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高等学校「地理総合」必修化がまちづくりや都市計画に与える影響
Impacts for urban development and city planning caused by compulsory “Comprehensive geography”
in high school
大島英幹*
Hideki Oshima *
In this paper, information about life range geographical problem-solving studies in high school “Comprehensive
geography” opened with the course of study at the moment are summarized. Possibilities that these studies improve
skills of undergraduate students participating urban development acts, activate social movements for urban
development acts, and build consensus for urban development are also surveyed. Needs of urban development and city
planning expert’s aid are also shown since high school teachers who thought these studies themselves have little
experiences of life range geographical problem-solving. These expert’s aid could be arranged by relevant associations
or government offices.
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1. はじめに

いる。

高等学校地理歴史科の選択必修科目「地理 A」
（２単位）では、

「生活圏の地理的な課題解決」を学ぶ地理 A の履修率（2013 年

2013 年度より、
「生活圏の地理的な諸課題と地域調査」の単元で、

度）は 38.8%、普通科に限ると 31.3%に留まっている 3)。これは、

「生活圏の地理的な課題解決」の学習が行われてきた 1)。さらに

大学入試で課される科目が４単位の「地理 B」
、
「世界史 B」
、
「日

2022 年度から施行される次期学習指導要領（2018 年 3 月告示）2)

本史 B」であり、一般入試で大学を目指す高校生が地理 A を履修

では、地理 A は必修科目の「地理総合」に再編されることとなり、

するメリットが少ないことによる。
次期学習指導要領によると、
「地理 A」
が必修科目の
「地理総合」

「生活圏の調査と地域の展望」の単元で、
「生活圏の地理的な課題
解決」も引き続き学習されることとなった 2)

。

【表-1】2022 年度以降の高等学校地理の単元構成

まちづくりや都市計画は、生活圏の地理的な課題の解決策のひ
とつであり、このような学習を行った者が社会に増えることは、

科目
地
理
総
合

まちづくりや都市計画の発展に寄与すると考えられる。
その一方で、地理総合を担当する教員自身は、生活圏の地理的
な課題解決を学んだ経験が少ないため、まちづくりや都市計画の

Ａ 地図や地理情報システムで捉える現代世界
(1) 地図や地理情報システムと現代世界
Ｂ 国際理解と国際協力
(1) 生活文化の多様性と国際理解

専門家が支援をすることも考えられる。

(2) 地球的課題と国際協力

本稿では、高等学校での生活圏の地理的な課題解決の学習につ

Ｃ 持続可能な地域づくりと私たち

いて、現時点で明らかになっている情報を整理した上で、このよ

(1) 自然環境と防災

うな学習がまちづくりや都市計画に与える影響を展望するとと

(2) 生活圏の調査と地域の展望

もに、まちづくりや都市計画の専門家がこのような学習に対して
地
理
探
究

支援する必要性と方法を考察する。
2. 高等学校地理総合での生活圏の地理的な課題解決の学習内容

Ａ 現代世界の系統地理的考察
(1) 自然環境
(2) 資源，産業
(3) 交通・通信，観光

2-1. 高等学校地理の科目構成

(4) 人口，都市・村落

地理は特定の地域の地域特性を見る「地誌」と、地形・気候・

(5) 生活文化，民族・宗教

人口集積など個々の地理要素の地域差を学ぶ「系統地理」に分け

Ｂ 現代世界の地誌的考察

られる。またこれらを学ぶ道具として、地図や地理情報システム

(1) 現代世界の地域区分

（GIS）などの「地理情報」も学ぶ。
「生活圏の地理的な課題解決」

(2) 現代世界の諸地域

は、地誌に含まれる。

Ｃ 現代世界におけるこれからの日本の国土像

現在は、選択必修科目の「地理 A」
（２単位）では「生活圏の地

(1) 持続可能な国土像の探究

理的な課題解決」を含む地誌の一部と地理情報を、同じく選択必

（注）太字は、まちづくりや都市計画に関係する単元

修科目の「地理 B」
（４単位）では地誌全般と系統地理を学習して
*正会員

単元
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【表-2】
「生活圏の地理的な課題」の具体例
分野

