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Abstract

In this research, after dealing with the handling of topographic terms in high-school 
Geography A textbooks, we examined the practicality of the usage frequency of these 
terms and their application to other units.

The Geography A textbooks of the current course explain several terms related 
to landform; however, the descriptions often explain the concepts of terms and 
terrain, irrespective of the frequency of appearance. In Geography A, the relationship 
with everyday life is considered to be crucial to limit the number of terms used and 
explanations as well as reduce the number of terms to be learned. To develop a system 
that learns the mechanism of the topographic phenomena, it is necessary to review 
the whole person. In addition, the frequency of the usage of the terms learned by the 
terrain unit in other units of the later stage is considerably low. Therefore, a need exists 
to reconsider the unit structure, which is largely based on cooperation with other 
units. In the disaster prevention unit, the description that the topographical learning 
is relatively earlier than the other units is active is given. However, among them, 
insufficient points, such as a sudden increase of the new terminology, which did not 
appear in the topographic unit, and the invisible mechanism of the disaster phenomenon, 
can be observed. To protect ourselves from disasters and enhance disaster prevention 
awareness, it is essential to obtain the minimum necessary natural scientific knowledge 
using Geography A.

As long as the contents to be learned are included in traditional memorization 
learning, the interest in learning as a geography itself/learning motivation may decrease. 
In practice, it is currently not feasible to revise the guidelines for teaching; however, in 
the future, it is anticipated that it will become a more practical course by reviewing how 
to comprehensively learn geography.

Key words: Education of Geography, Learning of Geomorphology, Relationship, 
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1 ．は　じ　め　に

　日本の中等教育課程（中学校・高等学校）において地形を学ぶ機会は，社会科，地理歴
史科（地理）や理科（地学）などが挙げられる．2009（平成 21）年に改訂された現行の
学習指導要領のもとで実施される高等学校での地理学習（地理 A（2単位）・地理 B（4単
位））は，世界史 A・B，日本史 A・Bとともにいわゆる「文系科目」とされる地理歴史科
に配置されている．しかし，地形や気候などを含む自然地理分野の指導や理解には，地学
や生物学などの理系的な素養も必要とされる．地理歴史科の教員のなかでも歴史を専門と
する教員の多くは，地理教育への意識が低く，教えることに不安を抱えていると指摘され
ている（武者 2000，藤田 2013）．このため，重要用語として教科書に挙げられた用語を生
徒に覚えさせる授業展開に終始し，多くの用語を漏れなく扱うことで教員も安心してしま
う（天野 2005）．結果として地理に対しては，以前から網羅的・羅列的な暗記学習である
というイメージや批判が多く，大学入試問題も地理に対する興味を失わせる内容が多い
「地名物産の地理」と揶揄されてきた（竹部 1998）．
　状況を改善すべく，地形教育の実践では，実験やイメージを用いた動的な地形変化の把
握を行った授業展開の検討も散見される（例えば，森 2004，天野 2005）．しかし，自然地
理の学習内容やメカニズムへの教える側の関心，理解の醸成は十分でなく，後段の人文地
理の学習内容との連携を十分考慮することが難しいとされる（藤永 2015）．
　折しも，2022 年度から施行される新学習指導要領で地理歴史科では「地理総合」およ
び「歴史総合」（いずれも 2単位）の新設，必修化が決定されている（文部科学省 2016）．
そのため，現在よりも地理を学ぶ高校生が増える上に，地理を教える教員も増える．地理
総合では，「持続可能な社会づくりをめざし，環境条件と人間とのかかわりに着目して現
代の地理的な諸課題を考察する」という学習目標も掲げられている．自然現象の名称を網
羅的に記憶していくことに終始する学習スタイルでは，この学習目標の達成は困難といえ
る．
　現行の学習指導要領では，地理学の体系や事象の捉え方（系統地理学と地誌学）を踏ま
え，世界各国・地域の地理的特性や現代世界の今日的課題に注目する地理 Bに対し，地
理 Aは生活圏に関心を向け，日常生活との関わりある地理的事象を扱うことや学習成果
の実用性が重んじられている．しかし，このような地理 Aの学習目標に照らして，指導
時の基本教材である教科書での自然地理的な分野・内容の扱いを確認し，その説明などの
適切さを検証する研究は不十分であった．地理総合はその学習の目標や内容を踏まえる
と，実質的に地理 Aを発展改組して編成されると予想される．現行の地理 Aの学習材や
学習展開にみられる課題を把握することは，今後の地理総合の学習の充実に寄与する作業
といえる．
　以上より本研究では，自然地理的現象のうち地形を事例として，地理 Aの教科書に出
現する地形用語の使用頻度や場面と，説明内容などその扱われ方について整理する．さら
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に，出現した地形用語の扱いに関して，（人文地理を含む）他の学習単元との結びつきが
図られているか，自然条件と人間とのかかわりの理解醸成に配慮されているか，実態を検
証する．

