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World History for Us Allにおけるカリキュラム構成原理

―トランスナショナルでトランスカルチュラルな歴史学習への可能性―

国立教育政策研究所 二 井 正 浩

１ はじめに

グローバリゼーションが急速に進行する中で，

グローバルヒストリーへの関心が高まっている。

そして，それは歴史教育の枠組みの変更も迫って

いる。とりわけ，科目としての「世界史」はこれ

からどのように変われば良いのだろうか。

アメリカの歴史家Ｒ.ダン（Ross E. Dunn）は，

アメリカの世界史の教育カリキュラムが，西洋文

明の重要さを強調してアメリカ人としての誇りを

育てようとする「西洋遺産モデル（the Western

Heritage Model）」から，多文化主義の立場を反

映した「多文化モデル（the Different Cultures

Model）」へ，そして現在は，文化的にはニュー

トラルな立場を維持しつつグローバリゼーション

の進行に対応しようとしている「変化の様相モデ

ル（the Patterns of Change Model）」の模索へと

変遷していると指摘している
1)
。一方同時に，彼

は，1996 年の世界史ナショナルスタンダード改

訂以降も，実態としてのアメリカ各州の世界史カ

リキュラムや教科書の多くは，ヨーロッパ中心的

な性格を有する「西洋遺産モデル」と，これに対

して諸民族の個々の文化について細かな学習がな

される「多文化モデル」が矛盾した融合を見せて

いる状況にある
2)
ことも指摘している。

このような状況に対して，彼は，西洋中心的な

学習に偏らず，同時に諸文化毎の“トンネル”に

入り込むことも無い，より大きなフレームの中に

異なる社会や文化グループの変化を位置付けるよ

うな「変化の様相モデル」を具体的に提案しよう

としている。彼による「変化の様相モデル」は，

社会科学，特に経済学・社会学・人類学の成果に

基づきながら，グローバリゼーションの進行に対

応しつつ，人類と生態系の間の複雑な相互関係を

も視野に入れようとするものであり，歴史的探求

に際しては，文明・文化のカテゴリーや国民国家

といった“境界線”にとらわれず，適切な「問

い」に基づいて，時間的空間的フィールドを設定

して探求させようというカリキュラムである
3)
。

以上のような意味で，彼の「変化の様相モデ

ル」はトランスナショナル（脱国家的；国民国家

以外のレベルにもアイデンティティを帰属させ

る），かつトランスカルチュラル（超文化的；複

数の文化に自らのアイデンティティを帰属させ

る）な世界史教育への提言といえるのではないだ

ろうか。

このようなカリキュラムは，アメリカの世界史

ナショナルスタンダードにおける「地球的文脈の

中の文明（Civilization in global context）」や「地

域間の歴史（Interregional history）」の強調 4)
，

日本の地理歴史科世界史の文化圏学習から諸地域

世界の学習への移行
5)
や，近現代史を｢各国史の

細部に深入りすることなく，地球的視野に立って

一体化する世界を構造的に（世界史 A）」6)
「各

国史にとらわれることなく，地球的視野から現代

の世界の全体像を（世界史 B）」7)
とらえさせよ

うとしていることなどを見ると，ある程度は導入

されているようにも見える。しかし，これらの内

実は，森田真樹
8)
や宮崎正勝

9)
らが指摘するよう

に，一般的にはインターナショナル(国家間的)で

インターカルチュラル(文化間的)な傾向が強い。

本発表では，Ｒ.ダン自らが，同僚であったＤ.

