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地理歴史科（地理 B） 学習指導案 

 

学 校 名  福岡県立     高等学校 

職 名     氏名          印 

実施日時  令和  年  月 日  曜日 時限 

実施学級  第３学年  組   名 

実施場所  ３年 組教室 

 

１ 単元名 第 II 部 現代世界の系統地理的考察 ３章 人口、村落・都市 ３節 村落と都市 

 

２ 単元設定の理由 

○単元（題材）観 

本単元では世界の都市・村落や消費、余暇に関する行動、人々の衣食住などから系統地理的にとらえ

る視点や方法を学習するのに適切な事例を幾つか取り上げ、世界の都市・村落、生活文化を大観させる

ことをねらっている。具体的には次のような力を身につけさせる。①世界の都市・村落、生活文化に関

する多様性や地域性を世界的視野からとらえる視点を身に付け、理解する力。②資料を適切に読み取る

ことで情報を正確に得て、活用することを通して系統地理的に追究した考察の過程や結果を、ノート等

にまとめたり、発表したりする力。 

本教材は次のような点で価値がある。①世界の都市・村落、生活文化について考察することから、生

徒が自分の生活する地域の成り立ちや環境について系統地理的に認識ができる点。②地図や写真といっ

た資料等の読み取りに慣れることで、資料から情報を得て考察し、自分の考えをまとめて表現すること

につながる点。③世界の都市・村落、生活文化について系統地理的にとらえる視点や方法を理解して、

多面的・多角的な知識を身に付けることができる点。 

 

○生徒観 

本学級は理数科クラスである。本クラスの約 ％（授業で扱ったワークシートを回収し、予め設定し

た A〜E の５段階の評価規準のうち A と B に当てはまる者をクラス全体の人数で割った数値）の生徒が

普段の授業で、関連する情報を独自にまとめたり、地図上に詳細に書き込んだりするなど、学習に対す

る意欲的な態度を示している。また、その場で得た知識に基づく、教師の発問への反応や、生徒同士で

教え合う姿がよく見られる。一方で、提示された資料を読み取り、既習の知識と関連付けて結論に結び

つけることの経験は少ないと思われる。生徒が地図や写真を活用して思考を深める授業を行い、資料活

用の技能の向上を図る。 

 

○指導観 

本単元の指導にあたっては、上記の単元観に基づき、今回はその中での村落と都市について指導す

る。集落の成り立ちや、形態・機能を理解するために、３章までに学習した世界や日本の人口分布、人

口問題の内容を踏まえて考察させることを重視する。世界各地に展開する人間がどのような場所でどう

いった生活を送っているのか、既習知識と関連付けて、地形図や写真の読み取りから読み取れたことを
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もとに分析・考察する場を設定して、思考力・判断力・表現力の育成を図っていく。また、授業では、

前時までに学習した知識確認を主とするワークシートと新規のワークシートを用いる。教科書やワーク

シートの写真やデータを用いたスライドをプロジェクターで投影し、生徒と同時進行で学習を進めるこ

とで生徒の知識の定着と理解を促す。投影する際、全ての生徒が見やすいよう、字の大きさやレイアウ

ト、画面の明るさには十分に配慮する。 

 

３ 単元の目標 

世界の人口、都市・村落などに関する諸事象を取り上げ、その分布や動向などについて考察し、系統

地理的に現代世界の人口、居住・都市問題を学習する。 

 

４ 単元の評価規準 

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断・表現 ウ 資料活用の技能 エ  知識・理解 

①世界の都市・村落や消

費、余暇に関する行動、

人々の衣食住などに対す

る関心と課題意識が高ま

っている。 

②世界の都市・村落、生

活文化に関する多様性や

地域性を適切な事例を取

り上げて系統地理的に追

究する活動に意欲的に取

り組んでいる。 

③世界の都市・村落、生

活文化に関する多様性や

地域性を世界的視野から

とらえる視点や方法を身

につけている。 

①世界の都市・村落や

消費、余暇に関する行

動、人々の衣食住など

を位置や空間的な広が

りに着目して地理的事

象として見出してい

る。 

②世界の都市・村落、

生活文化に関する地理

的事象を基にして設定

した課題を世界的視野

から、それらの地域的

な差異や類似性、分布

やまとまりなどに着目

して、追究している。 

①世界の都市・村落や消

費、余暇に関する行動、

人々の衣食住などに関す

る地図や画像、文書や統

計などの資料を読み取

り、分析などを通して、

学習に役立つ情報を適切

に選択して活用してい

る。 

②世界の都市・村落、生

活文化を系統地理的に追

究し考察した過程や結果

を地図化したり報告書な

どにまとめたり、発表し

たりしている。 

①地域的な差異や類似性、

分布やまとまりなどに注目

してとらえた世界の都市・

村落、生活文化に関する多

様性や地域性を大観し、そ

の知識を身に付けている。 

②世界の都市・村落、生活

文化に関する多様性や地域

性を系統地理的にとらえる

視点や方法を理解し、その

知識を身に付けている。 

 

