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大学における教養教育 を考 える
一教養の地理学の可能性‑
村

1
. は じめ に
新制大学 に専 門教育 と一般教育が設置 されて以
莱,地理学 は一般教育の選択科 目に位置づ けられ
991
年の大学設置基準 の大綱化 によ り,
て きた｡1
一般教育の再編が進め られている｡ 一般教育 とい
う名称その ものが消 えつつある現在 であるが,大
学前期の学生 に対 して,専門教育 とは独立 した教
養教育 を行 うことの意義 を,今一度検討する必要
があるので はないだろうか｡
筆者は,複数の大学お よび短大で非常勤 として
教養教育の地理学関連科 目の授業 を担当する機会
を得て数年 になる｡ 地理学 を専攻 しない大勢の学
生 を相手 に,地理学の何 をどの ように扱 った らい
いのか,学生の どの ような変容 を期待す るのか,
そ して学生 たちは どんな授業 を望んでいるのか,
問い直 しては試行錯誤 の 日々である｡ 浅 く未熟 な
経験ではあ るが, これまでおこなって きた教養の
授業実践 をふ まえて,本稿では,大学 における教
養教育のあ りかた,教養教育 としての地理学の可
能性 についての考察 を試みるとともに,‑授業実
践 について報告 したい｡

2. 教養教育 と地理学

(
1
)一般教育の解体
1
9
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年の大学設置基準の大綱化 を受 けて,一般
教育 ･専門教育の区分が解体 され,すでに多 くの
大学でカリキュラム改革が実施 されている｡ カリ
キュラム編成が各大学の裁量 に任 されるようにな
り,専 門教 育の強化の傾向が強 ま り,従来の一般
教育を再編 ･縮小 し,代 わって既存 の学問分野の
名 を冠 しない主題,総合 などの名のつ く科 目形式
をとるところが増 えているように見受け られる｡
学部や学科再編 も行 われ, 大学教 育 において も
自由化 ･個性化が始 まった といえよう｡
もともと一般教育は,専門一辺倒 の戦前の高等
教育に対す る反省か ら,専門教育 とは別 に,広い
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視野 にたって総合的に判断す るための教養 を育成
す る もの として設置 された｡一般教育設置当時 と
現在 とでは,それ を取 り巻 く状況 は大 きく変化 し
た｡教育の分野 に限ってみた場合,最大の変化 は
進学率 の上昇であろ う｡ 高等教育への進学率 は,
1
960年 には 1割前後であったのが,現在では 5割
近 くに達 し, 4年制大学だけで も約 3分の 1にの
ぼ る｡

初等 ･中等教育 においては学習指導要領が度 々
改訂 され,良 くも悪 くも時代 に対応 した教育への
軌道修正がなされて きた といえよう｡ 一方,大学
は新制大学制度が導入 されて以来,一部の改正 を
除いて大 きなカリキュラム改革 もない まま約半世
紀の時 を経 て,今般 の改革 となったのである｡ 大
学の大衆化,学生の多様化 はすでに現実化 してお
り,その是非 は ともか く,現状 に目を向けない ま
ま腕 をこまねいているわけにはいかない｡現状 に
即 した改善が求め られていることはい うまで もな
い

｡

(
2
)教養教育の今 日的意義
筆者 は大学の大綱化 に異議 を唱 える ものではな
いが,大綱化が一般教育,いいかえれば教養教育
の否定 を意味す る もの とは思わない｡昨今 の大学
の大衆化 を鑑みれば,教養教育の意義 はむ しろ増
大 しているのではないだろ うか｡
教養教育の今 日的意義 として,第‑ に,勉強か
ら学問 ･研究への橋渡 しの役割 をあげたい｡高校
までの受け身的な授業 に慣 れ,主体的 に学習す る
姿勢が身についていない学生 も少 な くない｡彼 ら
に,諸学問 ･科学の体系や特定テーマの研究成果
を論 じて も効果は期待で きない｡む しろ,学問 と
は何 か,研究 と勉強の違いは どういうことか,そ
して主体的 に学ぶ ことの楽 しさと意義,その基本
的な姿勢 を理解 させ る啓蒙的な役割である｡
第二 に,学生の新 たな興味 ･関心,いいかえれ
ば知的好奇心 を喚起 し,学習 ･研究対象の発掘 の
動機付 けとしての役割があげ られる｡ 学生 は特定
の学問 ･科学の高等教育 を求めて進学す る ものば
か りではな くなっている｡ 専攻 についての明確 な
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ビジ ョンを持 たないまま入学 して くる学生 もいる
だろ う｡ 学部 は選択 した ものの, 自分 は何 をや り
たいかはっ きりしない学生 も少な くないのではな
いか｡大学 はある意味で 目標探 しの場 になってい
る ともいえよう｡ こうした現状 をふ まえて,教養
教育が彼 らの 目標探 しの手助 けをする場 として機
能す ることが求め られているのではないだろ うか｡
第三 に,広い視野 にたって ものごとを総合的に
判断す ることの重要性 を認識 させ ることがあげ ら
れ よう｡ 専 門教育 において個々の専攻の学問 ･科
学の専 門性 ･独 自性 を学ぶ前 に,総合の重要性 に
ついて考 える場 を提供することは,教養教育の重
要な役割であろう｡
この ように,教養教育の今 日的意義 は,個別学
問 ･科学の体系の基礎知識 を幅広 く身につけるこ
とよ りも,学問 ･科学 についての思考の場,ひい
ては人間や人生 について思考す ることに収赦 され
るような場 として機能 し,学生 を啓発す ることに
あるのではないだろうか｡
(
3) 教養教育 としての地理学
教養教育 において地理学はその特性 を活か して
どの ような可能性 を発揮 しうるだろうか｡教養教
育の今 日的意義 をふ まえて,教養教育 としての地
理学の有効性 について考えてみたい｡
教養教育の各科 巨
=ま半年〜一年 とい う限 られた
期間で行われる ものであ り,各科 目の授業か ら目
に見 える成果 を求めること自体 に限界があろうが,
学生の立場か ら考 えれば,それぞれの授業か ら何
らかの手応 えが得 られることに越 したことはなか
ろう｡
地理学の授業では,多様 な形態が可能である｡
講義 ばか りで授業 を構成せず,作業 を適宜導入す
ることによって,主体性 を身につける トレーニ ン
グがで きる｡ 多様 なアプローチの方法があること
か ら,一つの課題で も個 に応 じた取 り組みが可能
である｡ 地図等 に表現 した り,簡単な調査活動 を
導入す ることによ り,成果 を実感 しやすい ことも
利点であろう｡
教養教育の役割 について先 にあげたが,勉強か
ら学問 ･研究への橋渡 しとしての役割 において も
地理学 は有効であるとみなされる｡ 地理学 を専 門
として研究 しようとい うものは多 くないか もしれ
ないが, 自分 は多少 な りとも地理 を勉強 したこと
があると考 える学生は少な くないはずである｡ 敦