クリスチャン（David Christian）らとともに，全

米学校歴史センター（NCHS；National Center for

History in the Schools ）と協力しながら，全米の

初等中等学校や大学の教員などと共同開発してい

る世界史カリキュラム「我らみんなの世界の歴史

（World History for Us All；以下WHFUA)」を分

析する。なぜなら，この WHFUA は「変化の様
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相モデル」を主張する世界史教育プロジェクトと

して，Ｒ.ダンの提言する世界史学習を具体化し

ようとしたものと考えられ，トランスナショナル

でトランスカルチュラルな世界史への可能性を探

るのに適当だからである。

なお，このプロジェクトで開発されたプログラ

ムや教材等は，Web に公開され，現在も，継続

的に内容の追加・更新が進行中である。
10)

２ カリキュラムの全体構成とその論理

(1)パノラマ，ランドスケープ，クローズアップ

といった三層構造

表１は，この WHFUA の全体構成を示したも

のである
11)。これを見ると WHFUA のカリキュ

ラムは，パノラマ，ランドスケープ，クローズア

ップといった３種のカテゴリーに分類される単元

から構成され，それぞれの単元に数時間分の教育

内容が設定されている
12)
。これらのカテゴリーは

時間的間隔と地理的空間の大小によって分類され

ており，広範な地球的な変化から，人類的な出来

事，大陸規模の出来事，諸民族・諸国家・諸社会

で起こった出来事までの様々な尺度で歴史を学べ

るように設計されている。教師は生徒や学校の状

況にあわせてこれらの小縮尺・中縮尺・大縮尺と

いった三種類の時空間に基づく単元を組み合わせ

て授業を行うことができるようになっている。

パノラマ単元は，地球全体を俯瞰する視点から

地球の誕生から現在に至るまでを９単元で構成し

ている。ランドスケープ単元では，人類規模，大

陸規模といった世界史の中の比較的大きな尺度の

歴史を扱う。クローズアップ単元では，ランドス

ケープより時間も空間も制限された諸民族・諸国

家・諸社会の出来事を世界史のトピックとして掘

り下げている
13)
。

このパノラマ，ランドスケープ，クローズアッ

プという時間と空間の視点の導入は，特に前近代

までの学習にあたるパノラマ１から５までの時期

においては，Ｆ・ブローデル（F･Braudel）の時

間の三層構造を意識しているものと思われる。す

なわち，パノラマは地理的時間，ランドスケープ

は社会的時間，クローズアップは個人的時間に相

当しているように見える。

このことについては，WHFUA の指導者の一人

であるＤ.クリスチャンが，アナール派の影響を

受けた歴史家であり，オーストラリアのマッコリ

ー大学に在勤中に歴史入門の講義で，ブローデル

の長期持続の地理的時間の考え方をテーマにして

宇宙の誕生を起点とする歴史を示唆していたこと

からも伺うことができる
14)。

いずれにせよ，WHFUA では，このような時間

と空間の枠組みを柔軟に組み合わせるカリキュラ

ムを構想することによって，トランスナショナル

で，トランスカルチュラルな世界史学習の枠組み

を提示しようとしている。

(2)ビッグ･ヒストリー（Big History） の視点

表１のパノラマ１「人間と宇宙，130 億～ 20

万年前」とパノラマ１を構成する「1.1 人間の歴

史の地平線」「1.2 700 万～ 20 万年前の人間の

祖先」では，地球が誕生するビック･バンから学

習が開始し，そこに生命が誕生し，人類が出現す

るまでが扱われ，パノラマ２「人類はどこにでも，

20 万～ 1 万年前」とパノラマ２を構成する「2.1

世界に広がる人類」「2.2 言語は何を変えたの

か」では，ホモ･サピエンスの出現と世界各地へ

の移動や言語などが扱われる。このように，地球

の誕生から人間が農業を始める前までという従来

の世界史では先史時代としてふれられる程度の期

間が，９つのパノラマによる時代区分のうちの２

つを占めており，その取り上げ方が一般的な世界

史カリキュラムよりも大きいことにも特徴がある。

これは，現在，世界史の新潮流の一つになりつ

つあるビッグ･ヒストリー
15)
の視点の導入と考え

られる。ビッグ･ヒストリーとは，宇宙・地球・

生物・人類の歴史を学際的な方法で統合的に理解

しようとする試み
16)
で，天文学や地理学，生物学

などの自然科学の研究成果も取り入れながら，人

間中心の歴史認識を脱却して，宇宙や自然といっ

た環境・生態系の一部として人間を位置付けて歴

史をとらえ直そうとするものである。Ｄ.クリス

チャンは，この試みの第一人者でもあり，その点

からも WHFUA へのビッグ･ヒストリーの影響が

考えられる。そして，その結果，WHFUA はトラ

ンスナショナルやトランスカルチュラルといった

枠組みをさらに越え，人間中心的な考え方自体か
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【表１：World History for Us All の全体構成】
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らの脱却をも意識したものになっている。

