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【米国・高等学校；Ｍｓ．Ｓｈａｒｏｎ Ｃｏｈｅｎの授業】 （担当；二井正浩）

１．授業事例

Ms.Sharon Cohen；“Struggles to Retain Old Identities”の授業記録

(2013年2月20～22日，Springbrook High School，第11学年，16～17歳)

１時間目（2月20日）

【前時の復習として，イタリアとドイツの建国

とナショナリズム，合衆国の建国の父である

ジョージ・ワシントンの話題にふれ，国民国

家，ナショナリズム，ナショナリストの違い

について考える。】 《25:00》
【本日の BigQuestion と MasteryObjectives がプ
ロジェクターで提示される。】

Cohen 先生：さあ，今私が配ったこのプリント
（プリント A・B）を見て下さい。今日はこ
れをやります。目的が何か，そして何をしよ

うとしているかをを確認して下さい。（プロ

ジェクター）いいですか。このプリントは，

後で私に提出してもらいますから，かなりす

ばやく全部やらないとなりませんよ。もしわ

からないことがあったら，聞いてもいいし，

教科書を見てもいいですよ。それで，何をす

るかというと，19世紀の日本およびエジプト
社会の同じ階級の人を１人ずつ挙げてくださ

い。じゃあ，社会的または経済的にいって，

同じ階級にある 2 種類の人はどんな人です
か？

生徒：労働者です。

Cohen先生：労働者。どんな労働者ですか？
生徒：農民です。

Cohen 先生：農民あるいは小作農ですね。つまり日本の小作農，エジプトの小作農ですね。彼らは一つの階級か
もしれません。

生徒：商人。

Cohen先生：商人，いいですね。エジプトの商人，日本の商人。ほかには？
生徒：役人。

Cohen先生：そうですね。役人というのは，政府のために働く公務員です。
Cohen先生：小作農以外の女性はどうでしょう？
生徒：・・・。

Cohen 先生：じゃあ，小作人について考えてみましょう。これらのできごとに関わったのはどんな人たちか考え
るには小作人が一番です。では，授業が終わるまでに会話文を書いてください。日本の小作農とエジプトの小

作農の会話ですよ。いいですか。生き生きと面白く書いてくださいね。話すときは，上手に感情を表すよう努

力してみて下さい。ここまでで，質問はありますか？

【皆，いっせいに喋る】

Cohen 先生：はい，じゃあ，ちょっとこれを見せたいと思います。じゃ
あいいですか？

生徒：はい。

【プロジェクターにムハンマド・アリーの絵が提示される。】

Cohen 先生：はい。では，エジプトで起きた大きな変化で誰よりも重要
な指導者は，ムハンマド・アリーという人でした。皆さんは，彼のこ
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とを覚えておかなければなりませんよ。なぜでしょう？

生徒：彼はボクサーです。

Cohen 先生：そう，有名なボクサーですね。でもそれは正解ではありません。この絵を見てみましょう。ちょっ
と教えて。何が見えますか？ 男の人がいますね…。

【皆，いっせいに喋る】

Cohen 先生：モスクがありますね。ではこの画家はなぜ，背景にモスク
を描いたのだと思いますか？

生徒たち：政府の宗教的な正当性・・・。

Cohen 先生：そう，そうです。宗教と結び付いているので，その政府に
は正当性があり，彼はもちろんイスラム教徒です。エジプトは今でも

イスラム教の国です。

【プロジェクターに HH Emineh Ilhami Hanemefendiの写真が提示される。】
あなた方に見せたいのはこれですが，彼は支配者としての立場を世襲

し，オスマン帝国との関係を完全には断ちませんでしたが，えー，イ

ギリス，英国の支援でオスマン帝国から独立したようなものです。そ

れについて配ったメモに少し書いてあります。彼の子孫は見た目がど

んどん欧米風になってきましたね？この写真は，彼の妻ですね。とて

も欧米風ですね。

【皆，いっせいに喋る】

【プロジェクターに明治天皇一家の絵が提示される。】 《30:00》
Cohen 先生：はい，じゃあ，えーとこれは洋服を着た何人かの日本の政
府関係者です。これも洋服ですね。つまり欧米式ということですが，

