
№ 地　区 作　　　品　　　名 学　　　校　　　名 学 年

滋　賀

仙　台

富　山

岐　阜

札　幌

知られざる三角山問題！？ ～立体地図で見る三角山～ 札幌市立宮の森中学校 １年

かつて校区内を走行していた定山渓鉄道を巡って 札幌市立幌東中学校 ３年

僕の街の土砂災害ハザードマップ 札幌市立円山小学校 ５年

主題図「「バリアフリーによる視覚障害者への配慮」 仙台市立第一中学校 ２年

土地利用図「宇都宮」 仙台市立第一中学校 ２年

ぎふ県№１！美の加もお蚕マップ ＊冊子は平台に展示＊ 美濃加茂市立下米田小学校 ３年

地震から命を守れ！ 羽島市立竹鼻小学校 ４・２年

伊央里の水辺環境 MAP ＊立体模型は平台に展示＊ 岐阜市立合渡小学校 ４年

集中豪雨からまちを守れ！松川雨水貯留施設のはたらき 富山市立堀川小学校 ６年

富山湾漂着ごみの謎を追え！！ 富山市立堀川小学校 ６年

平松町の見どころ 東近江市立湖東第一小学校 ４年

学園通り調査隊！ 大津市立瀬田東小学校 ３年

犬上川はどこから？源流をさぐろう 彦根市立高宮小学校 ４年

私の町の石碑マップ 滑川市立東部小学校 ６年

奨励賞

国土交通大臣賞

☆国土交通大臣賞

☆文部科学大臣賞

☆審査員特別賞

文部科学大臣賞

奨励賞

第２５回 全国児童生徒地図優秀作品展　作品一覧　－ NHK 大阪放送会館会場 －

　全国児童生徒地図優秀作品展は、全国の各団体から推薦された「児童生徒の地図に関する作品」を一

堂に集め、地図を使った教育や児童生徒の地図についての取り組み方などを広く紹介し、より一層の地

図の普及啓発を促進する目的で開催するものです。

　本会場では、各団体より推薦された優秀作品を展示しています。

　多くの皆さまにご覧いただければ幸いです。

　令和４年２月　　　　　　　　　　　　　

全国児童生徒地図作品展連絡協議会

  国土交通省国土地理院　　　　　　

会場配置図

◆ C ブース ◆ A ブース

作品リスト

◆ A ブース

《札幌地区》

平　　台
( 立体模型 )

《全国 (旭川)地区》

《多摩地区》 《富山地区》

《赤穂地区》

《滋賀地区》
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№ 地　区 作　　　品　　　名 学　　　校　　　名 学 年

神　戸

仙　台

岐　阜

茨　城

滋　賀

鳥　取

広　島

赤　穂

全　国
( 旭川 )