(4)全体構成に見られる論理

かつて，スタブリアーノスはグローバルヒスト

リーをとらえる視点として「月からの眺望」の必

要性を説いた
17)
が，WHFUA では，パノラマ，ラ

ンドスケープ，クローズアップといった三種類の

時空間の縮尺を設定することにより，あたかもそ

れぞれ月から肉眼，双眼鏡，望遠鏡で地球を眺め

ているかのようである。このように「解像度」を

柔軟に変化させることで，国や文化の境界線は相

対化され，宇宙や自然，社会等の諸条件に制約さ

れながら活動する人間が描かれることになる。

３ 単元の展開とその論理

(1)カリキュラムを貫く「三つの本質的な問い」

表２は，表１に示したパノラマ７「工業化とそ

の結果（現代化革命）1750-1914」とそれを構成

するランドスケープ，クローズアップといった諸

単元の構成とそれぞれの単元の主題等を整理した

ものである
18)
。WHFUA では，カリキュラム全体

を貫く「三つの本質的な問い(Three Essential

Questions)」として「人と環境(Humans and the

Environment) 」「人と人 ( Humans and Other

Humans)」「人と思想(Humans and Ideas)」とい

う枠組みが設定されている
19)
が，これを見ると，

ランドスケープとクローズアップの各単元におけ

る問いがこの三つの枠組みにあわせて提示され，

探求されていることがわかる。例えば，ランドス

ケープ単元 7.6「新しいアイデンティティ：ナシ

ョナリズムと宗教，1850-1914」では，「人と環

境」については，当時の各国の工業化競争が環境

に与えた影響について問い，「人と人」について

は，西欧化の意味を問いながら，今日のアメリカ

ナイゼーションとの比較をさせ，「人と思想」に

ついては，当時のナショナリストと宗教の関係を

考えさせ，今日のアメリカのナショナリズムと宗

教の関係について問うている
20)。

(2)「三つの本質的な問い」に関連づけられる

「七つのキーテーマ」

また，WHFUA では「七つのキーテーマ

（Seven Key Themes）」が設定されている 21)
。こ

れは，「３つの本質的な問い」に関連づけられ，

内包されるもので，「1 人口のパターン」「2 経

済的なネットワークと交換」「3 権力の使用と乱

用」「4 持つ者と持たざる者」「5 アイデンティ

ティを表現すること」「6 科学・技術と環境」

「7 精神的な生活と倫理的なきまり」が示されて

いる。これらは，それぞれ社会学（テーマ1,5,

6），経済学（テーマ2,4,6），政治学（テーマ

3），倫理学(テーマ7)といった社会諸科学におけ

る諸課題から設定されたと思われる。

WHFUA の教師用の解説には，例えば，「7.6

新しいアイデンティティ：ナショナリズムと宗教，

1850-1914」では，「3 権力の使用と乱用」「5

アイデンティティを表現すること」「7 精神的な

生活と倫理的なきまり」といった３つのテーマを

扱うように明示されており
22)
，おそらく「人と環

境」の問いを考察する際には「3 権力の使用と乱

用」について，「人と人」の問いを考察する際は

「5 アイデンティティを表現すること」について，

「人と思想」の問いを考察する際は「7 精神的な

生活と倫理的なきまり」のテーマが反映されるよ

うになっているものと思われる。

(3)単元構成に見られる論理

ランドスケープとクローズアップの単元には，

それぞれ問いに基づく学習主題が想定されており，

それは，「三つの本質的な問い」と「七つのキー

テーマ」としてカリキュラム全体を貫く枠組みに

基づいていることが明らかになった。この「三つ

の本質的な問い」と「七つのキーテーマ」自体は，

国や文化を越えた考察の可能なものとなっており，

その意味でトランスナショナルでトランスカルチ

ュラルな授業展開が可能なものになっている。

ただし，なぜ本質的な問いが「人と環境」「人

と人」「人と思想」から構成されるのか，なぜキ

ーテーマが前述のような七つなのかについては明

示されていない。グローバルヒストリーをとらえ

るスコープは，これまでもいくつかの提案がなさ

れてきた。先述のスタブリアーノスは環境・男女

関係・社会関係・戦争であったし
23)
，宮崎は環境

・文化・変化・交流伝播・稀少性・紛争・人権・

グローバルシステムの八つを挙げている。今後，

WHFUA には，その根拠の明示が求められよう。
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【表２ 「大きな時代区分７；工業化とその結果」の単元構成】
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４ 授業（アクティビティ）展開とその論理

