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中学校における ｢世界史的な広い視野から｣の

歴史教育に向けて

北 村 昌 史 ･明 石 卓*

｢日本橋下の水はテムズ川に通じ,江戸っ子の

吸う空気は,パリジェソヌの吐き出した息であ

る｡ ベルリン問題は根底が朝鮮の三十八度線に

つらなる｡｣(『宮崎市定全集』第2巻,岩波書

店,134頁｡)

はじめに

執筆者の一人,北村は,19世紀 ドイツ史を中心に

西洋史研究に従事 しているが,平成10年12月に改訂

され,14年度から執行された中学校学習指導要領1

の社会の ｢歴史的分野｣について最近話をする機会

があった｡まず,平成15年6月に新潟大学駅南キャ

ンパスで開催された ｢教師のための授業実践研究一

一中学校社会科編- ｣という,現職教員を対象と

した連続四回の講座うち一回を担当した｡次に,辛

成15年度から本務校である新潟大学教育人間科学部

で学部学生を対象にした ｢社会科教育法ⅠⅠ(中等)｣

の授業を担当した｡

こうした講座や授業を準備する過程で平成10年改

訂の学習指導要領における西洋史の扱いに覚えた違

和感を説明することが話の内容であった｡その違和

感とは,この学習指導要領で西洋史の比重がかなり

低いことにだけではなく,歴史教育の現場と歴史研

究のギャップが空いていることにも由来する2｡ 本

稿は,そのギャップを,北村の専門に近い西洋近代

史に関する学習指導要領の叙述の検討から説明する

のを第一の課題とする (第 1章)｡次に,このギャッ

プを埋めるためにまず学習指導要領に見られる西洋

近代史理解の原点を幕末 ･明治維新期に求め,具体

的事例として福沢諭吉の 『文明論之概略』を検討す

る3｡その作業を通 じて歴史研究者として中学校の
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教壇に立って授業をするならどのような工夫をする

のかについて一つの試案を提示する (第 2章)｡こ

こまでが講座や授業の内容である｡

具体的な授業実践を構築するだけの経験の蓄積が

北村には欠けているため,燕市立燕中学校の明石卓

教諭 (現新潟県立分水高等学校教諭)が,世界史の

中の日本史という観点からマゼランの世界周航につ

いての授業プラソを作成 し,2007年11月29日に同中

学校 1年4組で研究授業をおこなった｡その授業プ

ランと研究授業の成果を第3章でのべる (明石担当)｡

本来なら,第 2章と第3章であつかう単元を整合さ

せる必要があるが,執筆者それぞれの準備の状況か

らあつかっている時代にずれが生じてしまった｡こ

のずれの解消は今後の課題としたい｡

平成20年 3月に学習指導要領が改訂され,平成23

年4月から執行される予定であるが,本稿では旧来

の学習指導要領に基づいて議論を進める｡ それは次

の理由による｡ 第 1に,公開講座,社会科教育法の

授業,そして研究授業を通 じて進められた研究の作

業が,平成10年改訂の学習指導要領を批判的に検討

することをその土台としていたからである｡ 第2に,

新しい学習指導要領が公表されたとはいえ,平成22

年度までの3年間は旧来の学習指導要領に準拠 して

学校の授業が進められ,その間は本稿の議論も十分

な有効性をもちえるからである｡第3に,今回改訂

された学習指導要領を検討 しても,西洋史分野の比

重は平成10年改訂のものと本質的に変化はないから

である｡ 平成20年に改訂された点については第 1章

で 1節をもうけ検討 したい｡

第 1章 平成10年改訂の学習指導要領

1 平成10年改訂の学習指導要領における西洋史の

位置

まず平成10年改訂学習指導要領における西洋史の
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位置づげを確認 しておこう｡ 世界史は,東洋史の領

域も含め中学校の社会科では日本の歴史を理解する

ための補助的な位置があたえられているにすぎない｡

先にのべた現職教員対象の講座で,こうした世界史

領域の扱い方が ｢背景史観｣と表現されていること

を教えていただいた｡

そもそも社会科の ｢目標｣自体が次のように定め

られている｡

広い視野に立って,社会に対する関心を高め,

諸資料に基づいて多面的 ･多角的に考察し,戟

が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,

公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生

きる民主的,平和的な国家 ･社会の形成者とし

て必要な公民的資質の基礎を養う｡ (9頁)

とあり,中学校の社会科の目標が,歴史に関しては

日本の歴史の理解におかれている｡ ｢背景史観｣を

前面に出すことは,｢解説｣の ｢第 1章 総説｣の

｢3 改訂の要点｣において ｢世界の歴史を背景に

我が国の歴史を学習することは,従前と同様である

が,これまで以上に我が国の歴史を中心とすること

を明確にした｣,｢世界の歴史を背景にするという趣

旨は従前と変わらないものの,世界の歴史について

は我が国の歴史と関わりのある事項を学習するとい

うことを一層徹底｣(14-15頁)と記されているこ

とからもわかるように,平成10年の改訂のポイソト

の一つである｡ 実際,後に西洋近代史に関する部分

について確認するように,一つ前の学習指導要領で

ある平成元年改訂のものに比べて内容は簡略化して

いる｡

四点あげられている ｢歴史的分野の目標｣のうち

第一点目に次のようなことがのべられている｡

歴史的事象に対する関心を高め,我が国の歴史

の大きな流れと各時代の特色を世界の歴史を背

景に理解させ,それを通 して我が国の文化と伝

統の特色を広い視野に立って考えさせるととも

に,我が国の歴史に対する愛情を深め,国民と

しての自覚を育てる｡ (79頁)

と,世界の歴史は ｢背景｣であることが明記される｡

とはいえ,目標の第 3点目は ｢背景史観｣とは相容

れない内容をもっているのだが,この点については

｢おわりに｣でまたとりあげたい

目標の第一点目に対応 した形で学習指導要領の歴

史的分野の ｢内容｣も,｢(1) 歴史の流れと地域の

歴史｣で全体の流れを確認 してのち,｢(2) 古代ま

での日本｣,｢(3) 中世の日本｣,｢(4) 近世の日本｣,

そして ｢(5) 近現代の日本と世界｣と日本史として

構成されている｡

昭和30年の学習指導要領では歴史的分野の具体的

目標の第2点目に ｢今日の社会生活上の諸問題を,

世界史的な広い視野から理解 していく態度を養う｣

ことがあげられる｡ この指導要領の ｢内容｣をみて

も,｢日本史と世界史との内容の比率の目安は,お

およそ7:3位を適当と考える｣とあり,それに対

応 した形で歴史的分野が構成されている｡ 世界史的

視野に立つという立場は昭和33年の学習指導要領に

も受け継がれるが,世界史を ｢背景｣と位置づける

視点は昭和44年の学習指導要領から登場 し,西洋史

の比重は低下する｡

平成10年改訂学習指導要領で西洋史にかかわる部

分を確認 しておくと,日本の歴史が欧米諸国との密

接な関わりの中で展開するようになった20世紀以降

をのぞけば,｢(4) 近世の日本｣の ｢ア｣で戦国末

期のヨーロッパ人の来航に言及 しているものと ｢(5)

近現代の日本と世界｣の ｢ア｣で欧米諸国のアジ

ア進出にふれた2ヶ所だけである｡ 西洋史の叙述が

この2ヶ所に限定されるのは,昭和44年に世界史が

｢背景｣と位置づけられて以来平成20年改訂に至る

まで一貫 してみられる流れである｡西洋史の叙述が

この2つの時期に断片化しているため,西洋の古代

史や中世史はいうまでもなく,近世以降のスペイソ･

オランダの衰退,イギリスやフラソスの台頭,新大

陸-のヨーロッパ世界の拡大といった,その間の西

洋史上の大きな変化はあっかわれない｡そのため,

江戸時代に日本が門戸を開いていたオランダが,鎖

国の時点ではヨーロッパ諸国の中でもっとも経済的

に繁栄 していた国であったことは十分に伝わらない

ようになっている｡

2カ所それぞれの ｢内容の取扱い｣をみると,た

とえば前者については

ア アの ｢ヨーロッパ人の来航｣の背景につい

ては,新航路の開拓を中心に取り扱い,宗教改

革については深入 りしないようにすること｡

(96頁)

とあり,フランシスコ･ザビエルが宗教改革で失わ

れたカ トリックの地盤をアジアへの布教で回復 しよ

うとした結果として日本に到達 したというような事
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情は授業の内容に入ってこない｡後者についても,

後に確認するように同様な制限が加えられており,

西洋史にかかわる二ヶ所であっても,実質的にあま

り内容に立ち入らないように指示がなされている｡

こうしてみると西洋史の専門家が中学校の学習指

導要領に何かのべるのも無駄なようであるが,｢背

景｣としての西洋史の叙述が問題を学んでいないか

を確認するだけでも重要な作業である｡ そして,こ

れから確認するように学習指導要領の西洋史の扱い

には問題があるといわざるをえない｡ここでは,北

村の専門を考慮して,西洋史にかかわる2ヶ所のう

ち ｢(5) 近現代の日本と世界｣の ｢ア｣のほうをと

りあげたい｡

2 学習指導要領の検討

a 学習指導要領の ｢内容｣と ｢内容の取扱い｣

まず,該当する部分の ｢内容｣と ｢内容の取扱い｣

をそのまま引用しよう｡

｢内容｣

ア 市民革命や産業革命を経た欧米諸国のアジ

アへの進出を背景に,開国とその影響について

理解させる｡ (102頁)

｢内容の取扱い｣

ア アの ｢市民革命｣や ｢産業革命｣について

は,代表的な-,二の国の例を取り上げて扱う

ようにすること｡ ｢欧米諸国のアジア-の進出｣

については,近代社会の成立の下,新たな市場

や原料,植民地を求めてアジアにも進出したも

のであることを欧米諸国の事例を選んで取り上

げるようにすること｡ ただし,これらは我が国

の歴史を理解するための背景として取り扱うに

とどめ,各事象の詳細にわたらないようにする

こと｡ (103頁)

