
「言語活動の充実」のために 

群馬県立前橋商業高等学校  田中 隆志 



Ⅰ はじめに 



「言語活動の充実」とは何か? 

  様々な情報を整理,統合した上で自分の考えをまと
め,それを他者に的確に伝える力を養うこと。 

=
 

いわゆる「ＰＩＳＡ型読解力」を向上させること 

平成25年度からの新学習指導要領では,すべて
の教科を貫く「重要な改善の視点」とされている。 



何故いま,「言語活動の充実」なのか? 

現代の諸課題 

情 
報 読む 

批判的に 

表す 

自 

分 

の 

言 

葉 

で 

文部科学省資料により作成 

解決 

解釈 情報取出 熟考・評価 

説明 

論述 



もともと地理歴史・公民科は・・・・ 

地図 グラフ 統計表 

 

イラスト 
アニメー
ション 動画 

テキスト 

写真 

年表 歴史資料 など 

様々な資料を軸に論理を組み立てるの
が特徴の教科なので,貢献できる可能性
は大きい。 



Ⅱ 情報へのアクセス・取り出し 

素材収集のスキルを教える 



「キーワード」＋「ほしいファイル形式 or タイプ」で検索 

検索エンジンの活用 例.Google検索 

資料/ハンガーマップ.avi
資料/2011_09_04_15_11_14_1366x768.avi
資料/津波.avi


既存のブログやポータルサイトの中で, 

有用なものを見つけ活用することで多く
の素材入手が可能 

ブログやサイトの活用 

資料/ジオリンク.avi


オンライン「翻訳ツール」の活用 

世界をあつかう事が多い高校地歴公民科にとっ
て有用な素材が，大量に集められる。 

活用によって素材の収集範囲が， 
海外サイトにまで広がる。 

例.Google翻訳 

2011.05.27地理部会発表/Google翻訳.avi


フリーソフト
WinShot(静止画像) 

画像キャプチャーソフトの活用 

有料ソフト 
Ｈyper cam3(動画) 

資料/2011_09_01_21_59_22_1366x768.avi
資料/榛名ー赤城.avi


Ⅲ 情報の統合・整理 

マインドマップトレーニング 



マインドマップとは 

中心となるキーワードやイ
メージを図の中央に置き,そ
こから放射状にキーワード
やイメージを繋げて発想を
延ばしていく図解表現法。 

マインドマップ公式サイトより引用(http://www.mindmap.or.jp/about/) 

発想力を鍛えるマインドマップの活用 



「気候」のマインドマップ(Free Mindにより作成) 

 

資料/気候2.mm


マインドマップに書いた 関係性で,資料を集め 
させ,整理させる。 

調べ学習での資料分類活動への応用 



Ⅳ 情報の熟考・評価 

資料の読み取りトレーニング 



ＷＦＰ（国連世界食糧計
画）のサイト 

世界の飢餓状況 

（栄養不足人口の割合） 

2009年度 

表題 

年度 

出典 

主題図 １ 



Ａ 
茶色の国は,栄養不足人口の割合が35％以上の
国。オレンジ色の国は10～34％の国,黄色の国は
5～9％の国を表します。単位は％です。 

Ｑ 
それぞれの色は, 

何を表してますか。
単位は何ですか。 

（1）読み取り方 



地図中の「地物の分布」を読み取らせる時には, ５つ
の分布パターンを意識させるとよい。 

（首都大学教授・菊地俊夫氏原図により作成） 

点 線 面 

濃
淡 

集
散 



Ａ  
アフリカ中南部に集中しています。 

Ｑ 

栄養不足人口の
割合が35％以上

の濃い茶色の国
はどのような地域
に分布しています
か。 

（2）傾向・特徴 



Ｑ 

アフリカ中南部の
国で栄養不足人
口の割合が高い
原因は何ですか。
この図を参考に考
えなさい。 
 

Ａ この地域では,人口増加率も高いことがわか    

  るので,人口増加も原因の一つと推察されます。 

（3）別資料の提示により探究 

表題 人口増加率  
年度 2011年1月1日 

出典： CIAワールドファクトブック  



５万分の１地形図 

内閣陸地測量部 

明治４４年 

５万分の１地形図 

国土地理院 

平成９年 

表題 

出典 

年度 

表題 

出典 

年度 

２ 今昔の資料の比較 



Ｑ 
２枚の地形図を比較して,共通点と相違点を述べなさい 。 

Ａ  
明治44年の地図にも,平成９年の地図にも両毛線はあり
ますが,上越線,R17号がありません。また前橋駅南の水
田面積は平成９年の方が小さくなっています。・・・・・ 

