
プログラムを取り入れた指導事例（中学校２年 社会） 

 

１ 単元名 「東北地方－伝統的な生活や文化を守り育てる人々のくらし－」 

 

２ 単元について  

（１）単元観 

本単元は，学習指導要領地理的分野内容２－ウ「日本の諸地域」の内容である。本単元は，東北地

方を学習する。本単元を取り扱うにあたり，学習指導要領内容（カ）「生活・文化を中核とした考察」

を基にして学習を進める。東北地方は，豊かな自然環境があり，「日本の穀倉地帯」と呼ばれるように

稲作を中心に農林水産業が盛んな地域である。とりわけ農業と関連した祭りや伝統産業，生活文化が

今も残っており，人々の努力と工夫によって大切に受け継がれてきた。そして，そういった伝統行事

や町なみを観光資源とし，東北地方の人々の生活や産業が支えられている。また，交通網の発達によ

り IC・半導体・電子部品をつくる工場が増えている。 

１年生のアジア州の学習で「人口急増と多様な民族・文化」という主題で学習を行った。各地域の

文化には自然環境，宗教，産業などが影響しているという概念を学習している。本単元の東北地方の

学習でも，生活・文化を捉えていくにあたり自然や産業等の事象と有機的に関連付けて地域的特色を

見いだしたい。自然環境面からは，雨温図，気候分布図などから太平洋側と日本海側で気候が異なる

点，やませによる冷害，冬の厳しい寒さと大雪について読み取らせたい。産業面からは，主題図や米

の生産量の割合のグラフなどから農業が盛んな様子や伝統産業が多いことを読み取らせたい。また，

祭りについて知ることでその起源や文化を引き継いでいく思いに気付かせたい。  

 

（２）生徒の実態 

本学級は，男子  名，女子  名，計 名の学級である。本単元の指導にあたり，実態を把握す

るために事前調査を実施した。今回は“「ちばのやる気」学習ガイド 社会２”を使い，東北地方に対

する知識も調査した。 

＜社会科アンケート結果＞ 

Q１．社会科は好きですか？ 

 好き   名 

理由 ・歴史が好き ・内容が面白い ・もともと好き  ・地理が好き ・国の場所が分かるから 

    ・テストが良かった ・昔を知ることが好き  ・人類のあゆみがわかるから 

    ・世界のことが知ることができるから ・授業が楽しい 

 どちらかといえば好き   名 

 理由 ・1年生の時に比べてできるようになってきたから  ・歴史がわかるようになるから 

    ・役にたつと思うから  ・国探しが楽しいから 

 嫌い   名 

 理由 ・覚えることが多くて，難しいから 

 

Q２．地理と歴史でどちらが好きですか？ 

 地理   名 

 理由 ・歴史は覚えづらい  ・世界の国が好き  ・地理が分かるようになったから。 

 歴史   名 

 理由 ・戦国時代が好き  ・物語のようで楽しい  ・覚えやすい 

    ・楽しい  ・昔のことに興味がある  ・今とは違う文化にふれることができるから 

 

Q３.東北地方の都道府県名を全て書きなさい。 

  ６県全て正解…  名   ５県正解…  名   ４県正解…  名 



Q４.東北地方の有名な祭りの絵から，祭りの名前と行われている県名を書きなさい。 

   青森県「青森ねぶた祭り」…正解者  名 

   秋田県「秋田竿燈-かんとう-まつり」…正解者  名 

   宮城県「仙台七夕祭り」…正解者  名 

 

Q５. Q４の３つの祭りは何月に行われているものか。 

    ８月…正解者  名 

 

Q６.伝統的な工芸品の写真の名称を選択肢から選び，書きなさい。 

   天童将棋駒…正解者  名 

   南部鉄器…正解者  名 

   宮城伝統こけし…正解者  名 

   会津ぬり…正解者  名 

 

Q７.東北地方でこのような伝統工業がさかんになった理由を答えなさい。 

  ・その地方にあったものをつくっているから  ・民族がいて，伝統が残ったから 

  ・冬に雪で農業が行えない時期に，このようなものをつくって利益を得るため 

  ・歴史をのこそうとしたから  ・渡来人が来たから  ・材料が沢山あったから 

  ・寒くてあまり農業に適していないから  ・未記入，又は空欄…  名 

 