｢内容の取扱い｣の最後で内容に立ち入らないよう

にという指示があることをまず確認 しておこう｡ 平

成元年改訂の学習指導要領の ｢内容｣ではこの部分

について ｢ア ヨーロッパ近代社会の成立 ヨーロッ

パにおける市民社会,産業革命,近代科学と文化の

発達などを扱い,ヨーロッパの近代社会の成立と海

外-の進出のあらましを理解させる｣とある｡ これ

に比べると平成10年の ｢内容｣は明らかに簡略化さ

れている｡

｢内容｣のアについて教科書がどのように扱って
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いるのかとか,実際の授業で何時間あてられている

かという問題もあるが,ここでは原則を確認すると

いう意味で学習指導要領のこの ｢内容｣と ｢内容の

取扱い｣に即して議論を進めたい｡ ｢内容｣を ｢市

民革命と産業革命を経た｣と ｢アジア-の進出｣に

分けて検討 していこう｡

b ｢市民革命と産業革命を経た｣

まず ｢市民革命と産業革命を経た｣からとりあげ

よう｡たしかに,欧米の18世紀後半から19世紀前半

にかけての時期は政治的 ･経済的変動の時代であ

る4｡ ただ,こうした大変動が言葉の本来の意味で

｢革命｣であったかどうかについては近年疑問が呈

されている｡ ｢革命｣とは既存のものとは異なった

社会構造や秩序が生み出されることを意味する｡

｢市民革命｣とは,絶対王政の社会構造が市民によっ

て打破され,新たな市民社会が成立する過程を指 し

示す｡学習指導要領では ｢市民革命｣としては17世

紀に発生した一連のイギリスの革命,18世紀のアメ

リカ独立革命やフラソス革命が,また ｢産業革命｣

とは繊維工業にはじまる一連の機械化とそれに伴う

産業構造の変化が想定されている5｡

ところが,イギリスの革命については,支配階層

である地主 ･貴族層の争いにすぎず,｢市民革命｣

というよりは ｢内乱CivilWar｣といったほうがよ

いものであることは研究者の共通認識となって久し

い6｡ ｢市民革命｣の古典的事例とされたフラソス

革命についても,近年ではそうした見解に対 して根

本的な疑念が出されている｡ そうした批判的意見で

は次の二点が強調されている｡第一に,革命前に革

命の担い手たる市民 (ブルジョワジー)と,封建制

の支配階級である貴族の間には,財産形態 ･生活様

式 ･価値観の点で混合が住んでおり,｢市民革命｣

が前提とする両者の階級対立は存在しない｡第二に,

革命の際の実際の政治集団は市民ではない｡批判的

見解は,貴族と市民の混合によって生じる社会集団

を新エリー トと位置づげ,これを革命の推進者と見

るのである7｡ アメリカ独立革命についてはかつて

の研究では独立革命を典型的 ｢市民革命｣として捉

える見解が有力であった8｡ もっとも,現在ではこ

の革命もそうした単純な分類にとどまらない,多様

な解釈が研究者によって加えられている9｡

他方,｢産業革命｣がイギリスの経済変動を念頭

においた概念であり,他の国に適用できるかは留保

が必要であることは以前から強調されている｡ イギ

リスについても,様々な技術革新や工業の発展を
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｢産業革命｣とするのは一つの解釈に過ぎないこと

を留意 してこの言葉を用いるべきという指摘がなさ

れている10｡近年では,｢革命｣という短期的変動を

想定する言葉よりも,｢工業化｣という長期的な経

済変動を射程に入れた,より価値中立的な概念で18

世紀以降の経済の大変動を説明する傾向も顕著なも

のがある11｡

以上,現在の研究状況を見ると,｢市民革命｣に

しろ ｢産業革命｣にしろ,研究者の間ではそうした

概念を使って歴史を叙述する際には慎重な態度が要

請されているのである｡

とはいえ,｢革命｣という概念の範囲を広くして

｢大きな変動｣くらいに理解すれば,中学校の社会

科の授業で ｢市民革命｣や ｢産業革命｣という概念

を用いて欧米諸国の歴史を語っても,大きな問題は

生じないのかもしれない｡ しかし,｢内容の取扱い｣

まで含めて考えていくと,さらに問題が残る｡ ｢内

容の取 り扱い｣では,｢市民革命｣や ｢産業革命｣

について ｢代表的な一,二の国の例を取り上げて扱

うようにすること｣と書かれている｡ その点につい

て考えていこう｡

まず,｢市民革命｣を想起させるような大事件を

経験 した国は欧米諸国の中でもそれほど多くない｡

たとえば,近代 ドイツ史に関する伝統的な理解では,

ドイツでは ｢産業革命｣がそれ相応に進んだのに対

して, ｢市民革命｣は不在のまま近代化が進み,こ

の経済と政治のねじれが近代 ドイツ史に独特のゆが

みをもたらしたとされる12｡ こうした通説的理解は

今日ほぼ否定されているが,フランス革命を想起さ

せるような政治的変動は ドイツについて語ることは

困難である｡ ドイツにおいて ｢市民革命｣に匹敵す

るような変化をもたらした現象としては,ナポレオ

ン戦争とウィーン会議を背景に進められた,約300

から40弱への国家 (邦)の再編成,およびそれぞれ

の邦単位で行われた改革をあげるべきであろう13｡

実際,当時のヨーロッパでも ｢市民革命｣を経ない

で近代化を進めたこうした国が主流といえる｡

ただ,｢背景史観｣であれば,欧米諸国とはいえ,

当時日本に進出してきていた国に限定すれば問題は

ないのかもしれない｡そこで,日米修好通商条約と

いった,安政の五カ国条約 (1858年)と総称される

一連の条約の相手国,イギリス,フランス,ロシア,

アメリカ,そしてオランダについて ｢代表的な一,

二の国の例｣として適切か検討 してみよう｡

まず,イギリスをとりあげよう｡ この国について

は ｢産業革命｣は問題ないといえるが,｢市民革命｣

として想定されるピュー リタン革命と名誉革命は

｢背景｣として適切とはいえない｡現在,これらの

｢革命｣が ｢内乱｣と位置づけられていることは別

にして,いずれも17世紀の事件である｡ 一連の革命

の終結点である名誉革命の発生した1688年はペリー

来航 (1853年)の165年前であり,｢背景｣とみなす

には時間的に距離がありすぎる｡

フランスに話を移せば,フランス革命を ｢市民革

命｣としてあつかうことに問題はないが,｢産業革

命｣の事例としてとりあげることはかなり難 しいで

あろう｡ フラソスの産業革命は19世紀初頭には開始

するが,発展は緩慢といわれ,イギリスほど劇的に

進行 したわけではない14｡ ｢産業革命｣を中学校社

会の授業でとりあげるのなら,ジョン･ケイの飛び

梓にはじまる各種の生産技術の発明 ･改良に重点の

一つがおかれると思われる｡そうした発明 ･改良は

ほとんどイギリスに集中しているわけであり,他の

国を ｢産業革命｣の事例としてとりあげることは困

難であろう｡ そうした問題はフランスの ｢産業革命｣

についてもいえる｡

アメリカについては独立革命を ｢市民革命｣の実

例として扱うことは可能であろう｡ アメリカの ｢産

業革命｣については,開始期には諸説あるが,19世

紀前半にははじまっていたと理解されている15｡ こ

れも中学校社会の授業でとりあげられるような劇的

な事件や発明には乏しい｡

ロシアでは ｢市民革命｣といいうる事件が欠如 し

ており,｢産業革命｣については19世紀末に開始さ

れたとみなされている16｡ ロシアが日本に積極的に

関わるようになった ｢背景｣としてはこの国が当時

東アジア方面で南下政策をとるようになったという

事情を指摘できよう｡ 最後にオラソダをみると,

｢市民革命｣については1568年からのオラソダ独立

戦争が想定できるかもしれない｡しかし,これは19

世紀半ばのアジア進出の ｢背景｣としては時間的に

離れすぎている｡ 他方,17世紀には中継貿易で栄え

たオランダの経済も,17世紀後半からイギリスやフ

ランスの台頭に伴い後退を余儀なくされる｡ 1830年

に既に産業革命を開始 していた南部諸州がベルギー

として独立 してのち,オランダの ｢産業革命｣の開

始は結局19世紀末を待たなければならなかった17｡

オランダが安政の五ヶ国条約に加わった要因として

は同国が江戸時代から日本と交渉をもっていたこと

を重視すべきであろう｡ ロシアとオラソダの状況は,

｢市民革命｣と ｢産業革命｣では ｢欧米諸国のアジ

アへの進出｣の説明としては十分ではないことを物
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語っている｡

こうしてみると ｢市民革命｣のフランス革命とア

メリカ独立革命,およびイギリスの ｢産業革命｣以

外は,｢代表的な一,二の国の例｣としてとりあげ

られる事例は存在 しないことになる｡ しかも,アメ

リカ独立革命にしろフランス革命にしろ,18世紀後

半から大西洋を取り囲んだ形で進んだ一連の改革運

動の時期的に早い,それゆえモデルとしての位置を

果たした事例であり,またそうした運動の極端に激

化 したものである18｡これらの革命を理解するため

には,両革命のこうした一般性と特殊性を把握する

必要があり,それは ｢代表的な一,二の国の例｣を

あつかう授業だけでは難しい課題であろう｡ イギリ

スの工業化を出発点かつモデルとしてヨーロッパ ･

アメリカ全体で展開した ｢産業革命｣についても同

様のことが指摘できよう｡

｢市民社会と産業革命を経た欧米諸国｣というイ

メージは,これらモデルとなった国家の歴史をもと

に形成されたものにすぎない｡全ヨ-ロッパ的な右

肩上がりの上昇も,それぞれの国や地域ごとの特殊

性を季みながら進んだと見るべきであり,それをど

こかの国で代表させるという発想自体にもともと無

理がある｡ フラソス革命を ｢市民革命｣の代表とし

てとりあげ,｢産業革命｣についてはイギリスのそ

れをあつかうという折衷案も考えられるが,これだ

と欧米諸国の中でも一番顕著な展開をみせた事例を

あわせることになり,当時の欧米諸国の歴史につい

て偏ったイメージを与えかねない｡

では, ｢アジア-の進出｣に話を移そう｡

C ｢アジアへの進出_｣

まず,｢内容｣にあるように欧米諸国が日本開国

直前にアジアへの進出を開始 したことは間違いのな

い事実である｡ ア-ソ戦争は1840年から42年にかけ

ての事件であり,その結果南京条約は42年に締結さ

れている｡ また,清朝とフランス ･イギリスとのア

ロー戦争は1856年から60年の出来事であり,ムガー

ル帝国が滅亡 しイギリスのインド直接統治がはじま

るのは58年のことと,欧米のアジア進出の進捗を印

象づける出来事が安政の五ヶ国条約締結前後の時期

に起こっている｡

近年の中国史研究では,南京条約以降の清朝と欧

米列強の関係について, 列強は点を抑えたただけで,

実際は従来からある朝貢体制に依拠 したものに過ぎ

なかったという見解が有力となっている19｡この見

解に基づけば,アヘン戦争以降の欧米諸国も朝貢体
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制にのっとった貿易ができたのみで,中国に植民地

