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問題の所在　 
「歴史的思考」研究の興隆	 

�  学習指導要領の転換　 
コンテンツベース→コンピテンシーベース 
・リテラシー重視 
 
�  穴埋め暗記の歴史授業に対する構成主義的学習 
 
 
 
 
 

 

「歴史的思考」（historical thinking）を歴史授業に導入 
 
 
 
（一方で、「歴史的思考力」は1956年版の学習指導要領以来、歴史
教育の主要な目標とされているが、その内実や定義ははっきりして
いない（菅尾2017）） 
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問題の所在　 
我が国における歴史的思考研究	 
�  中村（2013） 
スタンフォード大学のワインバーグ（S.Wineburg）らによって
開発された中等教育段階の歴史カリキュラムである“Reading 
Like a Historian（歴史家のように読む）”の分析を行っている。
そこから、歴史家固有の思考には①出所の裏付け（sourcing）：
②文脈への位置付け（contextualizing）③実証（corroborating）
④精読（close reading）があり、これらを中高生に教授する方略
として「認知的徒弟制度」を用いていることを明らかにしてい
る 
 
�  原田（2016）　 
ウィスコンシン州の歴史学者や初等・中等学校の熟練社会科
（歴史）教師らによって開発された「歴史家のように思考する　
Thinking Like a Historian」教授・学習フレームワーク（略称TLH
フレームワーク）を分析し、歴史的リテラシーの構造を、具体
的な教材と関連付けながら論じている。	  
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� 以上の研究は「歴史的思考」（リテラ
シー）の内実やプロセス、そしてそれらを
生徒に教授する際のプロセスを明らかにす
るものである。 

問題の所在　 
我が国における「歴史的思考」研究	 

しかし、どのようなコンテンツ（内容）を
用いて、いかなる文脈（どのような子ども
たちに）で「歴史的思考」を用いるのかは
明らかではない」	 
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問題の所在 
「歴史意識」と「歴史的思考」	 

�  本発表では主にカナダ＊を事例に、「歴史的思
考」と共に用いられることの多い（Seixas,
2017;Wineburg,2001）「歴史意識（historical 
consciousness）」に着目する。 

 
�  日本における代表的な「歴史意識」研究とカナ
ダを中心とした＊「歴史意識」研究の比較を通
して、日本における「歴史意識」研究に示唆を
得ると共に、「歴史意識」と「歴史的思考」の
用語の関係性を考察することを通して、「歴史
的思考」がいかなる文脈で、いかなる内容を用
いて扱われているか、示唆を得る。 

 
＊カナダでの事例を中心に扱うが、カナダの研究とつながりのある米国の研究も適宜参照する。 
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日本における「歴史意識」研究	 

�  宇都宮（2016a,2016b,2017,2018）は従来の日独の歴史意
識研究を比較し、以下の点を指摘 

 
・日本の「歴史意識」研究は３つの側面（歴史に関する
興味・関心、歴史の理解力と歴史的思考力、歴史的問題
意識）で捉え、側面ごとに調査し、各側面がどの年齢層
において育成可能かという発達段階を明らかにするもの　
調査自体の限界性 
・日本では歴史理解の構造には態度的側面としての歴史
意識と知的側面としての歴史認識 
・日本の歴史（社会科）の目的概念である「社会認識」
「市民的資質」は解釈の余地が多分にあり、研究の方向
性の分散化、散漫化を招く　教育目的の再概念化	 
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ドイツの「歴史意識」研究を参考に、教育目的として
歴史意識（・時間意識・歴史性意識・現実意識・政治
意識・経済社会的意識・モラル意識・アイデンティ
ティ意識）を設定 
 
（独）歴史意識は歴史認識に基づいてなされる歴史的
語りであるため 
 
→目的としての歴史意識から意味形成した教師が到達
させたい歴史認識と子どもが獲得するコンピテンスの
相互作用を通して、子ども自身が歴史認識を形成する
ことで歴史意識を形成する歴史教育論を提起 
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北米における「歴史意識研究」 
北米に至るまで	 

