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ドイツ中等社 会 系教科 にお ける地理カリキュラム
ー 自然地理の扱いに着 日して一
山本

隆太 (静 岡大学大学教育セ ンター 非常勤講師)

は じめに
日本 の 中等社会科 における地理的分野のカ リキュラムは、地誌学習 で構成 されてい る。一方、国際的な
地理教育 の動向に 目を向けると、例えば、イギ リスが地誌学習か らテーマ学習や課題解決学習へ と移行 し
た(志 村 20091よ うに、地理カ リキュラムの国際的な潮流は、地誌学習か らテーマ学習に向かってい ると
いえる(金 2012)。 ただ し、イギ リスをは じめとする国々では、地理が独立教科 として存在 してお り、 日
本 の社会科地理的分野 とい う教科枠組み とは事情が異なつてい る点に留意す る必要がある。その点、本稿
で とりあげる ドイツは、日本 と同様、社会科 とい う枠組みを有 し、しか も地誌学習を基礎 としたカ リキュ
ラムを維持 している。加 えて ドイツは、地理教育国際宣言 であるルツェル ン宣言αGU・ CGE 2007〉 が ドイ
ツ人中心 の起草委員会によって公刊 されるなど、国際的なプ レゼンス も高い。ドイツの地理教育の現状分
析 は、 これか らの 日本 の地理教育 の在 り方 を考える上でも参考 となるであろ う。
ドイツにおける地理学習は、初等教育段階では 日本 の生活科 に類する事実教授 (Sachunter五 chう に、中
等教育段階では社会系教科に位置づ けられてい る範 野

2008)。

ドイ ツ全 16州 の うち、中等教育段階(ギ

ムナ ジ ウム)で 社会系教科 とい う枠組みを採用 してい るのは、 ノル トライ ン・ ヴェス トファー レン州、ヘ
ッセ ン州、シュ レス ビヒ・ ホルシュタイ ン州、バーデ ン・ ヴュル テンベル ク州、プランデ ンブル ク州 の 5
州である。その他 の 11州 では、地理 は単独教科 の地理科 として存立 している。
社会科系教科 の名称 は、共同体科(ゲ マイ ンシャフツクンデ:Gemeinschaftskundめ 、総合社会科(ゲ ゼ
ルシャフツレー レ:Gesellschaftslehre)、 社会誌 (ゾ チアール クンデ:Sozialkunde)、 社会科学(ゾ チアール
ヴィッセンシ ャフ ト:Sozialwissenschaftenlな ど多様 であ り、また、その内容や教育課程上の位置づ けも
各州教育省次第 である(近 藤 2005、

72〉 。 中等教育段階 の社会系教科 に共 通

6ohtische B■ dun」 を学習 目標 の中心に据 えていることである(服 部

2012)。

してい る点は、政治教育

これに基づ き、社会系教科

の地理的分野では、政 治教育 を上位 目標 としつつ 、地理 教育 の 目標 である空 間行動 コン ピテ ンシー
←aumbezOgene HandlungskOmpetenz:空 間的な理解・思考・行動に関わる能力)の 育成 を、政治教育に
準ず る目標 として掲げるのが一般的である。
社会系教科 の学習は、主に社会的な内容 を扱 うもので あるとい えるが、地理で扱 う内容には自然的な内
容 も多分 に含 まれてい る。とりわけ ドイツの地理学習 の特色は、教科 目の存立形態を問わず、自然科学 と
社会科学 の架 け橋や領域横断的学習 であると喧伝 されてい る(Schindler 2005,25)。 ただ し、その具体像
についてはこれまで明 らかにされていない。特に、この地理学習 の架 け橋や領域横断的学習 といった特性
を考察す るにあた つて はまず、自然地理 の扱 われ方 と、それ が社会地理 の扱 い に与える影響 について検討
す る必要がある。そ こで本稿では、社会系教科を設置す る上記 5り ヽ
日の地理カ リキュラムを比較検討 し、
社会系教科地理的分野における自然地理 の位置づ けを明 らかにす ることを目的 とす る。対象学年 は 日本
の中学校 に相当する 7年 生以上、 ギムナジウム上級段階未満 とした。
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1ド イツ中等社会系教科に関す る動向
(1)社 会系教科 とい う教科枠組み
社会系教科 には様 々な名称があることは上述 の通 りである。共同体科は、1960年 の教育改革 によつて
生まれた社会系科 目の統合教科である。その設置理由については、科 目や学習内容 の削減、科 目による縦
割 り分割 の回避、現実社会 との結 びつ きなどが挙げられているlKOck 2005め 。一般的 に、南 ドイツ諸州は
各科 目の独立を維持 したが、そ の他諸州は統合科化 したといわれてお り、ヘ ッセン州や ノル トライ ン・ ヴ
ェス トファー レン州 が統合化 した州 の典型 とされることがある。その際、教科名は社会誌や社会科学 とい
う呼称 の場合 もある。総合社会科は、とりわけ 1970年 代以降に成 立 した中等科社会系統合教科 の呼称で
あ り、歴史/社 会/地 理 の比較的緩やかな統合形態であるKKOck 2005D。