を獲得するには未だかなり隔たりがあったといえる｡

これに対 しては,アヘン戦争の意義を再評価する反

論も出されている20ものの,欧米列強がアジアに進

出してきた前後の状況は近年見直しが進みつつある｡

こうした議論を念頭において,当時の欧米列強のア

ジア進出について基本的な事実を改めて確認 してお

こう｡

まず欧米列強の植民地獲得という点では,イギリ

スがイソドを支配 したのは実は例外的に早い事例で

ある｡ ｢内容の取 り扱い｣で欧米諸国のアジア進出

の目的の一つとして ｢植民地を求めて｣と記されて

いることには留保が必要なのである｡ 南京条約によ

る領土割譲も香港のみであり,その後の欧米列強に

よる中国の領土獲得の開始点としての意義は明白で

あるが,割譲の段階では広大な中国の中の微細な一

点にすぎない｡

アロー戦争とその結果締結された天津条約,太平

天国の乱へのイギリスの関与などを経て,徐々に欧

米列強の清朝-の影響力は拡大 していったが,それ

が実際の領土獲得に転じるのは日清戦争以降のこと

である｡ 中国以外に目を向けても,フラソスによる

インドシナ保護国化は1887年であり,アメリカによ

るフイリピソ獲得も1898年である｡

以上,中学校学習指導要領の ｢歴史的分野｣の,

｢(5)近代の日本と世界｣のアについて細かく考え

ていくと学習指導要領のように授業を展開できない

ことはたしかである｡ とはいえ,北村が学習指導要

領を検討 したのは現職教員向けの講座,および ｢社

会科教育法ⅠⅠ(中等)｣の授業を担当したのを切っ掛

けとした｡そうした枠組みの中で考えたことなので,

｢授業を展開できない｣と結論づけるわけにはいか

ず,以上のべてきた点をふまえて自分なりにどのよ

うに授業を展開するかを提示 しなければならない｡

ただし,具体的な授業の展開を考えるまでには至ら

ず,本章の論点と学習指導要領をどのように両立さ

せるかについて考えるてがかりを提示するにとどま

る｡ それについては章を改めてのべていきたいが,

その前に平成20年に西洋史に関して改訂された点に

ついて確認 しておこう｡

d 平成20年に改訂された点

平成20年の学習指導要領の改訂でも世界史が ｢背

景｣として位置づけられ,またその叙述が ｢断片化｣

しているという問題点に変わりはない｡とはいえ,

今回の改訂で西洋史にかかわる部分でいくつかの変
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化が見られる｡

第 1に,戦国末期のヨーロッパ人の来航の際に

｢内容の取扱い｣で ｢宗教改革にも触れること｣と

指示され,ザビェルなどの来航の動機が以前よりも

理解 しやすくなっている｡

第2に,近代西洋史にかかわる部分については大

きく変化している｡ ｢内容｣は以下の通 りである｡

ア 欧米諸国における市民革命や産業革命,ア

ジア諸国の動きなどを通 して,欧米諸国が近代

社会を成立させてアジアへ進出したことを理解

させる｡

｢市民革命｣や ｢産業革命｣という言葉を用いてい

るが,それらが全ヨーロッパでどこでも見られた現

象としてではなく,欧米諸国全般で進展 した近代社

会の成立を理解させるためのひとつの事例として考

えられているようである｡ そうした観点は ｢内容の

取扱い｣においてより明確になっている｡

ア アの ｢市民革命｣については欧米諸国にお

ける近代社会の成立という観点から,｢産業革

命｣については工業化による社会の変化という

観点から,｢アジア諸国の動き｣については欧

米諸国の進出に対するアジア諸国の対応と変容

という観点から,それぞれ代表的な事例を取り

上げるようにすること｡

それぞれ,｢近代社会の成立｣や ｢工業化による社

会の変化｣という,より一般的な現象を説明するた

めの具体的事例としてみなされている｡ 平成20年の

改訂は,先に指摘 した市民社会成立の過程の一般性

と特殊性という問題が配慮されたものになっている

と評価できる｡

アジアへの進出にかかわる部分についても,｢新

たな市場や原料,植民地を求めて｣は削除され,ア

ジア諸国の動向を中心に･した授業を行うように求め

られている｡ 今回の改訂では,欧米諸国がアジアを

一方的に植民地にしたという観点から,欧米諸国と

アジア諸国それぞれが主体として歴史の舞台に立っ

ていたという観点への移行が見られたのである｡

こうしてみると欧米諸国がアジアに進出してきた

｢背景｣を語る部分について近年の動向を踏まえた

改訂が加えられたのだといえる｡

とはいえ,教科書作成や授業実践の段階において

一般性と特殊性の問題が十分に考慮に入れられなけ

れば,授業において何らかの革命を ｢代表的事例｣

としてとりあげることによって,そうした革命が全

ヨーロッパ的に発生した事件と生徒に認識されてし

まう恐れは残る｡ さらに ｢内容の取扱い｣の指示だ

と,教育現場においてフラソス革命とイギリスの産

業革命が ｢代表例｣としてとりあげることが助長さ

れ,欧米諸国の社会変動に関する極端なイメージが

生徒に植え込まれていく可能性は大きい｡平成10年

の学習指導要領で感じた違和感は平成20年の改訂で

も完全に解消したとはいいがたい｡ したがって,辛

成10年改訂の学習指導要領にもとづく次章の議論も

新しい学習指導要領のもとでも有効性をもちえるも

のと愚考する｡

第2章 福沢諭吉 『文明論之概略』

a 『文明論之概略』

まず ｢欧米諸国｣がアジアや日本に接近を試みた

ことが当時の日本人に危機意識を抱かせ,そうした

危機感がその後の日本の歴史を,そして最近の学習

指導要領を規定 したのも疑いようのないところであ

る｡現実の欧米諸国の歴史がどうあれ,それを当時

の日本人がどのように認識 したかが重要である｡ 学

習指導要領と前章でのべたことにある程度の整合性

をもたらすには,指導要領の記述の原点に立ち戻る

べきであろう｡ そうした観点から,幕末および明治

初期の日本人が欧米諸国の現状や歴史をどのように

認識 したのかを確認 していきたい｡

北村の準備の都合からここでは当時の代表的知識

人の1人であり,その後の日本に様々な点で影響を

与えた福沢諭吉の 『文明論之概略』 (1875年-明治

8年)に対象を限定 していきたい｡この課題を行う

には欧米諸国の現状や歴史に関する当時の日本人の

書いた文章を体系的に検討する必要があるが,それ

は今後の課題としたい 21｡ ただ,こうした考察の出

発点として 『文明論之概略』をとりあげるについて

は次の三点から正当性をもちえるであろう｡ 第一に,

『文明論之概略』は,ペリーの来航以来壊夷か開港

かといった形で揺れ動いた議論をうげ,三度の洋行

の経験と欧米の学問の積極的な摂取にもとづいて福

沢が日本の独立を説いた著作である｡ 出版されたの

は明治維新後8年もたっているが,以上にのべた欧

米認識や危機感が鮮明にあらわれている｡ 第二に,

『文明論之概略』の西洋史の叙述は,日本人が西洋

史を論 じた比較的早い事例の一つのはずである｡ 学

習指導要領の原点を探るという観点からは格好の素
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材といえる｡ 第三に,本稿はあくまでも中学校の社

会科の授業を念頭においており,本章の検討も何ら

かの形で授業で利用することを想定 している｡ 明治

時代の偉人として著名であり,現行の一万円札にも

使われる福沢諭吉は中学校の生徒にもなじみやすい

人物と考えられるのである｡

さて,『文明論之概略』は, 日本と西洋の関係に

ついて,日本の独立を守ることこそ肝要であり,西

洋文明を学ぶのもそのためとして,西洋文明の来歴

と日本文明の由来を対照させつつ論 じた書物である｡

たとえば,｢緒言｣には次のように記されている｡

今の西洋の文明は,羅馬の滅後より今日に至

るまで,おおよそ一千有余年の間に成長 したる

ものにて,その由来,頗る久しというべし｡我

日本も,建国以来既に二千五百年を経て,我邦

一己の文明は臼から進歩 して,その達する所に

達 したりといえども,これを西洋の文明に比す

れば趣の異なる所なきを得ず｡(9頁)

本書では,｢第八章 西洋文明の由来｣を中心に し

て中世以来の西洋の歴史が概観され,｢第十章 自

国の独立を論ず｣では,欧米諸国のアジア ･太平洋

方面進出に対する危機感が語られている｡ 本稿は,

『文明論之概略』の思想の全体像を解明することを

目的とはしていないため,この二点に限定 してテキ

ス トを引用 しつつのべていこう｡

b ｢市民革命｣と ｢産業革命｣

『文明論之概略』において福沢諭吉は,フランス

の歴史家ギゾ-の著作 『ヨーロッパ文明史』をもと

にして西洋の歴史を叙述 している｡ ヨーロッパ社会

の始まりをローマ帝国の滅亡とゲルマン民族の移動

に求めている｡ その後のカール大帝の帝国,封建制

皮,十字軍,宗教改革,絶対王政の成立など,概説

的レベルではおおむね間違いのない形でヨーロッパ

の歴史が語られる (191-204頁)｡そうした叙述を

うげ,イギリスとフラソスの ｢市民革命｣について

は次のようにのべている｡

千六百二十五年, 第 一世チャーレスの位に即

きし後は,民権の説に兼てまた宗教の争も喧 し

く,あるいは議院を開き,あるいはこれを閉じ,

物論蜂起,遂に千六百四十九年に至て,国王の

位を廃 し,一時共和政の体をなしたれども,永

続すること能はず,爾後様々の国乱を経て,千
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六百八十八年第三世ヰルレムが王位に登 りLよ

