
中学校地理における学校周辺のワンポイント巡検の試み

－山陽女子中学校周辺を事例として－

井上 貴司

１ 対象学年・学級：中学校第１学年３クラス

２ 教科・科目：社会科地理的分野

３ 対象地域：山陽女子中学校周辺（岡山市中区周辺）

４ 単元名：「身近な地域調査」（全３時間）

５ 単元目標：

①ワンポイント巡検により、学校周辺（生徒の登下校ルートと同じ地域を多く含む）の地形や建物を確

認し、距離や大きさを実感する。

②ワンポイント巡検により、学校周辺の歴史や人の営みを理解する。

③フィールドノートをまとめ、学校周辺の特徴や感想を発表する。

６ 単元の指導計画

１時間目：①学校周辺の地形図（1/25,000 地形図）を利用して、巡検ルートの確認と地形図学習に取り

組む

②観察ポイントの特徴について、予測（イメージ）する

２時間目（本時）：

①歴史的建築物の観察

②特徴的な地形の観察

３時間目：①フィールドノートのメモを整理する

②発表に向けてレポートを作成する

７ ワンポイント巡検の実践

 ⑴はじめに 

現在、地理教育は、入試等を考え、知識を詰め込む作業や社会との関連性を踏まえない学習活動となって

いる場合がみられる。また、情報技術の進歩により、情報収集能力は格段に上がっているが、地理教育が本

来目指すべき体験的な学習が不十分であることは否めない。

 平成 21 年度改訂の中学校学習指導要領の社会科地理的分野の目標⑷に「地域調査など具体的な活動を通し

て地理的事象に対する関心を高め…」とあり、課題を設けて行う学習や作業的・体験的な学習など、生徒の

主体的な学習を促すことが述べられている。また、身近な地域調査ではエ．「身近な地域における諸事象を取

り上げ、観察や調査などの活動を行い、生徒が生活している土地に対する理解と関心を深めて…」とあり、

その取り扱いについて、「学校所在地の事情を踏まえて観察や調査を指導計画に位置付け実施する…」とある。

つまり、学校周辺等の野外での地域調査を通して生徒が生活する地域に対する理解を深め、地理的な理解を

深めることや地理的見方や考え方の基礎を養うことが地理学習の大切な要素の１つとして取り上げられてい

る。

以上のことから、中学校の地理教育において、学校周辺等の範囲を設定して野外でのフィールドワークを

行い、地域的な特色を捉えて地理的な見方や考え方を養うことが重要であると考える。その際、地図や統計

データを使用することで、地理的な理解をより深めることができると考える。

 ⑵山陽女子中学校周辺の特徴 

本校は私立学校であることから、県内外から生徒が登校し、学校周辺の学区から登校する生徒は少ない。

本校は岡山市中区の東部に位置し、文教地区に立地しているため、閑静な住宅地と小・中・高校とに囲ま

れている。市街地の中心である岡山駅から学校まで約２km の距離があり、生徒は市電を岡山駅前から終点の

東山まで利用して通学している。市街地には岡山藩の城下町として発達した名残が数多くあり、岡山城や後

楽園などの名所旧跡が見られる。

 ⑶フィールドワークの事前学習 



写真１ フィールドワークの事前学習

フィールドワークの事前学習として、本校周辺の認識調査を実施した。学校周辺にどのような地形や建物

があるのかという発問をしたところ、生徒からの回答として、岡山城や後楽園のように本校からやや距離は

遠いものの全国的に有名なもの、旭川や市電の駅名のように生徒が登下校時に市電や自転車で必ず通過した

り、アナウンスにより聞き慣れて耳に残っているものが多かった。生徒の回答から分かることは、生徒にと

っての学校周辺という概念の範囲が極めて大きいこと、インパクトが強かったり、聞き慣れて耳に残ってい

る場合は記憶しているということである。しかし、残念なことに

生徒は登下校時に景観を気にしておらず、名称と場所が一致しな

い傾向がみられた。

次に今回フィールドワークを実施する範囲についての地形図

作業を行った。地形図上へのルートの記入、ルート周辺地域の地

図記号の意味調べ、ルート上の距離の計算などに取り組んだ（写

真１）。

フィールドワークのルートは市電の路線と同ルートを多く含

んでいることもあり、作業をさせると今まで意識のなかった地形

や建物が地図上に見られることに驚き、早く現地へ行って自分

の目で確認したいという前向きな気持ちになった。

 ⑷フィールドワークの指導計画 

