
〈実践論文〉

「歴史への構え」を育む授業のあり方

一白虎隊顕彰の意味を解釈する授業実践を例に一

1. 問題の所在

新学習指導要領 (2009年告示）において思考カ・判

断カ・表現力の育成を重視する路線が一層強く打ち出

されている。だが非常に難しいのは，思考カ・判断力

を培うためには必然的に生徒の関与を強く求めるとい

う点である。よって，歴史への興味• 関心をいかに高

め，歴史にどう関わらせるかといった態度的側面の問

題と併せて考えなければならない 1)。これらを考慮す

れば，歴史への興味•関心のもち方や関わり方によっ

て思考カ・判断力の質や対象となる射程が規定される

という側面にも注意を払わなければいけないのではな

いか。本稿ではこうした問題を「歴史への構え 2)」を

どう育むかと表現したい。「歴史への構え」とは，現

在と過去をどのように考え，歴史に向き合うのかと

いった価値的視点を指す。

なぜ今，「歴史への構え」というメタ認知の重要性

を議論しなければならないのか。端的に言えば，暗

記科目という学習観を抱く生徒にとって，メデイア

が提供する歴史の語りは， ときに躍動的で感情移入し

やすいものとして学校の歴史教育に対置されて無批判

に受け入れられやすいと考えられるからである。坂本

多加雄が歴史教育の柱として提示したような「国民の

物語」がメデイアによって拡散され，広範に浸透して

いる。例えば坂本は次のような物語を提示している。

「戦争そのものへの政治的・倫理的評価とは別に，そ

のなかで発揮された個々の人々の美質そのものを評価

する視点を持たねばならない。戦争で発揮された勇気

や決断力，そして愛国心や尊い犠牲の精神などを，わ

れわれは国民の物語として後世に伝えねばならないの

である。 3)」もちろん，筆者は物語を消費すること自

体を批判するつもりはない。だが，こうした物語を提

供する人々は，現在からの価値観からみて批判される

べき過去の日本の行動については「当時は仕方なかっ

た」「他の国もやっていたことだ」としてこれまで積

み上げられてきた学問的成果を相対化しようとする傾

向が強い。このような「歴史への構え」からは，過去

の問題によって規定された部分をもつ現在のあり方を

見直し，より良い未来を創造しようという態度は生ま

れないのではないか。

こうした点に鑑みれば，物語の消費を前提にして
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「ある種の免疫」を持たせるために有効な内容と方法

