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おわりに

地図とは、『ある目的のために社会的事象を再構成したもの』であり、過去から現在、

その時代ごとの社会的事象を理解するための手段として用いられているものです。

児童生徒が、それを読み取ったり描いたりする過程で身に付く力は、社会に対する鋭い

洞察力であり、確かな国土観・世界観（地理的認識）です。これは文部科学省・新学習指

導要領で求められている“生きる力”に直結しています。

このようなことを踏まえ、３年間にわたり「主体的に地図にかかわり、地理的認識を深

める児童生徒の育成」の具現を目指して研究実践を行ってきました。

その結果、先生方の貴重な実践から明らかになったこと、今後の指導で私たちが大切に

しなければならないことは、次の５点です。

・個をよく知る

別表で示した地図活用能力や描図能力の発達段階という視点から、今までの生活体

験や学習によって、一人一人にどんな力（知識・技能）が身に付いているのかを、

事前のアンケートや観察等によって適切に把握する。

・授ける業（わざ）を明確にする

本単元で、本時で、どんな力を身につけさせるのか、指導内容を明確にもつ。

・課題達成のために用いる手段（地図）を使いやすくする

課題を明確にして、ただ地図を資料として与えるだけでなく、その見方や考え

方、活用の仕方まで正しく教える。地図を描く活動でも、基礎となる描き方につい

ては時間をとり、正しく教える。

・「児童生徒が主役」となる授業に努める

教え込みではなく、児童生徒自身がじっくり考える・考えを練り合う・描く…。

単元全体で課題解決する場を保証する。

・見届ける窓をもち、個の実態に応じた指導・評価を継続する

課題解決のための明確な窓（評価規準）をもち、個の実態に応じた指導を事前に

想定し実施する。授業後に児童生徒の変容を蓄積しておく。

３年間にわたり、本研究実践にご指導・ご協力いただいた先生方や関係機関に心から感

謝申し上げます。

事務局職員一同
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平成１９年度 特別顧問・研究委員・担当者一覧

氏 名 所 属 職名 教科等

会 長 長谷部政行 岐阜県図書館 館長

副会長 成瀬 徳幸 岐阜県図書館 副館長

金窪 敏知 日本地図センター 顧問

小林 浩二 岐阜大学教育学部 教授

特

別

顧

問 海津 正倫 名古屋大学大学院環境学研究科 教授

田中 明 羽島市立竹鼻小学校 教諭

道家 信彦 各務原市立蘇原第一小学校 教諭

平野 孝雄 岐阜大学教育学部附属小学校 教諭

小学校社会科

平松 俊英 羽島市立中央中学校 教諭

丹羽 文雄 各務原市立中央中学校 教諭

竹田 宣博 笠松町立笠松中学校 教諭

中学校社会科

角田 宜樹 岐阜県立各務原西高等学校 教諭

鈴木 真 岐阜県立可児高等学校 教諭

委

員

野村 剛漢 岐阜県立大垣北高等学校 教諭

高等学校地理歴史科・公民科

佐藤 秀樹 岐阜県図書館 世界分布図センター 企画管理担当総括

川村 謙二 岐阜県図書館 世界分布図センター 企画管理担当

奥村 雅人 岐阜県図書館 世界分布図センター 企画管理担当

事

務

局

田内 俊文 岐阜県図書館 世界分布図センター 企画管理担当
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平成２０年度 特別顧問・研究委員・担当者一覧

氏 名 所 属 職名 教 科 等

会 長 長谷部政行 岐阜県図書館 館長

副会長 成瀬 徳幸 岐阜県図書館 室長

金窪 敏知 日本地図センター 顧問

小林 浩二 岐阜大学教育学部 教授

特
別
顧
問

海津 正倫 名古屋大学大学院環境学研究科 教授

道家 信彦 岐阜市立黒野小学校 教諭

髙畑 友宏 岐阜市立日野小学校 教諭

平野 孝雄 岐阜大学教育学部附属小学校 教諭

小学校社会科

平松 俊英 羽島市立中央中学校 教諭

竹田 宣博 笠松町立笠松中学校 教諭

足立 典生 岐阜市立本荘中学校 教諭

中学校社会科

角田 宜樹 岐阜県立各務原西高等学校 教諭

鈴木 真 岐阜県立可児高等学校 教諭

委

員

野村 剛漢 岐阜県立大垣北高等学校 教諭

高等学校地理歴史科・公民科

川村 謙二 岐阜県図書館 世界分布図センター 企画管理担当総括
事務局

松尾 國雄 岐阜県図書館 世界分布図センター 企画管理担当
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平成２１年度 特別顧問・研究委員・担当者一覧

氏 名 所 属 職名 教 科 等

会 長 田宮 仁史 岐阜県図書館 館長

副会長 白木 幸太郎 岐阜県図書館 副館長

金窪 敏知 日本地図センター 顧問

小林 浩二 岐阜大学教育学部 教授

特
別
顧
問

海津 正倫 名古屋大学大学院環境学研究科 教授

道家 信彦 岐阜市立黒野小学校 教諭

髙畑 友宏 岐阜市立日野小学校 教諭

平野 孝雄 岐阜大学教育学部附属小学校 教諭

小学校社会科

平松 俊英 羽島市立中央中学校 教諭

竹田 宣博 笠松町立笠松中学校 教諭

後藤 良二 岐阜市立陽南中学校 教諭

中学校社会科

角田 宜樹 岐阜県立各務原西高等学校 教諭

鈴木 真 岐阜県立可児高等学校 教諭

委

員

野村 剛漢 岐阜県立東濃高等学校 教諭

高等学校地理歴史科・公民科

川村 謙二 岐阜県図書館 企画課 世界分布図センター担当総括
事務局

松尾 國雄 岐阜県図書館 企画課 世界分布図センター担当


