
地 学 と 地 理 学 と の 境 界

司 会 者

,(は じめに )

司会 では御指塩によりまして,た だ今か ら

このテーマで座長 をつとめさせて頂 きます。

お手元に今さしあげておる資料は,謙早高

校の藤圏先生の方で物理 との関係:そ オ1′ から

長崎南高の方 で気象・ 地ヲ玖 私の方では,こ

れは資料 とい うほどの もθ)ではございません

力ヽ 一夜づけで地理の本 をみま して共通点 を

ビックアップ致 しました。 この 3つの資料に

っいて, これを話題 としても,御検討いただ

きたいと思います。

それか らなお,た だ今長崎市立西泊中学校

6_iD方 で「 中学校における地学及び社会科地理

の共通点 と相違点 」とい う詳細な資料がまい

ってお ります。私 も中学校の黎料の方はよく

存じません。私のこの資料 も地学の方からみ

た地理についてでございまして,地理の先生

がごらんになった地学 とは,男りの見方がある

だろうと思います。高校では現在 2単位の地

学で,そ の 2単位の中に もこういう工合な共

通点があるとい うのは,そ れぞれ異なった目

標の下に履修 させるとは思いますが,と にか

く共通点があるということはお互にこ滅しはよ

く研究を して,よ り効率のある授業をするた

めにも,我々が承知 しておかにゃな らんこと

だろうと′思います。

私の方でどうやって会を進めて行 こうかと,

とくに腹案があるわけではございませス′が,

まあ皆さんの方でひとつ活発ないろいろ日頃

茂 (佐世側 ヒ高 )

承 明 (長 崎南高 )

の御意見 を出 していただければ,そ れについ

て,何 もこの資料にこだわる必要はございま

せんから,進めていったらどんな もス′だろ う

かと思いますが。

鎌田泰彦  (長略大 )議 事進行について,

ひとつ意/BLがあるんでございますが,折角こ

れだけの資料を各先生お作 りに,あたんで,最

初に,皮切 りに資料をお作 りになった先生が。

この資料を作っている最中にいろい・ろ感 じた

点が多々あるス′じゃないか と思います。

その点について資料V畿者の先生方に選手 の

解説でもいただけたらいいん じゃ4rい かと思

いま・おL.

司会 で1ま―.順序は不同でお願い しま'ご~。

まず諫早高校の藤田先生,こ の物理との関係

をひとつお願い します。

(資料の解説 )

藤田健―  (諫早高 )私 ,藤田と申します。

実は今日のテーマの地学と地理 とい うことに

Iま ずれますけオl.ど も,私は物理 と地学とを両

方かけもちしておる関係上,「 物理 との境夕理

ということで,討議が終った後でちょっと附

け足 してみようと思ったんですが最初か らと

は恐縮です。そこに 18項 目挙げてございま

すが,最初 もう少 し多いような気がしたんで

すが,調べてみますと,ほ ぼこオ1"位であ りま

す。裏 題と,物理関係でつくった′″」題形式を

とってお ります。 こ
‐
の夕1題は宮城県の理科セ

ンターで大森 という人が作った地学 550題
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とい う問題集か ら拾 いました。ごらんになれ

