
高大連携歴史学研究会　2020年　シンポジウム 

「歴史実践」の対位法-高校の歴史教育とジェンダー史との距離 

神奈川県立鶴見高等学校　徳原　拓哉 

１：問題設定 
　　　なぜ我々は「未だ」歴史総合においてジェンダー史の視点を必要とするのだろうか。今や歴史
学におけるジェンダー史のインパクトはもはや言及するまでもなく、また歴史教育においてジェンダー

の視点の必要性についても度々言及されてきた。高大連携教材共有サイト には、「ジェンダー史」の1

カテゴリタグが作られ、テーマ史の項目の中では、「近代化」の24件、「グローバル化」の16件に

ついで9件の教材がアップロードされている。少ないように感じられるかもしれないが、これは時期

学習指導要領の３つの柱の一つである「大衆化」のタグがつけられた教材の５件を上回る（2020年7

月22日現在）。また川島啓一(2018)の実践など学習カリキュラムの試みも見られ 、コンテンツとし2

てのジェンダー史教材の充実、ジェンダー史そのものの必要性と意義については一定の議論が見られ

る。こうしたジェンダー史の目指すところは、小浜正子（2014）の提起によれば「ジェンダー主流化」

であり、ここに求められていたのは、「歴史研究・教育全般においてジェンダー要因に注目し、ジェ

ンダー視点を導入すること」であった 。 3

　さてしかし、ここで一度視点を後ろへ下げ、状況を引いた目で見たい。なぜ、新学習指導要領が施

行されることが目前に迫る2020年において、高大連携歴史学研究会という場で、我々はジェンダー史
のシンポジウムを設定「している」のだろうか。 

　ことここにおいて確認したいのは、私たちの現在の立ち位置である。そもそも歴史学におけるジェ

ンダーの視角のインパクトはそれまでの歴史認識や歴史主体のありようを根底から揺るがすものだっ

た。にもかかわらず、「ジェンダー史」それ自体は、高校の歴史教育の現場では分析視角としてのレ

ベルではなく「ジェンダー史」というコンテンツとして発掘されている。そうした蓄積自体の貢献は

計り知れないが、しかしコンテンツとしてのジェンダー史がまだまだ「発掘」されなければならない
現状は、逆説的に「ジェンダー主流化」が達成されていない現実を映し出してはいないだろうか。 

　2014、15年には相次いで、「歴史を読み替える」という主題を設定した『歴史を読み替える ジェ

 https://kodai-kyozai.org/1

 小浜 正子（2014）,”ジェンダー史教育の取り組み : 歴史教育のジェンダー主流化へむけて”(報2

告,I「高大連携による大学歴史系専門教育・教員養成教育の刷新」,リレーシンポジウム二〇一四報
告) 史学雑誌124(1)(2015),川島 啓一,”SDGsの視点から実現した高校世界史の授業 : 「歴史総
合」におけるジェンダー史学習のカリキュラム一覧表を作成して”,『世界史教育研究』,(愛知県世
界史教育研究会,2018)

 小浜（同上）3
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ンダーから見た日本史』・『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』 が出版された。果たし4

てそこから5年を経た現在、「歴史を読み替える」という主題は果たしてどの程度達成されているだ

ろうか。 

　姫岡とし子(2014)は大学の教養課程の歴史教育において、ジェンダー史が個別のコンテンツとして

孤立することに警鐘を鳴らしている。上述の状況を鑑みるならば、高校教員としての我々の今の状況
は、この警鐘に耳を傾ける時期ではないだろうか。我々の日々のたゆまぬ教材開発が、コンテンツと

してのジェンダー史教材の発掘だけに止まってしまうならば、このジェンダー史の孤立化を我々の努

力が下支えしてしまうという皮肉な結果を招きかねない 。 5

　本報告の問題意識はここにある。私たち高校の歴史教員は、無意識的にジェンダー史をコンテンツ

として切り離し、個別の領域へと追いやっていないだろうか。歴史総合の導入を目前に控える現在に

おいて、今一度私たちの立つ附置を確認し、ジェンダー史と私たちとの距離を測ることは、ジェンダー
史にとどまらず歴史総合で必要とされる分析視角に対して、私たちがどのような態度を向けているか

をも考え直す緒にならないだろうか。 

　とは言え、ジェンダー史、歴史教育の蓄積ともに、全景を捉えるにはあまりに大きく、射程はあま

りに広い。そこで本稿では、歴史教育においても歴史学においても耳目を集める「歴史実践」、特に

オーラル・ヒストリーの実践を導きの糸として、いくつかの論点を対位法的に並べることで、私たち

の立つ位置を照射することを試みる。結論を先取りして述べるならば、私たちは意識するしないにか
かわらず、ジェンダー史が蓄積してきた視角の中に息づいているし、本来的にその手法や「主体」に

対する向き合い方に対して、組んだ腕を広げても良いはずなのだ。 

久留島典子, 長野ひろ子, 長志珠絵 編(2015)『歴史を読み替える　ジェンダーから見た日本史』4

(大月書店),三成美保,姫岡とし子,小浜正子 編(2015)『歴史を読み替える　ジェンダーから見た世
界史』(大月書店) 

 姫岡 とし子「教養教育とジェンダー史」『学術の動向』(日本学術協力財団,2014) 5
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２：『歴史総合』の指導要領をひらく 
指導要領における目標-「総説」と「歴史総合」の関係性 

以下、はじめに新指導要領における「歴史的見方・考え方」がどのような理路によって必要づけ

られているかを中心に指導要領解説を検討する。 

育成を目指す資質・能力の明確化 

  平成２８年１２月の中央教育審議会答申においては,予測困難な社会の変化に主体

的に関わり,感受性を豊かに働かせながら,どのような未来を創っていくのか,どのように社会や人生

をより良いものにしていくのかという目的を自ら考え,自らの可能性を発揮し,より良い社会と幸福

な人生の創り手となる力を身に付けられるようにすることが重要 

     （「学習指導要領解説　地理歴史編　第１章　第１節-２」 

ここにおいて、「生きる力」の育成の背景に大きく２つの要素があることが読み取れる。「社会」

への働きかけと「個人としての自己」への働きかけである。指導要領解説によれば、「生きる力」

とは、”「より良い社会」と「幸福な人生」の作り手となる力”のことであり、それは①生きて働

く「知識・技能」、②未知の状況にも対応できる「思考力・判断力」、③学びを人生や社会に生

かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の３つの柱からなるという。 

次に、地理歴史科の目標を確認する。 

こうした「社会的な見方・考え方を働かせ」ることは,社会科,地理歴史科,公民科としての本質的な

学びを促し,深い学びを実現するための思考力,判断力の育成はもとより,生きて働く知識の習得に

不可欠であること,主体的に学習に取り組む態度にも作用することなどを踏まえると,資質・能力全

体に関わるものであると考えられる 

(「学習指導要領解説　地理歴史編　第１章　第３節」) 

