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東京学芸大学地理学会

学 会 記 事

院 49 期

修士副論文要旨

2017年 3 月

修了

「日本の諸地域」における 7 つの視点と 7 つの地

ことで，過去の地理的事象が現在の地理的事象

方の対応関係 ―「歴史的背景」の視点を中心と

の要因であることへの理解が容易になる．すなわ

して―

ち，生徒に「地域の地理的事象の形成や特色に
大西

真由

歴史的背景がかかわっていること」を考えさせる

2008年版の新学習指導要領において，地誌学

授業展開の重要性を踏まえた授業実践を示した．

習の新たな方式として動態地誌的手法が提示さ
れた．これを受け，動態地誌的学習をめぐる

高等学校地理 B における地方創生に着目した都

様々な課題が提起されているが，教科書ごとに

市・村落学習の提案

設定される 7 つの視点と 7 つの地方の組み合わ

岡村

星児

せについての言及は少ない．また，49通りの考

近年，地方創生について関心が高まり，議論

察方法を示したとしても，いずれかの 7 つの組

が活発化している．地方創生は我が国が抱える

み合わせを選択しなくてはならず，実際の授業

地理的な諸課題であり，地理で取り上げるべき

実践には応用しにくい．

テーマであるが，取り上げ方については数多く

本研究では，7 つの視点と 7 つの地方の組み合

の課題が指摘できる．そこで本研究では，高等

わせの一事例を提案し，
「歴史的背景」の視点に

学校地理Bにおいて，地方創生に対して広い視

おける「地理的見方・考え方」と「歴史的見

点で向き合い，多面的・多角的に考え，よりよ

方・考え方」との関連について考察することを研

い将来像を描けるようになる生徒を育成するこ

究目的とした．具体的内容を以下に記す．7 つの

とを目指して，
「都市・村落に関する系統地理

視点と 7 つの地方の組み合わせについて教科書ご

的考察」の学習内容を再検討し，学習を提案す

とに包括的に分析し，教科書ごとの傾向や，組

ることを目的とした．

み合わせ方について詳細な考察をした上で，授

まず中学校までの都市・村落学習や現行学習

業実践に結びつくような組み合わせを提示した．

指導要領に則った地理 B における都市・村落学

さらに，教科書別に分析した結果，4社とも「歴

習について分析し，中学校までは人口学習の枠

史的背景」の視点が認識しにくい構造になって

組みの中のみでしか取り上げられておらず，地

いることが明らかになったため，歴史地理学の叙

方創生に関する内容についても抽象的な内容に

述理論の1つである「逆行法」の考え方を導入し

とどまっていること，地理 B においても都市の

た単元指導計画と授業案を提示した．現在の地

学習と村落の学習が別々に扱われ，一貫性がな

理的事象を「結果」とし，その「結果」が生成

いものになってしまっていることが明らかに

される「原因」である歴史的背景を追っていく

なった．これらの分析を踏まえ，地方創生に着

構成を単元指導計画と授業案の中に取り入れる

目した学習を提案した．提案した学習は全 9 時
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間構成で，大きく分けて「現代日本の居住問

