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本論文では ,お茶 の水女子大学地理学科 を取 り
上げて,女性 と地理が どの ような接点を持 ち得 る
かを考察 しようと試みた｡それにあた っては ,ま
ず ,本学科 が女子大学 とい う女子教育機関に存在
していることか ら,女子教育 と地理教育 ,お よび
地理学科 とい う制 度 の歴 史 的変遷 を迫 った｡ 次
に,その よ うな制度 の もとで教育を受けた本学科
の卒業生た ちが ,そ こでの地理を どう評価 し,漢
たその後の姿な どか らどの ように地理 とかかわ っ
ていけ るのか ,卒業生‑のアンケー トを行ない ,
その結果を参考に して考 えてい くことに した｡
近代教育 の始 ま りは ,女子教育が ｢
女子向けの

学 んだのかは っき りせず ,大学 4年間の ｢
知識｣
だけでおわ って しま うことにな りかねない｡専門
としての地理 は女性 に とって ,職業 として も生か
しに くい状態にあるため ,専門 とい うことに こだ
わ りす ぎず ,地理 の手法や視点を間接的に利用 し
てい く方 向が ,現状 では最 も多 くの人が長 く地理
(
的な もの) と付 き合 っていけ る方法 の ように思

教育｣か ら職業人を育成す る教育へ と変質を遂げ
るきっかけをあたえることとな った｡ しか し,封
建的な男女 の差別意識 を内包 したままの ,わが国
の教育お よび社会では ,女性が職業人 とな ってそ
れ らとのかかわ りを持つにあた っては ,さまざま
な不利益を被 ることが多い｡
一方近代教育の始 ま りに ともなって誕生 した地
理教育は,地理が地域や国を取 り扱 い得 るとい う

また女性だけ とい う環境は,一般社会 に対 して
特殊 な環境 である｡そのため ,その良い ところ も

特性か ら,戦前においてほ ,国土賛美か ら国家へ
の愛着や一体感を高め るために大 々的に活用 され
た とい う経緯があるが ,戦後 は一般的にはふ るわ
ない教科 と して敬遠 されがちな存在にな っている｡
本教室は戦後以来 ,地理 と女性 の専門的なつなが
りを持 ち得 る場 とな っているが ,地理がス トレー
トにいかせ る職業には女性 の進 出が少な く,卒業
生の大半は ,地理学 とのかかわ りは大学を終 える
とともに途切れて しまいがちである｡
卒業生の大半は ,小学校 ･中学校 ･高等学校 の
時代か らいろいろな意味で地理に興味を持 ち続け
て きた人 た ちで あ り,本 教 室 で得 た ,地 理 の
フ ィール ドを重視 し,フ リーな視点で地域や事物
を把握 し得 る手法を評価 している｡地理はその手
法を用 いる ことに よって非常に広 い専門分野を持
ち得 るため ,それ ら各 々を網羅 しようとす ると,
広 く浅 くで漠然 とした印象だけが残 り,結局何を

われ る｡そのためには ,各専門分野の地理 を学ぶ
にあた って,そ こに必要 な知識を学ぶ ことも大事
であるが ,そ こに生か されている地理 の視点や手
法 な どを意識す る よう心がけ ることも大事である
と思 う｡

良 くない ところ も様 々にあるわけだが ,学 問に対
す る姿勢や職業人 としての教育 とい う意味におい
ては,えて して鍛 え られに くい状態にあるとい う
ことが ,良 くない点の代表 としてあげ られ る｡ ま
たその よ うに鍛 え られ るつ も りのない雰囲気が ,
ぬ るま湯 の ようであるとか刺激が少ない とい った
指摘の一因であると思われ る｡
卒業生‑のアンケー トでは,社会におけ る女性
の状況な どをふ まえた上で,国立 の女子大学 の存
在意義について どの よ うに考 えるかを質問 した｡
存在 の賛否については簡単に数字で表現で きるも
のにはな らなか った｡回答者 の社会認識や大学‑
期待や女性観 な どに大 き く左右 され ,またそれ ら
が複雑 に絡み合 っていたか らで あ る｡とは い え ,
本校につ いては,女性 のための大学であ ってほ し
い とす る点で多 くが共通 していた と思 う｡女性 を
鍛 えない教育は｢
女子向けの教育｣か ら脱皮 しきれ
ていない とも言える｡ 日本において根強 く残 って
いる,役割分担 を支持す る意識 とも絡 んで ,社会
で働 く女性 の環境はまだ まだ整備 されてい るとは
言いがた く,職業人であ り同時に生活者 で もある
女性に とって,
本当に役 に立つ教育や制度や ,
それ
らを提供す る場所が求め られていると要約 で きる｡
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