「歴史意識」研究 
・1980年代以降、歴史哲学者のみならず、歴史教育
や歴史教授の専門家の間で共通の話題となっていっ
た。 
・ドイツから始まり、すぐ後に他のヨーロッパ諸国
や、合衆国、カナダ、オーストラリアで発展 
 
→「歴史意識」を高めることは、1990年代のス
ウェーデンやオランダの歴史のカリキュラムの明確
な目標であった。 
　　　　　　　　　　　　Clark&Grever（2018） 
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北米における「歴史意識」研究 
カナダにおける歴史意識研究	 

�  2001年１月：歴史意識研究専門の研
究職をブリティッシュ・コロンビア
大学に設立 

 
�  2001年８月：歴史意識の概念化を図
るために、シンポジウムを開催 

 
�  2002年：Seixasがバンクーバーに歴史
意識研究センター（Center for the 
Study of Historical Consciousness）を設
立 
→Theorizing Historical Consciousnessの出版	 
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集合的記憶（collective memory）研究の興隆 
 
・歴史家の実践への着目ではなく、歴史家以外の人々全員の信
念からスタートする「集合的記憶」研究が1990年代から勃興 
・博物館や、モニュメント、学校、アーカイブ、記念碑などの
構造を検証 
 
→近代における歴史と国家建設のつながりは根底に残り続けて
いるが、家族や宗教コミュニティー、ローカル、地域単位、社
会政治運動などの他の記憶プロジェクトの文脈が優勢な国家記
憶に入り込んでいることが明らかになっている。 
→共通の過去は現在において、集合的アイデンティティの構築
の際の重要な道具であり、共通された過去に関する信念は、将
来における集合的ミッションへの可能性を広げる。 
（実践的には、賠償問題や財政主導権、移民問題に関係する） 
 
	 

カナダにおける「歴史意識」研究の背景
（Seixas,2004）	 
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カナダの特殊な歴史文脈	 

� ケベックの独立問題 
カナダ人は同じ市民がケベック独立にどれほど
意識があるか、独立に関するどれほどの「歴史
意識」を有しているかを懸念している
（Morton,2000） 
 
・カナダ史に関する具体的な質問には答えられ
ない生徒も、自らが所属していると感じる集団
（例えば、ケベック）について説明するように
求められた時には、能弁だった。 
→彼らの知識は、歴史家の仕事、学校における
テキストや授業からは影響を受けていないよう
だった（Letourneau，2006） 
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以上の「歴史意識」に対立する使用法がドイツから発生した
「歴史意識」 
→近代に位置付けられた特定の文化的発達であり、教育の結果
「到達する」もの 
（＝歴史意識を教育目的に据えること） 

課題①：こうした定義が露骨に進歩の西洋中心主義の色合いを持つ 
 
・近代西洋は「歴史意識」を有しているが、それ以外は西洋の理解
様式に達成していない 

課題②：このアプローチは、歴史（歴史家によって描かれるもの）と 
記憶（明文化されてはいないが、人々の中（間）に保有される）の間の 
相互作用に関する重要な議論を縮小する 
 
→「集合記憶」を含む全ての理解の形式を組み合わせた「歴史意識」の
包括的概念を採用	 
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包括的な歴史意識の問題点	 

Q、多様な集合的記憶を持つ人々の対話はいかに実
現可能になるのか？ 

 
→人々が使用可能な歴史をもつために、若者は現在
の彼らの生活にとって必要な歴史の意味を理解でき
なければならず、過去を知り、説明するためには、
P.LeeやR,Ashbyらが研究した「二次的概念」（Second 
Order Concept）の中心概念である「証拠」「説明」
「原因」が必要。 
 
	 

Seixas（2006） 
多国籍、多文化、そしてグローバル化が進む社会においては、
あまりにも多くの起源、ヒーロー、物語が存在する。 
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二次的概念とは	 
一次的概念	 二次的概念	 

