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⾃⼰紹介

所属 東京⼤学⼤学院教育学研究科 博⼠後期課程

研究関⼼ ⾼校⽣の歴史授業の意味づけ、歴史意識、歴史的思考、歴史論争問題

主な業績

「⾼校⽣は教師の歴史授業をいかに意味づけるのか？ー「習得」と「専有」の観
点からー」『社会科研究』90 号

「現代社会における歴史論争問題に取り組むための授業設計ーセイシャスらの
「歴史的思考プロジェクトの着⽬してー」『社会系教科教育学研究』32号

東京都内の⼤学附属中学・⾼等学校（私⽴）で⾮常勤講師（⾼３・⽇本史）担当



なぜ歴史論争問題を扱うのか？

理論的根拠：社会における公的論争問題を扱うことで社会における不正義を是正
しようとする市⺠性教育に⻑い伝統がある（ラッグ,2018; Whetheimer&Kahne,2004;渡部,2019）

歴史論争問題は過去を対象としても、現代社会に参与できる市⺠の育成に繋がる

レリバンス：⼦どもたちが歴史の探究に意味を感じるのは論争問題を扱うとき
（Barton,2004;Gross,2014）

論争問題を評価する際の課題（障壁）
・⽣徒個⼈が表出する価値観や信念をいかに評価するのか？



Ⅰ，⽬標モデルを確⽴する
Historical Thinking Project

• Seixasは集合的記憶が対⽴する現代においては、歴史的思考概
念を⽤いて、いかに過去の説明が作られたり、⼈々が過去を記
憶している⽅法を知る必要があると述べる。

• 単元設計の⾻組みかつ⽣徒の思考を可視化する⽬標モデルとし
ての歴史的思考概念（表１）



分類 歴史的思考概念 〇概念の視点　・問いの例

過
去
の
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
の
概
念

①一次資料の証拠
（primary sources）

〇歴史を議論するために，どのように史資料を見つけ，選択し，文脈化し，解
釈するか？
・1916年の新聞記事から，戦時中のドイツ系カナダ人への態度について何が分
かるか？

②原因と結果
（cause & consequence）

〇どのように，そしてなぜ特定の状況と行動が他者を導いたのか？
・先住民族が1812年戦争に参加したのはなぜか？そして関与の結果はどうだっ
たか？

③歴史上の他者の見解
（historical perspectives）

〇人々の生活や行動を形作る社会的・文化的・知的・感情的な文脈に照らし合
わせて，どのようにして「異国としての過去」を理解するか？
・ジョン・マクドナルドは，1886年に「中国人」と「脱穀機」をなぜ比較する
ことが出来たのか？
・先住民が1812年戦争に参入する際の，19世紀の思想，感情，そして結果の背
後にある大きな物語とは何であるか？

過
去
の
文

脈
と
現
代

社
会
を
関

連
付
け
る

概
念

④継続と変化
（continuity & change）

〇今日に至るまでに何が変化し，何が継続しているのか？
・1950年代から今日にかけて，10代の少女たちの生活の何が変化し，何が変化
しなかったか？
・1812年戦争の解釈は過去200年でどのように継続・変化したか？

（Seixas(2006)をもとに筆者ら作成．なお，「分類」は筆者らによるものであり，「・問いの例」の一部はTHE Historical
Thinking PROJECTの授業プランから歴史的思考概念を特徴づける発問も引用している．）

現
代
社
会
を
探
究
す
る

た
め
の
概
念

⑤歴史的意義
(historical significance)

〇なぜ今日，歴史上の特定の事象や動向，そして問題について我々が重要であ
ると思うのか？
・なぜエイブラハム平原がカナダの歴史にとって重要なのか？
・なぜ女性史は50年前と比べより意義を持つようになったのか？

⑥倫理的側面
（ethical dimensions）

〇我々が現在において，どのように過去の様々な状況の人物の行為を判断して
いるか，過去についての異なる解釈が今日の異なる道徳的スタンスにいかに影
響を与えているか？
・いつ私たちは記憶や先住民寄宿舎の被害者などへの償いに責務を負うのか？
・カナダが1930年代にユダヤ人難民を少数しか受け入れなかったことは，いか
に我々に教訓を与えるか？

