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歴史授業における「問い」と主権者育成に関する考察

－三つのアプローチ－
国立教育政策研究所

二 井 正 浩

０ はじめに

本課題研究の趣旨では，「主権者の育成」を「主

権者教育」と同義とし，主権者教育を「民主主義

社会における政治参加意識を高めるために，国や

社会の問題を自分たちの問題として考え，捉え，

行動していく主権者としての素養を身に付ける教

育」と措定している。そして，この主権者教育を，

国や社会の問題を自分たちの問題として考え，捉

える「思考・判断型主権者教育」と，行動を重視

する「参加・行動型主権者教育」をその両極とし

て設けている。

報告者は，この表現で言えば「主権者としての

素養を身につける」ための中等歴史教育は「思考

・判断型主権者教育」を軸として行い，その結果

として，社会において主権者として参加し，行動

する際により深く考える力・考えようとする力を

涵養することが肝要とする立場である。そして本

報告では，そのような力の涵養をめざす歴史教育

を，小単元や授業における主たる「問い」の設け

方に着目しながら，3 事例挙げ，特に三つ目の事

例を具体的に検討したい。

１．「どのように主権が国民に獲得され，政治参

加が可能になったか？」～人類の主権獲得の歴

史的経緯（記述）の理解による主権者育成（常

識的アプローチ）～

現行学習指導要領のもとでは中学校公民的分野

の教科書の多くには，資料１1)のような項目があ

る。これを見ると，「民主主義と人類の歩み」と

いうタイトルのもとで，「民主主義と人権の保障

は，どのような歴史的過程をたどって実現してき

たのでしょうか」という学習課題が明示され，教

【資料１：現行中学校社会科公民的分野の教科書例】
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科書上部の「クローズアップ」欄には民主主義と

