イタリア
オリーブの記号
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