表１ HTPの歴史的思考概念

星ほか（2020）

過去の犯罪や不正義の遺産を我々
が引き継ぎ、犠牲者や⾏いを評価
する概念
➡歴史論争問題を取り扱う際の中
⼼概念
＊道徳や倫理を直接問うことは
道徳教育になるのでは？



Ⅱ，歴史的思考概念を⾻組みに歴史論争問題
を単元化する

「⽇本は単⼀⺠族国家か？」の場合
１）中⼼的な問い（MQ）を設定する

「⽇本は単⼀⺠族国家か？」…現代においても度々浮上する論争的な問いであり、道
徳的な反応をも引き起こす「倫理的側⾯」を働かせる問い

➡最終課題として各⾃にエッセイ（記述）を課す（可視化）

２）単元を構成する

• 単元は「明治政府の外交」で開発し、国境策定並びに国⺠形成とアイヌ⺠族の関係
性を扱った。歴史的思考概念を反映させた問いを⽤いて単元を構成した（次⾴）。

例：明治政府の政策によってアイヌの⼈々の暮らしはいかに変容したか？ 【継続と変化】【原因と結果】



Part1     ウェストファリア体制の成⽴と東アジアの外交関係に関する概説（2時間）

Part

２

国
境
画
定
と
ア
イ
ヌ︵
３
時
間
︶

Q1 明治政府の政策によってアイヌの⼈々の暮らしはいかに変容したか？ 【継続と変化】【原因と結果】
１ー１ 江⼾時代までアイヌの⼈々はいかに暮らしていたか？ （②教科書）
１−２ なぜ、北海道に屯⽥兵が置かれたか 【原因と結果】（②主権国家体制下の国境交渉）
１ー３ アイヌの利⽤していた⼟地はどのように扱われたか？ 【原因と結果】（①地券発⾏条例）

Q２ 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】【他者の⾒解】
２ー１ 北海道旧⼟⼈保護法はどのような法律であったか？ 【他者の⾒解】
（①旧⼟⼈保護法、①アイヌの教育に関する国会審議）
２ー２ アイヌの⼈たちは「⽇本⼈」のなかにどのように位置付けられたか？【他者の⾒解】
（①1903年内国勧業博覧会で展⽰されるアイヌ⺠族、①岩野泡鳴の⽇記、①⺠俗学者喜⽥貞吉の⾒解）

Q３ 現代の⼈々はアイヌの歴史をどのように捉えているのか？【歴史的意義】
３ー１ アイヌの⼈々は⾃らの歴史をどのように捉えているのか？【歴史的意義】

（①⼆⾕ダム建設反対運動を主導した⾙澤正の⼿記、①荒井源次郎『アイヌ⼈物伝』）
３ー２ 政府はアイヌの歴史をどのように評価しているか？ 【歴史的意義】

（①アイヌ⽂化振興法、①アイヌ新法、②アイヌ新法を報じる新聞記事、②認めらない先住権）

Q４ アイヌ⺠族はもういないのか（⽇本は単⼀⺠族国家と⾔えるのか）？【継続と変化】【倫理的側⾯】

＊ は概念、［ 」は資料、①は⼀次資料、②は⼆次資料
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Ⅲ，いかに評価するか？
評価基準としてのベンチマーク

• 評価基準としてベンチマークを⽤いる

HTPでは歴史的思考を評価するためのフレームワークとして、６つの歴史的思考概念各々の優れた
思考様式を記述したベンチマークを開発している（ Seixas,2008）