養教育 における地理学 を,初等 ･中等教育 におけ
る教科 日としての地理の勉 強 と比較 しなが らみて
い くことは,勉強か ら学問 ･研究へのプロセス を
つかむ手助 けとなろう｡ また,地理学の長い歴史
は,学問の発展過程,分化 と総合 などの問題 を考
えるのに格好の教材 にな りうると考 えられる｡
総合的 に判断す ることの重要性 を認識 させ るこ
とも教養教育の役割 として先 にあげた｡ しか し,
すべ ての学問 ･科学 を均等 にまんべ んな く学ばせ
るや り方 には賛成で きない｡ さまざまな学問 ･科
学 を幅広 く ｢
教養｣ として身につけることが,即
ち広 い視野や総合的判断力 を備 えることとは必ず
しもいえない と思われる｡ また,学問体系 をはず
したテーマ別の編成 にも疑問が残 る｡ あれ もこれ
もと総花的情報提供 にとどまって,多様 な学問分
野か らの取 り組み を統合す る場が なければ,それ
は単 なる知識の羅列 に終わって しまい,生 きた知
力 の育成 の場 とはな らない だろ う｡ 地理学 は
様 々な学問 ･科学分野の統合の重要性 を認識 させ
るとともに,統合の視点 を提示 しうるのではない
だろ うか｡ なぜな ら,地理学は自然 と人文 ･社会
科学 にまたが り,関連諸科学 と視点や方法 におい
て共有する部分 をもっている｡ 柔軟性 に富み,関
連諸科学 との連携 を図 りやすい｡ したが って, ひ
とつの主題 を扱 うにもさまざまな視点や方法 をも
ち,そ こか ら他の分野 に応用が利 き,あるいは他
の分野 に発展 しうる｡ この ことにより,教養教育
の役割のひとつにあげた 目標探 しの場 として も機
能 しうる と思われる｡
以上の ように,地理学の授業は教養教育の役割
を担 うのに通 している と考 えられる｡ もちろん,
教養教育は様 々な定義があろうし,多様 な形態が
考 え られ,画一的にこうでなければな らない と論
じる ものではないが,地理学は教養教育 に貢献す
る力 をもちうると考 えられ る｡
(
4) 授業研究の意義
初等 ･中等教育 においては,教科研究や授業研
究あるいは授業評価 といったことは,程度の差 こ
そあれ,授業計画 一実践 一評価 とい う流れのなか
で当然 の こととして行 われ, 各教科 日ごとに長
年の研究蓄積がある｡
教養教 育は高等教育 に位置づけ られるに して も,
その性格か らいえば,中等教育 までの ような授業
研究が必要であると思われる｡ 一般教育の縮小化
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の背景 のひ とつ に,個 々の授 業 の横 の交流 が不 十

養科 目に よってお こなわれ た｡主題別科 目は分 野

分 で,教養 としてそれ らを統合す る場 が欠 けてい
た こ とが あ るので は な い だ ろ うか ｡ これ は カ リ

別科 目,総合科 日,主題 別 ゼ ミナール に よって構
成 され, この うち分野別科 目は人文系 ,社 会系 お

キ ュ ラム上 の問題 で もあ るが , そ れ に加 え て,

よび 自然系 の 3つ の分野 か らな り,地理学 関係 の

｢
授 業研 究 を積 み重 ね,研 究成果 を共有 し,実践

授 業 は社会系 に開設 され ていた｡ なお,総合科 目

に活 かす｣とい う,い うなれば教育現場 と してあ

に も地理学教員 に よる授 業 が開設 されていた｡

た りまえの ことが,十分 に行 われて こなか った こ
とも一 因 しているのではないだろ うか｡

つで,人文地理学入 門 と題 す る前期 ･後期 2単位

分 野 の異 なる諸学 問 ･科学 の授 業 を画一的 な授
業点検評価で測ることは疑問であるが,少 な くとも
それぞれの学問 ･科学分野 においての授業研究や情
報交換 は意義があると思われる｡個々の授業者が個

本授 業 は分野別科 目に属 す る地理学 の授 業 の一
ずつ,人文学部,理学部 の 1年生 を対象 とす る授
業 で あ った｡ 本大 学 は人文 ･教 育 ･理 ･工学 ･
農学部 か らなるが,人文 ･理学部以外 の学部生 向
けの地理学 の授 業 は別 に開講 されていた｡

(
2
) 学生 の実態 と授 業 の構成

人的 に行 っていた授業研究の成果 を, もっ と共有 し
あい評価 しあえる場があったなら,いいかえれば,
各学問 ･科学の専門分野 において,一般教育が ひと
つ の研 究分野 として確 立 していれば,一般教 育 は
もっと違 う方向に進 んでいたか もしれない｡
地理 学 は 自然 ･人文 ･社 会科学 に またが り,
多様 な授 業内容 ･方法 が可能である｡ その特性 を
活 か して,広 く地理学 の成果のなかか ら教 養教 育
に適 した内容 と方法 を取 り込 んだ授 業 を構成 して
い くこ とが肝要である と思 われ る｡ 前述 した よう
に,教養教育 に対す る地理学の貢献度 は決 して小
さな ものではない と考 え られる｡ 授 業研究 の蓄積