広　島

徳　島

多　摩

立命館

地図模型「利尻島」 仙台市立南光台中学校 ２年

ぎふ県№１！美の加もお蚕マップ ＊地図はパネルに展示＊ 美濃加茂市立下米田小学校 ３年

伊央里の水辺環境 MAP ＊地図はパネルに展示＊ 岐阜市立合渡小学校 ４年

近江うまいもんマップ ～今までと、これからと、みんなの想いと～ 湖南市立石部小学校 ６年

那珂市のこだわり生産者やさいマップ 那珂市立菅谷西小学校 ３年

学校がなくなる 常陸太田市立久米小学校 ６年

野生動物からの被害　大調査 常陸太田市立久米小学校 ５・６年

とつ然起こる！災害！ ～だからいつも備えよう～ 広島市立矢賀小学校 ５年

三度の災害から見る広島 ノートルダム清心中学校 ２年

熱海伊豆土石流災害 ～盛り土に焦点を当てて～ ノートルダム清心高等学校 １年

呉鎮守府水道の歴史 広島大学附属小学校 ４年

赤穂の外来生物 MAP 赤穂市立塩屋小学校 ３年

おいしいひみつをさぐれ‼MAP
赤穂市立赤穂小学校
赤穂市立赤穂幼稚園
赤穂市立尾崎保育所

２年
年長
３歳

ぼくのオススメ公園ベスト 10 マップ
赤穂市立高雄小学校
赤穂市立高雄幼稚園

３年
年少

ぼくらのまちの公園ツアー㏌高雄 赤穂市立高雄小学校 ３年

赤穂かるた絵マップ 赤穂市立塩屋小学校 ５年

いざ恐竜時代へタイムスリップ 赤穂コールドロンのナゾを解け！ 赤穂市立塩屋小学校 ６年

災害に強い町へ‼ ～一人一人が考えよう～ 赤穂市立原小学校 ５年

大型トラックはどこへ行く？ ～密着！父の仕事～ 鳥取市立散岐小学校 ５年

車がない？どうする交通手段！ 鳥取市立散岐小学校 ６年

鳥取が日本の中心だった！？後醍醐天皇をたずねて ～御来屋と名和長年～ 鳥取市立美保南小学校 ６年

鳥取市大火図で歩く～大火から 70 周年現在も続く防火対策を知る～ 鳥取市立岩倉小学校 ６年

田宮街道の昔と今 徳島市立千松小学校 ６年

童話「花豆の煮えるまで－小夜の物語」の舞台はどこにあるのか 徳島文理中学校 １年

ぼくのすむ町～ぼくのいえからなん歩かな～ 徳島市立千松小学校 ２年

「歩いて調べた」渋野町アグリマップ 徳島市立渋野小学校 ５年

こんにちは　とりさんたち 多摩市立南鶴牧小学校 ２年

多摩市政施行 50 周年これからの多摩市の交通を考える 多摩市立諏訪中学校 ２年

そよ風の道 ウォーキングマップ 多摩市立南鶴牧小学校 ４年

広島の路面電車、安全への取り組み ～次世代型路面電車「LRT」～ 広島大学附属小学校 ４年

仙台市上杉地区事故危険マップ！！ 宮城教育大学附属小学校 ３年

ここは危ないけん はよ逃げるじょ！！見能林避難時間マップ 阿南市立見能林小学校 ６・４年

桂小学校安全マップ 京都市立桂小学校 ４年

新地町の防災安全マップ 牛久市立中根小学校 ４年

だれでもなりうるよ！　松葉杖でおでかけマップ　～雨あがりへん～ 新宿区立市谷小学校 ３年

ぼくたちの町内の坂道ハザード MAP!! 仙台市立折立小学校 ３・６年

ハザードマップに潜む川跡 世田谷区立松原小学校 ５年

コロナ禍で増えた？ゴミの分布 MAP　井の頭恩賜公園 宝仙学園中学校 １年

重ね地図で坂道を可視化してみたら都会に砂漠が出現した！　
フードデザート（食の砂漠）問題を考える

晃華学園中学校高等学校 ２年

円山地区～残された跡を辿って～ 立命館慶祥中学校・高等学校 ２年

奨励賞

奨励賞

審査員特別賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

文部科学大臣賞
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◆ A ブース つづき

◇平台 ( 立体模型等 )

◆ C ブース



「全国児童生徒地図優秀作品展」の概要

札幌地区

　「札幌市児童生徒社会研究作品展」 は、札
幌市の児童生徒の社会的なものの見方や考
え方を育てると共に表現する力を高めるた
めに、自由研究を中心に社会科・生活科及
び総合的な学習の時間等の内容を生かした
作品を募集し、将来のよき札幌市民・北海
道民の育成につながることを願って、毎年
９月～１１月に開催されています。

全国地区

　「私たちの身のまわりの環境地図作品展」 
は、小・中・高校の児童生徒を対象に、身
のまわりの環境について関心を持ったこと、
考えたこと、調査したことを地図にするこ
とを通して、地図や環境に対する関心を深
めてもらうことを目的に毎年 10 月に開催
されています。

仙台地区

　「仙台市中学校生徒地図作品展」 は、仙台
市内の中学校生徒が主題図、高度分布図、
土地利用図、地図模型の作成を通して、地
図についての理解と地理的な考察力を育て
るとともに、資料活用の能力を高めること
を目的に毎年 11 月～ 12 月に開催されてい
ます。

茨城地区

　「いばらき児童生徒地図作品展」 は、茨城
県の小・中学生が身のまわりの環境や地域
の姿を自ら観察・調査し、それらを地図と
して表現することにより、環境や地図さら
には地域に対する関心を深めることを目的
としています。毎年 11 月～ 12 月にかけて
作品展が開催されます。

多摩地区

　「多摩市身のまわりの環境地図作品展」 
は、日常、触れたり感じている身のまわり
の生活環境を取り上げ、自分で観察し、地
図として表現することにより、環境の捉え
方を身を持って学び、環境に対する理解を
深めることを目的に毎年 11 月～ 12 月頃に
開催されています。

富山地区

　「とやまみんなの地図作品展」 は、富山県
内の小・中学生を対象に、身のまわりの環
境や地域の姿を観察、調査し、それらを「地
図」として表現することにより環境や地図、
さらには地域に対する関心を深めることを
目的に毎年 11 月に開催されています。

岐阜地区

　「児童生徒地図作品展」 は、岐阜県内児童
生徒の自主的な研究活動を奨励し、地図に
関する興味や関心、活用能力を高めること
を目的に10月～11月に開催されています。

