
地図作成を通じて思考力・表現力向上を目指した授業実践

－持続可能な社会の実現に向けた発表学習を通して－

千葉県立 ○○○○ 高等学校 ○○ ○○（地理）

１ はじめに

環境，エネルギー，人口，食料などの地球的課題は深刻化する一方であり，国連が 2015 年ま

でにその達成を約束したミレニアム開発目標も，達成が困難であると予測されている（2010.6.24

読売）。

2002年 12月の国連総会において，2005年から 2014年までの 10年間を「国連持続可能な開発

のための教育の 10 年」とすることが決議され，わが国においても「持続可能な開発（発展）の

ための教育（Education for Sustainable Development＝以下「ＥＳＤ」）」の積極的な推進が図られ

てきた。新学習指導要領において，地歴・公民科の各科目に「持続可能な社会づくり」が盛り込

まれたのも，学校教育におけるＥＳＤの本格実施につながるものである。中間年を迎えたいま，

高等学校の地理はどのようにＥＳＤに貢献できるのかをあらためて検証したい。

一方，本校の状況はどうか。船橋高校は創立 90 周年を迎えた伝統校である。ほぼ全員が大学

進学を希望しており，県の進学指導重点校にも指定されている。幅広い教養を身につけるカリキ

ュラムを組み，地理Ａ（２単位）は１年次における必修科目である。センター試験を地理で受験

する生徒も多く，知識注入型の授業になりがちな現状において，今回の教科研究を契機に，生徒

が自ら考え問題を解決する能力，地図作成と発表学習を通じた表現力を身につける授業実践を行

いたい。また，生徒が「持続可能な社会」を作り出すための提言を発信できることもこの実践の

目指すところである。

２ 主題設定の理由

現在受け持っている生徒の現状として，授業を受ける態度や考査の答案から判断して，「基礎

的・基本的な知識及び技能」及び「主体的に学習に取り組む態度」は備わっている。一方で思考

力，判断力，表現力に関しては不十分なところもあり，言語活動を通じた表現力の向上が大いに

求められるところである。

地理においてこれらの能力を高めるために有効なのは地図である。地図は「見る」だけでは考

える力を育てることにはならない。また「読む」ことによって有効な教材となるが，表現力を養

うには不十分である。時間と手間はかかるものの，地図を「描く」ことによって地理的な事象を

より深く理解し，表現する能力を身につけることができる。また，生徒自身が作った地図を互い

に評価することによって，生徒相互が関わりあい，学び合う機会にもなる。

新学習指導要領（地理Ａ）において，２（２）アでは「身の回りにある様々な地図の収集や地

形図の読図，目的や用途に適した地図の作成などを通して，地理的技能を身に付けさせる。」と

ある。さらに今回の学習指導要領改訂のポイントとして「地図を活用する学習を一層重視するこ

と」があげられている。地図の作成にはかなりの時間を必要とするため，少ない単位数の中での

やりくりは簡単ではない。しかし地図を描くことが地理的な見方や考え方を培うことは間違いな

い。
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３ 年間指導計画と本実践の位置づけ

教科書「よくわかる地理Ａ－世界の現在と未来－」（二宮書店）

地図帳「新詳高等地図初訂版」（帝国書院）資料集「新詳地理資料 COMPLETE」（帝国書院）

月 単元 学習内容 授業実践

４ Ⅰ－１ １ 球面上の世界 主題図とその作成

地球規模でとら （主題図アンケート実施，目的に応じ

える現代世界 た地図作成方法を考える）実践１（２）

２ 結びつく現代世界 地理的技能を学ぶ

Ⅰ－２ １ 多様さを増す人びとの行動 （情報の収集・整理・分析方法の理解，

身近な地域から ２ 身近な世界の国際化 インターネットの利用方法）

とらえる現代世 実践１（４）

界 カルトグラムについて

５ Ⅱ－１ １ 人びとを取りまく地形 （１人当たりＧＤＰを表現したカルト

６ 人びとを取りま ２ 人びとを取りまく気候 グラムをもとに有効な表現方法を研究）

く環境 ３ 人びとを取りまく産業・文化

７ Ⅱ－２ １ 東南アジア

世界の諸地域の ２ 南アジア

生活・文化 ３ 西アジア・中央アジア

９ ４ アフリカ アフリカにおける問題点の整理

５ ヨーロッパ （主題図のテーマを考える，統計資料

10 ６ アングロアメリカ の収集，地図を作成するための計算の

11 ７ ラテンアメリカ 技能）実践１（４）

12 ８ オセアニア

１ Ⅲ－１ １ 人口問題

地球的課題とわ ２ 食料問題 南北問題（カルトグラムの作図）実践

２ たしたち ３ 居住・都市問題 １（５）

３ ４ 資源・エネルギー問題

５ 地球環境問題 発表・評価

（地図を使って聞き手にわかるように

発表する技能，持続可能な社会に向け

ての提言）

実践１（６）実践２・３

次年度以降 持続可能社会実現のための行動

４ 実践１ カルトグラムの作成

（１）なぜカルトグラムなのか カルトグラム（cartogram）

統計データに基づいて地図を変形し，分布

や偏りの特徴を表現する主題図のこと。

日常の地理の授業で意識していることの中に，「地球的規模の課題」（グローバルスケール）

を「生活圏の課題」（ローカルスケール）としてどう捉えなおさせるかという問題がある。これ

はＥＳＤの目指すべき「think globally, act locally」と共通の課題であり，生徒が多様な課題を実

感し，自らの問題として捉え，解決に向けて実践することが求められる。

言うまでもなく，持続可能な社会とは，我々一人一人が日常の生活や経済活動を通じて，新た

な生活スタイルを再構築しなければ実現しない。先進国における社会経済活動と，途上国におけ

る貧困等の問題が，相互に密接につながっていることを理解させるために，主題図の中でも規模
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の大きさを実感しやすいカルトグラム（変形地図）が有効であることは容易に想像できる。「コ