ここにおいて、「社会的な見方・考え方」を働かせることが、上にある３つの資質・能力の育成

に寄与するとされる。この「社会的な見方・考え方」は「社会的現象の地理的な見方・考え方」

と「社会的現象の歴史的な見方・考え方」を総称したものとされている。そこで次に、歴史総合

における目標と社会的な見方・考え方について確認する。 

「歴史総合」で働かせる「見方・考え方」について,「社会的事象の歴史的な見方・考え方」とし

て整理したところである。社会的事象の歴史的な見方・考え方については,今回の中央教育審議会

答申を踏まえ,「社会的事象を,時期,推移,などに着目して捉え,類似や差異などを明確にし,事象同士

を因果関係などで関連付け」て働かせる際の「視点や方法（考え方）」であると整理した。…事
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象相互のつながりに関わる視点,現在とのつながりなどに着目して,比較したり,関連させたりして社

会的事象を捉えることとして整理したものである。 

     （「学習指導要領解説　地歴公民編　第２章　第３節」） 

　ここでは、具体的に「見方・考え方」について述べられている。これは具体的には、Ⅰ)時系列

に関わる視点、Ⅱ）諸事象の推移に関わる視点、Ⅲ）諸事象の比較に関わる視点、Ⅳ）事象相互

のつながりに関わる視点、Ⅴ）現在とのつながりに注目して、比較したり、関連させたりして社会

的事象を捉えることと整理されている。新学習指導要領解説においては、この「見方・考え方」

を働かせる授業を用いることで、「生徒が獲得する知識の概念化を促し、理解を一層深めたり、

課題を主体的に解決しようとする態度にも作用する。」という。 

　つまり、新学習指導要領における「資質・能力」と「見方・考え方」の関係性を整理していく

と、Ⅰ）～Ⅴ）の「見方・考え方」を働かせた深い学びを実現すると、①～③の「資質・能力」

の育成につながる。この「資質・能力」とは「生きる力」のことであり、これが「より良い社会

と幸福な人生」の作り手となる力である、ということになる。 

　しかしながら、このⅠ）～Ⅴ）において示される具体的なスキルを働かせることが、どのよう

に①～③の「資質・能力」に作用するのかについては、必ずしも明らかではない。特に、どのよ

うに「学びに向かう姿勢・人間性」に結びつくかに関しては、第１章第３節にも示されるとおり、

『「社会的な見方・考え方を働かせ」ることは…（中略）…主体的に学習に取り組む態度にも作

用することなどを踏まえると』と自明視されている。現在、歴史教育において「真正な学び」や

「生徒のレリバンス」、「エンパシー」、「シンパシー」に関する注目が増しているのも、この指

導要領の不明瞭さと無関係ではないだろう。 

　教育学においてはこの「見方・考え方」をいかに検討するにあたり、教科内容の「本質的なプ

ロセスの面白さ」を重視する石井英真らの立場と、「市民教育」の立場から「学問の構造な見方・

考え方」の捉えに対する批判的検討を行なっている渡部竜也らの立場があるようだ。 

　渡部は、石井らを教科の専門知を重視しすぎており「学問主義的」的であると批判しており、

一方で石井は、渡部の立場に対して、市民的資質はそれほど自明でないとして、渡部らの立場を知

性軽視に陥る危険があるとして批判している 。しかし、両者の立場とも、自らの批判点として歴6

史学の思考様式のみを是とする「学問至上主義」に対して懐疑的であり、生徒が学びに意味を見

 石井英真(2019)「「見方・考え方」概念がカリキュラム開発に提起するものー教科教育の現代6

的課題ー」『日本教育方法学会第22回研究集会報告書 午前の部』pp.4-23,渡部竜也(2019)「「民
主的で平和的な国家・社会の形成者」を育成するのに必要な見方・考え方とは何かを本当に考え
たことがありますか？ー学問絶対主義の貧困ー」『日本教育方法学会第22回研究集会報告書 午前
の部』pp.24-42
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出すことを通じて、生徒を学びの主体におく「歴史する」授業の必要性を主張する。 

　この文脈から、歴史教育における主体性の涵養に関して、アメリカの教育学者サム・ワインバー

グ(Sam Wineburg)の歴史学習理論が注目されていることに触れておきたい。 

　中村洋樹(2013)によれば、ワインバーグは史資料の読解において歴史研究を専門とする者と、高

校生との間に読解方略に異なる点が見られることを明らかにし、それに基づいて「歴史家のよう

に読む（Reading Like a Historian)」アプローチを提唱した。ワインバーグの言う差異は、①高

校生はテクストを「情報の運び手」として捉えているのに対して、歴史家はテクストが書かれた目

的や意図、前提に注目しながら、さらに著者も意識しない要素にも注意を払いテクスト自体を社

会的文脈に位置付ける読みをとると言う点、②歴史家は、テクストの「共同執筆者」として、た

だ「読む」だけではなく他の読者がどう読解するかを想定しているという。それを踏まえ、ワイン

バーグを中心としたスタンフォード大学の歴史教育グループは、歴史的思考技能を「出どころを

明らかにすること」（Sourcing）、「文脈に位置付けること」（Contextualizing)、「丁寧に読む

こと」（Close reading）、「確証あるものにすること」（Corroborating)の４つに整理している。

このようにしてみると、ワインバーグが行っている整理は、「歴史家」がいわゆる「史料批判」と

して行っている思考方式が、一般的な読みの方略とは異なることを明らかにした上でそれを教育

分野に適用したもの受け取れるが、ここで想定されている「歴史家」とはなんであろうか。 

　こうした手法には、日本における教育学の立場からは、「学問的アプローチ」と名前が与えら

れ、渡部竜也（2019） 、星瑞希・鈩悠介・渡部竜也(2020)などが、歴史教育の手法を「学問的ア7

プローチ」へ一元化することに対して、「語る言葉を持たない人々」の声を除外する可能性と、

歴史学習の意味を生徒が掴みきれない可能性から警戒感を示している 。こうした立場は、生徒を8

「歴史実践」の主体者として定義し直し、その主体性を回復するとともに歴史教員の側の権威性

を問い直す立場と言えよう。 

　同時に、こうした「歴史家の思考」には歴史学の側から問い直しが行われるべきであろう。ワ

インバーグは「合衆国視の専門家だけではなく，日本史を専攻とする歴史家など多様な専門を持

つ歴史家」を調査対象としているが、上述の①、②における歴史家の読みの方略は、テクストの

構築性、書き手の時代拘束性、意味の作り手としての読者の想定など、”言語論的・文化論的展開

を経た歴史家の史料批判スキル”と限定付をつけなければならない点が見受けられる。ワインバー

グは「専門性を持つ歴史家」を対象として1991年に調査を行なっているが、これはこの歴史家た

 渡部竜也(2019)『歴史総合パートナーズ⑨ Doing History：歴史で私たちは何ができるか？』7

（清水書院)