全国地区 神戸地区

　「神戸市小学校社会科作品展」 は、各学年
の学習能力に応じ、身の回りの社会事象を
歴史的視点・地理的視点・環境的視点など
から考察し、多様な発想で表現することで、
神戸市内の小学生が、社会科への興味関心
を高めることを目的に毎年９月に開催され
ています。

赤穂地区

　「あこう絵マップコンクール」 は、子供た
ちが自分たちの住むまち「赤穂」を探検し
たり、まちなみ、歴史を調べたりして、そ
の感性や創意工夫を生かした絵マップを作
ることを通じて、子供も大人も「赤穂」の
魅力を再発見し、郷土愛を育成し、まちづ
くり意識を醸成することを目的に毎年８月
に赤穂駅ギャラリーや赤穂市民病院で展示
会が開催されています。

鳥取地区

　「鳥取県児童生徒地域地図発表作品展」 
は、県内の小・中・高・特別支援学校の児
童生徒の地域に対する関心を喚起し、野外
における観察の能力・洞察力・表現力を高め、
同時に地図利用及び地図作成能力の向上を
目的に、10 月～ 12 月に鳥取県内４箇所に
おいて開催されています。

広島地区

　「地図ならびに地理作品展」 は、小・中・高・
特別支援学校等の児童生徒に地図ならびに
地理作品の制作を通して、地図に対する正
しい理解を持たせると共に、それを活用す
る能力を身につけさせることを目的に毎年
９月に開催されています。

徳島地区

　「児童・生徒の地図作品展」 は、徳島県内
の小・中・高校の児童生徒が作成した地図
類を募集し、優秀な作品を展示して、地理
教育・地図教育の発展を図ることを目的に
毎年 11 月末～ 12 月初めに開催されていま
す。

大分地区

　「大分市児童地図作品展」 は、児童が地域
の姿を自ら観察・調査し、それらを地図と
して表現することにより、地図への親しみ
を深めると共に、児童の地図利用及び地図
作成能力の向上を図ることを目的に毎年 10
～ 12 月に開催されています。

第４２回開催 第３１回開催 第５３回開催

第２２回開催 第２５回開催 第１５回開催

第２７回開催 第１５回開催 今年度は開催せず

第１９回開催 第２３回開催 第６０回開催

第２９回開催 今年度は開催せず

　「みんなでつくる地域の安全安心マップコ
ンテスト」 は、小学生が保護者や家族、地域
住民、教員らと一緒に地域の安全安心につい
て調べ、マップを作成することで地域の安全
安心に対して関心を持っていただくことを目
的に毎年８月末から作品を募集し、10 月の
表彰式を経て、12 月まで作品展を開催して
います。

　全国児童生徒地図優秀作品展は、全国の各団体から推薦された「児童生徒の地図に関する作品」を国土地理院「地図と測量の
科学館」ほか３会場において展示することで、各地の地図を使った教育や児童生徒の地図についての取り組み方などを広く紹介し、
より一層の地図の普及啓発を促進する目的で開催するものです。
　作品展に参加する団体は、全国児童生徒地図作品展連絡協議会加盟の団体 ( 正会員 ) 及び連絡協議会が認める団体 ( 特別参加団
体 ) です。
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「全国児童生徒地図優秀作品展」の概要

札幌市児童生徒社会研究作品展
主催：札幌市教育地図研究会

私たちの身のまわりの環境地図作品展
主催：環境地図教育研究会

仙台市中学校生徒地図作品展
主催：仙台市中学校社会科研究会

いばらき児童生徒地図作品展
主催：いらばき児童生徒地図研究会

多摩市身のまわりの環境地図作品展
主催：多摩市身のまわりの環境地図作品展運営委員会

とやまみんなの地図作品展
主催：とやま地図作品研究会

児   童   生   徒   地   図   作   品   展
主催：岐阜県図書館

みんなでつくる
地域の安全安心マップコンテスト
主催：立命館大学歴史都市防災研究所

神戸市小学校社会科作品展
主催：神戸市立小学校教育実践研修社会科グループ

あこう絵マップコンクール
主催：あこう絵マップコンクール実行委員会

鳥取県児童生徒地域地図発表作品展
主催：鳥取県地域社会研究会

地 図 な ら び に 地 理 作 品 展
主催：広島県地理作品展運営委員会

児 童 ・ 生 徒 の 地 図 作 品 展
主催：徳島地理学会

大  分  市  児  童  地  図  作  品  展
主催：大分市小学校教育研究会社会科部会

《特別参加団体》

《正会員》

◎第 １３ 回　社会科児童地図作品展（滋賀地区）
　主催：滋賀県小学校教育研究会社会科部会

＊全国児童生徒地図作品展連絡協議会は、正会員と特別会員 (( 一財 ) 日本地図センター、( 一社 ) 地図協会、
　( 一社 ) 地図調製技術協会 ) で構成され、国土地理院が事務局をしている組織です。