課題の例

学習テーマの例

環境問題

交通渋滞による大気汚染、ごみ処理問題、水質汚濁

環境の変化によってどんな問題が起こったのだろうか。
それを改善するためにどのような取り組みが行われているのだろうか。

都市問題

人口問題

自然災害と防災

中心商店街の空洞化、ドーナツ化現象、自転車の放

身近な都市や村落はどのような問題を抱えているのだろうか。

置、保育園の不足

その問題を改善するため、自分たちには何ができるだろうか

少子化・高齢化、過疎化・過密化、農地の耕作放棄、 地域はどのような人口問題を抱えているのだろうか。
森林の荒廃

その改善策としてどのようなことができるのだろうか。

火山災害、地震災害、風水害・雪害

身近な地域では、どのような自然災害が起こりうるだろうか。
災害に対する備えとして自分たちには何ができるだろうか。

（注）太字は、まちづくりや都市計画に関係する課題

【表-3】イギリスの地理教科書の「生活圏の地理的な課題解決」の学習の例
学習テーマ

内容

バイパスはどこを通るべ

仮想の都市にバイパス道路を建設することになったという設定で、複数の建設ルートを示した上で、
「ルートの短さ」
、

きか

「湿地帯や樹林地を避ける」
、
「既成市街地を避ける」
、
「沿道に工場を建設できる」
、
「橋の数が少ない」などのさまざま
な評価基準から、最も適切なルートを選ばせる。

サッカー場はどこに移転

仮想の都市の老朽化したサッカー場を移転することになったという設定で、鉄道駅や幹線道路、公営駐車場などのGIS

すべきか

データから、最も集客しやすい移転地を抽出させる。

洪水の危険性を減少させ

ダム建設や河道整備など、洪水の危険性を減少させる施策を示した上で、対象地域に適した施策を選ばせる。

るにはどうしたらいいか

（２単位）に、
「地理 B」が選択科目の「地理探究」
（３単位）に

など）について、生活圏で起きている問題の整理と、その改善策

再編される。つまり、
「生活圏の地理的な課題解決」を学ぶ高校生

の検討を学習する。このうち、交通渋滞による大気汚染、水質汚

は、現在は全体の 38.8%だが、2022 年度以降は 100%となる。

濁、中心商店街の空洞化、ドーナツ化現象、自転車の放置、過密

2-2.「地理総合」の構成

化、地震災害などは、まちづくりや都市計画がその解決策になり

このうち、地理総合の単元は、
「Ａ 地図や地理情報システムで

得る。

捉える現代世界」
、
「Ｂ 国際理解と国際協力」
、
「Ｃ 持続可能な地

次期学習指導要領は、各教科共通の学習の基盤となる資質・能

域づくりと私たち」からなる。そして、
「Ｃ 持続可能な地域づく

力として、
「言語能力（情報を的確に理解し効果的に表現する力）
」
、

りと私たち」の中に、
「(1) 自然環境と防災」と「(2) 生活圏の調査

「情報活用能力」
、
「問題発見・解決能力」等を挙げている。した

と地域の展望」がある。まちづくりや都市計画に関係するのは、

がって、地理総合では、現行の地理 A 以上に、課題解決を重視す

この「(2) 生活圏の調査と地域の展望」である（表-1）
。

ることになる。文部科学省中央教育審議会での次期学習指導要領

2-3.「生活圏の調査と地域の展望」の内容

の検討段階では、生活圏の地理的な課題解決の学習が目指す姿と

「生活圏の調査と地域の展望」について、次期学習指導要領で

して、イギリスの地理の教科書の例が示されている 3)。
「バイパス

は、
「空間的相互依存作用や地域などに着目して、課題を探究する

はどこを通るべきか」
、
「サッカー場はどこに移転すべきか」
、
「洪

活動」を行うとしている。これらの学習を通じて、
「生活圏の調査

水の危険性を減少させるにはどうしたらいいか」などのテーマに

を基に、地理的な課題の解決に向けた取組や探究する手法など」

対して、生徒自身が主体的に情報収集・議論するアクティブ・ラ

の知識と、
「生活圏の地理的な課題について、生活圏内や生活圏外

ーニングにより、解決策を検討するようになっている（表-3）
。

との結び付き、地域の成り立ちや変容、持続可能な地域づくりな
どに着目して、主題を設定し、課題解決に求められる取組などを

3. 高等学校地理総合の学習がまちづくりや都市計画に与える影

多面的・多角的に考察、構想し、表現」できる思考力、判断力、

響

表現力等を身に付けるとしている。

すべての高校生が生活圏の地理的な課題解決を学習するように
なると、つぎのような効果が期待される。

2-4.「生活圏の地理的な課題解決」の具体例
「生活圏の地理的な課題」の具体例は、現行の地理 A の教科書

3-1. まちづくりに参加する大学生の技能向上

4)5)6)に掲載されている（表-2）
。環境問題（交通渋滞による大気汚

2003 年度より始まった高等学校の必修科目「情報」では、ワー

染、ごみ処理問題、水質汚濁など）
、都市問題（中心商店街の空洞

プロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなどの活

化、ドーナツ化現象、自転車の放置、保育園の不足など）
、人口問

用を習得する。この結果、大学生のプレゼンテーションやレポー

題（少子化・高齢化、過疎化・過密化、農地の耕作放棄、森林の

ト作成技能が向上した。このことから類推すると、
「地理総合」が

荒廃など）
、自然災害と防災（火山災害、地震災害、風水害・雪害

始まると、まちづくりに参加する大学生の地域調査能力や、地域
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課題解決能力が向上することが期待できる。