について考案していく必要があろう。しかし，「国民

の物語」が排除と包摂の機制によって成立していると

いうことを生徒に伝えるだけでは，図式的な価値観の

押し付けとしか受けとめられないだろう。どうすれば

「国民の物語」を批判的に受けとめられるような「歴

史への構え」を少しでも育成していくことが可能なの

か。またその際に教員が留意すべき点は何か。本稿で

はこれらを具体的な授業実践を通して明らかにする。

以上の問題に迫るための授業実践として考えたの

が，独伊白虎隊顕彰碑を素材として用いた単元であ

る。これは， 1920年代後半から 1940年代において白

虎隊が国内外でどのように受けとめられたか様々な立

場に立って解釈させるというものである。白虎隊は地

域の観光資源でもあり，学校教育の場も含めてメデイ

アによって「美談」として再生産・消費され続けてい

る。なお，筆者の勤務校であった福島県立喜多方桐桜

高等学校は， 2010年に工業高校と商業高校が統合して

成立した実業高校である。今回の実践は世界史A (2 

単位）において 2013年度 3学年全6クラスの生徒を

対象に 2学期に実施したものである凡

2. 白虎隊顕彰の背景ー独伊白虎隊顕彰碑の寄贈を中

心に一

本節では，単元開発のもととなる歴史素材である独

伊白虎隊顕彰碑寄贈の経緯やそれに関連する事実につ

いて，史料をもとに跡づけることを通して，なぜ 1920

年代後半から白虎隊が大々的に顕彰されることになっ

たのかという点について明らかにしたい。

(1) 1928年という転換点

周知のように，白虎隊の自刃の事実は，その悲劇性

が美化される形で戊辰戦争の全体から切り離され，独

立したエピソードとして語られてきた。また，戊辰戦

争において会津蕃は民衆も含め挙藩一致のもと「総力

戦」を戦い抜いたというイメージが形成されてきた。

「白虎隊物語」が時代によっていかに再編され，国

家主義のなかに位置づけられていったのかについては

既に先行研究の蓄積がある凡例えば，後藤康二は国

定教科書の記述をもとに，「白虎隊物語」が依拠する



枠組みの変化について分析している。当初は儒教倫

理に基づき家臣の藩主に対する忠節を全うする枠組み

だったが，白虎隊の忠誠心が藩主だけでなく天皇にも

直接に向けられていたかのように遠近法が組み替えら

れていったという 6¥
国定教科書というテクスト上におけるこのような枠

組みの転換は，実は会津という地域を舞台にして，既

に1920年代後半から大々的に行われていた。その転

換点として指摘できるのが，「戊辰」年にあたる 1928

（昭和 3)年に起きた 2つの出来事である。第 1に，

秩父宮薙仁親王と松平勢津子の婚姻が挙げられる。松

平勢津子は旧藩主容保の四男•松平恒雄（当時駐米大

使）の長女であるため，天皇家と会津松平家の婚俵は

「朝敵」という負のレッテルが象徴的な形で剥がされ

ることを意味した。この結婚について父の松平恒雄が

堅く拝辞したにもかかわらず成婚に至ったのは，山川

健次郎の尽力があったからだという匹

第2に，イタリアによる白虎隊顕彰碑（以下イタリ

ア碑と記す）の寄贈が挙げられる。ムッソリーニから

贈られたということもあり，外国から注目を浴びる地

域として会津をアピールする絶好の機会となった。項

を改めてイタリア碑寄贈のいきさつについて詳述する。

(2) イタリア碑の寄贈ー「法螺」に翻弄される旧会津

士族層一

イタリア碑の寄贈

のきっかけについて

は，ムッソリーニが

詩人下位春吉と会見

した際に白虎隊の悲

話にいたく感激し記

念碑寄贈の旨を下位

に伝えたことだった

と従来伝えられてき

た 8)。だが，外務省

