
歴史探究としてのマスク史
NHK Eテレ「歴史デリバリー 日本人はきれい好き？」

（2022年1月2日放送）の監修を務めて

住田 朋久 / SUMIDA Tomohisa

2022年1月9日（日）16:00～18:30
生物学史研究会

日本科学史学会 生物学史分科会



　「歴史は資料から探究してこそ楽しい！」。 2020
年9月に始まったNHK Eテレ「アクティブ10 レキデ
リ」（東京03出演）は、学習指導要領が目指すアク
ティブラーニングに活用できる中高生向けの歴史
番組である。その特別編にマスクが取り上げられ
ることになり、発表者は歴史監修を務めることに
なった。
　発表では、番組で使われた 5つの資料などからど
のようなことが読み取りうるかを解説するとともに、
これまでのマスク史研究からどこまでのことが言え
るかを議論する。とくに、学校給食マスクの源流に
ついての仮説を提示する。
　1月2日の番組や過去の「レキデリ」（ウェブ公開）
の感想も伺いながら、参加者の方々と歴史探究の
あり方について議論していきたい。

1　「レキデリ」と「歴史デリバリー」
2　5つの資料を読み解く
3　歴史監修を務めて

「日本人はなぜマスクを嫌がらないか 」をどう探究
するか。
科学史、技術史、医療史、文化史、服飾史、民衆
史、近代史、環境史、人類学、民俗学、 …。

住田 朋久 / SUMIDA Tomohisa
sumidatomohisa@gmail.com
https://researchmap.jp/sumidatomohisa

慶應義塾大学大学院社会学研究科  訪問研究員

（平日日中は国立研究開発法人フェロー）

東京大学大学院博士課程満期退学（科学史・科学

論）。日本学術振興会特別研究員（ DC1）、東京大

学大学総合教育研究センター特任研究員、丸善

出版、東京大学出版会などを経て現職。『科学史

研究』『生物学史研究』編集委員、日本科学史学

会全体委員、ほか。

調査方法：インターネット、国立国会図書館（とくに

デジタルコレクション）、データベース（新聞、雑誌

など）、インタビュー、東京都立図書館ほかレファレ

ンス、全国学校給食会連合会、埼玉県学校給食会

学校給食歴史館ほか。 e国宝、『写真週報』、『婦人

之友』、NHKスペシャル「映像の世紀  第11集 
JAPAN」。

歴史探究としてのマスク史

NHK Eテレ「歴史デリバリー 日本人はきれい好き？」（2022年1月2日放送）の監修を務めて 
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　2020年からのマスク史研究

住田朋久「花粉症の患者会」『現代思想』2020年4月号 
https://www.amazon.co.jp/dp/B0868NV431/ kindle

住田朋久「鼻口のみを覆うもの―マスクの歴史と人類学に
むけて」『現代思想』2020年5月号
https://www.amazon.co.jp/dp/B087Q8LK7K/ kindle
스미다 도모히사「코와 입만 가리는 물건 : 마스크의 
역사와 인류학을 향해」、김하정（Kim Hajeong、金夏正）
訳、『한국과학사학회지』（韓国科学史学会誌）42号（2020
年） http://www.khss.or.kr/kjhs/10990
Tomohisa Sumida, “Covering Only the Nose and 
Mouth: Towards a History and Anthropology of 
Masks,” translated by Jadie Iijima, Electronic Journal of 
Contemporary Japanese Studies 21,  2021. 
https://www.japanesestudies.org.uk/ejcjs/vol21/iss3/sumi
da_iijima.html

Jaehwan Hyun and Tomohisa Sumida, “The Material 
Lives of Masks in Japan and South Korea,” “The 
Mask—Arrayed” (Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte), October 2, 2020. 
https://themaskarrayed.net/2020/10/02/the-material-lives
-of-masks-in-japan-and-south-korea-a-conversation-betw
een-jaehwan-hyun-and-tomohisa-sumida/

住田朋久「『ペスト』に見るマスク着用の始ま
り―1899～1900年、大阪・肺ペストクラスターと医師の遺言  
」『週刊医学界新聞』2021年4月5日 
https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2021/3415
_02

