
長崎県地学会誌 第70号 31-34(2006)

地 学 教 育

地学教育の社会的な役割とは

一防災の視点から考える一

藤 田

Social role in Earth Science Education

一in view of Disaster Prevention

Hikaru FuJITA

光 (長崎市)

日本国はユーラシア大陸の東縁に沿う弧状列

島にあり若い地質時代の造構運動をうけている。

環太平洋地震 0火山帯に属し,地盤災害のみな

らず風水害その他の自然災害が頻発している。

長崎県内でも毎年のように地盤・風水害に見

舞われ,過去には地震・火山災害などで多 くの

犠牲者をみてきた。半世紀近 く長崎市民として

生活している私にとって,最 も身近に見聞した

災害は,1982年 7月 の長崎集中豪雨でした。都

市河川の氾濫による市街域の浸水,山間部にみ

られた斜面崩壊・土石流の発生現場に臨み息を

のむ思いにかられた。死者・行方不明者は300

人余に及んだ。県下での発生箇所は4,457箇所

(県警本部調査)に及ぶ大規模災害であった。

長崎市街地をとりまく連山は海抜300m～ 400

m級の長崎火山群であり,お よそ新生代の新第

三紀中新世から第四紀更新世の頃までの活動に

よる安山岩質の火山岩からできている。平地の

少ない市域は,斜面都市といわれるほど,居住

地開発がこれらの連山の中腹部以上に及んでい

る。1990年 ,お よそ200年 ぶ りに雲仙普賢岳の

噴火活動がはじまり,翌年91年 6月 には大規模

な平成新山の火砕流が発生,死者行方不明44名

の方々の犠牲をみた。更に93年 7月 の水無川 ,

中尾川における土石流の発生による被害で被災

者は重なる難儀を強いられたのである。

私は1995年 の兵庫県南部大地震後,長崎 S高

関西支部同窓会に招待されたが,その会場で卒

業生から “先生 !地学の授業でもっと詳しく活

断層や直下地震のことを教えて欲しかった"と

述懐された。「会者定離」の前提で「一期一会」

の恵みの機縁を思う私は,ま さにその言葉の「一

語一会」に深 く自省させられた。防災科学の視

点に立つ地学教育の在 り方を改めて痛覚したこ

とでした。

毎年やってくる台風,黄砂などと異なり地震

や火山災害は多 くの人々には体験の頻度も少な

い。それ故に身近な体験知を積みあげる機会や

災害観を育てる日常の努力がうすれがちになる。

それを補う役目のひとつが,社会的な地学教育

の役割・責任だと確信している。本論ではその

いくつかの問題点や再考すべき視点を探ってみ

たい。

(1)教育課程

1963年 (昭38年 )度から全国的に施行された

高校理科における地学 2単位必修の時代は,い
まは幻想の彼方へ消え去って久しい。次表に示

すように高校理科の科目構成は,最近の40年 間

に4回 も変転 しており,特 に理科の4分野を横

断的に学ぶ綜合的科目の変転はめまぐるしい。

中央教育審議会の部会では,科学の基礎を全

生徒に確実に定着させるため,高校で学ぶ「必

修理科」をつくろうとの意見の賛成は多いが,

その内容については意見が対立しているという。
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表 高等学校理科の変遷と各科目の選択者 (教科書採択冊数から、兵藤俊夫・東大教授)

実  施  年 1963- 1973- 1982- 1994～ 2003-

必 修 単 位

4科 目必修
計12単位以上

基礎理科か
2科 目計 6単位

理科 Iのみ
4単位

2区分にわたり
2科 目

理科基礎か総合A,Bの うち 1

科目を含む 2科 日,計 4単位以
上

調 査  年 1980年 1990年 2000年 2005年

1学年の人数 141万 人 154万 人 188万 人 142万 人 134万 人

物 理

物理A
物理B

540/0

38
物理 I

物理Ⅱ
物理  34 物理 IA

物理 IB
物理Ⅱ

Ｉ
Ⅱ

理
理

物
物

学

化学A
化学B

化学 I

化学Ⅱ
化学  56 化学 I

化学 I

化ミ吉Ⅱ

Ａ

Ｂ

化学 I

化学Ⅱ

生 物

生物  82 生物 I

生物Ⅱ
生物  54 生物 IA

生物 IB
生物Ⅱ

生物 I

生物Ⅱ

地 学

地学  60 地学 I

地学Ⅱ
地学  11 地学 IA

地学 IB
地学Ⅱ

地学 I

地学Ⅱ

総 合 的科 目
基礎理科  4 理科 I

理科 Ⅱ
総合理科  4 理科基礎

理科総合A
理科総合B

備 考 Aか Bを 学習 Ⅱは Iの学習後 ⅡはIBの学習後 Ⅱは Iの学習後

(2005年 8月 7日  毎日新聞)