(2)カ リキュラムについての近年 の動向
服部 (2009)は 、1980年 代・90年 代 の社会系教科カ リキュラムについて分析 を行 つてい る。地理につい
て もヘ ッセン州、バ イエル ン州、ノル トライ ン・ ヴェス トファー レン州、ニーダーザクセン州 のカ リキュ
ラムについて詳細な分析結果 を残 しているが、本稿 で扱 う自然地理 とい う観点か ら論 じられた ものでは
ない。また、 ドイ ツ各州 のカ リキュラムは 2000年 以降に大きな変化 を経験 したことは見逃せ ない。2001
年 12月 に公表 された経済協力開発機構(OECD)の PISA学 力調査は、 ドイ ツの生徒 の学力 が平均以下で
ある ことを示 し、 これが現代 ドイ ツの教育改革の契機 となった(大 友

2000.こ の教育改革 においてカ リ

キュラムは コンピテ ンシー(能 力・資質)に よつて構成 される形式(「 生徒は〜ができる」とい う学力 のア ウ
トプ ッ ト重視型)に 大きく移行 した0長 部 2000。 この移行期 の研究 には大高(2010〉 がある。大高〈
2010)は 、
バーデ ン・ ヴュルテンベル ク州 の 2004年 版地理カ リキュラムを分析 し、地理カ リキュラムは コンピテ ン
シー志向ではな く学習内容志向で構成 されていたこと、教科(内 容)コ ンピテンシー と方法(ス キノ
1/bコ ンピ
テンシーの対応関係 はカ リキュラム分析 のみでは確認できないこ とを指摘 した。この研究以降,ド イツ地
理に関す るカ リキュラム研究は管見 の限 り報告 されていない。 なお、最近の ドイ ツの歴史学習 について
は、宇都官(2013〉 が、1990年 代・2000年 代 のカ リキュラム分析 に基づ き、 ドイ ツの構成主義的な歴史学
習論 について論 じてい る。

2

社会系教科地理 のカ リキュ ラム分析

(1)ノ ル トライ ン・ ヴェス トファー レン州
ノル トライ ン・ ヴェス トフ ァー レン州 の地理教育の 目標 は、生活現実 の理解 と社会参画を実現する力で
としての、空間行動 コンピテンシー の育成 であるOSWNW 2007)。 この コンピテ ンシー はさらに 4つ の
下位 コンピテ ンシーである事象 コンピテンシー、方法 コンピテンシー、判断 コンピテンシー、行動 コンピ
テンシーか ら構成 されている俵

1)。

自然地理 の扱 いについては、人間の経済活動 の基礎 として、自然地理を学ぶ ことが明記 されている。こ
のことは、表 1の 事象 コンピテ ンシー における、人間の生活 。経済基盤に対する自然の影響や、地生態学
的 リス クとその回避 といつた記述 か ら確認 できる。続 いて、カ リキュラム俵

2〉

を見る と、生活空間に対

する脅威 としての 自然災害や、熱帯雨林 の 自然地理的作用構造 とそこか ら導き出され た生態系適合型経
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済活動 の可能性 と課題 、といった内容 に見 られるよ うに、人間中心的な観点か ら自然が扱 われてい ること
がわか る。また、土壊侵食 などを引き起 こす 「不適切 な介入」 とい う言葉 が指 し示す のは、適切な人為的
介入 の存在を暗示 してい るよ うに解釈 できなくもない。その他、農業 とい う視点か らみた 自然 の利用可能
性や、天然資源が間接的に引き起 こす世界的格差 といつた内容は、経済活動 を軸に した 自然観を積極的に
育む もの とい える。ここでは、世界学習 が主軸であることも含めて考えると、育むべ き世界観 が経済的視
点に立脚 してい ることが指摘 され る。しか しその中にも、気候 と植 生の共作用 としての景観帯の理解 とい
った、経済 と直結 しない純粋な自然地理的内容 も、例外的ではあるが、含 まれ ている。
こ うした経済的 。政治的観点は、各科 目で分担 して扱 われる俵 3)。 詳 しく見る と、政治教育的側面の
4「 政治経済 に対す る生態 学的課題 」と、経済教育的側面の 7「 生態学的課題 /生 態系 と経済 のバ ランスJ

は歴史・政治経済 と比 して 、地理教育 の比重が高 くなってい る。政治経済 と生態系 のバ ランスに関する視
点は、社会系教科 において地理教育が、その科 目特性 を活か しなが ら育むべ き視点であるといえる。

(2)ヘ ッセン州
ヘ ッセ ン州の地理教育の 目標 は、様 々な生活状況において、環境 に対す る責任感 を持 つて行動する、と
い う空間行動 コンピテンシーの育成 である(HK 2010〉 。本州 では、下位 コンピテ ンシー についての記述は
ない。
地理学習の中心テーマ は、自然お よび人間活動 によつて特徴づ けられた空間 とされている。しか し、現
代的諸課題やその解決方法を地理 で扱 う場合 には、人間の空間的な振 る舞い と、そ こか ら派生す る空間的
現象 との関係性を考 えるとい う、人間空間関係 QIensch‐ Raum‐ Bezlehunglの 見方に依拠 して考察するこ
とが求め られてい る。言い換 えれば、自然 一人間か ら成る空間を、課題解決 に際 しては、人間―空間関係
の観 点か ら考察す るとい うこ とである。
ヘ ッセ ン州 のカ リキュラムでは、地理的分野 は主に 8・ 9年 生で扱 われる(表