 星瑞希・鈩悠介・渡部竜也（2020）「「歴史する（Doing History）」の捉え方の位相ー多元8

的社会における歴史教育のあり方ー」『日本教科教育学会誌』第42巻（4），pp.25-37
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ちがポスト構造主義の地殻変動の中にいたことを裏書きしよう。ワインバーグの想定する「歴史

的な思考」は歴史家の思考アプローチ、歴史家としてのエイジェンシーそれ自体もが時代に拘束さ

れ、構築されることを閑却しているように思われる 。 9

 

３　歴史するの多元的な時空 

　星や渡部は、「学問的アプローチ」を克服する方向性として「歴史実践」を広く市民の生活実
践の中に見出す歴史教育学者のレヴスティック（L.Levstik)とバートン（K.Barton)の議論を紹介

している。レヴスティックとバートンは、生徒の歴史解釈は、彼ら自身が重要であると考える問

いとの関係の中で解釈がおこなわれるべきであり、歴史の授業は生徒の主体的な意味づけと公共

善や参加民主主義的視点を導入することで、「歴史家のように思考する」ものではなく、生徒自

身の置かれた社会的文脈の中でおこなわれるべきであるという 。また渡部(2019)では、これまで10

の日本に紹介されている「歴史実践」の研究の位相について、姜尚中やテッサ＝モリス・スズキの

「歴史学者の想定する歴史学的思考」を市民ができるようになるという方向性と、保苅実 の捉え11

た、「歴史学者の想定する歴史学のそとにある歴史実践」を評価する立場との２つに整理をした

上で、保苅実に実用主義的な歴史教育との共通点を見出している 。 12

　歴史学において、保苅実は「歴史実践」と言う言葉を広く知らしめたものとして理解され、現

在ではそのインパクトの大きさが認識されている。2015年に刊行された歴史研究会編の『現代歴

史学の成果と課題』(積文堂書店）の３巻本のうち、第３巻がこの「歴史実践」を主題として、歴

史修正主義・災害や地域環境といった現在の歴史学を取り巻く環境、史料保存や若手研究者問題

といった歴史運動、史料・方法・歴史叙述に関わる現状、そして歴史教育に至るまでを扱ってお

り、「歴史実践」が持つ射程の広さが窺えよう。そのはしがきには、 

 

 『いうまでもなく「歴史実践」（Historical Practice,「歴史をする」Doing History)は， 

 保苅実の遺書に由来する。保苅は、「日常的実践において歴史と関わりを持つ諸行為」 

 Samuel S.Wineburg (1991)”On the Reading of HistoricalTexts；Notes on the Breach 9

Between School and Academy”, American Educational Research Journal,Vol.28, Issue3, 
pp.495-519

 星瑞希・鈩悠介・渡部竜也（2020）10

保苅実(2004)『ラディカル ・オーラル・ヒストリ：オーストラリア先住民アボリジニの歴史実11

践』

 渡部竜也(2019)，この出版依頼にあたって渡部の元を訪れたのが、清水書院の担当者と松原宏12

之であったことは、「歴史実践」という言葉をてことして、歴史学と歴史教育の問題関心が現在
共振関係にあり、そこに歴史学と歴史教育との架橋の緒を思わせる。
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 を歴史実践とよんだ。保苅によれば、この用語には、研究者による歴史研究も、学生が歴 

 史の授業に出ることも含まれるが、それよりもはるかに多様な人々が歴史に触れる広範な 

 諸行為を指している』  13

 

　とあり、少なくとも、日本の歴史学における「歴史実践」は保苅実による提起によってその射

程を大きく広げたことには一定の合意があるようだ。しかし、保苅実による『ラディカル・オー

ラル・ヒストリー：オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』（以下：『ラディカル』）の提

起した「歴史実践」は、刊行当初より歴史学に広く受け入れられたという理解は拙速である。 

　むしろ、実証的な歴史学の側は保苅の提起に対して長らく戸惑いを見せてきたし、その戸惑い

を踏まえた上で再び「歴史実践」が注目を集めている現在の磁場を考えることが、今我々が置か

れた附置を考えることにつながろう。 

　松井康浩(2017)によれば、刊行当時にあって保苅の著作は、『歴史雑誌』の回顧と展望で複数

取り上げられており、少なくとも一定の注目を集めたことは間違いがないものの、それ以外では

成田龍一が『みすず』にて取り上げていたのみである。また歴史学者の側からの保苅を含めたオー

ラル・ヒストリーに対する戸惑に関して、人見佐和子（2015）は『近年刊行された『岩波講座日

本歴史』において、オーラル・ヒストリーの章を担当したのが社会学者の蘭信三であったと言う

事実は、オーラル・ヒストリーに対する歴史家の戸惑いを象徴する。』(137p)と述べる。松井は

言語論的転回・ポスト構造主義のインパクトに揺れる実証主義史学にとっては、保苅の議論はそ

れらと同種かそれをさらに推し進めるものとして映ったのではないかと指摘する 。それでは、保14

苅の議論が提起した「歴史実践」という課題が、今再び浮上する状況はどのように考えることが

できようか。言葉を変えれば、「歴史実践」はどこから立ち上がり、どこで伏流し保存されてき

たのか、この動きを把握することで、今現在私たちが立っている地点を参照できないだろうか。 

４：保苅の「ラディカル」さ-「誰が歴史家なのか」 

　史実性をめぐる保苅の「ラディカルさ」に対する歴史学の側からの反応は『ラディカル』の中に

も確認でき、『質問者２（実証主義歴史学者B）　保苅さんのおっしゃっていることは問題含みで

すな。…だいたいそもそも、歴史学が史実性を無視してしまったら、なんでもありになってしまう

 歴史学研究会編(2015)『現代歴史学の成果と課題３ー歴史実践の現在』（積文堂出版）ppⅴ~13

ⅵ

 松井康浩(2017)「実証主義とテクスト主義を超えて：歴史研究者は保苅実から何を得たか」,『日14

本オーラル・ヒストリー研究』第13号,人見佐和子(2015)「２　オーラル・ヒストリーと歴史学/
歴史家」『現代歴史学の成果と課題３ー歴史実践の現在』（歴史学研究会編,積文堂出版）pp.132-
144
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のではないですかね。誰もが好き勝手に自分の都合の良い歴史を捏造する。私は歴史学者として、