外交史料館所蔵の関

係文書を紐解くと叫

ムッソリーニが寄贈

を約束したという話

は「下位の法螺」話

写真 1 イタリア碑

（小島一男編『新聞でみる会津の昭

和史』歴史春秋社， 1997年，口絵）

であったことが分かる。下位は 1925(大正 14)年に

イタリアから一時帰国すると，国民新聞社から国民精

神作興の講演を依頼され各県を巡回することになっ

た。同年 2月に下位が若松市で講演した際に松江豊

寿 10)若松市長と面会し，ムッソリーニの記念碑寄贈の

件を伝えた。 11月にも若松市を訪れ，翌春に石碑を携

行することを松江に確約した。

ちょうどこのころ，会津弔霊義会 11) の専務理事を

兼掌していた松江は，山川健次郎枢密顧問官らの依頼

もあり，飯盛山の参道整備・墳域拡張工事計画を立て

実施にあたろうとしていた。イタリア碑寄贈の日程に

間に合わせるために在郷軍人会や青年団，地元の学生

等の奉仕をもって， 1926年4月に竣工にこぎつけた。

だが，予定の日程に贈呈が間に合わなかった。焦慮に

駆られた松江は何度も交渉を重ねるが， 1926年秋まで

に4回も下位に違約される結果に終わった。それでも

なお松江は「未夕建碑ヲ放棄スルニ忍ヒス憤怒ヲ耐ヘ

テ」交渉にあたった。一方で外務当局は，山川や幣原

喜重郎前外相の要請を受けていたこともあって，在イ

タリア大使館を通じて事態の収拾に努めることになっ

た。ここでようやく建碑の事実についてイタリア政府

側が全く関知していないことが露呈した。

なぜ下位の「売名的偽言」が，記念碑の設置にまで

繋がっていったのか。福家崇洋は，松田道一在イタリ

ア特命全権大使宛ての公電 (1928年3月6日送付）の

なかで出渕勝次外務次官が寄贈未実現の場合に憂慮さ

れる事態を 2点指摘していることに着目している 12¥
第 1に，報道によって建碑の予定が広く周知されてお

り，会津地方民を含む一般民衆特に青年達の失望が予

想される点である。第 2に，「山川幣原両男其の他の

名士に多大の迷惑を蒙らしめ又日伊の振興にも却つて

悪影響を及ほす」ことが懸念される点である。

一旦暗礁に乗り上げた建碑へ向けた動きは，こうし

て在イタリア日本大使館を介して軌道に乗り「下位ノ

法螺ノ軽信ノ善後始末」はようやく収拾をみた 13)。

このような「お粗末さ」とは別に顕彰の動きはこの

のち着々と進められていった。ここで問題となるの

は，白虎隊をどのような論理で顕彰したのかという点

である。除幕式の際の田中義一外相の式辞において，

白虎隊が戦った相手は「大軍」とされており官賊の対

立は見事に相対化されている。「惟フニ臣節ヲ尚ビ義

ヲ重ンジ死ヲ以テ之ヲ守ルハ我國固有ノ美風ニシテ亦

中外二誇ルニ足ルベキ人倫ノ大道ナリ白虎隊勇士ノ志

操ハ能ク此大道二郎シ永ク範ヲ世人二垂ルルモノト云

フベシ」とあるように，明治維新の際の「順逆」の問

題は後景に退き，白虎隊の「志操」は日本固有の伝統

的な美風に位置づけられている。こうした相対化は，

イタリア大使アロイージの式辞にもみられる。

以上の検討から，既に 1928年において白虎隊の忠誠

心を描き出す遠近法が若松を舞台にして組み換えられ

つつあったと言える。ただ，この時点においては，「高

松宮宣仁親王ノ台臨」を仰いでいるものの，白虎隊の

忠誠心が天皇に直接向けられていたかのような論理は

まだ見受けられない。おそらく文部省教学局が『国体

の本義』を出版した 1937年前後の時期になってからそ

のような論理が全面に出てくるものと思われる。
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(3) ドイツ碑とナチスによる顕彰の動き

