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要　　旨

筆者は宗教地理学を専門とする者であるが，高校までの地理教育において，宗教がどのよ
うにとりあげられているかにも関心を持つ。本稿は，前稿（小田 2006）を受けて，高校の地
理教科書にある地理用語を収録した山川出版社の『地理用語集』を，1984年～ 2014年に発行
された五つの版について検討する。その結果，高校の地理教科書では世界の宗教が主に扱わ
れていること，2004年版『用語集』から宗教用語が急増していること，宗教別ではイスラム
教関係の用語が増えていることなどが明らかになった。一方，2006年の教育基本法の改正を
契機に，文部科学省の高等学校学習指導要領では，2009年告示の現行のものから宗教が重視
されていることを指摘した。学習指導要領の方針変更は，『用語集』の内容変化と年代的に合
致せず，『用語集』が学習指導要領の宗教重視を先取りした形になっている。

キーワード ：高校の地理教育，宗教，『地理用語集』，地理教科書，イスラム教，学習指導要領

I.　は じ め に

筆者は宗教地理学を専門とする者であるが，
高校までの地理教育において，宗教がどのよう
にとりあげられているかにも関心を持つ。前稿
（小田 2006）では，高校の地理教育における宗
教の取り扱いについて簡単に触れた。そこで
は，山川出版社発行の『地理用語集』（以下，
『用語集』と略記）における宗教関係用語を拾
い出し，高校の地理教科書では世界の宗教が主
に扱われていること，年代別に見ると，2004

年版『用語集』から宗教関係の用語数が増加し
ていることなどを述べた。
その後，高等学校学習指導要領が改訂され，

高校の地理教科書も新しくなっている。前稿で
資料とした『用語集』も改訂版が出ている。
本稿では，前稿以後に刊行された『用語集』

を合わせて分析することにより，地理教育にお
ける宗教の扱いについて，より広いタイムスパ

ン（過去約30年間）で検討したい。また，教
科書の内容に影響を与えていると想定される高
等学校学習指導要領で，宗教がどのように言及
されているかについても見てみたい。

II.　『地理用語集』の分析

周知のように，『用語集』は，高校の地理教
科書に記載されている地理用語を収録し解説を
加えたものである。本書は，1984年に初版が
出され，以後，学習指導要領や教科書の改訂
に合わせて，1992年，1996年，2004年，2009

年，2014年に改訂版が出ている。対象となっ
ている教科書は，それぞれ1984年，1995年度，
2004年度，2008年度，2014年度使用のもので
ある（1992年版は未見のため不明）。採録の基
準が一貫しているとは限らないため，教科書に
登場する用語が，ある版には出ていても，別の
版では掲載されていない可能性もあるが，教科
書に出てくる地理用語を簡便に概観できる点で
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表1　『地理用語集』に収録された宗教関係用語
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は非常に重宝な資料である。著者所蔵の5冊，
すなわち1986年第1版第5刷，1996年第1版第
1刷，2005年 第1版 第3刷，2009年 第1版 第2

刷，2014年第1版第1刷は，第1刷でないもの
もあるが，それから大きな変更はないと判断
し，本稿の資料として使用する。
表1は，五つの版の『用語集』に収録された
宗教関係用語を抜き出したものである。宗教用
語は，主に『用語集』の「民族と宗教」（1984

年版では「民族と文化」），「都市の発達」，「都
市の機能」の節に表れるため，それら三つの節
にあるものを掲出した。『用語集』には掲載冊
数（頻度）も数字で示してあるので，地理A・
地理B合わせて半数以上の教科書に記載されて
いるものを◎，半数未満のものを○，「他を見
よ」という参照項目として見出しがあるものを
△で示した。さらに，分量を数値で分かりや
すくするため，◎に2，○に1，△に0.5のポイ
ントを付与して合計を計算したものが表2であ
る。
まず「民族と宗教」の節では，宗教概念のほ

か，キリスト教，ユダヤ教，イスラム教，仏教，
ヒンドゥー教など世界の宗教に触れられる。日
本の宗教については，「神道」の語が登場する
だけである。年次別の変化を見ると，2004年
版から用語数，ポイントとも一気に増えている
ことが明らかである。すなわち，2004年度使