そんなことを到底認めるわけにはいきませんな。』 との拒否反応が描かれている。保苅はそれに15

対して、実証主義的な歴史学の手続き、歴史哲学の外にあるものを「なんでもあり」に直結させ

てしまう「歴史学」の姿勢を問う。ここで問題とされるのは、保苅がいうところの「歴史学」一

般の、オーラルな語りの史実性に対する態度そのものであった。保苅にとって「ラディカル」に語

りを捉えるとは、実証主義的な歴史学における史料批判を通じた「史実」の確定でもなければ、

人類学的な記憶論や神話論の立場における「掬い上げて包括する」ことでもなかった。「掬い上

げて包括する」手法は、保苅の想定した歴史学が保有する「西洋性＝普遍性」に傷をつけるどこ

ろか、それを隠匿する可能性すら持つものである。 

　保苅にとっての「ラディカル」さは、「彼らの経験や語りをいかに解釈するか」という立場その

ものが持つ政治性を相対化し、「彼らの経験や語りの前に立たされた歴史家」がそれにいかに応

答しうるか、歴史家のエイジェンシーそのものを問題とするのであった。その意味において、保苅

はつとに「歴史家」としてこの問題に迫った。ジミーじいさんの語る歴史に対して歴史家として向

き合う時、そのオーラルな語りは「学術的な「歴史実践」を補完する史料として用いられるべき

ではなく、アボリジニの歴史実践の内部から理解される必要がある。」し、さらに「学術的な歴

史実践と先住民族の歴史実践との間の差異を強調しすぎることに注意深くなくてはなるまい。」16

と述べるとおり、ここにおいて、保苅が指向していたのは、言語論的展開をへたポストモダン史

学への批判であり、歴史家が歴史へと再び参与する可能性への展望であった。ここにおいて歴史

家は史料の生成、解釈に対してもその外部ではもはやあり得ず、その意味の生成に「関係する者」

として内部に存在する。個人との関係と意味の中に、歴史家も否応なく向き合うことになるので

ある。 

 

５：輻輳する「主体の問い直し」 

　こうした個人のオーラルな語りの意味の生成をめぐり、調査者が史料生成のプロセスの中に参

与し、調査者自身が向き合い方を問われているという認識は、歴史学の外にも存在した。 

　個人の語りに焦点を当てた研究は、個人史、伝記、評伝、ライフヒストリー、ライフストー

リー、エゴ・ドキュメントやエゴ・ヒストリーと、概念的に重なり合う部分を持ちながらそれぞ

 保苅（2004）,46-47p15

 保苅（2004）,184-185p16
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れ展開してきた 。日本における「個人史」の整理の試みは「戦後歴史学」の再検討に始まり、17

「民衆史研究」が登場する70年代に集中的に行われた。特に1978年の歴科協大会シンポジウムに

おいての深谷報告がそれまで「人物論」とされ「科学的」でないとして退けられてきた個人の語り

を「個人史」として把握し直した。深谷の議論の中では、個人の『人格的範疇はいずれにしても階

級、階層、あるいは社会集団に共通する人間的内容をとらえるもの』(112-113p) であり、もしく18

はその社会集団の変容、もしくは社会集団とのズレを映し出す事によって、時代史と並行して歴史

叙述に全体的な統合を与えうるものとしてその可能性を拓いた。 

　深谷の提起は、歴史学における「個人」を「主体とは何か」をめぐる言説の磁場の中に置き、

英雄史としてのみ把握されていた個人史はその焦点を「無名の個人」へと広げていった。それは同

時に、史料と叙述方法を巡る議論をももたらした。深谷は『記録にせよ、言い伝えにせよ、史料

批判は必要だが、特に言い伝え＝聞き取りをどのように有効に駆使するかということが「個人史」

では大事な史料方法論になってくると思う。…私がその過程で意識していたことは、わかりやすく

書くということやうまく書くということではない。私が留意していたことは、「啓蒙主義」に陥

らないということ、それから、一人前の生活を持っている人々に読んで了解してもらえるように書

くということである。』(114p) と述べる。ここにおける「一人前の生活を持っている人々」とは19

深谷が聞き取りを行った相手であり、深谷自身、意味の生成をめぐる調査者と被調査者との関係

の中に身を置く事に意識的である。 

　同時期から、社会学の分野においても同様の議論が立ち上がっている。オーラル・ヒストリー

の再興である。その鏑矢となったのは、1977年における中野卓『口述の生活史̶或る女の愛と呪

いの日本近代』（御茶ノ水書房）の出版であった。中野は、それまでの実証主義的な社会学研究

に対して、個人という人間を社会的行為や役割に還元して把握してきたことへの批判として「個性

ある個人」への着目を唱えた。こうした中野の問題意識を引き継ぎつつ、対話的構築主義の立場

からライフ・ヒストリー/ライフ・ストーリー研究を牽引したのが桜井厚であった。対話的構築主

義の立場に立ったライフ・ヒストリー研究において、調査者は資料生成のプロセスに関与し、そ

 。長谷川貴彦によれば、個人史や評伝・伝記は、19世紀における文化史の交流を背景としたエ17

リートや知識人、政治家を対象としたものと、1970、80年代におけるアナール学派の心性史、
そしてカルロ・ギンズブルグのミクロストーリアに整理される。またアナール学派においては、ブ
ローデルらの数量経済史の集団主義に対して、アラン・コルバンによる一連の研究が誕生した。長
谷川貴彦・成田龍一・桜井厚,(2015)「【座談会】個人史研究の現在、そしてエゴ・ドキュメント
へ」，『歴史評論（777号）』, pp.6-32
 深谷克己(1978,12)「歴史科学協議会　第12回大会シンポジウム報告　歴史学と個人史の研究・18

叙述」『歴史評論』(344),校倉書房,pp.108-118,

 同上19
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の意味の想像が聞き手と語り手との相互行為の中で形成されることを前提とし、その相互行為と

