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地図で子どもの世界を広げる取り組み
- 小学 2 年生と地図学習 儀 間 奏 子
（沖縄県名護市立大北小学校・琉球大学大学院教育学研究科教科教育専攻）

Ⅰ

ではないことは大きな問題にはならないし，1 年生の

はじめに

間に地図の学習をやっていないから当たり前のことで

「先生，休みの日にみんなで那覇に行ってきたよ．」

もある．しかし，徐々に段階さえ踏んでいけば，地図

「先生，ルカもお母さんと那覇に買い物に行ったよ．」

を使う学習も 2 年生にとって，そう難しいものではな

休み明けの月曜日は，おしゃべりの大好きな 2 年生の

いと考えるようになった．自分が住んでいるところを

子ども達が，週末に家族と一緒に楽しんだ話を競い

伊平屋島だ，と認識しているように，「なは＝那覇」

合うように私に話しかけてくる．充実した表情で，家

と名前と地域が一致するような，実感のある学びをさ

族で買い物をしたことや，遠くに住むおじいちゃんや

せてあげたいと考えた．そうすることで，どこかへ出

おばあちゃんに会った話を聞くと，こちらまで嬉しく

かける時には，その地域の特徴や，自分達の住む場所

なってくる．しかし，次第に子ども達の会話に違和感

との比較が出来るのではないか，という仮説を立てた．

を覚えるようになっていった．子ども達の話をよく聞

ゆっくり 1 年間の学習活動の中で子どもが地図を日常

いてみると，実際に行った場所は那覇市ではなく，名

に使えるような学びを作りたいと考えたのである．

護市で買い物したことを話していることや，別の子が
Ⅱ

那覇へ行ったと話しているのは，実は浦添市に行った
出来ごとを話していることに気付いた．子ども達の会

自分がいるところを確認する

子ども達に地図を身近なものしたいからと言って，

話を意識して聞いてみると，色々な場面で「なは」と

強要して地名の暗記を押し付けては地図嫌いを増やす

いう単語が出てくる．話を聞いた子どもだけでなく，

ことになってしまう．楽しくなければ，学習はただ苦

その他の子ども達の家族みんなで那覇に行く話や，那

しくてつまらないものになるし，好きにさせるには，

覇に住むいとこの話の中にも「なは」という言葉が聞

何より「地図とどう出会わせる」かが大切だと考える．

こえてくる．しかし，次第に「なは＝那覇」ではない

そこで，2 年生が学ぶ生活科の授業の中で，地図と触

ことが多いことが分かってきたのである．

れ合う活動を作っていきたいと思い，その計画を練る

沖縄の最北端の島，伊平屋島の小学校に勤務して 2

ことにした．もちろん，いきなり日本や世界の地図を

年目．前の年に受け持った 3 年生と兄弟のつながりも

扱うのではなく，子ども達の足元から徐々に広い世界

多いことから，積極的で頑張り屋の子ども達ばかりと

へと学びが深まるような学習を行っていくことを軸に

思いきや，引っ込み思案で，色々なことに自信のない

地図学習に取り組んでいった．

子ども達．一人一人は優しく，素直でおしゃべりが大

2 年生の生活科は，1 年生との学校探検でスタート

好きだが，人前に出るのはもちろんのこと，発表も苦

する．2 年生になったばかりの子ども達が，後輩の 1

手．1 年生から進級したばかりで集中してじっとして

年生に学校のことを色々教えるという活動は，進級

いることが苦手な子も多く，学習に対して消極的な印

したばかりの 4 月に活躍する絶好の機会でもある．こ

象を受けた．

のチャンスを生かしていきたいのだが，1 年生に学校

子ども達の様子がだんだん分かってくるに従って，

のことを教えるには，まず自分達が学校のことを知ら

伊平屋島を出て，フェリーで行く沖縄本島の場所が子

なくては話にならない．そこで，自分のいる場所を確

ども達の頭の中では，全て「なは」になるという事実

認するために，最初に学校の地図と出会わせることに

に気付いた．そのため，南城市出身の私ももちろん

した．学校の中なら，子ども達の経験として知識が蓄

那覇の人．
「なは」という単語は，子ども達にとって，

積されている．子ども達に学校の場所について尋ねて

沖縄本島を表す記号の一つでしかなく，場所と言葉が

みると，それぞれの教室の特徴や，場所はほとんど

結びついていないということが分かった．もちろん，

知っていることが分かった．その中で，「理科室にあ

子ども達には発達段階があるので，
「なは」が「那覇」

る人間の標本や骸骨が廊下から見えて怖い！」や，
「運
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写真 1

写真 2

動場の側にある二宮金次郎の銅像が夜中走るのだっ

子ども達はこの学習を通して，学校の周りで育てら

て！！」という学校の七不思議（？）ネタで盛り上が

れている野菜や，家の周りの石垣，建物の様子，田ん

りながら，学校内の教室の場所を配置図を使って確認

ぼ，生き物・・・等，そこにあるものが初めて意味の

をしていった．

あるものだと認識していった．1 回目の活動では，ど

子ども達の気持ちが高まったところで，どの順番で
1 年生に教えたら分かりやすいのかを考えさせた．そ

の子も一生懸命に，ノートに気づいたことや不思議に
思ったことを書いていく．
「大きなカボチャがあった」，

の後，子ども達と一緒に教室を 1 つずつ確認しながら， 「パパイヤがうえられていた」，
「田んぼがたくさんあっ
一人一人が 1 年生に教えることができるように，最初