フィールドワークでは、本校を出発して市電が並行して走る片側２車線の道路を横断したり、狭い旧山陽

道を歩いた。どちらも交通量が多く、生徒が安全にフィールドワークできるように交通安全を心掛けた。ま

た、７月の真夏日の中でのフィールドワークとなり、熱中症対策として水分補給や（木陰やベンチを利用し

て）小まめな休憩をとるなどして体調管理をすると同時に、生徒が学習活動に集中して取り組める環境作り

に努めた。

フィールドワークの評価は４観点に基づき、次のように評価した。

●関心・意欲・態度

何よりも積極的にフィールドワークに参加して学ぶ姿勢があること。更に教室で学習した内容について自

分の足でポイント地点まで行き、自分の目で見ることで確認することができる。

●思考・判断

地形図と実物を比較することができ、距離や大きさを測ることができる。また、色や形、肌触りなどを感

じることで当時の様子を推測することができる。

●資料活用の技術・表現

地形図から土地利用や地物を判別することができ、フィールドワーク中に感じたことを発表することがで

きる。また、フィールドワークの内容をノートに書き留めたり、まとめることができる。

●知識・理解

学校周辺の歴史を知り、先人の残した功績を理解できている。また、地図情報と実際の様子を比較検討す

ることができ、変化や地域的特色について自分なりの意見を持っている。

フィールドワーク後は教室にて再度ルートの確認を行うなどフィールドノートの整理に取り組んだ。

 ⑸観察ポイント 

１時間の授業内でのフィールドワークであることから、全行程を約１㎞に設定して学校周辺の特徴を示す

場所をポイントに絞ることと生徒が登下校で利用する市電の沿線を巡るように心掛けた（地図１）。

①三友寺

本校の校門を出て県道を渡った本校のほぼ正面に位置する臨済宗の寺院である。現在の場所へは 1673 年に

移転した。明治時代には山田耕筰が姉恒子を頼り、幼少期をここで過ごしている。恒子は本校の前身である

山陽高等女学校で英語や音楽の教師をしている。恒子の夫エドワード・ガントレットは西洋音楽を耕筰に指

導したり、卓球などの新たな文化を人々に伝えている。山門の手前には「ピンポン伝来の碑」が立っている

（写真２）。本校は卓球部の強豪校であり、本校と卓球との関係性を強く認識した。

1887 年には石井十次が境内の敷地を借りて、日本で最初の孤児院である岡山孤児院を創設した。現在、敷

地内に孤児院はないが、保育園がある。十次は東北大凶作時には 824 人の孤児を迎え入れ、「社会事業の父」

と呼ばれた。隣接する岡山博愛会病院の前には十次の銅像を見ることができる（写真３）。孤児院の最盛期に



地図１ フィールドワークのルート

1:10000 地形図「岡山」（部分） 平成元年編集 平成 11 年修正

写真２ 三友寺山門前のピンポン伝来の碑

写真３ 石井十次の銅像

はこの銅像から市電の終点東山駅までの 1200 坪の敷地に 80 棟の建物があった。

本校前の県道には市電が通って

おり、本校の校門の反対側の車窓

からは三友寺・石井十次の銅像を

見ることができる。しかし、三友

寺の境内は奥に位置していること

や石井十次の銅像はやや小さいこ

とから注意深く眺めていないと見

過ごしてしまう可能性が高い。

生徒にとって三友寺は跡地に残

る保育園との交流があることで保

育園への意識は高いが、山門から

境内へ入ることは初めてであった。電車通りからの入口が狭いので、境内も狭

い意識があり実際の境内の奥行きが広かったことやスポーツの種目として幅

広い人に親しまれている卓球の伝来の地が身近にあることを知り、生徒は驚い

た様子であった。本校の正面に石井十次の建設した孤児院があった事実を知

らず、日本の孤児院の先駆けとなったことや石井十次の尽力に感心していた。説明が書かれた石碑を熱心に

読み、メモをとっていた。

②旭川の土手

旭川は岡山の市街地の中心を南流している。河川敷や土手は整備され、「旭川さくらみち」と呼ばれ、花見

や花火の名所として多くの人が集まり、賑わいをみせる。ここからは家屋が少なく、旭川の蛇行の様子や岡

③

④ ②

⑤

⑥
⑦

①



写真４ フィールドワーク中の生徒の様子 写真５ 新堰管理橋

写真６ 新堰管理橋から南側をのぞむ 写真７ 表具師浮田幸吉の碑

写真８ 電信発祥の地の碑 写真９ 旧川崎町の碑