ば大体物理との境界がわか ります。原稿をつ

くりました後で考えたのは物理を習った後で

地学をや つた方が理解が早いんじゃ4Fいか,

うまい方法が沢山あるんじゃないか,例えば

「 ラウエの斑点 」,ああい うの も物理の方で

光の干渉とい うことでやるわけです。そうい

うのを学習した後で,ラ ウエの斑点のことを

ゃれ́ばよい。それから 9番,これは物理の教

科書にのっていないわけですけど,私の考え

方で物理をやる時に導入の段階で物理学史を

い くらか扱っておりますので,それに関連 し

て挙げたわけです。ですか らこれはちょっと

境界に入れていいかどうかわか りません。以

上が私の考え方であ ります。

司会 はい。では,個々についての御意見は

一応お話 しをうけたまわってか らとい うこと

に して,次に南高の資料にっいて,藤田先生。

藤田光  (長鰭南高 )堀 目先生と2人で,

主として地形および気象分野に関 しまして,

地理の教科書と地学の教科書に,項 目醜にど

うい うだぶ り工合があるかということを,簡

単に要約 しまして印刷 したものであ ります。

地形の方で教科書をみながら感じたことを

2, 3申 し上げたい と思います。例えば,地

理の方は中教聾板の新 しい来年度か らの鷲轟

書を見 ました。それか ら右側は「
~蒸

嫌 の世塁」

の地学 (清水書院 ),こ れもやはり来年度か

らの新教科書をざっとみてみたわけrす。 そ

オ1′で地形分野に関 しましては,そ 在に1ltヽ て

いるような項 日が挙げらゴ
´
l´ ておるオpけ なス′で

す。 例え|ゴ , レk山地テレカゞ か な り言羊しく1也

=ニ

の末にご〕っているわけですが,そ こで1:也 理の

方で(よ これは形態的な ものだけを列挙 されて
,

それとまあ地形
°
との人脚生活のかかわりあい,

その辺 を諄1明
′
されてお られると想、うえ″ですが

,

結局地形分野,自然地理の分野では, どうい

った程度 まで説明を掘 り下げるといいますか,

や っておられるか,こ のへんをお闘 きしたい。

同じ内容のことを地暮 と貴L学 とであま りだぶ

って授業がなさオ1′ ていない ように,尭理では

こうい う観点から火山地形 とい うものを説明

しているんだ,地学ではこういう観点から火

山地形については説明をやる,そ ういった意

見交流といいますか,そ ういった場
・
を望みた

いと思 っておる次第であ ります。一例 として

そういった要望・ 希望を申しあげて説明に代

えさせていただきたいと思います。

司会 あ りがとうございました。では,西泊

「れ学校の丸山先生にお願い致 します。

丸山稜人  (長崎西泊中 )私 は中学校の理

科と社会科の両分野において使用 している類

似 した用語の内容について,教科書における

用語が用い られている位置:そ れからそうい

う用語がどのように理科および社会科の教科

書に説明されているかとい うような比較 をや

ってみたわけです。私, これをやる前は同じ

ことを理利:と 社会でとり扱わなくとも,ど ち

らか一つの教科においてより詳 しくやってお

けばいいん じゃないかと,そ うい う考えをも

っていたわけですが,実際にこういう風に具

体的に比較をしてみますと
｀
やは りそこで扱

っている用語というものは同じであって も,｀

その内容 といいますか,取 り扱い方,夕」えば

理科の場合 :ま 論理的に,非常にこう筋道 をた

てて,ま あ科学由毎な態度でとり扱 うようにな

っているし,地理f)分野においては現象面を

人文地11換なi百においてとり扱 うように解説

され′てし`るよう4ftttが して,おそまき4fが ら,

やは りこれri■ ililご′Jllこ で∴てDて も,重複 して

も,1通 1三 とJ:「料の, 彙」ニイ交において1よ 第 2分

野に 4fり ます ilれ どく),「::2分野の11七壺にお
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いてとり扱わなければならないス′じゃないだ

ろうかと,そ ういう風に,こ れを作製 しなが

ら感 じたわけでございます。以上でございま

‐
t。

司会 はい。あ りがとうございます。まあ大

体,今のお話 しで内容おわかりになったこと

を思いますが,こ の高校の地学の内容と問題

になる点は地理の教科書では大体,そ の内容

の 5分 の 1程度 じゃないかと思います。すな

わち,自然環境 とか:そ の最初の地図 とか,

そうい う工合な単元のようでcざいます。

それで今 もお話 しにふれ られたように,少な

くとも我々地学の授業 をやる際にお互いにこ

うい うようなことは地理ですでにこの程度は

習っておると,そ うい うような事は先生のFFll

で連絡をして,よ く協定 してそしてこれにつ

いては どのような態度で臨むかということを

年間授業計画を作る時にでも,ち ゃんとやは

り,さ っきの藤田先生の話にあったように,

意見交換 といいますか,そ うい う打合 せがな

され′てお らにゃ,こ りゃいかん。知 らんでこ

れをやるというのは,こ れはプト常に無駄な授

業 とい うことになるんじゃないか。そうい う

工合なことになるんだろうと思い ます。それ

について,どのょうに我々がこれを無駄 なく

やってい く力、 御意見でもひとつ承 りたい と

思います力ヽ
°
(地堂 と

'也

理 との重複 )

石丼哲夫  (長崎大附属中 )私 共の婆ミ な

社会科の先生方非常にファィ トのある人ばか

りで,よ く教科の内容,そ の指導の方法なん

かについて,職員室や,あ るいは個人的に随
・
分話 し合う機会が多いんですが,そ うい うも

のから判断
・
し,時に教科書なみせて もらって

みて,何か この社会料の教科書では,こ れは

ひどい悪い表現か もしれませんが,何か現象

画をただ重箱の隅をつっつくようにですな。

非常に細かいことを数択山挙げておって,何

でもかでも覚えさせるといったような感 じに

:私共には受け取れるス′ですが,こ れは多少整

理して指導 してもいいんじゃないかと, これ

は文部省の方針そのものが何かそういったよ

うな気持に私共に受け取れるんですが。この

点先生方の御意見を承 りたいと思います。

それから,:ど なたかのお話に もありました

が,理科と社会科ではおんなじ内容がありま

しても,おのずからそのねらっているところ

が違 うようであります。そういう違いがあっ

てやるからには,重複するところがあっても,

その重複は意味のある重複じゃないかと思う

わけなんです。ただお互い力ら 他の教科でそ

こをどういう風にやっておるかということを

やはり下応頭に入れておいた方がいいんじゃ

ない力)と 思うわけです。         |
司会 今,・ 石井先生の方から,地理の方でや

っておる内容は非常に沢山のことを詰め込む

といいますか,こ れを地学の方では整理 して

指導する必要があると。それからもうひとつ,

地理の方と重複するなら重複するでまたこり

ゃ意味のある重複であって決 して無i駄 ではな

いと,そ うい う工合な御意見のようでありま

すが, これについてもう少し掘 りさげて石好究

したらどんなもんでありましようか ?結局,

今日の話し合いもそういう工合なところに焦

点が絞 らオtて くるんじゃなかろうかと思うん

ですがな。

実際地理の本なえ′か見ますというと,地学

の本にのってないょうなことまでLある点に

っいては非常に細かくですね。それから,今

はあまり使っていな|｀ ような「 長崎三角地帯」

といっ
=用

語まででてきますじ 我 が々教え

る場合はよほど事前の研究が必要と思います
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が。それか らですね,私感 じたんですが,清

