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【米国（メリーランド州）・高等学校；Ｍｒ．Ｂｒｕｃｅ Ｌｅｓｈの授業】

（担当；原田智仁）

１．授業事例

Mr.Bruce Lesh；「ジム･クロウ法，未解放奴隷，ブルース」（米国史）の授業記録

(2013年9月9日，Franklin High School，第11学年，16～17歳)

（聞き取り不能箇所は＊＊＊で示す。）

【生徒は，教室に入る時，入口の机の上にあるブルース

の楽曲の資料が一曲分入ったクリアファイルを一つず

つ取り，着席する。この楽曲の資料は 10 種類あり，曲
別にクリアファイルの色が分けられ，数枚ずつ用意さ

れている。この資料はランダムに重ねられており，生

徒は上から順番に一つずつ取っていく。その後，授業

開始から４分間程度，前時の振り返りと，今後の宿題

や単元テストの説明がおこなわれる】 《04:00》
Lesh 先生：これからかける曲はー，中には音楽のように
聞こえない人もいると思いますが，これは我々がブルースと呼んでいる音楽です。

えー，ブルースミュージックは，レコンストラクション期(1)の，えーアメリカ南部で生まれ，20世紀前半ま
で続いた独特の音楽形式です。えー，始まりは実は奴隷の労働歌であり，つまり，奴隷たちが綿花畑で働いて

いるときに，動きのペースを合わせたりするために歌を歌ったのです。えー，奴隷制度がなくなると，こうし

た労働歌はブルースミュージックと呼ばれるものに変化します。えー，じゃあ，それがどんな風に聞こえるか

雰囲気がわかるよう少しだけかけます。聞きながら歌詞を読んで，これが何の歌かわかるか考えてみてくださ

い。わかると思います。

♪♪歌（Spike Driver Blues：Mississippi John Hurt）♪♪
Take this hammer and carry it to the captain
Tell him I'm gone, tell him I'm gone, tell him I'm gone
Take this hammer and carry it to the captain
Tell him I'm gone, tell him I'm gone, tell him I'm gone
I don't want your cold iron shackles
Round my leg, round my leg, round my leg
I don't want your cold iron shackles
Round my leg, round my leg, round my leg
It's a long way from Colorado （以下，音楽カット）

Lesh 先生：はい，じゃあ，この歌は何の歌だと思います
か？ 言わんとしていることは何で，どんな光景を描

いていますか？［4秒の間］ ジョーイ？

生徒(ジョーイ)：奴隷についての歌です。

Lesh先生：なぜ奴隷だと思うのかな？
生徒（ジョーイ）：えーと，冷たい鉄の足かせはしたくない。

Lesh先生：じゃあ，足かせは奴隷の足かせのことだと思うんだね？
生徒（ジョーイ）：えーと，そうです。

Lesh先生：いいでしょう。他の考えは？［3秒の間］ 歌の中で起きていることは何だと思うかな？

生徒（ジョーイ）：＊＊＊奴隷制。彼が「消えた」と言っているから＊＊＊

Lesh先生：じゃあ，「消えた」は奴隷制がなくなったことだと思うんだね？
生徒（ジョーイ）：えー，はい。たぶん奴隷制がなくなったこと，あるいはたぶん＊＊＊

Lesh先生：わかりました。ジョン？
生徒（ジョン）：彼は＊彼の主人＊から逃げています。

Lesh先生：もう少し大きな声で。
生徒（ジョン）：彼は＊彼の主人＊から逃げています。

Lesh先生：なぜそう思うのかな？
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生徒（ジョン）：彼は彼らに＊＊＊を与えています。

Lesh先生：つまり，ここに手掛かりがあって，彼は彼を何と呼んでるかな？
生徒（ジョン）：キャプテン。

Lesh 先生：彼は彼らをキャプテンと呼んでいる。いいでしょう。みんな正解に近いんだけど，この歌はどんな
制度がなくなった後に書かれたかな？［3 秒の間］ ブルースミュージックは後から現れるんだ。マックス？

生徒（マックス）：はい，それは後から－えーと，廃止の，奴隷解放局廃止の後？

Lesh先生：えー，実は別の何かの廃止であって，奴隷解放局ではありません。
生徒（男子）：すみません，奴隷制度の廃止ですか？

Lesh 先生：そう，これらの歌は奴隷制度が終わってから現れたものですが，足かせを着けて逃げようとしてい
る，どう見ても奴隷になっている人の写真がありますね。何をやるかと言うと，ブルースミュージックを取り