山県庁・岡山城を見る

ことができる。生徒は

地図で自分の位置を

確認しながら、より積

極的に周囲の建物の

様子を観察すること

ができた（写真４）。

③新堰管理橋

旭川の土手を北へ

進むと右に市民文化

ホールが見えてくる。ホールの前には新堰管理橋がある（写真５）。この管理橋は徒歩・自転車専用の橋とな

っているので、ゆっくりと渡ることができる。上流側には岡山城・後楽園等の史跡を見ることができる。下

流側は旭川が中島によって分けられ、西中島と東中島に東から小橋・中橋・京橋が架けられており、生徒が

登下校に利用している市電が通過している様子が見てとることができる（写真６）。

管理橋付近は岡山

藩の城府である岡山

城郭にあたり、二の丸

が配置されていた場

所である。現在でも二

の丸東門跡は旭川の

西側土手に残ってい

る。岡山城は南や西に

本丸を守るべき郭が

配置された縄張りで

あるが、本丸の北・

東には郭が全く存在しない大変防備が薄い構造をしている。この防備の薄さを補うために宇喜多秀家が旭川

の流路を変更した。これにより旭川は岡山城の本丸を囲むように東側へ蛇行して流れているのである。

旭川は岡山城付近で大きく蛇行しており、河川の蛇行は自然の変化であると生徒は認識が強く、人為的な

流路変更があったことを知り、生徒の目の前に広がる大河川の大工事には多くの人員と費用が必要であった

のではとの意見が多かった。また、河川の左岸と右岸では町並みが異なることに気付く生徒もおり、城下町

であった左岸の町並みは商店や小民家が立ち並び、当時の街並みが崩されず残されていることを自分の目で

確認できた。

④浮田幸吉の碑

旭川の土手には浮田幸吉の碑がある（写真７）。浮田幸吉は 1757 年に備前国児島郡八浜（現岡山県玉野市

八浜）に生まれ、岡山の紙屋へ奉公に出た。幸吉は空を飛ぶ鳥に興味を持ち、鳥が空を飛ぶ過程を研究した

結果、人の大きさに相当する翼を作ることで空を飛べる結論に達した。幸吉は表具師の技術を生かして翼を

製作し、旭川に架かる京橋の欄干から飛び出し、数メートル程飛んだと言われている。しかし、これを見て

いた民衆の騒動が藩

に伝わることで幸吉

は取り押さえられ岡

山所払いにされたの

である。

生徒が見た碑の位

置から旭川の河川敷

に向けて人が飛んだ

事実を知り、生徒は驚

きを隠せない様子で

あった。空を飛ぶこ

とはすぐに飛行機を利用することに直結するために翼を利用して空を飛ぶイメージがわかなかったようであ

る。



写真 10 京橋の北側に架かる水管橋 写真 11 市電が通る京橋

写真 12 建設当時の石柱橋脚の復元

幸吉の碑の付近には電信発祥の地の碑がある（写真８）。この地には 1873 年に岡山電信局が開設されて岡

山で電信が始まったことを示している。また、旧川崎町を示す碑がある（写真９）。この付近は室町時代に大

炊殿市が立ち、江戸時代には魚市場があった。旭川は高瀬舟を利用した荷物運搬が盛んであり、北部から材

木等を積んだ高瀬舟や四国・阪神方面への海運業で賑わっていた。そして、山陽道が京橋を通ることで陸運

が栄え、水運との交差点となり人と物が集散する大規模な商業地であった。

この付近は生徒が登下校で利用する市電からはっきりと見えるが、奥に立つ岡山城や県庁が大きな建物で

あるために目が行きやすい。生徒からも碑の存在を初めて知ったという意見が多かった。乗り物を利用する

のではなく、歩くことで普段見ることがない新発見があり、時間をかけて見ることができた。

⑤京橋町 ⑥京橋

京橋は旭川と中島

に架かる三橋のうち

一番西側の橋である。

かつては山陽道が通

っていたこともあり、

市場が立ち並び界隈

は賑わいをみせてい

た。京橋は幾度もの付

け替えや修繕、空襲に

よる焼失があった。

南側へ新京橋（国道）

が整備され、袂の京橋港は岡山港の整備によって消滅したことで、陸運や水運としての機能は昭和 30 年代を

もって終了している。現在の京橋の橋脚は 1917 年当時のままであり、上流側には水管橋が架かっておりと

もに近代化遺産として貴重なものである（写真 10）。

京橋付近では現在、朝市が行われ毎回２万人前後の集客がある。朝市が城下町の名残であることを生徒は

理解できていた。京橋は生徒が登下校時に利用する市電が通過している。市電の複線と２車線の車道と歩道