ンピュータにおいて，情報が処理される仕組みや表現される方法を理解させる」（情報の科学）

や「統計の基本的な考えを理解するとともに，それを用いてデータを整理・分析し傾向を把握で

きるようにする」（数学Ⅰ）といった他教科の内容ともリンクする。教科横断型の取り組み（例

えば総合的な学習の時間）としても生徒の問題解決能力を育成することができる。

そこで今回の授業実践においては，生徒自らがカルトグラムの作成方法を考え，統計の収集や

処理についても工夫し，ねらいを持った主題図を作成することを目指した。

（２）アンケートの実施

小学校から現在（高校１年生）までの社会科，地歴・公民科の授業を通じて，どのような主題

図を作成したかを調査した。その結果，主題図を作成した経験が皆無の生徒は０人であったもの

の，扱った主題図の形態にはかなり偏りがあることがわかった。例えば白地図の彩色作業に適し

た階級区分図は全員が経験しているのに対し，カルトグラムに関しては作成した経験がある生徒

はいない。

次に作図に関する意識調査を実施した。質問項目の中に，プラス評価の項目とマイナス評価の

項目を入れ，自由記述も含めてクロス集計をしてみると，＜表１＞のように「＋－評価」をした

生徒が「＋評価」，「－評価」の生徒よりも多いことがわかる。「難しい，でも，理解できた」，「面

倒くさい，けど，わかりやすかった」などの意見が示すように，「学習には苦労はつきものだが，

それを乗り越えた達成感がある」というような感想を多くの生徒が持っている。このあとの作図

作業に向けて，明らかな拒否反応を示す生徒は少ないと予想できる。またカルトグラムに関して

は，その経験値がないことから，最終的にできあがる地図のイメージを持たせることが重要であ

る。

＜表１＞これまでの主題図作成に関する意識調査

よく理解できた ＋ 38.5 ％ ＋評価のみ 17.9％

面倒くさかった － 53.8 ＋－評価 59.0

大変だった － 53.8 －評価のみ 23.1

楽しかった ＋ 38.5

（自由記載）

＋評価 ・イメージで理解して覚えることができたのでよかった。

・一目でわかるようになり感動した。

・世界地図を描くところから作ったのが面白かった。

・自分で作業することで手を動かしつつ地図で特徴をつかめてよかったと思う。

＋－評価・時間はかかったけど，できたら充実感を覚えた。

・作成するのは大変だったけど，一度描くと忘れないし，新たにわかることがある

ので，受験に役だった。

－評価 ・あまり記憶に残っていない。調べものの方が身に付いている気がする。

・少し考えればわかるのに４～５時間かけさせられた。

・理解していないのに色塗りだけというのは意味がないと思った。

・こういう作業は嫌い。
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（３）チーム編成

今回の実践を行うにあたり，生徒相互の関わり合いをより活発にし，問題解決もその集団で行

うことを目指したため，グループ学習ではなくチーム学習に主眼をおいた。当初は無作為に作っ

たグループでテーマの検討から始めることを企画していたが，同じテーマを目指すチームを編成

した方が一体感が生まれやすい。グループ学習は個人の成果の和として捉えることができるが，

チーム学習にはお互いが助け合い，学び合い，合意を形成し，協働を促進させるというファシリ

テーションの機能がある。生徒の中にファシリテーターが育つことで，教師の存在しない（その

場にいないという意味ではない）授業が成り立つ。

具体的なチーム作りは次の視点で行った。持続可能な開発は「自然の持続可能な開発」，「経

済の持続可能な開発」，「社会の持続可能な開発」の３つの分野が相互につながりを持つ必要が

ある。今回の実践で重要なことは，先進国と途上国の格差を浮き彫りにすることで，自らの生活

を変える提言ができることである。そこで南北問題にふさわしいテーマ。たとえば自然（森林の

減少面積，気候変動など），経済（国民総所得，発電量，二酸化炭素排出量など），社会（医療

費，ＨＩＶ患者数，教育など）の統計指標を紹介し，生徒の希望をとった。結果として自然につ

いては適切な統計が見つからず他の分野に変更を余儀なくされたチームはあったものの，１クラ

スを６チームに分けることができた。統計収集，統計の加工，作図，発表はこのチームを単位と

して行われる。

なお作成するカルトグラムに関しては，当初１チームが１枚の図面を作ることを想定していた

ものの，すべての生徒が自分なりの工夫を加えることを意図して，１人１枚の提出とした。基本

的な設計図をチームで作り，最終的な作図において各自の考えを反映させるというスタイルであ

る。

（４）統計の収集

生徒はじつにさまざまな場所から統計を収集してきた。総務省統計局のＨＰからは表計算ソフ

トで統計をとった電子データで収集できるため，加工をしやすいメリットはあるが，どれも似た

ようなデータマップになってしまう。英語のホームページでは翻訳ソフトを使うなどの工夫も見

られた。実際に収集された統計の中には，カルトグラムには適さないものも多かった。たとえば

世界全体の指数ではなく，国内の指数で示された統計。たとえば「貧困ライン以下の人口割合」，

「乳幼児死亡率」，「購買力平価」，「消費支出」，「トイレがある人口割合」などはカルトグラム

よりも階級区分図に適することをここで学ぶ。

また少数の国にしか数値がない統計も使えない。「研究者数」，「技術貿易額」，「難民人口」，「パ

ソコン台数」，「政府の最終消費支出」，「軍事費」などの統計はデータが少なく，南北問題の比

較の指標としては適さない。その他，「各国の個人資産」（国連大学世界開発経済研究所），「農

業生産量」（ＦＡＯ），「肥満・コレステロールに関する統計」（アメリカ国立保健統計センター），

「運動・喫煙のデータ」（同上），「マクドナルド店舗数」（企業ＨＰ）なども生徒の関心を集め

る統計だったが，残念ながら上記のような理由で採用されなかった。しかし統計収集の段階で生

徒は世界のさまざまな数字データに興味を示した。また，中には複数年度の統計を利用して未来

の予想値を出したチームもあった。もちろんこれは取り上げる年度によってまったく違うデータ

になってしまうのだが，発想としてはおもしろい。こうした「予想のつかないデータマップ」に

も生徒は興味を示す。こうして生徒は作図への期待感を確実に高めていく。
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統計の加工は，ある程度教師からの働きかけが必要である。Ｂ４の５ mm 方眼紙を使用する