た」「むらさきの実は何だろう」等，歩きながら目に

は私が教室の説明を行った．その後，もう一度教室に

したものをどんどんノートに書きこんでいく．少ない

戻って，1 年生が伊平屋小学校のことを好きになって

子でも 10 以上の気付いたことを書き，40 近く気付い

くれるような計画を立てることにした．実際の学校探

たことをメモしている子もいる．もちろん，ふざけて

検で 2 年生だけで進行できるように何度も練習を行っ

遊ぶ子は一人もいない．約 2 時間の間，2 年生とは思

たのである．その結果，もちろん，当日の学校探険は

えない集中力で探検を進めていったのである．その様

大成功！自分の知っていることを相手に伝える喜びを

子を嬉しく思う一方，頑張っている子ども達の学びを

味わう機会になった．

そのままにせず，興味関心が広がっていくような場を

学校のことを知るようになると，学校の周りの地域

作ってあげたいと考えるようになっていった．

を調べる学習へと移る．そこで，今度は学校の周囲の

そこで，子ども達の学ぶ気持ちを高めるために，学

様子が書かれた地図を用意した．子ども達の現状とし

校の周りのことを良く知っている方と出会わせる活動

ては，学校の周りについては，いくつかの場所は知っ

に変更することにした．講師としてお願いしたのは，

ているものの，点と点の記憶としてしか残っていない

学校のすぐそばに家があり，クラスの保護者である大

状態．近くの神社や田んぼの場所，友達の家がある所

城さん．学校全体で取り組んでいるお米作りの中心に

は分かるのだが，それらが線でつながっていないので

なっている一人で，子ども達が 1 年生の時に体験した

ある．そこで，まず初めに，学校を中心に，東西南北

田植えで疑問に思ったことを，解決してくれるのにふ

の方向を教え，学校の東側の方に海があり，西側の方

さわしい方でもあった．学習の内容を伝えると快く了

には田んぼが広がっていることを地図で確かめた．北

解し，仕事の休みの日に，大城さんを講師に学校の周

の方には，田名という部落があり，南には島尻の部落

りや田んぼを案内してもらうことになった．当日の学

があるという大まかな位置関係を確認した後で，学校

習では，子ども達が疑問に思ったことをどんどん質問

の周囲を歩く活動を 2 回に分けて行い，地図を作る学

していくことが中心になる学習を行った．質問事項は

習につなげていくことにした．実際の学習活動では，

学校でいくつか考えていているので，途切れず出てく

気づいたことや不思議に思ったこと等をノートにメモ

る．準備した以外の質問にも，その場で気付いた生き

しながら，自分の知識を増やしていった．意識して周

物のことや，私が答えられないお米を作る難しさや喜

りのものを観察したことで，今まで気に留めていな

びを丁寧に教えてもらったのである．
1 年生の終わりに植えた稲も，すくすく育っている

かった風景が，子ども達が今どこにいるのかという認
識を育てる手掛かりになっていったのである．

様子を知ることができ，一石二鳥ならぬ，一石三鳥の
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写真 3

写真 4

位のお得感で学びを深めていった．お父さんが授業に

めた地図は，子ども達にとってすごく身近で，良い印

来てくれたクミさんは，終始嬉しそうな表情をしてい

象として残っていったように感じた．

るし，ただ学校の周りを歩いただけでは感じることの
できない学びがそこにはあった．低学年の子ども達の

はなさんは，この探検や発表会のことを作文の中で