Frontline Press「なぜ日本はマスク好き？その意外な歴史的背景」

「東洋経済オンライン」2021年4月8日 
https://toyokeizai.net/articles/-/421202

Christos Lynteris, Tomohisa Sumida, and Meng Zhang, 
“The History of Plague Masks in East Asia,” “The 
Mask—Arrayed” (Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte), April 26, 2021, 
https://themaskarrayed.net/2021/04/26/the-history-of-plague-m
asks-in-east-asia-a-conversation-between-christos-lynteris-to
mohisa-sumida-and-meng-zhang/

New York Times, “Should We Stash Our Masks for Cold and 
Flu Season?” May 13, 2021. 
https://www.nytimes.com/2021/05/13/science/masks-covid-flu-
cold.html

Tomohisa Sumida, “Plague Masks in Japan: Reflecting on 
the 1899 German Debates and the Suffering of 
Patients/Doctors in Osaka,” East Asian Science, Technology 
and Society, forthcoming, 2022.

住田朋久「『写真週報』に見るマスク、1938–1945年―勤労奉仕とし

ての給食マスク」

住田朋久ほか「全共闘の覆面―その実用的意義と同時代の批評」

『日経ビジネス』2021年12月15日 
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00402/121300002/
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1　「レキデリ」と「歴史デリバリー」

NHK Eテレ「アクティブ10 レキデリ」

https://www.nhk.or.jp/school/syakai/rekideli/

2020年度下半期に10本、2021年上半期に10本
「稲作は社会をどう変えた？」

「江戸時代　なぜ数学がブームになった？」

「戦後 なぜ経済復興が進んだ？」など

学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学

び」（アクティブラーニング）に活用できる中高生向

けの歴史番組

※高校では2022年度から「歴史総合」、「日本史探

究」、「世界史探究」

ウェブサイトに「授業プラン」「ワークシート」

企画協力

齊藤 耕太郎　埼玉大学教育学部附属中学校教諭

酒寄 雅志【歴史監修】

　國學院大學栃木短期大学教授

種藤 博　中央区立銀座中学校教諭

藤田 淳　港区立高松中学校教諭

藤野 敦　文部科学省初等中等教育局視学官

NHK Eテレ「歴史デリバリー〜素朴な疑問？歴史
資料で解決！〜」「日本人はきれい好き？～トイレ
・風呂・マスクの歴史～」
https://www.nhk.jp/p/ts/Y375Z2VGR4/
2022年1月2日（日）20:45～21:30

特別編：読み取りコント、監修出演

歴史番組「歴史にズバリ！」
番組プロデューサー　飯塚悟志
番組ディレクター　豊本明長
ナビゲーター　滝沢カレン

歴史資料デリバリー会社
配達員・社長　角田晃広
配達員　近藤春菜
研究員　住田朋久（VTR）

歴史監修
鎌倉佐保〔荘園〕  https://researchmap.jp/kam
福嶋啓人〔風呂〕  
https://researchmap.jp/f_hirohito_0612
千葉公慈〔仏教〕  https://ja.wikipedia.org/wiki/千
葉公慈
住田朋久〔マスク〕  
https://researchmap.jp/sumidatomohisa

https://www.nhk.or.jp/school/syakai/rekideli/
https://www.nhk.jp/p/ts/Y375Z2VGR4/
https://researchmap.jp/kam
https://researchmap.jp/f_hirohito_0612
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%85%AC%E6%85%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E5%85%AC%E6%85%88
https://researchmap.jp/sumidatomohisa


　経緯

2020年9月末にご連絡をいただく。

きっかけは「東洋経済オンライン」の記事。
Frontline Press「なぜ日本はマスク好き？その意
外な歴史的背景」2021年4月8日 
https://toyokeizai.net/articles/-/421202　　→
「配膳のときのマスクも自然発生的に生まれた習
慣」「〔学校給食マスクは〕現場から 自然発生的に
生まれた習慣のようです。」

メール複数回および遠隔通話 2回でさまざまな資
料を紹介。
Twitterスレッド「日本におけるマスク」
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/12361
42411820105729

台本に対して2回コメントを加え、大部分は反映さ
れる。

12月15日（水）19:30～20:00
NHKエデュケーショナル1階会議室で台詞を調整
し、撮影。

 

https://toyokeizai.net/articles/-/421202
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1236142411820105729
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1236142411820105729


　学習指導要領に見る歴史探究

社会的事象の歴史的な見方・考え方

社会的事象を、時期や推移などに着目して捉え、

類似や差異などを明確にしたり、事象同士を因果

関係などで関連付けたりすること。

（中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等

学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善

及び必要な方策等について」別添資料 3-4、2016
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/c
hukyo0/toushin/1380731.htm）