が，64 × 44 のマス目の合計 2816 マスのうち，何マスを使って作図するのが適当かという問い

には，地球の水陸比から考えて３割の 850マス程度という答が返ってくる。そこでわかりやすく

1000マスにして，統計データを千分率で計算する作業を行った。カルトグラムの精度としては，

あまり小さい数字の国を含めても図には変化がなく，国名を記入することでかえって見づらくな

ってしまう。そこで１マスと２マスになる国をカットし，四捨五入で３マス以上の数値になる国

を作図するという統一のルールを定めた（但し描画に自信のあるチームはルールよりも細かくて

もかまわない）。

作図を始める前時に，これから作成するデータマップの性格，作成の意義を短時間で説明する。

カルトグラムにはディスタンスカルトグラム（地図上の距離でデータを表現するもの）とエリア

カルトグラム（地図上の面積でデータを表現するもの）があるが，このうち前者はコンピュータ

を使った作図がしやすい。生徒が作るのは後者である。またエリアカルトグラムの中には，連続

エリアカルトグラムと非連続エリアカルトグラムがあるが，生徒が作るのは前者である。大陸や

国のつながりを重視し，正しい空間認識力と図形表現力が求められる。

（５）作図

ここからはチームの作業である。机を寄せ合って作戦会議が始まる。チームの個性が発揮され

るのもここからである。あえてリーダーを指名しなかったにもかかわらず，男女混合のチームの

中に自然にリーダーが生まれ，チームの各ポジションに的確な指示を出す。

「各大陸のだいたいの設計図を書こうよ。大陸ごとのマス目の総計を計算しよう」。

「マス目の１つは，三角形２つと同じ面積だから，三角形で形を整えることができる。できる

だけ本物の地図に近づけるために，直線だけじゃなくて斜線でも描画したほうがいい」。

などのやりとりは開始直後から交わされる。ただし普段の考査得点が高い生徒でも，どの位置に

どの国があるかという空間的な認識は多くが苦手にしている。アフリカや南アメリカはもちろん，

ヨーロッパの作図においても地図帳は欠かせない。小学生の頃から図形に親しんでいる生徒たち

だけに，作図のスピードに個人差はほとんどなく，チーム内で一人のエースに頼りきりになると

いう状況はまったく生まれない。ただし作図前のイメージでは「個人のレベルで解決できる」，

「この地図は簡単に完成する」と考えていた生徒が多いが，実際に作ってみると意外に難しいこ

とに気づく。

時間の経過に伴ってチームの個性があらわれ始める。

「大陸ごとのパーツを作って，最後にそれをバランスよく配置しよう」。

「島国は国名を書かなくてもわかるように形を工夫しよう」。

アイデアを次々と行動に移し，失敗したらまた次のアイデアを出し合う切り替えの早さは，リー

ダーの指揮にかかってくる。優れた仕分け感覚とチーム全体を把握する能力を持ったリーダーの

いるチームは作図が早い。ファシリテーターとしての能力が存分に発揮される。

＜表２＞は作図をしながら生徒から出た疑問点と，その解決方法である。教師が解決のヒント

を与えるケースはほとんどなく，多くは生徒同士の学び合いで問題が解決されていった。この時

点でいかに多くのことに気づくかによって，地図の完成度が上がることを説明する。チームをこ

えた学び合いも生じていく。
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＜表２＞

凡例 ○＝教師が解決のヒントを与えたもの。

●＝生徒同士の学び合いで解決できたもの。

疑問点 解決方法

図の中心の設定 ○それぞれの地図が強調したい地域を中心に。

●普段見慣れている日本中心が理解しやすい。

赤道の位置 ●南北問題を扱うのだから，極力赤道を示したほうがい

い。（発電量）

●赤道を示すことでかえってわかりにくい地図になる。

大陸の配置を優先すべき。（ＨＩＶ患者数）

描き始める地域 ●内陸国から描かないとあとで調整するのが大変。

●大陸ごとの数値を計算し，もっとも大きくなるところ

から描き始める。

四角形以外の表現方法はないか ●三角形を使ってできるだけ実際の形に近づける。国名

を書かなくても一目でわかる工夫をする＝成功。

●半円を使った作図を試みる＝部分的に成功。

●六角形を使った作図を試みる＝失敗。

連続エリアをどこまで正確に描く ●アフリカが極端に小さくなる地図の場合は，ヨーロッ

か パと連続させることでヨーロッパの一部のように見えて

しまう。小さく独立させることで論点が明確な地図にな

る。（国民総所得）

●産油国が大きくなるので，あえてユーラシアから切り