4・

ーバル な空間 と秩序システ ムの学習や、野外学習・ 実験な どの実習 が行 われ る(表

表 5)。 8年 生ではグロ
0。

9年 生では、グル

ー プで地域 を設定 し、各地域 について、課題解決的 な空間分析や、クラスでのデ ィスカッシ ョンを行 い、
最後 にプ レゼンテー シ ョンを行 う(表

5〉

南極大陸を除いた 5つ の大陸を事例 として取 り上げ、
。ここでは、

開発 の可能性や課題 について討論す る。
ヘ ッセ ン州 の地理的分野 のカ リキュラムは、8年 生では自然地理的な内容 を系統的に学び、9年 生では
課題解決的な地誌学習や、空間分析へ と展 開 している。自然地理的な学習を基礎 とした課題解決型地誌学
習 が展開 されてい るとい える。

(3)シ ュレス ビヒ・ ホルシュタイ ン州
・ホルシュタイン州では、地理教 育の 目標を、事象コンピテンシー 、方法コンピテンシー、自分 自身
シュレスビヒ
の省察と関わる自律コンピテンシー、他者との協働 や参画と関わる社会コンピテンシーの 4つ から構成している
lMBWFKSH 199つ 。これらのコンピテンシー は、空間に配慮 した行動を実現するためのものと解釈されうるため、
ここでも空間行動コンピテンシーが地理教 育の 目標 とされているといえる。

6年 生の地理学習のテーマとされており、7・ 8年 生で
は空間に対する自然的・人為的な作用と、人間への影響 が扱われている俵 6)。 9・ lo年 生では、様 々な空間に
・ホルシュタイン州では、人間空間関係 が
シュレスビヒ

5・

おける現代的諸課題 の持続可能な課題解決がテーマとされている。
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カリキュラムの展開を見ると(7・ 8年 生では様 々な発展状況にある諸地域を主題に沿つて学習し、9年 生ではグ
ロこバルスケールにおける生態系と経済の関連性 についての学習が扱われている。こうした主題学習や、自然と
経済の関係性 の学習において、主題 図や統計データの読み取 り、メディア情報の批判的解釈といつた方法論も
獲得することも求められている。

(4)バ ーデ ン・ ヴュルテンベル ク州
バーデン・ヴュルテンベルク州では、複雑な世界の構造を理解し、他者 との協調を通じて課題を解決するとい
つた空 間コンピテンシーが、地理学習の重要な目標 とされているOIK」SBW 2004)。 下位コンピテンシー には、
方法コンピテンシーと教科コンピテンシーの 2つ が与えられている。方法コンピテンシーは、学年修了後 に活用
できるスキルや方法論を示す。教科コンピテンシーは、その学年で扱う内容を規定するテーマとスタンダードから
構成される。
カリキュラムの基本方針では、自然地理的・地質的なプロセスの基礎的理解が他 に先立って学ばれることが記さ
れている。自然地理・地質的 内容の分析的・システムモデル的な学習経験は、その後の複雑 な現象理解 に役 立
つことが期待 されているためであると考えられる。
地理的分野のカリキュラム〈
表 7)を 見ると、7・ 8年 生の気候帯の単元は、自然地理的内容で構成されている。し
かし、後続 の人 口動態、移民、モビリティなどのグローバルな課題との内容的な関連性は見当たらない。9・ 10年
生では、人間活動による空間的特色と、岩石圏の学習の間には大きな内容的な隔たりが認められる。9年 生では
人間活動 による空間的特色 について、7・ 8年 生までの内容を踏まえた学習がなされると考えられる。岩石圏以降
は大気圏を含 めて 自然地理 の系統的な学習が配置され、その後 に大気の環境問題 が扱われることから、岩石圏
から大気の環境問題までを一つの学習の展開と見なすことができる。
7・

8年 生ではグローバルな観点から自然地理を扱う一方、9年 生では自然地理の内容は扱われないが、10年

生に再び 自然地理が系統的に配置されている。自然地理的な内容は、グローバルスケールのものが扱 われてい
るため、スケール感の獲得 と、圏構造に基づく地球システム的な考え方の育成が 目指されているといえる。

(5)ブ ランデ ンブル ク州
ブランデ ンブル ク州 のカリキュラムにおいても、空 間行動 コンピテンシー が地理 教育 の 目標 とされている
l■41B」

SB 2008)。 下位 コンピテンシー には、空間オリエンテーション、空間評価、空間分析・探究、空間理解・課

題志向、空間的 自覚・責任性の 5つ が設定されている。また、各学年段階で獲得する方法・スキルに関しては、3
段階の難易度(例 :場 所を見つける→場所を記述する→場所の関係性を記述する)が 記載されている。
ブランデンブルク州は、典型的な地誌的なカリキュラム構成である(表 0。 ただし、静態地誌的な事象 の羅列で
「地域配列に従つた系統地理学習Jが 組み込まれている。自然地理的な内容 について取り上げると、7・ 8
はなく、
年生のアジアにおいては、湿潤変動帯に関わる自然地理的な内容が多い。中央・北アジアにお ける自然空間の
開発利用やアラル海シンドローム、乾燥地帯の生活におけるサヘルシンドロームなど、中央・北アジアと乾燥地帯
では、環境開発問題 を課題解決的に扱う視点が含まれている。南北アメリカにおいて 自然地理 は、空間条件とい
う静態地誌的な位置づけとなつている。

