「地誌学」の特徴

・地誌学は，特定地域の地域性をできる
だけ「トータル」（自然・風土・歴史），かつ
客観的，実証的（景観図，分布図，実地調
査）に描きたいと考えていること。

・「地誌学」は，特定地域の地域性の探究
に独自性を求めようとする地理学の一流
派。

… この点では主に「国」ごとの政治・経済・社
会・文化の構造をまるごと捉えようとする「Area
Studies」と理念は似てるが，方法はかなり違う 。

・その地域記述の方法は，ブラーシュ
が整理・提示している。
… 相観，関連，図式化，変わらぬ特性，
地域接触，生活様式，地的統一
… 主な方法の多くは，専門分野別の
地理学が発展させてきた。

・しかし，どんな地域でも，「すべて」を記述
しつくすことはできず，その意味も薄い。
・トータル性を意識しつつも，「地域性」の
重要事象は事前に（予備調査で）認識した
上で，その事象を軸にして記述する面も。。
⇒西欧…先進経済，国家統合，文化摩擦

・地誌学の成果品は，特定地域の
地域性を記述した「地誌」書。
・典型的な地誌書における地域の記述
内容は，網羅的・百科事典的にみえる。

アフリカ … 低開発，モノカルチャー，紛争

… 自然，歴史，集落，産業，政治，文化 …

・軸になる事象を捉えるには，地理学・地誌
学に限定せず，地域関連諸分野の成果や，
最新の政治経済動向を知る必要。

学校教育における「地誌」
・大学の授業科目に「地誌学」があるのは，
社会，地歴の教員免許科目のため。
・それは，地誌（学）的見方が児童・生徒の
世界認識の形成に有用であるため。
・学校教育における「地誌」学習には，
以下の２つの課題が課せられてきた：

再発見 生涯教育・
愛着

地域学

郷土学習

目的

自地域学

地域
低学年 → 高学年

学校教育・
地域学習

地域で学ぶ

自地域
近隣 学区 市町村 県

地域研究

（Area Studies）

地域を学ぶ

地元学

個性
追求

再生

他国・地域の
総合的な理解

②「社会科」の1分野として … 日本と世界
で生きる市民または「公民」としての資質形
成のための世界・地域認識の育成

国内

他国

地域科学
客観モデルによる分析

「地域学」関連分野の見取り図

一般性
追求

・地名・物産暗記 ⇔ 地理的理解力

①地域を選択する理由，学習目標における位置づけを
②地域性の探究にふさわしい視点，構成
③地理的方法を取り込む工夫

①選び方

… 世界の地域構造の包括的把握 ＝ 地域性の整理が必要

・文化圏・経済圏 … 右図
・国力 … 大国，小国etc.

（Regional Science）

★試験評価との関係

… 限られた授業時数の中での周到な単元計画が必要

冷寒帯，高山，東岸，西岸etc.

他地域

※②
②に関しては， 「無国籍的」な社会科教育
が自民党から批判を受け，1999改訂の指導
要領から「日本人としての自覚」形成が目標
に加わっている。

＝資料分析・描図・読解力

・風土 … 熱帯，乾燥帯，温帯，

高校地理・
地誌教育

②を重視すれば，地理（学）の枠内にとど
まるのは不十分。 他の地域研究分野（国
際政治学，国際経済学，国際社会学，民
族学，Area Studies etc.），マスコミ報道，ル
ポルタージュ, ノンフィクションの一般書
もおおいに利用すべき。
※月刊誌 『地理』 も情報源としてお勧め。

①「地理」の1分野として … 地理的方法の
習得の機会にも。
・地理的方法 … 世界や地域の環境・風土
認識， 事象の地図化， 地域比較，それらを
通した「地域性」への視点

授業での扱い
地誌学

①を重視すれば，対象地域を，地理学習
の事例として扱うことに。

・経済力…先進，新興，低開発etc.
・日本との関係 … 近隣，文化，
貿易，政治，援助etc.

・スケール … 大陸，国家群，

国，一国内の地域，生活圏 etc.

ある高校の先生
の世界区分案

学習目標の構造化

事例国・地域

… 世界の構造と多様性，各地域の本質につながる
トピックを効果的に組み合わせる工夫を。

風土地 文化圏・ 国力・規
日本との Global
近代化
域
経済圏
模
関係
Issue

…

③地理的方法
・上記の視点から，地域の物語りや地域
形成の様相をグラフィックに描くこと。

中国・朝鮮

… 決め手は「地図」＝客観性，地域性

東南アジア

★「重点目標」を示す。たとえば …

… とりあえず，地図帳をフル活用

オセアニア

・ヨーロッパ・EU … nation国家の発展と変動
・北アメリカ … 大国の成立と個人主義パワー
・東南アジア … 流動社会の「国民」形成と日本
・アフリカ … 低開発の構造
・オセアニア … 島嶼国家の存立と近未来