って調べてみよう」
、
「都市型水災とその対策」などの出前授業を

3-2. まちづくり市民活動の活性化

行っている 8)。これらの支援は、地理総合の「自然環境と防災」の

地理総合で地理的な課題解決を学習した者が、地域課題解決に

単元にも適用できる。

資するまちづくり市民活動に興味を持ち、在学中または卒業後に

また、国土交通省は GIS の専門家の協力を得て、小・中・高等

参加するようになることが期待される。また、地理総合の学習の

学校教員向けの GIS 研修プログラム 9)を開発している。研修では、

一環として、高等学校教員の指導の下で高校生が活動に参加する

GIS の特性と学習活動での活用の意義、学習指導要領と GIS の関

ことも期待できる。

係、GIS を活用した授業事例、GIS の活用が効果的な場面や活用

3-3. まちづくりや都市計画の合意形成の促進

方法等の講義をしたうえで、GIS の操作や教材作成の演習を行っ

高等学校進学率が 100%近くになっているため、2022 年度以降に

ている。演習では、
「現地調査で収集したデータや写真をマップ上

高等学校に入学する世代（2006 年度以降生まれ）の地域住民のほ

に整理」
、
「GPS を使って、歩いたルートをマップ上に表示」
、
「町

とんどすべてが、地理的な課題解決を経験し、地理的な課題やそ

丁目別人口データでコロブレスマップ（塗り分けマップ）を作成」

の解決手法に対して共通認識を持つことになる。この結果、この

などの教材作成を行っている。

世代の住民の割合が増えるにつれて、まちづくりや都市計画の合

このほか、各地で GIS の専門家が、それぞれの学校の教育形態

意形成の議論がスムーズに進むようになることが期待できる。

や設備、予算に合う GIS の選定・開発や、教員が GIS を使えるよ
うにする指導などの支援をしている 10)。これらの支援は、地理総

4. 高等学校地理総合の学習に対する専門家の支援

合の「地図や地理情報システムと現代世界」の単元にも適用でき

4-1. 地理総合の学習に対する専門家の支援の必要性

る。

このように、高等学校地理総合はまちづくりに良い影響を与え

まちづくりや都市計画の専門家による地理総合の学習に対する

ることが期待される。しかし、地理総合の学習にはまちづくりや

支援も、これらの事例と同様に、学会や関係官庁が専門家の協力

都市計画の専門家の助けが必要と考えられる。それは、地理総合

を得て行うことが考えられる。

を担当する教員が、生活圏の地理的な課題解決に詳しくないこと
があるからである。

5. まとめ

地理総合は地理歴史科の科目なので、地理または歴史が専門の

本稿では、2022 年度からの高等学校必修科目「地理総合」の中

教員が担当する。ところが、1994 年度以降世界史が必修科目とな

で行われる、生活圏の地理的な課題解決の学習について、学習指

ったため、過去 20 年以上新規採用される教員は歴史が専門の者

導要領などにより現時点で明らかになっている情報を整理した。

が中心となっていた。前述のように、これまでは地理 A の履修者

さらに、このような学習が、まちづくりに参加する大学生の技能

は全体の 38.8%であったため、地理が専門の教員が対応できたが、

向上やまちづくり市民活動の活性化、まちづくり合意形成の促進

地理総合は必修科目になり、100%が履修するようになるため、歴

などをもたらす可能性を展望した。また、指導する高等学校教員

史が専門の教員も担当する可能性が高い。

自身に生活圏の地理的な課題解決の経験が少ないため、まちづく

さらに、地理が専門の教員が担当するとしても、そもそも地理

りや都市計画の専門家がこのような学習に対して支援する必要

が専門の教員自身に生活圏の地理的な課題解決の経験がないこ

があり、学会や関係官庁が専門家の協力を得て支援を行うことが

ともある。前述のようにイギリスの地理学は地域の問題発見から

考えられることを示した。

解決までを担っているが、これは、イギリスが植民地経営の人材

今後の課題としては、2018 年度中に公表される「学習指導要領

育成を必要としていた時代の名残でもある。これに対して、わが

解説」により学習内容の詳細が明らかとなるため、現行の地理 A

国の地理学は地域の問題発見に専念し、問題解決は経済学・政治

との違いなど、さらなる分析が必要となる。

学・社会学などの社会科学や、都市計画学・土木工学・建築学な
どの建設工学に委ねられている傾向があり、大学の地理教育でも
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