５ 単元の指導と評価の計画 （全５時間） 

次 
配当

時間 
○学習内容・学習活動 

評価規準 
評価方法 

関 思 技 知 

一 １ ○集落の成り立ち 
・集落は自然条件、社会条件の元で成立するこ
とに気づき、さらに分化することを理解する。 

①  ① ① ワークシートの記述 

二 ２ ○村落の形態と機能 
・村落が集村と散村に大別されることを理解
し、さらに、村落の機能ごとに形態が変化して
いることを考察する。 
・村落共同体の変容とその背景について考察す
る。 

② ①  ② 

 

 

 

ワークシートの記述 
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三 １ 

本時 

○村落の機能と形態 
・地形図を読み取り、集落ごとの土地利用や形
態の変化について考察する。 
・考察した内容を生徒間で協議し発表する。 

 ② ②  ワークシートの記述 

発表 

四 1 ○都市の機能と生活 
・都市が成立し発展した過程を理解し、その機
能について理解する。 

③    ワークシートの記述 

 

６ 本時（第三次１時間目） 

（１）本時の指導目標 

・地形図から、４つの集落の形態の特徴を読み取り、正確にその様相をとらえることができる。 

【資料活用の技能】 

・集落の特徴が分かる箇所を地形図上に書き込んだり、文章でまとめたりして自身の理解につなげるこ

とや、他者の考えに気付いて思考を深めることができる。 

【思考・判断・表現】 

 

（２）本時の手立て 

４種類の地形図を配付して個別に考えをまとめさせた後、グループに分かれ、教師が指定した１つの

地形図について生徒同士で情報を共有し議論させる。ワークシートに書き込むなどした議論の結果を、

プロジェクターでスクリーンに投影し、クラス内の生徒に提示しながら、各グループの代表者に発表さ

せる。その際、教師が説明の補足や解説を加えて、地形図を読み取る際の着眼点や考え方について各生

徒の理解を促す。また、今回のグループワークでは、新型コロナウイルス感染症対策として、身体的距

離を保つよう声掛けするなどの指導を行う。 

 

 

（３）本時の授業仮説  

 上記の手立てを講じて地形図の読み取りを行うことで、前時までに学習した知識を活用しながら、各

集落の形態の特徴を見つけ、正確に集落の様相を捉える生徒が増えることが期待される。また、生徒間

で協議を行って発表することは、他者の考えに気付き、より思考を深めて、知識と関連付けた結論に結

びつける経験につながるであろう。 

 

（４）教材 

○生徒 教科書:新詳地理 B、 地図帳:新詳高等地図、 

図表:GEO、ワークシート２枚 

○教師 教科書:新詳地理 B、 地図帳:新詳高等地図 

図表:GEO、ワークシート２枚、スライド（視覚機器で投影）、iPad 
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（５）学習の展開 

 ○学習内容・学習活動 時間
配当 

学習
形態 

指導上の留意点 評価規準 
（評価方法） 

導入 ・前時で学んだ集落の形態と機
能を振り返る。 
 

５分 一斉 ・プロジェクターに集落の例
として形態ごとに代表的な村
落の画像を写す。 

 

展開① ○古代〜近代の集落 
・時代ごとに特徴的な集落を個
別に確認し理解する。 
 

7 分 一斉 ・前時の集村、散村の分類を
前提としながら時代ごとの集
落の特徴を理解させる。 

 

展開②
（１） 

○地形図の読図 
・４種類の地形図を各個人で読
み取る。（4 分） 
・各グループに分かれて、割り
当てられた地形図を読み取る。
読み取れる特徴を協議して、地
形図上に書き込んだりまとめた
りする。 
（班分け 2 分、協議 7 分） 

13分 個人 
 
 
グル
ープ 
 

・５人ずつ８グループに分
け、担当する地形図を拡大し
たものを１枚ずつ配付。 
・グループで議論が進むよう
適宜言葉掛けを行う。 
・グループ活動の際、感染防
止のために、身体的距離を保
つよう指導する。 

地形図から、４つの集

落の形態の特徴を読み

取り、正確にその様相

をとらえることができ

る。【資料活用の技能】 

 

展開② 
（２） 

○読図結果の発表 
地形図上にグループごとにまと
めた成果を発表する。 
 

15分 グル
ープ 
 

・グループごとに読み取り、
検討した地形図を iPad のカ
メラ機能でスクリーンに接続
し、他グループの生徒に共有
する。 
・想定される解答を準備して
おく。 

読み取った集落の特徴
について、生徒同士で
共有・議論し、ワーク
シートに書き込んだり
着色したりしたものを
用いて、発表すること
ができる。 

【思考・判断・表現】 

 

まとめ ・各グループの発表内容を自分
のワークシートにフィードバッ
クする。 

5 分 一斉 ・４つの地形図について、そ
れぞれの特徴をまとめたスラ
イドを投影し、説明を補足す
る。 

 

 

（５）板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

村落①                          村落③ 

 

 

 

村落②                          村落④ 

プロジェクター投影

用スクリーン 各グループでの考察結果の要点を教師がまとめて板書する。 

目標：４つの地形図を読み取り、集落の種類を判別する。 