習者が習得する主題図作成の技能を明確にした

題」
「日本の都市・村落の系統地理的考察」
「地

上で，言語活動の充実を図ることを目標とす

方創生策と私たちの対応」の 3 部で構成される

る，主題図作成を中心とした学習方法を検討す

ものとなった．

ることを目的とした．

提案した学習の有用性として，大きく 3 点を

教科書に掲載されている主題図の分析から学

指摘した． 1 点目は居住問題を学習の導入段階

校現場における主題図の取り扱いは大きなス

（第 1 次）に学ぶことで，生徒が問題意識を持ち

ケールでの主題図にはさまざまな手法が利用さ

やすくなると共に，学習全体を通して何を学ぶ

れている．一方，小さいスケールの主題図では

のかという目的が明確になったことである． 2

分布図の手法が多く使われていることが明らか

点目は都市・村落それぞれで起きている問題に

となった．主題図の作成を授業展開として想定

対して教師が考えた対応策を提示することで，

している範囲についてはワークシート形式では

本学習を通して生徒に学んだほしかった解決策

階級区分図が主として使われ，地域調査の範囲

の考え方を，教師自身が見本のような形で見

では分布図の手法が多く使われていることが明

せ，学習の達成度が大きく上昇するということ

らかとなった．

である． 3 点目は生徒の住んでいる地域がどん

また，主題図作成の場面をGISによる学習プ

な環境でも，本研究で提案する学習は実践する

ロセスと比較することで主題図作成に必要とな

ことが可能であるということである．

る技能の習得目標に違いがあることが明らかと
なった．年間を通してそれぞれの場面で主題図

言語活動の充実を図る主題図作成学習 ―高等

作成を行っていくことで最終目標と位置づけら

学校「地理 A 」を事例に―

れる，地域調査による主題図作成を習得するこ
水野

祐輔

とができると考える．

日本国内においては1996年に中央教育審議会

このように主題図の作成が促され，地域調査

において「生きる力」の育成が教育の新たな目

においても主題図を作成し，まとめることを想

標の一つとして上げられ，各種の学力調査の結

定している一方で，分析が主となる主題図の作

果からも，言語活動の充実は重要視されること

成と発表が主となる主題図の作成を同一視した

が考えられる．また，海外の地理教育（志村，

授業が展開されている．そこで，Mac Eachren

2012）や国際オリンピック（大谷，2014）に関

（1994） のビ ジ ュ ア リ ゼ ー シ ョ ン とコ ミ ュ ニ

する研究からも国際社会においても地図の活用

ケーションとの 2 つの地図との関係が存在する

が求められている．そこで，本研究では高等学

という考え方を取り入れ，主題図の利用目的の

校「地理 A 」を取り上げ，学校現場における主

違いに着目し，主題図の作成を軸とした指導方

題図の取り扱いをふまえ，学習の場面ごとに学

法の提案を行った．
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近世地誌『四神地名録』の史料的性格に関する

格は，古松軒の比較的・総合的視点によって，

歴史地理学的研究

地理的事象を他の事象と有機的に関連付け，多
大西 真由

角的・多面的に捉えた動態的な地誌である．ま

日本近世の地誌編纂史上，19世紀前半に進め

た，非常に綿密な現地調査によって編纂され

られた江戸幕府の地誌編纂事業は非常に重要な

た，古松軒個人の特性が含まれた地誌であるこ

出来事であった．
『四神地名録』は，1794（寛政

とが明らかになった．

6 ）年に幕命を受け，古川古松軒が作成した地
誌である．調査の対象地域は，豊島郡，多摩

鹿児島県指宿市山川地区における農家の就業過

郡，荏原郡，葛飾郡，足立郡の御府外五郡であ

程からみた園芸農業の維持

る．

岡村

星児

本研究では，『四神地名録』の本文と挿絵，

本研究では，地域の農業を維持させていくに

挿入文から実証的に分析を行い，近世地誌とし

あたって担い手の確保が不可欠であるという考

ての『四神地名録』の史料的性格を把握するこ

えから，特に担い手自身の農業従事要因に着目

とを研究目的とした．また，官撰地誌である

することで担い手の就業過程を明らかにし，農

『新編武蔵風土記稿』を比較文献として扱い，

業がいかに維持されうるか考察することを目的

『四神地名録』において中心的な内容であった

とした．対象地域として選定した鹿児島県指宿

寺社，地勢・河川，生活風俗から分析を行っ

市山川地区は全就業者に占める農業就業者の割

た．その結果，古松軒が現地観察に加えて,聞き

合が29.5％と高く，指宿市の中でも特に農業が

取り調査や史料調査を頻繁に実施していたこと

盛んな地域である．農業経営についても生産性

が伺えた．また，古松軒が自然地理的な捉え方

の高い農業を行っている地域である一方，担い

のみならず，人びとの生活に関連付けて人文地

手は減少傾向にあることから，担い手の就業過

理的な考察を行っていることが明らかになっ

程を明らかにすることは山川地区の農業がいか

た．加えて，時間軸の中で地域を捉え，経済的

に維持されうるか考察する上で重要な視点とな

な視点を持って今後の土地利用に関する考察を

る．

行っていた．さらに，空間スケールを変化させ

山川地区の農家における農産物生産状況をみ

て生活風俗の比較検討を行っていることが明ら

ると，農家の多くはそらまめやえんどう類，オ

かになった．

クラを生産しているマメ科野菜類生産農家と，

比較文献として扱った『新編武蔵風土記稿』

さつまいもやにんじんを生産する根菜類生産農

は，全体を通して記述様式が統一され，村々の

家に分類することができた．これらの農家の中

地誌が羅列的に記述されている地誌であった．

でもマメ科野菜類生産農家の就業過程をみる

これに対して，
『四神地名録』は地域の変化を

と，その多くは当初農業を継ぐつもりがなく農

追い,様々な角度から地域を捉えた動態的な地誌

業以外の職業に就職するものの，次第に農業以

であると考えられる．

外の仕事を続けていくことが限界に感じるよう

近世地誌としての『四神地名録』の史料的性

になると，農業という職業の他の職業にない，
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自分の意志決定のみで自由に仕事ができる点に