3.ま とめ
以上のカ リキュラムの分析 の結果 は、表 9の よ うにまとめられる。社会系教科 の地理教育 の 目標は、
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空 間行動 コン ピテ ンシーの育成 であ っ た。 また 、 ドイ ツの 中等科社会系教科 の地理学習 とい って も、主
題学習、 地誌学習 、系統地理学習 な ど様 々 なタイプが確認 された。 ノル トライ ン・ ヴェス トフ ァー レン
州 の 自然 地理 は、政治経済 と生態系 のバ ラ ンス感 覚 を養 うための 自然地理学習であ つた。 一 方 、ヘ ッセ
ン州 は、 8年 生 では系統地理学習 の色合 いが強 くみ られ、続 く 9年 生 では、課題解決 的地誌学習 が配置
され てい た。 この ことか ら、系統地 理 学習 の学習事項 を、課題解決 的な地誌学習 にお い て応用的 に用 い
る とい う学習 展 開 が示 唆 され た。 シュ レス ビヒ・ ホル シュタイ ン州 のカ リキ ュ ラムか らは、地誌学習 に
お ける主題 的 な 自然地理学習 が 、地域 のス ケール感 を獲得す るために有用 であることが示 唆 され た。 バ
ー デ ン・ ヴュル テ ンベ ル ク州 も同様 に、 ス ケ ール 感 を獲得す るため の 自然地理学習 と解釈 で きる。地誌
学習 が色 濃 いブ ラ ンデ ンブル ク州 では、主題 、課題解 決 な ど様 々 な 自然地理 の扱 われ方 が 見 られ た。

4. おわ りに
本稿 で は、社会系教科 の地理カ リキ ュ ラム につい て全 5州 を取 り上 げて比較検討 した。そ の結果 は以
下 の通 りであ る。
・ 社会系 教科 地理 的分野 の 目標 は、空 間 コ ン ピテ ンシーの育成 であ る。
・ 政治教 育 が 日標 である社会系教科では、地理的分野 の うち、社会地理 的な内容 が前面 に強調 され てい
たが 、 自然 地理的な内容 も多分 に含 まれ て い た。 自然地理 の扱 われ方 は 、系統地理 、 ス ケール感 導入
型 主題地理 、静態地誌 学習 、課題志 向型地誌学習 な ど様 々 であ った。 と りわ け、ヘ ッセ ン州 の よ うな
自然地理 と課題志 向型地誌 学習 を有機的 に結び付 けたカ リキ ュ ラム は、社会系教科 にお ける 自然地理
の位置 づ け としては示唆 に富んで い た。 しか し、 自然地理 の 内容過 多 とい つた課題 が考 え られ る。
・ 社会系教科特有 の地理的見方 は、 自然空 間を、人 間生活 の基盤や天然資源 の所在 として見 なす とい
う、人 間 中心 的 。経済観念 的 自然観 であった。 そ の ため、 自然空間 が人 間に とつて有用 か否 か、持続
可能 に経済 的開発 は可能か否 かが 、 自然 を扱 う際 の着 眼点であ つた。
・ 社会系教科 にお ける地理学習 では、空間 に対 す る視 点 が 、人間空 間関係 mensch‐ Raum‐ Bezlehungl
とな る。 これ は ドイ ツで一 般的 に地理 特有 の見方 とされ る、人 間 自然 関係性飩 ensch‐ Umwelt‐