「農民」や「大統領」といった概
念や、「フランス革命」「公民権
運動」といった個別事象、「リン
カーン」や「ガンジー」といった
個人名	 

歴史証拠、歴史説明、歴史的変化、
歴史記述といった概念。ディシプ
リンとしての歴史や知識	 体系につ
いての私たちの理解を生み出す。
これらは、歴史に「関する」事柄
ではなく、私たちが歴史すること
(doing history)に取り掛かる方法を
形づくるもの。	  
	 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Lee&Ashby,2000） 
 
二次的概念は、LeeやAshbyなどイギリスの歴史教育研究を通して抽出
された歴史学の固有性を保証する一連の概念であり、歴史的思考の発
達の基軸になるとされている（菅尾2017） 
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Seixasの二次的概念（Seixas,2006）	 

歴史意識研究を踏まえながら、Leeや
Ashbyの研究をもとに自らの二次的概念
を提唱 
 Leeらの中心的な二次的概念 Seixasの二次的概念	 

証拠（Evidence） 
説明（accounts） 
原因（cause） 
 
	 

証拠 
重要性（significance） 
継続と変化（continuity and change） 
進歩と衰退（progress and decline） 
エンパシー/視点を変える 
（empathy/perspective taking） 
道徳的判断（moral judgment） 
主体（agency） 
	 

16 



Seixasはこれらのうち大きな変化は「原因」が
「主体」に取って代わったことだと述べる。 
 
「主体」の概念は、過去から継承されている構
造的制約に遭遇した際に、特定の人々や特定の
集団が歴史上に事象の道筋を形成（再形成）す
ることが可能であるとという我々の感覚を構造
化する。 
 
さらには、歴史における生徒自らのポジション
を生徒が理解すること、歴史主体としての彼ら
自身の自らの感覚に関する問いを提起する。 
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社会	 

学校	 

　二次的概念の使用 
　　（歴史的思考）	 　大衆文化としての記憶（歴史）	 

民族としての記憶（歴史）	 

家族の記憶（歴史）	
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Seixasの「歴史的思考」	 
•  The Historical Thinking PROJECT　2008〜2014 
オンタリオ州、ワイオミング州で２０年以上、地区の教育委員
会で働いていたJill Colyerとの共同 
http://historicalthinking.ca/about-historical-thinking-project 
 

 

•  THE BIG SIX 　2012 年 
Tom Mortonとの共著 
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The Historical Thinking PROJECT 
	 

提示されている二次的概念 
・歴史的重要性 
・証拠 
・継続と変化（進歩と衰
退を含む） 
・原因と結果 
・歴史的視点 
・倫理的側面	  
（カナダ特有の概念（Seixas,2015） 

http://historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts 
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倫理的側面 
 
・過去の犯罪や犠牲が
今日の私たちに課して
いる責任 
（中国の人頭税を払っ
た人々の子孫に賠償を
払う必要があります
か？） 

・歴史的行動に対する倫理的判断 
（残忍な奴隷所有者、ナチス、征服者に対して、 
歴史家はいかに倫理的判断を行うか？） 
＊一方で、倫理的判断を行うことは、現在とは異なる 
過去の視点から過去を見る「歴史的視点」との矛盾が 
生じる。 
 
 
	 

http://historicalthinking.ca/ethical-dimensions 
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考察	 

� カナダにおける「歴史意識」研究は
「集合的記憶」研究の影響を受け、教
育目標としての「歴史意識」も含めた
包括的な定義を目指している。 

� その上で、多様な記憶（歴史）を持つ
人々が、使用可能な歴史を持ち、現代
における歴史の意味を理解できるよう
になるため、二次的概念の理解が必要 

� そのため、英国とは異なる二次的概念
を設定している。 
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今後の課題	 
�  包括的な概念としての「歴史意識」をいかに概念化している
のか？ 

�  人々が有する集合的記憶や歴史意識をいかに実証的に明らか
にしているのか？ 

�  Seixasの二次的概念の内実はいかに変容しているのか？ 
�  倫理的側面は他の二次的概念といかに関連して作用するの
か？ 

	 

•  日本ではどのような「歴史意識」を人々は形成
しているのか？ 

•  日本に「歴史的思考」を導入する際、いかなる
文脈を想定し、いかなる内容を選択すれば良い
のか？	 
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