した日帰り旅を行っていた．

良さを感じ，農業に就業するという点で，その

旅においては，目的地となる名所のみなら

他の農産物生産農家とは異なる特性があること

ず，道中の景観もまた村尾嘉陵の関心の対象で

が明らかになった．この特性は特に2005年以降

あった．江戸近郊ならではの開かれた空間から

に農業に就業したすべての農家にみられ，近年

仰ぎ見る諸山や，川や山といった自然景観のコ

の山川地区における就業過程の特性である．こ

ントラスト，造られた景観美よりも，ありのま

の特性がうまれる背景として，南薩畑地かんが

まの自然景観をより好む姿がみられた．一方

い事業を機に山川地区の農業が近年より所得額

で，江戸には桜や松といった造られた景観や，

の高い集約的な農業が可能になり，多種多様な

木材等への利用を目的とした杉，楢等の木々が

農業経営の選択肢が生まれたことから，農家自

数多く植えられた景観が広がっていた．人々の

身がこれまで以上に自分の経営方針にあった農

生活景観に関しては，河川等の影響もあるもの

業経営ができるようになっていることがある．

の，基本的には江戸から離れるほどに貧しい集

そしてこのことが園芸農業が維持される要因と

落や人々，茅葺屋根の家屋が増え，旅の休憩施

なっている．

設は，茶屋・茶店・茶亭といった商い専門の店
から農業等兼業の店，ほとんど民家のような店

『江戸近郊道しるべ』にみる近世後期の江戸日

になっていた．このように，村尾嘉陵の詳細な

帰り旅と地域的諸相

記述から，江戸近郊の自然や人々の生活の景観
高

晨

を把握することが出来た．

本研究では，江戸後期の紀行文である，村尾
嘉陵の『江戸近郊道しるべ』用いて，筆者であ

三浦半島における農産物直売所の地域構造

る村尾嘉陵を，近世後期の一江戸在住者と位置

水野

祐輔

づけ，近世後期の江戸在住者の日帰り旅の形態

近年，日本では農産物直売所が広がりを見

や，旅人の目からみた江戸近郊地域における自

せ，成熟期を迎えている．こうした直売所の地

然・生活景観などの地域的諸相を明らかにする

域的展開を捉えるためには運営的特徴と直売所

ことを目的とした．

出荷農家との両面から分析を行う必要性があ

村尾嘉陵の旅は，江戸近郊において五街道

る．本研究では，神奈川県三浦半島を研究対象

（日光街道を除く）を中心に展開し，その後，

地域とし，直売所の運営と直売所出荷農家の農

他の街道や参詣道にそれていくことが多い．こ

業経営との関連性について地域的特徴をふまえ

れら整備された街道や参詣道は，江戸近郊の旅

て考察し，地域構造を明らかにすることを目的

を便利なものにしていた．一方で，江戸から遠

とした．

隔地になればなるほど見知らぬ道や，道なき道

三浦半島における直売所は運営主体と立地す

を通らねばならないことも多く，このような場

る場所によって区分でき，組織運営のものにつ

合は，岐路の立札や茶屋の主人，地元住民等の

いては農産物の集荷は直売所の規模が大きいた

道案内が重要な役割を果たした．また，村尾嘉

め，広がりを見せるが，市街地の直売所では周

陵の旅は，帰路が主要道やおなじみの道になる

囲に農地が少ないため郊外の農的資源が集中し

ことが多く，現地等で時間ぎりぎりまで散策を

て見られる地域から集荷を行っている．出荷者

し，慣れた道から帰路につくという，道をある

団体による運営のものは規模も小さく集荷圏も

程度熟知した江戸在住者ならではの利点を生か

狭く，郊外においては漁港に併設するなどして
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販売を行っている．個人運営の直売所は郊外の

とや近接性，副収入源といった理由から出荷を

農地周辺に存在し，観光農園や産地直送と並行

選択している．

して運営されている．

以上のように三浦半島における直売所は運営

直売所出荷農家については市街地立地農家と

の面での違いが大きくあり，それぞれの運営形

の郊外立地農家とで区分を行い，直売所出荷と

式に合った農業経営を行う農家との組み合わせ

の関係性について分析を行った．市街地立地農

の中で直売所の特徴が表れている．また，三浦

家は脆弱な農業基盤のため，小規模生産や規格

半島の直売所全体で見ると，農地が郊外に偏在

外品でも出荷ができることを理由に直売所出荷

しているため，農産物集荷の競合が郊外の大規

を選択している．郊外に農地を持つ農家は安定

模直売所と市街地の大規模直売所との間で生じ

した農業基盤のため，市場出荷や農協の共販出

ている．郊外においては主な客層が観光客であ

荷を主な出荷先としながら，販売単価が高いこ

ることから集客について競合関係が生じている．
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