離してアラビア半島だけを独立させた。（医療費）

（６）発表・評価

まずチームの中で相互評価を行う。基本的なコンセプトはすでに共有しているため，各自が行

った工夫や狙いを比較する。ここでも自然に司会者が生まれ，活発に議論が行われた。発表に向

けてチームの意見をまとめていく。

もっとも優れた作品をチームから１つ選んで，それを印刷，配布したうえで発表を行う。図を

着色してプレゼンテーションソフトを使った発表も可能だが，教材として手元に残すためにはモ

ノクロで作図し，あくまで面積の大小で格差を示す地図に限定した。

発表は１チーム５分。全員に発言の機会はないが，相互評価の段階でチームの意見がまとまっ

ているため，同じような意見の重複がない。言語活動の充実を目指した発表とするために，各チ

ームには「書き言葉」ではなく「話し言葉」で原稿をまとめるようにアドバイスをした。生徒自

身が理解している内容を自分の言葉で説明するという意味だが，カルトグラムの場合は自分が苦

労して作っているだけに，どのチームの発表もスムーズで論点が明確である。聞き手の視線も手

元の地図よりも発表者の顔を見ている時間が長い。おもな発表の要旨は次の通り。講義形式で教

わることに比べ，自らが作図した結果発見したことに関しては理解度も大きい。さらに興味を持

って深く探求しようという姿勢がよく見られる。
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＜表３＞

凡例 △＝発表者の意見 ▲＝聞き手の生徒の意見

（一人当たり医療費）

△ヨーロッパが圧倒的に多い！！。予想としてはアメリカが大きくなると思っていたのに，

そうではなかった。アメリカには国民健康保険のような制度がなく，病院に行けない人が多

いという記事を読んだことがあるが，それを地図で実感できた。ジニ係数で表したデータマ

ップ（階級区分図）を見たことがあるが，アメリカは発展途上国と同じ色だった。２つのデ

ータマップを活用することでアメリカの問題点が理解できる。

△予想していたことだが，福祉水準の高い国（たとえば北欧）が大きくなった。このあとこ

の地図に消費税の割合で着色して，その関連を調べてみたい。

▲現在経済発展している国よりも，社会制度がしっかりしている国で数値が大きくなること

が地図からよくわかる。

（二酸化炭素排出量）

▲数字で日本が大きいことはわかっていたが，あらためて地図で見ると大陸並みの大きさに

なっている。ヨーロッパは意外に小さいが，クリーンエネルギーとの関わりが大きいのだと

思う。二酸化炭素削減への取り組みの違いが明確に地図にあらわれている。

（2018年のＧＤＰ予想図）

△教科書に「アフリカは資源を持つ国と持たない国の格差が大きい」と書かれていたが，地

図を作るまでは実感できなかった。2007 年にＯＰＥＣに加盟したアンゴラがこれだけ大き

くなること。南米ではベネズエラの大きさに注目してほしい。

△アジアとヨーロッパの面積がほぼ等しくなった。アメリカとカナダは普段１：１くらいだ

から人口もＧＤＰも似たようなものかと思ってしまうけど，カルトグラムにすると９：１く

らいになるのでおもしろい。

▲ 2018 年になっても 200 近くある国々の中で豊かなのはほんの一部で，ほとんどの国は貧

困と戦っているんだと思った。

（ＨＩＶ患者数）

▲南米やアジアに比べてもアフリカが突出している。ＢＲＩＣｓの国でもＨＩＶ患者が多い。

経済成長の影で，社会基盤の整備は後回しになっていることがわかった。南アフリカはワー

ルドカップの印象がよかっただけに残念。ＢＥＥ（黒人経済優遇策）以降格差が広がったと

聞いたが，それはこのようなところに噴出するのだと思う。

（ＧＤＰ）

△アフリカは全部足しても 15 マス。いかに世界の富が北半球に集中しているかを実感でき

る。さらにヨーロッパの中でも格差があることがわかった。

▲「南北問題」と言葉では言うけれど，格差は数字でも実感できない。この地図からはその

差が圧倒的なものであることを実感できる。
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The World Bank, World Development Indicators 2010

UNAIDS, UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2010
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（７）アンケートによる検証