中学校

文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29年告

示）解説 社会編』2017
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/edu
cation/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/
18/1387018_003.pdf

高等学校

歴史総合（近代化、国際秩序の変化や大衆化、グ
ローバル化）

課題（問い）を設定し追究。資料を活用。

時系列（時期や年代、過去の理解）
諸事象の推移（変化と継続）
諸事象の比較（類似と差異、意味や意義と特色
（特徴））
事象相互のつながり（背景や原因、影響や結果）
現在とのつながり（歴史と現在、歴史的な見通し・
展望、自己との関わり）

資料の活用のための発問：
資料の限界、意図など。

文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30年告
示）解説 地理歴史編』2018、2021、132頁
https://www.mext.go.jp/content/20211102-mxt_k
yoiku02-100002620_03.pdf

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm
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https://www.mext.go.jp/content/20211102-mxt_kyoiku02-100002620_03.pdf


2　5つの資料を読み解く 日本人はなぜマスクを嫌がらないか

  



①　明治時代のマスク（平井有氏所蔵）のレプリカ 〔箱と同じ図柄の広告〕

　北多摩薬剤師会  おくすり博物館  https://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_yowa2.html
　『中央新聞』1899年12月14日
　林丈二「謎の黒いマスク」『文明開化がやって来た ―チョビ助とめぐる明治新聞挿絵』 2016年

近藤「もともとはイギリスで発明されたものでして、冷たい空気から肺を守るための商品でした。」
飯塚「（すーはー）あ、なんかあったかい」

https://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_yowa2.html


『郵便報知新聞』1879年2月14日、8頁

いわしや松本市左衛門「呼吸器広告」 1879年2
月？

2020.4.19 ヤフオク！（1200円で落札）

https://twitter.com/sumidatomohisa/status/13705
43516233859073

宮武外骨編『文明開化2 広告篇』1925年 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1182351/42
「世に行わるるすでに久して」
「金属板…金線…木炭をもってする等」
「寒冷に触れる等に際して …」
「寒冒を防ぐ、咳嗽を止め、気管炎その他呼吸器
諸病を防止する等」「病魔を防歇」

→　文明開化・西洋化として受容。
「目下流行」『治肺新論』（ 1883） 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/835280/74

松本市左衛門編『医療器械図譜』（ 1878）に「ヱフ
ライ氏の護息器」 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/833113/52

https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1370543516233859073
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1370543516233859073
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1182351/42
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/835280/74
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/833113/52


　ジェフリーズ Julius Jeffreys (1800–1877)

イギリスとインドで生活した医師。

1840年、Royal Societyフェロー。

Jeffreys’ respirator, London, 1836

The Repertory of Patent Inventions, and Other 
Discoveries and Improvements in Arts, 
Manufactures, and Agriculture. 1836.
https://books.google.co.jp/books?id=in44AQAA
MAAJ&pg=RA1-PA211

肺病患者が温かく湿った空気を吸えるように。

International Exhibition, London, 1862.
https://archive.org/details/internationalexh02lond
/page/n269/

※文久遣欧使節（福沢諭吉ら 38人）

https://books.google.co.jp/books?id=in44AQAAMAAJ&pg=RA1-PA211
https://books.google.co.jp/books?id=in44AQAAMAAJ&pg=RA1-PA211
https://archive.org/details/internationalexh02lond/page/n269/
https://archive.org/details/internationalexh02lond/page/n269/


『東京絵入新聞』1880年11月24日
「肺病またはのどの病いある人、常に風邪をひき
やすき人、ぜんそく、痰、咳、あるいは寒きとき風雨
をいとわず旅行する人、船中または諸製造所にお
いて薬気を吸入するか風塵〔ごみ〕の中にて業を営
む人等」（林 2016）

コングレーヴ、鈴木券太郎訳『治肺新論』
1881/1883
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/835280/74
「胸䐔の感冒及び咳嗽にかかりたる節は …冷気に
触れざるを得ざる場合には、口塞ぎのレスピレート
ル（訳者いわく我が国目下流行する俗に肺病よけ
と称する呼吸器）を充用するを可とす」