「⽇本は単⼀⺠族国家か？」に合わせてベンチマークを⼀部改編（表３：太字）

• いかに道徳教育から歴史教育にするか？

倫理的側⾯のベンチマークb「現在における倫理的、政治的問題についての判断を告げるために歴史
的ナラティヴを⽤いることができる」

➡倫理的側⾯以外の概念を⽤いていかに歴史的ナラティブを形成し、形成されたナラティブをもと
にいかに倫理的な判断を⾏なっているか評価を⾏う



表２：評価基準としてのHTPのベンチマーク（Seixas,2008）
概念 洗練された思考

歴史的意義 a）より⼤きな意味のあるナラティヴの中にどのように埋め込まれているかを⽰すことによるか、あるいはそれが現在も続
いている、もしくは新しく⽣まれた問題にどのように光を当てるかを⽰すことによるかのいずれかで、出来事、⼈もしく
は発展がどのように意義があるのかを例証できる。
b）いかに、そしてなぜ歴史的意義が時間を通して、そしてある集団からある集団へ変化するのかを説明できる。

⼀次資料の証拠 a）歴史的事象についての創造的な説明を例証するために、いくつかの⼀次資料を⽤いることができる。

継続と変化 a) 歴史上のいかなる時点においても、いかにある物事が継続し、他の物事が変化しているのかを説明できる。
b) 我々が概して継続していると仮定している⽣活の側⾯における経時的な変化を特定し、通常経時的に変化したと仮定し
ている⽣活の側⾯における継続性を識別することができる。
c) 時代区分や進歩や退化の判断は、⽬的や視点によって異なることを理解できる。

原因と結果 a) 変化をもたらす際の意図的な⼈間の活動と⼈間の活動を制約するものとの相互作⽤を明らかにすることができる。
b) 特定の出来事についての原因の様々な様式を明らかにし、その出来事についての1つもしくはそれ以上の説明を⽤いる
ことができる。
c) 対抗する事実を構成することができる（例：もしイギリスが1914年にドイツに宣戦布告しなかったとしたら、その時は
…）

歴史上の他者の⾒解 a) 歴史的説明における現在主義を認識できる。
b) 歴史的背景についての証拠や理解を⽤いて、歴史上の⼈々の⾏動が最初は⾮合理的であったり、説明不
可能であるように⾒えたり、我々がするであろうことや考えるであろうことと異なっていたとしても、な
ぜ彼らが取った⽅法で⾏動したのかについての問題に答えることができる。

倫理的側⾯ a) 過去における⼈々の⾏為についての判断を⾏ない、彼らが活動していた歴史的⽂脈を認識す
ることができる。
b) 現在における倫理的、政治的問題についての判断を告げるために歴史的ナラティヴを⽤いる
ことができる。



表３ 評価基準としての「⽇本は単⼀⺠族国家か？」のベンチマーク
概念 洗練された思考

歴史的意義 a）「⽇本は単⼀⺠族国家か？」というナラティブがより⼤きな意味のあるナラティヴの中にどのように埋め込まれている
かを⽰すことによるか、あるいはそれが現在も続いている、もしくは新しく⽣まれた問題にどのように光を当てるかを⽰
すことによるかのいずれかで、出来事、⼈もしくは発展がどのように意義があるのかを例証できる。
b）いかに、そしてなぜ歴史的意義が時間を通して、そしてある集団からある集団へ変化するのかを説明できる。

⼀次資料の証拠 a）歴史的事象についての創造的な説明を例証するために、いくつかの⼀次資料を⽤いることができる。

継続と変化 a) 歴史上のいかなる時点においても、いかにある物事が継続し、他の物事が変化しているのかを説明できる。
b) 我々が概して継続していると仮定している⽣活の側⾯における経時的な変化を特定し、通常経時的に変化したと仮定し
ている⽣活の側⾯における継続性を識別することができる。
c) 時代区分や進歩や退化の判断は、⽬的や視点によって異なることを理解できる。

原因と結果 a) 変化をもたらす際の意図的な⼈間の活動と⼈間の活動を制約するものとの相互作⽤を明らかにすることができる。
b) アイヌの近代化についての原因の様々な様式を明らかにし、その出来事についての1つもしくはそれ以上の説明を⽤い
ることができる。
c) 対抗する事実を構成することができる（例：もしイギリスが1914年にドイツに宣戦布告しなかったとしたら、その時は
…）