中東アラブ
ヨーロッパ
アフリカ
北アメリカ
中南アメリカ
BRICs
極地
：

・地域の選びかたで「重点目標」は変わる。

★99改訂要領からは，地域スケールと日本
との関係に応じた選択が必要に。
… 大陸･国家群（EU），主要国，途上地域，
近隣国（中韓），国内地域，地元＝地域調査

・これらを「風土」とクロスさせれば，基本的な組み立てができるはず。

⇒ブラ－シュが整理してみせた
「人文地理学」の方法
・環境論（人と土地，風土），景観論
（事象の地図化）の活用は，そのま
ま「地域性」の科学的な描出と説
明に直結するはず。

森林破壊の現場①
東西350km

★加えて，internetが整備され，安価・
高性能の地図ソフトが普及した今こ
そ，地誌教育の時代！
★Google Earthで教材
の現場にひとっとび

森林破壊の現場②

＋「地域性」だけでは抜け落ちかねない視点 … Global Issue … 政経，現社と調整
★英語を厭うな。net情報の基本言語。

②視点

・本講義では，

… 3つの「地域性」

1）その地域がどんな部分地域から成り
立っているか 。
・それらは，その地域のどんな背景（自然
的，歴史･文化的）から，また人々のどんな
意志から生み出されたのか。
・それらは，その地域の社会経済の中で，
どんな役割を担っているか。
2）その地域は，より広い地域（あるいは
世界）の中で，どんな特徴をもち，どんな
地位を占めているか。
3）日本，自地域，自分たちの生活との
関係からみた，対象地域の特質理解
⇒ これらは，「スケール」に応じた
地域の見方と関連

東西7 km

・「地域性形成」の主役 … 人と集団
・その舞台としての土地・環境基盤
… 自然環境を改変し，環境に適応する
生活と生業の中から紡ぎ出された文化
と地域，それを育んできた人々の意思と
努力，そして近代化・グローバル化の中
での，その変容の物語りとダイナミズム
を，具体的な場に即して知ること

※「歴史」はなぜ面白いか … ストーリー
があるから。
⇒ 地域の形成にも当然ストーリーはある。
地名・事項の羅列ではなく，地域や場所の
「物語り」を。
… 社会科教師は「物知り」であれ。。

・ヨーロッパ

・軸となるテーマ：

・東南アジア

・狭い半島的「亜大陸」，全般に温和な環境の中にも，
民族・文化領域が錯綜 … その歴史・風土構造は？
・主要国と経済力の由来，小国の存立構造は？
・民族国家の生成と統一EUの統合・分散の力は？

・アメリカ合衆国
・軸となるテーマ … 20世紀の産業技術の多くを発明・改良・
商業化し，大衆文化を世界に広めた大国。
・自然的制約と歴史的しがらみが弱い中で，人々は意志に
よって大陸の環境をどう改変し，合理的空間に変えたのか。

★焦点 ＝ 景観・地域の形成プロセス … 土地条件，
歴史展開，地域的まとまり，地域像，人々の意思や価値観，
地域をとりまく社会経済連関 … の視点から描く。
⇒ いわば「地歴学」

・軸となるテーマ
①多様性 … 環境，歴史，文化
②近代国家と伝統，日本
・各国・地域の多様性の中で，
今日の経済成長が，どのよう
な国情，政策，地域関係の中
で実現したか。
・発展の過程で，多様な環境を
背景とする地域がどのように
変容・展開し，どんな問題が生
じているのか。

・多分野にわたる情報源 …
配布資料に付された出典を
みて分かるように，多くの分野
の成果が取り入れている。

指導要領における「地誌」

Ⅱ編

1）高校「社会科」指導要領に
おける地理・地誌科目

1989

・1947〜 人文地理
・1963〜 地理Ａ,Ｂ
・1973〜 地理A（系統地理），
地理B（地誌）
・1982〜 地理
2）89改訂＝地理歴史科

3）「地理歴史科」時代の地誌
地誌

・働きすぎ批判 ⇒ 週休2日，時数削減

・国際化 ⇒ 世界の地域性認識の意義

・過度な競争 ⇒ 新しい学力観

・時数削減，地理A（週2コマ）導入
⇒ 国・テーマの選択

・時代の変化 … 高度経済成長，低成長，
円高・グローバル競争，地域経済疲弊，
地球環境，global issue，IT・GIS，災害
… 国際化の中の自国・自地域

⇒ 視点・方法の精選 …① 「地誌的考察」，
「系統的考察」を明示。②地理的技法の明示，
③現代世界の地域区分，④規模に応じた地
域性把握，⑤「課題」＝Global Issue志向

