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歴史意識の向上を図る⽇本近現代史カリキュラム開発研究 
歴史論争問題に焦点を当てて 

Japanese Modern History Curriculum to Foster Historical Consciousness 
Focusing on Historical Controversial Issues 

東京⼤学⼤学院 星瑞希 
 
１、問題の所在―ポストモダンにおける歴史教育― 

 中等教育段階において、歴史系科⽬は⽣徒からの⼈気が低い科⽬であることが度々指摘
されてきている（例えば，渡部 2019）。こうした状況の背景には、21 世紀になりグローバ
リゼーションが加速する中で⽬まぐるしく変化する社会への対応に追われ、歴史を回顧す
る余裕が失われていることが⼀因として挙げられる。しかし、歴史の授業の⼈気がなくな
る⼀⽅で、歴史修正主義が跋扈し、⽇韓の歴史認識をめぐる対⽴や⽇本における少数⺠族
の蔑視や抑圧など歴史をめぐる問題は⾄る箇所で噴出しているパラドックスが⽣じている
（テッサ・スズキ,2014）。こうした状況に対して、これまで主権者教育を⽬標に標榜して
きた歴史教育はいかに対応すべきだろうか。 
 こうした問題の解決に向けて、テッサ・スズキはいくつか重要な概念を⽰している。そ
れが「連累」と「歴史への真摯さ」である。テッサ・スズキは「連累」とは、「歴史責
任」より広い考え⽅であると述べる。その理由として、「歴史責任」は、私たちが直接関
与していない過去の暴⼒や抑圧を断罪することで、対話を閉ざしてしまう可能性があるか
らである。「連累」とは、「私たちは直接過去の暴⼒や抑圧には関与していないが、今⽣き
ている私たちをすっぽり包んでいる構造、制度、概念の網は過去における想像⼒、勇気、
寛容、貪欲、残虐⾏為によって形作られた産物である。こうした構造や概念がどのように
形作られたかはほとんど意識されていない。しかし、私たちの⽣は過去の暴⼒⾏為の上に
築かれた抑圧的な制度によって今も形作られ、それを変えるために私たちが⾏動を起こさ
ない限り、将来も形作られる（p.35）」ことを認知することであると述べる。つまり、「連
累」を従軍慰安婦の問題に置き換えると、過去⽇本⼈が植⺠地の⼥性を性的搾取したこと
に対して現代の⽇本⼈がいかに責任を取るかを考えることを超えて、従軍慰安婦が⽣じた
社会構造、つまり⼥性蔑視や⽇本の「辺境」となった植⺠地の⼈びとへの眼差しが今⽇の
社会構造、例えば⼥性の⽣きづらさや単⼀⺠族国家という⾔説を形成していることを分析
し、社会構造を再構築していくことである。 
そして、テッサ・スズキは「連累」を考察する際には、そこにたった⼀つの権威ある

「歴史的真実」が⽣まれてくるわけではなく、過去の出来事と、歴史を表象する⼈々、歴
史を消費する⼈々の間に開かれた、発展的な関係である「歴史への真摯さ」が必要である
と述べる。その理由として、絶対的な真理の存在を否定するポストモダン思想が波及し、
唯⼀正しい「歴史的真実」を同定することが困難であり、歴史は過去を誰かが解釈したも
のと捉えられるようになったことが挙げられる。また、歴史修正主義者は歴史解釈の相対
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性を主張することから、「歴史的真実」を同定することに拘泥するのみでは、歴史修正主
義者の議論に対峙することが困難となってしまう。⼀⽅で、テッサ・スズキは「歴史への
真摯さ」とは、私たちが過去とどのように向き合うかということに関わるものであり、そ
こにはいくつかの要素が含まれると指摘する。その要素とは、私たち⾃⾝と私たちが⽣き
る社会が歴史の産物であり、私たちは過去を理解することなしには、私たち⾃⾝も私たち
の世界も認識することができないという認識すること、過去を⾒る多くの視点が存在し、
従って私たちは他者の歴史の⾒⽅に真摯に⼼を開いて⽿を傾ける必要があるということ、
こうした他者の⾒⽅に⽿を傾けることによって世界の中での私たち⾃⾝の位置を再考し、
私たちの過去に対する⾒⽅が、⾃分⾃⾝の限られた⼈⽣経験によって歪められたり制約さ
れたりしていないかを検証する能⼒である（2013,pp,98-99）。 
以上、テッサ・スズキの議論を踏まえると、歴史教育は、どの歴史が真実に近いかと⾔

う歴史認識を問うことから、私たちは過去をどのように知り得て、他者はどのように過去
を知っているのかという歴史意識を問うことに転回する必要がある。従軍慰安婦問題を再
び例とすると、従軍慰安婦への⽇本軍や国家の組織的関与の事実があったか否かという事
実認定のみを争うのではなく、私たちはどのよう⽅法で従軍慰安婦への⽇本軍や国家の組
織的関与を知り得るのか、その⽅法に妥当性はあるのか、また韓国の⼈々はどのように知
ろうとしているのか、彼らはどのように記憶しているのかを探究していくことで、私たち
の過去に対する⾒⽅が歪められたり制約されていないかを検証していくことである。⽇本
の歴史教育はこれまで歴史的事象を客観的な事実として教授することが狙いとされてきた
（藤瀬,2007）。また、歴史教育研究においても、歴史家の解釈や社会科学の理論を教育内
容として教授することが狙いとされてきた（宮本,2018）。そこで、客観的に歴史認識を問
う歴史教育から、⾃分⾃⾝や⾃分を取り巻く社会がどのように歴史によって形成されてい
るかを分析する中で、⾃らの歴史の⾒⽅と他者の歴史の⾒⽅の⽐較を通して⾃らの歴史の
⾒⽅の歪みや制約を批判的に捉える歴史意識を問う歴史教育への転換が求められる（図
１）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１：歴史教育の転換像 
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 テッサ・スズキは歴史意識を育成するには、⻑い時間をかけて繰り返し、歴史意識の向
上を図る歴史教育を⾏っていくべきであると述べる。テッサ・スズキは「歴史への真摯
さ」を育成するためには、歴史教育において、教科書に⽌まらず、映画や漫画などの歴史
が表象されるメディアがどのような過去をどのような⼈が表象しているのかを解明するよ
うな授業が求められると述べている。テッサ・スズキは実際に映画や漫画を分析し、その
⼀例を⽰している（テッサ・スズキ,2014）。しかし、⻑期的に育成することが必要となる
と、中学校や⾼等学校の年間カリキュラムの中で度々メディア分析を⾏うのは年間授業字
数という時間的、または通史カリキュラムという制度的制約により困難である。また、歴
史意識を向上させるためには⻑い時間が必要であることを踏まえると、実際に⽇本の教育
現場で実施するためには、通史でカリキュラムを開発する必要がある（吉⽥,2017）。そこ
で、本研究は通史カリキュラムの中で、歴史意識の向上を図る、カリキュラム開発をケー
ススタディとして⾏う。 
 