学生 は少 な くとも専攻 学部 につ いては受験 時 に
選択 してい る｡ 専 攻 に関連 す る授 業 な らまだ しも,
理学部 の学生が教養 の人文 ･社会系科 目をとるこ
とに, あ るいは人文学部 の学生が教養 の 自然系科
目を とるこ とに, 明確 な 目的意識 を求 めるほ うが
無理 とい うものであろ う｡ 従 って,漫然 と授業 を
選択 したであろ う多 くの学生 に対 して,授 業のね
らい をはっ き り示す こ とが肝要で ある｡ 学生向 け
講義概 要 には,本授 業 のね らい と概 要 につ いて別
表 の ように載せ た｡

9
9
5
年度講義概要より
表 授業のねらいと概要‑1

と共有 によ り,教養教育 の地理学 の体系化 を図 る
こ とが,教養教育 と しての地理学の発展 につ なが
るので はないだろ うか｡筆者 は さ した る実践 の蓄
積 もな く,授 業研 究 と して報告す る段 階 には至 っ
てい ないが, あ えて試行 錯誤 の プロセス,教 養
の地理学の授 業研 究 の試案 として捷起 したい｡

3
. 教養の地理学の授業実践報告
ひ と くちに教養 の地理学 とい って も,授 業 のね
らいは同 じで も,受講者 の構成や人数 に応 じて,
教 材 を組み替 えた り,作 業 に軽重 をつ けた り, と
い うように,実際の授 業 は当然変わって くる｡ こ
こで は,一つの事例 と して,茨城大学 にお ける授
業実践 について報告 したい｡

(
1
)授 業の位置づ け
9
9
5
年度 の教 養教 育科 目の授 業 であ る｡
本実践 は1
カ リキ ュラム改革 の途 上 にあった同年度の教育課
程 は,教 養教 育 と専 門教 育 で編成 され, 教 養教
育 は,共通基礎科 目お よび主題別科 目か らなる教

主題 人文地理学
授業題目 人文地理学入門 Ⅰ･Ⅱ
1この授業のねらい
人文地理学の視点や研究方法の基礎や最近の研究動
向を知 り,地理学に親 しむ｡
2授業の概要
地理学は,教育学部,あるいは文学部,理学部など大
学によって所属がさまざまである｡このことからもわか
るように,地理学の研究領域は広 く,対象 も方法も多様
諸
である｡その歴史は古 く,人類の歴史とともにあり,｢
学の母｣ともいわれた｡また,最近では,メンタルマッ
S など新 しい分
プやタイムジオグラフィー,あるいは GI
野も開拓されている｡授業では,人文地理学の見方 ･考
え方や研究方法の基礎について平易に紹介 していくとと
もに,最近の研究成果も取 り入れたい｡受講者による作
業活動を織 り込みながら授業を進めていく｡
今日,地域や環境をめぐる問題は複雑 ･多様化かつ深
刻化 している｡諸学の専門 ･細分化が進む一方で,多岐
にわたる問題の解決には諸学の研究成果を総合する必要
性があることが論 じられている｡こうした状況下,地理
学の視点と手法の有用性を認識するとともに,地理学の
魅力を知ってもらいたい｡(
以下授業計画,留意点は省略)
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配布す る形で進めた｡ 各テーマ 1‑2回の授業か
受講生の うち,高校 における地理の履修者 は全
体の約 3
5%,地理 に対するイメージはいわゆる暗
らなる｡ 授業 中の作業,宿題の レポー ト,期末試
験 を成績評価 の対象 とした｡
記,物産地理のイメージが強い｡積極的に本授業
授業テーマは以下の通 りである｡
を選択 した とい うよ りも,時間割の関係で選 んだ
1オリエ ンテーシ ョン
とい う消極的な理 由の学生が多い とみなされる｡
2分布図を読む ･統計 を読 む
人文学部 と理学部の割合 はほぼ同 じで,履修者 は
前期約 1
1
0
名,後期約 1
5
0
名｡大部分が 1年生であ
具体的な分布図や統計 を使 って作業 をしなが ら,
0:40‑1
2:1
00
る｡ 授業時間は木曜第 2校時, 1
事象の分布 に着 目す るとい う地理学の基本,その
1年生 にとって,とりわけ入学当初 は,1時間3
0 視点,方法,意義 についての理解 を図る｡
3世界地図を読 む
分の授業はかな り長 く感 じる もの と思われる｡ 前
期 は じめはで きるだけ身近 な教材 を使 った作業 を
各 自世界地図 を措 いて実際 との差異,措 く人に
取 り入れ,単調 な講義中心の授業 にな らない よう
よる差異 に着 目す る｡ 次 に古代 か らの世界 に残 る
に工夫 した｡作業 を通 して主体的 に学び,そ こか
世界地図の変遷 をた どり,そこに措かれた世界像
を読み とる｡
ら課題 を発見する訓練がで きるよう, また,地理
4水戸 を読む
に対す る既存 のイメージを払拭 させることを心が
水戸の地図 を措 く｡ 水戸のイメージをのべ る｡
けた｡後期 は講義 を中心 とし,高校の授業 と大学
の授業はどこが違 うのか,いいかえれば勉強 と研
新旧地形図,鳥轍図な どか ら水戸 の街の成 り立
究の違いは何 か とい うことを考 える場 となるよう
ち,変容 を理解す る｡
留意 し, じっ くり考 えること,専 門に取 り組 む姿
水戸 の街 を歩 き,主題図 をつ くる｡ (6の授業
勢の準備, とい うことを意識 して授業 を構成 した｡ の後の課題)
6絵図を読む
9
9
4年度 は半期のみの授業であったが,
前年の 1
水戸の江戸時代の城下町の絵図か ら城下町の成
内容 を盛 り込みす ぎて網羅的,表面的になって し
り立 ちを知 り,現状 と比較する｡
まった ことが反省点 としてあげ られる｡ そこで,
7景観 を読む
本年度 は,前年度取 り上げた地理学略史,地域調
査法,そ して農業立地論,工業立地論 などの基礎
茨城県その他の地域のなかか ら特徴的な景観 を
理論等 につい ては割愛 し,前年度 1回の授 業 で
もつ地域の地形図 を使 って,景観 とその変容 を読
み とる｡
扱 った もの を, 2回以上の授業時間をかけてゆ と
8地理学 と教養
りをもって行 うことに した｡ また, タイムジオグ
ラフィー,地理学 と地理教育 とい うテーマ を新 た
地理学の大 まかな歴史,分類 についてふれ,学
に加 えた｡なお,前期 に作業 を大幅 に増や した｡
問の発展過程 について考 えるとともに,総合力の
(
3
)授業展開
意義,一般教育の意義 について考 える｡
①前期
ここでは上記のテーマ 2の授業の展開の概略 を
教養教育の地理学 として, ひとつには地理学の
説明す る｡ 教材 には,一般教養向けの教科書など
前期 は, で もよ く引用 される鈴木秀夫氏の離婚率 と冬の気
技能面 に着 目 した授業展開が考 えられる｡ '
地図 を媒体 に地理学の基本的な見方 ･考 え方 につ
候 の分布の一致説 を利用 した (
r
風土の構造』古
いての理解 を図るとともに,作業 を取 り入れるこ
9
7
5,pp.1
3
3‑1
43.
)
｡都 道府県別の戦
今書院 ,1
とによって,技能の習得 もね らった｡前半 は,統
前の離婚率の分布図が冬の気候の分布 と一致する
計や分布図な どを用いた作業 を しなが ら,受講者
ことか ら両者の関係 を説 くものである｡ 分布の一
○ した｣結果,
○で きた｣ とい う達成
致の論理 を理解 させ るのに適 した教材 にみ られる
が
感が得 られる ような授業 をめざした｡後半 は地形
が,学生は意外 な ところでつ まづ く｡ そ もそ も離
図や絵図な どを使 って,過去の景観 を復元 した り, 婚率 とはなにか｡氏の引用図はその説明 もない し,
変容 をたどる作業 をおこない, また, 自ら主題図
図の階級区分の根拠 の説明 もない｡いわゆる統計
を作成す る課題 を課 した｡
上の離婚率は人口あた りの離婚件数で示 される｡
教科書は用いず,プリン ト資料 を用意 し,毎回
ところが,学生 に予想 させ ると,結婚件数あた り