（1）共通点と相違点 



Ｑ ２枚の資料の間の変化の原因は何だと思いますか。 

Ａ  
渋川方面の市街地化が進んだり,前橋の中心市街地の拡大
と並行して,交通網が整備されたことが原因だと思います。 

（2）新旧の地図を結ぶ変化を探究 



表題 

年度 

出典 

1929年の 
株式市場暴落 

作成年は不明 

ウェブコンサルタント 

Dustin Woodard氏 

推移を示すグラフ ３ 

http://diglib.auburn.edu/courses/HIST3970/exhibits/show/early-20th-century-alabama-/1920-1929/stock-market-crash


Ｑ  
縦軸と横軸は.そ

れぞれ何を表わ
していて単位は 
何ですか。 
 
 

Ａ 
縦軸（Dow）はダウ平均株価でドル，横軸は時間
軸で年月日を表します。 

（1）読み取り方 

http://diglib.auburn.edu/courses/HIST3970/exhibits/show/early-20th-century-alabama-/1920-1929/stock-market-crash


なお推移を示すグラフの読み取りでは, 
5つの傾向パターンに着目させるとよい。 

（東京グループ著『グラフや統計資料の読み取りの授業』により作成） 

① 段々上がる ② 段々下がる ③ 突然上がる 

④ 突然下がる ⑤ 変化なし 



Ｑ 

グラフの傾向パタ
ーンはどのように
なっていますか。 

Ａ 株価は，1929年の「Black Tuesday」の前に急上 
 昇し,以降に急激に下がっています。株価は1932 
 年まで下がり続けています。 

（2）傾向・特徴 

http://diglib.auburn.edu/courses/HIST3970/exhibits/show/early-20th-century-alabama-/1920-1929/stock-market-crash


（3）別資料の提示により探究 

下げ止まり 

金への投資 

あらゆるものが下がってくる 

Ｑ 
1929年に株価が急騰,暴

落した理由は何ですか。
教科書とイラストを参考
に，述べなさい。 

産業分野の著しい発展で,

金への投資も活発に行わ
れたが,一方で貧富の差
も拡大し，購買力が伸び
なやみ，イラストのように
モノの価値が一気に落ち
てしまったことが原因だと
思います。 

Ａ   



http://www.withoutsanctuary.orgより 

不明(写真のポストカード) 

 

1920年8月3日 

年度 

出典 

表題 
Ａ 

 このポストカードは，1920年8月3日アメリカ合衆国
テキサス州中心部のリッジ・ダニエルで行われたリ
ンチの様子を表しています。手紙の裏には，「これは，
テキサス州センターの裁判所の庭で行われました。
彼は16歳の黒人少年です。彼は伯爵のおばあさん
を殺しました。彼女はフィレンツェの母親でした。バド
にこれを送ります。叔母マートルより。」と読み取る
ことができる。 

写真(この場合はポストカード) ４ 

http://www.withoutsanctuary.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/Lynching-of-lige-daniels.jpg