人権保障の歴史を四つの時代に区分し，「①人権

思想の初期」ではマグナカルタや権利の章典，ロ

ック，モンテスキュー，ルソーの思想，「②自由

権・平等権の確立期」ではアメリカ独立宣言，フ

ランス人権宣言，リンカンの演説，大日本帝国憲

法，「③社会権の確立期」ではワイマール憲法，

日本国憲法，「④国際的保障期」では国連人権宣

言が紹介されている。

この記述は「どのように主権が国民に獲得され，

政治参加が可能になったか？」という趣旨の問い

のもとに，国民の主権獲得の歴史的経緯を人類の

主権獲得の歴史，政治参加の拡大の歴史として通

史的に学ばせ，過去の多くの人々の努力や尽力と

犠牲の結果として，現在の主権や政治参加の享受

が可能になったことを生徒に理解させるものとな

っている。そしてこの理解を通して，生徒には先

人の叡智の結晶として完成した民主主義と人権を

尊重しながら，社会に責任ある主権者として参加

し，行動しようとする態度の形成が期待されてい

る。

そして，このような主権者育成へのアプローチ

は，次期学習指導要領の中学校歴史的分野におい

ても重視される方向にあり，中央教育審議会 教

育課程部会 社会・地理歴史・公民ワーキンググ

ループの審議においても，資料２2)のように，「民

主政治の来歴や人権思想の広がりなどに着目し

て，古代ギリシャ・ローマの社会やアメリカ合衆

国建国における自由や平等への動きなどを取り上

げ参政権の扱いを充実させる」ことが明確に位置

【資料２：中央教育審議会 教育課程部会 社会・地理歴史・公民ＷＧとりまとめ（一部）】

（選挙権年齢の18歳への引き下げに伴う政治参加等への対応）

○ 主権者教育において重要な役割を担う教科として選挙権年齢が１８歳に引き下げられたことも踏

まえ、高等学校公民科の学びにつながるよう、小学校や中学校における政治や社会に積極的に参画

する資質・能力の一層の育成が求められている。例えば、小学校社会科において、引き続き我が国

の政治の仕組みや日本国憲法に関する学習を重視するとともに、地方公共団体の働きや選挙の意味

などについての充実を図るなど政治に関する教育内容を見直すことなどが考えられる。中学校社会

科では、歴史的分野の学習においては、例えば、民主政治の来歴や人権思想の広がりなどに着目し

て、古代ギリシャ・ローマの社会やアメリカ合衆国建国における自由や平等への動きなどを取り上

げ参政権の扱いを充実させること、公民的分野の学習において政治参加の扱いを充実させることな

どが考えられる。

づけられている。

しかし，このような主権者教育には，民主主義

や人権が既に実在し完成した絶対的価値として教

授されるという問題が指摘できる。チャーチルは

民主主義を「最悪の政治制度だが，唯一の政治制

度だ」と評したが，本来，民主主義社会における

主権者教育には，民主主義の質を常に問い続け，

質を高めるべく行動する資質と能力が求められよ

う。一方で，民主主義や人権が既に実在し完成し

た絶対的価値として教授されれば，自らも人類の

一員としての主権者「である」という意識は培わ

れるかもしれないが，積極的に“より”民主的で

“より”人権が尊重される国家・社会を形成して

いく一員としての主権者「になる」という認識の

涵養は難しくなるのではないか。

このことは従前の学習指導要領等の歴史教育カ

リキュラム全般にもあてはまり，例えば，現行学

習指導要領（平成20年版）中学校社会科歴史的分

野の最後の大項目「(6)現代の日本と世界」は「ア

冷戦，我が国の民主化と再建の過程，国際社会へ

の復帰などを通して，第二次世界大戦後の諸改革

の特色を考えさせ，世界の動きの中で新しい日本

の建設が進められてきたことを理解させる」「イ

高度経済成長，国際社会とのかかわり，冷戦の終

結などを通して，我が国の経済や科学技術が急速

に発展して国民の生活が向上し，国際社会におい

て我が国の役割が大きくなってきたことを理解さ

せる」といった二つの中項目から構成されており，

生徒が学ぶ日本の歴史物語は，紆余曲折の後，現

在は日本国憲法の下，国民主権が掲げられた民主

国家に生まれ変わり，驚異的な経済成長を成し遂

げて，国際社会に重要な地位を占めるようになっ

たという終わり方になっている。まさに「終わり

良ければ全て良し」であり，その結果，生徒は社
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会科の目標にも謳われた「平和で民主的な国家・

社会」に生まれ来たことを自覚し，「我が国の国

土と歴史に対する理解と愛情を深める」ことにな

る。しかし，主権者の育成を目標とする場合，こ

のようなカリキュラムでは民主主義や人権は既に

実在し完結した絶対的事実として教授され，そこ

では，主権者「である」という意識は培われるか

もしれないが，積極的に“より”平和で“より”

民主的な国家・社会の形成者としての主権者「に

なる」という認識は育ちにくい。

２．「国や社会における現在の問題状況がなぜ生

じたのか？」～現代の課題についての歴史的背

景（説明）の探究による主権者育成（社会科的

アプローチ）～

国や社会の問題を自分たちの問題として考え，

捉える社会科における歴史教育としては，まず長

岡文雄の「寄合」
3)
や吉田定俊の「水害と市政」

4)

といった初期社会科における問題解決学習として

実施された授業が挙げられる。これらの授業は子

どもの置かれた問題状況の解決を子どもたち自身

に調査や話し合いなどの活動を通して追究させ，

将来の主権者としての資質や能力を育てようとす

るものであった。その意味で，主権者教育として

有効なアプローチと言える。

ただ，問題解決学習は合科的傾向が強く，一方

で本課題研究での報告者の使命は中等歴史科目に

おける主権者育成の検討にあると思われる。その

点で，池野範男は「1947年版学習指導要領が設定

した社会科の内容」が求めるべき社会科の学習内

容である」としつつ，歴史教育においても「この

ような事象をこのように学ぶと，民主主義社会を

形成することができる市民を育成することが出来

ると言うことを根拠にして，（中略）内容が選択

される」5)と論じている。そこで，ここでは，国

や社会の問題を自分たちの問題として考え，捉え

させるために内容を選択し，実践した歴史教育の

事例として，宮本英征氏の「小単元『工業化を考

える～福祉国家を視点にして～』について」（資

料３6)）を検討する。

この授業は，工業化した先進国の福祉国家とし

ての危機というまさに現在進行中の国や社会の問

題を歴史的に考察し，日本の現状を自らの問題と

して考え，捉えさせるものになっている。近年，

国や社会，そして世界の問題として，しばしば指

摘されるのが「中間層の没落」「中間層の消滅」

であるが，これは，日本では子どもの貧困問題の

深刻化，最近では「貧困女子高生報道」炎上事件
7)