｢
○

｢
○
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② 後期
後期 は講義形式 をと り,人文地理学 について も
う少 し深 く絞 り込み,都市 を媒体 に,過去 と現在
の比較,西洋 と東洋の比較 ,現代社会 の問題へ の
応用,人間の行動 ･心理 ･思考,学問の体系 な ど
のテーマへ の発展 を試 み た｡ 前期 のね らいの一
つが地理 に対す る従来のイメージの払拭 とす れば,
後期 は地理学 に新 たな魅力 を兄いだ して もらうこ
とをね らいの一 つ と した ｡ 統計 や地形 図 な どは
使 わず,人間の行動 や意識 な どに着 目 した人文主
義 的地理学の視点や手法 を取 り入 れた授 業展 開 を
試 み た｡ 都市 を取 り上 げたのは,都市 が様 々 な
学問分野の研究対象 となってお り,その意味で教
養教 育の授 業の題材 として適 している と考 え られ
るか らである｡ 具体 的 には,歴史学や経済学,社
会学へ の応用,あるいは理学部の学生 の専 門に も
発展 しうるテーマで以下の ように構成 した｡
(
授 業のあ らま し省略)
1オ リエ ンテーシ ョン

離婚率の高低分布 (
1
9
1
9‑3
5
)(臼井 1
9
6
3
)
(
鈴木秀夫 ｢
風土の構造 ｣p.
1
3
5よ り)

2古代都市

の離婚件数,世帯数あた りの離婚件数 など様 々な
意見が出 される｡人口の年齢構成 によって違 って
くるのは当然で, どれ も問題がある とい う指摘 も
ある｡ 結局正確 に離婚率 な ど出せ ない とい う結論
になって しまうのだが, この思考の過程が大切で
あると考 える｡ 教材か ら読み とるべ き趣 旨はその
間題で はない とい うのは授 業者 の論理であって,
それ を棚 に上げた展開は学生 を説得す る力 を もた
ない｡資料 としての限界性 をふ まえた うえで,現
代 の離婚率 に地域差 はあるか とい う新 たな課題 を
だ してその仮説 ･検証 を行 った｡なお,新 聞の三
大成人病死亡率の記事 を例 に,地域 間の比較 をよ
り性格 に行 うために人口構成 を一定 に置 き換 えは
じき出す年齢調整 について補足す る とともに,い
くつかの新 聞の分布図 を使 った記事 を利用 して､

3中国 と日本 の古代都市
4中世 ヨーロ ッパの都市

5北米の都市 一都市 の盛衰
6都市の内部構造
7都市のイメージーメンタルマ ップ
8タイム ･ジオグラフフィー
9行動地理学 の応用
1
0江戸の都市空 間構造
11
風土 と思考

1
2
地理学 と地理教育
1テーマほぼ 1回の授 業で構成 される｡ テーマ
2, 4, 5はス ライ ドや ビデオを補助教材 として
利 用 した ｡ 前 期 の レポー トを 8で利 用 した｡ レ
ポー ト,作業 は課 さなかった｡成績評価 は期末試
験 によって行 った｡
事後調査 で は, 8 ･9で扱 った タイムジオグラ

