日本の
国土

内容とその取り扱い：第５学年

・0度を中心にすると
… 日本は・・文明の
中心・西欧からみて
「最果て」の地。

(1) 国土の様子と国民生活
（知識及び技能）

（内容の取扱い）

・世界における我が国の国土の位置，国土の構成，
領土の範囲などを大まかに理解すること。

・「領土の範囲」については，竹島や北方領
土，尖閣諸島が我が国の固有の領土である
ことに触れること。

・我が国の国土の地形や気候の概要を理解する
とともに，人々は自然環境に適応して生活している
ことを理解すること。
・地図帳や地球儀，各種の資料で調べまとめること。
（思考力，判断力，表現力等）
・世界の大陸と主な海洋，主な国の位置，海洋に囲
まれ多数の島からなる国土の構成などに着目して，
我が国の国土の様子を捉え，その特色を考え，表現
すること。
・地形や気候などに着目して，国土の自然などの様
子や自然条件から見て特色ある地域の人々の生
活を捉え，国土の自然環境の特色やそれらと国民
生活との関連を考え，表現すること。

・地図帳や地球儀を用いて，方位，緯度や経
度などによる位置の表し方について取り扱う
こと。

地球儀
でみると

・「主な国」については名称についても扱うよ
うにし，近隣の諸国を含めて取り上げること。

Winkel 図法

・その際，我が国や諸外国には国旗があるこ
とを理解し，それを尊重する態度を養うよう
配慮すること。

0度

・「自然条件から見て特色ある地域」につい
ては，地形条件や気候条件から見て特色あ
る地域を取り上げること。

World … 世界地図 … 広大
Globe … 地球儀 … 狭い，か弱い

正射図法

日本の領海等
概念図

・国土面積 37.8万km2
北海道
本州
四国
九州

7.8万
22.8万
1.8万
3.7万

・領海 43万km2
・接続水域 32万km2
・排他的経済水域EEZ
448万km2
世界の中の日本の位置
・世界最大の大陸と大洋の”際”
・諸文明の発祥地から最遠の極東
・大国アメリカと大洋を隔て対峙

Winkel 図法

・延長大陸棚 18万km2

Q：各経・緯線は何度？
Q1：0度はどれ？
Q2：最大値は？
Q3：仙台は？

海上保安庁HP

Nijix GeoStudio v1.99

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC
/ryokai/ryokai_setsuzoku.html

「スケール感」を持とう
面積（km2）
・1km2＝1000m四方
＝100万㎡
岩手県 15,275 km2
宮城県 7,282
仙台市
786
東北6県 66,948
中国
959.7万 km2
アメリカ合衆国 983.4万
ユーラシア大陸 5,476万
十和田湖 61.1
猪苗代湖 103.2

国土の構成：自然

標高

面積（ha）
・１ha＝100m四方＝1万㎡
・1km2＝100ha
※東京ドーム＝4.7万㎡
≒ 216m四方

・日本の農地面積＝450万ha
・最多：昭和35年の607万ha

直線距離
・青森〜仙台 280 km
・仙台〜東京 310
・東京〜福岡 900

仙台駅前 35 m
青葉城址 115
岩木山 1,625 m
岩手山
2,038
早池峰山 1,917
栗駒山 1,626
鳥海山
2,236
月山
1,984
蔵王・熊野岳 1,841
磐梯山 1,816
富士山 3,776

グリーン
タフ

流路距離
北上川 268 km
最上川 229
阿武隈川 239

二宮書店
『日本地誌１』
1980

基本的な地形と配置
・火山灰台地

… 火山列島の特質，東北地方が典型。

・外形：列島，島弧
山がち，狭い平地

・大断層帯（糸魚川・静岡線）
の東西で異なる山地配列

・他の隆起山地
北上山地

・成因：プレート運動，
火山活動

・北上・阿武隈山地 … 大陸の切れ端
・奥羽山脈 … 列島の屋台骨の火山列

… 山地前面が侵食されてなだらかに
… 平坦化した丘陵，隆起した平地
… 盆地，沖積平野
・段丘 … 川の侵食＋隆起で「段々」に
・扇状地 … 山地から平地への出口