用教科書から，宗教関係の用語が急増してい
る。2014年版では用語数が少し減っているが，
ポイントの減少はそれほどでもない。◎の増加
と○の減少は，教科書の多様性が失われ，似た
ような記述になっていると解釈することもでき
る。
新しく登場した用語としては，種々の宗教概

念のほか，「アッラー」など教義，「托鉢」「沐
浴」など儀礼に関するものが目立つ。特にイス
ラム教の「五行」やその内容は，かつてはほと
んど言及されることがなかったが，2014年版
では五つすべてが半分以上の教科書で触れられ
ている。他には，「岩のドーム」や「アンコー
ルワット」のような宗教施設名，生活との関係
からか暦や食事関係の用語が出てきている。宗
教別ではイスラム教関係の用語の増加が際立っ
ており，ヒンドゥー教関係の語も増えている。
次に「都市の発達」の節では，かつては「寺

内町」「門前町」と日本の事例地名がとりあげ
られていた。「寺内町」とその事例は1996年版
から，城下町内部の「寺町」は2004年版から
消え，「門前町」といくつかの事例地名のみが
2004年版以降残っている。用語数，ポイント
は2004年版から減少している。
「都市の機能」については，1984年版では
「宗教都市」と外国・日本の事例地名が多数挙
げられていた。1996年版から日本の事例が急

◎：  半数以上の教科書に掲載されているもの（地理Aと地理Bの合計で計算したため，『地理用語集』の赤
字とは合致しない）。

○：半数未満の教科書に掲載されているもの。
△：他を見よという参照項目として見出しがあるもの。
文字：該当節以外に見出しがある場合，その節の名前。
—：『地理用語集』に見出しがないもの。
＊複数の節に見出しのある用語は，それぞれの項目に重複して掲出した。
＊2004年版以降に掲載される「カースト制（カースト制度）」とその関係用語は除外した。
＊記載順序・表記は2014年版のものを優先した。
資料：前島郁雄・中島峰広・田辺裕監修 1986. 『地理用語集』（第1版第5刷）山川出版社

前島郁雄・中島峰広・田辺裕監修 1996. 『新課程　地理用語集』（第1版第1刷）山川出版社
地理用語研究会編 2005. 『新課程用　地理用語集』（第1版第3刷）山川出版社
地理用語研究会編 2009. 『地理用語集　改訂版』（第1版第2刷）山川出版社
地理用語研究会編 2014. 『地理用語集』（第1版第1刷）山川出版社
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減し，2014年版では皆無になる（日本の事例
のいくつかは「都市の発達」に移動する）。な
お，2014年版では外国地名がいずれも◎になっ
ており，多くの教科書が宗教都市として同じ地
名をとりあげていることがうかがえる。個別の
地名では，かつてなかった「ソルトレークシ
ティ」が注目されている。
以上述べてきたことをまとめると，高校の地

理教科書では世界の宗教が主に扱われているこ
と，日本の宗教関係は，寺内町・門前町・宗教
都市の例がわずかにとりあげられていたが，現
在は門前町だけになっていること，2004年版
から，宗教の概念・教義・儀礼に関するものを
中心に宗教用語が急増し現在に至っているこ
と，宗教別ではイスラム教関係の用語が増えて
いることなどが明らかである。

III.　学習指導要領における宗教の扱い

上記のような『用語集』や地理教科書の内容
とその変化は，当然，高等学校学習指導要領と
関連していると想定される。本章では，旧文部
省，現文部科学省の『高等学校学習指導要領』
（以下，『要領』と略記）および『高等学校学習
指導要領解説』（以下，『解説』と略記）に宗教
への言及がどれほどあるか検討したい。学習指
導要領と教科書，『地理用語集』との年次関係
は表3に整理したとおりである。
学習指導要領は約10年に一度改訂されてい