り,始て大に政府の方向を改め,自由寛大の趣

意に従て,君民同治の政体を定め,以て今日に

伝えり｡

仏蘭西に於ては千六百年の初,第十三世ロイ

スの時に,宰相 リセリウの力を以て,益王室の

権威を煙かし,千六百四十三年,第十四世ロイ

スが王位を継たるときは,年甫て五歳にしてい

まだ国事を知らず,加之,内外多事の時なれど

も,国力を落すに至らず,王の年長ずるに及て

天資英遇,よく祖先の遺業を承て,国内を威服

したるのみならず,しばしば外国と兵を交-て,

戦て勝たぎるはなし｡在位七十二年の間,王威

赫突の極に達 し,仏蘭西にて王室の盛なるは,

特にこの時代を以て最と称す｡

然れどもその末年に及ては,兵威やや振はず,

政綱漸 く弛み,隠然として王室零落の萌を見る

が如し｡けだし第十四世ロイスの老 したるは,

ただその人の老 したるのみにあらず,欧洲一般

に恰も王権の老衰 したるものというべし｡第十

五世ロイスの世は,益政府の醜悪を極めて,殆

ど無政無法の極に陥 り,これを昔年の有様に比

すれば,仏蘭西はあたかも前後二箇の国あるが

如 し｡

然りといえども,また一方より国の文明如何

を尋れば,政治廃壊のこの際に当て,文物の盛

なること前代無比と称すべし｡千六百年の間に

も,学者の議論に自由の思想なきにあらざれど

も,その所見,あるいは狭陰なるを免かれざり

しもの,七百年代に至ては,更にその面目を改

め,宗旨の教なり,政治の学なり,理論なり,

窮理なり,その研究する所に際限あることなく,

これを究め,これを疑ひ,これを乱 し,これを

試み,心思裕然としてその向ふ所を妨るものな

きが如 し｡ 概 してこの時の事情を論ずれば,≡

室の政治は不流停滞の際に腐敗を致 し,人民の

智力は進歩快活のために生気を増 し,王室と人

民との問に,必ず激動なかるべからざるの勢と

いうべ し｡

即ち千七百年代の末に仏蘭西の大騒乱は,こ

の激動の事実に見ほれたるものなり｡ 但 しその

事の破裂するや,英吉利にては千六百年代の央

に於てし,仏蘭西にては千七百年の末に於てし,

前後百余年の差あれども,事の源因とその結果

と,相互に照応するの趣は,正 しく同一の轍を

践むものというべ し｡
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右は西洋文明の大略なり｡ その詳なるは世上

に文明史の訳書あり,就て見るべ し｡学者よく

その書の全体に眼を着 し,反覆熟読 して前後を

参考することあらば,必ず大に所得あるべ し｡

(204-205頁)

と,｢市民革命｣という語は使っていないが,イギ

リスの革命とフランスのそれを同次元のものととら

えている｡ ギゾ-の原著の出版が1828年であったの

で,ヨーロッパの歴史についての叙述はこの二つの

革命で終わっている｡このためこうした ｢市民革命｣

が当時の欧米諸国の歴史の到達点であるという印象

が強まっている｡

ただ,ギゾーの著作に依拠 しているため,｢西洋

文明の由来｣といいつつ,おもにイギリスとフラソ

スの歴史に終始 し,アメリカ,ロシア,オラソダ,

さらには ドイツといった国々には話がおよんでいな

い｡ したがって,ここでの福沢の西洋史イメージは,

イギ リスとフラソスという ｢典型的｣ ｢市民革命｣

を経たとされる国の歴史をもとに作られたといって

よい｡

他方,｢産業革命｣については第十章において

｢西洋諸国は物を製するの国にして, 日本は物を産

するの国なり｣(277-278頁)と日本の状況と対比

的に指摘されている｡ ｢物を製するとは,天然の物

に人工を加えること｣(278頁)であり,西洋諸国が

｢産業革命｣を経た工業中心の産業構造を有 してい

ることが認識されている｡ もともと ｢産業革命｣と

いう概念自体,アーノル ド･トインビーが1884年の

著作で明確化 したもの22であり,福沢がそうした言

葉を用いていないことは何ら不思議ではない｡福沢

が欧米諸国の産業構造の大きな変動をどこまで把握

していたかは 『文明論之概略』からだけでは不明で

あるが,西洋諸国の産業の現状が日本のそれとは本

質的に異なるものであることは十分把握 していた｡

以上,福沢が欧米諸国が ｢市民革命｣と ｢産業革

命｣を経て今日に至ったと認識 していることは,認

めても差 し支えなかろう｡次に,欧米諸国の進出を

彼がどのように認識 していたのかを見ていきたい｡

C ｢アジア-の進出｣

欧米諸国の進出と,それに対する強烈な危機感は

第十章にて鮮明に語られる｡ 彼は,二度 目の洋行で

ヨーロッパに行 く船が香港に寄港 した際,ヨーロッ

パ人が現地の人間を奴隷のように使役する光景を目

撃 し,欧米が日本に進出してきた時に被るであろう

運命を予感する｡ 彼が見たのは香港の港湾の光景に

過ぎないが,彼の危機感のかなりの部分は彼のこの

時の体験に由来するであろう｡ 福沢はまずインドの

例をとりあげ,統治のための官僚を採用する制度に

焦点をあてる｡ 単に支配されているということでは

なく,支配の実態に視線がおよんでいるのである｡

ここに我 日本の殿鑑として印度の一例を示さ

ん｡ 英人が東印度の地方を支配するに,その処

置の無情残刻なる,実にいうに忍びざるものあ

り｡ その一,二を挙れば,印度の政府に人物を

採用するには英人も土人も同様の権利を有 し,

才学を吟味 して用るの法なり｡然るにこの土人

を吟味するには,十八歳以下の者を限 り,その

吟味の箇条は,固より英書を読て英の事情に通

ずるにあらざれば,叶はざることなるゆえ,土

人は十八歳の年齢に及ぶまでに,先づ自国の学

問を終 り,兼て英学を勉強 して,その英学の力

を以て英人と相対 し,英人の右に出るにあらざ

れば,及第するを得ず｡あるいは一年を過ぎて,

十九歳の時に成業する者あるも,年令に限あれ

ば,才学を問はず,人物を論ぜず して,これを

用に適せざる者と為 し,一切官途に就て地方の

事に参与するを許さず｡(287-282頁)

と,当時のイソド植民地官僚の試験にふれている｡

『文明論之概略』が書かれた時期より後の時期のデー

タであるが,本田毅彦氏の研究によれば,1892年か

ら1914年にかけて リクルー トされたイソド高等文官

1259人のうち,インド人は68名 (5.4%)であった｡

しかも,福沢の指摘するように,英語教育をうける

条件が整っていることが合格するための必須要件だっ

たようであり,ベンガル州やボンベイ州の出身者が

彼らの中で圧倒的に多いのは西洋式教育へ接近 しや

すいからであろうと本田氏も推測 している23｡年齢

制限の問題はインド人にとっても大問題であり,18

80年代以降になってインド人の中には,インド人の

合格率を抑えるために受験資格年齢を意図的に低め

に設定 していると非難を加えはじめる者 もいた｡そ

うした圧力もあって1892年には受験資格年齢が従来

の17歳以上19歳以上から21歳以上23歳以下に引きあ

げられたのである24｡

この試験制度のインド人にとっての問題は英語教

育や年齢にとどまらない｡

英人はこの無情なる苛法を以てなお足れりと
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せず,吟味を行ふの場所を,必ず英の本国ロン

ドンに定め,故さらに土人をして寓里の波韓を

越えてロンドンまで出張せしむるの法を設けた

り｡ 故に土人は十八歳の時,既に吟味を受けて

及第すべき学力を有するも,多分の金を費して

遠路を往来せざれば官に就くべからざるの仕掛

に制せられて,学力の深浅にかかわらず,家産

に富まざれば,官途に由なし｡あるいは稀に奮

発する者ありて旅費を舶ちロソドンに行て吟味

を受るも,不幸にして落第すれば,徒に家産を

破るのみ｡その不便利なること讐へんに物なり｡

英の暴政,妙を得たりというべ し｡(287-288

蛋)

と,試験を受けるために多大な財力がいることを強

調する｡

福沢の視線はインドだけにとどまらない｡

そもそもも外人の我国に来るは日なお浅 し｡

かつ今日に至るまで我に著しき大害を加えて,

我面目を奪ふたることもあらざれば,人民の心

に感ずるもの少なしといえども,いやしくも国

を憂るの赤心あらん者は,閲見を博 くして世界

古今の事跡を察せざるべからず｡(290頁)

とあり,現状では問題は発生していないが,欧米諸

国が日本に対 してどのような行動をとるかについて

過去の事例にあたるべきとして次のようにのべてい

る｡

今の亜米利加は,元と誰の国なるや｡ その国

の主人たるイソヂヤソは,白人のために逐ほれ

て,主客処を異にしたるにあらずや｡故に今の

亜米利加の文明は,白人の文明なり,亜米利加

の文明というべからず｡この他東洋の国々及び

大洋洲諸島の有様は如何ん,欧人の触るる処に

て,よくその本国の権義と利益とを全うして,

真の独立を保つものありや｡ ペルシャは如何ん,

印度は如何ん,遅達は如何ん,呂宋,弧畦は如

何ん｡

サンドウヰチ島は,千七百七十八年英のカピ

タソ･コックの発見せ し所にて,その開化は,

近傍の諸島に比 して最も連なるものと称せり｡

然るに発見のとき人口三,四十万なりしもの,

千八百二十三年に至て僅に十四万ロを残 したり

という｡ 五十年の間に,人口の減少すること,
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おおよそ毎年百分の八なり｡人口の増減には種々