2 ．現行の学習指導要領下での地理Aにおける地形の扱い

　学習指導要領解説（文部科学省 2010）を確認すると，現行の地理Ａでは，地形に関す
る学習は Fig. 1 のように位置づけされている．地形に関する扱いは，主に「（1）現代世界
の特色と諸課題の地理的考察（イ 世界の生活・文化の多様性）」および「（2）生活圏の
諸課題の地理的考察（イ 自然環境と防災）」にみられる．
　（1）では，地理的環境は自然環境と社会環境の 2つから構成されるとしている．まず，
地形・気候などの自然環境について諸要素の分布の差異や類似性について理解したのち
に，社会環境である人々の生活・文化と自然環境との有機的な関係に生徒が気づくよう指
導することが求められている．
　（2）では，（イ）の 2013 年度改訂で導入された自然環境と防災に関する単元で地形用語
が多用されている．ここでは，自然災害の自然現象としての理解（自然環境的理解）と，
自然現象と人々との関わりや地域性の理解（社会環境的理解），これらを踏まえた災害へ
の対応を学習することとしている．さらに，旧版地形図やハザードマップの読み取りなど
地理的技能を活かして地形を学ぶことも意識されている．
　また，自然地理では必要に応じて生物・地学的な事象を扱うことができるとされている
が，取り扱う事象を限定する，いわゆる「はどめ規定」が存在する（Fig. 1 の 3）．学習指
導要領解説（文部科学省，2010；99p）では「（生物・地学等の）学習成果を地理的事象の
空間的な傾向性や諸地域の特色と関連付け，地理的な考察のために活用することを忘れて
はならない」と記されており，この規定が取り扱い内容を規定しているのではなく，取り
扱い方を規定していることが理解できる．しかし，現場では細かな地形プロセスなどの自
然科学的な内容まで踏み込んで授業展開を行うことは避けられる傾向にある．
　以上のような学習指導要領の構成から，基礎的知識としての地形用語の大半は（1）－
（イ）のうち，自然環境を扱う単元（以下，「地形の単元」とする）で習得することになっ
ている．その後，社会環境やその他の生活・文化，地図の活用や防災を学ぶ単元（以下，「応
用的単元」とする）の中では，基礎的環境としての地形用語を用いて学習することになる．

3 ．地理Aの教科書における地形用語の使用頻度と他の単元との連携

　実際の教育現場で教員が授業を計画，実施し，生徒が学ぶ際に利用が義務付けられてい
る基礎的な学習材である教科書では，地形用語は具体的にはどのように扱われているのだ
ろうか．
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Fig. 1. Description concerning the handling of landform in the course of study guidance.
 (Created by the author from the 2011 educational guidelines)
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　そこで本章では，2016 年度現在使用されている 2013 年度学習指導要領に基づいて出版
された地理 Aの教科書全 6冊（出版社 5社，本文中では教科書 A～ Fと表現する）の全
記述から地形用語を抽出し，使用頻度を整理した（Fig. 2）．その際，「地形の単元」と「応
用的単元」に分けて集計を行った．そして「応用的単元」のなかでの地形用語の利用の場
面や説明等の扱われ方を確認し，「地形の単元」の学習がその後有効に活用されているか
検証する．
3．1．地形用語の使用頻度と実用性
　まず，「地形の単元」での地形用語の使用頻度は，高頻度（5・6冊の教科書で採用あり）
のものが 21 語あった．特に，全ての教科書で使用されていた地形用語は，サンゴ礁，扇
状地，河岸段丘，三角州，自然堤防，氾濫原，沖積平野であった．また，高頻度の地形用
語のすべては教科書中で太字（重要用語）とされており，21 語中 18 語が「応用的単元」
の中で再出していた．
　一方，中頻度（3・4冊の教科書で採用あり）のものが 24 語，低頻度（1・2冊の教科書
で採用あり）のものが 73 語であった．低頻度の地形用語であっても重要用語となってい
るものが半数を超えており，地理 Aという教科にとって特に重要な地形用語に関する共
通理解がないことを示している．また，低頻度の地形用語は 1語を除き「応用的単元」で
再出していない．例えば，「ドリーネ」（使用頻度 2冊，重要用語扱い，再出なし）は，次
のように使用されている．

　カルスト地形の円状のくぼみのうち，単体の小さなものはドリーネ，それが連なった
ものはウバーレ，巨大なくぼみに成長したものはポリエとよばれる．くぼみの内部に農
地や集落ができている大規模なものもある．