この女の人は同じようなコルセットです。じゃあ，これはどうでしょ

う。えー，何で日本人だとわかりますか？ まるで…。

【皆，いっせいに喋る】

Cohen先生：間違いなく日本人ですが，どこで分かりますか。
生徒：横に漢字が書いてあります。

Cohen先生：そうですね。文字です。
生徒：芸術様式です。

Cohen先生：芸術の様式ですね。背景の富士山がわかりますか？
【皆，いっせいに喋る】

【プロジェクターに天皇と帝国議会の絵が提示される。】

Cohen 先生：はい，いいですね。次は日本の天皇と新しい日本の議会で
す。

【プロジェクターにエジプト政府首脳たちの絵が提示される。】

Cohen先生：これは，エジプトの指導者と彼の側近です，そうでしょう？
これはエジプト人，日本人，それとも欧米人風に見えますか？

生徒たち：欧米人風にみえます。

生徒：より欧米人風にみえます。

Cohen 先生：はい，じゃあ，この会話文を書くこと，この人たちはどん
なことを考えているのかについて考えるんですよ。それにインターネ

ットを見れば，数え切れないほどの画像があります。そうでしょう？

ですから，皆さんは，それに教科書にもいくつか載っています。

【プロジェクターに月と星の国旗らしきものが提示される。】

Cohen 先生：はい，じゃあ，これは，どの部分がイスラム教徒を表して
いますか？

生徒：三日月と星です。

Cohen先生：三日月と星ですね。
【プロジェクターに明治天皇が靖国神社に向かう絵が提示される。】
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Cohen 先生：そしてこれが神道の影響を受けているとされるのはなぜで
すか？

生徒：あのー，神道を象徴する鳥居があります。

【本日の Directionがプロジェクターで提示される。】
Cohen 先生：はい，じゃあ 12 分あります。準備はいいですか。明かり
をまたつけます。配付したプリントに目を通していますね。プリント

には「短期的な原因か長期的な原因か」「直接的な結果か長期的結果

か」「ナショナリズムの影響か宗教の影響か」について，チェックマ

ークを付けて下さい。すばやくやってください。わからないことはお

互いに相談しても良いです。 《32:30》
【皆，いっせいに喋る。作業が始まる】

Cohen 先生：続きは家に持って帰って仕上げ
てもいいです。やることはわかりますよね。

自分でメモしておいてください。これが宿

題です。 《45:00》
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〔プリントＡ（上段：配付実物，下段：要旨和訳）〕
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〔プリントＢ（上段：配付実物，下段：要旨和訳）〕
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２時間目（2月21日）

Cohen先生：皆さん，おはよう。 《00:00》
生徒：おはようございます。

Cohen 先生：えー，じゃあ始めましょう。今日はビデオを見せますので，プロジェクターが見えやすいように机
の向きを変えて下さい。そうすれば見えますね。じゃあ，5分ほどの，1800年代後半の日本で起きた変化につ
いてのドキュメンタリーを見てもらいます。当時の日本の人々が何を考えていたかが少しわかります。皆さん

は，これから書く日本人とエジプト人の会話文について話し合い，考える参考にして下さい。これを見ながら

会話文の材料を集め始められるようにしてください。

でも，その前に，私たちは人々のアイデンティティがどう変化したかについて話し合うのですが，ちょっと

部屋を見回してみましょう。えー「アイデンティティ」，この言葉について何人かの人に話をしてもらいまし

ょう。いいですね。じゃあ，まず，私から始めます。私は自分がまず母親であり妻であり姉であり，そしてそ

う，娘だと思っています。ですから私は私の家族関係が一番大切です。アイデンティティの点で次に大切なの

は教師としての関係です。つまり，仕事であり，生徒である皆さんや同僚との関係です。3 番目には，米国市
民として，そしてその他にも様々な団体や物事・・・，例えば私は庭仕事をしますが，そのような私が好んで