の源因もあるぺければ,姑くこれを摘き,その

開化と称するものは何事なるや｡ただこの島の

野民が,人肉を喰ふの悪事を止め,よく白人の

奴隷に適 したるを指 していうのみ｡

支部の如きは国土も洪大なれば,いまだその

内地に入込むを得ず して,欧人の跡はただ海岸

にのみありといえども,今後の成行を推察すれ

ば,支那帝国も正に欧人の田園たるに過ぎず｡

欧人の触るる所は,あたかも土地の生力を絶ち,

草も木もその成長を遂ること能はず｡甚 しきは

その人種を磯すに至るものあり｡ これらの事跡

を明にして,我日本も東洋の一国たるを知らば,

たとひ今日に至るまで外国交際に付き甚 しき害

を蒙たることなきも,後日の禍は恐れざるべか

らず｡(290-291頁)

インディアンとサンドイッチ島は18世紀以前に征服

され,社会そのものが既に変貌を遂げた例であり,

ベルシア,シャム,ルソン,ジャワ,支部について

は当時欧米列強の進出にさらされていた地域である｡

植民地化や現地社会の変貌という結果については同

じであっても,後者は欧米諸国の国力の増加を背景

とした海外進出であり,前者はそれ以前の動きであ

る｡両者は別の時代背景のもとにおこなわれたもの

なのである｡福沢にとっては,前者がアジアの将来

を予言するようなものであったのであろう｡

日本国内の現状に目を転じても,憂うべき現状が

既に存在するのである｡

その一例を挙ていはんに,今,我日本の諸港

に,西洋各国の船艦を泊 し,陸上には洪大なる

商館を建て,その有様は殆ど西洋諸国の港に異

ならず,盛なりというべし｡然るに事理に暗き

愚人は,この盛なる有様を目撃 して,今や五洲

の人民,我国法の寛大なるを慕ひ,争て皇国に

幅湊せざるはなし,我貿易の日に盛にして,戟

文明の月に進むは,諸港の有様を一見して知る

べしなどとて,得色を為す者なきにあらず｡大

なる誤解ならずや｡外国人は皇国に転湊 したる

にあらず,その皇国の茶と絹糸とに転湊 したる

なり｡ 諸港の盛なるは文明の物に相違なしとい

えども,港の船は外国の船なり,陸の商館は外

国人の住居なり,我独立文明には少しも関係す

るものにあらず｡

あるいはまた,無産の山師が,外国人の元金
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を用いて国中に取引を広くし,その所得をば悉

皆金主の利益に帰して,商売繁昌の景気を示す

ものあり｡ あるいは外国に金を借用 して,その

金を以て外国より物を買入れ,その物を国内に

排列 して,文明の観を為すものあり｡ 石室,秩

橋,船艦,銃砲の額,これなり｡ 我日本は文明

の生国にあらず して,その寄留地というべきの

み｡結局この商売の景気この文明の観は,国の

貧を招て,永き年月の後には,必ず自国の独立

を害すべきものなり｡けだし余輩がここに,文

明といはず して独立の文字を用ひたるも,これ

らの誤解を防がんとするの趣意のみ｡(301-

302頁)

こうした危機感をもとに 『文明論之概略』の主題た

る ｢自国の独立｣が論 じられることになる｡

小 指

以上,福沢諭吉の 『文明論之概略』においても,

学習指導要領にみられるような西洋史理解が見られ

ることが確認できた｡ここで問題にすべきは福沢の

こうした歴史理解や危機感を生み出した当時の時代

状況であり,そ して彼の著作を古典たらしめた近現

代の日本の歴史のあり方であろう｡ 幕末から日本に

進出して来た西洋列強に対する危機感が日本の近現

代史の趨勢の一部を規定したのであり,それが結局

『文明論之概略』を生みだし,ひいては学習指導要

領に見られるように現在の日本人にも影響を与え続

けているのである｡

こうしてみると,前章でのべたような学習指導要

領の内容が,歴史研究の現状や歴史的事実をクロノ

ロジカルに整理 してでてくるイメージと整合しない

という問題にも一つの解決の手がかりが生じてきた

ようである｡ 欧米列強が日本に進出してきたことに

危機感をいだいた日本人が欧米諸国の歴史や動向を

どのように把握 したかを軸にして ｢(5) 近現代の日

本と世界｣の ｢ア｣の授業を組み立てるのがそれで

ある｡ ただ,具体的な授業案を構築するにはいたら

なかった｡今後の課題としたい｡

さて,両者にみられる西洋史理解は同じとはいえ,

『文明論之概略』の西洋史が脅威を与えてきた国々

の,知らなければならない歴史であり,学習指導要

領のそれは単なる ｢背景｣にすぎない｡ 2つの文章

の性質が異なるのはいうまでもないが,この違いか

ら,明治維新から現代に至る,日本社会における西

洋史の重要性の低下を読み込むのは行き過ぎとはい

えまい｡とはいえ,今現在,中学校社会科の授業に

おいて西洋史がまったく不要であろうか｡具体的な

授業計画と授業実践を通 じてこの問題を考えたい｡

第3章 地球規模の視点に立った中学校歴史の

授業～小単元 ｢大航海時代の世界と日本｣を

例に～

1 研究の概要

本研究は,明石が平成19年度に勤務 していた燕市

立燕中学校において, 1年生の歴史的分野 ｢大航海

時代の世界と日本｣を題材として行ったものである｡

当該学年の歴史を担当するにあたっては,四月当

初にひとつの課題を掲げた｡それは, ｢生徒が世界

の歴史のなかに日本の歴史を適切に位置づけること

ができるような授業構成をめざす｣というものであ

る｡

中学校の歴史教育は,主として ｢わが国の歴史｣

を学ぶことを目的としながら,それを世界の歴史の

なかに位置づけようと試みている点に特徴がある｡

これは,我が国の歴史のみに特化 した ｢日本史｣と

も,世界全体の歴史に特化 した ｢世界史｣とも,こ

となった独自の特徴といえよう｡ ここで問題となる

のは,世界の歴史のなかに我が国の歴史をどのよう

に位置づけることをもって中学校の歴史とするのか

という考え方だろう｡

現行の学習指導要領のもとにおいて歴史は,世界

史分野を可能な限り削減 し,日本史分野に力点を置

いて構成されている｡ しか し,｢背景史観｣とも呼

ばれているこうした構成にもとづいて何年か授業を

実践 してみると,いくつかの問題点が浮かび上がっ

てきた｡

第一に,ヨーロッパ人の来航すなわち大航海時代

以前の時代についてみてみよう｡ 15世紀までの歴史

において,わが国と世界とのかかわりについては,

どの教科書も中国とのかかわりを中心に記述 してい

る｡ これは,15世紀までの日本の外交史が,おおむ

ね東アジア文化圏のなかにおさまりがつくという想

定からだろう｡

しかし,飛鳥文化や天平文化を扱う場面では,こ

うした想定では限界がある｡古代ギリシアやシルク

ロー ド,ガンダーラ美術,イランの文化といった内

容をまったく知らない生徒に,法隆寺や正倉院の話

をしても正 しい理解にはほどとおい｡

生徒の中には,日本の国内と外の世界をわける単

純なイメージしか存在せず,ギリシア,オリエソト,
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イラソ,イソド,ガソダーラ,西域,中国といった

大陸規模のイメージがない｡現行の学習指導要領や

それにもとづく歴史教科書,そ して何よりわれわれ

現場の授業が,ユーラシア大陸を文化が伝播する壮

大なスケールの視野を生徒に持たせることに成功 し

ていないのである｡

第二に,大航海時代以降についてみてみよう｡

｢背景史観｣に由来する生徒の未熟な理解を,さま

ざまな実際の場面で見出すことができるだろう｡

たとえば,2年生の地理でヒスパニックを学習す

る際, レディネス調査として,｢メキシコ,アルゼ

ンチン,チリなど南米で話されている言語は何か,

またそれはなぜか｣を問うた｡当該学年は 1年生で

すでに大航海時代を学習 しているにもかかわらず,

｢わからない｣ ｢英語｣という解答が大半を占め,

｢スペイン語｣という正答を答えた生徒は数えるほ

どしかいなかった｡正答を答えた生徒でも,それら

の地域がスペイソの植民地であったことまで説明で

きた生徒はさらに少なかった｡

また,｢ザビエルという人物はどんな人物か｣を

聞いたところ,｢宣教師｣ ｢南蛮人｣という答えが

ある一方で,髪形や描かれ方についてのおもしろ半

分の解答も目立った｡こちらが期待 した,たとえば

｢宗教改革に対抗 して,カ トリックの教えを広めよ

うという情熱から,海外布教に生涯をささげた人物｣

というような解答をしたのはわずか2名だった｡

こうした例からは,自国史中心の歴史観の弊害が
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見て取れる｡ 生徒は,日本と直接かかわりのないス