イタリア碑の西に隣接するドイツ碑は， 1934(昭和

9)年にこの地を訪れたドイツ大使館付書記官ハッソ

ウ・フォン・エッツドルフから顕彰碑建立のための寄

付金を受領した会津弔霊義会によって地元業者に発注

され，翌年 6月に完成したものである。

1937年 6月4日にドイツ大使館付武官オットー大

佐が「伊太利同様にナチス・ドイツからも白虎隊士の

記念頌徳碑文はこれに類したものを寄贈したいとする

肛裏のもとに」若松を訪れている 14)。オットー大佐に

会津訪問を働きかけていたのは松江豊寿だった 15)。さ

らに， 日独青少年団交歓事業の一環として，翌年 8月

31日にはヒトラー・ユーゲント代表団の一行が市民

による「熱狂的」な歓迎のなかで若松を訪れ，翌日悪

天候のなか飯盛山に参拝している 16)。副団長のレデッ

カーは「今まで多数の外国人が参詣し，知名の人が詣

でたにしろ， ヒットラーユーゲントのごとく心からそ

の精神を理解し習得したものはかつてあるまいと確信

する」と話している。このような事実を抽出してくる

と，飯盛山が日独伊親善の結節点として機能していっ

たことが見えてくる。

このなかで大きな役割を果たしていったのが，松江

や山川といった旧会津藩士族層である。松江も山川も

国家主義的な団体への関与を有しているが，単純な国

家主義者とは言えず，彼らは純粋に会津藩雪冤の論理

でもって白虎隊の顕彰を成し遂げようとした。その彼

らを媒介に白虎隊が日独伊の国家主義と結びつくこと

で，戊辰戦争の位置づけ自体が変容していく素地が形

成された。一方で，秩父宮と松平勢津子の結婚やイタ

リア碑の熱狂的な歓迎に見られるように，会津の一般

民衆も雪冤の流れを好意的に受けとめていったことが

当時の新聞報道から伝わってくる。また教育界におい

ては 1930年代後半以降に白虎隊精神を日本精神と同

義であると読み替え，皇国民錬成の役割を積極的に担

おうとした。国民学校総合雑誌『日本教育』 1942年

7月号では「会津藩教学と現代の教育」という特集が

組まれている。 1943年と 1944年には会津の教員 2名

と鹿児島の教員 2名が一年間の交換留学をするにまで

至っている 17¥
以上の考察から見えてくるのは，負のレッテルを貼

られた会津が，旧会津藩士族層の尽力を媒介にしなが

ら天皇制国家を担う主体的な存在に脱皮していこうと

した「ねじれた」姿であった。その極致が写真週報

（昭和 19年 7月 19日）「壮絶！サイパン白虎隊想像

図」（宮本三郎） 18)であろう。サイパン島は松江豊寿

の弟である春次が設立した南洋興発株式会社が置かれ

た場所であり，会津を含む福島から移民として入植し

た人々が多数いた。
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3. 単元「世界にはばた＜白虎隊」の概要