日本地球惑星科学連合は,理系・文系を問わず ,

宇宙・地球・物質・自然について学ぶ「教養理

科」の創設を提言している。それに対し日本物

理学会は,積みあげの土台にならない「必修理

科」には強 く反対 しているという。 (2005年 8

月7日 ,毎日新聞)

06年度から中高一貫校となる都立小石川高校

では,「物理・化学・生物・地学 4科 目を計10

単位学んだうえで,偏 りない基礎を固める課題

を今後とも継続する計画を構想 している。教育

県長崎 (久保知事の時代の合言葉)で はどんな

独自構想が模索されているのか。現場での独自

色はどの程度の許容範囲なのか。

高校理科の担当者は,担当教科 目のセクト主

義に陥ることなく,あるべき未来社会に希望を

つなげて,創造的な地球市民教育という視座に

ついても哲学して欲しい。また,災害科学は単

に自然科学的見地からではなく,社会 0人文科

学の立場からの複合的な考察も欠 くことはでき

ない。そもそも自然現象による災害の規模は,

⑦自然現象の規模と,④その地域の地形や地質

あるいは地下構造によって,ま た,②そこに住

む人々の暮らし方,社会構造に関係 して決まる

と考えられる。単純な尺度や視点によって分析

することはできない。

長崎県下では1980年以降の新建築基準法によ

る耐震化率は36%で全国最低レベルに近 く,長

崎市の場合は耐震診断の実施率は31%程度であ

る。公共建物のうち学校体育館や公共集会所な

どは,災害の場合避難場所になるのだから,せ
めて耐震診断ぐらいは早急に処理すべきではな

いのか。災害や戦乱による犠牲者に,統治責任

者が含まれることはない。各自銘記しておきた

い。

(2)教科書問題その他

戦後の高度経済成長時代には,産業発展のた

めに高専の新設,理工系大学や学部の新設,充

実発展などに伴い,理工系への若者の志望者が

増加 した。しかしその風潮も陰りをみせはじめ

ている。義務教育の現場も高校においても,理
科,数学嫌い,不得手の若者の増加が問われて

いる。過去には理振法によって,幾分かは現場

の実験学習への教育投資もみられたが,その活

用の度合は現在 どうなっているか。生涯にわ

たって地学,数学をおもに担当してきた私は
,

その体験反省をふまえて若干の断想を記したい。

日本国では高校までの教科書はすべて国家検
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定で,その内容程度は画一的である。指導要領 ,