しての対話の中では、調査する側もまた自己の認識が揺らぎ、他者の経験を一方的に意味づけるこ

との暴力性と「とまどい」や「ためらい」を経験する。2002年に酒井順子がポール・トンプソン

『歴史から記憶へ』（原著The Voice of the Past,1978)を翻訳すると、この議論は歴史学におい

ても盛り上がり、桜井らの動きと共振した。保苅の『ラディカル』の登場は、このような文脈の

もとにあった。 

　こうした一連の動きと常に並走していたのが、地方女性史であり、のちにはジェンダー史の研究

領域であった。桜井厚(2015),酒井順子(2011)の整理に従うと、日本における地域女性史の分野は

1950年代，60年代には既に、「聞き書き」による民間女性史が数多く作られていた。さらに1970

年代以降、「史料の残らない」人々の聞き書きや、さらには「語られることのない」領域を掘り

起こし、語り得ない人々の声を拾い上げる試みを積み上げてきた 。欧米においても、イギリスで20

は1960年代後半から70年代にかけて、第２波フェミニズムや性の自己決定の運動、社会民主主義

的フェミニズムの隆盛と軛を一にしながら展開してきた。アメリカでは女性学雑誌Frontiersが

1975年に創刊され、1977年には早くも方法論としてのオーラルヒストリーの特集を組んでいる。

こうした女性史の射程には、文字史料からこぼれ落ちやすい人々の声を拾い上げる視点だけでな

く、そもそも文献史料を中心とすることで、公的資料に残り安い男性の体験を無自覚に普遍化す

る歴史学への異議申し立てが含まれていた 。その後の女性史は、性の規範を作り出すジェンダー21

的な権力そのものを射程に収めるようになり、90年代から2000年代にかけては男性史やクィア史

が進展するなど、ジェンダー史を批判的に再検討する試みがある。 

　他方、1991年の金学順ら日本軍「慰安婦」被害者のカムアウトとその証言を一次資料で裏付け

たのが男性歴史学者であったことは、オーラル・ヒストリーを用いた女性史研究にとって自身の

権威性、文献資料とオーラルな資料との関係を問い直すきっかけになった 。 22

　保苅の遺著が出版されたのち、保苅の主体をめぐる問いと方法論が、実証的な歴史学では戸惑

いを持って退けられたのに対して、オーラル・ヒストリーやライフ・ストーリー、歴史学の分野で

 代表的なものに、もろさわようこ(1969)『信濃のおんな』，山崎朋子（1972）『サンダンカ20

ン八番娼館̶底辺女性史序章』など。
 桜井厚(2015)「オーラルヒストリーとジェンダー史̶歴史叙述との関連で̶」『ジェンダー史21

学』,　酒井順子(2011)「特集１　ジェンダー史とオーラル・ヒストリー　コメント１：オーラル・
ヒストリーとジェンダー史　トランスナショナルな視点からの出会いを求めて」『日本オーラルヒ
ストリー研究』第７号

 平井和子(2012)「語られない女性たちの占領体験を歴史化する試み : 歴史学、女性史、オーラ22

ル・ヒストリーのはざまで(<特集2>オーラル・ヒストリー・フォーラム「学知と現実のはざ
ま」)」,『日本オーラル・ヒストリー研究 8(0)』, 79-84,
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は歴史叙述や主体をめぐる成田龍一や大門正克の議論によって保存されていたのは、こうした研究

者群の研究対象が、多く周縁化された人々や女性といった公的文書には残されない語り得ない人々

であったことと無関係ではない。その意味において、複線的に展開したこれらの研究群は、互い

に参照しつつ、輻輳していたといえよう。 

６：今ふたたびの「歴史実践」 

　さて、このようにして見てきた時、2010年代後半から現在にかけて、歴史教育においても歴史

学の分野においても「歴史実践」をてことして「歴史する」主体が誰であるかの問い直しの波が

押し寄せている。これらの動きに直接的な関係を見出し、即座に関連するものとして結論づけて

しまうのはやや拙速であり、今後も対位法的にこの関係性を位置付けていく必要があるが、視点

を変えて、この主体の問い直しの附置について若干の考察を加えることはできよう。 

　高校教員として、教室空間における「歴史実践」における主体と関係性に着目するならば、「生

徒の歴史実践」をいかに捉えるのかという私たちに問われる視点と、生徒にいかに「ひとびとの

歴史実践」と向き合わせるのかの２つの視点が得られる。 

　「生徒の歴史実践」に向き合う時に、我々に突きつけられるのは、ジミーじいさんの語りと出

会ったときの歴史家に突きつけられるエイジェンシーの問い直しということになろう。それは、

「生徒の歴史実践をどう評価するか」という問題をもはや超え、「生徒の語りをいかに歴史とし

て受け取るか」ということになり、評価活動がもはや行えないような当惑さえ覚える。 

　保苅の議論に従うならば、温泉旅行で近くの名所巡りをするとき、同窓会に出席する時、ジャ

ズの名盤を聞くとき、それぞれの歴史を持つ場に私たちの身体が参与する時、もう既にそこで歴

史実践をしている。その議論に従うならば、生徒が教室に身体を持ってそこで歴史の授業が行わ

れる時、雑談の中で自分の来歴を話す時、机の落書きに向き合っている時ですら、生徒は歴史し

ていることになろう。 

　もちろん、こうした立場に対しては先の議論で確認したような「なんでもあり」や修正主義的な

歴史観にいかに対抗するのかという批判が付き纏うことになろうし、現実定期考査やテストのた

びに、「ヒトラーもいいことをした」，「従軍慰安婦は存在しなかった」と言った生徒の回答を

見ることになる私たちにとっても、こうした抵抗感は身近なことである。 

　こうした問題に対して、保苅はテッサ＝モリス＝スズキの議論に依拠しながら「歴史経験に対す

る真摯さ（Experimental Historical Truthfulness)」を持つことの重要さを指摘する。近代歴史学

的な合理主義に基づいた判断と、しかしその枠からはみ出す経験に対する引き受けを同時に行なっ

ていくというものである。さて、その線引きをいかにすれば良かろうか。松原宏之(2017)は、保

苅と同様に多元的な歴史実践を引き受ける立場にたち、生徒たちは本来的に歴史に参与する欲望
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を持っていることを我々の側が認めるべきであるという。ただし、そうした歴史の実践には、通