２、歴史意識の向上を図るカリキュラム開発の論理と実際 

（１）カリキュラム構成の原理 

ⅰ 内容選択の論理―歴史論争問題― 

 テッサ・スズキの議論を踏まえて歴史意識を向上するためには、集団間の集合的記憶の
相克から引き起こされている歴史論争問題に焦点を当てることが有効であると考えられ
る。なぜなら、歴史論争問題を通して、⾃分や⾃分が所属するコミュニティの有する過去
のイメージとは異なった過去のイメージに触れることが出来、⾃分の⽴ち位置を知ること
が出来るからである。 また、このような問題は⽣徒のアイデンティティを再考させるこ
とが指摘されており（McCully,2006:Zembylas&Kambani,2012）、⽣徒は⾃分⾃⾝や⾃分を
取り巻く社会が歴史によって構成されていることへの⾃覚を⾼める契機になるからであ
る。さらに、歴史論争問題は歴史（学）のみならず、現在社会にて論争となっている問題
であり、主権者として⽣徒が関与する必然性が⾼い問題でもある。この論理に依拠すると
⽇本近現代史が適していると考えられる。なぜなら、歴史論争問題の多くはは国家が近代
化する過程における抑圧や暴⼒が起因となっているからである（Gross,2018） 
 
ⅱ 方法―歴史的思考概念― 

 テッサ・スズキの「歴史への真摯さ」に基づいてカリキュラムを開発するにあたり、カ
ナダで Seixas らによって開発された Historical Thinking Project（以下では、H T P）を参
照とした。なぜなら、H T Pは過去の様々な記憶が対⽴する現代社会において、⽣徒が過
去の⽂脈を探究しながらも、その現象を現代の⼈々がどのように記憶しているか、私たち
は過去の⾏為をいかに評価すべきかといったことを問うており、歴史論争問題を扱うこと
に適しているプログラムだからである（星ほか,2021）。Seixas は、様々な集合的記憶が対
⽴し論争が⽣じた際に、私たちはいかに歴史を対象化し、私たちはどのようなアイデンテ
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ィティから歴史を⾒ているかなどの問いを提起する必要性を主張する。そこで、これらの
問いの視点が反映された６つの歴史的思考概念を設定し、授業を構成している。６つの概
念とは、①「⼀次資料の証拠」（史資料を⾒つけ、選択し、⽂脈化して解釈する⽅法を⾝
に付ける）、②「原因と結果」（歴史的状況やある⼈物の⾏為の原因と結果を考える）、③
「歴史上の他者の⾒解」（社会的、⽂化的、知的、そして当時の⼈々の感情的な⽂脈の中
で、異質な過去を理解する）、④「継続と変化」（過去から今にかけて何が変化し，何が継
続しているのかを考える）、⑤「歴史的意義」（歴史的事象の今⽇的な意義を考える）、⑥
「歴史の倫理的側⾯」（過去を現在における倫理に照らし合わせてどのように判断するか
を考える）である。星ほか（2021）によると、これらの概念は過去に何が起きたかを探究
する概念（①〜③）と、現代を⽣きる我々が過去をいかに⽤いたり、対象化したりしてい
るかを探究する概念（⑤〜⑥）、過去と現代を⽐較し、過去と現代の類似点と相違点を明
らかにする概念（④）に分けることが出来る（表１）。過去を探究する概念と過去と現在
を関連づける概念を接合することで、現代社会に⽣じる歴史論争問題に対峙することが可
能になるが、接合するもう１つの理由は、過去の事象を現代の価値観や規範のみから考え
しまう（ことに問題がないと考える）「現在主義」（Wineburg,2001）への配慮があると考
えられる。⼀⽅で、テッサ・スズキが指摘するとおり、「現在主義」を完全に排除してし
まうと新たな問題が⽣じる。その問題とは、過去の⾏為は過去の価値観や世界観の下で⾏
われたものであるため、仕⽅がないことであり、現在の価値観から断罪することは避ける
べきであると考えることである（2013,p.88）。つまり、過去に何が⽣じたのかを過去の⽂
脈に即して緻密に分析することを⼟台に現代の価値観からのみで過去を探究することを避 