こう綴った（次ページ上部の作文）．

体験には，人との触れ合いが重要な意味を持つ．どん

地図を作製していく中で，それまで点と点だったも

なに覚えなさいと口で言っても何の意味もない．やっ

のがつながって，今まで見えていなかったものが見え

ていることに価値があって初めて，学びが自分のもの

るようになっていった．また，友達の発表を聞く中で，

になっていく．そこで，ただやらされる学習ではなく，

自分が気付かなかったことを，知る機会になり，学校

自分達の疑問を解決する中で，知識が徐々に広がって

を中心に自分で見てきたものを紙の上に表現すること

いくような学びを，計画を立てる際には意識して取り

で，子どもの知識と地図が一致したように感じた．実

入れていったのである．

際に学校の周りを歩いて書いたからこそ，2 年生にも

2 回の活動の後は，その体験を生かして教室でグルー

地図の学習が可能になったのである．

プごとに学校の周りの地図を作らせることにした．そ

2 年生の生活科では，学校の周りを調べ，まとめる

れぞれが見つけたことを付箋紙に書き，見つけたもの

と地域の学習が終わる．それを受け，3 年生に進級す

の絵や道路を書いて行きながら，学校周辺の地図を完

ると市町村の地図学習へと移っていくのである．しか

成させていった．友達同士で相談しながら地図を書き，

し，せっかく子ども達の視野が広がったのに，ここで

気づいたことをメモした付箋紙を貼っていく中で，こ

終わらせるのはすごくもったいない．

れまで点と点だった知識が線となって結びついてい

そこで，今度は伊平屋の地図を使って，子ども達が

く．他の人が作った地図ではなく，自分たちで作った

住む字の様子を話し合うことにした．まず取り上げた

オリジナルの地図だからこそ，子ども達にとっては意

のが春の遠足である．学校を出発して隣の字へ歩いて

味がある．また，子ども達が頑張っている様子を見る

いく機会を活用して，学校から最終目的地である海ま

中で，その地図をただ作って教室に掲示して満足とす

での道のりを地図で確認を行った．地図の活用はその

るのではなく，伝える場を設定して学びを深めてあげ

時だけで終わるのではなく，別の字の話題が出た時に

たいと思うようになっていった．そこで，2 年生になっ

は，また伊平屋島の地図を使ってその場所を確認した．

て初めての授業参観を活用して，子ども達の頑張って

それも一度ではなく何度も．このように伊平屋島の地

いる様子を見せることにした．

図を日常的に活用することで，地域探検を行った学校

授業参観では，引っ込み思案で恥ずかしがり屋な子
ども達に，グループごとに地図の説明や，分かったこ

あざ
あざ

の周囲だけでなく，島全体の様子をおぼろげではある
が認識していくようになっていったのである．

と，工夫したことを発表させることにした．まだ発表
Ⅲ

に慣れていないので，声の大きさや発表内容に課題が

体験の学びから視野を広げる

残るものの，1 年生の時よりも一回り成長した様子を

これまで述べてきたように，子ども達は地域探検を

見て，保護者も嬉しそうに見えた．お父さんやお母さ

通して学校の周囲のこと，伊平屋島のことを自分の経

んの前で，頑張っている様子を見せた子ども達も，も

験と地図を結び付けて考えることが出来るようになっ

ちろん満足した表情を見せる．この学習を通してまと

ていった．しかし，それだけでは，まだ「なは＝那覇」
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という認識には発展してはいかない．自分の住んでい