分布図の階級区分 の しかた,表現方法 な どに もふ

フ ィー に関す る感想 が もっ とも多か った ｡

れた｡以上 の ような展開で,分布 に着 目して考 え

では,時空 間経路や プ リズム,バ ン ドルな どの時

る とい う地理学の基本的視点 と方法,分布 のデー
タ とな る統 計 の特性 と限界性 につ い ての理解 を

間地理学の基本 的方法 については,大学 に通学す
る学生 を例 に説明 した｡時空間 を表す図 に, まず

図った｡ なお, このなかで,仮説 ･検証 は宿題 と
して課 し,テーマ終了時 に提 出 させ た｡

新鮮 さか ら興味 を引いた ようであるが, ここで強
調 したの は, その手 法 よ りも, タイム ジ オグ ラ

授業

フィーが生 まれた背景 とその応用 についてであ る｡
つ ま り,様 々な制約条件 のなかで,人間が よ りよ

‑5‑

い生活 を実現するための改善の策 を練 る手段 とし
て生 まれ,実際そのために利用 された事例 を示す
ことによって,学問の社会へ の貢献 と応用 の意義
‑ の理解 を図った｡
(
4) 評価 と考察
前期 の授 業の事後調査 で,授 業 についての感想
を訊いた｡
･レポー トが多 くて大変だ ったが,手作業が多 く
て楽 しく授業がで きた｡
作業 ･宿題が多かったが,｢
課題が多す ぎた｡
｣
とい う不満 もあった ものの,数 としては肯定 的な
意見が圧倒的 に多かった｡
･覚 えるのではな く,考 えた り,調べ た りす るの
が新鮮 だった｡
･地 図 か ら読 み とれ る さま ざまな こ とが興味 深
かった｡
･水戸の ことがわかってよかった｡
大半が新入生であ り,水戸 出身者が少 ない こ とか
ら,水戸 についての地図 を使 っての調査 は実益 を
兼ねておおむね好評だった｡
･わか りやすかった｡ 難 しくなかった｡気楽 に学
べ ることが よかった｡
とい う意見が複数ある一方 で,
･導入部の うちに終わって しまった ような物足 り
な さがあった｡
･広 く浅 くといった感 じで もっ と深い ことを知 り
たかった｡
･人文地理学の概念の説明がほ しい｡
とい う意見 もあった｡ こう した意見 は理学部 の学
生 に多 くみ られた｡
･予想 と違 ってお もしろ くなか った｡
この学生の場合 どうい う予想 を していたのかわか

関わること,作業 も単純 であ ることな どの影響 も
ある と思われる｡ しか し,多 くの課題が授 業時間
をこえての宿題の形 をとって負担 が大 きくなって
しまった｡ また結果 を授業 に活かせず,作業 の意
義が学生すべ てに十分 に伝 わ らなかったこ とが危
倶 される｡
後期 については,期末試験 の問題 の最後 に ｢
授
業 をふ まえて,地理学の長所 と短所 について,あ
なたの考 えを述べ なさい｣ とい う質問 を加 えた｡
長所 ･短所 とい う表現 も的確 とは思われず,試験
では,強み,弱み とい った表現 で説明 し直 した｡
もともと授 業で地理学の体系 を論 じたわけで もな
く,専攻者 で もない学生 に対す る質問 としては重
す ぎるか もしれないが,授 業 を通 して考えたこと
を整理 して,地理学 を通 して学問 ･科学 とい うも
のについて考 えることを意図 した ものであ る｡ さ
まざまな回答が得 られた｡ 回答 は授業内容 を反映
する もので もあ り,学生の声 その もの とはいえな
いか もしれない｡ しか し,授 業が学生の どの よう
な思考 の場 になったか を探 る手がか りにはなる と
考 えられる｡
第‑ に,地理学 を通 して,学問あるいは科学 と
はなにか,その研究方法,研究対象, について考
える場 になった とい うことであ る｡ 第二に学問 ･
科学の専 門性 ･独 自性 とともに総合性 の重要性 に
ついて考 える場 になった とい うこ とである (
資料
1‑23参 照 )｡ 地理 学 が , 自然 と人文 ･社 会 と
いった学問体系の分類 にお さまらない,それ らに
またが る多様 な研究対象 を もっ こと,研究方法 も
多様であ り, さまざまな関連諸科学 との共通性 を
もちなが らも地理学の視点 ･方法 をもつこ とを理

全体 を通 して,地理 のイメージの転換 を図 ると
い う日的,作業 を通 して地図 に親 しむ とい う目的
はおおむね達成で きた と考 え られ る｡ しか し, ち
う少 し絞 り込 んで深 め る ところが2,
3あ ったほ う
が効果 的で あ った ようだ｡作 業 が お お むね好 評

解す ることによって,その利点 とともに,その問
題点 を学生 な りに評価 してい る｡ とくに理学部の
学生の地理学の方法上の問題点 についての指摘 が
2‑1
9)が,その ことによって 自
目立 った (
資料 1
分の専攻 を相対化 させ る場 に もなった と考 え られ
る｡ また,地理学 を通 して,学問 ･科学の系統化
･細分化,学際化 ･総合化 といった発展過程 につ
いての理解 を図ることがで きた と考 えられる｡
第三 に,学問の応用や社会へ の貢献 について考
える場 になった とい うこ とであ る (
資料2
4‑3
6
参
照)
0｢
役 に立つ｣ とい うことに対す る学生 の評価