ペイソの南米進出について関心がひくいままにとど

まっている｡ ザビエルについては,情けないことに,

当時の日本人が見た ｢奇妙な南蛮人｣という印象を,

そのまま現代の日本の生徒に持たせてしまっている｡

これは,世界において一般的な尊敬すべき偉人とい

うザビエルの評価とは,まったくかけ離れている｡

｢背景史観｣と呼ばれる偏った構成にもとづいた

歴史教育が,このような問題点を生み出してしまっ

ているのではないだろうか｡

本研究は,こうした問題点-の解決策のひとつを

提示する試みである｡

2 指導計画

a 教材観

大航海時代AgeofDiscoveryorAgeofEx-

plorerは,おおむね15世紀かなごろから17世紀な

かごろまでの200年間に相当する｡15世紀なかごろ

は,ポル トガルの ｢航海王子｣エソリケがアフリカ●
西海岸を探検させた時期にあたり,17世紀なかごろ

は,オランダ東インド会社のタスマンがオース トラ

リアやニュージーランドを探検 した時期にあたる｡

この200年間は,世界情勢が激動 した時代である｡

海上覇権はポル トガル,スペイソ,オラソダ,のち

にイギリスと移 り変わり,その間に新大陸が ｢発見｣

されて世界の一体化が進んだ｡政治面ではヨーロッ

パ文化圏で宗教改革および対抗宗教改革とそれに続

図 1
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く宗教戦争が起こり,経済面では新大陸を含めて地

球規模で流通をはじめた銀がヨーロッパをはじめ各

地で経済構造の大転換をもたらした｡

しかし,現在の中学校における一般的な歴史の授

業では,こうしたことにはほとんど触れずに,室町

幕府から戦国大名,織豊政権,江戸時代-の国内政

権の推移を中心に自国史をたどっているだけである｡

日本の出来事は,世界の出来事と無関係に起きた

のではなく,世界の出来事に刺激され連動 して起き

たものだという認識を生徒に持たるにはどうしたら

よいだろうか｡

そのためには,図1程度の知識は扱うべきであろ

う｡ 図 1に登場する宗教改革や対抗宗教改革は,学

習指導要領のいう ｢深入り｣にはあたらず,むしろ

16世紀後半から17世紀初頭の日本と日本を取り巻く

地域の歴史を学ぶ上で不可欠な学習内容であると位

置づけられるだろう｡

b 単元の目標

生徒が,鉄砲の伝来から鎖国にいたる日本の歴史

を,大航海時代からオランダの海上覇権にいたる世

界史のなかに位置づけて理解できる｡ ヨーロッパ人

とのかかわりについて,日本がヨーロッパからのは

たらきかけにどう対応 したかという視点だけではな

く,世界の出来事が日本の歴史をどう動かしたのか

という視点から,イエズス会の活動や織豊政権から

江戸幕府にいたる日本の対外政策について説明でき

る

C 単元の指導計画

Lesson 1

マゼランの航海とスペイン海上帝国の形成

～ひとつに結びつく世界～

導入 :次のうち,スペイン語を話す国は?

日本の戦国時代にあたる15世紀末から16世紀前半

にかけて,世界規模では何が起きていたのかをとら

えさせたい｡ここでは,マゼランの航海を,スペイ

ン海上帝国を出現させるきっかけとなった重要なファ

クターとして取り上げ,世界地図や地球儀を活用す

ることで,生徒に地球規模の視点を持たせたい｡

Lesson 2

ザビエルの情熱

～何が彼を海外布教に向かわせたのか～

導入 :ザビェルは,鹿児島についたとき何歳だった

と思うか ?

宗教改革と対抗宗教改革についてとりあげ,ザビ

エルが海外布教に向かった背景をとらえさせたい｡

パリ-の留学, リスボン港からの出港など,鹿児島

に到着する以前の彼の様子についても触れながら,

生徒にはザビエルについで情熱あふれるカ トリック

の司祭としてのイメージを抱かせたい｡

Lesson 3

ルネサンスの終着点

～地球儀の旅～

導入 :織田信長が地球儀を持っていたというフロイ

スの記録

南蛮文化を,ヨーロッパから日本への文化の伝播

としてとらえさせたい｡ ｢地球儀の旅｣では,古代

ギリシアではじめて製作された地球儀が,その後,

イスラムを経て,ルネサンス期のヨーロッパで取 り

入れられ,南蛮貿易を経て日本に伝えられたことを,

世界地図を使って空間的にとらえさせたい｡

Lesson4

オランダ独立戦争と江戸幕府

～ ｢国王｣マウリッツから家康への手紙～

導入 :オランダ ｢国王｣マウリッツから徳川家康に

手紙が届けられた

オランダとの通商を,日本側の外交政策としてで

はなく,オラソダ側の外交政策として理解させたい｡

そのために,オラソダ東インド会社が偽造 した ｢国

王｣の手紙を取り上げ,オラソダ東インド会社が幕

府を動かそうとしていたことを認識させたい｡また,

スペインとの戦争,タスマソのオース トラリア方面

の探検などに触れ,17世紀のオランダが海上覇権を

持ち,世界政策を展開していた点に気づかせたい｡

3 授業実践 ～燕中学校 1年4組～

a)題 材

Lesson l マゼランの航海とスペイソ海上

帝国の形成 ～ひとつに結びつく世界～
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表 1 本 時 の 展 開 (ア ク テ ィ ビテ ィ ･テ ー ブ ル)
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学習活動 留*点と評価 時間

1 本日の課瀕を捷示する 匪頭班のメン′ト と協力して世界周航シ 5min.

マゼラン艦隊の航路をたどってみよう ミユレーションに参加する(BFl心.*欲.態

･(指示)クラスを5-6人ごとのグループにわける. 鹿)地球七(班にl)

･(ケル-プ)グル-プに1台ずつ､地球鳥を用意する.

･(グループ)グループに一枚ずつ配られたシミュレーションシ-トに班のメンバ-の名前

を捷示する○ シュミレーションシート(班に1)

･(グループ)マゼラン艦隊を示す付壬を､地球書のスペインの位tに貼る○ プリント(個人)

(指示)マゼランJE隊の付壬を､スペインの位tに貼ってください○用意ができたら､

それでは出航しましよう.

2 航海シミユレ-シヨン 匝 司古地図と地図NEを照らし合わせ.マ 25min.

地球食とプリントをもちいて､マゼラン艦隊の航海シミュレーション学習を行う. ゼラン海峡.モルツ力諸島､書呈ktの位

1)マゼラン海峡 正を示す(思考.判断)

2)フィリピン 匪画 世界地図上に､マゼランAE隊の航3)モルツ力諸A

4)書豊崎 路を作図できる(技能.表現)地Eg)NL地確甘

(例)1マゼラン海峡

(指示)古地図をたよりに､マゼラン海峡の位tを地図帳で見つけてください.見つかつ

たら､地球瀬上の付集を移動させましょう. 古地図1(マゼラン海峡)古地園2(フィリピン)I(グループ)マゼラン海峡の位正を､古地図と地図熊をつかって特定し､地球fI上に付

集を貼って示す. 古地図3(モルツ力持A)

I(全A)マゼラン海峡での物語をWく8 古地園4(書望ヰ)

マゼラン海峡

1519年､265名の兼鵜Aをのせて星空∠之を出港した5隻のマゼランK隊は､去萱蓮を

横断し､大陸の調査をしながら､亙乙出 立去塵に沿って南下した.途中､JLに教われ､

サンチアゴ号が沈没したが､1520年､ついに､太平洋へと通じる海峡を発見した.この

満帆 ま三空き主題塵と名づけられた.

(指示)白地園に､スペインからマゼラン海峡までの航路を作園してください○大陸や大
洋の名前も書いてください○

(個人)白地図にスペインからマゼラン海峡までの航路を書き込む.

フィリピン-モルツ力諸A一書望杵

3 スペイン海上帝国の形成 ･地球規模での理解に督*し､日本の近隣にまでスペインの幹力が及んだ点に 10min.(指示)次の国々は､マゼランの航海以後に､スペイン領となった国々です.也

球4に付茎を貼ってみましょう. 言及する.

I(個人)スペイン領となった国々に*色する○

4 まとめ 匡頭マゼラン艦隊が立ち寄った国々が､スペインの植民地となり､海上帝国が形成されたことを理解する(知鼓.理解) 10min.

(間)マゼランK隊の航海は､スペインや世界の歴史をどう変えただろうか.

皿
(苔)スペインは､世界に領土を持つ､大きなElになった.スペイン拝が南アメリカ州を中
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b)本時の概要

スペイソ海上帝国が形成されるきっかとなっ

たマゼラン艦隊の航海を,地球儀と地図帳をも

ちいてシミュレーションしてみる｡ この航海が,

のちにフィリピンや南米にスペインの植民地が

形成されるきっかけとなったことを理解させた

い｡同時に,地図を使った学習の不得意な生徒

が,地図の楽しさを知り,地図を扱うスキルを

高めることが期待される｡

C)本時の目標

生徒は次のことができるようになる｡

･班のメンバーと協力して世界周航シミュレ-ショ

ソに参加する (関心 ･意欲 ･態度)

･古地図と地図帳を照らし合わせ,マゼラソ海峡,

モルッカ諸島,喜望峰の位置を示す (思考 ･判

断)

世界地図上に,マゼラソ艦隊の航路を作図でき

る (技能 ･表現)

･マゼラン艦隊が立ち寄った国々が,スペインの

植民地となり,海上帝国が形成されたことを理

解する (知識 ･理解)

d)教材と資源

地球儀,世界の白地図,古地図 (マゼラソ海

峡,モルッカ海峡,喜望峰) ･･･別紙

e)本時の学習活動 別紙アクティビティ･テー

ブル参照 (表 1)

1)生徒を小グループにわける｡ 各グル∵プは

第 1巻 第 1号

地球儀を用意する｡ シミュレーション用の用

紙と白地図を配布する｡ 生徒は,マゼラソ艦

隊五隻の船のうち,どの船に乗るかを決め,

イベリア半島を出航する｡

2)各グループは,マゼラソ海峡の古地図を見

て,その位置を特定 し,地球儀上で示す｡そ

ののち,各生徒は,地図帳と物語を手がかり

に,個々の白地図にイベリア半島からマゼラ

ン海峡までの航路を作図する｡この活動を,

モルッカ海峡,喜望峰でそれぞれ行う｡

3)航海中のイベントを,短文形式で読み上げ

る｡ (5隻の艦隊は 1隻になり,マゼランは

戦死する)

4)喜望峰をまわってイベリア半島に戻ると,

シミュレ-ショソは終了する｡

5)生徒は,地球儀上で,スペイン海上帝国の

植民地となった国々に付寒を貼る｡

6)生徒は,スペイソの植民地を示した地図と,

南米植民地の様子の資料を見て,次の発問に

答える｡

｢マゼラン艦隊の航海は,スペインや世界をどのよ

うに変えただろう｣｡

4 研究の成果と課題

a アンケー ト

本単元の実施前と実施後に,生徒にいくつかのア

ンケー トを行った｡

第一は,｢歴史の学習で,日本の歴史と世界の歴

史をどのように扱うべきだろうか｣という問いかけ

である｡ 4つの選択肢から意見を選ばせ,さらにそ

の理由を記述させた (アンケー ト1)｡

実施前には,34名のうち17名の生徒が, 1の ｢世

界の歴史上の出来事よりも,まずは日本の歴史上の

出来事を学習することが必要だと思う｣を選んだ｡

添えられた理由のうち,いくつかを示す｡

アンケート 1

選 択 肢 実施前 実施後

1 世界の歴史上の出来事よりも,まずは日本の歴史上の出来事を学習することが 17人 3人
必要だと思う○

2 日本の歴史上の出来事よりも,まずは世界の歴史上の出来事を学習することが 6人 9人
必要だと思う○

3 世界の歴史上の出来事と,日本の歴史上の出来事を平行 し,関連付けて学習す 6人 15人
ることが必要だと思う○
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･生まれた国の歴史だから｡ 日本人だから｡