観点 気付いたこと,分かったこと 
思ったこと 

モノ・形 ①人 
②建物 
③乗り物 
④自然 
⑤道具,機械 
⑥かんばん 
⑦その他 

リンチで吊るし首になってい
る黒人尐年がいます。 

背後に裁判所が映っていま
す。 

中には笑っている白人の大
人と子供が大勢います。 

帽子をかぶっている人たち
も大勢います。 

分布 白人の大人と子供が大勢
集まっています。黒人はい
ません。 

地域的・空間的にこと 裁判所の庭の前で,吊るし
首になった黒人尐年を前に,
白人たちが立っています。 

時代的,時間的なこと 1920年8月3日アメリカ合衆

国南部にあるテキサス州中
心部の リッジダニエルです。 

その他 残酷だと思います。 

（1）傾向・特徴 

（東京グループ著『写真類読み取りの授業』により作成） 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/Lynching-of-lige-daniels.jpg


Ｑ 
何故,このような残酷なことが,

平然と行われたのでしょうか。
教科書や資料集の年表の中
から関係のありそうな出来事
を探し,理由を答えなさい。 

Ａ  
資料集の年表には「1920年頃, 
KKKが台頭した」とあります。こ

の時代の黒人差別の風潮がこ
うしたことを引き起こした原因,
あるいは背景だと思います。 

（2）別資料の提示により探究(教科書・資料集) 



表題 

年度 

出典 

AirTraffic Worldwide 

2008年度作成 

チューリッヒ応用科学大学 

の公式サイト 

アニメーション・動画 ５ 



A 黄色の点は,２４時間内に飛んだ国際線の飛行  
  機の位置を表します。また明暗は,昼間と夜の  
  をエリアを表します。 

（1）読み取り方 

Ｑ  

黄色の点の動き
と,移動している

アニメーション中
の明暗は何を表
しますか。 
 



Ｑ  

国際線の飛
行機が活発
に活動する
場所と時間
帯を読み取
りなさい。 

Ａ 黄色の点は,北アメリカ,ヨーロッパ,アジアが昼 
  間になっている時に,集中する傾向にあります。 

（2）傾向・特徴 



Ｑ 
そうした地域は,何故,国

際線の動きが活発にな
っているのですか。新た
に示した地図をもとに,
理由を答えなさい。 
Ａ   

資料から航空機は, 先進国
でよく利用されていること
がいえます。昼間の利用が
活発なのは,経済活動の中
心が昼間だからだと思いま
す。 

 

単位面積当たりのGDP   

（3）別資料の提示により探究 



Ⅴ 説明・論述 

説明・論述トレーニング 



  ①いつ（時間）   
②どこで（場所）       
③だれが（人物）     
④なにを（対象）      
⑤どのように（方法）  
⑥なぜ（理由） 

 

文章・言葉で表現させる 

5W1Hについて 

マインドマップを作らせる 

マインドマップの文字，言葉表現への活用 

資料/黒人少年へのリンチ写真2.mm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/Lynching-of-lige-daniels.jpg


 1920年８月３日の昼間,アメリカ合

衆国テネシー州中心部のリッジ・ダ

ニエルの裁判所の庭で,KKKか写真

にうつっている白人たちの仕業かは

分かりませんが,１６歳の黒人少年

がリンチで殺されました。少年は,

木の枝にかけられたロープで,吊る

し首にされました。伯爵のおばあさ

んを殺したとの理由で,殺されまし

た。周りには黒人は一人もおらず,

大勢の白人がいるだけです。中には

笑っている大人と子供もいます。少

年の犯した罪の真偽はわかりません

が,大変残酷な光景です。 

 

文章化例 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/Lynching-of-lige-daniels.jpg


Ⅵ 説明・論述のための資料作成 

資料の作成スキルを教える 



Ｅｘｃｅｌ 

2011.05.27地理部会発表/雨温図.avi
2011.05.27地理部会発表/人口.avi


ＭＡＮＤＡＲＡなど汎用ＧＩＳの活用 

2011.05.27地理部会発表/ＭＡＮＤＡＲＡ.avi


Illustratorによる地図作成 

資料/イラレ.avi


Rich chart  
オンラインツールの活用 

資料/RichChart.swf


Photo Shopによる画質調整・切り取り 



Ｐｏｗｅｒ Point プレゼン資料 

資料/小地形.ppt


Google Earth プレゼン資料 

2011.05.27地理部会発表/GE.avi


ご清聴ありがとうございました。 