（教科書 C：カルスト地形と乾燥地形　注より）
　※以下，枠線中の太字の単語は，教科書中で太字表記されているものである．

　ここでは，「ドリーネ」という地形用語が出現するものの，ウバーレ・ポリエなどとと
もに羅列して記述されているにとどまっており，写真などでの説明も行われていない．さ
らに，この教科書の「応用的単元」ではドリーネ・ウバーレ・ポリエは再出していない．
　また，氷河地形に関わる地形用語である「カール」（使用頻度 1冊，重要用語扱い，再
出なし）は，次のように使用されている．

　寒冷な地域では，降った雪が圧縮されたり凍ったりして氷のかたまりに代わり，氷河
となる．氷河は，長い時間をかけてゆっくりと流れ下りながら，谷を深くえぐり取り，
U字谷やカール（圏谷）をつくる．氷河が溶けて現れる U字谷の谷底は平坦で，農牧
業などが営まれている．                                         （教科書 F：氷河・カルスト地形 より）

　ここでも，氷河地形に関する地形用語が列挙されている．文部科学省（2010，p95）で
は「用語や概念を細かく列挙してその解説に終始したりするような扱いは避けるべき」と
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Fig. 2. Usage landform terms and their frequency.
 (Created by author from 6 textbooks of Geography A currently in use.)
 ※Landform terms that are described in both “the Unit of Landform” and “appear for the first 

time in the Unit of Disaster Prevention” indicate that units that first appear in textbooks are 
different
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の記載があるにも関わらず，上記 2つの例のように地形用語の紹介に終始しているケース
が多く存在している．
　扱われた地形用語のうち，ポリエに関しては農地や集落を学ぶ場面で，U字谷は農牧業
を学ぶ場面に絡めて言及があり，人々の生活・文化との関わりを意識している．しかし，
当該の地形が結果として農業形態などにどのような影響を与え，なぜ当該地域で展開され
るような人々の営みが選択されたのかといった，地形と土地利用との有機的な関係は説明
されていない．たとえばポリエであれば，石灰岩の溶食の過程で生じる残渣がテラロッサ
として土壌化しポリエの底に厚く堆積することから，露岩地が多く土壌が未発達で耕作に
不適なカルスト台地において農耕地として選択されるというところまで踏み込んで記述さ
れなければ，地形と人間生活との有機的な関係を学習することは困難である．
3．2．「応用的単元」との連携
　Fig. 2 で示したように，「応用的単元」における地形用語は地誌学習の地域の概要を示
すために使用される頻度が高い．地誌的分野において地域の概要以外で地形用語が多く利
用されていた場面は，農業を扱う単元である．たとえば，当該単元では「沖積平野」が以
下のように説明中で利用されている．

　東部や南部の沿岸地域は，黄河，長江，チュー川（珠江）などの大河川によって沖積
平野がつくられ，広大な稲作地帯となっている．

（教科書 A：階段状に広がる台地―中国の自然環境　より）

　ここでは，沖積平野で稲作が営まれるという事実は記述されているが，なぜ沖積平野で
稲作地帯が広がるのかという理由までは踏み込んで書かれていない．本来，地形の形成過
程や構成物質などに言及することにより，沖積平野が水田稲作の適地であるという有機的
な関係を理解することが可能となる．しかし，いわゆるはどめ規定により地形と土地利用
との空間的対応に限定された記述となっており，地形用語の機械的記憶に陥りかねない．
全教科書が重要用語として取り上げている地形用語であっても，この程度の扱いにとど
まっている．
　その他の地誌の単元の中では，地下資源の分布や地形を生かした観光業などの説明で地
形用語が用いられているが，その頻度は低い．さらに応用できる単元を増やすことで，人
文社会現象の成因や人と自然との有機的な関係をより理解できる可能性が広がる．
　防災の単元では，「地形の単元」で学習した用語が再び利用されている傾向にある．多
くの教科書で地形用語の復習のあとに，自然災害への備えや対策の方法などが記述され
て，日常生活と結びついた学習構成となっている．
　その一方で，「地形の単元」で使用されていない用語が防災の単元で初めて使用される
ことも多い．たとえば，噴火災害と関連して「土石流」「泥流」「火砕流」が初めて使用され，
以下のように記述されている．
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　地下のマグマが地上まで上昇して噴出したのが火山である．約 1万年前以降に噴火が
あった火山は活火山とよばれる．活動度の高い火山については，常時，監視されている．
　北海道の有珠山は，沈み込む太平洋プレートに近く，ほぼ 30 年周期で噴火してきた
ことが明らかにされている．（中略）
　マグマの粘り気が高く，火山の中で圧力が高くなってきわめて激しい爆発が生じる時
には，溶岩がバラバラに砕けて厚い雲のような状態になり，それが一気に火山を駆け
下って山麓に押し寄せる．これが火砕流である．その速度は時速 300 km以上にも達し，
逃げることはほとんどできないため，発生を予知して事前に避難することが最も重要で
ある．
　また，噴火と大雨，融雪などが重なると，大量の火山灰や礫が押し出されて，泥流や
土石流が発生することがある．                                            （教科書 A：火山と防災 より）