なども生じさせ，アメリカ合衆国では中間層の不

在がトランプ現象の背景となり，ヨーロッパでは

イギリスの EU 離脱や移民排斥の動きの高まりに

結びついている。そしてそれらは各国における福

祉国家としての有り様の変化を反映したものでも

あり，生徒にとっても他人事で無い身近な問題に

なりつつある。宮本氏の授業はこういった福祉国

家の有り様の変化がなぜ生じたかを，アメリカ，

ドイツ，スウェーデンを事例にエスピン=アンデ

ルセンの比較福祉国家論に依拠しつつ考察させ，

類型化させ，最終的には今後の可能な福祉国家の

在り方について日本を題材に生徒に考察させてい

る。このような授業を通して，生徒は福祉の問題，

貧困の問題と向かい合い，これらの問題を自分た

ちの問題として考え，捉えるようになるであろう。

宮本氏はこのことについて，「（多くの歴史授業は）

歴史自体を目的化した学習が一般的なものになっ

ている．そしてそのため今を生きる生徒にとって

必要な資質を培うことができないものになってい

る．このような歴史の授業実態を改革するために，

（中略）歴史を手段化する授業の理論化」が必要

であると強調8)しているが，この授業で生徒に問

うているのは，国や社会における現在の問題状況

がなぜ生じたのかという現代の課題についての歴

史的背景（説明）であり，それを通じて培おうと

したのは，まさに主権者としての資質であったと

言える。その意味で，このアプローチは歴史を題

材にした社会科的アプローチと言える。

そして，このようなアプローチは，次期学習指

導要領で高等学校地理歴史科の必履修科目となる

であろう「歴史総合（仮称）」において求められ

るアプローチにも通じる。中央教育審議会 教育

課程部会 社会・地理歴史・公民ワーキンググル

ープの審議においては，資料４9)などが提示され，

検討が進められているが，この「歴史総合（仮称）」

は「近代化と私たち」「大衆化と私たち」「グロー
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バル化と私たち」という三つの大項目が柱となっ

ており，それぞれが18世紀後半あたりから現在ま

で，19世紀後半あたりから現在まで，20世紀後半

から現在までを扱い，その内容は現代的な諸課題

につながる歴史的状況例として挙げられた「ａ自

由と制限」「ｂ富裕と貧困」「ｃ対立と協調」「ｄ

統合と文化」「ｅ開発と保全」などに焦点化され

ることになっている。つまり，現代的な諸課題に

【資料３：小単元「工業化を考える～福祉国家を視点にして～」の内容構成】
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【資料４：「歴史総合（仮称）」の改訂の方向性（一部）】

つながる歴史を「●●と私たち」と表したことに

象徴されるように，「私たち」つまり生徒自身の

直面している現在の課題の背景・原因として歴史

を探究する構造となっている。その意味で，宮本

氏の実践は「歴史総合（仮称）」の授業の先行事

例としても意義があると考えられる。
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３．「国や社会における過去の問題状況の中で，