俗的な歴史認識の焼き回しでしかない「テータベース消費」と、生徒の生活実感や彼らの文脈に即

して歴史を組み替えて理解可能な「拡張性のある歴史実践」に峻別することができるのではない

かと述べる 。 23

　そのようにして、「修正主義的」な生徒の「語り」を「データベース消費」として合理的に理解

し、対抗する素地を残しながらも、彼らがその理解に至った「経験」を問題にするならば、そこ

には別の可能性も開かれよう。それは「修正主義的」な「語り」を受け入れるということではな

い。彼らがどのような理解を持つにしろ、そのような歴史認識を持つだけの歴史に参与する欲望

を持つという前提に立てば、私たちの身体をそこに下ろしていく事によって、逆にその歴史を解体

し、組み換えるだけの欲望もまた彼らの中にあるということである。 

　いささかユートピア的な発想ではあるが、我々が彼らの歴史的理解を合理主義的な理解に照ら

して「受け入れられる」「受け入れられない」で評価する時、我々のエイジェンシーは権威的な

ものになろう。他方、彼らの歴史認識を問題とするのではなく、いかにしてその歴史を彼らが獲

得したのかという彼らの「歴史実践・経験」に焦点を当てるならば、我々にとって「戸惑う」語

りが彼らから得られたときに、その戸惑いを彼らの語りと共に否定するのではなく、彼らがその

語りを獲得した経験の中に我々の身体を下ろし、その理路を一緒に辿り、ともすればそうした理

解を共に組み替えていくことができる可能性も持つのではないだろうか。修正主義的な語りが得

られたとき、歴史教育者としての我々が行うのは、それを否定する事で彼らが教室の外で得てい

るだろう歴史の場を不可視化して教室の中に閉じこもる事であるのだろうか。それとも、教室の

外での歴史実践のあり方を共に考えていく事であろうか。 

　また、「歴史する」授業を通じて生徒自身の文脈のもとで歴史の学びが行われるとき、生徒は

「ひとびとの歴史実践」に歴史家として向き合う事になる。新指導要領においては、口述史料

（オーラル・ヒストリー）も扱うことができる事になっているが、果たして冒頭で検討した「見方・

考え方」を活用した統合や類比によって、史料が持つ特性を十分に活用し、生徒にとっての意味が

ある授業ができようか。本稿で検討してきたように、この史料に対する方法論が歴史学が抱え込

んできた権威性や暴力性に対する自覚と自己の問い直しであったとき、生徒が「歴史する」こと

が暴力性を孕まないと言えようか。とすれば、「歴史する」授業における生徒もまた、「歴史家」

としての暴力性を容易に抱え込みうる主体であるし、それは「他者とかかわること」において常

に付き纏う問題でもあろう。 

　逆に言えば、それは口述史料を通じた授業を通じて、歴史学を含め、語り得ない人々を対象と

した「かかわり」のエートスに敏感であった人文学の知的態度を生徒と共に学ぶことができる機

 松原宏之(2017)「人は「歴史する」、ゲームでもアニメでも」『史苑』77(2),pp1-823
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会でもある。その磁場には常にジェンダーの問題がつきまとっていたし、私たち歴史教員が今立っ

ている「主体」の見直しの附置は私たち自身が思っているよりも、これまでのジェンダー史研究が

培ってきた「主体」への態度と近い位置にある。 
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令和２年度　歴史総合 単元　「私たちは世界をどうまなざしている」？ 

　　　月　　　日　　　　組　　　番　氏名　　　　　　　　　　　　. 

初回の問い：ジェンダーの視角を持って、あなたはどんな疑問を資料から見出すか。 

次の二つの”性”の意味について調べて、その違いを説明してください。 

Sex・・・ 

 

Gender・・・ 

本当にそう？次の文章を読んで、問いに答えましょう。 

「そもそも「セックス」とはいったい何だろうか。それは自然なのか、解剖学上のものなのか、染色体
なのか、ホルモンなのか。（…）セックスの自然な事実のように見えているものは、じつはそれとはべ
つの政治的、社会的な利害に寄与するために、さまざまな科学的言説によって言説上、作り上げられた
ものにすぎないのではないか。（…）おそらく「セックス」と呼ばれるこの構築物こそ、ジェンダーと
同様に、社会的に構築されたものである。実際おそらくセックスは、つねにジェンダーなのだ」  
　　　　　　　　（ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』邦訳 pp. 28-29; 原書 pp. 10-11.）

→「セックス」も社会的に作られるとはどういうことか？ 

　　 
　　①この時、赤ちゃんの性別を”決めている”のは？ 

　 　看護師　/　赤ちゃん　/　遺伝子　/　身体的特徴 

　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　） 

どうしてそう考えた？ 

他の人の意見をきいて 
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おめでとうございます。元気な男の子/女の子ですよ



探究活動を決める：次の資料から、疑問に思うテーマを一つ選びどのようなことが疑問か（問いたいか）決めよう。 

◆資料① 

１９世期後半、東アジアを含んだヨー
ロッパ列強の市場や領土の拡張競争は、

あらたな異文化接触をもたらした。…

近代世界の男性たちは、幕末維新期の
日本に「文明のまなざし」を向け

た。…屋外で子供を膝に抱いて慈しみ,

凧揚げや大道芸を子供と楽しみ,「遊

ぶ」成人男性…は興味深い,「非文明」

の異文化社会だった 

『ジェンダーから見た日本史　第８章ー２』 

資料② 

人種改良のことについては、内外雑婚の工夫等、吾輩の常に賛成する所にして−すなわち、内の男女

の体質を改良して、完全なる子孫を求るの法なり。ー吾輩が自力に依て人種改良を行はんとするは、
まづ日本国の婦人の心を活発にして、したがってその身体を強壮にして以って好子孫を求めんと欲す
るの工夫なり。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福沢諭吉『日本婦人論』） 

資料③ 

「（1867年4月２４日、金沢村）この土地の領主である大名の邸へ行く道を鎖している門があった。

その前を通りながら、我々は笑いを禁じ得なかった。門には若い女が一人で門番をしていたが、ちょ
うどそのとき、敷居の上で髪をとかしていた。ところがその時、女のまとうものといえば太陽の光線、

それだけなのだ。…たらいで行水中の娘は急ぎでて我々を見つめ、わらいかけ」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『ヨーロッパから来日した青年貴族や外交官の観察』） 

選んだ資料（　　　）　調べたいことを下に書こう。 

次の時間からは、自分の調べたいことに対してヒントになりそうなプリントから取り組もう。 
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令和２年度　歴史総合 単元　「私たちは世界をどうまなざしている」？ 

　　　月　　　日　　　　組　　　番　氏名　　　　　　　　　　　　. 