表１ HTPで設定されている歴史的思考概念 

星ほか（2021）より引⽤ 
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けながらも、現代の探究が⾏われているのである。従軍慰安婦問題を例にすれば、【⼀次
資料の証拠】を働かせて、「どのような⼀次資料があるのか？」、「⼀次資料は誰が書いた
ものか？」、「⼀次資料から何が⾔えるか？」を、【原因と結果】を働かせて、「なぜ植⺠地
下の⼥性が慰安所にいたのか？」といった問いを提起することで、私たちは過去に何が⽣
じたのかを様々な視点から考察することが可能となる。⼀⽅で、【歴史的意義】を働かせ
て、「慰安婦であった⼥性はどのように記憶しているのか？」「⽇本と韓国の歴史教書には
どのような記述の差異があるのか？」を【倫理的側⾯】を働かせて、「従軍慰安婦をめぐ
る国家の記憶は国⺠のいかなる感情を刺激するのか？」「私たちはもと従軍慰安婦の⼈々
の記憶を忘却すべきか？」とった問いを提起することで、私（たち）がいかに過去を対象
化していて、その⽅法にはいかなる歪みが⽣じているかを考察することが出来る。つま
り、HTPにて開発された歴史的思考概念を⽤いて授業を構成することで、テッサ・スズキ
が述べるような「歴史への真摯さ」の条件を満たす歴史意識の向上を達成することが出来
ると考えられる。 
 
ⅲ歴史論争問題を対象とした先行研究 

これまで少数⺠族アイヌの問題（藤瀬, 2007:菊地,2013）や従軍慰安婦（⼭元,2014）、 

戦時下における強制労働（⼭元,2012）などの歴史論争問題を対象とした授業が開発されて
きた。アイヌ問題を扱った菊地（2013）や、従軍慰安婦を扱った⼭元（2014）、強制労働
を扱った⼭元（2011）は過去の⽇本が⾏った⼈権侵害の観点から以上のテーマを教材化し
ている。⼭元は従軍慰安婦や強制労働に関する訴訟の評決書を⽤いている。評決書を⽤い
ることで過去の不正義に対し、いかに法学的判断がなされているか⽣徒が学ぶことが可能
になっている。⼀⽅で、このアプローチは過去の不正義がいかに裁かれたかという観点か
ら授業が作成されているため、従軍慰安婦や強制労働は客観的事実として扱われ、記憶の
対⽴によって歴史論争問題が⽣じていることやなぜ記憶の対⽴が⽣じるのかには触れられ
ていない。また、⽣徒は客観的な⽴場から歴史責任を問う（われ）ており、⽣徒はいかに
これらの出来事を記憶しているのか、また記憶していくべきかは問われていない。⼀⽅
で、藤瀬（2007）は、アイヌ問題をアイヌ⺠族による記憶の再審の問題として捉え、アイ
ヌの記憶と北海道旧⼟⼈保護法に⾒られる明治政府の記憶を⽐較分析し、最終的に⼆⾵⾕
ダム訴訟に対する対応案を考えることで、どの記憶に基づく社会判断をすべきかを問うて
いる。このことによって、歴史論争問題は、⼈々の記憶の相克によって⽣じており、⽣徒
も過去を記憶する⼀主体として、どの記憶に基づいて判断すべきかを考察している。⼀⽅
で、藤瀬は現在、アイヌをめぐってどのような記憶、または記憶の対⽴が⽣じているのか
という現代社会から過去を考察するアプローチのみを採⽤している。そのため、アイヌの
記憶にまつわる過去に起きた事象はなぜ⽣じ、私たちはそうした過去をいかに知り得るか
という過去を探究する視点はない。また、歴史論争問題を扱った先⾏研究は⼀単元で⼀事
例を扱ったのみで、⻑期的に歴史意識を向上させる⽅略については明らかにされていな
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い。そこで、本研究では⽣徒が歴史論争問題を考察することで現代社会における抑圧や暴
⼒に気づき、それらを再構築することが出来るよう歴史意識を向上させるための複数単元
からなる⽇本近現代史カリキュラムを開発し、⽣徒の記述とカリキュラム終了後に⽣徒に
⾏ったインタビューから、⽣徒が実際にいかに学んだかを明らかにすることで、効果を検
証する。 
 

（２）カリキュラム構成の実際 

本研究では、筆者が講師として勤務する東京都内の私⽴⼤学附属⾼校の「⽇本史 A」に
て、⾼校３年⽣を対象に⽇本近現代史カリキュラムを開発した。本校の⽣徒は多くが附設
されている⼤学に内部進学し、⼤学受験を受けないため、個別的知識を事細かに教える必
要はない。⼀⽅で、近現代史の通史カリキュラムを構成しなければいけない。本研究では
幕末ならびに明治維新から韓国併合までを、教科書等に⽰される内容を適宜網羅しなが
ら、歴史意識の向上を⽬的に据えた⼀貫した論理で単元を開発した。 
⽇本近現代史カリキュラムを通して歴史意識の向上を図るために、以下の３点を配慮し

てカリキュラムを開発した（表２）。第１に、歴史論争問題ごとに単元を⽂節化した。本
研究では、カリキュラムを約５〜10時間からなる単元、さらに単元を１〜２時間からなる
⼩単元から構成し、⼊れ⼦構造とした。単元ごとに１つの最終課題を設定し、最終課題は
⼈々の記憶のあり⽅により論争が⽣じている問いとした。例えば、単元２はアイヌ問題の
考察を通して「⽇本は単⼀⺠族国家か？」とし、単元４は⽇本が対外戦争を通して植⺠地
を獲得していく過程を踏まえた「⽇本が植⺠地を獲得したことは仕⽅ないのか？」とし
た。⼀⽅で、すべての単元の最終課題を論争問題とすることは困難であった。しかし、そ
れらの単元でも過去の事象を探究するだけではなく、その時代は現在どのように記憶され
ているか、またはそれらの時代は現在の私たち⾃⾝や私たちを取り巻く社会をどのように
構成しているのかを考察する視点を組み込んだ。例えば、単元１の最終課題は「明治時代
は幸せな時代か？」とした。この最終課題は、歴史論争問題となる可能性は決して⾼くは
ないが、⽇本の近代の始まりがいかに記憶されるのかを対象とした。最終課題では、現在
を⽣きる私たちと過去の関係性を問うために、HTPの現代社会を探究するための概念であ
る「歴史的意義」または「倫理的側⾯」を反映させた。また、最終課題はオープエンドな
問いとし、⽣徒各⾃が授業内容を踏まえて回答するようにした。 
第２に、最終課題、または最終課題に向けて⼩単元の問いを回答する際に「連累」を意