なぜ彼/彼女はその行為を選択したのか？」～

過去の課題における歴史的共感（エンパシー）

に着目した主権者育成（歴史科的アプローチ）

～

前節では，国や社会の問題を自分たちの問題と

して考え，捉える社会科的な歴史教育の一つとし

て，国や社会における現在の問題を自分たちの問

題として考え，その歴史的背景・原因について探

究させるアプローチ（社会科的アプローチ）につ

いて事例を挙げた。次に，ここでは，国や社会の

問題を自分たちの問題として考え，捉える歴史教

育（歴史科的アプローチ）の事例として，歴史的

エンパシー（historical empathy）に着目した事例

についてとりあげる。

歴史的エンパシーのとらえ方は論者によって多

少の違いも見られるが，過去の人々も自分と同じ

ように感じ，行動したに違いないとして，いわば

自己と他者を同一視する共感的手法がシンパシー

（sympathy）であるのに対して，歴史的エンパシ

ーとは，過去の人々は自分とは異なる見方や考え

方をしたかもしれないという前提に立って，自己

を過去の文脈や状況に立たせ，過去における政策

等に関わる多様な複数の視点を理解し（他者視点

取得，perspective-taking），自分ならば何を選択す

るか，どう行動するのかを考える10)手法と位置づ

けられる。そして，ロンドン大学教育研究所ホロ

コースト教育センター（UCL Centre for Holocaust

Education）所長の S.フォスター（Stuart J.Foster）

は，この歴史的エンパシーを生かした歴史授業の

原則として①想像や同一視に基づくシンパシーと

は異なる，②過去の人々の行為の理解を伴う，③

歴史的文脈の正しい理解を伴う，④多様な証拠や

視点（パースペクティブ）を要する，⑤生徒は自

己の視点を試すことを要する，⑥根拠に基づきな

がらあくまでも暫定的に結論を出す，といった六

つを挙げ，さらに授業の方法として❶過去の人物

の直面した問題状況やジレンマに生徒が学習課題

を焦点化する，❷学習課題の歴史的文脈や年代に

関する知識を生徒が獲得する，❸学習課題に関す

る広範な一次二次資料の提供，❹資料の吟味と探

究と資料の持つ立場性の理解，❺教師の支援によ

る探究の深化，❻人物の意思決定の理由を同時代

人が理解できる資料の特定と説明，❼自己の語り

の公表と議論を通した反省，を重視している
11)
。

この歴史的エンパシーに着目した具体的な歴史

教育の事例として，ここでは，ロンドン大学教育

研究所ホロコースト教育センターの P.サーモン

ズ（Paul Salmons）氏の作成した授業『人として？

（Human Being?）』（資料５･６･７12)）を検討し，

歴史的エンパシーに着目した授業が主権者育成に

どのように関わっているのかを検討する。

ホロコーストをテーマとしたこの実践は，資料

５の「Ⅴ．授業展開」を見ると，まず，第一段階

で，前時の授業で紹介したユダヤ人一家の物語（内

容不詳）を振り返り，資料６のスライド①を提示

しながら，「誰が 2歳の男の子，バーニー･グリー

ンマンとその家族を死に追いやったのか」「どう

して何百万人もの人間が殺害されるホロコースト

のような事件が現代世界に起こりえたのか」「当

時の多くの人々は何が起こっていたのか知ってい

たのだろうか」などといった本時の問いを生徒に

提示し，数人のグループに分かれて議論させ，問

いに対する仮説を立てさせる。その際，生徒が考

えやすいように，資料７の 3枚目から 6枚目まで

の「加害者」「協力者」「傍観者」「救護者と抵抗

者」のスライドを印刷した台紙を用意し，資料６

のスライド②を提示しながら，加害者：大量殺人

を計画し実行した人々，協力者：虐殺を手助けし

容易にした人々，傍観者：加害者と被害者のいず

れの手助けもしなかった人々，救助者･抵抗者：

ユダヤ人を救いナチスに抵抗して命の危険をおか

した人々，といった立場を示して議論させる。そ

の結果，多くのグループは，ホロコーストについ

て「ナチスのしていることに同意している人々や

ナチスの宣伝に洗脳された人々，さらに協力する

以外に方途が無かった人々（そうしなければ殺さ

れかねない人々）は，狂気と悪と加虐性に満ちた

ナチスによって，無実の人々を何百万人も殺害す

ることに手を貸した．その一方で，他者を救うた

めに命を惜しまない勇敢で親切で英雄的な人を除

くと，多くの人々は一体何が起こっているのか知

らなかったり，恐れてそれを止めようとはしなか

った」という，一般的で人口に膾炙した先入観（通
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説）に基づいた仮説を立てることになる。