『大阪朝日新聞』1900年1月14日
「紡績、製薬、肺患、狩猟、伝染病流行の際、等に

用いて奇効最も著し」

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/835280/74


『団団珍聞』1879年4月26日 https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1355732169843335169
「追々演説会が盛んになり、聴聞の衆の諾々（はいはい）より他（よそ）の肺々（はいはい）にさわるから、さえずる者を捕らま

え口覆いを掛けさせる店が出てきたと言うから買いに来たがこいつはなかなか窮屈だワイ」

英語：「口覆いが流行しつつあり、新聞記者や講演者につけさせようとする役人は喜んでいる」

HBC北海道放送「ヤジと民主主義～小さな自由が排除された先に～」 2020年4月26日放送

https://www.youtube.com/watch?v=X42DstsPmsc&t=1611s

https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1355732169843335169
https://www.youtube.com/watch?v=X42DstsPmsc&t=1611s


②　インフルエンザ

内務省衛生局、1920年2月

内務省衛生局編『流行性感冒』 1922年
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/985202/80

https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/
jpg/10008882-p2.jpg
https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/
10008882.html

マスクの推奨は1918年11月上旬から各地で行わ
れ、1919年1月の内務省衛生局「流行性感冒予防
心得」にも書かれていたが、多くの人々が使用した
のは1920年1～2月。

※NHKのドラマ「流行寒冒」（志賀直哉原作、 BSプ
レミアム、2021年4月10日放送、総合、同11月6日
放送）で人々がマスクをつけているシーンはフィク
ション（創作）。1918～19年の冬が舞台。

※大河ドラマ「青天を衝け」最終回（ 2021年12月26
日放送）の北里柴三郎のマスク推奨の場面も創作
だろう。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/985202/80
https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/jpg/10008882-p2.jpg
https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/jpg/10008882-p2.jpg
https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/10008882.html
https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/10008882.html


 

③　学校給食マスク

番組の画像は、NHKニュース「灘尾〔弘吉〕文相学

校給食を見学」1957年〔2月14日、東京都中央区

立東華小学校？〕から。

住田（歴史デリバリー  研究員）：

最新の研究によると、外国では、給食でマスクをつ

ける習慣はほとんどありません。〔*1〕

日本では、太平洋戦争のころに、給食の 準備でマ

スクをつけていた小学校がありました。〔次頁〕

その後、国や自治体が勧めたわけではありません

が、それぞれの学校で自然発生的にマスクが広

まっていったと考えられます。〔 *2〕

…

豊本：自然発生ってことは、もっと前からこういう使

い方をしてたということですかね。

*1 最近、韓国の一部で給食マスクが存在する。

朝日新聞Globe「日本と韓国の給食をのぞいたら、

「格差」の問題が見えてきた」ハフィントンポスト日

本版、2015年11月21日 
https://www.huffingtonpost.jp/asahiglobe/school-
lunch_b_8614048.html

*2 「学校清潔方法」（昭和 23年4月14日文部省訓

令第2号）にマスクが現れている。

「清掃を行う時は，つとめて，マスク帽子等の防じ

ん保護具を使用させるように努めなければならな

い。」

https://nier.go.jp/guideline/s25ep/app.htm
→しかし定着しなかった。「自身を守るもの」だか

ら？

https://www.huffingtonpost.jp/asahiglobe/school-lunch_b_8614048.html
https://www.huffingtonpost.jp/asahiglobe/school-lunch_b_8614048.html
https://nier.go.jp/guideline/s25ep/app.htm


日本女子大学校附属豊明初等学校

『写真週報』1944年5月17日号 
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2006070616193257902

https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2006070616193257902


『朝日新聞』1944年3月8日
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/14580
45873510776840

『少女倶楽部』1944年6月号

https://twitter.com/sumidatomohisa/status/14612
94448239775747
https://matsuzakiakemi.seesaa.net/article/a1331
1229.html

https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1458045873510776840
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1458045873510776840
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1461294448239775747
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1461294448239775747
https://matsuzakiakemi.seesaa.net/article/a13311229.html
https://matsuzakiakemi.seesaa.net/article/a13311229.html