識した。つまり、過去の探究に加えて、そうした過去が現在の私たち⾃⾝や私たちを取り
巻く社会構造をいかに構築しているのかを分析するようにした。主なテーマは表２に⽰し
た通りである。例えば、単元１では近代教育、単元２では「⽇本⼈」というアイデンティ
ティ、単元３では法制度や性規範、単元４では⻄洋中⼼主義やナショナリズムを取り上げ
た。以下では、単元２を事例に、各単元をいかに組織化したのか⽰す。 
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表２：開発した近現代カリキュラム⼀覧 

発表者作成 
 
⑶各単元の構成の実際：「日本は単一民族国家なのか？」の場合 

 HTPを参考に、過去の探究をベースにしながら、現在を⽣きる我々が過去をいかに記憶
するのか、その⾒⽅にどのような歪みや制限があるのかを探究するために、本単元では３
つの段階を構成する（表３）。第１段階は過去に何が起きたかを探究する段階である。本
段階では、なぜ現代社会においてアイヌの記憶を巡る問題が⽣じることになったのか、ど
のような歴史的背景があるのかを探究する過程であるため、過去を探究する概念である
【⼀次資料の証拠】【原因と結果】【歴史上の他者の⾒解】を⽤いる。第２段階では、現代
社会においていかに記憶されているかを探究する段階である。第１段階で探究した過去を
現代社会の⼈々はいかに記憶しているかを探究する過程である。第３段階は、意⾒を表明
し、交流する段階である。この段階において、⽣徒は最終課題に回答し、他の⽣徒と交流
を⾏う。 
 以下では、各段階を具体的な授業内容に即して、説明していく。第１段階である過去に
何が起きたかを探究する段階では、どのようにしてアイヌ⺠族が「⽇本⼈（⽇本国⺠）に
組み込まれていったか探究する。アイヌ⺠族の同化政策は、⽇本が近代化する過程で国境
を策定するプロセスの最中の事象であるため（中⼭,2019）、単元２−１にて明治政府の国
境策定を扱った。また、近代国家の国境策定はナショナルアイデンティティの策定と不離
の関係にあることから単元２−１では、国境を題材に授業を⾏った。単元２−１の冒頭で
は、「国境はいつ出来たか」と問い、国境が近代社会の産物であり、主権国家体制の成⽴
とともに広がっていくこと、東アジアでは古代から冊封体制という国際秩序が採られてい 

EQ（単元名） 中⼼発問（MQ） テーマ 時数

中央集権化は⼈々の暮らしをどのように変えたか？
中央集権国家
近代教育

2

なぜ、廃仏毀釈が起きたか？ 国家と宗教 1
明治時代とはどのような時代か？ 歴史意識 1
⽇本政府はいかに国境を策定したか？ 国境 2

アイヌ⺠族はもう存在しないのか？
⺠族
アイデンティティ

2

⼈々は国家に何を求めたのか？ 議会の役割 1

なぜ1880年〜90年代に産業が勃興したのか？
景気
労働者

2

⼤⽇本帝国憲法は⽴憲主義か？ ⽴憲主義 2
近代法は⼈々の⽣活をいかに変えたか？ ジェンダー 1

福沢の思想をいかに評価するか？
メリトクラシー
⻄洋中⼼主義

2

なぜ、⽇清戦争が起きたのか？
国防
ナショナリズム

2

なぜ戦後に選挙権が拡⼤されたのか？ ナショナリズム 1

なぜ、⽇⽐⾕焼き討ち事件が起きたのか？
マスコミ
ナショナリズム

2

韓国併合は⽇韓の歴史に何をもたらしたか？
植⺠地政策
アイデンティティ

2

帝国主義の時代に⽇本が植⺠地を獲得したことは仕⽅なかったのか？
（⽇本の対外戦争）

明治時代（⽇本の近代の始まり）は幸せな時代だったか？ （明治政
府の成⽴）

⽇本は単⼀⺠族国家か？
（明治政府の外交問題）

現⾏憲法を⼤⽇本帝国憲法に戻すべきか？
（⾃由⺠権運動と⽴憲政治）
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表３：単元の段階 
段階 主な歴史的思考概念 主な問い 