することとかです。

じゃあ，自分の「アイデンティティ」について誰か言ってみて。誰か。，さあさあ。ほら。

Cohen先生：（生徒を指名して）さあ，あなたがまず最初に心に浮かんだことは何ですか。
生徒：まず，生徒と…。

Cohen先生：なるほど，生徒と･･･。
生徒：･･････。

Cohen先生：いいでしょう。誰かほかにいませんか。（別の生徒を指名して）はいどうぞ。
生徒：あのー，まず私は生徒で，そしてアスリートで，そして学生リーダーです。

Cohen先生：そうそう，いいですね。ほかに誰かいませんか。（別の生徒を指名して）
生徒：えーと，アスリートで･･･。

Cohen先生：もっと具体的にしないとね。スポーツの具体的な種類についてはどうですか。
生徒：･･････。

Cohen 先生：いいでしょう。じゃあ自分の個人的アイデンティティと国民としてのアイデンティティどちらが先
だと思いますか。

生徒たち：個人的アイデンティティです。

Cohen 先生：個人的，いいでしょう。ですからたとえ皆さんが 21 世紀に生きていても，19 世紀の人々と実はそ
れほど変わらないものです。皆さんは今後さらに自分のアイデンティティがどう変わったか，または変化にど

う左右されたか考えます。昨日コメントしたようにもっと大きな変化が起こり続けます。はい。いいでしょう。

じゃあ，私たちはこれから二人一組になって会話文を書きます。8 行になるようにしますから，それぞれ，
エジプト人と日本人が 4行ずつです。皆さんわかりましたか。全部で 8行で，それぞれ 4行ずつです。最後に
何か面白いオチをつけるならそれ以上に

書いてもいいですよ。20 行でも，そう，
さらに面白い話を入れたいならね。それ

と，いいですか，経済的，政治的，そし

て社会的変化に目を向けてほしいので

す。そして作っていくなかで 1800 年代
に彼らの国で起きていたできごとの，原

因と結果について考えてください。でき

れば，そのいくつかは政治的出来事と社

会的出来事にしてください。それに会話

文は正確かつ具体的で，日付と出来事が

書かれていなければなりませんよ。その

ための情報は全部渡しましたからね。必

要なら別の情報を入れてもかまいませ

ん。作った会話文は授業の終わりには必

ず提出してください。授業中に終わらな
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かったら，昼休憩の間に戻ってきて，やってください。急いで作業してくださいね。

はい，じゃあ，早速ビデオを見てもらいましょう。さっき言ったように日本で起きた変化に関するドキュメ

ンタリーの一部です。いいですか。何を探すんでしたっけ。

生徒たち：変化，経済的または…。

Cohen 先生：そう，変化。経済的変化または社会的変化ですね。では，ビデオで個々の人々に何が起きているか
を注意して見るようにしてください。いいですか。これは彼らのアイデンティティに何が起こったかを考える

材料ですから。

［ビデオ開始］ 《06:40》
（ナレーター）都市で進展する変化の一方，多くの農民にとって，日常生活はつらく苦しかった。彼らは，しゃ

れた舞踏会や光り輝く新しい政府の建物といった都市の発展の代価を地方が払っているという認識をもって働

いていた。

（インタビューされる人 1）本質的に，明治初期の日本の近代化は実は日本の地方のできごとです。［鶏が鳴く］
政府はその生産物を農民に依存し，政府の歳入を土地に対する税金に依存していました。そして農民は，少な

い購入で生産を増やすよう政府から絶えず勧告されていた。明治政府のある役人が農民に直接話をしたさい，

彼は「農民は国の肥やしだ」と語った。

（ナレーター）農民は今では自分の土地を所有していたので，政府の役人からの虐待に耐えた。一生懸命働けば，

彼らはその労働の成果を刈り取り，国は発展した。つまり政府が学校を必要としたとき，農民がそれを建て，

教育が日本近代化の礎となった。～メロディ「青葉茂れる桜井の」～

（インタビューされる人 1）教育は成功を導く道具であり，政府が決めたことであり，人を向上させて国家にも
役立つものです。教育にはお金がかかるとしても，彼らは子どもが出世するとわかっていたし，子どもは成功