上げ，南部のレコンストラクション後の時代にそれを据えて，その時代に何が起きたかを音楽がどのように伝

えているか把握します。えー，ですからいま宿題を取り出しても無駄ですよ。南部で何が起きているか理解し

なければならないね。［25秒の間］【生徒は宿題になっていたプリントを手に持って教師に見せる】
わかったら声をかけるように。はいじゃあ，リスト

を見る限り［2 秒の間］，レコンストラクション後の
南部のアフリカ系アメリカ人に最も影響を及ぼした

のは何だと思われるかな？ 社会的なこと？ 経済

的なことですか，それとも公民権の剥奪かな？ え

ー，キーラ。

生徒（キーラ）：社会的なことだったと思います。

Lesh先生：なぜ？
生徒（キーラ）：なぜなら，それは後の，あの，レコン

ストラクション消滅後みたいな，あの，人々はまだ，

その，＊＊＊。すみません。人々はまだ，その，ア

フリカ系アメリカ人を，つまり，彼らは同等ではな

いので，本当は話をしたくなくて，あの，彼らは，

その，例えば黒人差別法（ジム・クロウ法：Jim Crow
law）みたいに，彼らを分離するような，つまり白人
専用施設，白人専用施設のようなものがあれば－そ

のような施設が，そうすれば彼らは係わることをせ

ずにすみました。

Lesh 先生：いいでしょう。もっとも大きな影響があっ
たのは社会的なことだというキーラに同意する人は

何人？［1 秒の間］ わかりました。【黒人差別を示

す写真のスライドに変わる】

社会的なことについて見てみると，こ

れは黒人差別（Jim Crow）の台頭ですね。
これは人種で分けられるアメリカ社会で

あたりまえにあることです。これらは水

飲み場です。一つは白人だとわかります。

そしてこの時代の言葉で，もう一つは有

色人種だとわかります。彼らが有色人種

という言葉を選んだのは，南部では，体

にアフリカ人の血が 8 分の 1 以上入って
いたら，何だと見なされるかな？

生徒：黒人です。

Lesh 先生：そうです。黒人と見なされ，有
色人種と見なされ，ですから単に白と黒

というより濃淡でした。これはコーラの

自動販売機です。コーラは 1888 年にアト
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ランタで発明され，非常にはっきり書かれていますが，たった 6セント入れればいいのは誰だと言っているの
かな？

生徒（女子）：白人…。

Lesh 先生：そう，白人です。血液銀行，墓地，病院，すべてが人種によって分けられています。誰かわかる人
いるかな？ ［3 秒の間］【黒人差別を示す次の写真のスライドに変わる】彼はどこへ向かっているの？ドク
ターペッパーを買いに，なんて言ってもだめだよ。

生徒（男子）：トイレ。

Lesh先生：トイレですか？ なぜ？

生徒（男子）：えーと。

Lesh 先生： 彼はもうドクターペッパーを飲

んだ？

生徒（女子）： 有色人種の入口です。

Lesh先生：もう一度言って。
生徒（女子）：有色人種の入口です。

Lesh 先生：有色人種のどこへ行く入口です
か？

生徒（男子）：地下鉄。

Lesh 先生：地下鉄ではありません。まだ電
気さえありませんが，私たちもそこへ行

くことがあります。

生徒（女子）：映画ですか？

Lesh 先生：そうです，映画です。映画は 20 世紀初頭に発明され，映画館が作られると彼は 2 階席へ行かされま
す。2 階席は白人と分けるためにアフリカ系アメリカ人用に作られ，えー，でもほかの選択肢もあります。も
っとも大きな影響を及ぼしたのは実は経済的変化だと思う人はいますか？ サブリナ，なぜ？

生徒（サブリナ）：＊えっ，この資料からですか？＊

Lesh先生：そうです。［7秒の間］ やめとく？

生徒（サブリナ）：はい。

Lesh先生：誰か経済だと思う人は？ もっとも大きな影響を及ぼした変化は？ マックス？

生徒（マックス）：僕は経済が，あの，もっとも大きな影響を及ぼした，あの，変化だと思います。確かに，一

番目立ってはいないし，大きな出来事でもありませんが，関係があることであり，あの，経済的な，あの，当

時のアフリカ系アメリカ人の＊考え方＊はとても質素で，物を所有することや通行税，これは，その，彼らの

投票権を－投票権を取り上げることにも関係があり，でも，その，それは彼らのお金も取り上げ，あの，街の

ショーダウンです。

Lesh先生：サンダウンタウン？
生徒（マックス）：はい，サンダウンタウンです。あの，彼らにほとんど一生借金を続けさせる小作制度は，そ

れは本来の奴隷制度ではありませんが，

ほとんどそれと変わらないし，＊＊＊制

度同様，それは－実質的に＊彼らを抑圧

＊し続けるためものです。

Lesh 先生：だからこれがより大きな影響を
及ぼすと思うんだね？

【地主と分益小作人と小売店主の関係

を示すスライドに変わる】

生徒（マックス）：はい。

Lesh 先生：アフリカ系アメリカ人は，思い
がけず，以前彼らを所有していた同じ人

のところに戻って働かなければならなく

なるのですが，彼らには何がないのかな？

生徒（女子）：土地です。

Lesh 先生：そう，彼らは土地を持っていま
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せんね。種や道具を買う必要がある場合は，地主から買い

ます。地主はその種や道具の値段をどうするだろうか？

生徒（女子）：値段を高くします。

Lesh先生：誰か答えたね。
生徒（女子）：値段を高くします。

Lesh 先生：そう，地主は値段をつり上げます。彼らはそれを
植えて，栽培し，収穫し，それから収穫した物を地主でも

ある小売店主に売らなければなりません。地主はその作物

に支払う値段をどうするかな？

生徒（女子）：安くします。

Lesh 先生：地主は作物の値段を安くし，結局，彼らは一年中
働き，そして彼らがしたことは借金を増やすこ

とだけで，その借金の繰り返しが続いて，そし

て，支払いができない場合，［2 秒の間］逮捕さ
れ，囚人労働者賃貸制度と呼ばれた制度に入れ

られます。【囚人労働者賃金制度のスライドに変

わる】借金を払えないアフリカ系アメリカ人は

逮捕され，その後，彼らがお金を借りたまさに

その同じ地主に貸し出されます。彼らは行って

作物を栽培しますが，何が手に入らないのかな？

生徒（女子）：お金です。

Lesh 先生：そうです，お金がもらえません。これ
は何を意味するかな？

生徒（男子）：奴隷です。

Lesh 先生：そうです，これは奴隷です。これは奴
隷と変わりありません。人に所有されていませんが，抜け出すのは困難です。えー，じゃあ，再確認しよう。

もっとも影響を及ぼすのは社会的変化や黒人差別（Jim Crow）だと思う人は？［1秒の間］ 高く上げて。［1
秒の間］ 4，5，6，7 人ですね。経済的変化は？［1 秒の間］ 高く上げて。［1 秒の間］ 公民権の剥奪，