検定要項の制限事項が多 く,授業担当者の自由

裁量の幅は著しく制限される。それは文部権力

の末端支配による部分の他に,現場での暗黙の

自己規制の一面がある。特に歴史や政経担当者

の場合に著しいといわれている。大規模校では

複数の教師が同一学年の同一科目を分担するこ

とになり,そ こでは授業進度の自由度は制限さ

れ,同一歩調の制度的枠組みのなかでは,個々

の教師の独創性は授業展開や学習組織面で制限

されてくる。定期考査の範囲も出題も共通だか

ら,教師の評価 (テ ス ト成績)基準も横並びと

ならざるを得ない。形式的な公平の原則が厳と

して横たわっている。

(3)実験観察

松田良一 (2006年 6月 7日 ,朝 日新聞)の研

究資料によれば,国際科学オリンピック参加国

40か 国平均(A)と , 日本の場合(B),数学・理科に

興味を覚える子供たちの割合は,中学数学の場

合A65%に対 し,Bは 39%,高校数学の場合A
53%に対 し,B33%である。中学理科の場合A
77%に対しBは 59%と ,いずれも日本は,世界

平均より理数系に興味を覚える者の割合が少な

い。これらはoECD関 係国の生徒の学習到達

度調査,2003年のデーターである。旧文部省は

かつて審議会答申をうけて「直接体験」 (小学

校),観察,実験などの重視 (中 学校)を 唱導

したが,現実の現場ではそのための予備的な事

前調査,準備などに要する時間的・空間的なゆ

とりは極めて少なくて予算措置も貧弱である。

現場教師の創造的な日常の研究研修意欲を助長

するサポートも必要である。過密な授業時間に

加えて受験補習の分担を改善することもなく,

成果主義の大義名分のもとでの研修を押 しつけ

ても,そんなに十分な実を結ぶことは期待でき

ない。勿論のことだが個々の教師の内発的な自

己研修の努力は必要であるが,常に成果主義を

錦の御旗として “仁義なき競争"を 強いても,

そこからは生産的な教育成果は期待できない。

扱て,地学分野で扱う学習対象,事象は時空

的にもスケールが大きく,地層そのものを直接

観察するにしても学校近傍に適切な露頭を選ベ

ないという除路が立ち塞がる。映像の利用で代

理する場合が多いわけだが,矢張 り時空のゆと

りを考えて現場での実際観察の機会を模索する

以外にはない。かつては長崎市内の普通高校で
,

休暇中などを利用しての協同的な現地実習も試

みられたが,現在でも学校単独で,理科教師グ

ループによる野外実習を試みている事例もある。

(4)日 本の産業構造の教育世界への反映

物理・化学は工業の基本であるし,生物は農

林水産,医学やバイオ産業との関係が深い。そ

れらと比較して,地学に直接関わる産業は鉱工

業,地下資源探査,土木産業などの分野である。

いまや日本国内で採算のとれる鉱山は僅少で,

わずかに窯業資源,セ メント素材の石灰石資源

などの鉱山や極 く僅少の金属鉱山ぐらいで,他
の資源は外国の産地での合弁開発によって取得

しているに過ぎない。そしてそれらの鉱山は地

域住民の生活,自然環境の破壊をもたらし,現
地住民は憤怒に耐えている。時折抵抗に立ちあ

がっても,売弁資本と結託している現地政府の

暴力装置 (政府軍や警察権力)で押さえこまれ

ている。東南アジアの人びとからは第二の (経

済)侵略だと言われている。

このように資源小国のわが国だが貿易の自由

化,国際化の荒波にあらわれながら,最近では

外国産のミネラルウォーターすら輸入し,食料

自給率は先進国中最低である。

地学は,い まや辛うじて自然や環境問題と関

わって,その教育的な重要性が再考されつつあ

るにすぎない。しかし乍ら,よ く考えてみれば
,

人類が生きておられる唯一の水惑星が地球なの

であり,その全貌に迫る地球惑星科学の理解は

大切であり,決 して無縁ではあり得ない。

(5)他教科 0分野との協働教育

わが国での教育現場では,他の社会的分業社

会でもみられるように,学際的な協力態勢が

もっと図られてよいのではないのか。義務制学

校で現在実施されている総合学習などでは,恐
らくチームワークが模索推進されているようで
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ある。私は防災教育の視点を考慮する場合,重
要なことは,その土地条件を見る目を養うこと

であり,地形や地盤環境についての理解が前提

となるのではと思考する。しかし現在の学校教

育の課程には,自然災害の基礎を学び防災を考

える力を育てる科目はない。地形と地盤を見る

目は,自然地理学,地形学によって培われると

言ってよい。地形はすべての自然法則に従って

形成された自然物の造形物である。従って現在

の高校教科目から言えば,地理科担当の教師と

理科地学担当の教師との絶えざる協同的な教材

研究が志向されてよい。英明なリーダーは,そ
の辺にも留意して欲 しい。最後に私の心根にあ

ることを表白しておきたい。

新生代第四紀の頃の日本列島は,何回かの氷

河期に見舞われた。そして海水準低下がおこり,

海峡や水道はせまくなり,消えたりして大陸と

は陸橋づたいに連なっていたこともあった。象

のやってきた道を考えてもそのことは理解でき

よう。アジア大陸の南部を出発 した後期旧石器

時代の人びとは,本州中部を中心とした地方で
,

北海道を経て南下した人びとと相会し,新 しい

生活様式の変化と新 しい血の交わりで原日本人

が形成されていったという。縄文,弥生期に続

いて新 しい渡来者を含めての集団生活,古代国

光

家へとその歩みをすすめていった。ウルム氷期

以後およそ 2万年にわたって日本列島に住みつ

いた私たちの先祖たちをとりまく自然や文化・

文明は,その後のさまざまな変貌を経て現在に

至っている。20世紀後半になってやっと無計画 ,

無制限な自然破壊にブレニキをかけようとの世

界の人びとの声がたちあげられた。

しかし正しい自然環境の保全には,ま ず何よ

りも自然のなりたちとその生いたちへの理解を

深めることから始めなければならない。自然は

その複雑な構成と長い発展の歴史を抜きにして

は考えられないからである。

ただし人間社会を生態系ということで簡単に

置きかえて,比喩的に扱っていくことには多少

の疑間が残る。それでも人間も生きとし生ける

自然物のひとつであることは謙虚に肯定せざる

を得ないのである。緒方正人
*は “システム社

会としての幻想の国ではなくて,山河・生命に

育まれた くに,命のつながるくにを構想 した

い"と いう。この思想に響存 したい感動が私を

緊張させる。

* 水俣病センター想思社の機関紙「ごんずい」

pe 5,94号 ,1996年
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