①過去を探究す
る段階 

【⼀次資料の証拠】 
【原因と結果】 

【歴史上の他者の⾒解】 

・明治政府の政策によってアイヌの⼈々
はいかに⽣活が変化したか 
・明治政府はアイヌの⼈々をどのように
「⽇本⼈」にしたのか？ 

②現代社会を探
究する段階 

【歴史的意義】 ・現代のアイヌの⼈々は⾃らの歴史をど
のように捉えているか？ 

③意⾒を表明
し、交流する段
階 

【倫理的側⾯】 ・アイヌ⺠族はもういないのか？（⽇本
は単⼀⺠族国家か？） 

発表者作成 
 

ることを確認する。次に、ロシアが南下政策を進めることで、⽇本との間に国境策定を求
めたことで、1854年の⽇露和親条約でもって初めて⽇本が国境を意識したことを確認し、
国境が出来ることで、広域に交易を⾏っていたアイヌの⽣活はどのように変化するのか確
認する。 
⼩単元２−２の冒頭では、ある市議会議員が「アイヌ⺠族はもういない」という発⾔を S 
N Sで⾏い、炎上し、所属政党の⽀部連合会を除籍処分になった事例を紹介し、「アイヌ⺠
族が存在するか？」つまり、「⽇本を単⼀⺠族国家か？」は政治的論争であることを意識
させる。この問いは、現代を⽣きる私たちは、アイヌ⺠族はいない、つまり彼らの記憶を
忘却することが出来るのかを問う【倫理的側⾯】を働かせる問いである。次に、アイヌ⺠
族⾵習や⾔語などの概要を説明する。アイヌは 2013 年には 17000 ⼈に減少し、和⼈との
通婚が進んだこともあり、アイヌ独⾃の⽣活を送る⼈は少数であることを説明する。その
実情を確認するためアイヌの⾼校⽣を紹介したニュースを⾒せ、「アイヌの⾼校⽣は独⾃
の⽂化⾵習を持っているか？」「アイヌ⺠族はまだ存在していると⾔えるか？」と問いか
けることで、現状の⽣徒の意⾒を表出させる。 
 次にアイヌがいかに「⽇本⼈」として統合されたか、【原因と結果】を働かせて、その
過程を探究する。この過程では教科書を⽤いて、江⼾時代までのアイヌの⽣活様式をまと
めた後に、⽇本が主権国家体制のもと国境を引くことでアイヌの⽣活はいかに変容したの
かを考察する。つまり、⽇本が主権国家として国境を引く際に、北海道にて定住、耕作、
資源開発など恒常的な⼟地利⽤する必要があったため、現地住⺠が昔から⾏っていた狩猟
や漁労は禁⽌されることを理解する。その上で、明治政府はアイヌの⼈々をどのように
「⽇本⼈」にしたのかを探究する。ここでは、【⼀次資料の証拠】並びに【歴史上の他者
の⾒解】を働かせることで、当時の⽇本政府の視点を理解することを⽬的とする。北海道
旧⼟⼈保護法、当時の⺠俗学者であった喜⽥貞吉の⺠族統合に関する⾒解、1903 年の内国 
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資料１ 単元「⽇本は単⼀⺠族国家か？」の学習指導案 
１、単元の学習⽬標 
・⽇本は近代化する過程で国境を策定し、国境の内側に住む⼈々を「⽇本⼈」としたこと
を理解する。 
・アイヌの⼈々がどのような過程で、いかなるプロセスで「⽇本⼈」となったかを理解す
る。 
・現代のアイヌの⼈々は⾃らの過去をどのように記憶しているか理解する 
・私たちはアイヌの記憶をどのように扱うべきか判断する。 
 
２、単元の学習過程 

パ
ー
ト 

教師の主な発問と指⽰ 
【】は働かせる歴史的思考概念 
○○は資料 

⽣徒に獲得させたい⾒⽅ 

  
 
第
１ 
段
階 

最終課題「⽇本は単⼀⺠族国家か？」の
提⽰ 
⼩単元２−１ 
◎⽇本政府はいかに国境を策定したか？ 
①国境はいつ⽣まれたか？ 
 
 
 
②主権国家体制はどのような特徴を持つ
か？ 
③東アジアはどのような国際秩序だった
か？ 
④⽇本が初めて国境線を引いたのはいつ
か？ 
⑤なぜ、ロシアと国境策定しなければい
けないのか【原因と結果】？ 
 
⑥国境が引かれることで、アイヌの⼈々
の⽣活はどのように変化したか【原因と
結果】？ 
・沖縄、⼩笠原の国境策定、⽇清修好条
規、⽇朝修好条規に関する説明 
 

 
 
 
・17世期にウエストファリア条約がヨ
ーロッパの諸国間で締結された際に、
他国には内政不⼲渉してはいけないと
いう原則が採られたことによる 
・各国の排他的主権の地理的範囲であ
る「国境」を持つ 
・冊封体制。中国王朝を頂点とし、周
辺国が朝貢を⾏う精度 
・1854年、⽇露和親条約 
 
・ロシアは南下政策を進めており、中
国や⽇本と国境を策定する必要があっ
た。 
 
・交易範囲や居住範囲が国境管理のも
と制限される 
 
◎⽇本政府は幕末から明治にかけて近
隣諸国との間に国境を策定した。それ
まで、⽇本には明確な国境がなかった
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⼩単元２−２ 
◎アイヌ⺠族はもう存在しないのか？
【倫理的側⾯】 
①アイヌの⾼校⽣は独⾃の⽂化⾵習は持
っているか？資料１ 
 
②明治政府の政策によってアイヌの⼈々
はいかに変容したか？【原因と結果】 
②―１：江⼾時代までのアイヌの⼈々は
どのような⽣活をしていたか？教科書  
 
 
 
 
 
②―２：なぜ、北海道に屯⽥兵が置かれ
たか？資料２ 
 
 
 
 
③明治政府はアイヌの⼈々をどのように
「⽇本⼈」にしたのか？【原因と結果】 
③−１：北海道旧⼟⼈保護法はどのよう
な法律だったか【⼀次資料の証拠】？ 
資料３ 
 
③―２：アイヌの⼈々は「⽇本⼈」の中
でどのように位置付けられていたか？ 
⑴当時の⺠俗学者は⽇本⺠族の統合をど

が、ロシアの南下政策の影響で、1854
年に初めて国境をロシアとの間に策定
した。国境が引かれることで、⽇本の
「辺境」で⽣活していた⼈々の交易範
囲や居住範囲は制限された。 
 
 
 