選挙権が無くなったこと。［1秒の間］ ブラッド，なぜ？

生徒（ブラッド）：えーと，＊＊＊選挙権で，それは投票より大きな権利であると思います。

Lesh先生： そうだね，えー，選挙権，それから修正第 14条の保護で法的権利を手にしました。
生徒（ブラッド）：はい，僕が言いたかったのは，あの，主な＊＊＊，なぜなら，政府における発言権がなけれ

ば絶対変わらないし，投票できなければ政府を変えることができないので，それが＊＊＊だと思いました。

Lesh 先生：それで，この教室には君のような見方と考え方をする人はいないので方向性を転換できない。した
がって君は行き止まりだね。いいでしょう。何をやるかと言うと，最も影響を及ぼすのは，アフリカ系アメリ

カ人有権者の公民権の剥奪だったか，黒人差別（Jim Crow）の下での社会的変化だったか，それとも小作制度
の下での経済的変化なのかについて結論を出せるかちょっと調べてみるためにブルース音楽を利用してみま

す。

えー，皆さんは，今日，教室に入って来たときにブルースの歌の資料を取りましたね。皆さんはお行儀がい

いですから，一番上のものから順番に取って，下の方のコピーを探ったりはしませんでしたね。まあ，それは

いいでしょう。これから，各自が取ってきた楽曲について，数分で 2つのことをしてください。まず，アーテ
ィストについて知ってください。資料の上の枠の中に書いてあるのはアーティストに関する情報で，歌を作っ

た背景が書かれています。そして，歌詞を最後まで読んで，宿題のどの部分がこの歌詞に表れているのかを見

つけて確認してください。時間はだいたい 4分です。
【指示に従って，生徒は各自で資料を確認する】 《15:30～ 17:50》

Lesh 先生：歌詞を最後まで読んだら 2 回手をたたいてください。いいでしょう。えーと，今，宿題のどの部分
が歌の中に表れているか確実にわかった人はいるかな？［1 秒の間］ 大体わかった人？［1 秒の間］ まっ

たくわからない人？［1 秒の間］ わかりました。すぐに，その，ノートを見せ合って比べてみてください。

自分とまったく同じ歌を持っている人同士集まってください。同じ曲は同じ色のクリアファイルを持っている

人が持っています。えー，時間は数分です。宿題に戻ってください。南部のレコンストラクション後の－もし
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くは，南部のレコンストラクション後ではないどの部分が歌に表れているか見つけてください。1 か所かも知
れないし，2 か所かもしれないし，3 か所かもしれません。サンダウンタウンを表していることもあるし，小
作制度を表しているかも知れません。そして，南部のそ

の部分を示しているのは歌詞のどこか見つけてください。

ところで，ショッキングピンクのクリアファイルの人は

どこかな？［2 秒の間］ ショッキングピンクはジョンの

まわりに集まって下さい。赤？［1 秒の間］ 赤は？［1
秒の間］ 赤？赤はジュリアンのまわりにね。紫？

生徒（女子）：紫はこれですか？

Lesh 先生：いや，これが紫だね。一番前の角のあたりへ。
薄いオレンジ。［1 秒の間］ 薄いオレンジはブラッドの

まわり。緑。［1 秒の間］ 緑，緑はサムのまわり。濃いオレンジ［1 秒の間］は女子のサム。黄色。［1 秒の
間］ 黄色，君達二人は一緒だね。かなり近い。青はカーミット。［2 秒の間］ カーミットは後ろのこの角

で。 白。［1秒の間］ 白は一番前だな。誰か忘れてないかな？

生徒（女子）：ピンクは？

Lesh 先生：あー，薄いピンク。［1 秒の間］ 君はイアンと後ろだ。それぞれ，クリアファイルの色ごとに集ま

って話し合いをして下さい。みんなあと 3分半だぞ。さあさあ！
【生徒は入室時に取ったクリアファイルの色ごとにグループになって集まり，

その中に入っていた担当曲について話し合う（モザイク学習の開始）】《19:50》

【3分間の話し合いが終わり，生徒はもとの席に戻る】 《23:50》
Lesh 先生：えー，各グループが発表するので，歌に反映されている特定の要素について話したら，それをチェ
ックしてください。アメリカ南部にもっとも大きな影

響を及ぼしたのは何かについて何らかの傾向があるか

どうか確認しよう。えー，「綿花を一俵摘め」の出番で

す。ちょっとだけこの歌をかけます。

【歌詞のスライドを提示し，曲をかける。この曲を

担当したグループの生徒が前に一人出る】

♪♪♪ 歌（Pick a Bale of Cotton：Leadbelly）♪♪♪
oh lord, pick a bail of cotton
oh lord, pick a bail a day
oh lord, pick a bail of cotton
oh lord, pick a bail a day
jump down shake around pick a bail of cotton
jump down shake around pick a bail a day
jump down shake around pick a bail of cotton
jump down shake around pick a bail a day

【以下，音楽カット】

Lesh 先生：はい。南部のレコンストラクション後について何がわ
かったかな？

生徒（女子）：あの，これは小作制度だと思います。で，何でした

っけ，えーと，囚人労働者賃貸制度。なぜなら小作制度－なぜ
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なら，要するに彼は，毎日どんなに綿花を摘んでも結