があるのだ，ということを理解させていった．そこで，

る所以外の場所への空間認識を育てるためにも，さら

私の実家のある「南城市」も確認し，伊平屋に行くま

に視野を広げていく必要があると考えた．そこで，2

での道のりについて話をした．そうすると，「先生は

年生でも沖縄県のことに目を向けやすい 6 月の「慰霊

遠くから伊平屋に来ている」という認識を持つと同時

の日」に向けた平和学習を活用することにした．沖縄

に，沖縄って広いのだ，ということを実感していった

戦を学ぶ時，戦争被害の少ない伊平屋島よりも，沖縄

のである．

本島の場所を確認しながら行う学習が非常に重要と捉

このように，これまで知っていた「なは」は「那覇」

え，子ども達の視野を伊平屋島から沖縄県へと広げて

であって，「名護」や「浦添」という地名とは関係が

いきたいと考えたのである．しかし，突然沖縄県の地

ないのだよ，ということを丁寧に確認していった．も

図を活用しては子ども達の理解を越えたものになって

ちろん，2 年生全員がすぐに分かるとは考えていない．

しまうので，その活動に取り組む前に，地図を身近な

その後の学習や会話の中で他の地域の話題が出るため

ものにするための学習を計画することにした．

に，何度も地図で確認する中で，子ども達の沖縄県の

地図を子ども達の身近なものにするためには，いつ

地名に対する認識を少しずつ深めていったのである．

でも地図で確認することが出来る状態を作ってあげる

沖縄の事がある程度分かるようになったところで，

ことが大切である．そこで，教室の入り口に沖縄県の

その発展として日本地図を用意することにした．子ど

地図を貼って，話題が出た時にはいつでも地図を使っ

も達が知っているところはもちろん「とうきょう」．

て話ができるようにした．しかし，ただ貼るだけでは

ディズニーランドに行ったことのある子や，お母さん

子ども達にとって，ただの地図が描かれた掲示物に

が「ほっかいどう」や「さいたま」の出身の子どもも

なってしまうので，最初に地図の使い方を一緒に学習

いる．それを一つ一つ「東京」
「千葉」
「北海道」
「埼玉」

することにしたのである．

と変えることで，子ども達の頭の中に確かな地図が広

まず，自分達が知っている場所を確認すると，その

がっていった．一気にたくさんの知識を与えたところ

時初めて，それまでただの記号であった「なは」が初

で，子ども達が理解できないのは分かっているので，

めて「那覇」になったのである．伊平屋島を出て，フェ

普段の会話で話が出た時に地図を活用していくように

リーから降りた場所は全て「なは」だったものが，違

気をつけながら地図学習を行っていった．

うことに気付く者が出て来た．今まで行ったことのあ

日本地図の学習まで来ると，次に取り上げるのかど

る映画館やお店，飛行場等をもとに，自分達の見て来

うかと迷うのが世界地図の扱いである．2 年生にとっ

た場所にはそれぞれ名前があるのだ，という事に気付

て地域の地図だけでなく，沖縄県，日本と認識を広げ

いていったのである．それまで「なは」だと思ってい

ていくことさえも難しいことなので，それを発展させ

たのは，
「浦添」や「名護」であるということを地図

ることに躊躇してしまった．しかし，サッカー好きの

で確認し，次に伊平屋島の大きさをもとに地図を見る

子どもにとって，「ブラジル」や「スペイン」という

と，
「名護」と「那覇」の距離の違いを指摘すると「伊

言葉は身近なものになっているので，難しいことは承

平屋から那覇へ行くって遠いのだ！」と驚いた表情を

知の上で取りあげることにした．

見せた．それぞれの場所には伊平屋と同じように名前

ここで世界地図との出会いの前に，地球儀と出会わ
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せようと考えた．それには，自分達が住んでいる伊平
屋島はもちろん載っていないうえ，大きいと思ってい
た沖縄島も点でしかないということがはっきり分かる
というメリットがある．さらに大きいものと考えてい
た日本も，小さな島でしかないことに地球儀を見る中
で気付く．
「エー！？こんなに小さいの？」
「えっ，伊
平屋って地球儀には載っていないの！？」という子ど
も達の衝撃発言を楽しんで聞きながら，世界の広さを
確認させていったのである．そこで，
「ブラジル」「ス
ペイン」
「アメリカ合衆国」「中国」「韓国」等，子ど