･越後とか身近なことなので｡世界のことは遠く

て実感がわかない｡

･日本の歴史のほうが面白いから｡

･覚えるのが大変だから,日本のことだけでせい

いっぱい｡

2の ｢日本の歴史上の出来事よりも,まずは世界

の歴史上の出来事を学習することが必要だと思う｣

を選んだ生徒は6名であった｡添えられた理由のう

ち,いくつかを示す｡

･世界の歴史のことは,よくわからないから,教

えてほしい｡

･クレオパ トラとかピラミッドのことが知りたい｡

･小学校で日本のことしかやってないから｡

3の ｢世界の歴史上の出来事と,日本の歴史上の

出来事を平行 し,関連付けて学習することが必要だ

と思う｣を選んだ生徒は6名であった｡なお,この

6名は,いずれも社会科の成績上位者であった｡添

えられた理由のうち,いくつかを示す｡

･世界とのかかわりのなかに日本がいるから｡

･何世紀に中国と日本で何があったか,ばらばら

にやるとわかりずらいから,セットでまとめて

ほしい｡
･世界と日本とそれぞれ歴史がつながっていると

思うから｡

本単元の実施後に,もう一度同じアンケー トを行っ

たところ,人数構成に劇的な変化が見られた｡

実施後には,34名のうち3名の生徒 しか, 1の

｢世界の歴史上の出来事よりも,まずは日本の歴史

上の出来事を学習することが必要だと思う｣を選ば

なかった｡添えられた理由のうち,いくつかを示す｡

･入試には日本のことが多く出るだろうから｡

･授業がほかのクラスより遅れるから｡

2の ｢日本の歴史上の出来事よりも,まずは世界

の歴史上の出来事を学習することが必要だと思う｣

を選んだ生徒は9名であった｡添えられた理由のう

ち,いくつかを示す｡

･南蛮人とか鎖国とか,イメージが変わった｡世
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界のことをやらないで,日本のことをやっても

駄目だと思った｡

･世界のことをやると大きくものごとが見れると

思った｡

3の ｢世界の歴史上の出来事と,日本の歴史上の

出来事を平行し,関連付けて学習することが必要だ

と思う｣を選んだ生徒は15名に増えた｡添えられた

理由のうち,いくつかを示す｡

･日本の歴史と世界の歴史は関係 して動いている

ことがわかったから｡

･先生の言うように,日本のことだけやっていた

ら歴史じゃないと思う｡

･南蛮文化はとても進んだ文化だった !そうゆう

ことがわかるから｡

･織田信長や上杉謙信が南蛮文化を大切にしたと

いうのを聞いて,かわったイメージがあったけ

ど,本当は進んだ文化を取り入れようとしたす

ごい人だった !

･日本はシルクロー ドの終着点で,ルネサンスの

終着点でもあることがわかった｡だったら世界

のことも同時に知ったほうがよい｡

第二に取 り上げる設問は,｢織田信長や上杉謙信

が南蛮文化を取り入れていたことから,彼らをどの

ような大名だと思ったか｣である｡ 授業では,織田

信長が地球儀を所有し,葡萄酒を飲んだり,ヨーロッ

パの文化を好んで受け入れたことを扱った (アソケー

ト2)｡

生徒は,南蛮文化について,文字通り異国の風変

わりな文化というイメージを持っていたようである｡

そのため,授業前のアンケー トでは,変わった人,

変わり者,変な人などの解答が21名に及んだ｡

こうしたことは,現在の歴史教育の限界を浮き彫

りにするだろう｡

たとえば,｢南蛮文化｣が教科書で太字になって

いる事実に疑問を感じる｡ やや暖味な概念になるが,

たとえば ｢ヨーロッパの文化｣あるいは ｢西洋の文

化｣などの名称を付し,当時日本でははじめて見る

異国の文化に驚き ｢南蛮文化｣と呼ばれた,という

ような註をつけるほうが適切な理解へと導けるので

はないか｡ ｢南蛮貿易｣についても同様で,｢対ヨー

ロッパ貿易｣などの名称を付 し,当時の日本では

｢南蛮貿易｣と呼ばれた,というような註をつけて

はどうだろうか｡



48 新潟大学教育学部研究紀要 第 1巻 第 1号

アンケート 2

実施前 実施後

変わった人,変わり者,変な人

すすんでいた,考えがすすんでいた

理解力がある,頭がいい

おもしろい,めずらしい

名

名

名

名

21

7

4

2

授業では,南蛮文化について,｢ルネサンスの終

着点｣として扱い,地球儀や望遠鏡,時計などの最

新技術が日本にもたらされた点を,世界地図と中国,

イスラムなど世界地図と関係付けて取 り上げた｡

｢地球儀の旅｣では,ギリシア,イスラム,ヨーロッ

パ,日本と,地球儀が伝播する様子を地球規模で追っ

てみせたことで,それを受け入れた織田信長のイメー

ジに変容が見られた｡生徒は,変わ り者だと考えて

いた織田信長が,合理的な思考の持ち主であったの

だと理解 し,認識をあらたにした｡

b 本研究の成果と課題

アソケ- トからは,生徒の意識の変容が見て取れ

た｡本研究では,教師の意図が, 日本の歴史と同時

に世界の歴史を学ぶことの重要性を説 くことにあっ

たため,単元における教師の発言が生徒のアンケー

ト結果に影響 した事実は否めない｡ しか しながら,

そうした教師の指導によって,生徒の歴史認識が,

一国中心的な認識から地球規模のそれ-と変容 して

いる事実を読み取ることができた｡

本研究の成果として,次の2点を指摘できるだろう｡

第一に,本研究は,現在の学習指導要領が基本方

針としている世界史分野の削減という方針について,

その限界を指摘 した｡アンケー トからは,生徒自身

が,世界史と日本史を関連付けた授業を受けたこと

で,自国史を中心とした歴史理解に物足 りなさを感

じた点が浮き彫 りになった｡もし,自国史中心型の

歴史学習が適切であるのならば,本単元の学習によっ

ても生徒の意見に変化は見られなかったはずである

が,実際には大きな変化が見られた｡

第二に,本研究は,世界史分野と日本史分野の平

行学習が,地球規模の視点に立った合理的な歴史認

識を育成 しうる可能性を示 した｡世界史と日本史を

関連付けて学んだ生徒は,そうでない生徒よりもひ

ろく合理的な視点で歴史をとらえることができた｡

たとえば,冒頭で指摘 したザビエルや南蛮文化-の

誤解は消え,ザビエルが実は極東の地までキ リス ト

教を伝えようとした熱意をもった偉人であったこと

すすんでいた,考えがすすんでいた

理解力がある,頭がいい

変わった人,変わ り者,変な人

視野が広い

名

名

名

名
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1

や,南蛮文化がルネサンスであった事実を客観的に

理解できた｡

日本人として,国や郷土を大切にする心を育てる

ためには,自国史や地域史への深い理解は欠かせな

い｡ しかし,それが世界の歴史から切 り離された理

解であってよいはずはない｡世界の歴史という大き

な網の中に日本の歴史を適切に位置づけてこそ,わ

が国や郷土の歴史に対 してもより理解が深まり,広

がり,客観的で合理的な視点から歴史をとらえるこ

とができるのである｡

おわUに

本稿の議論をふまえ最後に次の3点をのべておき

たい (両者の合議に基づき北村が執筆)｡

第 1に,中学校社会の授業にも現在行われている

よりも西洋史の内容を取 り込むべきである｡ 第 3章

の授業プランは,ヨーロッパ人の海外進出が全世界

的に現地社会の変質をもたらす危険性をもっていた

ことを理解 してはじめて鎖国の意義が明確になるこ

とを意識 して作成 している｡ 本来国際関係の中でと

られた政策の意義は,こうした形の授業によってこ

そ理解 しやす くなるはずである｡ 授業の結果,生徒

の多くがそうした世界史的視野をもつようになって

お り,西洋史の情報を授業に組み込むことによって

歴史認識の深化がもたらされている｡ 第 3章でもふ

れたギリシア文化の影響のように日本の動向であっ

ても西洋史の理解をふまえてはじめて理解できる現

象は他にも多い｡小学校で学習 したザビエルや織田

信長を ｢変わった人｣と認識 していた例が示すよう

に,中途半端な情報提供によって歴史的事実をゆが

めて伝えられる恐れもある｡ 日本史を理解するため

にも十分な西洋史の知識が必要であることを強調 し

たい｡他方,学習指導要領の枠内であっても,第 2

章で行ったように,西洋事情に関して日本人の書い

た文章を利用することによって,授業を日本史から

シフ トさせることなく,西洋史の情報を生徒に伝え

ることも可能である｡
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第2に,小学校,中学校,そ して高等学校と段階

をへた歴史教育のあり方を考える必要がある25｡中

学校における西洋史が ｢背景｣にとどまり,かつ

｢断片化｣ しているため,高等学校の生徒が必修の

世界史を理解するのが困難になっているという状況

を想定できよう｡ 生徒にしてみれば,中学校までの

学習ではほとんど空自に近い状況であるにもかかわ

らず,なじみのない固有名詞の多い,しかもかなり

高度な内容の世界史を教えられる｡ これは,そもそ

も分数を教わっていない (理解 していないではなく)