BezlehunJと 比べると、人間中心的な視点を持った概念であることが強く示唆される。
・ 自然地理学習 には、スケール感 を獲得す るとい う学習機能があることが示唆 された。 この 自然地理学
習 は、後続 の人文地理的な学習内容や課題解決学習な どに対 して、スケール感 を予め獲得 してお くた
めの もの と考えられる。
今後 の課題 としては、自然科学 と社会科学の架 け橋や領域横断的学習 の実態について深 く考察するた
めに、地理科単独 のカ リキュラムの分析 も含めて、 ドイツの地理カ リキュラム全体 を包括的 に論 じる必
要が ある。また、最後 に一点、社会系教科における自然地理 の役割 について言及 したい。一般 に、社会
系教科では自然地理 の扱 いが少なくなるため、限定的な自然観 を扱 うこ とになる。 この 自然観 によつ
て、 どの程度 まで、人間も含 めた地球全体 の動態(シ ステム)に 配慮 した、持続可能 な行動が導き出せ る
かは不明である。 この点は社会系教科だけに課せ られた命題 ではないが、見方を変 えれば、人間を扱 え
ない理科系教科 では踏み込む ことができない領域 であ り、社会系教科だけが解決 で きる教育的課題 でも
ある。非常 に大きな課題ではあるが、 ここに、地理教育の教育的意義を広 く知 らしめ、プ レゼ ンスを高
める好機 が潜 んでい ること、そのためには、環境 と経済 を結び付 ける具体的な学習方法 の開発 が急務 で
あること、 この点を強調 しておきたい。
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表 1ノ ル トライン・ ヴェス トファーレン州中等科地理 コンピテ ンシー(7‐ 9年 D
事象 コンピテンシー
・あらゆるスケール における、位置 の特定
・ 自然地理的な構造・プ ロセスの記述 と、人間の生活・経済基盤に対する影響 の説明
・人間が与える地生態学的な リスクとその回避方法 の探究(地 域的特色を考慮 して)
・都市が抱える構造・機能 の意義 についての説明は 々な利 害関係 と影響 の帰結)
・人 口動態やグローバ リゼー シ ョンの影響 による都市空間 と地方空間の変化
・人 口の世界的分布 の原因 。結果 の探究
・構造変化 における第二次産業 の重要性拡大 と、経済地区の連携拡大に関す る理解
・ ポス トエ業社会へ の変化におけるサー ビス業 の意義 の探究
。発展途上国にお ける観光 の是非
。開発指標 に基づ く格差 の分布 ・原因・結果 の分析 とその克服方法 の説明
・政治社会経済 の変化による空間利用 の変化 の説明
・各内容 に対する専門用語・概念 の運用
方 法 コ ンピテ ンシー
・ 地図 の活用 とFFL地 学習
・ 課題設定 と推 察、適 mな 作業方法 の選択
・ 地図・ 統計・ 図表 を用 い た情報収集 と、諸事象 の 関係性 の探 究
・ コ ンピュー ター を用 い た地 図・ 図表 の作成 に よる地理 情報 の 可視化
・ 文献探索 。オ ン ライ ン資料検索 に よる情報収集
・ WebGISの 利活用 による情報収集
・ 系統 地理 的方法 と地誌 学的方法 の 区別
・ 単純 なモ デ ル か ら、系統地理 的内容 と空 間要素 の 関係性 の読み取 り
・ 専門的概念 を用 いた 地理 的事象 の表現
判断 コンピテンシー
・ 設定 した課題に対する作業方法 の批判的検討 と空 間的生活現実の関連性 の評価
・ メデ ィア表現における恣意性 の理解
・ 調査結果・方法 の妥当性 の批判的検討
・ 生活空間に対す る様 々な社会集団の利害要求関係 の吟味
・様 々な考え方に配慮 した根拠 ある判断 と主張
・ 持続可能性 を考慮 した上での具体的な対応策 の判定
。その結果 も含 めた 自身 の空間 コンピテ ンシーの 自己批判的な省察
行動 コンピテンシー(実 践可能な範囲)
・ ヒア リング・ア ンケー ト調査 、地図化 の計画・実施 と結果の地理的・課題解決的な表現
・空間利用 の紛争 に関す るデ ィスカ ッションにおいて根拠ある解決策を主張
・空間プ ロセスに対す る民主主義的な意見表明機会 の利用
・ 持続可能な経済を念頭においた、身近な環境 の生態系に対す る責任感 ある行動
注)各 項 目は原文 では 「生徒 は以下 のことができる」 とい う記述 となってい る。
QIinisterium fllr Schule und S、■erblldung des Landes Nordrhein‐ ヽ
Mestfahren 2007
をもとに筆者作成)
L‐
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表 2ノ ル トライ ン・ ヴェス トファーレン州中等科地理カ リキュラム(7・ 9年 生)
必修 テ ーマ

必修重点領域

・ 地理的 リス ク他 震、火 山、ハ リケー ン)に よる脅威
。自然収支に対する人間の不適切な介入に よつて引き起 こさ
れる脅威(土 壌浸食、砂漠化、地球温暖化、洪水)
それぞれ の景観帯におけ ・耕作 の制限要因 としての気温 と水 、またその自然的制限を
る生活 と経済
克服する方法
・乾燥地帯の人為的な利用変化 とその帰結 の良 し悪 し
。熱帯雨林 の 自然地理的作用構造 と、そ こか ら導き出された
生態系適合型経済活動 の可能性 と課題
・農業利用 に適 した温帯空間
・気候 と植生の共作用 による景観帯 とい う空間的特色
国内お よびグ ローバル な 。経済開発状況の理解 のために重要な指標
空間的不均衡 とい う課題 ・ 天然資源 、労働市場、政治経済的 目標に基づいた空間発展
・ 富 と貧困の世界的格差の原因であ る天然資源 と、産業製 品
の不均衡な交換
・ 現地の発展に寄与す る第二世界観光 の可能性 とリス ク
バ
ロー
ル
の
グ
影響下 経済 ・ 世界的分業下における地域構造 の変容
・ 自然条件、国際貿易、環境負荷 の緊張領域 :農 業
空間 と政治 の構造変化
・ 構造変化、 トランスフォー メーシ ョン、統合 の文脈 におけ
る EU地 域間の競争
・ 変化 した国際貿易関係 の象徴 としてのグローバル シティー
・
上記内容群に関する、位置 地名等 の基礎的内容
・ 地球上 の景観帯
・ 地球上の変動帯
・ 地球上の社会経済的区分
・ EU加 盟国における積極的経済空間 。消極的経済空間
。経済地域間の国際貿易
0〔inお terium■h Schule und We■ erb■ dung des Landes Nordrhein‐ Westfahren 2007.
をもとに筆者作成)
自然や人間 によつて危機
にさらされ る生活空間
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表 3ノ ル トライン・ ヴェス トファーレン州 社会系教科科各分野の分野横断性
地理