局地主に，ひいては－商人に取られるということを言

っていて，それから，略歴にこの人は，あの，＊賭博

師の先頭に立っており＊，彼は－あの，彼はとても乱

暴で，だからいつもトラブルに巻き込まれ，それで結

局は，殺人未遂，あの，白人をナイフで刺した殺人未

遂で刑務所に送られたとあるので，収穫作業の賃貸労

働だと思います。

Lesh 先生：はい，つまり，君が言ったことは，綿花なの
で小作制度だと思うと，そして誰か別の人のために働

いており，そしてアーティストの背景を考えると，ほ

かにもありそうだということだね。えー，これがその

絵です。［1 秒の間］【スライドを提示する】これが南
部のレコンストラクション後です。もし私が年代を言

わなかったら，この絵がいつのものかきっと議論にな

ったと思います。

生徒：奴隷です。

Lesh 先生：そう，これは奴隷制度の絵だと思われがちで
す。これはレコンストラクション後です。これは 20
世紀のアメリカ南部の光景です。そして，ここに描か

れているのは，話したように，土地に，綿花の俵に縛

りつけられているアフリカ系アメリカ人です。一日一

人当たり綿花一俵は 500 ポンド（約 227kg）です。［1
秒の間］【綿花俵を運ぶ絵のスライドを提示する】借

金が増えないように十分なお金を稼ぐには，平均して

一日綿花一俵必要です。

これが，男，女，そして子ども達がこなしている仕

事です。それに Yumeg が言ったように，トラブルを
起こすと，囚人労働者賃貸制度に戻され，まったく同

じ人のところに送られてただで働かされます。【囚人

労働者賃貸制度のスライドを提示する】

えー，次に君達が聞く歌は，小作制度，えー，南部

の状況を直接表現しています。［1 秒の間］次はゾウム
シの出番です。

【歌詞のスライドを提示し，曲をかける。この曲を

担当したグループの生徒が前に一人出る】

♪♪♪ 歌（Boll Weevil：Leadbelly）♪♪♪
you can talk about the lates
tthe latest of your own
these boll weevils they will rob you of a home
they are looking for a home
they are looking for a home
the first time I seen a boll weevil
he was sitting on the square
the next time I seen a boll weevil
he had his whole family there
they are looking for a home 【以下，音楽カット】

Lesh先生：残りを歌いたかったかい？
生徒（男子）：はい。

Lesh先生：オーケー，何がわかったかな？
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生徒（女子）：えー，はい。あの，それは＊＊＊ですが，＊

＊＊には，その，小作制度かもしれないと思います。た

ぶん，それは，その，つまり，農作業とかそういったも

の，それとその，作物とかについて言っているのでそう

思います。でもそのあとで，彼が，あの，終わりの方で

彼が，あの，彼が，彼は自分のことを話そうとしている

と言い，彼がどうやって家を探しているか話しているの

で，サンダウンタウンもあるかもしれないと言う人もい

ました。そしてサンダウンタウンで，彼はどうするか話

し，その，その街には白人だけが住んでいて，だから，

あの，彼は＊＊＊。

Lesh 先生：いいでしょう。これは間違いなく小作制度です。ゾウムシとアフリカ系アメリカ人小作人はどう結
び付くのかな？ その関係は何だろう？［2秒の間］ マックス？

生徒（マックス）：ゾウムシは巣を持っておらず，でも地上に＊あふれて＊いて，ちょうど彼らが働かされてい

るその土地を小作人は実際には所有していないのと同じです。

Lesh 先生： 確かにそういう関連性があります。そしてゾウムシは綿に何をしているのかな？［4 秒の間］ ゾ

ウムシは綿に何をしているでしょうか？

生徒（女子）：えーと，食べてるとか。

Lesh 先生：そう，綿を食べます。ゾウムシは寄生虫にすぎないのです。【ゾウムシ関連のスライドを提示する】
そういうことです。え－，中の綿が

はじける前の未成熟な玉の中に入り

込み，すべて食べ尽くします。つま

り，アフリカ系アメリカ人は売る作

物が増えますか，減りますか？

生徒：減ります。

Lesh 先生：借金は増えますか，減りま
すか？

生徒：増えます。

Lesh 先生：そう，劇的に増えます。売
れなければお金が稼げません。つま

り，またもとの土地に縛られること

になります。えー，これは私が好き

な偶然写真の一つです。南アラバマ

を，えー，車で走っていると，この

小さな街に出くわします。この街は

ゾウムシによって壊滅的な被害を被り，そこで考えたのは，ゾウムシを称える銅像を建てればゾウムシはもう

綿を食べないだろうということでした。それで，ゾウムシの像を手に持った美しい自由の女神を捧げたところ，

ゾウムシは綿をすべて食べてしまった。えー，それはうまくいきませんでしたが，これは借金の連鎖と直接的

に結び付いています。［1 秒の間］ 次はビッグ・ビル・ブルーンジーの出番です。えー，これを全部かけま

す。というのは，この中には少なくとも 3つのことが入っていて，これでサムは＊＊＊を考えるチャンスがも
らえるね。

【歌詞のスライドを提示し，曲をかける。この曲を担当したグループの生徒が前に一人出る】

♪♪♪ 歌（Wonder When I’ll Get To Be Called A Man：Big Bill Broozny）♪♪♪
When I was born into this world, this is what happened to me
I was never called a man, and now I'm fifty-three
I wonder when
I wonder when
I wonder when will I get to be called a man
Do I have to wait till I get ninety-three?
When Uncle Sam called me, I knowed I'd be called a real McCoy