写真 5

も達が聞いたことのあるような国を地球儀で確認し，
その後世界地図を用いて，世界の広さを実感させて

なった．この時の子ども達の国名を決めるという活動

いった．もちろん，地図だけでは外国の国の様子がイ

は，地名を覚えるという無理やりやらされるものでは

メージすることが出来ず情報も少ないので，教室の学

なく，自分の興味の対象として捉えられていたと考え

級文庫として置いてある『世界の国』に関係する本の

ている．そのような中で，子ども達がさらに地図を好

写真を使って，視覚で訴える工夫も行った．しかし，

きになっていったのではないかと思う．

それで終わってしまうと，子ども達はすぐに忘れてし

世界地図にも慣れたところで，世界地図も教室の掲

まい，記憶として何も残らないことは明白である．そ

示物として貼ることにした．そこに，私が旅行先で行っ

こで，地名の話題が出た時にはどの授業でも，いつで

た外国のお金や，友人からもらったアフリカの切手を

も地図で確認するよう意識させた．そのため，社会科

その国の側に貼ることで，日本のお金や切手の違いに

のない 2 年生であっても，少しずつ地図が身近なもの

興味を持つ子も出てくるようになっていった．クラス

になって行ったのである．

全員が同じように世界の国に興味を持つことは難しく

Ⅳ

ても，一人でも関心を持つ子が増えたら嬉しいという

地図をもっと身近に

気持ちで，地図への興味を高める工夫を行った．地図

地図が子ども達の身近になってきたところで，今度

を使うことを強制するのではなく，子ども達の身近に

は他の教科でも国の名前をゲーム感覚で活用したいと

地図があるようにすることで，自然に周りに目を向け

考えた．算数の計算問題を出した後，グループ全員が

るような子ども達になっていったのである．

分かったら手をあげて発表できるというルールを作
Ⅴ

り，グループ対抗で競うゲームを始めた．すると，子

世界につながる学び

ども達は分かった子がまだ分からない子に教え合うよ

地図学習とは別に，2・3 学期は生活科の学習で海

うになっていった．そのゲームも最初の頃は，チーム

について学ぶことにした．身近にある海から学習を出

名を 1 グループ，2 グループという通常の名前を使っ

発させ，伊平屋の海を大切にできるような子ども達に

ていたが，それでは面白くないので，好きなチーム名

なって欲しいという願いを持って取り組んだ学習であ

を地図から選んで使っていいよ，という提案を子ども

る．地元の方で海のことをよく知っている “ 名人 ” と

達に行った．すると，スポーツ好きな子が中心になっ

の出会いや，調べたことをまとめ発表する中で，海の

て，話し合いを始めていった．
「もし，名前が決まら

大好きな子ども達になっていった．その「伊平屋島の

なかったら伊平屋チームでも良いよ．」とアドバイス

海名人になろう」という学習のまとめとして，学校の

をしたのだが，それは全員に却下され，結局，「ブラ

そばの海を清掃するという活動を取り入れた．実際に

ジルチーム」
「日本チーム」
「アメリカチーム」という

海に行ってみると，きれいな海の周りには，色々な地

3 つの国名を取り上げることにした．グループの名前

域からの漂着物が流れて汚れていることに気が付く．

はそれぞれに任せていたので，飽きたら別の地名を使

日本だけでなく，たくさんの外国のゴミが，自分達の

い，流動性のあるチーム名という形を取った．

住む伊平屋島に漂着しているという事実を知り，子ど

次第に，オリンピックで活躍した選手の国名を使う

も達は初めて漂着ゴミというものを認識したのであ