るが，1978年，1989年，1999年告示の『要領』
とその『解説』には，「宗教」という文言は1

箇所しかない。1978年『要領』の大項目（1）
「人類と地球」の中項目「ア　人類の諸集団と
生活」について，「内容の取扱い」として「世

表2　『地理用語集』収録の宗教関係用語数とポイント

教科書掲載頻度 1984年版 1996年版 2004年版 2009年版 2014年版
〔民族と宗教（文化）〕

◎ 10 16 28 31 41
○ 26 19 59 52 20
△ 1 1 0 0 0

用語数小計 37 36 87 83 61
ポイント 46.5 51.5 115.0 114.0 102.0

〔都市の発達〕
◎ 1 0 0 0 0
○ 7 8 4 5 4
△ 0 0 0 0 0

用語数小計 8 8 4 5 4
ポイント 9.0 8.0 4.0 5.0 4.0

〔都市の機能〕
◎ 2 3 2 3 6
○ 13 4 8 5 1
△ 0 1 0 0 0

用語数小計 15 8 10 8 7
ポイント 17.0 10.5 12.0 11.0 13.0

合計 用語数 60 52 101 96 72
ポイント 72.5 70.0 131.0 130.0 119.0

注：教科書掲載頻度を示す◎〇△については，表1の注記参照。
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界の各地の主な人類集団の衣食住や宗教上の慣
習などの生活様式に着目させ（中略）人々の生
活の多様性に気付かせる」（文部省1978： 25）
という一節があるのみである（『解説』には，
宗教に関するそれ以上の言及はない）。
それにもかかわらず，地理教科書で一貫して

宗教がとりあげられてきたのは，それが「生
活」や「文化」の一要素と考えられてきたから
であろう。1978年『要領』では大項目（3）に
「生活と地域」があり，1989年『要領』では，
「地理A」の大項目（2）に「世界の人々の生
活・文化と交流」，「地理B」の大項目（3）に
「生活と産業」がある。1999年『要領』でも，
「地理A」の中項目として「世界の生活・文化
の地理的考察」が，「地理B」の中項目として
「都市・村落，生活文化」が挙げられている。
学習指導要領で「宗教」が大きくとりあげら

れるのは，2009年告示，2013年施行の現行の
ものからである。これには，2006年の教育基
本法の改正が影響していると考えられる。宗教
教育に関する第十五条1で「宗教に関する一般
的な教養」の文言を追加し，「宗教に関する寛
容の態度，宗教に関する一般的な教養及び宗
教の社会生活における地位は，教育上尊重さ
れなければならない。」という条文に改められ
た。これを受けて，2008年と思われる文部科
学省の文書「改正教育基本法に対応した高等学
校学習指導要領の改訂案」では，「生活文化や
民族・宗教について系統地理的に考察させる
〔（地理歴史（地理）〕」（ゴシックは原文のママ）
と述べられている 1）。また，改訂後の2011年と
思われる文書「高等学校学習指導要領の改訂

のポイント」では，「宗教に関する学習を充実
（地理歴史，公民）」とされ，高校の地理におい
て，宗教学習が重視されるようになったことが
明らかである。
実際の2009年『要領』では，「地理B」で宗

教重視が明確である。大項目「現代世界の系統
地理的考察」において，「世界の（中略）生活
文化，民族・宗教に関する諸事象の空間的な規
則性，傾向性やそれらの要因などを系統地理的
に考察させる」とあり，中項目のひとつにも
「生活文化，民族・宗教」が立てられて，「世界
の生活文化，民族・宗教に関する諸事象を取り
上げ，それらの分布や民族と国家の関係などに
ついて考察させる」と述べられている。『解説』
でも，「文化地理学や宗教地理学などが対象と
してきた広範な生活文化や民族・宗教などにか
かわる事象を学習内容の範囲としている」（文
部科学省 2010： 108）と，宗教地理学の成果が
意識されている。
そのほか，中項目「現代世界の諸地域」で

は，『解説』は「地誌的に考察する方法」の説
明の中で，「民族・宗教」を地域事象の項目の
ひとつとして挙げている（文部科学省 2010：
113, 114）。また，宗教を指標とした地域区分の
例を提示している（文部科学省 2010： 115）。
さらに，中項目「地理情報と地図」に付され

た「各時代の人々の世界観をとらえさせる」と
いう一節に関連して，『解説』は，「過去の世界
地図には（中略）地図の中や周囲に宗教的な装
飾を描いたりするものがみられるが，このよう
な地図は（中略）宗教や文化などにも影響され
ており，そこからは各時代の人々の世界観をと

