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１ 単元名 「中部地方～産業の視点を中心にして」 

２ 単元について 

(1) 生徒観 

   生徒のもつ地理的認識は狭いものである。自分が生活する地域のことは分かっていても、

他地域については、テレビなどのマスメディアを通して流される画一的な情報による偏った

知識しかもち得ていない。第２学年の地理的分野では、日本を幾つかの地域に区分し、各地

域の特色ある地理的事象を他の事象と有機的に関連付けて追究する活動を通して、日本の諸

地域の特色を捉えさせたい。生徒は２年生になってから、日本の地域構成を学び、７つの地

方区分に分けられることを理解している。中部地方の学習では、産業に関する特色ある事象

を中核として、この地方の地域的特色を捉えさせる。 

(2) 教材観 

   本単元は、地域の農業や工業等の産業に関する特色ある事象を中核として、それを成立さ

せている地理的諸条件と関連付け、地域に果たす産業の役割やその動向は他の事象との関連

で変化するものであること等について考察させることを通して、中部地方の地域的特色を捉

えさせることを狙いとしている。 

   中部地方は、その地形や自然環境などにより、東海、中央高地、北陸の三地域に分けるこ

とができる。また、それぞれの地域において異なる産業が発達してきた。東海地方において

は、かつては綿の生産地であることから繊維工業が盛んであった。その後、織物機械製造の

技術を生かして輸送機械工業が発展し、現在工業製品出荷額においては日本一となっている。

また、東京大都市圏と京阪神大都市圏の中間に位置するという立地条件と温暖な気候や交通

の便のよさを生かして施設園芸農業が盛んとなっている。中央高地は、かつては、養蚕が盛

んで製糸業が産業の中心であったが、戦後、精密機械工業、電気機械工業が発展している。

また、農業においても扇状地を生かした果樹栽培、冷涼な夏の気候を生かした野菜作りが発

達している。北陸地方では、豊富な雪どけ水を利用して米の単作が行われている。また、冬、

農業ができないことから古くから副業としての地場産業が発達している。 

(3) 指導観 

   本単元では、全国規模の主題図や都道府県別の統計などの資料を活用して、産業に関する

地理的事象を見出させる。そして、「三つの地域において、なぜそれらの産業が盛んになった

のだろう」という課題を設定して、それを自然環境や消費地、原料供給地との関係等、その

産業を成立させている地理的諸条件と関連付けて追究させていく。その際、追究した結果を

まとめさせ、タブレット型端末で撮影し、保存していく。各々の事象の追究が終わったのち、

学習のまとめとして、中部地方の産業に関する地理的事象を中核として、それを成立させて

いる地理的諸条件と関連付けて追究した過程や考察の結果を、分布図や地図などを活用して

まとめさせる。この過程において、それまで保存してきた各事象の考察の結果を活用させる。 

３ 単元目標 

(1) 産業の視点からみた中部地方の特色に対する関心を高め、自然環境や人々の生活と関連さ

せながら、意欲的に追究しようとしている。（関心・意欲・態度） 

(2) 中部地方の三つの地域において、盛んな産業に違いがある理由や、それぞれの産業が発達

した理由について考察し、その結果を適切に表現している。（思考・判断・表現） 

(3) 様々な資料を活用して、中部地方の三つの地域の産業の特色と変化を読み取ったり、地図

にまとめたりしている。（技能） 

(4) 中部地方の三つの地域では、その地形や自然環境などにより異なる産業が発達し、その後

違った産業に発展していったことを理解し、その知識を身に付けている。（知識・理解） 

 

 

 