授業の第二段階では，まず，資料６のスライド

③を提示しながら，第一段階で立てた仮説がどの

程度適切なものであるかを確認するために，グル

ープに分かれて，具体的な現実の人々について考

えるよう指示する。具体的には，資料６のスライ

ド④を提示しながら，資料７の 7枚目から最後の

40 枚目までの当時の人々についてのケーススタ

ディ用資料（スライドを印刷したもの）を各生徒

に 1～ 2枚ずつ配り，担当する人物が，何をした

か，なぜそうしたかを注意深く読み取り，彼らの

行動には他の選択肢はなかったのか，彼らが他の

選択肢を選んでいたらどのようになっていたかな

どを，当時の歴史的文脈に沿って各生徒に考察さ

せ，第一段階で立てた仮説がどの程度妥当なもの

であったか否かを説明できるようにする。次に，

各ケースについての検討後，各生徒はグループ内

でお互いの考察について説明し，各ケースの内容

を共有し，グループ内でそれぞれのケースが「加

害者」「協力者」「傍観者」「救護者と抵抗者」の

いずれに該当するのかを議論する。そして，付箋

紙に各ケースの人物の名称と，いずれの分類に該

当するのか判断した理由を書き，教室の壁に貼ら

れた「加害者」「協力者」「傍観者」「救護者と抵

抗者」のフリップチャートに，その付箋を貼り付

ける。

授業の第三段階では，第二段階での検討結果を

付箋に書き込んで貼り付けたフィリップチャート

をもとに，第一段階で「加害者」「協力者」「傍観

者」「救護者と抵抗者」について考えた仮説につ

いてその妥当性を議論し，再検討する。その際，

それぞれの立場についてより深く考えさせ，議論

を活発にするための教師の支援として，加害者に

ついては「殺人の決定でのナチスの信念はどのく

らい重要だったか」「ナチスや反ユダヤ主義が無

くても，ホロコーストは起きたと思うか」（資料

６：スライド⑤），協力者としての加害者につい

ては「これらの人々は怖がっていたために虐殺に

参加したのか」「もしそうでないならば，なぜ彼

らは加害者になったのか」（資料６：スライド⑥），

救護者か加害者か微妙な人物については「殺害に

おいてこれらの人物はどのような役割を果たした

か」「誰がこれらの人を救ったのか」「なぜ彼らは

犠牲者を救ったと言えるのか」「これらの人は加

害者なのか被害者なのか」（資料６：スライド⑦），

救護者と抵抗者については「ナチスに反対したり，

ユダヤ人を匿う行動にはどのようなリスクがあっ

たか」「どのような人々が救護者や抵抗者になっ

たのか」「彼らの共通点は何か」（資料６：スライ

ド⑧）といった問いも提示する。また，比較的分

類が難しいと考えられるものとして，人種科学者

ドイツ人口調査局の労働者，鉄道労働者，その他

ドイツの一般市民，フランス人，虐殺の記録者等

についても共犯者の視点（資料６：スライド⑨⑩）

で再検討させる。このような議論を通して，生徒

はホロコーストについての第一段階で立てた仮説

を修正し，よりホロコーストへの関与・共謀の範

囲を拡大した仮説を立てることになる。

最後の第四段階では，再び「誰が 2歳の男の子，

バーニー･グリーンマンとその家族を死に追いや

ったのか」「どうして何百万人もの人間が殺害さ

れるホロコーストのような事件が現代世界に起こ

りえたのか」などの本時の問いを資料６のスライ

ド⑪を提示しながら，問い直す。この授業で検討

したケーススタディには，バーニーの殺害に直接

関わる情報は無いが，大量殺人を決定し，計画し

たナチス指導者，バーニーと彼の母親をガス室行

きへと選別した医師，チクロン B ガスをガス室

に注入した親衛隊員，ナチスのイデオロギーを正

当化した科学者，大量虐殺を管理した官僚やオフ

ィスワーカー，バーニーをアウシュビッツに移送

した列車の運転手，隣人であったユダヤ人の財産

を略奪し利益を得た多くの人々などが取り上げら

れており，「誰がバーニー･グリーンマンを殺した

のか？」について生徒が検討すればするほど，関

与・共謀の関係が網の目のように広がるようにな

っている。そして，最後に「このことが今日の社

会に生きる我々にとってどのような意味を持つの

か」について生徒に問いかける。生徒はこの問い

かけを通じて，ホロコーストへの関与・共謀関係

の拡大，特に一般の市民の責任について問い直し，

生 徒 た ち が 現 代 社 会 で 生 き る 際 の 含 意

（implications）を読み取り，自らが社会の中で一

人の市民・主権者として生きることの意味や責任
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【資料５：Ｐ.サーモンズ（Paul Salmons）氏：