 
・⾒た⽬は独⾃とは⾔えない。⽗親は
アイヌの伝統的な⾳楽の普及活動をし
ている 
 
 
・アイヌの⼈々は弥⽣時代以降も、狩
猟や漁猟を中⼼に⽣活しており、交易
により⽣計を⽴てていた。 
・本州の⼈々とは⽣活スタイルが異な
っていた。 
・江⼾時代になると、松前藩を通して
江⼾幕府の圧⼒が強まった 
・主権国家体制では、新規領⼟領有の
根拠とされたのは、定住、耕作、資源
開発など恒常的な⼟地利⽤だったの
で、現地住⺠が昔から⾏っていた狩猟
や漁労は恒常的な⼟地の有効利⽤とは
いえないため 
 
 
・アイヌの⼈々に教育や医療を施した 
・アイヌの⼈々を農業に従事させた 
 
 
・⽇本⺠族は複数の⺠族が統合し形成
したが、⺠族には優劣があり、優勢な
⺠族が劣勢な⺠族を同化していると考



 11 

のように捉えていたか？【⼀次資料の証
拠】【歴史上の他者の⾒解】資料４ 
 
⑵なぜ、内国勧業博覧会で⽣⾝のアイヌ
が展⽰されたのか？【歴史上の他者の⾒
解】 資料５ 
 
 

えられていた。 
・⽇本国内における奇異な存在として
⾒世物にされた。 
③アイヌは「⽇本⼈」になるも、奇異
で下劣な⺠族として扱われ、教育や医
療が施された。また、伝統的な⽣活ス
タイルである狩猟や漁猟を⾏うことは
できなかった。 

第
２
段
階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④現代のアイヌの⼈々は⾃らの歴史をど
のように捉えているか？彼らが⼤事にし
ているアイヌの歴史とは【歴史的意義】 
資料６ 
 
⑤現在、⽇本政府はアイヌに対してどの
ような政策を⾏っているか？【歴史的意
義】資料７ 資料８ 
 
 
 
 

・アイヌの⼈々は、アイヌの伝統を保
護したり、和⼈に抵抗した歴史上の⼈
物を⼤事にすると同時に、アイヌの近
代化や⽣活改善に寄与した⼈物を記念
している。 
・1997 年に北海道旧⼟⼈保護法が廃⽌
され、アイヌ⽂化振興法を制定した 
・2019年にはアイヌ新法が制定され、
アイヌは先住⺠であることが明記され
た。 
・⼀⽅で、経済⽀援や教育⽀援などは
不⼗分である。 

第
３
段
階 

◎アイヌ⺠族はもういないのか？（⽇本
は単⼀⺠族国家か？）【倫理的側⾯】 
・各⽣徒は最終課題に回答し、教師は観
点ごとに整理し、クラス全体で共有す
る。 

 

参考⽂献：テッサ・スズキ（2007）、中⼭（2019）、坂⽥（2017） 
 
【資料】 
資料１アイヌの⾼校⽣に関するニュース映像；資料２「（１）幕末に起きた変化とは？第
⼆次幕領期」坂⽥（2017）pp.39-46より抜粋；資料３北海道旧⼟⼈保護法；資料４、⺠俗
学者喜⽥貞吉の⾒解、テッサ・スズキ（2007）より引⽤；資料５；1903 年第５回内国勧
業博覧会（⼤阪）で展⽰されるアイヌ⺠族の写真；資料６荒井源次郎『アイヌ⼈物伝』
（1992年）、坂⽥（2017）より引⽤；資料８；アイヌ新法；資料９アイヌ新法の実効性に
関する新聞記事 
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勧業博覧会で展⽰された⽣⾝のアイヌ⺠族の写真を資料として⽤いる。ここでは、⽇本政
府はアイヌ⺠族を「⽇本⼈」とするも、「⼟⼈」の字義から伝わるように、野蛮で劣った
⺠族と捉え、保護や奇異なものとして展⽰する対象として扱っていたことを理解する。 
 第２段階では、【歴史的意義】を働かせて、第１段階で探究した過去を現在の⼈々がど
のように意義づけているのかを探究する段階である。アイヌの⼈々の意義づけを⽰す資料
として『アイヌ⼈物伝』を⽤意した。坂⽥（2017）によると、『アイヌ⼈物伝』はアイヌ
である作者の荒井源次郎が後世に伝えるべきアイヌの⼈物を紹介しているものである。ア
イヌの⼈々の歴史的意義と⼀概に括ることは出来ないが、アイヌの⼈々の記憶が明らかに
なる資料であると判断し、使⽤した。『アイヌ⼈物伝』にはアイヌの伝統を保護したり、
和⼈に抵抗したりした歴史上の⼈物を⼤事にすると同時に、アイヌの近代化や⽣活改善に
寄与した⼈物が掲載されている。坂⽥は、アイヌの⼈々が後者の⼈たちに意義づけしてい
ることに着⽬し、アイヌの⼈々は決して近代化を拒み続け、牧歌的な⽣活を営んでいるの
ではなく、近代化を受け⼊れながらアイヌの伝統⽂化の保存や、和⼈からの抑圧に戦い続
けたことを指摘する。この指摘はアイヌの記憶の複雑さを捉えることに適しているため、
この資料を⽤いることとした。また、アイヌ新法を読み取り、現在の⽇本政府がアイヌを
どのように記憶しているかを考察する。 
 第３段階は、【倫理的側⾯】を働かせて、最終課題に答える段階である。ここでは、授
業内容を踏まえて⽣徒個⼈で回答する。⽣徒の回答は教師が集約し、観点ごとに整理し、
次の授業冒頭にてクラスで共有する。 
 
３、授業の実際―生徒 2 人の学びの振り返りを通して― 

 本研究では、授業を受けた 2 ⼈の⽣徒の学びの成果と振り返りを⽰すことによって、歴
史意識の向上が⾒られたかを検証する。松尾（仮名）と柴⽥（仮名）はともに、歴史の授
業が嫌いで、これまでの歴史授業に全く学ぶ意味を⾒出せずに、成績も下位クラスであっ
た⽣徒である。初めに、2 ⼈の⽣徒の最終課題を⽰す。 
 