だったのは, 1年次で他の レポー トな どが少 な く
負担 とな らなかったこと,テーマが身近 な水戸 に

が高か ったのは,地理 は暗記物 とい うイメージを
払拭す るために, タイムジオグラフィーな どの応

らないが,
‑
･高校 の地理 とは全然違いお もしろ くなかった｡
とい う学生の学校教育 における教科地理 について
の記述 は, ｢
勉 強 しな くて もいい成績が とれ る教
科で好 きだった｣ とあった｡
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用 について授業で強調 したことの反映 ともみ られ
る｡ 役 に立つ‑長所,役 に立たない‑短所, とい
う学問 ･科学 に対するステレオタイプの評価 には
問題が残るが,学問 ･科学の 目的 を考 える とい う
点では意義あることと思われる｡
以上の ように,前期 ･後期 を通 して,総 じて所
期 の目的は達 し得た と考 えられる｡ 前期 は地理学
の技能面 に重点 をおいた授業展 開 とし,後期 は人
文主義的地理学の視点 と手法 に着 目した授業構成
とし,あえで性格の異 なる 2つのパ ターンを試み
た｡教養教育 としての役割 をどち らも有 している
と考 えられるが,前期のパ ター ンは,当然の こと
なが ら少人数の方が効果が上が り,多人数の大教
室 における授業では どうして も相互交流の度合 い
が低 くなって しまうことは否 めない｡一方, 後
期 の授業は,試行的で実践では不十分 な点 も多 々
あ ったが, 地理学の特性 を活か して教養教育 と
して効果 をあげる可能性の手応 えをおぼろげなが
ら掴 むことがで きた｡ 教養教育 としての地理学
の ひとつの方向 を示唆 しているように思われる｡
ともあれ,教養教育 として学生の実態 を把握 し,
学生の期待 ･要求 と授業者のね らい ･計画 をどう
調和 させてい くか,授業過程 において も相互評価
を怠 らないことが大切であることを実感 した｡ 学
生の教養の授業 に対す る期待 は必ず しも大 きな も
のではないか もしれないが,授業終了時 に,学生
が何 らかの満足感,充足感 を得 ることがで きる よ
うな授業 を目標 としたい ものである｡

の多様化が進 む現在,専 門教育 とは別 に教養教育
をお くことの意義 はむ しろ増大 してい るといえ よ
う｡ 自然 ･人文 ･社会科学 とい う分類 にお さまら
ず,多 くの学問 ･科学 と関連 をもつ地理学 は,教
養教育の役割 を担 うのに通 した可能性 を備 えてい
ると考 えられる｡ 教養教育 におけるさまざまな地
理学の授業実践 の成果の研究 ･交流が進め られ,
教養の地理学が ひとつの研究分野 として確立す る
ことが望 まれる｡ 教養教育 は地理学の特性 を存分
に発揮 しうる可能性 をもつ場であ ると思 われる｡
地理学の活性化の糸 口のひ とつ を教養 の地理学 に
兄いだせ るか もしれない｡
付記 本稿 を作成す るにあた り,茨城大学の朝野
洋一先生,高木彰彦先生 には大変お世話 にな りま
した｡記 して感謝 申 し上げます｡

〔
資料〕 学生の声

第 3章で述べ た授 業実践 における後期期末試験
の最後 の問題 ｢
授業 をふ まえて,地理学の長所 と
短所 について,あなたの考 えを述べ なさい｣ は,
個々の学生の成績評価 のための問題 とい うよ りも,
学生が授業 を振 りか え り,個 々に授業の まとめ を
する場 を提供す ることを意図 した ものであ り, ま
た授業者か らいえば,実施 した授 業 に対す る自己
点検 としての意味あいが強かった｡ 実際,授業評
価 として大いに参考 になる ものであったが,図 ら
ず も,地理学のあ り方 に も一石 を投 じるような文
4. おわ りに
言がそこには散 りばめ られていた｡例 えば,
｢
地理学の独 自性が失 われることよ りも,む しろ
ひとつの分野 として孤立 して しまうこ とが問題 な
中等教育 までの教科 目としての地理,教員養成
｣
のではないか｡
課程の教職科 目としての地理学,そ して新制大学
｢
地理学で独立す る よ り,他 の科学分野 と共 同研
における一般教育科 目としての地理学, 地理学
は教育の分野 において約半世紀 にわた り安定 した
究 す る方 が よ りよい方 向 に向 か うの で は な い
｣
か｡
地位 を確保 して きた｡1
9
9
0年代 に入 っての大学 カ
他 の分野 とのつなが りを深 めるこ と,吸収 は合
リキュラム改革,高校 における地理歴史科の誕生, ｢
併ではな く,連帯が必要｡
｣
さらには小 ･中学校 における既存教科の再編 ･統
｢いろいろな分野 を結 びつける役割 を もっ と積極
合構想 など,地理学 を取 り巻 く教育界 の状況 はこ
的に行 うべ き｡
｣
れまでにない大 きな変革の時期 にある｡ 地理学 は
｢どの ようにす れば人が快適 に住 め るか とい う視
今の状況 を正 しく認識 し,あるべ き方向を探 るこ
点は ･･･地球全体 を人間のため に余す ところな
とが求められているといえるだろう｡
く有効利用 しようとする人間本意 な考 えになって
大学 においては,カリキュラム改革 によ り一般
｣
しまう｡
教育は縮小 の方向にあるが,大学の大衆化,学生
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｢
先進 国の視点で しか地理学が研究 されてい ない
のでは｡
｣
｢
総合 の学問であるが,個 々の研究 は接 点 を もた
ない｡
｣
といった鋭い指摘が散見 される｡
学生の素直で柔軟 な生の声が,一番 身近でかつ
貴重 な助言 に聞こえて きた｡資料 としてその学生
の生の声 を,一部ではあるが以下 に提示す る｡原
則 として加工 は していないが,紙面の都合上,大
部分が抜粋 である｡ 便宜上大 まか に分類 し,番号
を付 した｡ (Lは人文学部生, Sは理学部生,順
不同)

門的な知識 を求める傾向が強いためだろう｡ 社会
科学 において もそれがみ られる｡ しか し地理学は
これか ら発展すべ き学問であると思 う｡ 国際化が
ます ます進み,これか ら求め られる人材 は専門的
知識 を持つ人 よりもマ クロな総合的な知識 を持 ち
その視点で様 々なことに対処で きる人間であると
思 う｡
8(L)
地理学は自然 ･社会などすべての分野に関
係 している学問であ り,総合的な学問である｡ 日
本 の学 問 は どち らか とい うと専 門的 で分 野別 に
はっ きりと区別 されることが多い｡ しか しそれで
は生活 に密着 した学問の成果 を上げることはで き
ないのではないか と思 う｡ 広い分野 に関係 してい
るか らといって大 ざっぱな研究 になって しまった
り,表面上の学問 になって しまう点が短所 だと思