「人として？（Being Human?)」の授業①～授業展開】

Ⅰ．授業の趣旨

この授業は，ホロコーストがどのようにして起こったかについて，実際のケーススタディを通じて過去の人

々についての先入観を生徒に再考させ，これまでの単純な原因で語られてきたホロコーストの説明では無視さ

れてきた多くの人々の関与・共謀のレベルがどのようなものであったかについて扱う。

より広く関与・共謀をとらえることは，今日の我々の社会のための重要な問題提起となると同時に，これら

の困難な問題ついて議論することは，生徒の市民性，及び社会的・道徳的・精神的・文化的成長のための貴重

な機会となりうる。

Ⅱ．授業の目的

１．ホロコーストについての通説や固定観念，誤解に挑戦させる。

２．ホロコーストがどのようにして起こったのかについての理解を深めさせる。

３．大虐殺が発生する際の様々な人々の関与・共謀のレベルや，現在の世界への含意について検討させる。

４．過去のより複雑で微妙な状況の考察が，今日の社会や人間の行動の理解にどう貢献できるか検討させる。

Ⅲ．主たる問い

１．ホロコーストの責任はどの範囲まで広がるのか。

２．隣人を殺そうとする人もいれば，命がけで救おうとする人もいるのはなぜか。

３．一般の人は何を知っていたのか。そしてホロコーストに関してどのように関与・共謀していたのか。そ

して，このことは，今日の社会に生きる我々にとってどのような意味を持つのか。

Ⅳ．特記事項

１．この授業は 9 学年以上の生徒を対象としている。歴史の授業として作成された授業だが，過去のより深

い理解に関する問題を扱う他の科目，特にシティズンシップ，PSHE，宗教教育等での議論にも利用できる。

２． 1 時間の授業案として設計されているが，状況に応じて修正する必要がある。

３．生徒たちが持つ先入観や知識がこの授業の前提となっている。そして最初の段階ではこの先入観や知識

が表出され，第二段階で歴史的な証拠・資料によってそれが吟味され，最後の段階で新しい知識と理解の

意味を考察するように設計されている。

４．この授業では，Web で入手できる「人として？」のパワーポイントのデータや付箋紙等の準備が必要に

なる。

５．この授業では，Web で入手できる「人として？」のケーススタディの資料を使う。

６．「加害者」「協力者」「傍観者」「救護者 /抵抗者」の台紙を準備し，壁に貼り付け，それぞれのケーススタ

ディをそこにプロットするようにさせる。

７．生徒の議論を有効にすすめるために，6 人組の 4 グループを作り，グループごとに着座させる。

８．生徒が活動しやすいように，壁の多い部屋で実施する。

９．授業計画に従って，パワーポイントの説明と組み合わせて実施する。

Ⅴ．授業展開（1授業時間配当）

１．第一段階：前時までの学習をふりかえる（10分）

前時に扱ったグリーンマン一家の物語の授業を振り返るように指示する。そして，物語について抱いた疑

問～つまり，なぜ，そしてどのようにして何百万人もの人間の殺害が生じたのか？ 一体，どのような人間が 2

歳の子どもと母親，そしてその他の罪もない人々を殺したのか？，つまり，「誰がバーニー･グリーンマンを

殺したのか？」～について振り返らせる。《資料６：スライド①提示》

その際，各グループに「加害者：大量殺人を計画し実行した人々」「協力者：虐殺を手助けし容易にした

人々」「傍観者：加害者，被害者のいずれを助けることもしなかった人々」「救助者･抵抗者：ユダヤ人を救

い，ナチスに抵抗して命の危険をおかした人々」といった 4 枚の台紙《資料７：3～6枚目を印刷したもの》
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を渡し，この４つの立場からホロコーストがどのようにして起こったかについて議論し，疑問に対する仮説