することが家族の名誉になることを知っていました。そこで日本人は，教育を個人の成功に通じる道として，

またすべての人に一定で平等な開かれた機会を与える手段だと心から考えていました。

（ナレーター）機会が増えるにつれ，期待も大きくなった。国のために働いてお金を出してきた人たちが，国の

運営方法に対して発言する機会を求めた。明治政府を率いる小グループと民主主義や憲法を求める人たちとが

対立するようになった。東京から約 80 キロ離れた小さな山村に，日本の近代化を理解する鍵がある。色川大
吉教授は，農民の中には，当初国の運営について発言する機会が持てると思ったので一生懸命働いた人もいる

と考えている。色川教授がその根拠にしたのは，新中産階級の夢が詰まった古い村の蔵である。その蔵の中で

色川教授は日本史の通説を覆すものを発見した。それは中産階級の農民グループが書いた庶民の憲法だった。

近代日本は少数の侍によって生み出されたものではないということがこれで初めて明らかになった。明治時代

初期，日本中の人々が新しい国をどうやって作るか考えていたのである。

（色川大吉）それは約 200 冊の本で覆われていました。この棚からこの棚まで。19 世紀の日本の農家で見つけ
るとは思いもしなかったルソーの社会契約論やスペンサー，ロック，そしてジョン・スチュアート・ミルなど

の著書です。もちろん，中国語や日本語の本もありました。この棚のここで，風呂敷に包んであった憲法を見

つけました。こんなものがあるとは

誰も想像しませんでした。それにこ

の草案を誰が書いたのかというと，

約 30 人の村の若者です。彼らはほ
とんどが 20 代と 30 代の農民で，そ
の中に侍は一人もいませんでした。

（ナレーター）150 条項が市民権に割
り当てられており，主権は君主では

なく国民に与えられていた。

（色川大吉）多くの人が当時の歴史に

ついて考察するとき，すべての人が

考えることは，日本の指導者が自由

と不平等を制限しつつ，底辺にいる

人々をどうやって近代化しようとし

たかです。しかし，それに応えるよ

うに，あの倉庫で発見された文書が，

日本人はボトムアップで近代化しよ
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うとし，民主主義の拡大と自由の拡大に向かって努力していた人々だったいうことを示しています。

（ナレーター）色川教授の発見以来，日本全国でさらに多くの村の憲法が発掘され，1870 年代後半までに民主
主義の思想が地方を席巻していたことを証明している。明治政府の指導者に対し，開かれた政府を求める圧力

が構築されていた。 《12:20》
［ビデオ終了］

Cohen 先生：はい，じゃあ，今見たビデオについて質問がありま
すか。では，授業の終わりに昨日渡した資料を私に出して下さ

い。今から説明書を配ります。ペアを作って下さい。あなたと

あなたがペア，うーん，ここは 3人，あなたはほかの人とペア
になって。じゃあ動いて。あなた達 2人は向こうのグループ。
あなたは向こうでグループを作ってください。そうです。