プリントA：徴兵制とマスキュリニティ 

近代日本における徴兵制度の成立に関して「日本史Aの教科書から」 

Q１：なぜ教科書では「四民平等と国民の誕生」に徴兵制が書かれている？ 

政府は西欧の国民国家体制にならって、江戸時代までの身分制を改め、公家と藩主を華族、武士を士族、百姓

や町人を平民とした。さらに平民の名字使用や華・士族との結婚も認め、そのほか、住居移転・職業選択の自

由などを認める四民平等の政策を進めた。1871年には身分解放令によって「えた」「ひにん」などの呼称を廃

して平民としたが、様々な面で差別はなくならなかった。さらに同年、新たな戸籍制度を設け、戸籍編成の方

法をこれまでの身分別編成から居住地別編成へと変更した。これらの政策を通して、国家を構成する国民が生

み出されることになった。・・・ 

　この間、政府は全国の軍事力を兵部省に管轄させつつ、近代的な軍隊の創設をめざした。1872年、徴兵告諭

を発して国民皆兵の必要性を説き、翌年１月、徴兵令を公布して満20歳に達した男子に3年間の兵役の義務をか

した。四民平等政策と徴兵令によって、旧体制下の支配層であった士族は身分的、軍事的特権を失い、その後

の秩禄処分によって、経済的特権も失った。　　　　　　　　（清水書院『新訂版日本史A』４８−４９p） 

教科書の情報を整理しよう 

明治政府はどんな国制を参考にしていた？：（　　　　　　　）の（　　　　　　　　　　　　　　） 

教科書では、どうして国民の誕生に兵制が関連すると述べてある？： 

（　　　　　　　　　）だった（　　　　　　　）が、身分的・軍事的な（　　　　　　）を失ったため 

下線部「これらの政策を通して、国家を構成する国民が生み出される」について、どうしてこうした政策が、

「国民を生み出す」ことにつながるのだろう？右の資料にも取り組んだ上で、考えよう。 
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資料①：これぞ男だ、死ねるものこそ　　　　　　　これぞ男だ、死ねるものこそ 

　　　　自由と責務、そして正義のために　　　　　神と祖国のために 

　　　　誠実な勇気の前には万事が順調　　　　　　墓に入るまで、彼は戦い続ける 

　　　　悪くなるはずがない　　　　　　　　　　　心と口と手を持って 

　　　　　　　（愛国詩人エルンスト・M.アルント）『ジェンダーで見る世界史』11−2「軍隊とジェンダー」 

作者について調べましょう。何年ごろどの国で生きた人だろうか。 

書き手は男性にどんな役割を求めていますか？男性にどんなイメージを作っていますか？ 

こうした男性の役割について、あなたはどのような意見を持ちますか？ 

資料②：人種改良のことについては、内外雑婚の工夫等、吾輩の常に賛成する所にして−すなわち、

内の男女の体質を改良して、完全なる子孫を求るの法なり。ー吾輩が自力に依て人種改良を行はんと
するは、まづ日本国の婦人の心を活発にして、したがってその身体を強壮にして以って好子孫を求め
んと欲するの工夫なり。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福沢諭吉『日本婦人論』） 

今日の授業を踏まえて立ち返ろう、福沢はなぜ女性に強い体を求めているのか考察しましょう 

最初の授業から見え方の違いはありますか。同じ資料同士の人と話し合いましょう。 
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令和２年度　歴史総合 単元　「私たちは世界をどうまなざしている」？ 

　　　月　　　日　　　　組　　　番　氏名　　　　　　　　　　　　. 

プリントB　：　徴兵・家族・公娼制度 

教科書を見てみよう（実教出版　世界史B) 

　①市民革命や産業革命を迎えた欧米では，家族のあり方にも革命的な変化が起きていた。工業化以

前には，農業や手工業を含む家族（家）は血縁外の奉公人を含め，一つの経営体をなし，生産と消費
の場を兼ねていた。多産多死の時代だったため，子供には無関心で，幼少期を過ぎると「小さな大人」

とみなし，特別の情愛の対象とはしなかった。 

　しかし工業化以後，生産が家庭外へ移行し，公共空間と家内空間が分離すると，「男は仕事，女は
家庭」という性別役割分業が生まれ，子育てと家事をになう「主婦」が誕生することとなった。こう
して，都市の中間層を中心に欧米では，夫婦と親子が深い情愛で結ばれ，親密で私的で家庭的な近代
家族が生まれた。歴史普遍的にとらえがちな「家族」，②女らしさや男らしさの規範は近代以降に作
られたものであり，これを受けて保護のもとに③子供や女性の労働権を制限する労働法や福祉の仕組
みなどが作られていったのである。 

①何世紀ごろにどこで始まった？・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 

②あなたの身の回りの「～らしさ」にはどんなものがありますか？ 

 

 

 

③子供や女性の労働権を制限する労働法や福祉にはどんなものがありますか？ 

あなたは、近代を考えるページに、どうして「家族について」が書かれていると思いますか？ 

他の人の考え 

  /  18 27



史料を読んでみよう 

「小児教育は婦人の専任なれば、たとい富貴の身分でも、天然の約束事にて自ら乳を授くべし…夫婦

同居して，妻たるものが夫に対して誠を尽くすべきはいうまでもなき事にして，両者一心同体，共に
苦楽を与にするの契約は，生命を賭して背くべからずといえども，元来両者の身の有様を言えば、家
事経営に内外の別こそあれ，相互に尊卑の階級あるに非ざれば，一切万事の心得を以って，自ら屈す
べからず。」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(福沢諭吉『新女大学』） 

問１：福沢は妻にはどんなことを求めている？ 

問2：福沢は夫にどんなことを求めている？ 

問３：当時にあっての「両者一心同体」って、福沢にとってはどうだったのだろう？ 

最初の授業のプリントで見え方の変わる資料はありますか。同じ資料同士の人と話し合いましょう。 

他の人の意見 
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令和２年度　歴史総合 単元　「私たちは世界をどうまなざしている」？ 

　　　月　　　日　　　　組　　　番　氏名　　　　　　　　　　　　. 

プリントC：近代と感情 

次の一節を、あなたなりに訳してください。 

(難しい人は、資料集や教科書から探していいよ！） 

In Congress, July 4, 1776.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal…to secure 

these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers 
from the consent of the governed 

(訳) 

問１：この宣言はなんと言う？・・・（　　　　　　　　　　　　　） 

問２：この宣言にはどんな意義がある？教科書や資料集から調べよう 

次の一節を、あなたなりに訳してください。 

Declaration of Sentiment                              Held at Senceca Falls, New York　July 19-20 , 1848 

We hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal…

to secure these rights governments are instituted, deriving their powers from the 
concert of the governed. 