生徒にいきなり微分積分を教えるようなものである｡

これでは生徒が世界史を理解できないのみならず,

彼らにこの教科に対する拒否反応を引き起こしても

不思議ではない｡中学校の歴史と高等学校の世界史

が適切に関連づけられていないことが,2006年秋に

問題となった世界史の未履修問題の重要な背景となっ

ていることは明らかであろう｡ 適切な西洋史理解や

国際認識を生徒に定着させるためには中学校から高

等学校への段階的発展をふまえた形での世界史学習

を構築する必要がある｡ さらに,はじめての歴史と

して日本史を教える小学校の社会との差異化も図る

べきだろう｡ 中学校の歴史において日本史そのもの

の内容の充実のみならず,新たな観点として ｢世界

史の中の日本史｣という観点を導入することは,釈

究授業で多くの生徒が世界史的認識をもつようになっ

たことを考えると,無理のない要求であろう｡

第 3に,｢世界史的な広い視野から｣であろうと

｢背景｣としてであろうと,限られた時間の中で教

えられる,より体系的な世界史の枠組みが中学校社

会にも必要である｡ 昭和30年の学習指導要領の ｢世

界史的な広い視野から｣歴史を学ぶ姿勢への回帰が

理想的な中学校の歴史教育のあり方であるとここで

は主張 したい｡稲作 ･青銅器 ･鉄器の伝来をはじめ

として,有史以来日本列島はユーラシア大陸全体の

動向の強い影響受けながら,独自の歴史的的展開を

見せた｡もし中学校の歴史を ｢日本史｣を中心とす

るものとしても,世界史的連関の中での位置づげも

教えるべきであろう｡ そうすれば西洋史の部分にそ

れ相応の時間が割かれるはずである｡ もし西洋史を

｢背景｣にとどめざるをえないとしても,昭和44年

以来の ｢断片化｣したスタイルでは ｢背景｣として

の目的も十分に果たすものとはいえない｡

この点で参考になるのが,高等学校の世界史Aの

教科書である｡ 世界史全般を教える世界史Bに対 し

て,近現代史を中心とする世界史Aでは,その分歴

史の流れを理解するための様々な工夫がなされてい
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る｡ たとえば,山川出版社の 『現代の世界史』は

｢アジアの中の日本｣｢世界の中の日本｣という観

点を重視 し,様々な地域世界の特質とそれらの相互

交流の様相を描き出している｡ そうした試みを中学

生の学習内容や理解力に応 じて手を加えることが作

業の手始めとなるであろう｡

さて,本稿の冒頭に引いたのは,1950年出版の

『東洋的近世』における東洋史の碩学宮崎市定の言

葉である｡この言葉に続けて彼は,当時の西洋史偏

重の傾向の中で東洋史の重要性を強調する｡ 同じ言

葉を用いて,今は,西洋史研究者が日本史やアジア

史の理解のために西洋史が不可欠であることを主張

しなければならない｡もちろん問題はどちらが重要

かということではない｡世界史的連関の中でバラン

スよく歴史を考える力を身につけること,これこそ

が歴史教育の目的の一つのはずである｡

この点で,平成10年改訂の学習指導要領における

中学校社会の歴史分野の目標の中で,第 1章では立

ち入ってとりあげなかった第3点冒こそが重視され

るべきであろう｡ それは次のようなものである｡

歴史に見られる国際関係や文化交流のあらまし

を理解させ,我が国と諸外国の歴史や文化が相

互に深くかかわっていることを考えさせるとと

もに,他民族の文化,生活などに関心をもたせ,

国際協調の精神を養う｡

これは,平成20年改訂のものにもそのまま受け継が

れている｡ どのようにしたら ｢背景｣としかあっか

われない諸外国の歴史が日本の歴史と ｢相互に深く

かかわっていることを考え｣られるのか釈然としな

い｡この目標は ｢背景史観｣に基づいたものという

よりは,第 1章で引用 した中学校社会の目標のうち

｢国際社会に生きる民主的,平和的な国家 ･社会の

形成者として必要な公民的資質の基礎を養う｣とい

う部分や,かつての ｢世界史的な広い視野から｣の

歴史教育に由来するものであろう｡ この ｢背景史観｣

とは異なる前提にたつ目標こそ,中学校の歴史の現

場で生かしていくべき観点であることを強調 して本

稿の締めくくりとしたい｡

1 平成10年改訂の社会の学習指導要領については

冊子体 (『中学校学習指導要領 (平成10年12月)

解説 社会編』)が大阪書籍から発行されている

ほか,文部科学省のホームページ (http://www.
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next.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301C/

990301C.htmにも掲載されている｡ 平成20年改訂

のものは (http://www.next.go.jp/a_menu/

shotou/new-cs/youryou/chu/sya.htm),過去

の学習指導要領は,(http://www.nicer.go.jp/

guideline/old/)に掲載 されている｡ 平成10年改

訂の学習指導要領からの引用については,冊子体

の解説部分のページ数を,引用 した文章の末尾に

記す｡他の学習指導要領からの引用は,インター

ネットが参照されるものと想定 してとくにページ

数は注記 しない｡

2 管見の限りでは,高等学校の世界史に関しては,

歴史教育と歴史研究の架橋の試みは様々に試みら

れているd 現場の教師による著作として神奈川県

高等学校教科研究会社会科部会歴史分科会編 『世

界史をどう教えるか一歴史学の進展と教科書』山

川出版社,2008年,千葉県高等学校教育研究会歴

史部会 『新 しい世界史の授業一地域 ･民衆から

みた歴史像』山川出版社,1992年,歴史研究者と

教師の共同作業として樺山紘一 『世界史-一新 し

い歴史像をもとめて』山川出版社,1998年,そ し

て実践をふまえた社会科教育学者の研究として児

玉康弘 『中等歴史教育内容開発研究一開かれた解

釈学習』風間書房,2005年がある｡ 体系的なサー

ヴェイを行っていないため,中学校の歴史につい

てこうした試みがあるのか確かなことはいえない｡

この点についてご教授いただければ幸いである｡

3 『文明論之概略』からの引用は,松沢弘陽校注

の岩波文庫版を利用 した｡引用箇所については引

用文の末尾に岩波文庫版の真数を示す｡福沢諭吉

に関する研究は汗牛充棟たるものがあるが,ここ

では,近代 ドイツ史研究者による西村稔 『福滞諭

吉一国家理性と文明の道徳』名古屋大学出版会,

2006年のほか,彼の思想や行動を比較的バランス

よく描いた啓蒙書をいくつかあげておく｡ 小泉信

三 『福沢諭吉』岩波新書,1966年,遠山茂樹 『福

沢諭吉一思想と政治との関連』東京大学出版会,

1970年,ひろたまさき 『福沢諭吉』朝 日新聞社,

1976年｡ 『文明論之概略』については丸山寅男

『｢文明論之概略｣を読む』岩波新書,1986年を

参照｡

4 たとえば,E.∫.ホブズボーム 『市民革命 と産

業革命一二重革命の時代』 (安川悦子,水田洋訳)

岩波書店,1968年｡

5 たとえば 『角川世界史辞典』角川書店,2001年

の該当項 目参照｡

6 近藤和彦編 『西洋世界の歴史』山川出版社,

1999年,139頁｡

7 柴田三千雄 『フラソス革命』岩波書店, 3-38

頁｡

8 今津晃 『アメリカ革命史序説』法律文化社,

1960年｡

9 阿部斉 ･五十嵐武士 『アメリカ研究案内』東京

大学出版会,1998年,10-28頁｡

10 川 北稔 ｢言説としての産業革命｣ 『関西大学西

洋史論叢』9,2006年｡

11 たとえば,川北稔 『工業化の歴史的前提一帝国

とジェソ トルマン』岩波書店,1983年,馬場哲

『ドイツ農村工業史-プロト工業化 ･地域 ･世界

市場』東京大学出版会,1993年｡

12 こうした ドイツ史理解の問題点についてはデー

ヴィド･ブラックボーソ,ジェフ ･イリー 『現代

歴史叙述の神話- ドイツとイギリス』 (望田幸男

訳)晃洋書房,1983年｡

13 谷口健治 『バイエルソ王国の誕生- ドイツにお

ける近代国家の形成』山川出版社,2003年,末川

清 『近代 ドイツの形成- ｢特有の道｣の起点』晃

洋書房,1996年｡

14 フランスの産業革命については服部春彦 『フラ

ソス産業革命論』未来社,1968年｡

15 野村達朗編著 『アメリカ合衆国の歴史』 ミネル

ヴァ書房,1998年,64-67頁｡

16 ロシアの近代化については藤本和貴夫 ･松原広

志編著 『ロシア近現代史 ピョ- トル大帝から現

代まで』 ミネルヴァ書房,1999年,62-149頁参

照 ｡

17 16世紀以降のオランダ史については森田安一編

『世界各国史14 スイス ･ベネルクス史』山川出

版社,1998年,243-337頁参照｡

18 この｢大西洋革命｣論については,大下尚一 ･西

川正雄 ･服部春彦 ･望田幸男編著 『西洋の歴史

(近現代編)』1987年,89-92頁｡

19 浜下武志 『近代中国の国際的契機一朝貢貿易シ

ステムと近代アジア』東京大学出版会 1990年｡

20 井上裕正 『清代アヘン政策史の研究』京都大学

学術出版会,2004年｡

21 当時の日本人の西洋認識を扱っているという点

で松沢弘陽 『近代日本の形成と西洋経験』岩波書

店,1993年が重要｡

22 川北稔前掲論文｡

23 本田毅彦 『イソド植民地官僚 :大英帝国の超エ

リー トたち』講談社,2001年,39-43頁｡
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24 同書,24貢｡

25 歴史教育が小学校からの段階的発展を考慮 して

いない点については,2007年 6月17日に行われた

第57回 日本西洋史学会における小 シソポジウム

｢歴史教育への現代的アプローチー歴史学者,礼

会科教育学著,実践家の立場から-｣におけるコ
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メソテータ新潟大学教授宮薗衛氏の指摘や,シソ

ポジウムに出席 していた長岡市立山古志中学校教

諭関拓也氏 (現新潟大学教育学部附属長岡中学校

教諭)から北村に送られてきた感想からえた論点

である｡また,南塚信吾 『世界史なんていらない ?』

岩波ブックレットNo.714 2007年 も参照｡



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 7.165 x 10.118 インチ / 182.0 x 257.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ（オプション）: 'オリジナル'
      

        
     32
            
       D:20080218090304
       728.5039
       B5
       Blank
       515.9055
          

     Tall
     1
     0
     No
     721
     551
    
     None
     Left
     11.3386
     0.0000
            
                
         Both
         246
         AllDoc
         253
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     56.6929
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.1a
     QI+ 2
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