歴史上の他者の⾒解 a) 歴史的説明における現在主義を認識できる。
b) アイヌの近代化、並びに「⽇本⼈」になる歴史的背景についての証拠や理解を⽤いて、歴史上の⼈々の
⾏動が最初は⾮合理的であったり、説明不可能であるように⾒えたり、我々がするであろうことや考える
であろうことと異なっていたとしても、なぜ彼らが取った⽅法で⾏動したのかについての問題に答えるこ
とができる。

倫理的側⾯ a) 過去における⼈々の⾏為についての判断を⾏ない、彼らが活動していた歴史的⽂脈を認識することがで
きる。
b) 現在における倫理的、政治的問題である「⽇本は単⼀⺠族国家である」というナラティブについての判
断を告げるために歴史的ナラティヴを⽤いることができる。



⽣徒の具体的な記述①
結論から⾔うと、⽇本は単⼀⺠族国家でないと思う。 アイヌ⺠族を例にするならば、確かに明治
期に政府は、⻄洋諸国に⼟地領有を認めてもらうために、開拓使を設置し、蝦夷地の⽀配を図っ
た。加えて、北海道旧⼟⼈保護法を発布して、農業による恒常的⼟地利⽤をせざるを得ない状況を
つくった。結果、旧⼟⼈保護法はアイヌ⽂化を否定するようなものとして扱われた。 しかし現在
では、アイヌ⽂化は遺されるべきものだとされており、アイヌ⽂化振興法(=北海道旧⼟⼈保護法の
廃⽌）やアイヌ新法の制定により、アイヌ⺠族を⽇本の先住⺠とし、アイヌ⽂化を尊重していく姿
勢が⾒られた。 また、現在⽣存しているアイヌ⺠族は、⼀般的な⽇本⼈（いわゆる和⼈）と変わ
らない⾒た⽬や⽣活をしている。それはアイヌの⽂化を否定しているではなく、あくまでもアイヌ
⺠族としての発展し続けているという姿勢を⽰している。 よって、アイヌ⺠族と共存している⽇
本は単⼀⺠族国家ではない。

▶原因と結果と歴史上の他者の⾒解、歴史的意義を⽤いて歴史的ナラティブを形成し、倫理的側⾯として
⽇本は単⼀⺠族国家ではないと記述 A 評価



⽣徒の具体的な記述②
私は⽇本は単⼀⺠族国家になってきていると思う。江⼾時代まで、アイヌ⺠族は稲作ではなく漁労や採集など
の⽣業をしてきて、和⼈と交易を⾏うなど、アイヌ⺠族という主張があった。しかし、室町時代以降和⼈の⽀
配を受けるようになり、明治時代には開拓使の設置や、屯⽥兵の設置により、伝統的な⽂化である⽣業が否定
され、さらにはアイヌ⼈が使⽤していた⼭林や川、住居は全て勧誘地にされてしまい、今までの⾃由な暮らし
から制限された暮らしに変化してしまった。そこで政府は北海道旧⼟⼈保護法を制定し、アイヌ⺠族を保護す
る法律を作ったが、やはりアイヌ⽂化の否定も含まれている内容となっていて、⽇本⼈はアイヌ⺠族を表⾯上
⽇本⼈としてみているが、異⺠族として⽴場上は劣ってみている、⽂化の保存が⽬的で展⽰会が開かれるな
ど、⼈間としての尊厳が⽋け、平等な振る舞いをおこなわれていなかった。さらには、⾔語の否定により、⽇
本語による同化が求められていた。これらから、⾔葉の表現が悪いが、アイヌ⺠族は⼈間としての権利という
よりは⽂化としての保存の存在になっているから、アイヌ⺠族が存在すると⾔えないと思う。だから⽇本は単
⼀⺠族国家になってしまったと考える。

