
 

プログラムを取り入れた指導事例（中学校１年 社会） 

第１学年 社会科学習指導案 
１ 単元名  世界の諸地域 アジア州 
 
２ 単元について 
 本単元は学習指導要領の地理的分野内容（１）世界の様々な地域のウ，「世界の諸地域について，以

下の（ア）～（カ）の各州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる地理的事象を取り上げ，そ

れを基に主題を設けて，それぞれの州の地域的特色を理解させる。」を受けて設定したものである。 
 ここでは，主題を「アジア州の急速な変化とそれに伴った課題」とし，生徒に考察させる。アジア

州は範囲が広大である。そのため，気候や自然は多様性に富んでいる。中国や韓国，東南アジア諸国

など，生徒に身近な国々が多い。その反面，キルギス，カザフスタンなど生徒に身近ではない国々も

多い。また，信仰する宗教や生活習慣などの違いから多様な生活様式が見られる。西アジアではイス

ラム教が厚く信仰され，生活にまで多くの制限がかけられている。一方，東アジアの日本では，宗教

の制約を意識せずに生活している人々が多く，さまざまな宗教の文化を取り入れやすいともいえる。 
 アジア州の中には，近年急速に成長を遂げている国々が多く見られる。たとえば中国やインドは海

外の企業進出や国際的な支援により，工業などの様々な面で大きな発展を遂げ，世界に進出している。

シンガポールなどの東南アジアは日本や欧米との結びつきを活かした貿易によってフィリピンなどは

多くの食物を生産し輸出するなどし，成長を遂げている。また，西アジア諸国は，豊富な石油資源を

原動力としてさらに大きな成長を遂げている国々がある。 
 その反面，成長に伴った課題も見られる。中国では，多くの海外の資本・優秀な人材を誘致し，企

業を発展させている地域が見られる。しかし，その地域に当てはまらない内陸部・中央アジア周辺で

は，近代化がなかなかすすまず，インフラも十分に整備されず生活環境が整えられていない。急速な

成長のため，都市化した地域でもインフラ整備が間に合わず，都市の中にもスラムが形成されている。

特に中国国内はその格差が著しい。このことは，海外だけの問題ではなく，日本国内にも地域によっ

て，所得や，生活水準に格差が見られる。 
 本単元では，地域的特殊性をとらえるとともに一般的共通性をとらえさせたい。各州によって顕著

にみられる経済成長の原動力の特色を理解するとともに生活格差や環境問題などの課題を，本単元を

通して考察させていく。 
 アジア州では，日本や中国などは機械工業や技術の発展により成長が見られるが，西アジアでは産

出国が石油から得られるオイルマネーをもとに潤っている。各地域の特色をとらえさせながら，どの

地域にも，急速な成長が見られる半面，生活に大きな格差が生じてしまっていることをとらえさせた

い。 
 世界の諸地域の学習のはじめとして日本も属する，アジア州を学習することで，世界の諸地域の多

様な言語・文化についての見方や考え方を養い，理解を深めたい。また，アジア州の一員である日本

人としての自覚や態度を身に付けることができると考える。 
 
３ 単元の目標 
・身近な国が多いアジア州の近年の急成長の原動力となったものは何であるのか，また急成長に伴い

生じた課題・問題は何なのかについて興味・関心をもつことができる。 
【社会的事象への関心・意欲・態度】 

・アジア州各地の経済的な成長に伴った課題や，今後の取り組みについて考察し，表現することがで

きる。                           【社会的な思考・判断・表現】 
・アジア州の自然の特徴や，経済的な成長への原動力について資料から必要な情報を見つけ，活用す

ることができる。                            【資料活用技能】 
・アジアの自然・地形・気候の特色や現在に至るまでの成長過程について理解できる。 

【社会的事象への知識・理解】 



 