＜表４＞ ＜表１＞によって示したこれまでの主題図学習を振り返っ

カルトグラム作成に関するアンケ たときの感想と比べてみると，８割近くの生徒が今回の作業

ート（単位％） を楽しいと感じ，理解にもつながったと実感できたことは大

１ これまでの主題図学習と比較 きな変化である。多くの生徒たちは高校入学前の主題図学習

してカルトグラムの作成はどうだ に対して，マイナスのイメージを持っていた。しかしそれは

ったか。（複数回答可） 「作業量が多くて苦痛だった」，「作業内容が難解でわかりに

楽しかった 78.0 くかった」ということではなく，「作業の意図がよくわからず

楽しくなかった 0.0 徒労感を持った」という感想が多いことがわかる。彼らは明

意味があった 97.5 確な作図の狙いとその学習効果があることを作業の判断基準

意味がなかった 0.0 とする。今回のカルトグラムの作成は数学的な技能を生かす

易しかった 9.8 こともでき，図の完成を予想しながら作業するという知的好

難しかった 39.0 奇心も満足させることができた。結局失敗には終わったもの

２ 主題図作成は講義形式の授業 の，六角形などを使った作図に挑戦したチームもある。より

に比べて南北問題に対する理解を 高い意識を持った生徒にも対応できる課題になった。

深めるか。 また，チーム内の協力に関しても肯定的な意見が目立った。

とても深まった 78.0 互いに学び合い，自ら問題解決をはかれたとする回答も９割

深まった 22.0 をこえている。１割の生徒は「協力があまりできなかった」

変わらない 0.0 と答えているが，具体的にはその生徒の技能水準が高く，他

深まらなかった 0.0 の生徒よりも先に進んだ結果そうなったと解釈できる。

３ 格差を理解するために地図と 具体的な意見は次の通り。「最初は面倒に思えたのだが，や

数字のどちらが有効だと思うか。 ってみるとこれほどおもしろいとは思わなかった。とくに図

地図 70.7 のできあがりを予測するのがワクワクした」。「地図が自分が

数字＜地図 26.8 最初に想像していたものと全然違っているのが驚きだった」。

数字＞地図 2.4 「知らない国がたくさん出てきた。この地図を作ったことで

数字 0.0 僕はアフリカの国の位置がすべてわかる。これまでは先進国

４ チーム内での協力はできたか。 が目立つ地図ばかりを見てきたことがよくわかった（ＨＩＶ

よくできた 51.2 患者数）」。「実際の形に近づけるためにさまざまな工夫をし

できた 39.0 たのが楽しかった。たとえば日本やニュージーランドはそれ

あまりできなかった 9.8 ぞれの島の面積比を求めたが，今までやったことがない学習

できなかった 0.0 だったので新鮮だった」。「みんなのパーツを貼り合わせて徐

５ この主題図学習は今後の自分 々に完成に近づいていくときに，とっても楽しかったし嬉し

の生活を見直すきっかけになるか。 かった。今まで個人でやってきた地図学習にはない楽しさだ

必ず見直す 36.6 った」。「みんなと相談しながら作業ができるのはいい。その

たぶん見直す 46.3 場でわからないことはすぐに解決できる」。「パズルゲームを

たぶん見直さない 12.2 やっているようで楽しかった。自分が苦労して作った地図に

絶対見直さない 4.9 は思い入れがあって，発表するときにも力が入る」。「こうい

う作業は基本的に好きなので全部が楽しかった。頭の中で想像していたデータマップに近づいて

いくのは快感だった」。
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また，反省点として「自分の役割をあまり果たせなかった。次回は人に任せきりにせず，自分