▶継続と変化を軸に、過去の政策を他者の⾒解から捉えた上で、その歴史的意義を判断し、倫理的側⾯を⽤い
ている。 A評価



⽣徒の具体的な記述③
私は、⽇本にはアイヌや琉球などの⺠族が存在すると思うし、⺠族の存在を認めなければならないと考える。
そのため、⽇本は単⼀⺠族国家ではないと考える。 現在、アイヌの⾔葉を話せる⼈は少なく、⽇常的に
使っている⼈となればさらに少ない。また、アイヌの伝統的な⽣業であった狩猟や採集だけで⽣きている⼈
もいない。このように、現在においてアイヌの⼈々と私たちの暮らしは⼤きくは変わらない。 しかし、ア
イヌの⺠族や⽂化をないものにしてはいけない。 明治政府は旧⼟⼈保護法や屯⽥兵の設置などアイヌの⽂
化を廃滅させるような政策とっていた。このように⾃分とは異なる⽂化を軽視し廃滅することは、他者を排
除することでありあってはならない。そして、アイヌの⺠族や⽂化をないものにすることは、彼らの⽂化を
否定したという過ちまでもないものにしてしまう。 ⾃分と異なるの⽂化を否定し、廃滅させようとした過去
の過ちを認識し、繰り返さないためにアイヌ⺠族の存在を認めるべき。このようなことから、私は⽇本は単
⼀⺠族国家ではないと考える。

▶歴史上の他者の⾒解と継続と変化を⽤いて歴史的ナラティブを形成し、倫理的側⾯として現代においても
異⽂化を否定することは過去の過ちを繰り返すことであるとナラティブを形成 B評価



⽣徒の具体的な記述④

私は、⽇本は単⼀⺠族国家であると考える。正確には単⼀⺠族国家にしたと⾔った⽅が正しいかもしれな
い。もともと⽇本にはアイヌ⺠族をはじめとしていくつかの⺠族が存在していた。しかし、明治政府が開拓
使や屯⽥兵を設置したことでだんだんとアイヌ⺠族は独⾃の⽣活が送れなくなり、最終的にはいくつかの保
護をする法を作ったものの正直それまでやってきたことの罪滅ぼしでしかない。このように⽇本は単⼀⺠族
国家になったのではなく、単⼀⺠族国家にしたという表現が正しいのではないかと考える。

▶継続と変化に着⽬した上で、倫理的判断を⾏なっている Bー評価



ルーブリック（評価基準）の作成

A ３つ以上の概念（洗練された思考）を⽤いて歴史ナラティブを形成＋倫理的側⾯ 41

B １、２つの概念（洗練された思考）を⽤いて歴史ナラティブを形成＋倫理的側⾯ 81

C 倫理的側⾯のみ 12

歴史的思考をいかに反映させることができているか、概念が反映されている箇所にマーカーをつける
➡以下のルーブリックを作成



Ⅳ，評価を⾏う際の論点
政治的中⽴性/相対主義

・⽣徒個⼈の価値観や信条を否定するこ
とにもなりかねないため、⽇本は単⼀⺠
族国家か？という問いの是⾮の評価は⾏
わない（政治的中⽴性）

・評価は倫理的側⾯の判断材料となる歴
史ナラティブの形成⽅法に形式的に着⽬

・形成された歴史的ナラティブの質を評価する
ことで、根拠ない主張は排除することができる
（質の向上）が、相対主義になる危険性

➡エッセイをもとに討論授業を⾏うことで解釈
が弁証されていく？

＊本実践では時間の関係から、⽣徒の解釈を論
点ごとに整理し、フィードバックを⾏なった

＊⽣徒が提出した際に、「単元最終課題の正解が知りたい」という意⾒が少数あったので、１つの正解はないと
述べた上であくまでも１意⾒として星の⾒解を表明
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参考資料：いかに評価するか？②
定期試験に歴史的思考を持ち込む