児童もいれば，野球やサッカーで聞いたことのある地

る．約 1 時間の清掃の中で，12 袋のゴミがすぐにいっ

名を使うグループも出てくる．子ども達にとっては，

ぱいになり，それでも片付けられないゴミの多さに，

自分の今好きな地名をみんなに紹介できる機会にも

子ども達は活動後の感想の中でビックリしたと述べる
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子が多かった．

しい課題にも関わらず，自分のいる場所を確認し，少

清掃後のまとめに，さゆりさんは上のような作文を
書いた．
（上記の作文）

しずつ子ども達の認識を広げていくことで，子ども
達の興味関心は広がっていくようになったのである．

ゴミを拾っていると，日本語ではない韓国語や中国
語で書かれたペットボトルやビニールゴミがたくさん
あることに気付く．それを拾う中で，さゆりさんは伊

きっと，子ども達自身は勉強しているという感覚では
なく，むしろ遊びに近いものを感じていたのではない

平屋の海が世界につながっていることを理解し，その

かと考えている．オリンピックの時期には，「先生，

ゴミは誰が捨てたのかということに疑問を持つように

キューバってどこにあるのですか？」という話題が出

なっていった．もちろん，漂着ゴミの問題は，子ども

た時はみんなで世界地図から探しながらその話題で盛

達で解決できるものではない．しかし，そのことに気

り上がり，WBC の大会の時には，「先生，野球の強い

付くことができたのは，これまで子ども達の認識に合

ところってどこがありますか？」という疑問にも，地

わせて行った地図学習とつながったからではないかと
思う．
もちろん，地図学習を行っていなくても，違う国の

図を使いながら話し合いで解決していくようになって
いったからである．次第に，子ども達にとって地図は

言葉の入ったペットボトルやビニールを見つければ，

身近なものであり，クラスにとってなくてはならない

色々な所から流れ着いた，ということは分かる．しか

ものになっていった．

し，世界地図を使って，世界の広さを実感したり，自

このような地図を使う活動を低学年のうちから多く

分達は世界地図には載らないような小さな島に住んで

取り入れていけば，4 年生で地図帳学習を行う際には，

いるという認識が無ければ，世界の国々からゴミが流

それほど抵抗なく学習に取り組めるのではないかと考

れていくという事実に心から驚いたり，不思議に思っ

えている．たとえ 3 年生の間に地図に触れる機会が全

たりすることはなかったのではないかと思う．その認
識の上で，色々な国に住む人のことを考えることがで

くなくても，体験を通して学んだことは今後に生きて

きたのは，これまでの学習があったからだと考える．

いくのではないかと思う．通常，低学年では地図学習

ゴミという問題によって，世界に住む人と自分達がつ

は行わない．しかし，短期間で身につきにくい地図帳

ながっていることが分かり，環境問題が人ごとではな

の学習を，無理やりやらされるのではなく，知りたい

い，ということを考えるキッカケになったのではない

情報を教えてくれるかたちで実践すれば，2 年生でも

かと思う．

地図の学習は可能であると考えている．
Ⅵ

おわりに

通常は地図学習を行わない 2 年生に，私が 1 年間を
通して行ったものは，一見その学習範囲を越えた子ど

※本文に出てくる名前は，全て仮名表記にした．本文
は，伊平屋村立伊平屋小学校での実践です．

も達に負担の大きい学びの世界に見える．しかし，難
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