- 8 -

But I got none of this, they just called me soldier boy
I wonder when
I wonder when
I wonder when will I get to be called a man
Do I have to wait till I get ninety-three?
When I got back from overseas, that night we had a

ball
Next day I met the old boss, he said "Boy get you

some overalls"
I wonder when
I wonder when
I wonder when will I get to be called a man
Do I have to wait till I get ninety-three?
I've worked on the levee camps, and axer gangs too
Black man's a boy, don't care what he can do
I wonder when
I wonder when
I wonder when will I get to be called a man
Do I have to wait till I get ninety-three?
They aid I was uneducated, my clothes were dirty and torn
Now I've got a little education, but I'm still a boy right on
I wonder whenI wonder whenI wonder when will I get to be

called a man
Do I have to wait till I get ninety-three?

Lesh先生：はい，サム，南部のレコンストラクション後について，何がわかるかな？
生徒（サム）：えー，要するに，黒人には，その，同じ社会的立場みたいなものがあると見なされず，つまり，

彼らはみんな子どもや少年と考えられるだけで，だから，その，他の人よりもたくさんの事とかを経験しても，

それでもまた前と同じで大人と見なされず，だから，つまり，他のみんなと同じだと，平等だと見なされる権

利や特権がないと言っています。

Lesh 先生：それで，どんな社会制度がそういう関係を強制しているのかな？［2 秒の間］ 宿題をちらっと見

てごらん。［3秒の間］ そう。

生徒（サム）：一つだけ思いついたのは公民権問題です。なぜなら，彼らは，その，同じように扱われていない

し，つまり，彼らは人間ではないと差別のようなことをされていたからです。

Lesh先生：そして裁判所はその差別が行われるのを認めた。
生徒（サム）：はい。

Lesh先生：じゃあ，裁判所は基本的にどんな法律を合法だと認めたのかな？ 南部にある社会制度は何だろう？

［1秒の間］ ジョン？

生徒（ジョン）：黒人差別（Jim Crow）です。
Lesh 先生：そう，これが，えー，黒人差別（Jim Crow）の結果だね。アフリカ系アメリカ人は，白人をファー
ストネームで呼ぶことを禁じられていました。白人を「ミスター」や「ミセス」を付けて呼ばなければなりま

せんでした。アフリカ系アメリカ人は，売られ，戦争を戦い，そして帰って来た。それでもやはり何と呼ばれ

ているかな？

生徒：小僧です。

Lesh 先生：小僧と呼ばれますね。小僧，こっちに来い。小僧，これをしろ。彼は対等とみなされていないので
苗字がありません。えー，南部では黒人差別（Jim Crow）がこのような異様で卑劣な人間関係を強要します。
えー，私の祖父が極端な人種差別主義者だったということをまず言っておきますがが，私が子どもだったとき，

南部で育つというのはどんな風なのか話してくれました。祖父は，みんなそれなりにやってたと言っていまし

た。

白人は通りのこっち側にいて，黒人は通りのそっち側。もし問題なんかが起きようものなら，互いに石を投

げ合った。子どもだった彼は，「やってやる」という感じだった。さてその後，彼は，なんで彼らが通りの別
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々の側にいるのかを知りました。［2 秒の間］ 彼らは対等ではなく，もし白人と黒人が南部の街で同じ歩道

の上にいたら，黒人は歩道から降りて，通りの反対側に渡って白人が歩道を歩き終わるのを待つよう法的に強

制されました。いつまで経っても変わらない黒人差別（Jim Crow）に黒人は不満をもっていました。彼は何と
呼ばれたかったのかな？

生徒（女子）：一人前の男。

Lesh 先生：君，あなた。小僧と呼ぶな。で，そういう曲だったのです。［2 秒の間］次はパーチマンファームブ
ルースの出番です。

【歌詞のスライドを提示し，曲をかける。この曲を担当したグループの生徒が前に一人出る】

♪♪♪ 歌（Parchman Farm Blues：Bukka White）♪♪
Judge gimme me life this morn'in
Down on Parchman Farm
Judge gimme me life this morn'in
Down on Parchman Farm
I wouldn't hate it so bad
But I left my wife in mournin'
Four years, goodbye wife
Oh you have done gone
Ooh, goodbye wife

（以下，音楽カット）

Lesh 先生：残りを歌ってほしいかい？［1 秒の間］
ああ＊＊＊に違いない。はい，何がわかったかな？

生徒（女子）：えー，私達は－つまり，これは，あの，

囚人労働者賃貸制度だと思います。なぜなら，この

男は人を撃ったために逮捕されて，それからパーチ

マンファームで＊＊＊だからです。

Lesh先生：で，彼は本当に撃ったのかな？
生徒（女子）：いいえ。

Lesh 先生：撃っていない。彼は撃ったかもしれないと
思われた。えー，多くの場合，アフリカ系アメリカ

人は街にいるという理由で本当に逮捕されますが，

何が沈んだ後ですか？［2 秒の間］ そう，日が沈むと，そこには彼らがサンセットタウン法と呼んだ法律が

ありました。アフリカ系アメリカ人は，その街にいてはいけないとされました。そして，もし街の中にいると

逮捕されることもありました。それに－もう一度スライドを見てください－ 3 つのうち 1 つ，3 人より大きな
集団で立っている，［1 秒の間］あの，えー，外にい
る－あー失礼，外にいる，そして仕事がないと見な