歴史

政治経済

政治教育的側面

1.民 主主義 の維持 と更なる発展
2.経 済 と労働

3

4
5

国際化や グ ローバ リゼー シ ョンの
チ ャ ンス と課題

なし

○○○

○

○○

○○

○○

○○○

○○

なし

〇〇

○

○○

○○

〇

○○

○○

○

なし

○○〇

〇

○

なし

なし

○

○○○

なし

なし

○

○○○

○○〇〇

○○

○

○○○

○○

○○○

○〇

〇

。。。。

○○

○

○○○

○

〇〇

○○○○

政治経済に対する生態学的課題
新技術 のチャンス と課題
6.現 代社会変革 にお けるアイデ ンテ
ィテ ィー と生活 の構築
7 個人 の 自由と構造的不均衡 の間の
社会的工当性
8 平和維持 と紛争解決

経済教育的側面

1
2

消費活動 と販売戦略
競争、集約、市場権力 による市場プ
ロセ ス

3.金 融業・ 貨幣価値 の安定化
4 生産 ・
5.変 化す る工業・サービス・情報社会
の労働 と職業
6.業 績評価 と社会的正当性 の間の収
入 と社会保障
7.生 態学的課題 /生 態系 と経 済 のバ
ランス
8.国 際化 とグローバル化 による社会
市場経済 の課題
○ は該 当単元 (ひ とつの ○ :1単 元 )を 表す
OIi面 sterium mr Schule und lⅣ eitelbildung
をも とに筆者作成)

des Landes NOrdrhein・ Westfahren 2007.
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表

4ヘ ッセ ン州 中等科地理カ リキ ュ ラム(8年 生)

8年 生 人間 に とつて重要 な 自然要素 世界 の空間事例か ら
目的
緯度経度 と宇 宙 にお ける地球 、気候 と植 生 の 関連、外 的営力・ 内的営力 の ダイナ ミクス 、
自然収支 に対す る人 間活動 の影響
内容

ァ ー マ

必修

座標系、絶対 位置 の特定、時間帯

緯度経度
地球 の動 きの影響
地球上 の気候帯 と植生帯
地形 :外 的 営力 と内
力 の作用
自然 収 支 に対 す る人 間活
動 の影響

地軸、 自転、公転、天頂、極圏、回帰線、季節(地 球儀)
気候帯・植生帯(
気候ダイアグラムの読解
の
岩石 と水 循
浸食、堆積 火山、プ レー トテク トニ
クス、地震 、山脈
土壌浸食、砂漠化、地下水位低下、水利 工事、水資源利用、
ステ ップ化、塩類 土化、過放牧、生態系

熱帯雨林

移動

)、

選択

、アメクメーネ境界領域の生活
ー
アメクメ ネ境界領域の生活

・気候ダイアグラムや座標点の扱 いに際 して、デー タの解釈 と評価
・ 地理的事象や課題 について既知 の知識や考え方に基づいた評価や判断
。身近な野外巡検 の実施、あるいは、火山や地溝帯の立体模型作 り
関連する他教科領域
・ 資源 の取 り扱 い :英 語、政治経済、化学、ラテ ン語
レ構築 :芸 術
・モデノ
・熱帯雨林 :英 語
(Hessisches Kultusmidsterium 2010を もとに筆者作成 )
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表

5ヘ ッセ ン州 中等科地理 カ リキ ュ ラム(9年 生)

9年 生 構造変化 と発展可能性 世界 の空 間事例 か ら
目的
空 間 の なか の 自然的造形、人間による自然資源 と利用、構造変化・開発機会 ・開発問題、
全 大陸の地誌 的基礎知識 、課題解決的な空間分析 の基礎、プ ロジェク ト学習 へ の導入
地域