えー，今から何をするかについて質問がありますか。後で，

ら別の紙を出してこの説明書とホチキスで止めて下さい。各ペ

アに 1枚です。 《13:10》
【生徒は座席を移動し，話し合う，その間，教室に備えられて

いる教科書や資料も参照している。】

Cohen 先生：はい，じゃあ昨日の資料と，説明書を上にホチキ
スで止めた今日の会話文を集めます。だから重ねた紙が 2 つ
になりますね。

【教師は会話について書いた生徒のノートや資料を回収する。】

［ベルが鳴る］ 《45:00》
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３時間目（2月22日）

Cohen 先生：おはようございます。皆さん
おはよう。ハッピーフライデー，楽しい

金曜日ですね。今日，私が皆さんに最初

にやってもらいたいのは，あの，会話文

を別のペアに渡すことです。いいのもた

くさんありますが，すばらしいというわ

けではなくて，これがまとめです。やり

直してもらうつもりはありませんので，

採り入れるべきだと思う会話文は何かに

ついて少し話しましょう。いいですか。

完璧な人は一人もいませんでした。はい，

じゃあ，会話文で大事なことは伝えるこ

とでしたね。そうです。えー，日本人，

エジプトの小作農または役人，そして彼

らのアイデンティティに起きていた変化

を互いに伝えることでした。ですから，

彼らのアイデンティティは何なのか，考

えなければなりません…。

【皆，いっせいに喋る】

Cohen 先生：いいですか。この変化が始ま
る前，彼らのアイデンティティはどうだ

ったでしょうか。その後，彼らのアイデ

ンティティはより政治的に変わりました

か。彼らは近代的国民国家によってさら

にアイデンティティが明確になりました

か。彼らのアイデンティティは，えー，

経済的変化が進んだために変わっていっ

たのですか。いいですか。彼らは政治的経済活動にさらに関わりを持つようになったのでしょうか，それとも

彼らのアイデンティティが社会的に変化していったのでしょうか。その両方ですか。そうですよね。それで彼

らは前のような意識，えー，ほかの小作農，またはほかの商人，あるいはほかの役人と共通に持っていた考え

方を止めたのでしょうか。これまで皆さんがやったものはどれもよくできていますが，変化が個人にどんな影

響を及ぼしたかではなく，起きた変化をリストにしただけのような人もたくさんいました。ですから，自分自

身の生活と結び付けられるようなことについて少し話し合いましよう。

今，えー運転免許証を持っている人は何人いますか。はい。じゃあ，そうですね，運転免許証を取る前は，

どうでしたか。あら，あなたは持っていないのね。

【皆，いっせいに喋る】

Cohen 先生：わかりました。はい。運転免許証を取る前，皆さんの行動はどんな風でしたか。お兄さんや親御さ
んに頼っていましたか。

生徒：両親です。

Cohen先生：両親，そうですね。じゃあ，今は運転できますが，前より自由になりましたか。
生徒：少しは。

Cohen 先生：少し。じゃあ，例を挙げてください。えー運転できるようになって前より自由になったことの具体
的な影響を。

生徒：えーと，免許がなかったときは両親に運転してくれと頼んだと思いますが，今は行きたければすぐ行けま

す。そう，時間の使い方が変わりました。

Cohen先生：じゃあ，それはどんな風に，自分自身を変えたかな。
生徒：わかりません。でも，前より自立した気分です。

Cohen 先生：自立した気分。いいでしょう。じゃああなたは。あなたは，何か具体的なことで前はできなかった
けど今はできることがありますか。
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生徒：えーと，私はおとうさんと一緒じゃないと出かけられませんでした。

Cohen 先生：わかりました。じゃあ，はい，じゃあ，自分で車が買えるぐらいお金を稼いでいる未来を描いてみ
ましょう。自分自身の見方が変わりますね。それを，もちろん車の運転ではなく，そういった変化みたいなも