この単元は， 1920年代後半からの白虎隊の顕彰がい

かなる意味をもったのかについて，当時の状況を踏ま

えながら様々な立場から生徒に考察させるために構成

されたものである。

(1)先行実践の検討

白虎隊の戦時利用という問題が論考で取り上げられ

た例はいくつかある 19)。なかでも戦争学習として授業

の場で正面から取り上げたのは，須賀忠芳（当時福島

県立会津高等学校教諭）である 20)。「一度目の敗者の

屈辱は，二度目の敗戦においてむしろそれを誘引する

民衆動員の原理として昇華されていくことになる」と

いう教材観のもとに戊辰戦争とアジア太平洋戦争の連

関を見出させる授業を行っている。

そのなかで興味深いのは，アジア太平洋戦争開戦前

後に白虎隊精神に言及した国民学校の校長やドイツ人

の史料を読ませた際の生徒の反応である。当該実践校

は進学校ということもあり「現実も歴史も，結局は人

間によって作られるものなのだと思う」といった意見

まで出ている。その一方で，白虎隊精神が大和魂と

同義と捉えられ外国人にまで称賛されたという事実に

「誇り」を感じた者が半数近くを占めたという。日本

や外国に評価・承認される当時の会津に無邪気に自己

同一化しているのである。

郷土のあり方を批判的にみつめ， よりよい未来を創

造していこうとする歴史意識をより多くの生徒に育む

にはどうしたらよいのだろうか。そこで本実践では，

独伊や日本，会津若松が白虎隊を顕彰するねらいを

様々な史料をもとに生徒自身に解釈させる単元を組む

ことで， 自己と郷土， 日本そして世界の関係のあり方

を冷静に考える構えを育もうと考えた。

だが，そう簡単には単元の目的を達することができ

ず，想定外の生徒の反応から単元計画を修正・付加す

ることが求められる事態に至った。この点にこそ本実

践の独自性がある。

(2)単元の概要と実際の生徒の反応

表 1に示したように当初の計画では本単元を， I ,.._, 

皿の問題解決過程の段階と①～⑧の学習内容によって

構成した。

まず，第 I・II段階の概要について説明する（詳細

は表 1に譲る）。第 I段階は問題提起・仮説設定の時

間である。独伊白虎隊顕彰碑の読み取りから歴史的事

象に対する興味• 関心を高め，なぜ顕彰されたのかに

ついて仮説を立てさせるのがねらいである。特に顕

彰碑というモノにこだわり，イタリア碑の装飾の 1つ

である「ファスケス」（古代ローマの儀式用の棒束で，



ファシズムの語源となったもの）に注目させること

で， 1920年代......,1930年代の世界史に対する視野を拡

げさせようとした。第 1I段階は調壺・資料収集の時間

である。仮説の妥当性を検証したり練り直したりする

ための情報を集め加工していくことがねらいである。

時間的な制約や生徒の能力等を考慮し教員主導の問答

型の形式で授業を進めていった。 DVDなどの映像資料

も活用しながら， 1920......,1930年代の日本と東アジア，

独伊と欧米といったように教科書的な大状況に対する

考察を深めさせた。さらに，会津というー地域から近

代史を学習するとどのような世界が見えてくるのかに

ついて学習する時間を設定した。生徒には国家間関係

では見えてこない地域の主体的な動きを捉えさせるた

めに会津という「地域からの視点」で調査・情報収集

することが重要であると強調した。

次に，本実践の中核を担う第III段階以降について，

生徒の反応をとりあげながら詳述する。「⑦解釈・論

述」では，次のような問いを提示した。それは，「ド

イツ政府・イタリア政府という立場， 日本政府という

立場，会津若松の人々という立場に立って，白虎隊

を顕彰するという行為がどのような意味をもっていた

のかそれぞれ解釈しなさい。」というものである。さ

らに，「自分が解釈した内容に対してあなた自身はど

ういう思いをもつか。」という条件を付加することで，

歴史的事象と現在の自己との関係性を問うた。予想に

反して，大多数の生徒は白虎隊の顕彰を好意的にとら

え，外国からも顕彰された会津の「誇り」「宝」とし

て今後も大事にしていきたいという思いを表明したの

だった。

「⑧検討」では，生徒が書いた様々な解釈をとりあ

げ，その妥当性を検討させようとした。しかし， 2学

期末考査が間近に迫るという時間的な制約もあり，生

徒同士で実際に対話しながら自分の解釈を見つめ直す

時間を確保できないクラスが生じてしまった。その

ため，試験対策プリントに数名の解釈（各々 800字程

度）を提示し， 自分の解釈との共通点・相違点を分析

させまとめさせるレポートを課し考査後に回収した。

プリントに示した解釈は，各々の思惑から白虎隊とい

う史実を利用したという圧倒的に少数派に属するもの

である。以下ではそのなかの 2人の生徒の解釈を紹介

する。生徒Aは， ドイツ・イタリア・日本政府と会津

という地域の立場から万遍なく顕彰の意味を説明して

いる。ドイツは，白虎隊とヒトラーユーゲントの共通

点に着目し，「日本と親しくなり，イタリア， ドイツ

のつながりに日本を取りこもうとしたのではないか」

という。日本政府は「これから総力戦をするときには

国民一人一人がまとまり，国のために働き戦っていく

のが大切なので，前と同じく自分を犠牲にし藩につく
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すという考え方を美徳とし国民に白虎隊と同じように

国のために生きるという考えを植えつけようとしたの

ではないかと考える。」会津若松の人々は「戊辰戦争

で天皇の軍と戦い，朝敵や賊軍というレッテルをはら

れて，それを払拭していきたかった。」とまとめた。

生徒 Bは，「朝敵の汚名を付けられた会津が世界

から注目される存在」となり，「現在を生きる自分に

とっても喜ばしい出来事」だとする。「だが，素直に

喜べない点もある」として，独伊がこれほど白虎隊を

褒め称えたことに疑惑の眼差しを向け，その意図を挟

ろうとする。

どれも会津（白虎隊も含む）を認めてくれた伊を歓迎、、、、、、、、、、、
しすぎだと，（先人の方々には失礼だが）自分はこう感

じた。新聞だから話を盛るということはある，白虎隊墓

地を訪れた気持ちを上手く表現することは難しい。それ

でも，伊人メルジエー氏の言葉は「白虎隊はイタリアの

ファシストと似ている，感動した，スゴイ」とも受け取

れた。（中略）戦争に必要なのは戦力となる人。ただの人

ではなく，国や理想のために命を捨てられる人。この人，

または人集めのために会津白虎隊の生き様や精神は良い

参考例の 1つとして利用されたのではないか？本当にヒ

トラーやムッソリーニは白虎隊に感銘を受けたのか？と

疑う気持ちがある。 H本政府もまた，今まで政府から見

れば恥としてきた会津を日本の誇りのように扱うだろう

か？答えは否だと考える。（中略）「朝敵」というレッテ

ルがなくなったのは利用のため，こうも考えられる。
、、、、、、

ここで注目すべきは「最後に一言，ひねくれた考、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
え方になってしまい，先人の方々申し訳ない。（傍点