　ここでは，プレートという用語が使用されながら，火山とプレートの関係は示されてお
らず，形成メカニズムや「地形の単元」で学習した内容との関連性が薄い．また，泥流と
土石流の違いも明記されておらず，用語の羅列になっている．
　社会環境に対する地形プロセスの負の有機的な関係が自然災害である．防災学習を進め
るためには，「地形の単元」で学習した地形用語を用いて地形プロセスを理解した上で，
地形プロセスと社会環境双方の空間的多様性の組み合わせの結果として生じる自然災害の
地域性を理解することが不可欠である．しかし，この単元においても地形用語が羅列的に
扱われていることで，防災意識を抱かせたとしても，具体的な対策へと結びつきにくく
なっている．
　「地形の単元」で学習した用語が他の単元に利用されている事例は，現状では，基礎的
な知識と応用的側面が並列的な記述にとどまっている．この両者について「なぜなのか」
という関係性に踏み込んだ記述をしなければ，有機的な関係を理解することができない．
「はどめ規定」は地形の成因や地形プロセスの学習そのものを制約しているわけではない．
地理 Aの学習目標を踏まえ，地形学習の自己目的化と深入りを回避しつつ，地形と人間
生活との有機的な関係の理解を促す学習手法や記載の工夫を考える必要がある．一方で，
こうした学習の時間を確保するためにも，「応用的単元」で再出しないような羅列的な地
形用語を精選し，覚える学習から考える学習への転換を進める必要もあると考える．

4 ．お　わ　り　に

　本研究では，高等学校地理 Aの教科書における地形用語の扱われ方の現状を把握した
うえで，「地形の単元」で学習した地形用語が「応用的単元」でどのように活用されてい
るか確かめることで，学習の実用性や課題を考察した．
　現課程下での地理 Aの教科書では，地形用語が多数扱われている一方，地形の小分類
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まで踏み込んだ地形用語の羅列的使用も多く，出現頻度に関わらず用語や地形の概念・定
義の解説に終始するような記述が多い．また，羅列された用語をおさえることに注力しや
すい情報提示のスタイル・構造になっているため，どのようにして地形が形成したのか，
その地形があるため人間はどのような住み方をしているのか，など本来地形用語を習得す
る意義である日常生活との関わりを十分に学習することが難しくなっている．
　新設される地理総合の学習時間や学習目的を考えると，地形と日常生活の関わりに関す
る記述を単純に増やすのではなく，同時に学習内容を精選し，教える内容を削減していく
ことも必要である．地形用語に関していえば，地形と日常生活との関係を理解する上で必
要となる重要用語を精選し，それはなぜなのか，どのように自然が関与しているかが見え
るような体系的な学習を構築することが必要である．今後作成される地理総合の教科書で
は，当該科目の理念が十分に反映される教科書になることを期待したい．
　学習指導要領の改訂で地理総合が必修化されることは，地理に触れ合う生徒が現状より
も増えることで地理に親しみをもちやすくなることが期待される．一方，学習する内容が
従来通りの用語暗記学習に終始してしまえば，地理という学問自体への関心・学習意欲が
低下しかねない．用語の並列的な列挙を避けて，成因やプロセスの理解を促すことで，「地
形の単元」での学び（自然環境理解）が当該単元以外の人の営みや社会現象に注目する学
習の場面・内容（農業や工業・文化など．社会環境理解）との有機的な結びつきが可能と
なり，環境と人とのかかわりで成立する地域特性とその多様性に目を向ける地理ならでは
の学習が成立しうる．学ぶ用語の選択，内容の精選や，学習指導要領の理念を十分に生か
せる教科書づくりを行うことで，地理総合の質的充実の実現可能性は大いに広がる．加え
て，地形と社会環境の有機的な関係を理解し，教科書を活用して地形の持つ地理学的価値
を指導できる教員を育成していくことも重要となる．教員養成の場において自然地理学，
地形学を担当する大学教員の責務も大きい．
　教科書作成の現場，学校教員，大学教員がそれぞれの立場で学び方を大きく見直すこと
で，地理の学校教育における存在意義や有用性が広く社会や人々に実感され，より評価さ
れる科目となることを願う．
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Appendix

本研究では，以下の 2016 年現在使用された地理 Aの教科書 6冊を分析対象として用いた．
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