のを会話文に盛り込んでほしいのです。いいですか。ですから，今私は運転免許証を持っていますと言うだけ

でなく，えー，今私はこれをしていますとか，国のためにそれをやっていますとか，こうして子どもと心を通

わせていますとか，自分の子どもが自分にどう振る舞うかとか。皆さんわかりましたね。じゃあ，もし，もし

その，何をするか前よりよくわかったら，自分で直し

てもいいです。それが一番いいです。まだよくわから

ない場合は，あなたとは別のペアや別のグループに渡

すといいでしょう。彼らに全体を読んでもらったら，「え

ーと，政治的変化がよくわかり，それが人々のアイデ

ンティティにどう影響をおよぼしたかも，でも経済的，

経済的変化の影響がまったく明らかになっていません」

などと言ってくれるでしょう。はい，さあ，短い時間

しかありませんよ。時間を有効に使いましょう。えー

変更を加えて完璧だという自信がある場合は私に提出

してもいいです。では皆さんの会話文をここに置きま

す。順に送って，全部戻してくださいね。 《05:50》
【生徒は話し合う，座席を移動し，会話文を見せ合う光

景があちこちで見られる。教室に備えられている教科

書や資料を参照している生徒もいる。】

Cohen先生：はい，あと 2分です。2分。
［ベルが鳴る］ 《30:00；時間短縮授業》
Cohen 先生：皆さん，よい週末を。会話文を必ず私に渡
して帰って下さい。
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①生徒の作成した日本の小作人とエジプトの小作人との会話文事例１

生徒のノート

ノートの内容
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②生徒の作成した日本の小作人とエジプトの小作人との会話文事例２

生徒のノート

ノートの内容
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２．授業者へのインタビュー

Ｑ１：今回はサンディエゴ州立大学のロス

・ダン教授（Ross E.Dunn）を中心とした

世界史カリキュラムプロジェクト「World

History for Us all（以下，WHFUA）」のユ

ニット作成者として活躍されている先生

ということで参りました。早速ですがWHF

UAのユニットを作るようになったきっか

けは何ですか？

Ａ１：10 年前に突然ロス・ダンから電話が
かかってきたのが始まりでした。おそら

く，誰かが推薦してくれたのでしょう。私自身は，ロス先生の名前は知っていましたが個人的な知り合いで

はありませんでした。実際には，WHFUA の活動の 2 年目に声がかかり，2 年間ほどプロジェクトに参加し
ました。

【表１：WHFUAの全体構成】
Ｑ２：実際にユニット

の設計をしてみて，

WHFUAにはどのよう

な特徴があると思わ

れましたか？

Ａ２：WHFUA は，当
時，サンディエゴ州

立大学におられたロ

ス・ダン教授とエド

モ ン ド ・ バ ー ク

（Edmund Burke Ⅲ）
教授，ディビッド・

クリスチャン（David
Christian）といった，3
人の先生が大枠のア

イデア（Big vision）
を出し，そのアイデ

アをもとに，高校や

中学校の先生方がカ

リキュラムや，授業

方針（授業目標，何

を生徒が学ぶか）や

評価方法や生徒の活

動について考えまし

た。サンディエゴ州

立大学の 3 人の先生
のアイデアの特徴

は，パノラマ，ラン

ドスケープ，クロー

スアップといった 3
つのレベルでカリキ

ュラムを構成すると

ころにありました

が，実際の授業をパ

ノラマ，ランドスケ
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ープ，クロースアップといった 3つのレベルごとに分けて区別しながら作成するのが難しかったです。私も
各レベルの概念を理解するためにたくさんの議論をしましたが，それぞれのレベルの概念をつかむのが難し

かったことを覚えています。特に大きいレベルの考え方や概念をもとに，次のレベルのものへと移行させる

ことが難しかったです。

Ｑ３：WHFUAでは，パノラマ，ランドスケープ，クロースアップはどのように組み合わされるのですか？

Ａ３：WHFUAは，Webで公開され，色々な州や国で使用されます。従って，学校によって世界史をカバーす
る年数が違います。2 年間で世界史を行う学校もあれば，3 カ月で済ませてしまう学校もあります。3 カ月
で行う学校はパノラマを基に授業されるでしょう。結局，組み合わせは，授業をする教師によって選択され

ます。Web で公開されているので，それぞれの教師が判断して使えば良いのです。私たちには，カリキュ
ラムの最初のユニットから最後のユニットまで，すべて使って授業するという考えはありませんでした。