一筆者）」という形で，史料をもとに導きだした自分

の解釈に対する居心地の悪さを表明している点であ

る。あるいは，否定的な視点でみてしまう罪悪感とで

も表現できよう。理性的にみれば白虎隊の悲劇の物語

が戦時中において精神動員の論理として機能していっ

たことが理解できるが，感情的には割り切れない思い

が残っていることが容易に推察できる。この点は表現

の違いこそあれ少数派のなかに散見された。生徒 A・

Bの解釈によって利用という見方を初めて知る多数派

の生徒はより大きな違和感・抵抗感を持つのではな

いか。このように推測した筆者は，考査終了後にアン

図 1 まとめの段階 図2 利用という見

で利用という見 方に違和感を感

方ができたカヽ じたか

(N = 232) 2013年 12月実施



ケート調査を実施した。違和感・抵抗感を覚えた生徒

の数は 147名で全体の 66%にのぼった。ここに単元を

さらに掘り下げていく必要性を感じ，当初の単元計画

を修正・付加することにした（表 1のN.発展）。解釈

に伴う感情の問題に向き合うことが歴史意識や歴史認

識を深める実践を構想するにあたって非常に重要な示

唆を投げかけていると考えたからである。

4 歴史解釈に伴う違和感・抵抗感の問題

本節では，白虎隊が精神動員の手段として利用され

たとみる見方に対する生徒の違和感・抵抗感を授業化

した過程について詳述する。

(1)違和感・抵抗感の言語化

ひとくちに違和感・抵抗感といっても，利用という

見方を冷静に受け入れた上で，白虎隊を利用した当時

の組織や人々に対する「悔しさ」「怒り」といった感

情を表現しているものもあった。しかし，筆者にとっ

て深刻な問題として受けとめられたのは，利用という

見方自体に対する違和感・抵抗感であった。例えば

ある生徒は 2学期末の定期考査において書かせた授業

に対する感想のなかで「戊辰戦争の時代を生き抜いて

きた勇者をけなされたという嫌悪感がある。」と表現

していた。

近現代史を学ぶなかで生じた違和感・抵抗感を言語

化し，教員と生徒がともに向き合う努力があまり払わ

れてこなかった点にこそ歴史修正主義が台頭していく

土壌があったのではないか。「自虐史観」という一言

で片づけさせないためには自己の内に生じた感情にで

きるだけ言葉を与えて対象化していくことが必要なの

ではないか。

しかしながら， もやもやとした違和感を言語化して

いく作業は非常に難しい。よって，考察対象の具体化

と焦点を絞った問いだてが重要になってくる。そこで

共通の考察対象として俎上に載せたのが，前節で紹介

した生徒Bの意見である。生徒Bは自力で利用という

見方に立つことができたが，「先人の方々に申し訳な

い」という表現にみられるように屈折した心理を示し

ていた。特攻隊など戦争の犠牲者に言及する際に「先

人の労苦の上に今の平和がある」という一節がよく見

受けられる。「先人」という抽象的な存在には， 自己

の価値観が都合よく投影されやすい。巷間に流布する

定型化した「先人」言説の枠組みから脱却させるため

にも，生徒Bの意見を手掛かりに違和感の内実を考察

させることにした。その際の問いとして示したのが，

「菅野（授業者）はこう思う。別にひねくれてもいな

いし，先人に申し訳ないと思う必要もないのではない

か。あなたの考えをぶつけて欲しい。」というもので

ある。授業者自身の考えを敢えて示すことで，授業者

と生徒Bの対立点を設定し，それぞれの立場に立って

違和感・抵抗感の内実を追究させようとした。なお，

この問いに対するレポートは 2学期末考査後に 1週間

の期間を与えて冬休み前に回収した。

レポートにおける生徒の意見を大別すると次の 4点

に分類できる。第 1に，個人の意見はそれ自体として

尊重されるべきものであるという考えである。例え

ば，「菅野先生はその物事の解釈の仕方は人それぞれ

ということを言いたかったのではないか。」という意

見に端的に表れている。ただ，次の生徒のように一定

の留保を付加する生徒もいた。

むしろ， 自由な発想だからこそ今までになかった視点

で物事を見ることができるということもあると思いま

す。もちろん，そのためにはその考えの根拠や対比する

ための史料も必要にはなりますが，今回の白虎隊に関し
ては自分たちが知っていたものも含めて，様々な史料を

もとに学習を行なってきたわけなので，その点に関して

は十分だと思います。

この生徒は自由な発想のもとに現在の視点から歴史

をみることの重要性を説いているが，その条件として

史料の厳密な検討を挙げている。史料と照らし合わせ

て問題なければ申し訳ないという後ろめたさを感じ

る必要はないという論理である。

第2に，授業者と生徒Bの故郷の違いに着目する視

点からの意見である。「郷土」という視点から違和感

の内実が明らかにされていることが読み取れる。
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先生が会津生まれではないからではないか。たとえど