表3　学習指導要領，教科書，『地理用語集』の年次関係

学習指導要領告示 1978 ― 1989 1999 ― 2009
『学習指導要領解説』発行 1979 ― 1989 1999 ― 2010
学習指導要領施行 1982 ― 1994 2003 ― 2013
『地理用語集』対象教科書年次 1984 不明 1995 2004 2008 2014
『地理用語集』第1刷発行 1984 1992 1996 2004 2009 2014
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らえさせることができる」（文部科学省 2010：
102）と，地図と宗教の関わりに言及している。
なお，「地理A」については，『要領』は，中

項目「世界の生活・文化の多様性」に関して，
「内容の取扱い」で「生活と宗教のかかわりな
どについて考察させる」と記している。『解説』
では，「世界の多くの地域において宗教は日常
生活に深く根ざし，人々の価値観や生活習慣に
大きな影響を与えているため，異文化理解にお
いて宗教とのかかわりを理解することが重要で
ある」（文部科学省 2010： 87）と述べ，ムスリ
ムの例を挙げている。
以上，見てきたように，1978年以降の高等
学校学習指導要領やその『解説』では，宗教に
関する言及はほとんどなかったが，2006年改
正の教育基本法をもとにした2009年告示の現
行学習指導要領になって以降，宗教が重要視さ
れてきている。

IV.　お わ り に

本稿は，2006年の前稿を受けて，1984年～
2014年に発行された五つの版の『地理用語集』
を検討し，高校の地理教科書では世界の宗教
が主に扱われていること，2004年版『用語集』
から宗教用語が急増していること，宗教別では
イスラム教関係の用語が増えていることなどを
明らかにした。一方，教育基本法の改正を契機
に，文部科学省の高等学校学習指導要領では，
2009年告示の現行のものから宗教が重視され
ていることを指摘した。
学習指導要領の方針変更は，『用語集』の内

容変化と年代的に合致せず，『用語集』が学習
指導要領の宗教重視を先取りした形になってい
る。『用語集』の採録基準が版によって同じと
は限らないため，教科書レベルでも同様の内容
変化があったとは言い切れないが，少なくとも
『用語集』の編集レベルでは，宗教への意識が

高まっていたのではないかと思われる。あるい
は，『用語集』の編者が，文部科学省や中央教
育審議会の動向 2）に敏感であったのかもしれ
ないが，不明である。なお，「寺内町」とその
事例地名が1996年版『用語集』から消えたこ
とについては，1989年『要領』に「集落の発
生論や形態論・機能論には深入りしない」（文
部省 1989a： 41）とされたことが関係している
と考えられる。
本稿のテーマについては教科書そのものの分

析が必要であることは言うまでもないが，後考
を待ちたい。

注

 1） 宗教の重視は地理にとどまらず，世界史，
日本史，公民など，他の科目・教科でも見
られる。

 2） 文部科学大臣から中央教育審議会への諮
問「今後の初等中等教育改革の推進方策に
ついて」は，2003年5月に出されている。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/

chukyo0/toushin/1212663.htm
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Religion as Learning Content in High School Geography Education in Japan

Masayasu ODA*

The author, as a geographer of religion, is interested in the way belief has been dealt with 
in high school geography education in Japan. Following the previous paper (Oda 2006), this 
paper analyzes five versions of Glossary of Geography Terms (chiri yogoshu) including words 
from the high school geography textbooks, which were published by Yamakawa Shuppan-
sha Ltd. from 1984 to 2014. Consequently, it has been clarified that world religions outside 
Japan have been mainly dealt with in the textbooks. Moreover, since the 2004 edition of the 
Glossary, religious terms, which especially concern Islam, have rapidly increased. On the 
other hand, driven by the revision of the Fundamental Law of Education in 2006, curriculum 
guidelines formulated by the Education Ministry in 2009 have emphasis on religion. This 
change in the curriculum guidelines does not temporally coincide with the surge in the reli-
gious terms since the 2004 edition of the Glossary as this preceded the guidelines.

Keywords: high school geography education, religion, Glossary of Geography Terms,  
geography textbook, Islam, curriculum guidelines
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