(
地理学の研究対象 について)
1(
L)
人間が生 きている土地 についての学問であ
う｡
るか ら,学問 自体が生 きていると思 う｡
9(S)地理学 といって も個 々の取 り組 む対象 ･分
2(L)地理学はあ らゆる学問の起源 とされている
野 は違 い,それ らの接点 を見つけに くく,一貫性
ため, どんな分野で も利用することがで きる と思
に欠 ける場合 も少 な くない と思われる｡ 給合の学
う｡ 物理的な ものか ら,人の心理 を扱 った ものま
で さまざまである｡ しか しその全体的な学問 を細
問であるが,個々の研究は接点 をもたない｡
分化 して利用するの もそんなに悪いことではない
1
0(S)地理学は範囲が広いのが長所だが,地理学
ように思 う｡ 地理学 はそれ をみる方向によって長
の中で横 のつなが りが薄いのが短所 だ と思 う｡
ll(S)地理学は幅が広いので深 く突 き詰 めるには
所が短所 になった りその逆がお こった りする｡
難
しい｡都市が どの ようにで きたかそ こにいる人
3(L)地理学は対象がはっ きりしていない ところ
間は どの ような人間か, まず文化 を調べ る｡ それ
があ り,それは短所で もあ り,研究対象が広 い と
い うことでそれは長所で もあると思 う｡
は文化人類学の方が上手だ し,歴史は歴史学,経
済は経済学のほうがいい｡深 く狭 くとい う学者の
4(L)
地理学の守備範囲は とてつ もな く広 い｡長
所 と短所はその広 さにある｡ 様々なものが カバー
ような タイプには向いていない ような気がする｡
地理学の視点 と方法 について)
で きる反面,その区分が複雑 にな りわか りに くい｡ (
2(S)
物理学 とくらべ ると誰 にで も分か りやすい｡
5(L)長所 は自然系 も人文系 も含 まれているため, 1
一般 の人に専門的な話 をして もある程度理解で き
幅広 く研究で きることだ と思 う｡短所 は様 々な分
る｡ それだけ地理学が人間にとって も身近 にある｡
野が含 まれていることによって, どっちつかずの
学問になっていることだと思 う｡
しか し,物理学では数字や記号 に置 き換 え られ,
6(L)
地理学は他 の分野 と共有す る部分が多 いの
答 えがいつで もどこで も同 じである｡ 地理学では
答 えにば らつ きがある｡
で,幅広 く学べ てマクロな視点が養われることで
1
3(S)地理学は幅広い ものであってどの分野か ら
ある｡ 一方,短所 は他の分野 と重 なるところが多
も調べ た り研究 した りで きる｡ しか しひとつの も
いために,独 自性 に欠け,はっきり定義す るのが
難 しい ところである｡
のに関 して,調べ方 によって必ず しも同 じ結果 に
な らないことが長所であ り短所 だ と思 う ･
7(L)地理学は母なる学問 と呼ばれるにふ さわ し
1
4(S)地理学は大 きな視点か ら見 る｡ 自然地理学
く実 に様 々な学問の要素 を含 んでお り,総合的な
学問である｡ 総合的で また現実的な能力が身 につ
は地球全体,人文地理学は都市,街 といった単位
け られる点では長所 だが, また短所である と思 う｡
の ものか らある程度個人単位の ものまであるが,
人それぞれ といった個人 レベルの考 え方や生 き方
総合的で様 々な学問 を含 むため,その立場が中途
半端 となって しまっている｡ 日本 はどうして も専
を尊重せず統計的 になって しまうのが,長所であ
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り短所であると思 う｡
1
5(S)
地理学の対象が地形やその自然気候である
ときは確実 な情報 を取 り寄せることがで きるが,
人間の精神 的な分野が関わって くるとどうして も
不確実な情報 となって しまう｡
1
6(S)
対象が人間を用いるので何度 も繰 り返 し確
かめなければならない｡
1
7(S)
研究方法が アンケー トや調査文献調べ な ど
手の掛かる ものである とい うこと,対象 になる物
事 の細かい ところまでは書 き表せない｡
1
8(S)
短所 は ｢こうい う傾向にある｣ を ｢こうい
うものだ｣と結論付 けをして しまうことだ｡
1
9(S)地理学の短所 はある一 回のデー タがいつ
まで も使 えるわけではないこと｡ 長所 はその逆で,
年 々のデー タが残 るので, (
デー タを蓄積す るこ
とによって)後 にある程度推測することがで きる
とい うこと｡ 時間 と合 わせ ることで よ り立体的な
空間まで見 えること｡
20(S)
工学の ような技術的な学問 と違 ってふだん
の生活その ものが対象 とな りうるので,身近 な学
問 とい う印象 を受 けるが,かえって新 しい事実や
理論が見 えに くか った り,見逃 していた りす るの
ではないか と思 う｡
21(
L)
地図や 自然条件が もとになって研究 される
か ら,憶測 にしか過 ぎない とい うこともあ り,確
実性 に欠ける｡
22(L)
地理学は総合的な学問で,多様 であるため,
地理学 として一般 にいえる理論 はだ しに くく,軽
ん じられやすい｡

2
3(S)
やは り地理 より理科が面 白い｡何で人間が
や ったことを考 えて面 白いのか｡人間の及び もつ
かない ものがやったこと決めたことを考 えたい｡
(
地理学の応用 について)
2
4(
L)
長所 は様 々なアプローチ によって様 々な対
象 を研究 していることか ら,その研究結果 を広範
な領域,分野に応用で きることである と思 う｡ し
か し, 日本の学校教育では地理 は社会科の中の 1
科 目として組み込 まれ,あま り重要視 されていな
い｡

25(S)
公共施設の建設や交通計画 に応用 し生活 を
便利 にすることがで きる｡
26(L)長所 は何 よ りもその実用性,いわば現代風
水 とも呼べ るものか もしれない｡
2
7(
L)
地理学は地名や各地の特色,文化な どを学