(1)授業の展開

資料１は，表１・表２に示したランドスケープ

7.6「新しいアイデンティティ：ナショナリズム

と宗教，1850-1914」の教師用解説や生徒用ハン

ドアウトから再構成した授業展開例である
24)。

この「7.6 新しいアイデンティティ：ナショナ

リズムと宗教，1850-1914」は，四つのレッスン

で構成されている。レッスン１では，まずイタリ

アの統一や中国の義和団事件，メキシコ大統領の

フアレスの資料（1.1）を提示し，ナショナリズ

ムの特徴をグループで検討させ，その後，学問的

な立場に基づくナショナリズムの特徴を四つ紹介

する。そして次に，女性参政権運動，ボーア戦争，

バルカン半島の民族対立の資料（1.2）を提示し

て，それらがナショナリズムにあたるかどうかを

検討させる。そして最後にナショナリズムの特徴

を確認・再検討させ，クラス内でナショナリズム

の定義を整理する展開になっている。

レッスン２では，露土戦争からバルカン戦争頃

までのオスマン帝国の資料（2.1)とインド大反乱

から第１次世界大戦前の自治獲得運動までのイン

ドの資料（2.2）提示し，生徒各自にはさらに自

分が見つけてきた資料を加えさせ，両地域のナシ

ョナリズムの進展についての年表を作成させる。

そして，両地域の年表を比較させながら，異なる

地域ではナショナリズムの顕れ方は異なっている

ということを理解させ，その相違の原因について

仮説を立てる展開になっている。

レッスン３では，まず，ナショナリズムと宗教

と帝国主義を題材にブレーンストーミングを行い，

次に，資料としてキップリングの「白人の使命」

（3.1）やＢ.アンダーソンら数名の研究者のナシ

ョナリズムと宗教と帝国主義についての考え方を

まとめた資料（3.2）を提示し，「19 世紀中頃ま

でに，ナショナリズムと宗教と帝国主義は西洋の

アイデンティティにどのような影響を与えたか」

というテーマでエッセイを書かせる。そしてその

後，ヘルツェルの「ユダヤ人国家建設」について

の資料（3.3）を提示し，ユダヤ人国家建設の正

当性について討論させる展開になっている。

レッスン４では，まず，クラスを２つに分け，

それぞれに提示された日本の明治維新の資料

（4.1）とイギリスのエジプトの支配とそれに対

するムスリムの抵抗の資料（4.2）をもとに，こ

の時代に日本やエジプトがどのようにして国家と

してのアイデンティティを守ろうとしたかを調べ

させ，西洋の覇権の広がりに対応した非西洋地域

のナショナリズムについて，宗教の役割に留意し

ながら検討し，話し合う展開になっている。

(2)授業構成に見られる論理

WHFUA では，授業で使用する史資料等がほと

んど Web 上に準備されている。授業はそれらの

史資料を提示し，生徒に諸概念を探求させ，成長

させる過程として構成されている。例えば，レッ

スン１では，ヨーロッパ，中国，アメリカ，アフ

リカでのナショナリズムに関する史資料をもとに

して生徒にナショナリズムの定義を行わせ，それ

を前提にしつつ，レッスン２でオスマン帝国やイ

ンドの資料を提示しながら，ナショナリズムの顕

れ方の多様性について気付かせる。レッスン３で

は，キップリングの詩，研究者の諸説，ヘルツェ

ルのユダヤ国家建設論などを通して，ナショナリ

ズムを宗教や帝国主義と関連させてとらえさせ，

レッスン４ではアジアとアフリカでのナショナリ

ズムの展開事例を通して，ナショナリズムの西洋

と非西洋との関係性について考えさせている。つ

まり，この単元はレッスン１でナショナリズムに