４ 指導計画（５時間扱い） 

見
出
す 

時配 目標・学習活動 評価基準 
１ ・アジア州をながめて① 

アジア州の自然・人口の変化・地形

の特徴は何だろう 
○アジア州のイメージを考察する。 
○アジア州全体の自然・地形・気候・

人口について映像を視聴する。 
○アジア州全体の自然・地形・気候・

人口について調べる。 
 

○アジア州の特色について関心をもち，意欲

的に取り組むことができる 
【関心・意欲・態度】 
○資料を用いて，アジア州の地形や気候につ

いて理解することができる 
【知識・理解】 
○アジア州の人口が多い理由について考察

することができる。【思考・判断】 

２ ・アジア州をながめて② 
・石油でうるおう西アジアと注目され

る中央アジア 
アジア州の文化の特色，国を越えた

結びつきはどのようなものがある

だろうか。 
西アジア・中央アジアの急成長の原

動力は何だろう 
○範囲が広く，宗教や生活習慣が大き

く異なることを理解する。 
○アジア州の中で国を越えた結びつき

があるのはどうしてか考察する。 
○産出国が多く集まる西アジア・レア

メタルなどが多くみられる中央アジア

の成長について調べる。 
 

○アジア州の産業に見られる。特色を資料か

ら読み取ることができる   【技能】 
○アジア州の国を越えた地域の結びつきに

はどのようなものがあるのかを理解する。 
【知識・理解】 

アジア州の急速な成長と課題はどのようにして生まれたのだろう 

調
べ
る 

３ ・成長が著しい中国とインド 
中国，インドの急速な成長の原動力

は何だろう 
○中国・インドが近年急速に成長する

ことができたのはどのような取り組み

があったからなのか調べる。 

○中国・インドの発展を資料から読み取り，

その理由・取り組みについて理解することが

できる 
【知識・理解】 

深
め
る 

４ ・急速に変わる東南アジア 
東南アジアの成長の原動力は何だ

ろう 
○１９６０年代と比べ海外との取引が

食料などから機械工業などへ変化した

のはどうしてか考察する。 
○東南アジアの成長の原動力を知り，

成長に伴い問題が生じてくるのはどう

してかを考察する。 

○１９６０年代と比べ現在はどうして，機械

や重工業に力が入っているのかを考察する

ことができる。 
【思考・判断・表現】 
○急成長に伴って一部分では，問題や課題が

見られることに気付くことができる。 
【関心・意欲・態度】 



 

ま
と
め
あ
げ
る 

５ 
本時 

・アジア州全体の成長とそれに伴う問

題点について考察する 
アジア州では，経済的な成長に伴っ

てどのような問題が発生している

のだろう 
○アジア州全体の成長はどのようなも

のがあったか確認する。 
○成長に伴ってどのような問題が起こ

るのかを調べグループで考察する。 
○アジア州の成長と，問題について知

り，アジア州はどのような地域である

のかを考察しまとめる。 

○アジアの成長に伴った経済格差などにつ

いて理解できる。 
【知識・理解】 
○成長に伴った問題や課題について考察し，

今後の取り組みについて考察することがで

きる 
【思考・判断・表現】 
資料から成長に伴った課題・問題について必

要な情報を活用することができる。【技能】 

 
５ 本時の指導 
（１） 目標 アジア州の経済的成長に伴う問題が発生していることに興味・関心をもてる。 

【社会的事象への関心・意欲・態度】 
アジア州の成長に伴う格差の実態について写真・表・グラフなどから読み取る。 

【資料活用の技能】 
       アジア州の貧富や経済などの格差がどのように生じているのか考察することができる。                     

【社会的な思考・判断・表現】 
（２） 展開 
過程 時配 学習活動と内容 指導・支援 ○評価 教材・教具 
見
出
す 

5 分 ○アジア州ではどのような成長

が見られるか発表する。 
・経済成長  ・人口増加 
・各国の都市化・近代化 
○都市部と農村部の写真からど

んな違いがあるのかを発表する。 
 

・既習の学習を基にし，地域に

よりどのような成長が見られ

るかを資料やグラフ等で示し

確認する。 
 
 
・今までの授業で提示した成長

を示す写真と，新たに貧困な村

の様子を対比し示すことで，そ

の大きな差に気付くことがで

きるようにする。 
○アジア州では，著しく経済的

な成長が見られる反面，様々な

問題が発生していることに興

味・関心をもつことができてい

る。 
【関心・意欲・態度】 

・写真 
香港のビル群 
山奥の農村の家 
教科書ｐ５１ 
スラム街映像 
 



 