第3
7
号

1
9
9
6
年

ぶ学問だ と思 っていた｡ タイムジオグラフィーに
よる都市計画な どの例 をみて学問て役 に立つ もの
だ と実感 した｡

2
8(
L)タイムジオグラフィーな ど人 と空 間 と時間
を合 わせて,そ こか らよ りよい生活 を考 えた りも
で きる とい う新 たな面 をみて驚いた｡地理 は総合
的で国際的な視野 をもつ面 は長所 である と思 う｡
29(L)活用 の仕方 を多 くの人々が知 らず,あ ま り
普及 していない｡

30(L)いろいろな ものに応用で きるが,応用の仕
方 な どが知 られていない｡
31(L)
歴史的事項 をみてい く上で も人間のみ を考
えるのではな く自然が与 えた要因 をも考 えるとい
う方が理解 が ぐっとしやす くなってす ぼ らしい と
思 う｡ ただ,研究か ら導 き出せ た もの を研究のみ
にとどめて しまいがちではないか｡現在へ の応用
がなされているの を身近 に感 じることがあ ま りな
い｡

3
2(L)
研究 してわかったことを今 の生活 に役立 て
ていないのではないか｡
3
3(S)
比較的地味 とい うことが短所｡地理学だけ
に利用せず他の分野 にも応用 していけば,かな り
面 白 くかつ役 に立つであろ う｡
34(S)理想 的な都市形態 を考 えることは可能だが,
それ を現実 にす るには様 々な条件 を満 た さな くて
はな らず容易ではない｡理想 と現実 とのギ ャップ
が地理学の長所 と短所ではないか｡
3
5(L)
地理学 は現地調査 ばか りの学問ではな く,
自然 と人間の関わ りをも考慮 した学問であ り,立
体的な もの を紙面 にあ らわ して分 か りやす くで き
るとい う長所があるが,紙面か ら人々の生活 に活
かす場合 になかなか現実の ものにで きない とい う
短所がある｡
3
6(S)どの ようにすれば人が 快適 に住 めるか とい
う視点が地理学の全体の見方 なのではないか｡そ
れに基づいて農業などについて も調べ てい くのだ
ろうと思 うが,そ うすると地球全体 を人間のため
に余す ところな く有効利用 しようとい う人間本意
な考 えになって しまう｡
(
地理学の今後 について)
3
7(
L)
地理学の今 日の ようなマイナー性 は学校教
育 によるものであると思 う｡ 地理学の実社会への
貢献度や利用法が国民 に広 まる機会 は教育 を除い
ては他 にない｡地理学の視点や対象 は他 の専門的
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学問 と重なることが多 く,それな ら専 門の方が と
い うことになって しまう｡ しか し多 くのことにつ
いて総合的に学べ るとい うことは大 きな利点であ
り, これか らの世の中で求め られてい くことであ
ろう｡ 地理学は人が生 きてい く上で決 して消滅 し
得 ない分野であるか らその有効性 を世の中に もっ
と広めてい くことは必要なことであると思 う｡
38(S)短所 は地理学があま り人に知 られていない

ところ｡ 役 に立つ研究 をいっぱい しているのに,
私 にとって地理は地図 を覚 えた り,地形 を覚 えた
りとい うあ ま り面 白 くない ものだ とい う意識 が
あった｡ こう思っている人は も､
っといる と思 う｡
だか ら,研究成果 をもっと一般 に広めるべ きであ
る｡
39(S)地理学は地理学で独立す るよりも,他の科

学分野 と共同研究するほ うが よりよい方向 に向か
うのではないか と思 う｡
4
0(L)
地理学の独立性が失 われることよ りも,む
しろひとつの分野 として孤立 して しまうことが問
題 なのではないか と思 う｡ 現在 は学問分野の垣根
が低 くな りつつある｡ またそ うなるべ き時期では
ないだろうか｡ とすれば,地理学が学問 としての
地位 と存在意義 を保つ には,他の分野 とのつなが
りを深めること,吸収 は合併ではな く,連帯が必
要であると思 う｡
41(L)
細か く分かれている様 々な分野 と交流 しや
すい学問ではないか｡
42(S)
地理 としての授業はな くて もそれぞれの分
野でその内容は組み込 まれています｡地理 とは地
図 を通 していろいろな学問分野 を結ぶ ものなので
はないで しょうか｡いろいろな専門分野 をむすび
つける役割 をもっと積極的 になって行 くべ きだ と

思い ます｡
43(L)
地理学は先進国で発達 していることが多い
ので,先進国の視点で しか,地理学が研究 されな
いのは短所である と思 う｡
4
4(L)国際的な地理学 も重要だがそれぞれの土地
に密着 した地理学 も重要だ と思 う｡
45(L)
細かいデー タによ りミクロにものが考え ら
れる｡ また全体像 を通 してマクロにものが考え ら
れる｡ 過去 におこったことだけでな く未来 にお こ
りうる ところ まで予想 で きる｡ ただ一般 の人が
ばっ とみただけではわか りに くいのが難点｡地理
学は今 までの過去 の ようとか らみて も人の生活 に
重宝 されるものである｡ 学問的な もの に向か うの
もいいが,実用的 な もの もさらに改良 して欲 しい｡
4
6(L)
地理学は自然科学的な要素だけでな く,人
間の行動 に着 目した人文科学的な要素 をもってい
る とい う点で,非常 に可能性が広がる学問である
と思 う｡ 人間の生活 はその存在基盤である地形 に
成 り立 っていると同時 にその地形 も人間の生活の
ため に変化 してい くものである｡ それは人間と地
理が相互 に深 く関連 し決 して表面的な ものだけで
はない とい うことである｡ だか ら社会の中の交通
システムや公共施設の配置などの計画 にとどまら
ず,民族の違いにおけるその土地利用 などにも応
用で きるのではないだろうか｡ しか しその反面,
地理学は結果の学問, または現状把握 の傾 向を強
くもつ ように思 う｡ だか ら少 しずつ使 われ始めた
計画 としての前進性 をもった部分 もこれか らは伸
ばす必要があるのではないだろうか｡それは環境
改善 に向けての人間行動の理想的な生活の仕方や
地域 の土地利用 に対 しての方針 を地理の歴史的,
科学的な点か ら示す ようなことである｡
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