松尾の最終課題 
⽇本は単⼀⺠族国家とは⾔えない。⽇本の国境の制定は対外政策の⼀環に過ぎず、現地の
⺠族を考慮したものではない。例えば、⽇露間に国境を引いた⽇露和親条約は、不凍湖
（ママ）を求め南下政策を進めていた主権国家体制のロシアからの要求に応じた形で成⽴
しており、その結果、蝦夷地などの北⽅地域に住む⺠族を強制的に⽇本国⺠として区分し
た。また、琉球では明治政府が清国からの防衛を理由に琉球処分を⾏い、⽇本の⼀部であ
る沖縄県として統治下に置き、琉球の⾔葉を廃⽌するなど⼟着した独⾃の⽂化を奪ってい
った。アイヌ⺠族に焦点を当てると、明治政府は蝦夷地を北海道と改称し、新たな領⼟を
獲得するために定住や耕作といった恒常的な⼟地利⽤が必要であったので開拓史と屯⽥兵
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を設置、北海道旧⼟⼈保護法を制定した。その中で、漁労・狩猟や交易を⽣業としていた
アイヌ⺠族を農業に従事させ、⺠族としての特⾊を奪い「⽇本⼈」に仕⽴て上げる⼀⽅
で、和⼈とアイヌ⺠族を別学にしたり、博物館に⽣⾝の⼈間を展⽰したり、「⼟⼈」とい
う呼称を適⽤するなど、⽇本⼈ではあるが劣等な存在として本質的には差別されていた。  
現在は旧⼟⼈保護法は廃⽌され、アイヌ新法によってアイヌ⺠族が⽇本の先住⺠(現在の国
家によって⽗祖の⼟地が植⺠地化された者たちの⼦孫)であることが認められた。つまり、
アイヌ⺠族は固有の⺠族であり、アイヌ⺠族の⼦孫たちは「⽇本⼈」を強要されないこと
が保証された。よってアイヌ⺠族はまだ存在している。 
 
柴⽥の最終課題 
⽇本は単⼀⺠族国家ではないと思う。⺠族と⽂化的な習慣や宗教等を共にする共同組織の
ことを指していると辞書に書いてあった。アイヌ⺠族の⾔葉は、⽇本の⾔語とは由来も全
く違う。またもともと伝わってきた⼟地も異なる。政府は開拓使、屯⽥兵の設置をした
が、それはアイヌの意思とは異なっていて無理やり侵⼊したものであった。また、⾃分た
ちより劣勢なものとしていた。今現在は⾒た⽬を使っている⾔語はほとんど変わらない彼
らの伝統を⼤事にすると⾔う点においても、彼らは本⼟とは違う独⽴した⺠族であるの
で、同じ⺠族ではないといえると考える。よって⽇本は単⼀⺠族国家ではないと思う。 
 
 2 ⼈はこれらの学びをいかに意味づけたのかを以下に⽰す。 
 
⑴過去の探究に関して 

 2 ⼈の語りから、2 ⼈がともに過去の探究の仕⽅に変化が⽣じていたことが明らかにな
った。松尾と柴⽥は共に、１年間の授業を⼤変満⾜であると感じていたが、その理由とし
て以下のように回答していた。 
 
（柴⽥）（これまでの歴史授業は）なんかテストとしてはその、その記号として覚えるみ
たいな感じでしたその本能寺の変が何たるかっていうよりも、本能寺の変ってものがこの
時期にありましたね。で、何かその授業が何かせっかくいろんなストーリーがあるのに、
それを知れなで⾏っちゃうとちょっと楽しくないなって思っていて、でもこの⾼校の授業
で、何て⾔うんだろう。例えば本能寺の変だったら、織⽥信⻑側から⾒たストーリー、明
智光秀側から⾒たストーリーみたいな感じで、いろんな⾯から多⾓的に⾒れたのがすごく
印象的で、それがあったことによって何か、何どういう流れでこのことが起きたんだと
か、こういう感情があったんだそういうのが知れたのはすごい良かったので、⼤変満⾜と
いう結果に 
 
柴⽥は、これまでの歴史授業は⼈物名や事件名をただ覚えるだけの「記得る号として覚え
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るみたいな」授業であったと述べる。⼀⽅で、発表者の歴史授業は、様々な視点から多⾓
的に歴史を考察し、出来事の流れや、その当時の⼈々の感情を知ることができたと述べて
いる。 
 
（松尾）なんか私はこれって⾔うんじゃなくて何か全体を通して、何だろう。昔当たり前
なんですけど、昔の⼈って本当に⽣きてたんだなっていう（柴⽥：あー）かみんな⼈が⽣
きてて、それぞれの視点があってみたいなのが、いろんな意⾒とか、当時の状況とかから
読み取れたから 
 
 松尾は授業を通して、昔の⼈々が⽣きていたと実感したと述べるが、その理由として同
様に、⼈々の意⾒や当時の状況などを多⾯的に考察することができたと述べる。」 
2 ⼈の語りから、2 ⼈は【⼀次資料の証拠】や【原因と結果】【歴史上の他者の⾒解】を
働かせることによって、これまでただ暗記していて単線的に理解していた歴史を多⾓的に
考察する⽅法を⾝につけたことが分かる。 
 
⑵自らとは異なる記憶への気づき 

 2 ⼈は過去の探究の⽅法を⾝につけるのと同時に、⾃らとは異なる記憶に気づくことが
出来ていた。以下は、発表者の授業が好きになった柴⽥が語る理由である。 
 
（柴⽥）その普段スポットライトが当たっていない歴史上の⽅の、例えばそのアイヌの
⽅々、そのなんていうの、本⼟側というかそっち側の意⾒で統⼀させよみたいなのは知っ
てたけど、アイヌ⺠族の⽅がった側に⽴った意⾒があまりなかったからその⼀⾯だけを⾒
て今まで歴史を理解してたのがなんか、それだけじゃないんだなっていうのはすごく楽し
くて 