『小学生の地図帳』
帝国書院,2014

二宮書店『日本地誌4』

・古生代末〜中生代
の堆積岩に花崗岩が
貫入。・中央は500〜
1000mの隆起準平原
・花崗岩の残丘：1900
m級の高山 … 早池峰，
大滝根山

阿武隈山地

・1000m以下の丘陵
・第三紀の堆積岩，火山岩，海底
火山由来の緑色凝灰岩
・各所に火山が貫入 …岩木山，
鳥海山，月山

・三陸海岸
… 北上山地
が沈水して，
リアス海岸に

・相双海岸 … 縄文まで
リアス海岸。その後，川
が埋積してラグーン化

気候条件から見て特色ある地域

気 候

ｵﾎｰﾂｸ
気団

・気温 … 緯度

冷

シベリア気団

・生物カレンダー
… 桜開花，ツバメ飛来

冷気

道東
東北太平岸
福島中通り

南西沿岸

長野盆地
瀬戸内

多雨

寒気

・卓越風 … 風向が数ヶ月
で大きく変化 ⇒ 四季
… 季節風，モンスーン

出羽，北陸

少雨

寒流
年降水量

暖

・地形 … 脊梁山脈を境に
天候がしばしば対照的
・海流，海水温 …
気候地域
・南西・北東 … 気温
・裏・表 … 降水パターン

暖流
暖流

太平洋気団

特色ある自然条件の地域；地形

『気候（日本の自然5）』岩波書店，1986

・山地（起伏地）のくらし

・標高差の活用
・棚田，石垣
急傾斜地に暮らす
四国山地

・在来農法

・低地＝輪中のくらし
・初めは中洲の上流側に築堤
・後に，海からの逆流に備えて
下流側にも築堤

・排水路，堀り上げ田

丸森・沢尻の棚田

・洪水を逃れる工夫
… 災害文化，防災景観

自然と生活

低湿地
傾斜地 … 棚田

… 旧北上川氾濫原の
文化景観「水山」

・「日本棚田百選」の顕彰制度もある
美しい棚田。
・しかしこれが「美しい」と賞賛されるよ
うになったのは1990年頃から。
・農林水産省が全国調査で把握した
のは1993年のこと。

大蔵村四ケ村（しかむら）の棚田

http://www.pref.yamagata.jp/
ou/somu/020020/03/mailmag/special/selection100/tanada.html

★こんな経済的にも労力的にも不利な
場所まで耕さなければならなかった歴史
的，社会・経済的背景は？
・稲作に必須の水の供給方法，長年の風
雨に耐えて維持されてきた仕組みは？

・全部で100余棟，うち豊里町に43棟
・水山の上に井戸があるのが原型。
・蔵が建つのは明治以降
・1927奥羽大水害

・近年の注目で，域外の人々とどんな
つながりが生まれ，どんな財政支援を
受け，どのように地域の「よりどころ」に
なっているのか？
丸森町沢尻（2006.9.23）

旧豊里町・高橋照喜さん宅に
残る水山と板倉 ⇒
河北新報（2004.5.02）

高冷地の環境を活かす

・七日原は山麓扇状地で，近世
の牧野。戦後は開拓地になり，
酪農と高原大根に活路。

蔵王・七日原

・1964年，神奈川で酪農技術を
研究していた財団法人が，良
質の生乳が得られるここに農
場を構える。
・1980年には本部も移して「蔵
王酪農センター」となり，ナチュ
ラルチーズの製造を開始。
・折しもナチュラルチーズが
ブームに。
・多くの商品を開発して，「蔵王
チーズ」は名産品に。
・首都圏の学校体験も早くから
受け入れ。
・現在は60haの農場を所有し，
施設名を「蔵王ハートランド」と
変え，2004年7月「手作り館」を
オープン。

・1986秋，七日原の農家でつくる
「高原大根交流会」が仙台の主
婦層向けに「詰め放題」の大根
狩りイベントを行い，市価の半値
で人気を博す。今年も継続。

北山五山

大崎八幡

台の原

東照宮
清水沼

中心市街地
青
葉
山

原町

宮城野原

仙台城

清水小路

大年寺

新田開発
郷士集落

★河原町

鈎取寺

・遠刈田温泉に近いこともあ
り観光・交流施設が増加。

近世仙台圏の交流システム

仙台付近
の地形

利府・松島
丘陵

Ａ

・異なる「地形地域」の特性を生かし
た生活圏の維持システム

★
寒風沢

河岸段丘
岩切

・近世期，広瀬川下流部
左岸の段丘上に，大規模
な城下町が開かれた。
・周辺の丘陵地は，城下
への薪炭や林産物の供
給地の役割を担う。

段丘

★河原町
河原町

扇状地
★閑上
閑上
愛島

・近世期，新田開発が
盛んになり，仙台平野
に郷士集落が成立。

段丘
段丘
段丘，盆地
沖積平野

・仙台平野西端の丘陵や城下町
に接する地域（利府〜岩切〜南小
泉〜愛島）には，近郊農産物の産
地が誕生。
・両地域の接点に位置する河原
町には，市場が成立。

盆地

Ｂ

★荒浜
荒浜

Ｃ

『仙台市史，自然編』

・それぞれのサブ地域が補完しあって，
仙台城下の生活を支えてきた。
… 近世仙台の生活圏の地域システム

・近世期，名取川・阿武
隈川の河口には港町が
整備され，水運や水産
物の供給を担った。
◇Ａ・Ｂ・Ｃは，農業に有利とはいえな
い土地条件を克服して，特色ある営農
を確立したことで知られる。それはどん
なものか，調べてみよう。

