
■認知度の補正について

今調査は、名前と位置双方の認知がどのよ

うになっているのかを明らかにすることが目

的である。よって、漢字の間違い（「群馬」

を「郡馬」、「鳥取」を「取鳥」など）や、読

み間違い（「いばらぎ」など）を準正答とし

てあつかう「補正結果」（３ページの図②を

参照）で検証を進めていく。

まず、認知度（正答率）の高低の差異につ

いて見ていきたい。

■県名認知度が70％以上の県

認知度が70％以上の県は47県中６県ある。

その中でも、北海道、青森、沖縄の上位３

県の認知度は90％を超えている。日本の北・

南端に位置するため、最も認知しやすい県で

あるといえよう。特に北海道の認知度は高く、

100％近い認知度をほこっている。沖縄は、

独立した島であることも影響していると考え

られる。

次いで、東京、新潟、岩手と続くが、上位

３県とは10％以上の開きがある。

東京の認知度の高さは、日本の首都である

ことと無関係ではないだろう。様々なニュー

スや流行の発信地である東京という都市に対

し、中学生は強いイメージを持っているので

あろう。そのことが、認知度の高さにつながっ

ているものと考えられる。新潟は佐渡島の存

在が、その位置を特定する上で大きな役割を

担っていると考えられる。岩手は本州の北端

近くに位置することが影響しているのであろ

う。

■県名認知度が60～70％の県

このカテゴリーには７県が入る。

秋田、鹿児島は本州のほぼ北端と南端に位

置するため、千葉、石川は目立つ位置にあり、

かつ、わかりやすい形をしているため、認知

しやすいのであろう。長野は本州の中央にあ

り、周囲の県とくらべても面積が大きく目立

つ。滋賀も琵琶湖の存在が際だっており、目

立つ要素がある故に、認知度が高くなると考

えられる。

大阪は東京と並ぶ大都市圏であり、情報発

進力が高い。そのため中学生にとってイメー

ジしやすく、認知度も高くなるのであろう。

その一方で、もう一つの大都市圏である愛知

（名古屋）の認知度は50％台にとどまってい

る。これは、愛知に対して生徒が持っている

地域像（イメージ）や、情報量などが、東京

や大阪に比べると少ないためではないかと予

測される。それだけ「東の東京、西の大阪」

という二大都市のイメージが強いということ

であろうか。

■県名認知度が50～60％の県

このカテゴリーには17県、全県の３分の１

が入る。

山口、長崎といういわゆる“端”に位置す

る県と、東京を取り巻くように位置する埼玉、

茨城、神奈川は、このカテゴリーの中でも上

位、つまり50％台後半に入っている。

そして、それぞれの地方の中核的役割を果

たす県と100万都市を擁する県は、すべて

50％以上の認知度となっている。

また、東北地方も山形を除くすべての県が

50％以上に入っている。山形というと、サク

ランボをはじめとする果物類や、松尾芭蕉、

温泉、そばなど、観光的な魅力がたくさんあ

る県であり、大人にとってはイメージしやす

い県であろう。イメージが認知度の高低に影

響することはいうまでもないが、中学生の持

つイメージと、大人が持つそれとでは異なっ

てしまうことを示す好例であろう。もし、大

人を対象とした認知度調査をおこなえば、山

形だけでなく、横浜を擁する神奈川、一大観

光地である京都や奈良、神戸市や甲子園球場

がある兵庫、温泉地として人気を博している
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大分、熊本などは、もっと上位に位置するよ