(Q４～Q７は「ちばのやる気」学習ガイド 社会２の問題をそのまま使用) 

 

（３）指導観 

事前アンケートの結果を踏まえ，本単元では，東北地方の伝統的な祭りや地場産業，文化を調べる

ことを通して地理的な調べ方・学び方を身につけさせるとともに，東北地方の特色を理解させていき

たい。資料の内容や提示の仕方を工夫することで，本単元の学習内容が生徒の身近なものであること

に気付かせ，日本地理に対して興味・関心を抱かせるような授業を展開していきたいと考える。また，

適宜少人数のグループでの話し合い活動を入れることで，生徒が主体的に学習活動に参加するように

してきたい。 

 

３ 単元の目標 

【社会的事象への関心・意欲・態度】 

・東北地方の自然環境，人口，産業などの特色について概観する中で，特に伝統的な生活や文化に

関心をもち，設定したテーマを基に地域的特色を意欲的に追究しようとする。 

・東北地方の祭りや伝統産業などとともに，身近な地域の祭りや伝統産業にも関心が高まっている。 

【社会的な思考・判断・表現】 

 ・東北地方の地域的特色を，生活・文化を中核として考察を基に多面的・多角的に考察し，その過

程や結果を適切に表現している。 

 ・東北地方の生活・文化の変容を，交通の発達や国際的な他の地域との結びつきに着目して捉えて

いる。 

【資料活用の技能】 

・東北地方の地域的特色に関する各種の地図や統計，写真などの資料を収集している。 

・収集した資料から，東北地方の地域的特色について，有用な情報を適切に選択して，それを基に

読みとったり図表などにまとめたりしている。 

【社会的事象についての知識・理解】 

・東北地方について，自然環境や人口，産業などの特色を大まかにとらえている。 

・東北地方について，生活・文化を中核とした考察を基に地域的特色を理解し，その知識を身につ

けている。 



４ 指導計画（９時間） 

時配 学習内容 学習目標 評価規準 

１ １東北地方をなが

めよう 

・東北地方の地形の特色を，三つ

の山地に着目してとらえる。 

・東北地方の気候について，太平

洋と日本海側の違いを，資料を

使ってとらえる。 

・東北地方の自然環境の特色ととも

に，それと土地利用との関係をと

らえている。(知識・理解) 

・東北地方の太平洋側と日本海側の

地形や気候の特色の違いを，地図

や雨温図などを使って読みとって

いる。(技能) 

２ ２資料を集めて東

北地方の特色を

調べよう 

・集めた資料を観点別に整理させ，

東北地方の地域的特色をとらえ

るためのテーマを設定する。 

・地図や統計，その他の資料から，

東北地方の特色を主体的にとらえ

ようとしている。（関心・意欲・態

度） 

・東北地方の特色をとらえる視点や

方法を考えている。（思考・判断・

表現） 

３ ３伝統的な祭りに

ついて調べよう 

・各都道府県別に伝統的な祭りに

ついて理解する。 

・伝統的な祭りを通して，その地域

の特色を理解している。(思考・判

断・表現) 

４ ４伝統的工芸品に

ついて調べよう 

・各都道府県別に伝統的工芸品に

ついての特色を理解する。 

・各地域の伝統的工芸品の歴史や材

料の調達など，多角的に理解して

いる。(思考・判断・表現) 

５ ５食文化について

調べよう 

・各都道府県別に，地域の特色を

いかした食文化について理解す

る。 

・農業的な特色と気候，地形をもと

にどのような食文化がうまれたの

かを考えまとめようとしている。

(関心・意欲・態度) 

６ ６各都道府県につ

いて調べて分か

ったことをまと

めよう① 

・既習事項を活用し，各都道府県

の特色をまとめる。 

・各都道府県の特色を多角的に考

察する。 

・これまでの学習をもとに，各都道

府県の特色を考察している。(思

考・判断・表現) 