を立てるように指示する。《資料６：スライド②提示》

この議論による仮説は，次の に示すような先入観（通説）となる可能性が高い。

ナチスのしていることに同意している人々やナチスの宣伝に洗脳された人々，さらに協力する以

外に方途が無かった人々（そうしなければ殺されかねない人々）は，狂気と悪と加虐性に満ちた

ナチスによって，無実の人々を何百万人も殺害することに手を貸した。その一方で，他者を救う

ために命を惜しまない勇敢で親切で英雄的な人を除くと，多くの人々は一体何が起こっているの

か知らなかったり，恐れてそれを止めようとはしなかった。

２．第二段階：仮説について検討する（25分）

次に，第一段落で立てた仮説が正しいかどうかを確認する方法を考える《資料６：スライド③提示》。ど

のようにしてホロコーストが生じたのか，なぜ過去において人々はそのような行為をしたのか，といったこ

とについての第一段階での仮説がどのくらい適切だったかを実際のケーススタディを通して確認する。《資料

６：スライド④提示》

その際，生徒たちはさまざまな人々の詳細なケーススタディ（資料７の34枚のケーススタディのスライド）

に基づいて，第一段階における自らの先入観を検討する。具体的には，それぞれの生徒は与えられた一つか

ら二つのケーススタディを深く読み込み，さらにグループのメンバー相互で内容を共有した後，生徒はケー

ススタディの各個人や集団がどのような役割を果たしたかをグループで議論し，それらが「加害者」「協力者」

「傍観者」「救助者･抵抗者」のいずれに位置づけられるかを決定する。

作業としては，生徒は，その時代の文脈の中で，当時の人々の動機や行動を説明するために各ケーススタ

ディの中の情報を利用し，そして各ケーススタディについて，付箋紙に議論した人物や組織の名前，どの立

場に位置づけられるかの理由などを要約して書き込み，教室の壁に貼った「加害者」「協力者」「傍観者」「救

助者･抵抗者」のいずれかのボード《資料７：3～6枚目を拡大印刷したもの》に付箋紙を貼りつける。

３．第三段階：考えを再検討する（15分）

生徒は「加害者」として分類されたケーススタディについての付箋紙を取り，第一段階でこのカテゴリー

についての彼らの先入観を記録した台紙に貼り付ける。これを「協力者」「傍観者」「救助者･抵抗者」につ

いても繰り返す。そして，第一段階での仮説について再検討する。

その際，生徒の第一段階での仮説（先入観）と，第二段階で調査し付箋紙に書いた説明を比較し，どのよ

うに，そしてなぜケーススタディに取り上げられた人々がそのような行為を行ったかについて再検討する。

また，議論の際は，それぞれの立場についてより深く考えるための問いを示したパワーポイントを使い，ケ

ーススタディについてのクラスでの話し合いをできるだけ容易にする《資料６：スライド⑤⑥⑦⑧⑨⑩をそ

れぞれ提示》。ケーススタディに取り上げられた人々の行為や行動について説明させ，なぜ，どのようにして

ホロコーストが起こえりえたのかについての理解を深める。

４．終結：社会的行為としての大虐殺（10分）

最後のスライドを使用して，バーニー･グリーンマン一家の物語に立ち返り，バーニーの殺人に対する責

任と関与・共謀に関する当初の問い（「誰がバーニー･グリーンマンを殺したのか？」）について再考させる

《資料６：スライド⑪提示》。考察してきたいずれのケーススタディもバーニー･グリーンマンの殺害に直接

的には言及していないので，生徒がバーニー･グリーンマンの直接的な殺害者を指摘するのは難しいが，大量

殺人を決定し，計画したナチス指導者，バーニーと彼の母親をガス室行きへと選別した医師，チクロン B ガ

スをガス室に注入した親衛隊員，ナチスのイデオロギーを正当したの科学者，大量虐殺を管理した官僚やオ

フィスワーカー，バーニーをアウシュビッツに移送した電車の運転手，隣人であったユダヤ人の財産の略奪

し利益を得た多くの人々・・・，「誰がバーニー･グリーンマンを殺したのか？」について生徒が検討すれば

するほど，関与・共謀関係のネットが広がっていく。関与・共謀関係のこのような網の目の広がりは，今日，

現代社会に生きる私たちの役割について，一体どのような含意を持っているのか考える。
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【資料６：P.サーモンズ氏：「人として？（Being Human?)」の授業②～授業スライド】