現行要領の高校地理
・３大単元＝系統，地誌，課題
＋ 地理的方法；「窓」方式

⇒内容多すぎ
・地理専門教員過少

・地域，事象 … 網羅から選択制へ
二宮「詳解
地理B」
2014.1版

Ⅰ編

Ⅲ編

「地理基礎」，「歴史基礎」の創設と必修化
・2011年8月，学術会議答申

・ 「地理基礎」の構成試案

・背景：

１．現代世界の特質と課題：

・2006年秋の「世界史未修問題」の発覚を
受けた地歴教育の改革案
・暗記偏重の歴史教育への疑問
・グローバル化，GIS普及，防災教育の面か
らも，「地理」重視の求め
・20年以上続いた歴史必修による地理教
員数の激減

・現代の世界的課題に興味を持ち，その解決
に寄与するための基礎的な知識、地理的見
方，考え方

２．地域社会の特質と地域づくり
・中学までの「身近な地域」の学習をふまえて，
より広域な「生活圏」の視点から，地理的事象
や地域の課題を探求

３．地理的分析技能
・「地理基礎」の基本視点
・現実に起こっていることを起点にする
・場所，環境，空間，時間に注意して考える
・個別事例をくみ上げて総合的にとらえる。
・地図，GISの技術
井田仁康，地理56-11（2011）

・それらに資する地理的技能 … 地図，GIS，
統計データ活用
・2014年，文部大臣が日本史必修の発言
・2015年，中教審が「歴史総合」，「地理総合」，
「公共」の必修化を提言
・高校での実施は2022年度

ESD …「持続可能な開発のための教育」
Education for Sustainable Development

・2005〜14年＝国連「ESDの10年」

・世界には環境、貧困、人権、平和、開発と
いった様々な問題があります。
・ESDは，これらの課題を自らの問題として
捉え、身近なところから取り組む（think
globally, act locally）ことにより、解決につな
がる新たな価値観や行動を生み出すこと、
それによって「持続可能な社会」を創造して
いくこと，その担い手を育む教育です。
・ESDの実施には次の観点が必要：
・人格の発達、自律心、判断力、責任
感などの「人間性」を育むこと
・他人、社会、自然環境との関係性を
認識し、「関わり」、「つながり」を尊重
できる個人を育むこと
・そのため、環境，平和，人権等，ESDの対象
となる様々な課題への取り組みをベースに
しつつ、環境、経済、社会、文化の各側面か
ら学際的かつ総合的に取り組むこと。
http://www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm

2015年12月 中教審答申

地理科目の今後のあり方（検討素案）

高校地理の新旧単元の対応関係

・地理Aとの違いは大きめ。
・地理Bの「GIS」が大単元に。
・事例課題の学習が柱に。
『新教育課程ポイント解説；地理歴史』，第一学習社

山口幸男（2011）『動態地誌的方法によるニュー中学地理授業の展開』，明治図書

日本地理の構成案

世界地理の構成案

・「課題設定」による「探求」学習
・『地理B』との単元構成の違い
は小さめ。
GISが切り離され，「地誌」時間が拡大？

動態地誌
・「系統網羅型」 … 自然，民族文化，
農業，居住，交通，経済発展，政治，
国際関係etc
・これに対して「動態地誌」は …
・地域の代表的・特徴的事象に焦点
・その事象と関連づけて他の事象を
整理
… 主題型，「窓」方式もその一種

・「動態地誌」の特徴
・利点 … 百科事典的な記述ではなく，時代
の特徴，現在進行形の問題など，著者の関心
事象に即して生き生きと描ける。
・問題点 … 事象を絞り過ぎると，対象地域
の地誌＝地域性の探求というよりも，特定
テーマによる地域研究やエッセイ風になる。

『新教育課程ポイント解説；地理歴史』，第一学習社

平成20（2008）改訂要領・中学地理
・日本地誌に次の「中核」事項を指示：
・自然環境
・歴史的背景
・産業
・環境保全
・人口，都市，村落
・生活・文化
・他地域との結びつき

・7地域ごとに1つ
選択

・それを他の事項
と有機的に結び
付ける

※7地域＝九州，中四国，近畿，
中部，関東，東北，北海道

・世界地理には，6州ごとに，人々の生活
の様子を的確に把握できる事象を基に
した「主題」を設けて，地域性を理解させ
る，との指示が盛り込まれる。
※6州＝アジア，アフリカ，オセアニア，
ヨーロッパ，北アメリカ，南アメリカ

※いずれにも「基本事項」（位置，自然，人口，民族，産業等）が最初に付されている。

「地歴学
地歴学」としての地誌
地歴学
★地域の生活様式のあり様は，もともと
環境・歴史が一体となった総合像。
・なのに，地・歴を別科目にしているのは，
学会の構成を反映した便宜的なもの。

… 私の「地誌学」授業の基本姿勢
⇒ 学校教育でこそ，地・歴を統合の「地歴科」
（地理歴史科ではなく）という「教科」として，世界
の社会，文化，環境，地域を統合的に扱うべき。
・「地誌学」はその中心を担い得る。

・私の「アメリカ地誌」は，実は「アメリカ地歴学」。
・私の「東北地域論」も，「東北地歴学」の意図で構成↓