で率先して取り組みたい」「もっと効率的にやる方法はあったと思う。得意分野で作業を分担す

る話し合いをすればよかった」という意見があった。これらの意見はいずれもチーム学習に関す

る反省点であり，例えばリーダーとなる生徒を事前に指導する，編成の段階でチームにリーダー

を均等に配置するなどの工夫ができるのではないかと考える。

５ 実践２ 視聴覚教材によるデータマップの検証

番組は「ＮＨＫティーンズ TV 地球データマップ・飢える国飽食の国」（2006）を視聴する。

この番組では，①栄養不足人口の割合（階級区分図），②穀物消費量（階級区分図）の２枚の主

題図。③エチオピアの森林率（年次変化），④日本のとうもろこし輸入量（年次変化），⑤世界

の富の集中を描いた図（ヒストグラム）の３枚のグラフを使用している。ここに生徒が製作した

カルトグラムを組み合わせる。とくに②に対して「エネルギー消費量のカルトグラム」が相似関

係になることを示すことができる。また⑤に対して「ＧＤＰのカルトグラム」を使用することで，

富が偏在しているのは北半球という地域性も明らかになる。カルトグラムだけでは説明しきれな

かった部分が番組内の主題図によって補足され，また番組中の主題図やグラフだけでは読み取れ

なかったことがカルトグラムによってより明確になる。この学習効果に関しては全員の生徒が「カ

ルトグラムは映像を理解する助けになった」と事後アンケートで答えている。

６ 実践３ 持続可能な社会に向けての提言

一年間の地理学習のまとめと

して，カルトグラム作成のチー

ムを基本単位として発表学習を

行った。生徒はチームごとに作

成したカルトグラムと，感想や

提言などを記したレジュメを印

刷，これを配布してから発表を

行った。

● 私は 2008 年の国民総所得のカルトグラムを作成したが，アメリカや日本などの北半球は著しく面積が

大きくなったのに対し，アフリカは日本よりも小さくなり，南北問題の深刻さがうかがえた。南北問題は

物資を送るだけでは解決しないし，そのような行為は逆に現地の人々のためにはならないと聞いた。しか

し，私はそうは思わない。産業や国を発展させるためには，まず国民の生活をある程度豊かにしないとい

けないと思うからだ。「恒産無き者，恒心なし」というような言葉があるように，まずアフリカの人々の生

活を満たしたい。私はまず身近な募金から始めていきたいと思う。
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● （2008 年国民総所得）北半球と南半球の大陸の大きさの違いにとても驚いた。他のヨーロッパの国な