※資料６・７については，ロンドン大学教育研究所ホロコースト教育センター（UCL Centre for Holocaust Education，

http://www.holocausteducation.org.uk/）の CPD プログラム講習資料をもとに作成した。ただし，資料は CPD プログラム講習受講者

専用
の Web でしか公開されていない。その為，資料の分量は増えるが，原文資料も一緒に示す。
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【資料７：P.サーモンズ氏：「人として？（Being Human?)」の授業③

～教材・資料スライド】
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についてより深く考えるようになるであろう。

以上がサーモンズ（P.Salmons）氏の「人とし

て？（Being Human?)」の授業の概要である。こ

の授業は，生徒に最初にホロコーストへの様々な

人々の関与・共謀についての仮説（通説）を立て

させ，その仮説について，数多くの人々に関する

ケースを一次二次資料に基づいて検討させ，新し

い仮説を作り直し，そのようなプロセスを通して

生徒に市民としての責任と自覚について考えさせ

るものであった。その意味で“自己を過去の文脈

や状況に立たせ，過去における政策等に関わる多

様な複数の視点を理解し，自分ならば何を選択す

るか，どう行動するのかを考える”手法が用いら

れている点で歴史的エンパシーに着目した実践と

言える。また，フォスターの整理する歴史的エン

パシーの六つの原則のうち，特に②過去の人々の

行為の理解を伴う，③歴史的文脈の正しい理解を

伴う，④多様な証拠や視点（パースペクティブ）

を要する，⑥根拠に基づきながらあくまでも暫定

的に結論を出す，といった点や，同じくフォスタ

ーの整理する歴史的エンパシーの七つの方法のう

ち，特に❶過去の人物の直面した問題状況やジレ

ンマに生徒が学習課題を焦点化する，❸学習課題

に関する広範な一次二次資料の提供，❹資料の吟

味と探究と資料の持つ立場性の理解，❺教師の支

援による探究の深化，といった手法が少なくとも

用いられている。

生徒はこの授業を通して，一般の市民が，意識

するしないにかかわらず，ホロコーストへの関与

・共謀関係の網の目に組み込まれていったことを

理解し，そのことによって，これから一般市民と

して生きていく自らの責任と自覚についての含

意，例えば，現代のドイツに起こったホロコース

トのような悲劇は，市民がその責任と自覚を欠い

てしまうと再び繰り返す日が来ないとも限らない

こと，民主主義は決して完成したものではなく，

社会を構成する市民一人ひとりが，積極的に“よ

り”民主的で“より”人権が尊重される国家・社

会を形成していこうとする認識が欠かせないもの

であることなどに気づくようになっている。その

意味でこの授業は，含意を通して責任ある市民・

主権者を育成するものになっている。

次期学習指導要領 高等学校地理歴史科で新設

される「日本史探究（仮）」「世界史探究（仮）」

といった科目においては，歴史を探究させること

が重視されることになろうが，このような歴史的

エンパシーを視点にした探究の在り方も検討され

ると良いのではないだろうか。

４ おわりに

報告者は，「主権者としての素養を身につける」

ための中等歴史教育は「思考・判断型主権者教育」

を軸として行い，その結果として，社会において

主権者として参加し，行動する際により深く考え

る力・考えようとする力を涵養することが肝要と

する立場であり，そのような力の涵養をめざす歴

史教育を，三つのアプローチに整理した。この三

つは類型として設定したものではなく，あくまで

も主権者育成に結びつきそうな歴史教育アプロー

チを「問い」の設け方に着目し，整理したもので

ある。報告者は，これらのアプローチのうち，「国

や社会における現在の問題状況がなぜ生じたの

か？」と問い，現代の課題についての歴史的背景

を探究する社会科的アプローチと，「国や社会に

おける過去の問題状況の中で，なぜ彼/彼女はそ

の行為を選択したのか？」と問い，過去の課題に

おける歴史的エンパシーに着目する歴史科的アプ

ローチの二つが，これからの「思考・判断型主権

者教育」として有効な手段と考えている。

ただ，歴史的エンパシーの視点は，まだ授業づ

くりに生かしていくための具体的方略が整理され

ていない。実践の収集・分析を積み上げながら今

後の課題として取り組んでいきたい。
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