 
柴⽥は、アイヌ問題を「和⼈」⽬線でアイヌを統合するという視点から⾒た歴史は知って
いたが、授業を通してアイヌから⾒た歴史を知ることで、今まで⾃分が⼀⾯的な歴史の⾒
⽅をしていたことに気づいたと述べている。また、松尾は他者の記憶の違いを知ること
で、他者理解の重要性について語っていた。 
 
（松尾）他者理解を深めたいなみたいなのをずっと思って、中学から、今でもずっとなんで
すけど。⼈の気持ちに⽴って考えるのはすごい難しいじゃないですか。⾃分は⾃分なので、
⽣き⽅が違うし、価値観も違うし、価値感っていうの何かもっとを辿れば、なんか⼩さい頃
の⾃分の家庭まわり以上とか、そういうのが、なんだろう、そういうのが⾃⼰を形成してい
るんですけど。そういうの、全く違う⼈で、隣でこうやって話してても絶対に違う⼈なので、
100%理解ができるとは思うがないんですよね。私はだからあえて理解はできなくても、も
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っと相⼿の⽴場に⽴って考えて、理解じゃなくて同意、同意じゃない。知ることは⼤事だみ
たいな 
（発表者）完全にわかりはしないけども（松尾：わかりはしない）それを知ろうと 
（松尾）知ろうと思ったので、アイヌの⽅々を受けて、何か実際に今のアイヌ⼈々のインタ
ビュー映像あったじゃないですか。そういうので、やっぱりこういう、今まで気をつけてき
たことってやっぱり⼤事なんだなっていう、更に思った、さらに気をつけるようになったと
いうか。そんな感じですね。 
 
 松尾はこの授業を通して歴史を学ぶ意味として、他者理解することの重要性を挙げてい
た。松尾は個⼈の価値観は⽣まれ育った環境によって形成されるため、他⼈を完全に理解
することは出来ないが、相⼿の⽴場に⽴って考えることの重要性を指摘している。また、
アイヌの⾼校⽣のインタビュー（資料１）を⾒て、⾃分とは異なる記憶を持つ⼈々を理解
することの重要性に気づいたと述べる。 
 
⑶連累の意識 

 以下は、印象に残っている授業を聞かれた柴⽥の発⾔である。 
 
（柴⽥）私思い出しました。⼀個。通俗道徳です。1番私多分それが⼀番衝撃。多分だから
松尾さんが⾔っていたのと同じで、気が強いとか気が強いって⾔うか、他⼈の意⾒もそうだ
なって思うけどでも、私はこう思ってるみたいで、ここ（周り）は曲がるけど、ここ、芯は
絶対ブレないみたいなところがあって、その意⾒があるねその意⾒があるね。でも私はこう
かなって結構⼼の中で思っちゃうタイプなんですけど、それでいうとそのアイヌの⼈とか
もマジョリティ側から⾒て、うん、だってそのマイノリティでこっちが保護してあげて。だ
から、何がいけないのみたいなとこは、通俗道徳も、だって私達もね、世間的に⾒るとそこ
そこ勉強ができる⼦ってなるかもしれないけど、ちっちゃい頃からずっと勉強頑張ってき
て、なんでそのな頭いいのとか聞かれても、いや、だって、それなりにやってきてるしみた
いな。あるよね 
・・・ 
それなりに勉強していきたいそう何か運動も、何か他の⼦よりも、例えばみんながゲームし
ている間に⾃分はそっちもすごいがんばったから、別になんかその差じゃないみたいに思
ってたことがあったんですけど、通俗道徳の話聞いて、もう何か⼀番最初に⽣まれた時点で
のスタートラインが違うっていうのを、すごいなんか、頭ではわかったけどその通俗道徳っ
ていう⾔葉を聞いてから、それをすごく実感した。本当にその個⼈の努⼒じゃどうにもなら
ないこととかっていうのってあるんだなと感じました。通俗道徳の授業が⼀番⼼に響いた。 
 
 柴⽥は最も印象に残っている授業は通俗道徳を扱った授業である。発表者は松沢
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（2018）が指摘する近代以降、結果が全て個⼈の努⼒に帰される通俗道徳を度々視点とし
て⽤いていた。柴⽥は、通俗道徳を知ることでこれまで⾃分が当たり前であると思ってい
た考えに疑問を持つようになったと述べている。例えば、⾃分はこれまで成績が良かった
が、それは⾃分が努⼒をしてきたからであると考えていたが、そうでない⾒⽅があること
を歴史の授業を通して感じたと述べる。また、アイヌの⽴場から歴史を⾒ることが出来た
ことが良かったと述べていたが、さらに、これまではマジョリティ側に⽴ち、マイノリテ
ィを保護してあげているのになぜ問題なのかと感じていたが、その考えに疑問を持つよう
になったと述べる。このように、授業を通して、歴史の中で形成された考え⽅が今の⾃分
の考え⽅と結びついていることに気づき、別の考え⽅を検討している⽣徒がいることが明
らかとなった。 
 
４、おわりに 

 以上、本発表では歴史意識の向上を図る⽇本近代史カリキュラムの開発論理と実際を⽰
した。⽣徒の学びの振り返りから伺えるように、過去をいかに知りうるかといった過去を
探究する⽅法だけではなく、異なる記憶を有する⼈々への気づき、また⾃分の考えが 
歴史上形成された考えと共通していることに気づき、問題解決のために他の選択肢も取り
うることに気づきを得ていた。 
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