(訳） 

どのような点が上の文章と違う？ 
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資料を読んで考えよう 

18世紀に近代社会が始まり、社会的な地位が流動化するとこの状況が根本的に変わる。近
代科学の発達により、男女の不平等は自然が定めたものであるとされるようになる。それ
によって、男女の感情にも生物学的な差違があると主張されるようになった。 
自律は成人男性にのみ可能であって、女性や子どもには意思の強さも規律も欠けているの
だから、情動の加減は無理だと見なされていた。男性は怒りをコントロールできるのに対
し、女性はいったん怒りに捕らわれればそれに翻弄されるしかないと考えられていたのだ。
とはいえこうした男女に特定の感情を割り振る二分法はその後、さまざまな分野で援用さ
れた。

たとえば政治運動や革命は、つねに情熱と喧噪、暴力的な衝突に満ちた熱い議論をともな
う。だからこそ強い情念をもつ男性だけが政治に関われるのであり、「温和で穏やかな性
質」をもつ女性には向かないのだと。もし女性が政治に加われば「怒りに我を忘れ」、野
獣に変貌するため、究極的には人類に対する脅威になると考えられた。 
小野寺拓也「女性が怒る事になぜ社会は不寛容なのか、その歴史的経緯」『現代ビジネス』（2019,7.15)


問１：資料から読み取ろう：男性はどんな性とされた？ 

問２：資料から読み取ろう：女性はどんな性とされた？ 

問３：なぜセネカ・フォールズの宣言はタイトルを”Sentiment”にしたのだろう？ 

問４：今日の授業を踏まえて、最初の授業プリントで見え方が変わるものはある？ 
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令和２年度　歴史総合 単元　「私たちは世界をどうまなざしている」？ 

　　　月　　　日　　　　組　　　番　氏名　　　　　　　　　　　　. 

授業５：都市化・まなざし・セクシュアリティ 

　山手線の朝の七時二十分の上り汽車が、代々木の電車停留場の崖下を地響きさせて通るころ、千駄谷の田
畝をてくてくと歩いていく男がある。年のころ三十七、八、猫背で、獅子鼻で、反歯で、色が浅黒くッて、
頬髯が煩さそうに顔の半面を蔽って、ちょっと見ると恐ろしい容貌、若い女などは昼間出逢っても気味悪く
思うほどだが、それにも似合わず、眼には柔和なやさしいところがあって、絶えず何物をか見て憧れている
かのように見えた。 
　高い線路に突き当たって曲がる角で、ふと栗梅の縮緬の羽織をぞろりと着た恰好の好い庇髪の女の後ろ姿
を見た。鶯色のリボン、繻珍の鼻緒、おろし立ての白足袋、それを見ると、もうその胸はなんとなくときめ
いて、ただ嬉しく、そわそわして、その先へ追い越すのがなんだか惜しいような気がする様子である。男は
この女を既に見知っているので、少なくとも五、六度はその女と同じ電車に乗ったことがある。 
　それどころか、冬の寒い夕暮れ、わざわざ廻り路をしてその女の家を突き留めたことがある。千駄谷の田
畝の西の隅で、樫の木で取り囲んだ奥の大きな家、その総領娘であることをよく知っている。眉の美しい、
色の白い頬の豊かな、笑う時言うに言われぬ表情をその眉と眼との間にあらわす娘だ。 

田山花袋『少女病』 

問１：この男はどんな男？ 

 
問２：この男性と女性はどんな関係だと思う？ 

問３：物語に登場するキーワードから、この作品の舞台の時代や街の状況を推察し話し合おう 
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資料を読んで考えよう 

日本では日常茶飯事となっている婦人同乗客に対する「悪戯」 や婦人通行者に対する侮
蔑的嘲弄的な言辞は、いわゆる「暴行」 と共通の性質をもっている。これらの行為の差
異は、程度の差異 であって、質の差異ではない。婦人に対する侮辱は、それが、そ の極
致である「暴行」という形をとった時こそ、道徳的にも、法律的にも罪悪となり得るが、
それ以下の場合では、不道徳とすら 認められない。かように婦人を侮辱するということ
が道徳的にさほど重大なことではなく男子自身としては何らの犠牲をも払う要なく―従っ
てその良心を刺戟する材料とならないということは、 ―言いかえれば婦人を対等の人格
者と看なさず、性的玩弄物とし て取り扱うことが通則となっているということは―知らず
識らず、 その侮辱の最後の段階にまで誘い易く、「暴行」の誘惑に、比較 的容易に、無
抵抗に陥る習性を植えつけるものである。

山川菊栄

問１：山川の説明に従うと、田山花袋「少女病」の男の行為はどう説明がつく？ 

問２：今日の授業を踏まえて、最初の授業プリントで見え方が変わるものはある？ 

  /  23 27



令和２年度　歴史総合 単元　「私たちは世界をどうまなざしている」？ 

年　　組　　　番　氏名       　　　　　　           　. 

最初の授業を受けて：　「私たちは世界をどのように見ていますか」　授業を受けて学んだこと、 

　　　　　　　　　　　　疑問に思ったこと、問いに対する今の考えをあなたなりに表現してください。 

授業２：　選んだプリント（　　　　　）_ 

あなたはどうしてこのテーマを選びましたか？ 

このテーマを通じて、単元の問いに関してどのようなことを学びましたか？ 

これからこのテーマを学習する人のためにアドバイスをしてあげてください（Google Formに入力) 

授業２：　選んだプリント（　　　　　）_ 

あなたはどうしてこのテーマを選びましたか？ 

このテーマを通じて、単元の問いに関してどのようなことを学びましたか？ 

これからこのテーマを学習する人のためにアドバイスをしてあげてください（Google Formに入力) 
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授業２：　選んだプリント（　　　　　）_ 

あなたはどうしてこのテーマを選びましたか？ 

このテーマを通じて、単元の問いに関してどのようなことを学びましたか？ 

これからこのテーマを学習する人のためにアドバイスをしてあげてください（Google Formに入力) 

授業２：　選んだプリント（　　　　　）_ 

あなたはどうしてこのテーマを選びましたか？ 

このテーマを通じて、単元の問いに関してどのようなことを学びましたか？ 

これからこのテーマを学習する人のためにアドバイスをしてあげてください（Google Formに入力) 

単元を終えて：　「私たちは世界をどのように見ていますか」　授業を受けて学んだこと、 

　　　　　　　　　授業を通じて考えたことを踏まえて、問いに答えてください。 
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