水書院の本で,地学の本 と,それから地理の

本,地却のBですね。この内容におんなじさ

蹴 がで'て るんですね,開巻努頭附近に,そ

してそのおス′なしものについて1平均の海水

面とか,海面の深さとからその数値がちがっ

てるんです よ。そして生徒が これはどちらが

本当かと,ま あこういうェ合なことを質問す

る。 こちらも本当にこまった場合 もあるんで

すがね。 こういうェ合に,やは り今の教科書

を作る場合でも各関連教科 との話し合いは盲

点になっておるん じゃないか。それぞれ学者

がいろいろ深くvF究 はするが,お互いのこう

いうェ合な重複するような点は案外抜けてい

るんじゃないか とこういう点をやは り感 じま

すね。いろいろ授業やっておられてそうい う

ェ合な体験 とか,お気付 きの点がいろいろこ

うあるんじゃないかと思いますが。いろいろ

の体験からこれをひとつ整理 してみたらどう

だろうかとこう思いますが。

山本寿―  (理科センター )こ れは自己反

省になるわけですが,今 日の討論会のテーマ

が地撃学と地学の境界といったことで,先生

方随分 と境界の問題については頭 を悩まして

おられるんじゃないかと思 うんですが,私 自

身地学は地学二地理は地理として,比較白勺に

その関連ということに無関心であるたんじゃ

ないかという気がするわけなんです。ば くぜ

んといろんなところで重複 しているとい うこ

とは感じておったわけなんですが,社会科的

なそういう風な解説 とか,立ちジし て地理学的

な用語の使い方を研究 しておらなかった。 そ

ういった限界を考えるためには,やは り社会

科の用語 も充分研究 してや らなくちゃいけな

い。そういった点で,先程石井先生 もおっし

ゃったょぅに社会科的 なとり扱いというもの

もあるわけなんで,そ のだぶらたところをで

きるだけなくそうといった ことではなくて,

社会科にこういう用語がでている。 こういっ

た解説をしている。ということを知 りながら

地学白勺な立場ではこういもた風に解説 したら

いいんじゃないかといったことを突込んで研

究 してみる必要はあるん じ|な し′ヽかという気

が t/bたすわけです。

(用語の概念 〕

西村進  (鹿町I高 )同 じ鷹語がでた場合,

用語の概念 というのは,これは地理であろう

と,地学であろうと変 らない もスノです0そ れ

でその場合に,私はどちらかが早 くでたとこ

ろでこういったな覺念を説明 して,後でててく

る ものはカットして,それをそのまま使ぃ て

行 くと概念の説明が終るんじキないかと思い

ます。それか ら,地学 としては原因,現象と

原因・ 結果とい うものを結びつけて解明 して

行 くというところに力′点がかかっておるんじ

ゃないかと,か ように老|え ております。それ

で,気象あた りでよく同じものが,地理と地

学ででてるんですが,あ の用乳 語句という

ものは もう地理が先にゃったならそういった

説明あたりは もうカットしてよい。それと,

気候あたりがよって きたる原因ですね,そ う

いらたものを充分に説明してやると,地理の

方でもこの頃扱っておられるようですけれど

も,地学の方はそういった点が,私は本論 じ

ゃないかと,か ように考えま おヽ。

それから,物理 との関係 のお話で,物理が

終ってか らやった方がいいと,´ これは私 も大

賛成でございますが,学生が 1学年に指定 さ

れて 2単位 という, もうがんじが らめに学年

に しば られている関係,あるいは他の学校で

は進学関係者だけが 3生生 あたりに もってい

ってるところもあろうかと思いますが,そ う
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いった点についてι丈,私は中学校における撃

科ですね,こ れを消化 してきた ものというこ

とで
=応導入段階でそれな確かめてして行 く。

高校にくると物理,化学,生物その後に地単

というのは現在ではむつかしいんじゃないか,

いわゆる学生指定の問題 でですね。それで,

5単位・ 3単位 というように単位数がふえて

きて もっと深めて行く場合に,私はやはりそ

の段階において止級学年へ地単を もちこむと

いうことを期待 したいと思います。

司会 今の西村先生のお話で,やはり高校で

は,単期で大体今の問題 となる点は殆んど履

修してしまうわ tす なんです。だから地理の方

で先にでてきてしまうんですね。そうして ,

西村先生のお話では,地学は理論的にどうし

てそ うなったかという,そ うレヽう工合 な点に

重′点をおいて,そ してできるだけはぶけると

ころははぶ t/bて行 こうと,そ れからいろいろ

|力 懇的なことが沢山 あって'こ れは 3生で履修

した方がよいと,こ うし́ヽう工i合 なことでしま亀

この前の九高即の長1奔大会で も,実はそのよ

うな研究発表がござt′ まヽした。なるほどと思

いましたが,こ れ も高校の指導要領L カリキ

ュラムの 1生の営主指定という枠があるもん

ですから,そ う自由には これは郵jかせないん

じゃないかと,そ う思います。

西村 それか らもうひとつ言い落しましたが

地学では自然現象○とらえ方ですね,ど うい

う風

`こ

自然現象を把握して行 くか:そ のとら

え方というのを我々は1虚生の授業では非常な

期待をしたわけな′ちノですね。そぅいったこと

に もやはりある程度力がかからていいノt′ じや

なし′ヽかと,か よう。11思います.

(地輝の立場から )

司会 それからなお,今は1也学の先生の発言

に少し偏ってぉるようでございますが,ひ と

つ地理の先生の方か ら別の観点からまた御意

見をお願いしたいと思うスノです 力ゝ

田中敏郎  (長崎北高 )男 1に そうたいして

言 うことはないんで,丈部省の方では地形終

な用語はあまり扱うなというのが,今ばやり

の指導要領の言い方で,例えば氷蝕地形なん

かはもうカーノィなんてのはせんでもよろしい,

教科書では飛ばしてもよろしいというた言い

方をする。それで,高校地理,清水のは一番

(中教 も1貢 |ん なじですが )盛 りたくさんあが

ってt/Aる 教科書が選ばれ′たわけなんですが,

まあたくさんの項目があがってぃる。実は ,

地理の場合には,そ この土地牙J用 ということ

に重きを置 きます。その士地がどんな風に利

用 されてし′、るか,と いうことを説明する一つ

の手段 として,地形というものを理解 させな

きゃならないんです。それで′夕」えば,ス ター

トがある。スター トがワ|い てあらて地澤の方

`.お

右せこ走るとか,ナ也年の方′よ左に走ると力)と

いうようなことで,そ のスタニ トにおいては

同じでしょうけれど, この分折の仕方が少し

違つてくる。夕」えば覇状地の場合に,地単の

方はどういう風にして扇状地ができると,あ

るt/道 土砂の大きさだとか,あ るいは扇状地

の傾斜度だとか lr・ うことを,さ れればされる

わけなんでしょうけれども,私達の方では

「 覇状地というものは,真中あたりは利用で

きないん′ム 牙J用 されないのが普通である。

それはなぜか というと,水はプト常に深いとこ

ろにあるからだ Jと いうことを説明するため

には,扇状地が砂礫層であるということを,

デルタと違うんであるということを説明せん

こと|こ ′ま, 1事:状燿L(Dオげ■としヽうも〔メま競争えら

れないわけなんです。それを中厳校である程

度やってもらってぉれば男りに扇状地といぅだ

|‐ナで説ワJの姜はないと思います。火山でもも
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うこの頃では余程古 い人で ないと使わないと