Ｑ４：特に「クローズアップ」の部分はトピックアクションとかテーマ学習といったものと考えて良いのでし

ょうか。人々の生活や社会の有り方について，どのくらい細かく扱おうとしたのですか？

Ａ４：どのくらい細かく扱うかは，実際にユニットを作成する教師が決めることになりました。日常生活もラ

ンドスケールのレベルで扱うこともあり，クロースアップのレベルの場合もあります。大枠のアイデアを基

に考えたので，時代ごとにどのくらい細かくフォーカスするかは違っています。

Ｑ５：今回，WHFUAの「新しいアイデンティティ:ナショナリズムと宗教,1850-1914（New Identities:Nationa

lism and Religion,1850-1914；表１の7.6に該当）」というユニットを拝見しましたが，授業をして特に配

慮したこと，難しかったところはどこですか？

Ａ５：科学の実験のようにすべてが計画通りに行くわけではありません。考えていてもなかなかその通りにう

まくはいきません。カリキュラムを考えてもパーフェクトにうまくいかないこともあります。生徒の状況を

うまく捉え，柔軟な対応をするようにしています。

Ｑ６：アメリカで何人かの先生にWHFUAの評判を尋ねましたが，WHFUAについて知っている人は多いけれども，

実際に授業に使おうとすると難しいと言われる場合が多いです。なぜだと思われますか？

Ａ６：教える内容が多すぎます。世界史の教師には WHFUA のすべてを教えるような時間はありません。3 人
の先生と一緒にWHFUA考えた時，最初から最後まで順番通りに教えるという考えではありませんでした。
その点の誤解が大きいのではないでしょうか。その他，アメリカは州ごとに違う教育システムがあり，州の

決めた試験が行われる所もあります。例えば，ニューヨーク州とバージニア州。メリーランド州はシステム

が違います。試験を実施する州では試験の内容と WHFUA のカバーする内容の違いも問題になります。具
体的には，試験のある州では，世界史とは言いつつも，ヨーロッパ史が中心になっている場合も多く，WHFUA
でカバーできる部分が少ないのです。例えば，ニューヨーク州では，近現代史にあたる 1500 年以降からし
か試験に出題されません。一方，WHFUA は，地球の始まりからスタートします。実際には，ニューヨーク
州の世界史の先生たちはWHFUAの近現代史以降のユニットを使えば良いのですが･･･。

Ｑ７：子どもたちに成績表は1年に何回渡しますか？

Ａ７：成績は Web を通じてオンラインで示します。試験や宿題等の結果を逐次に更新しています。紙媒体で
渡すことはありません。もちろん，Web ですから，生徒が自分の成績を調べるだけでなく，親も見ること
ができます。

Ｑ８：先生にとって，良い歴史の先生とはどういう先生だと思いますか？

Ａ８：生徒の意欲を駆り立てることのできる先生です。生徒に学びたいと思わせることのできる先生です。ま

た，単にこういうことが起きたという物語を伝えるだけではなく，どういうことが起きているかという質問

を次々に作り出すことのできる先生です。
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３．授業者について

授業者Ms. Sharon Cohenは，ミズーリ州セントルイスのワシントン大学で歴史を学び，その後，ワシントン
DCのジョージワシントン大学の大学院で中国文学を専攻する。アメリカ政府機関 National Endowment for the
Humanitiesで研究者への奨学金関係の仕事を 7年間務めた後，現在の歴史教師となる。

WHFUAにも，単元作成者として参加し，数多くの単元開発を行っている。

４．WHFUA（World History For Us All）について http://worldhistoryforusall.sdsu.edu/
WHFUA は，ロス・ダンが，エドモンド・バーク，ディビッド・クリスチャンらとともに，全米学校歴史セ

ンター（NCHS；National Center for History in the Schools ）と協力しながら，全米の初等中等学校や大学の教
員などと共同開発した世界史カリキュラムであり，開発されたプログラムや教材等は，Web に公開され，現
在も，継続的に内容の追加・更新が進行中である。

表１で全体構成を示したように，WHFUA のカリキュラムは，パノラマ，ランドスケープ，クローズアップ
といった３種のカテゴリーに分類される単元から構成され，それぞれの単元に数時間分の教育内容が設定され