７ ７各都道府県につ

いて調べて分か

ったことをまと

めよう② 

・各都道府県の特色を掲示物にま

とめる作業を通して，資料を活

用する力を身につける。 

・自分なりの掲示物，キーワードを

工夫するなど，各都道府県の特色

を分かりやすい表現でまとめてい

る。(思考・判断・表現) 

８ ８各都道府県の特

色についての発

表をしよう 

・各都道府県の人々の生活や産業

の特色を，既習資料をもとづい

て，多面的・多角的に自分の意

見を伝える。 

・各都道府県の特色を，自分の言葉

で表現している。（思考・判断・表

現） 

・各班の発表から各都道府県の特色

を多角的に理解しようとする。（関

心・意欲・態度） 

９ 

(本時) 

９各都道府県の発

表から，東北地

方の特色をまと

めよう 

・それぞれの班の発表を振り返り，

東北地方の気候や地形，農業の

特色をとらえる。 

・自分たちのグループが調査した内

容を分かりやすくまとめ，発表す

ることができる。(技能） 

・東北地方で伝統的な生活や文化が

根付いている理由を，降雪や農業，

観光などと関連づけて捉えること

ができる。（思考・判断・表現） 



５ 本時の指導 

（１）目標 

  ・自分たちのグループが調査した内容を分かりやすくまとめ，発表することができる。 

（資料活用の技能） 

 ・東北地方で伝統的な生活や文化が根付いている理由を，降雪や農業，観光などと関連づけて捉え

ることができる。                     （社会的な思考・判断・表現） 

 

（２）展開 

過程 時配 学習活動と学習内容 指導，支援（・） 評価（○） 資料 
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１ 本時の学習内容について把握す

る。 

 

２ 学習課題を確認する。 

 

 

 

３ ６つの班が順番に発表をする。 

 (各班がそれぞれ１つの都道府県) 

 ＊１分×６班 

 

 

 

４ 祭りや伝統産業がさかんなこと

に気付かせ，「なぜ東北地方に祭

りが多いのか」「なぜ東北地方で

伝統産業がさかんなのか」を考え

る。 

 

 

５ 各班で意見から，東北地方の地域

的特色をまとめ発表する。 

 

 

 

６ 全体の意見をもとに個人でまと

める。 

 

 

 

 

 

 

 

・本時で行う授業の流れを確認させる。 

 

 

 

 

 

 

・班ごとに各都道府県を代表する３つ

のキーワードをもとに簡潔に発表さ

せる。 

○自分たちのグループが調査した内容

を分かりやすくまとめ，発表するこ

とができたか。（資料活用の技能） 

・祭りや伝統産業がさかんであること

に気付かせる。 

・個人の意見を記入させる(3 分)。 

・机間指導時によい意見の生徒を記録

し，支援の必要な生徒には声をかけ

る。 

・班で意見をまとめさせる(10 分)。 

○東北地方で伝統的な生活や文化が根

付いている理由を，降雪や農業，観

光などと関連づけて捉えることがで

きたか。（社会的な思考・判断・表現） 

・発表させる(10 分)。 

・個人評価，感想，まとめを書かせる。 

掛地図 

(東北) 

 

 

 

 

 

発表 

ｶｰﾄﾞ 

(掲示) 

 

 

ﾜｰｸｼｰﾄ 

 

 

 

 

 

 

東北地方はどのような地域的特色をもっているのか 

(1)農業を中心に第一次産業がさかんなであること  

(五穀豊穣を祈って各地で祭りが定着) 

(2)冬は降雪量が多いことから様々な文化がうまれたこと 

 (農業ができないため，伝統産業が行われた) 



（３）板書計画 

11/30  3 章 6 節 東北地方 

 

ﾃｰﾏ 

 

今日の流れ                各班のｷｰﾜｰﾄﾞ３つ ○○○  △△△  □□□ 

(1)各班の発表                        ××× 

(2)ｷｰﾜｰﾄﾞをもとに考えよう                  ◎◎◎ 

 個人→班 

(3)まとめ(全体発表) 

 

 

 

東北地方はどのような地域的特色をもっているのか 

 