思いますけれども,ケ Jえ ばシュナイダーの火

自分、類というようなことで も,も う地即の方

で新 しい方の償1か ら言うと「 コニーデぐらい

ちょ‐
・ ととり扱っとしイゝて,コ ニーデの傾面は

水が少なくて山麓線には湧水がでてくるんだ

と,でそれは結局成層火l血 である一つの特徴

であるというような事が理解で きれば,そ こ

は畑地になったり,あるいは牧野になったり

して水田化されないという要素がわかる。そ

ういうことで地学はいっそういうふうな火山

を扱 うのか,そ ういうのが よく連絡ができま

せんし,そ れか らまた地学は地学なりの単元

として進まれるわけで,地学がもぅと先にや

ってくれたらなあと,僕等は西村君あたりと

いうんですけど,そ うかといって貴L即がそん

なにや
^て

おるんならここは抜 くぞと,時々

おどしをかけられたりします。

それか らまたここにはでて きてお りません

tす れども地単 (清水の地単 )の一番最後頃あ

たり:こ は自然災害とが, あるし■ま自然改造と

かいうなのがでてきて地即とプト常にだぶ って

くる面があります。それで もやはり地馨など

はあくまで社会科で深く浅 く,いや広 く浅 く

というんですか, しヽささんヽまあ」i白 生二と士レベる

とムー ド鰤授業で ありますので,世界Glob

al的な現a方 をす ると言いますか,日 本の総

合開発の特徴だとか,あ るいはアメリカの特

徴とかそれをうわっつ らだけ―寸なでて i/3く

という程1豊のことです。ただ これだけいっぱ

いでてきて先生達が,J■却の先生,だし/ヽ たい

地理の先生というのは教科書が一造二で終 らな

いのは普通なんですこ私は昨こから終るよう

にしたスノですが'終るようにするともう こん

なことにあま りうてあっておれないわけなん

で,文部省の指導要録 どおりに終ろうとする

と, こういう自然環境らでなのよliも う 5月 の

中ばぐらいでは終らないともうとてもj止翼ざ●

教科書は終 らん。それでまあ適当に もう経っ

てはおるんですが,た だあの古い方の,た と

えば 40過ぎの地撃の先生というのは1日 制中

学で「 地即通論概説 Jと いう
`Dを

習っている

わけです。それと大学なり専門学校でそれと

似かよった授業を受けて1/tる とt/hう ことで,

どうも音の夢があって,ひ どい堂校になると

1単期中自然環境に追いまくられてt/・ る地理

の先生がいらっしゃるかと思います。それは

やっばり文部省だとか教育委員会なんかとい

うのは嫌いなんじゃないかと思うんです。そ

れでできるだけ早くうわっつらだけなでてや

れと,そ して不囃 度を主にやれというのが大

体の方針のようでございます。

そういうことで例えば,そ こに新築の家が

あった。その新築の家というのは僕等がまあ

買います降 ｀
買うなりはいるなりする場合に,

どの程度の値段なのか, ころあいは良いのか

悪いのか,どのようにしてできたかわかりや

大工さんでも気のきいた人が作ったのかどう

かということを‐応見当づけて家にはいって,

どの部屋をイ可んに牙J用 し, どの部屋を誰さんタ

親爺の部屋にするか息子の部屋にするかを決

めるのはいわば地翠の役目なんで,地学の方

は多分もし家がそこにあればどのような構造

で,力学的分野 とか何んとか,そ の基礎工事

はうまくいったかどうか,そ ういうところか

らはいっていってこの逆の方向に,さ きほど

スター トを右左と言ったのは逆の方静1に 追求

する 11んですか らそこんところにおんなじ家

でありな)が らそ
`可

1■か違ってくる。そうす

るときぅな正J泊中≧亀 _● 先/主が1」 らしゃった

よう|こ や
`よ

りある撃11・ ′ごバヾってもし′ょう■1な

いスノじやなL′ かヽ,でJIメ Jに 1:女 貴t豫:の jユブFが あ
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るし,饗科には翠君の見方がある。 1ま たして

地薄がやったか ら撃科はそれだけ助かるとい

うわけでもなし, あるいは即群がやったか ら

社会の方でそれだけうくというわけで もない。

ただ先生のニュアンスで全然同じものを違っ

た全く異質のものに解釈されるとこれはとん

だ迷惑としヽうことになるだけで,適当にその

分野でやっておかれればいいんじゃなtraか と

そういう風に思います。以上です。

司会 今,田中先生の方からもう非常に懇説

な御説明がありましたが,実際はこうしてみ

ますと下手するとですね,私の学校を夕
『

こ引

いて失ネLで ございますが,私の厳校では地翠

の先生は,この巡検にでておいでになるし,

こちらの方に非常に御趣味があるわけです。

それで,こんなところは驚達は地学で習うだ

ろうとよく御存知なんです。だからあス′まり

説明をせん。で私の方でもこんなことは地理

の本にのっておる1)ゃ な、t/bか , もうやる立、要

はなかろうと,そ うするとうっか りするとま

ま子扱いになって両方ともノータッチですま

す。ノータッチで過ぎてもたいした影響はな

かろうと思うんですが。そのようになりかね

ないわけです。実際にそういったところが多

分にあるだろうと私は思っておるわけですが,

あくまでも今のお話しにあったように競騨の

方では土地利用,自 然と人脚との関係を重点

的に,こ ちらの方騨科の方ではゃはり輝科の

推輝的の用肇ですが,警彎岬:1拝因ヤ襲り
|す

るとぃう点に重点が置かれるわけですが,今

のようにどちらもノ=タ
ッチになりかねない

とこういう点も心配されます。
‐
それで地理の先生の御意見としては今ので

大体代表されでォ)jる だろうと思レヽますが,そ

の外に何かいろいろ御体験なんか,授業をや

つておつて盛じられ■ことなレ1でしようか。

;t(方位の問題 )