される，要するに歩き回っていることを理由に逮捕

されることもありました。そして，逮捕はいつも作

物をどうしなければならない直前に起きたかな？

［3秒の間］ 何をするのかな？

生徒（男子）：＊＊＊。

Lesh 先生：「完了して収める」。君達が今までに何かを
栽培したことがまったくないのはわかってる。栽培

を終えて収めることを表現する用語があります。サ

ム？

生徒（サム）：収穫ですか？

Lesh 先生：そう，作物を収穫するとき，突然，アフリ
カ系アメリカ人の逮捕が急増するんだ。なぜなら，収穫時期には安い労働力が欲しいから，だから 3人の集団
で外にいるとか，仕事がないように見えるとかを理由に逮捕されます。そして不思議なことに作物の収穫が終

わると，彼らは簡単に釈放される。でも，どんな仕組みに戻るのか？

生徒（女子）：小作制度です。
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Lesh 先生：そう，彼らは小作人に戻るんだ。彼らはそこで小作農として生き，えー，そしてそれが彼の歌に表
現されていますね。［2秒の間］ 次はライトニン・ホプキンス。

【歌詞のスライドを提示し，曲をかける。この曲を担当したグループの生徒が前に一人出る】

♪♪♪ 歌（I Worked Down On the Chain Gang：Lightin Hopkins）♪♪♪
Yeah you know I worked on the railroad
I even worked down on that chain gang
Yeah you know I worked on the railroad
Oh boy and I worked down on the chain gang
Yeah they put me in jail when it was raining
Honey that was the best for me
Throwed me in the jail when it was raining
Honey and that is the best for me

（以下，音楽カット）

Lesh 先生：はい，ライトニン・ホプキンスは何と
言っているかな？

生徒（男子）：えー，労働賃貸制度です。

Lesh先生：なぜそう思う？
生徒（男子）：なぜなら，彼は不当に拘留され，そ

の後，無理矢理鎖につながれて＊＊＊。

Lesh先生：彼はなぜ逮捕されたのかな？
生徒（男子）：それは－わかりません。

Lesh先生：あれ，わかるはずだ。なぜ彼は逮捕され
たのかな？

生徒（男子）：ここでは，それは…。

Lesh先生：いや，歌によると…。
生徒（男子）：＊＊＊理由がないと…。

Lesh先生：そうだ。でも，彼を逮捕した理由とされ
たのは？［1 秒の間］「彼らは俺を監獄に送り込ん
だ」。それはどんなとき？

生徒（男子）：雨です。

生徒（女子）：雨です。

Lesh 先生：収穫期の前の晩，雨が降っているときに彼は路上にいました。言い分は，「雨が降っているときに分
別のある男が外に突っ立っているなんてどうなっているんだ。面倒を見よう」ということだった。彼は逮捕さ

れた。彼は囚人労働者賃貸制度に置かれた。彼は働く。おかしな話ですが，彼はその後，えー，囚人労働者賃

貸制度の中でも刑期がより長い鉄道建設に行きます。［1 秒の間］次はチャーリー・パットンの徴税人ブルー
ス。これは非常に初期のブルースなので，辛抱して聞いてください。彼は－彼が話しているのは英語です。

生徒（男子）：わかりました。

【歌詞のスライドを提示し，曲をかける。こ

の曲を担当したグループの生徒が前に一

人出る】

♪♪ 歌（Revenue Man Blues：Charlie Patton）♪♪
Aw, the revenue man is ridin', boy, you'd better

look out
(spoken: High sheriff ain't purrty）
Aw, the revenue man is ridin', boy, you'd better

look out
(spoken: Boy, if he hollers you, you don't stop,

boy)
If he hollers you, don't stop, you will likely be
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knocked out （以下，音楽カット）

Lesh 先生：この長い歌をどうすればいいかわからないの
で，ここで止めます。はい，彼は何と言っていますか？

生徒（男子）：えーと，それは，あの，小作制度かな？

Lesh先生：彼は小作人です。
生徒（男子）：彼は徴税人について言っているので，僕

が思うに，それは，その，作物やなんかを受け取る人

のことです。たぶん。

Lesh 先生：惜しい－惜しいね。徴税って何のことだろ
う？

生徒（男子）：つまり，お金ですよね？

Lesh 先生：そうです。だから徴税人はお金を取りに来た。実際はどんな男かな？［6 秒の間］手伝える人はい
る？ 「徴税人がお金を取りに来る」。誰のことかな？ ジョーイ？

生徒（ジョーイ）：集めるのは－お金を集めるのは＊＊＊？

Lesh先生：そう，まったくその通り。だからそれは…。
生徒（ジョーイ）：税金を集める人です。

Lesh先生：そう，税金を集める人です。彼は税金を集めに来る。不思議だけど，彼は払えるのかな？
生徒（男子）：いいえ。

Lesh先生：そう，彼には払うような余裕はない。彼は借金漬けで，「徴税人が通ったら気をつけろ－気をつけろ。
もし彼が大声でわめいても止まるな」と言っています。なぜなら，彼がお前を捕まえたら借金は払えないし，

お前が行くところはどこだと？

生徒（男子）：牢屋です。

Lesh 先生：そう，あの囚人労働者賃貸制度に行かされる。そこでもう一度質問させてもらうと，今まで確認し
てきたことにもとづけば，レコンストラクション後のアフリカ系アメリカ人にもっとも大きな影響を及ぼした

のはその経済的変化だと思う人は何人かな？ 経済問題？［2 秒の間］ 社会問題？［2 秒の間］ えー，選

挙権を失ったこと，政治問題，公民権の剥奪？［1秒の間］ 3つ全部？［1秒の間］ わからない？［1秒の
間］ それが無難だね。［7秒の間］次の曲が最後です。チャーリー・パットンです。
【歌詞のスライドを提示し，曲をかける。この曲を担当したグループの生徒が前に一人出る】

♪♪♪ 歌（Mississippi Boll Weevil Blues：Charlie Patton）♪♪♪
Sees a little boll weevil keeps movin' inthe,

Lordie!
You can plant your cotton and youwon't get a half

a bale, Lordie
Bo weevil, bo weevil,where's your native home?

