
社 会 科 学 習 指 導 案 (地 理 的 分 野 )

日 時 平成 19年 9月 18日 (火) 5時間目

学 級 1年 6組 (男子 21名,女子 18名,計 39

名)

場 所 1年 6組教室

指導者 鳥栖中学校 教諭 杉 山 敬 一 

1 単元名 特設単元 日本固有の北方領土 

2 単元設定の理由 

(1) 教材観

<地理的背景 >

日本はユーラシア大陸の東の端に位置 し､四方を海に囲まれた島国である｡西隣には､韓国や

中 国､北にロシアと海を隔てて国境を接 している｡ロシアとは国境を巡って話 し合いが続いてお

り､ 北方領土は日本が正当に返還を主張 している地域であるC北方領土問題は領土や領海､排他

的経済 水域､国境､島国を学習するのに適 した教材であり､日本が当面する領土問題や経済水域

の問題に 着 目させるきっかけにもなると考えられる｡

<歴史的背景 >

かつて､北方領土にはたくさんの日本人が住み､漁業を中心に暮 らしていたO第 2次世界大戦

末､ ソ連軍はヤルタ会談の密約によって 日本-の参戦を決め､日ソ中立条約を無視 して満州に進

出｡ 日 本は､無条件降伏を決意 し､8月 14日にポツダム宣言を受託 したCこれで戦争はすべて

終わった はずだったが､それから 10日後にソ連は北方領土-不法に侵攻 し､9月 4日までにす

べて占拠 し てしまった｡島民は追い出され､墓参 りさえ自由にできない生活が続いている｡元島

民は現在も生 きて島に戻ることを強く願っている｡ 日本政府としても北方領土は日本の固有の領

土であり､4島 返還をロシアに要求し続けている｡

<政治的背景 >

日本は､歴史的背景からも北方領土は ｢日本の固有の領土｣であり､ロシアに北方領土の返還

を 求めている｡ しかし､なかなか実現できない状況が続いている｡昨年の 8月､北方領土の近海

で漁 船が銃撃 され､乗組員が一人死亡するとい うニュースが流れ､日本人に大きな衝撃を与えた｡

国民 も領土や領海 とい うものが､我々の生活や財産､さらには生命まで脅かすものだとい うこと

再認識 し､国民のさまざまな議論が行われたことは記憶に新 しい｡一方､ロシアは北方領土を占

領 して数 十年になり､自分たちの領土であるとい う意識も強く､返還には時間がかかると思われ

る｡ 

(2) 生徒観


<生徒の大まかな気質 >


本学級の生徒は､明るく元気で､男女の仲も良い｡自分の意見をしっかりと伝えられる生徒が

多 い反面､ほとんど発言 しない生徒も見られる｡また､行事等ではみんなで協力してできる学級

であ る｡

<生徒の学習に対する関心の度合い > 

1学期当初に行った NRTテス トでは､1年 6組は､全体的に全国平均や学年平均を上回って

い るが､ S -P表で見ると､グラフの読み取 りや工業地帯などの位置関係､オホーツク海 といっ

た海 洋名､歴史と地図を組み合わせた問題ができていなかった｡今回の授業では､歴史的背景と

地図､ 位置が重要なポイン トになる授業なのでその力も伸ばしていきたい｡

全体的に落ち着いた雰囲気で作業学習にも熱心に取 り組むことができる｡社会は苦手な生徒が

多 いが､クイズ形式や自分たちの意見を出せたり､考えたりするなどの授業には､好きな生徒も

多い｡ グループ活動も協力 して話 し合いをすすめることができる0

<北方領土に対する生徒の意識 >

北方領土に関しては､6月に簡単ではあるが取り扱っている｡ しかし､別紙のアンケー トの結

果 から十分に知識 として定着 しているとはいえない｡また､九州からかなり遠い北海道の先の北

方領 土問題だけに身近な問題の関心としてとらえてはいないようである｡また､北方領土のだい