石丼 それでは,Tつ具体例として。私の学

校で大問題になったのを一つ提供したいと思

います。方位とlynぅ ものをどう解釈するかと

いうことで,社会科の先生と警科の先生でこ

ういう論議がなされました。,こ こからですね,

真西と言ったらいったいどこを通るかという

ことで,私共は方位というものは経線・緯線

のとうりに考えとるわけですね。 ところが社

会料の先生の全部がそうだとは思いませんが,

方位というのは大円上をたどったもんでなく

ちゃ方位とはいわないんだと,こ りゃ文部省

のどなたかが非常にそれをやかま tノ くおつし

ゃるそうです.そ れで例えば,こ の地点から

真西に行ったら最初はこの緯線上を行くわけ

ですが,だんだんこれと侮1いてくるというわ

けですね。だか ら東京から夕」えば真西に行ぅ

たらイン ドのカルカッタを通るというわけで

すね。 いや,そ .り ゃ大円上を行けばそうだろ

うけれども,そ れは方位ではないんだという

のが私共の意現.で した。 これで もうずいぶん

やっさもっさや りまして,けんかみた t/bに な

ったことがあるんですが,これは先生方いか

がお考えになりますか ?

司会 地学の本にはですね,こ れは地平面と

ですねb地予面は緯度 (年 よって違いますが,

その地平面 |こぉいて子午面ですかそれが交わ

ったところ:で すね,そ の変点の北極の方,地

軸の北の方が交ゎったその地点を北点とする。

そして後,東西南が自然にきまってくるわけ

なんですね。そういった定義があるようでご

ざいます。地平画と子午面とが交わったとこ

ろが北点だとはっきり書いてあるようですよ。

石井 ゴヒはじ́ヽいんですがね。_

司会 そうすると,地平面で北が決まるから

そォしから1801ぞのところが南点だ。ゴヒ′点・
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南点・
1東

点 =茜点というようにちゃス′と書い  先生のように緯級たら緯線に沿らて西へ西へ

てぁるんですがねぉ        
｀
   と行 :す

゛
ば,:そ ういう風に大体緯級に沿っヽて行

石丼 いや東西がこまるわけですI問題 Fま。  く形をとりますtす ど,それは船なん′かに乗っ
｀

ここいらにカルカッタがあるとしますねt力   て航海して行く場合に,二
「

面でなく,球 I五吐

ルカッタが真西だというんですよ,大円上で  を行 く場合の西への移動ですから,西へあの

行けば,と ころが緯線の上でその方位を考え  緯線的な線になるんです。いわゆる移動した

るならですね。カルカッタは西南西ですか,  がら指す方向と一定点に立ってそこがら指 lノ

そういう方向になるわけですね
=何

かそこい  た場合 とはまるで違ってくるわけです。で,

らに地単と地即 との考え方の多少のくいちが  先生の場合は移動lし て行 くような形の‖警び方

いがあるんじやないかと思いますが。私 もそ  
―
ということになりましょうかね。方位をあく

こどうも分からんのですがね。        までもここでアメリカはlL東の方だと指させ

田中大三  (大村萱瀬中 )地 学では先生が  ば正しいえ′です.生活の中で雄図でちょうど

おっしゃったような方位の概念でやるわけな  東の方にあるみたいだから東の方と言ったら

んですか?                  これは大 きたまちがいです。そういったこと

石井 それで支障ないもんですからね。    が平面の地図にょって,世界を全部一面にし

田中策 地単でですか。           たようなものができ,非常に誤解といいます

石井 はい。                かいわゆる錯誤を我 生々 じているわけです。

田中策 ちっとおかしいですがね。一定点に  それを是正するために特に最近方位の問題に

立って指した場合の真西とか真東とかいうの  つきましても大円上の点をよく注意されるの

は,今の大円の定議でいかないと,ま るで違  でこ
｀
ざいます。あくまで も一定点から指ヒ′た

ってくるわけなんです。       1   時の方位というものは,今言った嶽点 の方向

石丼 その事柄は分かるんです。夕」えばです  を言うのが正しいと思います。コロンプスが

ね,これが真西だとしますよ。現在ことから  西へ西へ航海してアメリカ大陸を発見したな

ですね。 この方向を指してこの上にどこが,  んていうのは,国語の先生は,私が習った頃

この線上にどこがあるかと言ったら,そ れは  は,西へ西へと2度 くり返したのは強めのた

大円上の方位にまちがいないと思います。し  め鳩 なんて開いたことがあるんですけれど

かしただ一般的に東とか西とが南西とかいう  も,実際今考えてみますと西へ西へ西へ西 、́

場合には,あ くまでも経線・緯線をもとにし  と,これが連続白句にずっと行って,ち ょうど

てるんじゃないかな。            西ィン ド諸島附近へ達するわけ:なんでして,|

日中ω 一般的には今の緯線であってですよ, そオ1´ :よ あくまでも船が進むにつれて,北ιま変

今この大村なら大村の位置に立って,ア メリ  らないんですが,西へ西へということは船の

力は東の方であると指した
'場

合は変なことに  へさきが真西の方へ転々と移動ヒノて舟t海 して

なるんですょね。で,結局真東・真西という  レ、ることになるんですね。そして球面をもん

のはこの大村の緯線というも《)に地平面が察  ですから,あ る一書Iの平面だったら指した方

したとしてそC)方向がいわゆる大円の方向を  向と全然これは平 Tttfですからそう変 らないと

指すわけです.西へ西へ と航海すればですね。 見ていいんです1111,ど ,1大 きく1播界全体を」
・
旨
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しての球面とあるいは平面の場合 と大 きく混

同してしま・)て大変な錯覚を生ずる,そ うい

うことを防 ぐのに最近はキれこ方位 なんかにつ

いても非常にやかまし〈言 うわけたんです。

石井 その 2つがあることを意識しておれば

ぃいということですね。     |:

田中伏)え え,そ の 2つ をよく即解してない

と球 I面のことですか ら理解できません。方位

には 2つ ある。 2つ あるというかな,移郵!し ,

ながら持す方向と,そ この一定点に立って指

す方向 とは違 うということを認識していなけ

ればいけないと思 t′うます。

司会 その外に こういう工合 な種々のですね,

日頃私達 も何か本を読んで疑間に思つても通

当な満足を答がイ等られないまま きたようなこ

とも沢山あるだろうと思 traま すこまあひとつ

時閥一杯,こ の際缶J験をおっしゃっていただ

きたいと思います。

日中鐵 今の石井先生のお話ですが,それは

地学でそうなってし́ヽるはずでは ないでしょう。

それ以前の問題 だと′電1う んですがね。ただ,

僕等が子供の時習ったか,僕等が妄想的に考

ぇておった東西の問題が先生の頭に こびりつ

いておってもそれをいわれるのではない

"か
。

現在は地即 も地学 もそういうことを抜 きに

して,方位というのは結局カルカッタの方向

というか,子・午線 と交わる9o度の方角にな

っているはずです よ。でそれがやかましくい

われなかった頃には,メ ルカトールを教室で

使ってし́ヽた頃にはですな, もう適当にやつて

おったわけです ょ。そして今度それがはやり

だして きた頃は覚えるのが大変でねえ,僕等

も少々苦労したスノだ:す ど' だんゝ らこう普通ま旨

さして西の東のとt/nぅ のとムー ドが,地球儀

を扱 った場合違ってくるんです よ。そういう

ことじゃないか な。そオ1′ で附属で特に言いだ

したのは貞方君でしょう?貞方君と違います

か ?寸法を作Iか地球儀にかぶせたりなんかし

て研究発表やったことありますよ。 l li

石丼 ええ,そ うです。

田中敏 ,だからそれが もう地学・地碑じゃな

くて, 日本の科学というか世界の學単がそう

traう 風になってんじゃないかと僕は思います。

日本で非常にやかましくいう人は横浜大堂の

野村さんなんですがね。それ以前からあるん

ですそれは,き ただこうぞう氏の地質量の時

代か らあります。調べるとですね。その頃僕

はよく知 らなかったんです。この頃ょうやく

わかってきたス′ですが,だと思 うんです。

田中ω 今のとおり,昔我々があやまって地

図を見たうして,地図からみる錯覚で方角を

その地図のそのままに右の方が東と言ってた

もんだから世界地図を見ても.地図の末の方

が東ぞと思つてですね。兄とった0こ大 きな

誤謬を生じとったとしうこと
'Mで

しょうt枷しども。

田中師 だから角と方位とちがう,三角です

ね,角ですね,そ れ́と方位とが違うとか言い

だしてみたりですね。生徒に理解させるのが

困難であったりですな,僕 自身がしどろもど

ろになったような時期もありましたですよ。

今でもはっきりしない先生もずいボん,地理

の先生だって多いんじゃないんですか ?

田中策 地球儀の上でちょっとひもでひっぱ

って正しい方位を見せようとすればすぐ作業

できますから,わ りあいまあ地球儀を使って

ですねやるようなのがかなり多くなりました。

田中勧  言葉として東西ということばょりも

Jヒ準ナ
「

度, クリノメーターと同じょうな角度

の読み方ですな。そういうことを使えば問題

なくなるん′じゃないんですか。

田中肉 方位と方角がらがうんだ,ちがわな

t/nん だとかいうのは角度でいえばもっと徴灘E

なことがでてくるんでいいんじゃないでしょ
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うか。私は方位 というのは大体東「西・ゴL東,

八方位 くらいですね,大体の,北東なら北東

というのは,そ の線の大体 45庁の範囲内に

あれば大体 |ヒ東 と,子 ぶし,東 といえば真東で

なくとも若千ずれていて もまあ東と呼ぶ。そ

れか らそれも角で言えばそれは正しくでてく

るわけですね。

司会 地図については,地学の方では地形図

は 2万 5千と, 5万分の 1を , もう本当に頻

繁に利用するわ tす ですが,今のどうして地図

がで きたかというのはかえって地理の本の方

が詳しい。大体地騨の分野なんですねこれは。・

地撃の本には詳しく書:いてあるわけなんです

ね。案外我 は々無関心ですもんね。

田中勧 地懇を専攻した先生の中に,日 本の

地図学者が多tハ もんですからね,地球物理の

方 よりも,そ の関係 t)ゃ ないんでしょうか。

しかも東京系の人が自然科学の方で地即の方

でやりますからね。大偽 理科の先生方はび

っくりなさるか,我 々はもう普通の常識なん

ですιナれども東京大学の地輝学教室 というの

は地質学から分化したものなス′です。それか

ら京都大学のは歴史学から分化した責L即 なん

です。東京大学に夕」えば数学の全然はいらな

い論文をだしても理学博士だし,数字のいっ

ぱい書いた論文を京都へだせば文学博士にな

るんです。単術会議側の方の話は結局地質通

説をその理料の方にのしつけてくれた ような

感じをしているからですね。自然の部 (1也質

通論概説,自 然の部 )を いわt9る E arth

Sciencesと ぃうのをくオQ´ た。そ
'1´

力>ら も

う一だつ,戦時中の ::ゴ きの生物と物象の中の物,

イl学 をですね,1止学にくれて戦後誕生させた

という見方をしてますから,そ ういう見方か

らだったらやは り地驚lと 地単とが期戚みたい

な感 t)で受けとる方 も学者の中にいるんじゃ

ないんですか。

(地 蛍と物理 との関係 )

司会 ほかに なにかござぃませんでしょうか。

藤田先
`L物

即との関係はどうですかね。物

翠でケプラーの法則の時には同じような式が

出てお りますが,あれ′よ地学でやるなら物輝

の時にはやる必要はもう殆んどないですがね。

どういう工合にとり扱ってお られるですか。

藤田 私は自分一人でFi方 やっていますか ら,

物即の方でかたづけます。

司会 片一方ですね。

藤田 クプラーの法則は もちろん,プ リン ト

で 9番ですかね,そ の辺の説明を lノ てか ら入

った方が良いと思います。分り易い lノ 0

司会 結局,ニ ュー トンカ学 というのはこの

クプラーの法則から発展してできておるわけ

でヒノようo~年ではだt/nぶ 1勿即的内容が理解し

しにくいですね。縦 書程j麦 ならよいですが,

いわば問題集租麦となるとら tlゃ とむずかし

t/・ですね。

藤田 ですから, 1生でやるス′だoた ら軽 く

触れんとですね。

司会 省かんとですね。

藤田 詳しくは物即をやってから。そうでな

いと無郵 じゃないかな。

(関連学科の即解 )