が幅の狭い橋の上で窮屈な状態で共用している（写真 11）。南側の国道は渋滞が多く、市街地への交通の要

衝として京橋の交通量は多い。京橋はかつて山陽道が通過してい

たが、生徒は京橋の橋幅の狭さから考えて、現在の都市道路との

主要道路の差が大きいことが理解できた。山陽道は中納言町から

北進しており、現在においても大きな道路に挟まれるように旧街

道が残っている事実を理解することができた。市電が京橋を通過

する際に水管橋が現れるが、この事実に気付いていた生徒は少な

かった。水道管としての役割を果たしたが、生徒にとっては注目

すべき建造物ではなく、「もう１本橋がある」程度の認識か、「何

が通っているのか」普段から疑問を持っている生徒もいた。現在

の京橋の橋脚は鋼管橋脚であるが、建築当時の石柱橋脚を復元し

たものを見ることもでき、歴史を感じさせる建築物をゆっくり

と自分の目で見ることで認識することができた（写真 12）。

⑦小橋

京橋を渡ると中橋と小橋が中島に架かっている。中島（現在の西中島町）にはかつて遊郭があり、現在は

民家が密集して細い道が入り組んでおり、その名残りを見せている。地図を確認すると旭川の２つの中州に

町があることに生徒は気付き、旭川の流れが穏やかであり水害が少ないからこそ形成された町であると考え

ることができた。

 ⑹生徒の反応

フィールドワークの事前学習では校外での学習に期待を膨らませていた生徒が多く、全体を通して積極的

にフィールドワークに取り組めたと考える。校外に出ると交通量が多い為に生徒の安全確保が優先され、説

明を聞く生徒の位置など細心の注意が必要であった。

生徒にとっては今回のフィールドワークは登下校しているルートではあるが、見落としていた箇所の新た

な発見があったと考える。その理由は登下校において周りに対して無意識で通過していること、交通機関の



利用により小さな碑や建造物、旭川の中州のように範囲が大きなものが視界に入らず確認できないことであ

ると考える。フィールドワークのように目的を持って周りを見ること、自分の足で歩くことによって細部に

までに目を行き届かせることが可能なのである。

フィールドワークをする際に地図上でのルートや自分の位置を確認した。その際、こちらから説明を加え

ることで、視覚や聴覚で覚えている知識や景色と説明をリンクさせて理解へとつなげることができる生徒が

多かったと感じた。また、地図上で確認した建造物等の大きさと実際の大きさに差があった生徒が多かった。

途中で発展的な内容へ一歩踏み込んだ質問もあり、より発展的な学習になったと考える。

今回のフィールドワークでは本校周辺を知ることがテーマであったが、輝かしい功績を残した人物の活動

の地が本校周辺であることを知り、歴史的な関心も深まったように感じられた。生徒からは写真で見る学習

とは異なり、実際に自分の目で見ると、その迫力や繊細さが伝わってきて、見た物が目に焼き付いていると

の感想があった。そして、事後学習としてその記憶に教師側から説明を加えたところ、さらに深い学習へつ

ながったのである。生徒からは教科書の学習内容についても実際に自分の目で確認したいとの意見が出され、

本校周辺でのフィールドワークがより発展的な学習への第一歩となることが確信できたのである。

 ⑺おわりに

１時間の授業内で地図を利用した事前学習を行ったところ、学校周辺の地理的な認識等（距離感・歴史・

名称）の低さが明確となった。生徒の目や耳で捉えた物が記憶となっていることが多いこと、つまり、五感

から得る知識が認知の原因の１つになっていると考えられたのである。

現在、調べ学習のツールとしてインターネット等を活用すれば、現地へ足を運ばなくてもリアルタイムで

大量の情報収集は可能である。しかし、「意外と小さい」「思っていたより距離がある」「触ると古いものだと

感じた」などと生徒からの感想が示すように、ルート上へ自分の身を置くことは五感をフルに使い知識だけ

からは得ることができない地理的な見方や考え方を身に付けることができると確信することができた。また、

体験が不足している学習環境下で足を動かし汗を流した経験は社会生活において生きてくると考える。フィ

ールドワークの時間の確保等など状況は厳しいが、地理学習の大切な要素としてフィールドワークを捉え、

今後も生徒の五感を刺激できればと考えている。

（山陽女子中学校・高等学校 井上 貴司）