内容
必修

ライ ン・マイ ン 経済構造、就業機会、交通、地域変化、グローバ リゼー シ ョンの地域的
地域
影響
ロシア
豊かな天然資源、縁辺地域 の開拓 と発展、生態系の問題
日本
乏 しい天然資源、経済行動 の社会文化的基礎、ハイテク産業、地震・津
波 といった 自然の猛威 による危険
中国
人 口動態 、一 人 っ子政策、縁辺地 域 の発展 、香港
モ ンスー ンの影響 、人 口増 大、子供 の就労、女性 の役割、緑 の革命 、ハ
インド
イテ クの発展
ア メ リカ (東 部)天 然資源 、 メガ ロポ リス、世界経済的優位 、 ラス トベ ル トの構造変化
南 アメ リカ
植 民 の影響、熱帯雨林 の利 用、 メ トロポール とフ ァ ェイ ラ の 問題
アフ リカ
人 口動態、食糧状況、砂漠 の拡大、熱帯雨林 の利用、エイ ズ、民族紛争
ース
オ
トラ リア 豊 かな天 然資源、人 口分布 、 アジア人労働力 と移 民
世 界 の空間編成 ヨー ロ ッパ の 地誌 、既習 地 域 の地誌 的内容 の振 り返 り
選択
ア メ リカ(西 部)人 種 の多様性 と社会的 セ グ リゲ ー シ ョン、シ リコ ンバ レー 、観光 と国 立
公園
近東
石油、乏 しい水
イ ス ラム教 の意義、イ ス ラエル と近 隣諸 国
ーバ
ハ
ブル
ナナ
イテク産業 の中心 としての歴史的蓄積、危機、助成金、構造変化
学習方法
プ レゼンテー シ ョン(グ ループ学習)
地図、図表 の利用
協同的学習、地理的課題 のスケール を加味 した学習
イ ンタ ビュー、引用、統計デ ー タの結びつ け、不足デー タの認識
行動につ ながる見方 ・考 え方の育成
関連す る他教科領域
・資源 の取 り扱 い :英 語、政治経済、化学、ラテ ン語
・ 熱帯雨林 :英 語
・都市 :芸 術、歴史、英語、 フランス語、ラテ ン語、ギ リシア語
・ 経済産業化 :政 治経済、歴史、英語、独語、 ロシア語、イタ リア語 、ラテン語、芸術
・植民地 :歴 史、カ トリック(宗 教)、 福音派(宗 初 、スペイ ン語
⊂ essisches Kultusmi五 stenum 2010を もとに筆者作成)
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表

6シ ュ レス ビヒ・ ホル シュ タイ ン州 中等科地理 カ リキ ュ ラム(7‐ 9年 生)

テ ーマ

内容

7年 生
中近東 :水 と石 油 とい 巨大 な砂漠地帯、イス ラム教 の生活形態、乾燥地帯 と水利 :生
活条件 としての水、石油に よる発展、近東 の複雑な利害関係
う権力要素
地球 上 の 人 口
熱帯地域 の景観帯 と栄養源、アフリカ :空 腹を問 う、サヘル地
帯 :拡 大す る砂漠 との戦い、自給経済 とプランテー シ ョン :伝
統的な生産形態 とヨーロッパ 由来 の生産形態、世界経済 に対す
るア フ リカの上壌保護、プ ラジル :ラ テ ンアメ リカの鍵国、メ
キシ コ :工 業国家、ラテ ンアメ リカ :都 市的生活 の向上、1492・
1992:ア メ リカにおけるヨー ロッパ人の 500人
様 々な顔を持つ国、農家・牧場主・ アグロビジネス、古 くて新
経済大国アメ リカ
しい工業空間、アメ リカ的生活様式、人種 の るつ ぼ として の lJY

8年 生
ロシア :CISの 中心国
伝統 とモ ダ ンのあいだ
世界 の単 一 性 と多様性

大陸性気候 :夏 は温かいシベ リア、大陸空間の開発問題、経済
の転換期、 自然的生活基盤 の破壊、 ロシア と近隣諸国
イ ン ド :伝 統的社会における生活 と経済、中国 :中 央集権 と市
場経済開放、中国 とイ ン ド:人 口増大 と人 口計画
貧 因 の負 のスパ イ ラル 、第 二 世界 :繁 栄 モ デル 、一つ の世界
10の 文化大陸
:

9年 生
海 の生 態系

海洋 と大 陸、海 の天然資源 ・ 食糧確保 、海洋 の危機 、気候 に対
す る海洋 の影響

環太平洋地域 :世 界経
済の駆動力

日本 :工 業大国 と国際競争力、アジアの虎諸国(シ ンガポール 、
台湾、韓国、マ レーシア、タイ、香港):世 界経済の新 たなパー
トナー、環太平洋地域 の新たな経済共同体仏SEAN、 NA「 PA、

APEC)

石油エネル ギー :埋 蔵 ・消費・環境負荷、脱原発 の可能性、エ
ネルギー節約 と代替エネルギー、 ドイ ツのエネルギー事情 とエ
ネルギー政策
、地球史
宇宙空間 の地球、プ レー トテ ク トニ クス 、火 山、
惑星 としての地球
ftir Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Schles宙 g‐ Holsteln 1997.を もとに筆者作 D

エ ネ ルギー :欠 乏 の危
機 か過 乗Jか

F」
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表 7バ ーデン・ ヴュルテンベルク州中等科地理カリキュラム(7‐ 10年 D
7・

8年 生

方法 コン ピテ ンシー

モデルの利用、主題図の読図 と GIS利 用、気候ダイ アグラム・ フローチ ャー ト・ 円グラ
フ・機能断面図の作成、人 ロピラミッ ド・統計デー タの読解、コンピューター シミュレー
シ ョン、衛 星画像半」
読、報告書・壁新聞での情報発信
スタンダー ド

ア ー マ

各 気候 帯 の 自然 気温分布 と季節 の生成、気候 と動植物・人間の適応関係、熱帯大気循
空間 。生活空間・ 環、気候要素・気候因子、植生に対する人為的影響、気候帯 の空間分
経済空間