調
べ
る 

10 分 ○本時の学習課題を確認する。 
 
 
○成長に伴いどのような問題が

あるのか個人で調べ，まとめる。 
 
〈予想される生徒の反応〉 
・貧富の差  ・スラム形成 
・資源の有無 ・教育 
・経済格差 
 
 

 
 
 
○アジア州にはどのような格

差が広がっているのかを根拠

となる資料と関連付け調べま

とめることができる。 
【技能】 

 

 
 
 
・教科書ｐ４９ 
中国の GDP 
・教科書ｐ５１ 
急速な都市化と課

題 
・配付資料 
中国の都市人口 
都市と農村の格差 
都市への人口流入 

深
め
る 

25 分 ○成長に伴いどうして様々な問

題が起きてしまうのかを考察す

る。 
・個人でどうして問題が起こるの

かを考え，書き出す。 
 
・小グループになりグループ内で

意見を交換する。グループで出た

意見を合わせ，アジア州にはどの

ような問題がどうして起こるの

かをまとめ，発表する。 
 
・全体で意見を出し合う 
 
〈予想される生徒の反応〉 
・周囲への影響を考えていなかっ

た 
・地域によって産業や自然環境 
・人口が大きく違うため 
・成長のスピードと人が生活する

ために必要なものの準備が間に

合わなかったため 
 
 
 
 
 
・問題解決のために，実際に各国

で行われている取り組みをいく

つか生徒に示す 
 
 

・都市部か農村部かという視点

からだけで問題をとらえるの

ではなく，都市化する中で起こ

る交通渋滞などの問題へも目

が向けられるようにする。 
 
・教科書，資料，学習プリント

から何が具体的に問題となっ

ているのかを調べる。 
 
・グループの中では，記録・発

表者・司会者をグループで設け

話し合いを進めていく。役割の

当たらない生徒は積極的に話

し合いに参加させる。 
 
・活動が進んでいない生徒に対

しては，教科書の何ページを見

るのか，どの資料から問題点が

読み取れるのかを示す。 
 
○成長することで新たに生じ

てくる都市問題などについて

なぜ起こってくるのかを考察

することができる。 
【思考・判断・表現】 

 
・さまざまな問題が起きている

根本的な原因は何か生徒たち

に考察させる。 

・パワーポイント 
多様な民族と経済

成長 
・NHK10min 
都市の人口が増え

るアジア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・各国の取り組みを

示した資料 

アジア州では経済の成長に伴ってどのような問題が発生しているのだろう 



 

ま
と
め
あ
げ
る 

10 分 ○単元の学習全体を踏まえてア

ジア州についての考えをまとめ

る。 
 
まとめ（例） 

○アジア州がどのような特色

をもった地域であるのかを意

欲的に考察することができる 
【関心・意欲・態度】 
 
 
 
 

 

 
 
（３） 板書計画 
発展した都

市写真 
めあて                       
                      ・各国の取り組み 
                       ODA→政府開発援助 
                       各国の支援 
成長に伴う問題はどのような問題があるのだろう     
・貧富の差 ・スラムの形成 ・資源の有無    
・経済格差   ・環境を考慮しない       
・発展しすぎ      
 
 
 
 まとめ 
原因は何だろう   
・周囲への影響を考えていなかった 
・地域によって仕事や環境がちがうため， 
・人口が大きく違うため 
・成長のスピードと人が生活するために必要 

なものの準備が間に合わなかったため 

貧しい農村

部の写真 

 
アジア州全体の成長と問題 
ア
ジ
ア
州 

人
口
増
加
・
経
済
成
長 

 成長の原動力 発生した問題 

東 機械工業や海外企業の支援 地域による大きな貧富の差 

東

南 

海外との貿易，食物の大量生産 大量生産のために建てた施設による環境

破壊 

中

央 

レアメタルや天然資源 資源のない国と資源が豊富にある国との

経済格差 
西 石油や天然ガスなどの地下資源 

 

アジア州は近年急速に成長を遂げているが，その成長は狭い地域や限られた人々で

ある。急速な成長により大きな経済的格差や環境問題を抱えている地域である。 
 

アジア州は近年急速に成長を遂

げているが，限られた人々であ

る。急速な成長により大きな経

済的格差や環境問題を抱えてい

る地域である。 
 

アジア州の成長に伴ってどのような問題が

あるのだろう 
 