• ⼩林よしのり×⾹⼭リカのアイヌをめぐる論争（2015）を問
題⽂とすることで、歴史論争問題における論点と学習内容を関
連づける

• 初出問題を出すことで、暗記した知識を当てはめるのではな
く、試験時間中に歴史的思考概念を使⽤させる

問１ 歴史上の他者の⾒解 歴史的意義

問９ 歴史的意義 倫理的側⾯



⾹⼭ ⼩林さんは「⽇本に同化している」とおっしゃいますが、それは同化政策によるものです。そこもひとつ問題だと思います。明治維新や旧⼟⼈保護法の頃
の話です。当時同化政策を進めた側は、もしかすると悪意があったわけではなく、①「和⼈の⽣活をさせてあげることがアイヌにとっても幸せなんだから和⼈に
なりたまえ」という気持ちだったのかもしれません。私⾃⾝はその点に関しても疑問に思っていますが、千歩譲ってそうじゃない、善意でやったんだ、同化させ
てやったんだということだとしても、世界的に⾒れば、1970年代、80年代頃から、それは間違っていたんじゃないかという流れが起きています。いわゆる先住
⺠族の権利回復という流れです「アボリジニもオーストラリア⼈になりなさいよ」「イヌイットの⼈たちもカナダ⼈になれば幸せだよ」と⾔って、当時は福祉と
してやっていたのだとしても、それは間違っていたんじゃないか。そういった声がマジョリティの側からもマイノリティの側からもあがってきています。アイヌ
もそうした世界の流れの中で、同化を捉え直そうという動きがあります。

⼩林 ⾃分はアイヌ⺠族であると⾔った場合に、何を守るの? アイヌ語を守るの? アイヌの⽣活を守るの?

⾹⼭ それは彼らが決めればいいんですよ。こちらが決めることではない。こちらは⼀度奪った側です。アイヌ語を使うなとか、②鮭を獲るなとか、禁じてし
まって、その時代には戻れないから。

⼩林 何が何でも⾃分はアイヌというアイデンティティを持たなければ⽣きていけないんだと、そこに⾃分は誇りを持つんだと⾔うのなら、それはもう勝⼿にや
ればよろしい。ただこちらは認めない。

⾹⼭ なんで認めないんですか? なんで認めてあげないんですか?

⼩林 そういう⼈たちがいてもいいが、学術的、合理的に⾔うなら、⺠族というものには⼊らない。

⾹⼭ それこそ全然学術的じゃないですよ。河野本道さんら⼀部の⽂化⼈類学者の中ではもしかしたらそうかもしれないけれども、もっといろいろな政治学や歴
史学など全体の⺠族観で⾔えば、それはかなり偏った、しかも古い⺠族観だと思います。学術の世界でそんなことを⾔ってる⼈はいませんよ。

⼩林 少数⺠族って⾔ったってさ、⼀種類のアイヌだけが北海道にいたわけじゃないからね。何種類もの⼈間がいて、アイヌはそのひとつに過ぎない。いろんな
⺠族がいて、⾔葉も違うし⾵習も違う。③（ A   ）から⼊ってきたのもいるし（ B   ）から⼊ってきたのもいる。和⼈と混合した⼈間もいる。もともとを
⾔えば関東以北は全部蝦夷だから。だからグラデーションなんだよ。徐々に同化していって、和⼈になっていった。

⾹⼭ 江⼾時代頃からいわゆる和⼈の⼊植が始まり、商場知⾏制や場所請負制といった収奪の構造をつくり植⺠地化していきました。そして④明治になってから
「北海道」と勝⼿に決めて、旧⼟⼈保護法ができていくわけですよね。その上で起きたいわゆる 同化です。ずーっとグラデーションで、⾃然に同化していった
というようなことをおっしゃいましたが、やはりそれは、ある時点からの急速な同化なんです。

⼩林 それを⾔うなら蝦夷地だって何度も征夷⼤将軍が⾏って、制圧していったわけだよね。

⾹⼭ アイヌの場合はもうちょっと急速なものじゃないですか? 明治以降、急速に和⼈の⼈⼝が増えたという史料もあります。政策によって急に増えたわけです。

⼩林 そもそも⑤国境線を引く時に、⑥北海道という地が空いていたら、そこは⽇本に占領されるかロシアに占領されるかという話でしょう。ロシアも⽇本も
「ここはアイヌの⼟地ということで空⽩地帯にしておきましょう」「お互い、ここは⼿をつけないでおきましょう」というふうなことがあり得たか。帝国主義の
時代に、それがあり得たかということなのよ。