　日本女子大学豊明小学校の保健食・給食とマスク

1938年2月16日
児童体位向上栄養補給を目的に保健食を開始

す。調理主任（職員）と従業員一名、母姉の手伝い

六名がこれに当たる。主食米は各自持参である。

1944年2月1日
「勤労愛母の会を助長し、母の労務を少しでもたす

けるという趣旨のもとに、四年以上の児童が当番

制で保健室、調理室で働くこととなり、母の手伝い

は当分の間なしということになった。」 101

その後、軽井沢に疎開。

日本女子大学附属豊明小学校編『日本女子大学

附属豊明小学校沿革史  資料』1967年
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/14718
19268140711940

ある6年生「前からやっていた仕事ではありますけ
れど、この四月一日からのお炊事は、私たち六大
都市の国民学校の児童のために政府からお米を
出してくださって、私たちにたべさせてくださる給食
なので、ひとしお意義が深く、それに今ごろはもう
おなかをへらして、おひるを待ちかねている下級生
や同級生のことを考えながら働くと、 一日中で一ば
ん働きがいのある時間です。」『少女倶楽部』1944
年6月号

（「決戦非常措置要綱による大都市国民学校児童
学校給食に関する件」（1944年3月3日閣議決定）9
項「本件の実施に際しては空襲時における炊飯所
への転用等との関係をも考慮するものとする」藤原
辰史『給食の歴史』2018）

※「日本ニュース」1946年7月18日の梅丘国民学
校でも、女子児童が調理室でマスクを着用。
https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/
jpnews/movie.cgi?das_id=D0001310027_00000

→　総動員体制における勤労奉仕としての学校給
食マスク。
その後、調理室から教室へ。

https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1471819268140711940
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1471819268140711940
https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/jpnews/movie.cgi?das_id=D0001310027_00000
https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/jpnews/movie.cgi?das_id=D0001310027_00000


『写真週報』（1938～1945）、右上から、1段目、11
号、218号、259号、265号、2段目、265号、275
号、300号、321号。



④　駿河屋　
加納諸平・神野易興編『紀伊国名所図会 後編 巻之一 若山補遺』平井五牸堂、1851年、ホ12裏、13表 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563499/19
NHK総合「ブラタモリ」「伏見」（2016年5月7日放送、2021年10月26日再放送）〔徳川頼宣とともに伏見から駿河、紀州へ〕
砂糖蔵　火用心　砂糖小出場　女人無用　京都来状　大坂来状　御用

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563499/19


斎藤要人「御汲湯」『熱海錦嚢』芹沢政吉、1897年、32–33頁
https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1461306024996917249
「この時〔1626年〕より、毎年数回、時を期して江戸城なる本丸西丸の両城に、この霊泉を取り寄せしめ、公浴の料にあて、熱海の湯戸等をし

て、献湯せしめたり。」

NHK総合「ブラタモリ」「熱海」（2016年1月16日放送、2020年9月19日再放送）に古屋（ふるや）旅館の江崎孝坪の絵画

https://twitter.com/sumidatomohisa/status/1461306024996917249


⑤写経

岡田清編、山野峻峯斎画『厳島図会 7』（『厳島実
物図会2』）1842年
「平家の諸卿経  巻書写の図」「平家納経」 1164年9
月
https://wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko30
/bunko30_e0225/index.html
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko30/
bunko30_e0225/bunko30_e0225_0007/bunko30
_e0225_0007_p0003.jpg

Bryan D. Lowe. Ritualized Writing: Buddhist 
Practice and Scriptural Cultures in Ancient 
Japan. 2017. 46n. “nyohōkyō 如法経.”
https://twitter.com/bryandaniellowe/status/12797
54869289730049

『法然上人行状絵図』14世紀前半、第9巻第3図如

法経供養（後白河法皇）、 1188年9月11日
小松茂美編『法然上人絵伝  上』1990年、80頁
藤堂祐範・江藤澂英編『法然上人行状絵図』中外

出版、1924年 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/966898/9

https://k-sako.hatenablog.com/entry/20090909

https://wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko30/bunko30_e0225/index.html
https://wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko30/bunko30_e0225/index.html
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko30/bunko30_e0225/bunko30_e0225_0007/bunko30_e0225_0007_p0003.jpg
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko30/bunko30_e0225/bunko30_e0225_0007/bunko30_e0225_0007_p0003.jpg
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko30/bunko30_e0225/bunko30_e0225_0007/bunko30_e0225_0007_p0003.jpg
https://twitter.com/bryandaniellowe/status/1279754869289730049
https://twitter.com/bryandaniellowe/status/1279754869289730049
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/966898/9
https://k-sako.hatenablog.com/entry/20090909