うになるのではないだろうか。

■県名認知度が50％未満の県

このカテゴリーにも17県が入るが、その大

半は東海・北陸以西に多くみられる。

これは、北から順番に覚えていく方法に起

因していると考えられる。また、北から順番

に回答していくという調査方法が、これらの

結果に影響を与えていることも十分に予想さ

れる。ともに両端に位置しながら、北の東北

地方の認知度が平均して高いことに対して、

南の九州地方のそれがあまり高くないこと

は、図②を見ても明らかである。

また、東日本に比べて西日本は、県の形に

特徴が少なく、しかも、似たような形状の県

同士で並んでいるところが多い。このように

県の形状や位置の特徴がつかみにくいこと

も、認知度を下げる要因の一つになっている

と考えられる。

その他、このカテゴリーの特徴を見ていく

と、内陸県は認知度が低くなる傾向にあるこ

とがわかる。内陸県８県のうち５県が、ここ

に入っている。そして、関東地方以西で太平

洋ベルトから外れている県の多くが、ここに

入っていることも見てとれる。

このカテゴリーに入る県の認知度低迷の原

因は、誤答率の高さよりもむしろ、無回答率

の高さにあるといえる。もちろん、認知度下

位の県の誤答率はおおむね高い数値を示す

が、上位の岩手、秋田や、中位の神奈川、福

島、宮城なども誤答率は高い。よって「誤答

率が高い県＝認知度が低い県」ということで

はないのである。

一方、認知度が低い県の無回答率はきまっ

て高く、無回答率が35％を超える県は、すべ

てこのカテゴリーの県であり、無回答率が

40％を超える県もいくつかある。「無回答率

が高い県＝認知度が低い県」といえるだろう。

無回答率が高いということは、生徒にとって

は情報や知識がなく、イメージを持ちにくい

県といえるのではないだろうか。

詳しくは調査していないが、無回答率が高

い県は、教科書や教材などで取り上げられる

ことも少ないのかもしれない（比較・検証す

るための資料がないため予想の域を出ない

が、学習指導要領の改訂によって、教科書で

扱われなくなった結果、認知度が下がった県

は多いのではないだろうか。例えば、宮崎は旧

学習指導要領下では「促成栽培」という用語

とともに必ず扱われる県であったが、現在の

教科書ではほとんど扱われなくなってしまっ

ている。その結果、認知度が低下してしまっ

たのではないだろうか）。

■県名認知度の平均

前にも述べたように、認知度60％未満の県

が34県（全体の72％）もあり、圧倒的に多い。

平均認知度は以下のとおりである。

このように中学生の平均認知度と、小学校

高学年のそれとを比べると13％、県数にして

６県上昇している。数値的にも50％を超え、

これは中学校での学習の成果といえるだろ

う。しかし、認知度50％未満の県、つまり、

二人に一人しか認知できていない県が、中学

校段階においても47県の約３分の１、17県も

存在していることは紛れもない事実であり、

これを改善していくための取り組みが必要不

可欠であると考える。

次に、正答数別の生徒数分布をみていくと、

表①のようになる。40県以上正答の層の比率

が高いことがわかる。これに次ぐのが、10～
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小・中学生の平均認知度

中学生･･･55.1％（25.9県）
小学生･･･42.0％（19.7県）

表①　正答数別生徒数分布

正答数 生徒数 ％
40県以上正答 3,180人 25.7％

30～39県正答 2,216人 17.9％

20～29県正答 2,239人 18.1％

10～19県正答 2,711人 21.9％

０～９県正答 2,048人 16.5％



19県正答の層で、残りの層はおおむね平均し

ている。

正答者の分布数が一番多いのが、45県正答

（510人）である。これ以降は、47県全県正答

（505人）、46県正答（481人）、44県正答（427

人）と続いている。このことを見ても、40県

以上正答の層が、認知度の平均を押し上げて

いることがよくわかる。

■学年による県名認知度の差異

学年毎の県名認知度の結果は、以下のとお

りである。

このように、学年が進むにつれて、若干で

はあるが、認知度が下がっていることがわか

る。これは、中学校での地理学習の第一部に

県名の学習が組み込まれていることと無関係

ではないだろう。第一部以降は、かなり意識

して指導しないと県名を認知させるための機

会はあまりない。そのため、少しずつ知識が

抜けていくのであろう。

学習指導要領では、県名・国名など、地理

の基礎・基本事項を学習する第一部の反復学

習を求めているが、その時間があまりとられ

ていないのではないかと推測される。

■小学校の調査結果と比較して

小学校高学年の県名認知度と中学生のそれ

を比べてみると、北海道や沖縄、青森といっ

た小学生段階から90％近い認知度を占める県

を除くと、おおむねどの県も10％から20％近

い上昇がみられる。

認知度上昇率が特に高い県、低い県は、表

②のとおりである（ただし、北海道、青森、

沖縄の３県は除いている）。

九州地方の８県のうち、もとから認知度が

高い沖縄・鹿児島と、福岡を除く５県がどち

らかに含まれている（福岡も上昇率18.6％と

高い数字を示している）。何がこのようにさ

せているのだろうか。

上昇率が高い５県は、“端”にあるなど、

目立つ要素がある県であり、それが影響して

いると考えられる。

一方、上昇率が低い５県は、東北地方と九

州地方に集中している。秋田は、小学校段階

から認知度が高いので、上昇率が低いのは納

得がいくが、山形については原因をつかみか

ねる。九州の３県については、前の『県名認

知度が50％未満の県』の部分で述べたような

理由であると考えられる。

当然のことながら、この認知度の上昇率は、

認知度順位の変動にも大きく関わってくる。

順位変動の大きな県は、表③のとおりである。

香川、奈良は前の表②には出てきていないが、

やはり認知度上昇の高い県である。

次に、小・中学校での誤答総数や無回答総

数の差異に着目してみる。

まず誤答総数であるが、全体でみると、誤

答数はほとんど変化しておらず、小学校に比

べ、2.7％しか減少していない。しかし、こ

れを県別に見ていくと、誤答が大きく減少し

た県もあれば、逆に増えている県もある。誤
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学年別平均認知度