Lordie
"A-Louisiana raised in Texas,least is where I was

bred and born",Lordie
Well, I saw the bo weevil,Lord,a-circle, Lord, in

the air, Lordie
The next time I seed him, Lord,he had his family

there, Lordie
Bo weevil left Texas, Lord,he bid me "fare ye

well", Lordie
(spoken: Where you goin' now?)
I'm goin' down the Mississippi, gonnagive Louisiana hell, Lordie
(spoken:How is that, boy?) （以下，音楽カット）

Lesh先生：いいでしょう。ジョーイ，何がわかったかな？
生徒（ジョーイ）：えー，小作制度だと思います。なぜなら，彼はあのゾウムシについて言っています。綿を食

べていて，彼らにどんな影響を与えたかについて先生が話していた虫で，どうしておまえは俵半分摘むことも
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できないんだというようなことを言っているので，僕

は＊＊＊。彼らは北のどこかに行きたいと思っていま

す。ルイジアナを出よう，どこへでも行ける＊＊＊と

思います。

Lesh 先生：つまり，彼らはどこかから逃げようとしてい
る…。

生徒（ジョーイ）：南部，＊特にサンダウン＊…。

Lesh 先生：そして特にゾウムシだね。宿題を見てくださ
い。どれに一番チェックが付いていますか？ 別のグ

ループはどれについて一番話していましたか？

生徒（男子）：小作制度です。

Lesh 先生：小作制度ですか？ なのに，なぜみんな経済問題と答えないのかな？［2 秒の間］ なるほど，そ

れは明日だね。用紙を一番前に置いていってください。明日これを終わらせます。 《45:00》
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(1)プレゼンテーション資料

授業のために準備されたプレゼンテーション資料。授業者は適宜，取捨選択して使用していた。
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(2)生徒配付資料

①前時までの授業（宿題も含む）で使用していた資料
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②本時の授業で使用した資料

生徒は，各資料は，見出しに曲名と歌手名，枠内に歌手の生い立ち等の紹介，その下に歌詞，といった構成に

なっている。授業では生徒はグループに分かれ，１曲ずつ分担して話し合いを行った。（モザイク学習）



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -



- 33 -

２．実践者 Mr.Bruce Leshについて

2008年のメリーランド州 History Teachers of Yearであり，メリーランド州社会科協議
会元会長，歴史教育全国協議会副会長。著書にWhy Won't You Just Tell Us the Answer?
（Stenhouse, 2011）がある。

３．Mr.Leshへのインタビュー

Ｑ１：この授業は，ブルースの歌詞を生徒に読み取らせていましたが，その意図は

何ですか。歌詞を一次史料として考えておられるのでしょうか。

Ａ１：はい。今回の授業では，昨日の夜の宿題として，生徒は歌詞の解釈をして，自分なりに評価してくるよ

うに指示していました。そして授業では，生徒は第１段階として，歌詞を読み，ミュージシャンのバックグ

ラウンドを知り，第２段階として，そのミュージシャンが描いている時代に起こっていた出来事を学びます。

第３段階では，ミュージシャンのバックグラウンドと描いている時代の出来事が歌詞の中にどう再解釈され

て組み込まれているかを考えます。言い換えれば，ミュージシャンのバックグラウンドと，社会が歌詞にど

のような影響を与えたかと，ミュージシャンが一体何を言おうとしたかを分析させます。もちろん，音楽も

一次史料になりえます。テキストだけが一次史料だと狭く考えない方が良いと思います。音楽だったり写真

や絵といった画像だったり，それらは全部一次史料になり得ます。

Ｑ２：生徒は，19世紀後半のブルースになじみがあるのでしょうか。

Ａ２：全くなじみはないと思う。クラスに一人知っていたら良い方で，生徒はこれが音楽なのかと思うだろう。

それはそれで，全く問題は無い。生徒には授業で実際に聞かせるし，解釈させるので，ポピュラーかどうか

はあまり関係ない。

Ｑ３：Ｓ．ワインバーグの歴史授業理論（Reading like a historian）についてどう思いますか。

Ａ３：彼の理論はよく知っていますし，影響も受けています。賛同する点が大変に多いと思っています。

Ｑ４：この授業で生徒につけたい能力とは何ですか。また，先生は合衆国史を通じてどのような能力を生徒に

つけたいと思っていますか。

Ａ４：私は歴史教育を通じて Contentと Thinking skillの習得を目的にしています。今日の授業について言えば，
Content の方は，差別の構築の事実とその内容です。1860 年代から 70 年代にかけて，どのような差別の事
実があったのかというを知ることです。そして，Thinking skillの方は一次史料の読み方です。一次史料をど
うやって読むのか，その分析の観点です。また，合衆国史全体について言えば，Content を通じて今と昔の
関係性を考える力です。例えば，今日の授業で言うと差別は過去の問題ではなく，今にも通じている問題で

あり，過去から今にどのようにつながっているのか。こういった今と過去の関係，ある事実がどういうふう

に過去から現在につながっているかを考える力です。そして，Thinking skillの方は Critical thinking skill，
Critical literacy skillsです。現代は情報が溢れすぎていて，そこでは様々な本や著書が出ていて，様々な価値
が溢れだしています。そういう様々な価値とか情報に対しては Critical に接していかなければならない。そ
の為の能力を身につけることを目的としています。