田中策  この問題についてですね,地学の先

生がいらっしって前にその問題をおうか
"キ

しヽ

てちょっと話し合ったス′ですけノ́1´ どもぅ今ま

で先生方の御意見にでましたようにやはり地

蛍は地堂の立場 として。また,地理は地摯の

立場 としてその日的なり内容なりが独 自性を

持ってお りますので必ずしも内容としては全

て-1文 L/な いだろうし,あ るいは一致 ヒノまし

ても目的な り方法なりに よって扱い方が違い

ますので西泊の先生がおうしゃった ように重
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復する面があっても無駄な重復ではないし,

そういう扱粋方が違いますとそれぞれの面で

生きて来るんでう?`・ |コ じものを扱っ
:て
も

いぃし,又扱うことも起‐り,る と思うつけで

す。それで. ここ力)ら ここ言では地学の問題

で, これから先は地碧の限界だと.こ う限界

をどこまでだってことはなかまか引けないし,

そ こにはやは り重なる面があふと思うんです

ね。地理の場合は田中先生が話したように我

々人文現象を扱うヽ立場 として追求 して行 くと

やは り扇状地 というもの,率 どうしてできたか

という事を失日らなければ扇状地の土地利用と

いう問題はつからなくなる。そ ういう面であ

る程度扇状地の生成の問足雑こちょっと突込む

という事はあっても,そ こは, あまり地学的

には深 くやらないとぃう事でそ の辺の自ずか

ら限界とは っきりrF.し ませんけれども, ある

程度そういうところで行けるんじゃないかと

思います。ただ我 々の指導の側の問題として

はそ ういうことで一応解決はじすすが,ゃは

わ子供 というのは,私は中学校でございます

から中学校の場合,特にそれぞれの専門の先

生から習って,受ける子供は一人の体の中

`こ
魂 としてこれを消化して一応理解をして行か

なきゃならない。で.地理の先生はこういう

たが地学の先生は こういうたと力こそういう

事のくり違ぃがあってはいけない。すた.子

供の理解を助ける面からいった場合,地理の

生生|よ 地学の方でどういう学奪でどういう内

容 がいつ頃扱われるかという事,あ るいはま

た地学の先生は地学に関係のあスようなのが

地理でいつ頃扱 rDれ るか という事を指導劃画

およびカ リキ・ュラムの上で承知 してかいてい

ただくと。そういう処置をしておいていただ

くと,ま た教 え られる時
`こ

ですね今まで承知

されなかって教えられる場合 とはだいぶその

辺 の ニュアン スが変 って くるんじ ゃな traか と

思レギす。やはりそこを承知しておってやつ

ていただくと子供 の場合まだ この子供 は習っ

ていないん亀  しかし近き将来
`こ

習うという

事を頭に もってその場面を説明されるのも全

然知らない場合 とは,そ こに任Iか知 らんが扱

い方が違 って きます。そういう心使いという

ものがですね,子供が理解 するのを十分蹴け

てゆく基に なるんじゃないかと思います。私

も,子供の理解 とい うか,¥せ という事を考

える上か ら我 教々師が地学のものでなくって

も地理の場合の人は地学 についてのある程度

の理解を持っ:と くという,事,地学の先壺 よ社

会科の地理の面に理解を持 っとくとい う事,

そ ういう我 々の側の研究 という事がぜひ必要

だという事を思 うつけです。

:司会 もう令のEB申先生のか言葉 F尽 きてい

るようですね。さっき長J奇南の藤田牛生なん

かも意 見交換とかそ ういう工今な車をいわれ

ましたが結局は今のような事で結論としてい

いんじゃないかと思い甕すが。

な卦 この関連というのは今地理学に絞って

かるわけでござい贅すがその他1年 も,生物の

方 とかそ れから物理は今問題にでま したが
,

ち ょっと気をつけてかると高校の英語の リー

ダーに案外多いんですね。必ず載 ってますね
,

刊冊の本に載 っていないことはないですよ。

しかもその内容が高校の地学が輝解できにゃ

響‐解Fき な́ぃ稗度の,そオ1′ 位の程度の地学的

内容のことカリト常て要領 よくうまく説甲した

エッセイが必ずたいてい載 っています。ただ

言葉の_単語とか。語句の解釈だけではとうて

い理解できないこということがあります。時々

折 りにふれて試験の監督 l・Cで もいかれたら気

をつけて見られると非常に参考FCな るだろう

と, こう思います。
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西村 私澤生徒に教 える場合ですね。同じ事