４ 学習計画（   は、協働的な学びの場面、☆はＩＣＴ活用） 

次 主な学習活動・内容 評価規準（観点） 

１ 中部地方の大観 

「中部地方はどのような地方なのだろう」 

１ 地図や雨温図から中部地方の位置や自然環境の特色をつか

む。 

 ☆ＰＣ・プロジェクタを使い、資料を提示する。 

２ 自然環境の違いから三つの地域に分けられることに気付き、

それぞれの地域で盛んな産業を予想する。 

 ☆ＰＣ・プロジェクタを使い、各産業の資料を提示する。 

３ 農業、工業において、中部地方の割合が全国的に高いことに

気付く。 

単元課題 「三つの地域において、なぜそれらの産業が盛んに

なったのだろう」 

４ グループで、中部地方で各産業が発達してきた理由について

予想を話し合う。 

 ☆各グループの予想をタブレット型端末で保存する。 

 

・課題について、意欲的に追

究しようとしている。（関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 輸送機械工業が盛んな東海 

１ 輸送機械工業が東海地方で盛んな様子をつかむ。 

 ☆ＰＣ・プロジェクタを使い、資料を提示する。 

学習課題 「東海で輸送機械工業が盛んになったのはなぜか」 

２ 様々な資料から、理由を考える。 

３ グループで各自が考えた理由を検討し、発表の準備をする。 

４ 各グループが発表し、クラス全体でより確かな理由へと高め

ていく。 

 ☆各グループの意見、クラスで検討した結果をタブレット型端

末で保存する。 

 

・産業が発達した理由につ

いて考察し、その結果を適

切に表現している。（思） 

 

 

 

３ 名古屋大都市圏と東海の農業 

１ 名古屋大都市圏の農業の特色や大都市圏の発達に関心をも

つ。 

 ☆ＰＣ・プロジェクタを使い、資料を提示する。 

学習課題 「東海の農業には、どのような特色があるか」 

２ 様々な資料から、特色をまとめる。 

３ グループで各自が考えた特色を検討し、発表の準備をする。 

４ 各グループが発表し、クラス全体でより確かな特色へと高め

ていく。 

 ☆各グループの意見、クラスで検討した結果をタブレット型端

末で保存する。 

 

・盛んな産業に違いがある

理由について考察し、その

結果を適切に表現してい

る。（思） 

 

 

 

 

４ 変化する中央高地の産業 

１ 山梨県の作付面積の内訳の変化から中央高地の産業の変化に

関心をもつ。 

 ☆ＰＣ・プロジェクタを使い、資料を提示する。 

学習課題 「中央高地の産業が変化したのはなぜか」 

２ 様々な資料から、理由を考える。 

３ グループで各自が考えた理由を検討し、発表の準備をする。 

４ 各グループが発表し、クラス全体でより確かな理由へと高め

ていく。 

 ☆各グループの意見、クラスで検討した結果をタブレット型端

末で保存する。 

・産業が発達した理由につ

いて考察し、その結果を適

切に表現している。（思） 

 

 

 

 

 

 



５ 北陸の産業と雪との関わり 

・北陸地方の産業と自然環境との関わりに関心をもつ。 

 ☆ＰＣ・プロジェクタを使い、資料を提示する。 

学習課題 「越後平野で稲作や伝統工芸品の生産が盛んなのはな

ぜか」 

１ 様々な資料から、理由をまとめる。 

２ グループで各自が考えた理由を検討し、発表の準備をする。 

３ 各グループが発表し、クラス全体でより確かな理由へと高め

ていく。 

 ☆各グループの意見、クラスで検討した結果をタブレット型端

末で保存する。 

 

 

・産業が発達した理由につ

いて考察し、その結果を適

切に表現している。（思） 

 

 

 

６ 

 

 

本

時 

１ 

／ 

２ 

中部地方の特色 

１ これまで保存してきた学習のまとめを参考に、中部地方の特

色を考える。 

単元課題 「中部地方は、どのような特色をもった地域か」 

☆ＰＣ・プロジェクタを使い、これまでの学習のまとめを提示

する。 

２ グループで産業に視点から見た中部地方の特色を検討し、ま

とめる。 

 ☆各グループの意見をプロジェクタで提示する。 

３ クラス全体で、産業の視点から見た中部地方の特色を検討し、

まとめる。 

４ クラスで検討した結果を基に個人で「中部地方イラストマッ

プ」を作成する。 

・様々な資料を活用して、

中部地方の産業の特色と変

化を読み取ったり、地図に

まとめたりしている。（技） 

 