どと比べても，日本は特に大きくて，アフリカ全体の 1.5倍くらいあるんじゃないかと思った。私の作って

いるカルトグラムを隣で見ていたお母さんもびっくりしていて，これは家族共通の話題になった。今まで

当たり前だと思っていた生活を見直して，私ではなく私の家族にとって何ができるかを考えていきたい。

● 日本の一人あたりの収入が世界の中でもかなり多いことがあらためてわかって，「幸せ」というものに

ついて考えさせられた。今日本人は何でも欲しいものはお金を出して買えばいくらでも手に入れることが

できるし，その余裕もある。でもアフリカとかはまず欲しいものがありすぎて，物欲そのものがないかも

しれないし，お金も心にも余裕がない。そんなことを考えたら同じ人間として自分達だけこんな生活をし

ていてはいけないと思った。フェアトレードなどを通してできる限りのことはしようと本当に思った。

● 私が作成した世界の医療費についてのカルトグラムから気づいたことは，ヨーロッパでは医療でとて

もお金をかけている中で，アフリカの割合が非常に少なかったということです。医薬品に関して言えば，

アフリカで多い感染症の薬は特許の関係で高額なため，なかなかアフリカまで行き届かないけれど，この

格差を解決するためには，医薬品を低価格で援助したり，募金活動でお金を集めて医薬品を援助すること

が必要ではないかと思いました。私は薬学部を目指していることからこのテーマを選びましたが，先進国

の生活習慣病の薬の方が儲かるのだろうけど，医療を受けられない地域の人たちのための薬学があってい

いと思う。ＮＰＯの製薬会社があると聞きましたが，自分も世界中の人の役にたつような薬学を勉強して

いきたいと思います。

● 「世界のエネルギー消費量」についてのカルトグラムを作成しました。最終的にできあがったものは

横に長くなってしまい，どう頑張っても１枚の紙の中におさまりきれませんでした。それほど北半球に偏

っていたのです。しかし，縦にはまだ余裕がたくさんあり，特にアフリカ大陸はほとんどないのと同じで

した。現在，地球温暖化問題が深刻となっていますが，その原因はヨーロッパ，日本，アメリカなどの先

進国にあると改めて実感しました。「便利な世の中」を求めるがゆえに環境が破壊されてしまうとなると，

科学はどこまで進歩していいのかがわからなくなってきました。しかし環境を守るための科学もあるはず

です。これからの私は，環境を守る側から科学の進歩を見つめていきたいと思っています。

● 私は今まで戦争は人と人との憎しみあいからおこるものだと思っていた。しかしこうやって格差を実

感してみると，世界には紛争の原因はいくらでもあると思った。国と国を比較したのだが，実際には国内

における格差も深刻だと思う。中国や南アフリカを学習して思ったことだ。今回のカルトグラム作成は本

当に楽しみながら大切なことを学習することができた。次はジニ係数でこのような地図を作れないものか

挑戦してみたい。

７ 評価

今回の授業実践を通じて，思考力・表現力はどのように向上されたのか。また，ＥＳＤの視点

に立った学習指導で重視する能力・態度をどのように養うことができたのか。まず思考力に関し

ては，多くの生徒が発表の中で述べているように，地図作成によって多くの気づきがあったこと

があげられる。そして表現力に関しては，自分の考えを伝え，他者の考えを尊重するという発表

学習を通じて，コミュニケーション能力の向上につながった。そして生徒が大きく変化した部分

は，持続可能な社会に向けてのさまざまな提言から読み取ることができる。彼らは授業で学んだ

ことを家族や友人と共有し（つながり），自分の普段の生活を見直し（かかわり），これから進