こういった Contentと Thinking skillこそが，いわゆる民主的な合衆国の市民を育てることになると考えて
います。社会科で合衆国史を行う意味は，Contentと Thinking skillにあります。民主的であると言うことは
クリティカルであるということなのです。

４．Mr.Leshの歴史授業の特色

メリーランド州のライスターズタウンはボルチモアの北西に位置する小都市で，フランクリン・ハイスクール

http://franklinhs.bcps.org/ は 1820 年に私学のフランクリン・アカデミーとして設立された歴史の古い学校であ
る。現在は生徒数約 1600人の４年制公立高校となっており，Mr.Leshは米国史と AP米国政治を担当している。

Mr.Lesh の歴史授業の特色は，サンフランシスコの Ms.Ziegler と同じく Dr.Wineburg らスタンフォード歴史教
育グループの推進する「歴史家のように読解する Reading like a historian」方法に依拠する点にある。本実践の場
合，主たる読解史料としてブルース音楽を取り上げている。周知の通り，南北戦争後の米国南部では奴隷制度は

廃止されたものの，土地と財産を持たない解放奴隷を小作農として綿花栽培に従事させる分益小作制（シェアク

ロッピング・システム）が確立し，「再建 Reconstruction」の時代をへて黒人や有色人種の隔離制度，いわゆるジ

http://franklinhs.bcps.org/
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ム・クロウ法が各州で制定されていった。この点の理解を欠くと，その後の公民権運動の意義や背景も理解でき

ない。例えば日本の世界史教科書では，南北戦争までの米国史については比較的重視するが，その後は 19 世紀
末の帝国主義までほとんど触れられないため，なぜ黒人差別が続いたのかがわかりにくいという問題がある。

さて，このジム・クロウ法が広がりを見せる 19 世紀後期の米国深南部で，アフリカ系アメリカ人が歌った労
働歌やスピリチュアル（黒人霊歌）を起源とするのがブルースである。

Mr.Lesh はブルース音楽のもつ独特のリズムとメロディに触れさせるだけでなく，その歌詞に着目させ，歌詞の
読み解きを通して分益小作制下の綿作労働やジム・クロウ法の実態に迫らせる。そして，生徒の解釈を深化させ

検証させるために，写真史料を主とする多様な資料を提示する。現代史の指導に関しては，こうした写真史料の

活用が課題になるが，本実践では効果的に活用されていると言ってよい。また，小集団毎に異なるブルース史料

を与えて読み解かせ，それに関する教師とのやりとりを通して学級全体での共有化を図るジグソー法の手法が取

り入れられている。

以上を整理すると，ブルース音楽への着目に象徴される一次史料の読解の他，ジグソー法の採用に伴う独自の

授業過程に，Mr.Lesh の歴史授業の特色を見出すことができよう。すなわち，①＜小集団での学習＞異なる史料
の読解と意見交流，②＜学級全体での学習＞読解結果に関する教師との問答を通じた事象解釈の共有，③＜個人

と学級全体での学習＞小集団毎の事象解釈の総合による時代解釈の構築，という授業過程である。また，史料読

解の結果は，各自のワークシートに記載して評価の対象にもなるのはいうまでもない。

なお，Mr.Lesh は 2010 年に合衆国教育省の米国史教育プログラムの一環としてカンザス州のミドルスクール
の教師を対象に始められた「進歩の 1 世紀：1800 年代を歴史的に考察する A Century of Progress: Thinking
Historically Through the 1800s 」に講師の一人として参加した。この「進歩の 1世紀」プログラムの目標は明快で，
生徒の歴史的思考力と歴史知識を成長させるためには，教師の資料発見・活用能力－歴史的に重要な一次史料－

を育てねばならないというものである。このプログラムについては以下のウェブサイトを参照されたい

(http://centuryofprogress.org/content/about-us)。
彼の参加した 2012 年のサマー・セッションでは，19 世紀米国史に関する自らの授業計画やワークシート等を

公表しており，彼の歴史授業観を知る絶好の手がかりとなっている。以下のウェブサイトに詳しい。

http://centuryofprogress.org/p/freedom-late-19th-century 特に，次の資料は前述のブルースを活用した授業のそ
の後の展開を示唆していて興味深い。

http://centuryofprogress.org/sites/centuryofprogress.org/files/Lesh%20Handouts.pdf

５．Franklin High School 情報

○ Franklin High SchoolのWebページ
http://franklinhs.bcps.org/

【注】

1)合衆国史において，レコンストラクション（Reconstruction；「再建」）期とは，南北戦争の際に連邦から離脱し
た南部 11州が，戦後再び州として連邦に復帰するまでの 1863年（または 1865年）から 1877年までの期間を
さす。このレコンストラクション期において，大土地所有制が大幅に残存していた南部は，奴隷制の廃止に伴

い，プランテーション農業から「分益小作制（シェアクロッピング・システム）」と総称される小作人使用農

業に転換し，解放された黒人奴隷は再び小作農として再編されていくことになる。

《本資料で紹介したFranklin High Schoolでの授業の収集については，

Mr.Bruce Leshのご厚意に心から感謝したい。》

http://centuryofprogress.org/content/about-us
http://centuryofprogress.org/p/freedom-late-19th-century
http://centuryofprogress.org/sites/centuryofprogress.org/files/Lesh%20Handouts.pdf
http://franklinhs.bcps.org/