・中部地方は、その地形や

自然環境などにより異なる

産業が発達し、その後違っ

た産業に発展していったこ

とを理解し、その知識を身

に付けている。（知） 

 



５ 本時案 

(1) 本時の目標 

産業の視点を中心にしてみた中部地方の学習を、地図や図表にまとめていくことを通して、

中部地方の特色を自らの言葉で説明することができる。 

(2) 研究テーマとの関わり 

   日本の諸地域学習としての中部地方の学習のまとめとして、中部地方の特色をまとめる。

これまで中部地方を三地域に区分して、それぞれの地域を産業の視点から学習してきたこと

をまとめていく。その中で、少人数グループや学級全体で、中部地方の特色について意見を

出し合い、検討していくなど協働的な学びを組み込むことで、生徒一人ひとりの思考力・判

断力・表現力を高めていく。その際、グループでまとめたものをタブレット型端末で保存し、

プロジェクタで提示することで、全体で共有し、思考力・判断力・表現力の育成につなげていく。 

(3) 準備物 

   タブレット型端末 ＰＣ プロジェクタ スクリーン 

(4) 学習過程（   は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用） 

学習活動・内容 予想される生徒の反応 教師の支援☆ＩＣＴ活用 

１ 中部地方の地域区分を確 
認する。 

 
２ 三地域の中心となる産業 
を確認する。 

 
 
 
 
 
 
３ 単元の課題を考える。 
 
 
 ・個人で考えたのち、グルー
プで検討する。 

 
 
 
 
 
 ・グループでまとめた意見を
発表する。 

 ・出てきた意見を学級全体で
検討する。 

 
 
 
４ 個人でイラストマップを
作成する。 

 ・産業からみた中部地方の特
色をまとめる。 

・東海、中央高地、北陸に分け
られるよ。 
 
・東海では、輸送機械を中心と
した工業、大都市向けの野菜作
りを中心とする農業が盛んだ。 
・中央高地では、精密機械・電
子機械工業、冷涼な気候を利用
した野菜作りが多いよ。 
・北陸では、水田単作と農閑期
の伝統産業が盛んだ。 
 
 
 
(例) 
 中部地方は、日本の中央部と
いう位置や、山がちな中央高地
に対して大きな平野の広がる臨
海部という地形、暖流と季節風の
影響を受ける気候や豊富な雪解
け水といった自然環境を生かし
て、それぞれの地域に合った産
業が古くから立地してきた。近年
は、技術の発達に伴う人々の努
力や工夫、他地域とのつながり
などから、更にその発達の様子
は変化してきている。 

☆プロジェクタで、三地域の地
図を提示する。 
 
☆それぞれの地域の産業につ
いてタブレット型端末で保存
していたまとめを提示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○少人数グループで課題につ
いて検討させる。 
☆タブレット型端末に保存し
たまとめを活用させる。 
 
 
 
☆グループでまとめた意見の
うち、二つを選択し、プロジェ
クタで提示する。 
 
 
 
 
○白地図に中部地方の地域的
特色をイラストや文で書き込
むよう促す。 

(5) 評価（思考・判断・表現） 

  ○ これまで学習してきた内容を活用して、中部地方の特色ある産業の発達の理由を「位置」

「地形」「気候」「歴史的背景」「他地域とのつながり」「人々の工夫や努力」の視点から説

明することができる。（発表） 

○ 単元の学習を振り返りながら、中部地方の地域的特色をイラストマップに表すことがで

きる。（イラストマップ） 

中部地方は、どのような特色をもった地域か 