布 と地理的空間区分

ひ とつの地球 。ひ

将来的な人 口拡大 の予想 と課題 、グ ローバ ル 市場 にお ける流通・分業・

とつ の世界

競争 、グ ローバ ル 自由経済 の可能性 と リス ク、世界 の 開発格差 、ひ と
つ の世界 に向けた開発対策 と持 続 可能 な経済 の 実現方法

世 界 に広 が る モ

世界的人 日の構 造 と分布 、モ ビ リテ ィの形態 と交通構 造、貿易 にお け

ビ リテ ィ

る経 済 と交通 の 関連、持続可能 な行動 の観 点 か らみた観 光 の機能 と影
響 、移民・難 民 の原 因 と影 響、持続可能 な交通 とモ ビ リテ ィの可能性

9・

10年 生

方法 コン ピテ ンシー

岩石 と鉱物 の特定、天気図・衛星画像 の判読、作用構造図の作成、シ ミュレーシ ョン、理
論 モデルの操作、GIS分 析、空間分析
スタンダー ド

テーマ

人 間活 動 に よ る 人 間 が空 間 に与 える影響 とその構造・ プ ロセスの分析 、空 間モ デル 、
空 間的特色

単 一構造 と複数構造、社会集 団 と社会 の空 間的影響 、都市設計・空間
計画 の可能性 と限界

岩 石 圏 の 展 開 と 地球史 の基礎 、地球 の 内部構造、岩石 の生 成 と持続 可能 な利用 、大陸
構造

移動・ 海 洋底拡大、 プ レー トテ ク トニ クス

大気圏 プ ロセ ス

大気圏 の構造、熱収支、気候要素・ 気候 因子 の共 作用 に よる気 象 、大
気大循環

大 気 の 危機 と保
護

気候 の 自然的変化、地球環境変動 にお ける人為的作用 と大気 の関係、
政治 。社会における大気汚染防止対策、技術的 なエネル ギー効率向上
の可能性、持続可能な都市発展戦略

αlidstenum fur Kultus,」 ugend und Sport.Baden‐ Wurttemberg 2004を もとに筆者
作成)
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表 8ブ ランデ ンブル ク州 中等科地理カ リキュラム(7‐ 10年 生)
テーマ・地域

内容

8年 生

7・

中央・ 北 アジア :空 間 ポテ ンシ ャル と利用
ア ジア :極 端 な 自

国・規模 の比較 、自然空間 の 開発 と利用、気
候 と植 生 の 関係 、 ア ラル 海 シン ドロー ム
プ レー トテ ク トニ クス(山 脈形成・ 地震・ 火

山)、 モンスーン、洪水、 自然災害 と生活
人 口動態、各国の経済力、人 口問題
石油 と水 、湾岸 諸国・ イ ス ラエル ・ トル コ、
伝統 とモ ダ ンの 隣 りあわせ
最大の砂漠サハ ラ、 自然空間の利用問題、
サヘルシン ドローム
自然空間の利用 ポテンシャル、社会経済政
治的状況、低開発状態 か らの脱却

アジア :事 項動態 と経済カ
中近東 :緊 張空間
乾燥地帯 の生活
サ ハ ラ :課 題 山積 の空間
9・

10年 生

南北 アメ リカ :対 照的な大陸

自然空間の多様性 (大 地形 、気候植生帯)、 生
態系・熱帯雨林・ 農業 の基盤、空間の耐久
性、アングロ・サクソン諸国・ラテ ン諸国の
経済構造比較、グローバル化をカロ
速す るア
メ リカの経済力、都市 とい う生活空間
オ ー ス トラ リア・ オセア ニ ア・ 局地域
巨大な遠隔地、開拓 と定住、経済ポテンシ
な生態系 にまつ わ る問題
ャル 、
グローバル な将来 シナ リオ とグローバル
気候変遷 と人為的影響、天然資源 の枯渇、
ローカルな持続可能性へ の道程
自然保護 、持続 可能性
ベル リン/ブ ランデ ンブル クの経済発展、
ヨー ロ ッパ における ドイツ
ヨーロッパ の経済空間比較、EUの 目的 と
チャンス、格差
0鮨 isterlum fur Bildung,」 ugend und Sport des Landes Brandenburg 2008を もとに
筆者作成)
表

NR

9社 会系教科地理カ リキ ュ ラムの 5州 比 較

HE

目標

7年 生
(内 容 )

8年 生
(内 容 )

9年 生

(無 し)

自然災害、
生活 と経済、
世界的不均衡、
世界的な政治経
済構造変化

(内 容)

自然地理
の扱 い

SH

繁
i 暴
了
軍
と
的 o,X
重
ン
雛
識
調
][:i』

,I」

人 間生活 の空 間
条件 、天然資源 、
政治経済 と生 態
系 のバ ラ ンス

Bw

空間行動 コンピテンシーの育成
中近東 、人
口、アメ リカ 気候・植 生 、
世界的不均衡
モ ビ リテ ィ

̀ン 社会集団、
岩石圏

然
で
真
尭
贄
暑
鮮

BB

アジア
中近東
砂漠
アメ リカ
オセ アニア

ス ケ ール 感 の
主題的 自然地理
導入
学習、課題解決
(複 雑性 理解)

省略:NR:ノ ル トライ ン・ ヴェス トファー レン州、HE:ヘ ッセン州、SH:シ ュレスビヒ・ ホル シ
ュタイ ン州、BW:バ ーデ ン・ ヴュルテンベルク州、BB:ブ ランデンブルク州
(筆 者作成)
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