１年生･･･57.0％（26.8県）
２年生･･･54.3％（25.5県）
３年生･･･53.5％（25.1県）

表②　認知度上昇率が高い県・低い県

高い県 低い県
滋賀 23.7％ 山形　7.1％

長崎 23.2％ 熊本　7.8％

佐賀 21.9％ 宮崎　9.1％

神奈川 20.8％ 大分　9.1％

長野 20.8％ 秋田　9.3％

表③　順位変動が大きな県

上がった県 下がった県
佐賀　30位（＋14） 山形　35位（－18）

長崎　16位（＋12） 熊本　34位（－16）

香川　21位（＋11） 宮城　25位（－12）

奈良　31位（＋ 9 ） 大分　43位（－10）



答の増減が多い県は、表④のとおりである。

東日本で誤答数が増えている県は、栃木の

他には３県しかない。誤答数が増えている県

の大半が西日本に集中しており、ここでも東

減西増の傾向がはっきりと見てとれる。

一方、無回答総数は全体で35.4％減少し、

１県平均で約2,300も減少している。無回答

数が、このように大きく減少するということ

は、正答はせずとも、その県に対する認知が

進んでいる証といえよう。

表⑤に登場する県は、認知度の高い県であ

るか、また、中学校で認知度順位を大きく伸

ばした県ばかりである。無回答数の減少が、

認知度の向上につながっていることが読みと

れる。

このように見ていくと、まず、「どの県が、

どのあたりにあるか」という見当をつけさせ、

無回答数を減らしていくことが、認知度を向

上させていくための最初のポイントになると

いえるのではないだろうか。

■在住地方による認知度の差異

５・６頁の図④から⑩は、生徒の在住地方

の違いによって生じる県名認知度の差異を示

したものである。

日本のどの地方の生徒も、おおむね日本の

両端の県（北海道・北東北・沖縄）は認知し

ている。ここまでは小学生も同じであったが、

中学生では、千葉、東京、新潟、石川も、か

なり認知できるようになっている。さらに、

長野、滋賀、大阪、鹿児島もほとんどの地方

の生徒に認知されるようになっている。

基本的には、生徒自身が住んでいる県を中

心として、同地方に属する県や、隣接する県

については、ある程度押さえられている。

そして、当然のことながら、住んでいる県

から遠い地方の県については、認知度が低く

なっていることが読みとれる。

しかし、図⑤の山梨（関東地方の３県と隣

接）や、図⑦の福井・岐阜（それぞれ近畿地

方の２県と隣接）のように、隣接していなが

らも認知度がそれほど高くならない例もいく

つか見られる。このことは、自分が住む「地

方」と異なると、認知度が下がることを如実

に表している。また、逆に考えれば、自分が

住む「地方」をそれだけ認識できているとい

うことができるだろう。

■県名認知度を検証して考えること

ここまで、中学生の県名認知度を検証して

きたが、認知度の高低の傾向は、おおむね小

学校の調査結果の延長線上にあることがはっ

きりした。

県名認知度は、全体的に東高西低の傾向が

強く、また、認知度の改善も北から進む様子

がみてとれる。小学校と比べても認知度が改

善されていることは間違いない。

しかしながら、中学生の県名認知のレベル

が、十分であるとは言えないのが現状である。

認知度向上のためには、より有効な指導方法

や、教材開発も必要となろう。今回の結果を

重く受けとめ、それらの研究をさらに進めて

いきたい。
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表④　誤答数の増減が大きい県

誤答が減った県 誤答が増えた県
長野　－687 宮崎　＋691

岩手　－537 徳島　＋490

新潟　－415 大分　＋439

埼玉　－358 栃木　＋437

山形　－357 愛媛　＋380

表⑤　無回答数の減少が多い県

減少数が多い県 減少率が高い県
滋賀　－3,349 青森　－68.0％

島根　－3,265 岩手　－59.6％

香川　－3,258 東京　－56.2％

山口　－3,155 石川　－48.6％

奈良　－3,143 滋賀　－47.3％