たい の場所は知っていても正確に島の名前を全部書ける生徒はアンケー トの結果いなかった｡

<北方領土に関するアンケー ト>授業後 7月のアンケー ト 

(3) 指導観

そこで本時の指導では､視聴覚教材やクイズ形式を取り入れたり､元島民をゲス トとして招き､

話を聞かせたりして生徒の関心を高めたい｡北方領土の教材は､多面的 ･多角的なものの見方や知

識が必要であり､地理的分野､歴史的分野､公民的分野と 3分野にまたがって発達段階に応じた長

期的視野に立った指導が必要である｡今回は､指導にあたっては､北方領土の概要と北方領土がど

うしてロシアに占拠されているのか歴史的経緯に簡単に触れながら､歴史的分野の詳しい内容につ

いては深入 りせずに理解 させていきたい｡遠くの人の出来事とい う意識を持っているので､元島民

の気持ちや願いにも触れさせ､よりよい解決策を考えさせていきたい｡また､一年生の発達段階や 

NRTの結果を考慮 し､北方領土基礎的知識やイメージがつかめるように､写真や映像をたくさん

用いて理解を深めるようにしていきたい｡まとめでは､学習 した知識や既得知識を生かして自分の

意見を深め､考えられるようにしたい｡また､人の意見を聞くことで自分の考えとの違いや共通点

などを知 り､さまざまな見方や考え方を知って､視野を広げ､思考力や表現力を高めるきっかけを

作 りたい｡そのためにも､なるべくたくさんの生徒に発表させたい0 

3 本時の指導目標 (全 1時間) 

(1)北方領土の概要を理解するとともに､かつて日本人が追い出され､ロシア人が住むようになっ

た経緯を理解することができる｡ 

(2)北方領土の元島民やロシア人の気持ちや知識を理解 したうえで､自分の考えをしっかり持つこ

とができる｡ 

4 本時の展開

学習内容 .活動 教師の指導 .支援 評価の観点

導入 1 本時の学習内容 .目標を確認する o ○北方領土の位置を確認する o

展 2 北方領土の概要を知る o

自然が豊かで､恵まれた地域

○面積や人口から全部あわせると

大きな島であることを理解する 

○北方領土の島の名

o 前や大きさ､自然



開 めあてを理解するo ○パワーポイン トを用いて､自然 す ることができた

なぜ､北方領土で舎捕 .銃撃死亡事件がおきて しまったんだ

ろうo 

① なぜ北方領土で銃撃死亡 ○当時の新聞から北方領土で起き

様子などを理解 せる○○北方領土の海域は､暖流 と寒流のの源に交わるところであり､水産資恵まれ漁業がささかんであること を理解するo

事件が起きたのか考えるo② 北方領土がソ連の不当侵 た銃撃死亡事件はなぜ起きたのか考える○○ソ連の不当な侵略によって北方

攻から現在も占拠 されてい 領土は占拠 されたことを理解す

かo(知識 .理解)○ソ連による不当な

侵攻による占拠でロシア人が住むようになったことを

理解できたかo

45
 ることを理解する0ロシア人の生活の様子元島民の方の話を聞いて す○○実際に北海道から元島民の方を固今､住んるoまた､北方領土は有の領土｣であるていることを押 さえる○｢ 知識 .理解)なっ子 どもでできて､そここが故郷にる○ とを理解日本の (に いるロシア人がすで

身近な問題 として考えるo北海道から元島民の方を招き実際に話 してもらうことでその当時の気持ちを理解するo 参を招き､ソ連軍の侵攻の様子や墓りも自由にできないなどの話聞き､その気持ちを理解するo

まと 6
 まとめ ①それぞれの課題の解決の糸口 ○学習 したことを生

め 下の課題の一つを選んで取 り を示すo かして自分の考えを

組むo ②本時授業で学習 したことを 3 しっか り書 くことが
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