2　5つの資料を読み解く 日本人はなぜマスクを嫌がらないか

  



マスクの機能

自身を守るもの

防塵（鉱山・砂漠）、防寒、防臭、

顔を隠す

17C～　ペストマスク

1836 ジェフリーズの呼吸器①

工場（紡績・製薬）

1900 大阪ペスト

毒ガス

大気汚染

花粉

自身と他者を守るもの

1918 インフルエンザ「身のため人

のため」②

1938 兵士用の縫製

2020 COVID-19

他者を守るもの

（人以外を含む）

聖火（ゾロアスター教）

御代鏡、経典⑤、菓子④、湯

従者

1897 外科手術

工場（製品・調理）

1944？　給食（調理）③

給食（配膳）



3　歴史監修を務めて

・「…ってことかな」「そう…かもしれませんね」。

・単純化の必要性。

何をマスクを呼ぶか。今回は明治以降のものをマ
スクとしている。
感染症対策ときれい好きの区別：
「マスクときれい好きって関係ないじゃない」
駿河屋の覆面：
「現代の衛生管理は違う理由でつけています」

・採用されなかった「ナイス連想！」 。

現代からの連想から、現代との類似と差異を明瞭
にできると考えた。
　「ナイスクエスチョン！」
　「ナイス探究！」
　「ナイス着眼点！」
　「ナイス直観！」
　「ナイステーマ！」
　「ナイス早とちり！」
　「ナイス読み取り！」

・配達員・研究員の限界を示せるとおもしろそう。

・「日本人はなぜマスクを嫌がらないか」

番組では仏教の慣習が挙げられた。

※神饌を供える際、伊勢神宮、出雲大社では口を

覆わないが、春日大社では口を覆う。

歴史：

文明開化・西洋化における受容。

総動員体制における勤労奉仕としての学校給食マ

スク。

自然・地理：

夏の高温多湿と冬の低温乾燥（東アジア、東岸気

候）。

多くの水（洗濯ができる）。

花粉症。

文化：

他者に迷惑をかけない（他者を守るもの）。

病気であることを隠さない。（大貫  1985）



議論

番組の感想

マスク史

歴史探究について

　一般向け、中高生、大学生、研究者

　「歴史は資料から探究してこそ楽しい！」。 2020
年9月に始まったNHK Eテレ「アクティブ10 レキデ
リ」（東京03出演）は、学習指導要領が目指すアク
ティブラーニングに活用できる中高生向けの歴史
番組である。その特別編にマスクが取り上げられ
ることになり、発表者は歴史監修を務めることに
なった。
　発表では、番組で使われた 5つの資料などからど
のようなことが読み取りうるかを解説するとともに、
これまでのマスク史研究からどこまでのことが言え
るかを議論する。とくに、学校給食マスクの源流に
ついての仮説を提示する。
　1月2日の番組や過去の「レキデリ」（ウェブ公開）
の感想も伺いながら、参加者の方々と歴史探究の
あり方について議論していきたい。

1　「レキデリ」と「歴史デリバリー」
2　5つの資料を読み解く
3　歴史監修を務めて

「日本人はなぜマスクを嫌がらないか 」をどう探究
するか。
科学史、技術史、医療史、文化史、服飾史、民衆
史、近代史、環境史、人類学、民俗学、 …。

歴史探究としてのマスク史

NHK Eテレ「歴史デリバリー 日本人はきれい好き？」（2022年1月2日放送）の監修を務めて 
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　参考

※中央教育審議会（2016）「「問い」の例」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuky
o0/toushin/1380731.htm

中学校社会 歴史的分野
・いつ（どこで，誰によって）おこったか
・前の時代とどのように変わったか
・どのような時代だったか
・なぜおこった（何のために行われた）か
・どのような影響を及ぼしたか

高等学校地理歴史 歴史総合
・何を契機に， （地域や国家，日本・世界などの）相互の
関係はどのように変化したのか
・どのように転換し，後にどのような変化をもたらしたの
か
・どのような（地域や国家，日本・世界などの）共通点もし
くは相違点がみられ，それは後の時代に何をもたらした
のか
・どのような（地域や国家，日本・世界などの）相互関係
があり，それは後に何をもたらしたのか
・歴史に見られる諸課題は，現代社会においてどのよう
な課題と関連して現れているのか
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