ている。これらのカテゴリーは時間的間隔と地理的空間の大小によって分類されており，広範な地球的な変化

から，人類的な出来事，大陸規模の出来事，諸民族・諸国家・諸社会で起こった出来事までの様々な尺度で歴

史を学べるように設計されている。教師は生徒や学校の状況にあわせてこれらの小縮尺・中縮尺・大縮尺とい

った三種類の時空間に基づく単元を組み合わせて授業を行うことができるようになっている。

パノラマ単元は，地球全体を俯瞰する視点から地球の誕生から現在に至るまでを９単元で構成している。ラ

ンドスケープ単元では，人類規模，大陸規模といった世界史の中の比較的大きな尺度の歴史を扱う。クローズ

アップ単元では，ランドスケープより時間も空間も制限された諸民族・諸国家・諸社会の出来事を世界史のト

ピックとして掘り下げている。

WHFUA の特徴は，このような時間と空間の枠組みを柔軟に組み合わせている点にある。かつて，スタブリ
アーノスはグローバルヒストリーをとらえる視点として「月からの眺望」の必要性を説いたが，WHFUAでは，
パノラマ，ランドスケープ，クローズアップといった三種類の時空間の縮尺を設定することにより，あたかも

それぞれ月から肉眼，双眼鏡，望遠鏡で地球を眺めているかのようである。このように「解像度」を柔軟に変

化させることで，国や文化の境界線は相対化され，宇宙や自然，社会等の諸条件に制約されながら活動する人

間が描かれることになる。

５．授業者Ms.Sharon Cohenの授業とWHFUAのユニット

「新しいアイデンティティ:ナショナリズムと宗教,1850-1914（New Identities:Nationalism

and Religion,1850-1914；表１の7.6に該当」） http://worldhistoryforusall.sdsu.edu/eras/era7.php
次頁からは，授業者Ms. Sharon Cohenが今回行った授業に相当するWHFUAのユニットを示した。これを

見ると，コーエン実践は必ずしも WHFUA のプラン通りには実行されておらず，授業者は生徒の実情と自ら
の経験をもとに，WHFUA のアクティビティ計画を改変し，オリジナルな授業を創造している。授業の成功の
鍵は，WHFUA のプランをベースにしながらも，実際の生徒の状況に合わせてアプローチを工夫している所に
あった。このことは，WHFUA プロジェクトが提示する革新的な枠組みはそれ自体重要な要素であることは間
違いないけれども，教壇に立つ授業実践者は，眼前の生徒の実情と自らの経験や教育に対する信念のもとにそ

の枠組みを主体的に調整しデザインしながら活用し，成果を上げていることを示している。授業を収集し，分

析する今回の研究は，まさに，そのような教師の授業実践の営みとその成果を詳らかにしていく方法として有

益な手法であり，今後の歴史教育研究をより豊かなものにしていく可能性を持っている。同時に，外国研究に

おいては，開発された教科書，教育プログラム，カリキュラム等と授業実践が実際にどう結びつき，どのよう

な成果をあげているかをを探求する手法として，今後も重視されるべきであろう。
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32ページ以降がMs.Cohenの授業に相応した部分。

（6～ 31ページ省略）
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５．Springbrook High School情報

○ Springbrook High SchoolのWebページ，http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/springbrookhs/

６．論文情報（日本の歴史教育に示唆するものとして）

①World History For Us Allについては，二井正浩「グローバルヒストリーとしてのWorld History for Us Allの
カリキュラム構成―トランスナショナルでトランスカルチュラルな歴史学習への可能性―」（社会系教科教

育学会『社会系教科教育学研究』第 24号，2012年 12月）に詳しい。

②Ms. Shron Cohenの「新しいアイデンティティ:ナショナリズムと宗教,1850-1914（New Identities:Nationalism
and Religion, 1850-1914）」の授業実践については，二井正浩「グローバルヒストリー教育におけるナショナ
ルアイデンティティの扱いに関する質的研究― World History for Us All における単元 New Identities:
Nationalism and Religion 1850-1914CEの実践を通して―」（日本社会科教育学会『社会科教育研究』第 120号，
2013年 12月）に詳しい。

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

Ms.Sharon Cohenのご厚意に心から感謝したい。》