柄を教科担任 しておけ0る 角度か ら教えてか

るゎけです。そオ1″で,生徒がそれを受けとる

の も個 々ば らば らの矢|:識 .教養として受
`′

ず
｀
と

るん じゃなくて,や′より総合 された ものとし

て自分でまとめていくとぃ う作業が,同じ物

事をいろんな先生方から教 えていただいたの

ちに, なさるべ きじゃないかと思 うんですき

そ ういった場合に我 教々 師はいったいそ ぅい

った もこりをやってかるか とい うとやってない

ですね。そ して生徒自身に棋の関係を関連付

け させ,一つの物事に対1し て体系づけをさせ

るとい うこともあっていいんじゃないかとい

う気 もしますがね。教師の誰かがやらせるべ

きでしょうね 。

田中閃  今の先生の御意 見を少しでもカバー

するため fこ は,今のょうに相互の我々が関連

学科てついての,特 :こ教科の指導をする教科

書内容について理解しておき警すとい うとい

くらかで も,子供のそれぞれか ら受ける思想・

考 え方というのを統一してやる為の役に立つ

ん じゃないか とこうい う風 :こ思います。それ

か ら,縦 とか 嘆の嘔連 ということでcミ くいつ

れるんですけれ ども,昔は統合 カ リキュラム

とか何とかということも一́時はやったことが

あるんですけれども。私 も高等学校に,り ま

して,中学校ではこれだけのことは習ってき

てかるだろうと思 って地理の授業にいろいろ

な述語 などでてきた場合 :こ ,例 えば扇状地と

か あるいはデル タと0中Iと 力)い ろいろでてき

た場合rc質問するんです。まおこんな簡単な

のはなんとして も。いろんな単語がでてきた

時 になかなか答 えられないんです。つまれそ

の頃は高等学校の 3年生で人効 理 をや って

かりましたか ら,中学校 を系冬わって力)ら 3年

だってます。それで高校で習 う頃は もう中学

-3

校で習ったことを忘れてしまってムるんです

ね。だから贅たムらためて扇状地の特性なん

かをやっばれやらんとのからんですね。今は

大体地理は 1年生で扱っていらぅこ〆ゃるから

中学校を卒業 してきててもそう心配はない。

しかし中学校は大体 1年生で人文地理・ 地理

分野は扱ってかりますので,中学生も2年 で

歴史ら 3年で政経社ですから, もうそこには

2年間ばかりのプランクがちるつ↓-1・ ですね。

はたして高等学 T交乃1年 生を扱いになってお

られる現場の作生方
'ま

中学校こつ子供が地理的

なことの述語等 も知γ,と るだろうと思わオ1′ る

かとも思います 。そしてこの子供達は一「藤習

ってきヽてかる〕だからもうその_Lに 立ってや

ってよかろうと思ってやるというとなかなか

う交くをつかん。いざ1幻 ぃてみるとそん
｀
ときに

は忘ォ1_て いるということがありますかれ ぃ

っぺんゃったからもう全然触オ1な くてもいい

というようにはなかなかいかない面があると

思うんですね。それを呼びもとしてやって,

組み立ててやってその上で新しいものを教え

て行くという形に一般 :よ なり易 くなる.だか

ら地学で,大体中学の1年 では並行してまい

りますけれども,金脚こ地学で扱う内容をFrt

ますというと西泊の先牛の中にわりますよう

′C,例 えば 1年では火出関係とかあるいは河

川のことに関 してとかあるいは火出地形とれ

2年になったら今度は気象関係とかいうょう

に,地学はいろんな単元にょって,ず っと金

部まとまってくるんじゃなくて,い ろんな単

元 として次々にでてきます。ところが地理は

かのかのの地域によっていろんなものがでて

きます。その辺の関係で必ずしもすぐその場

でどうこうということはなかなかむつかしい

んじゃないか と思 うんです。

司会  はい3 よくわか わま した。地学 の総合
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科学 としての性格上、よその学科 とたぶ るの

1、主やむをえん として卜互いに意 見交換を して,

それで無駄∩ない cよ うに,で きるだけ能率的

な授業をや いたいと,そ ういうような結論で

ょござい責しょうか o

(ア メリカの家庭地学 )

林徳衛  0百岐石田村)御 紹介して浄きま

すが,ア メリカで見たんですが図書館 rrc lま

∴,日 本で言ったらマンガみたいrr/C自 由に読ま

せ る本が あります。その中にHOme Ceo‐

graph yと ぃぅのが あ句ます。これは立派

な地理学者の著ですがね。HOme Geけ

graphy, これ!よ 本当にお母さん力i子供て

絵を見せながら説明できるように書い てある。

子供は絵だけを見るんです。そしてそ G〕下に

カー ドがあるんです。それに解説が あるスノで

す。■母さんはこのカー ドを見なが ら絵を説

明せ る。ジ諄ぇばね。「 砂を集めてご らんなさ

い。そ してそれに水流 しなさい。どうならで

しょう。」浸蝕 の最初ですね。浸蝕ず
｀
シ最初を

書いてあるんです 。解税 (ま こぅちて あって,

図は ここ:こ ある。お i予 さんが説明 しなが らや

れるよう,こ , テープルもそこは free ta―

b le rCな っているんですね。・そういう部屋

があります。あま)い シ⊃が日本では学校 とい

う体系の中でや らなきゃならなしヽЭらちらで

は生活の中で, もうそ うぃ うなのが,地形学

とい うめが生活の中で,家電It育 こ')中 で行な

われる。非常 だうらやtし いと思t′ヽました。

先 生方 もられ をか読みになれば非常 :こ 御参考

:こ なううと′管、います。lLttyヽ 中学なにでも

電地明する時,C, ブ拒常に容易に三え明ができまおc

スラッとシヽきま・すブQな 「封争電′まこfしと,圭 υ、■

す。 」すぐ次に, でてくるんです。「 水河 :裏

ちら堅い石 を縄って、̂る んです。」それで
,

けずってi/2る と言 うか ら,それもカンナで負リ

るrtう に早ぃoキ とぃうと,1す ぐ次の頁には氷

月の速度がですね。査た書いて■,る A′ ですね。

非常に合理的だと思いtし た。榔紹介申しま

す。

司会 はい,ど うも。時間が来たようでござ

いますが,あ と何か ?

奪暫の画面)

鎌田 感想でございます力t礼 きょうのか

話を蘭いていて,高 等学校時代の物雌の先 生

の光の講義 を思い出 したえ′です。とぃうこ)′ ま

光には波動性 と粒子性 というものがあってそ

れが「 楯の画面 」だ とぃう説明なんですね。

きょうのか話蘭きますと,今唆で地理学 と地

学 とは どうもなつば り争いやっているような

感じもしないではなかつたんですけれども,

や(よ り同 じ自然現 象ってものを角度の,見方

の違った もので見て行 くという点 ですね,こ

れは両立して充分い1/bんじゃないか 。それで

先程か ら何質 もつ1用 されているように,やは

毎同じ扇状地 なら扇状地でも地学的 な見方 で

どんどん説り:していけばtr・ い し。 あるいは地

理的に 測間の社会生活 FC立郷 した説明で もど

んどん説明して行 って,両方で t〕 ゃんじゃん

やって行っていいんじゃないかと, なんIcも

お互いに敬遠 しあう必要 もないんだと,そ う

いうような感 じを受けま した。

司会 まずい司会でございましたが。 これで

終つらせ ていただきたいと思い唆す。どうも

ありがとうございました。 O白 →

:
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