ついての大まかな概念を獲得させ，レッスン２以

降でその顕れ方の多様性の比較，他概念との関連

性，西洋と非西洋の関連性などを考察させて，概

念を広く深く成長させる構成になっている。

その際，特徴的なことは，提示される史資料が，

世界の様々な場所から広く選択されており，個々

の国民国家の枠組みに囚われることが回避できて

いること，また，概念を成長させる過程では，宗

教や帝国主義といった概念を探求させるプロセス

の中で，西洋と非西洋といった地域間の関連性が

扱われ，各民族の文化の特性や独自性自体を追究

することが狙われてはいないことである。その意

味で，WHFUA の授業は，概念の探求を通じて，

国家や文化の境界線にとらわれず，「問い」に基

づいて，学習対象となる時間的空間的フィールド

が設定されていることが分かる。
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【資料１ 「7.6 新しいアイデンティティ：ナショナリズムと宗教，1850ｰ1914」の授業構成】
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５ おわりに

WHFUA は，全体構成においてパノラマ，ラン

ドスケープ，クローズアップといった空間的時間

的尺度の違う三つの単元群を自由に組み合わせる

ことができるようになっていた。さらに，ビッグ

ヒストリーの視点を導入することで，環境・生態

系の一部として人間を位置付け，人間中心の歴史

認識すら脱却しようとすらしていた。こうして国

民国家や民族文化の枠に囚われる思考は相対化さ

れ，その境界線を越える構成が実現していた。

また，ランドスケープとクローズアップの各単

元においては，「人と環境」「人と人」「人と思

想」という三つの枠組みに基づく「問い」がそれ

ぞれ用意されていた。そして，WHFUA の単元は，

この「問い」を探求させることを念頭に構成され

たものとなっていた。また同時に，この三つの問

いは，社会諸科学に関連して設定されたと思われ

る七つのテーマのうちのいくつかと関連づけられ，

歴史的考察が行なわれるようになっていた。この

３つの問いも七つのテーマも，それ自体が国や文

化を越えた考察が可能なものであった。

具体的に分析した授業展開においては，ナショ

ナリズムの概念を探求・成長させる過程において，

ヨーロッパ，アメリカ，アフリカ，トルコ，中国，

インド，日本などが事例として幅広くとりあげら

れていた。これらは探求の際の必要から選択され

たものであり，各国家の状況や各民族の文化自体

を学習することは目標とされていなかった。その

意味で，授業は「問い」に基づいた探求のための

必要に応じて，考察対象とする空間的時間的な範

囲が定まり，国民国家や民族文化の枠を固定的に

とらえることは否定されるものとなっていた。

Ｒ.ダンは「変化の様相モデル」を，歴史的変

化をとらえる際に「歴史的探求の社会的空間的フ
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ィールドはオープンで流動的であり，文化的なカ

テゴリー等は前提にしない」
25)
と説明しているが，

WHFUA もそうした意味で，トランスナショナル

でトランスカルチュラルな歴史学習を可能にして

おり，グローバルヒストリーの視点に立つカリキ

ュラムの一つであると言える。
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