むべき進路や職業に生かそうとしている（ひろがり）。国立教育政策研究所による「ＥＳＤの視

点に立った学習指導で重視する能力・態度（2011）」で示された７つの能力・態度と今回の実践

を関連づけてみたい。
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＜表５＞ ＥＳＤの視点に立った学習指導で重視する能力・態度と本実践の関係

ＥＳＤで重視する能力・態度 本実践で行ったこと

①批判的に思考・判断す 合理的，客観的な情報や公平な判断に基づいて 主題図のテーマ設定

る力 本質を見抜き，ものごとを思慮深く，建設的， 南北問題に対する理解

協調的，代替的に思考・判断する力

②未来像を予測して計画 過去や現在に基づき，あるべき未来像（ビジョ 統計の収集・加工

を立てる力 ン）を予想・予測・期待し，それを他者と共有 完成図の予測・作図方針

しながら，ものごとを計画する力 あるべき未来像（持続可能

な社会）の検討

③多面的，総合的に考え 人・もの・こと・社会・自然などのつながり・ 主題図の作図

る力 かかわり・ひろがり（システム）を理解し，そ 完成図の評価（地図から読

れらを多面的，総合的に考える力 み取るつながり・かかわ

り）

④コミュニケーションを 自分の気持ちや考えを伝えるとともに，他者の チーム内での相互評価

行う力 気持ちや考えを尊重し，積極的にコミュニケー チームごとの発表

ションを行う力

⑤他者と協力する態度 他者の立場に立ち，他者の考えや行動に共感す チームにおけるファシリテ

るとともに，他者と協力・協同してものごとを ート（学び合い）

進めようとする態度

⑥つながりを尊重する態 人・もの・こと・社会・自然などと自分とのつ 発表学習を通じた生徒同士

度 ながり・かかわりに関心をもち，それらを尊重 のつながり

し大切にしようとする態度

⑦責任を重んじる態度 集団や社会における自分の発言や行動に責任を チームごとの発表

もち，自分の役割を理解するとともに，ものご 持続可能な社会に向けた発

とに主体的に参加しようとする態度 表学習

８ 終わりに

think から act へ。ESDが目指す「より多くの人を巻き込み，よりよい社会の仕組みを作って

いく」ために，生徒はそれを行動に移し，さまざまな提言を発信し始めた。しかしカルトグラム

を作るという体験が生徒自身の生活を変えていこうとする矢先におこった東日本大震災。生徒た

ちはいやでも自分の生活を見直す必要性にさらされたのである。とくにエネルギーと食糧に関し

ては，あらためてその問題点を実感したはずだ。いやおうなく再構築される生徒やその家族の生

活環境。生徒たちには，自分が作ったカルトグラムを通じて得た持続可能な社会を作り出すため

の方策をぜひここで生かしてほしい。今回の震災復興は南北問題を考える上でも大きな役割を持

つ。エネルギー政策を根本から見直し，変化する彼らの生活について，これを日本国内だけの問

題とせず，さらに言えば災害時だけの特例とせず，世界に目を広げ，持続可能な社会を作り出す

生活に変えていってもらいたい。そのためにもこの授業実践を続けていきたいと考えている。

この二年間の取組を振り返ると，教師の創意工夫は生徒にとって実りある授業に必ず結びつく

ということを再認識させられた。日常の忙しさに追われて，教材の精選や授業の見直しを怠って

はいなかったかと改めて反省する次第である。この貴重な経験を生かし，これからの授業力向上

に努めたい。ご指導いただいた指導課の先生方，教科指導員の先生方にあらためて感謝申し上げ

ます。
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