⾹⼭ ⑦それは当時の必然だったのかもしれません。帝国主義の時代ですから、そういうところは世界中たくさんありましたよ。しかし80年代くらいに、⽀配し
た側の⼈たちからも、それに対する⾒直しや反省が⽣まれてきたわけですよね。

以下は、「アイヌ⺠族は存在するか？」を巡って⾹⼭リカ（精神科医）と⼩林よしのり（漫画家）の間でなされた対談（論争）である。⽂章を読み、設問に答えなさい。



（１）下線部①中の「「和⼈の⽣活をさせてあげることがアイヌにとっても幸せなんだから和⼈になりたまえ」と
いう気持ち」は北海道旧⼟⼈保護法にどのように反映されているか、またその善意が間違えと考えられているのは
なぜか説明しなさい。

【歴史上の他者の⾒解】【歴史的意義】を活⽤する試験問題



（９）2020年７⽉、北海道⽩⽼町にアイヌ⽂化について学ぶことができる「ウポポイ」がオープンした。
資料１は「ウポポイ」のHPにある施設の概要説明である。政府は2019年末に全国の博物館や⼤学にあったアイヌの⼈々の遺⾻を
「ウポポイ」に移したが、そのことは喜ばしいことではないという意⾒もある（資料２）。なぜなら、資料３が⽰すようにアイヌ
の⼈々の遺⾻は勝⼿に掘り起こされ、研究対象とされてきたからである。アイヌが研究対象となることやアイヌの⽂化が展⽰され
ることには常に差別構造を孕んでいる。「ウポポイ」にてアイヌの⽂化を展⽰することの意義と課題を明確に論じ、その上でどの
ような展⽰を⾏なっていくべきかあなたの意⾒を述べなさい。

資料１ ウポポイの施設説明
アイヌ⺠族は⽇本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住⺠族です。⽇本語と系統の異なる⾔語である「アイヌ語」をはじめ、⾃然界
すべての物に魂が宿るとされている「宗教観」、祭りや家庭での⾏事などに踊られる「古式舞踊」、独特の「⽂様」による刺繍、⽊
彫り等の⼯芸など、固有の⽂化を発展させてきました。 ウポポイは⽇本の貴重な⽂化でありながら存⽴の危機にあるアイヌ⽂化の
復興・発展のための拠点となるナショナルセンターです。また、我が国が将来に向けて、先住⺠族の尊厳を尊重し差別のない多様で
豊かな⽂化を持つ活⼒ある社会を築いていくための象徴として整備するものです。豊かな⾃然に抱かれたポロト湖のほとりで、
アイヌ⽂化の多彩な魅⼒に触れることができます。 https://ainu-upopoy.jp/facility/upopoy/
資料２ ウポポイに移されるアイヌの⼈々の遺⾻
政府は2019年、全国の⼤学や博物館にあった遺⾻の多くを⽩⽼に新しく建設した「ウポポイ」の慰霊施設に移しま
した。「よかったですね」という⼈もいます。しかし、それは違います。北⼤の棚からウポポイの棚へ移っただけだ
からです。そもそも遺⾻の多くは盗掘されたものなのに、ウポポイに移されると収集した学者の責任が曖昧にされて
しまう。
資料３ 対象となるアイヌの⼈々の遺⾻
2012年、⼩川隆吉エカシと城野⼝ユリフチが、北海道⼤学を相⼿に裁判を起こしました。２⼈が⽣まれ育った浦河町の杵⾅アイヌ墓
地から持ち出された遺⾻の返還を求める裁判です。・・・そのアイヌ墓地から今から80年余り前、北海道⼤学医学部の教授が遺⾻を
掘り起こして持ち去ったのです。 テッサ＝スズキ・市川弘編『アイヌの権利とは何か』より⼀部改変して引⽤
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