んな人だろうと，この「雪国の会津」をグチをこぽしな
がらも愛着が湧いていると思う。その季節を自分の生れ

故郷で過ごすにつれて自分の今住んでいるこの町に興味

を持ち出し， 自然に自分の祖父・祖母に歴史について聞

いているのではないか。

この意見を書いた者も含め半数強の生徒が，地元に

生まれ地元に就職していく。彼らから見れば，「余所者」

である私に，郷土を汚されたくないという強い思いがあ

るのは当然であろう。したがって違和感のなかには学問

的な手続きを「強要」して冷静に歴史を考察するように

求める授業者のあり方も含まれることになる。

第3に，授業者と生徒 Bの考えを受け，白虎隊顕彰

の問題についてようやく真剣に考える必要性を認めた

という意見である。

周りの人が利用という言葉を使ってもまだ信じたくあ

りません。しかし， 自分のことを深く考えると，（中略）

考えることを放棄していたように思います。白虎隊は

かっこいい，白虎隊は会津の誇り（中略）素晴らしいと

自分の中でそう結論付けて自分の中で勝手な答えをだし，

自分とは違う意見に見向きもしなかったから，気づくこ

とができなかったのかと思いました。



ここで注意したいのは，「周りの人が利用という言

葉を使っても信じたくありません。」という点である。

既存の評価やイメージが強固に身体化されていると，

そこから脱していくことがいかに難しいかが改めて認

識できる。難しいというよりも苦痛といった方が適切

かもしれない。今まで考えてもみなかったことに接し

て自分自身のアイデンテイティーを変えなければいけ

ないかもしれないという苦痛が違和感・抵抗感の内実

を構成している。

第4に，白虎隊の利用を時代の要請として正当化す

る意見である。このタイプは非常に少数であったが，

非常に厄介な問題をはらんでいる。

ひどい言い方になるかもしれませんが，「戦争」で起

きた自刃という出来事を伝えたのが白虎隊のお話です。

その話を同じ「戦争」のために使うことはひねくれても

いないし，別に申し訳ないと思う必要もないのではない

かと思います。今聞けば少し違和感を感じてしまう「国

のために自分の命をささげる」ということ，これは当時

の日本では普通だったのではないか。

白虎隊の史実を政治的に利用することが悪かったと

いう認識こそが問題なのではないかという問題提起を

行なっている点で今までに検討してきたタイプの意

見とは次元を異にしている。この生徒の考えの前提

には，時代によって物事に対する価値基準が異なるの

で，現在の価値基準によって過去の事象を価値判断す

るのはおかしいという考えがある。

以上の分析をまとめると，生徒の違和感・抵抗感は，

長年にわたって形成されてきた個人のアイデンティ

ティーや思想・信条に根差すものであると言える。学

校での近現代史教育が生徒に反感を植え付けて終われ

ば歴史修正主義的な

言説に容易く回収さ

れる恐れは否めない。

このように考えれば，

生徒の反感を様々な

視点から考察させて

感情と論理を鍛え直

す機縁を持つことが

重要である。そうし

た機縁をもつことに

よって，他者の多様

な生き方を保障でき

る社会のあり方に想

像力を発揮できるよ

うになるのではない

か。

写真 2

山口弥一郎『白虎隊物語』

（岩磐郷土研究会， 1953年）

※福島県立図書館蔵

(2) 「先人」山口弥一郎のまなざし

そのような機縁をどこに求めたらいいのか。方法を
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間違えれば反感を強化するということにもなりかねな

ぃ。今回であれば，授業者と生徒の間• 生徒と生徒の

間でこれ以上の議論をしていくことには限界があっ

た。それは，抵抗感・違和感の内実に明らかに授業者

のあり方（立ち位置の問題）が含まれていたからであ

る。どうしても第三者の介在が必要となった。そこで

冬休み中に筆者が史料渉猟を行なった結果，山口弥一

郎『白虎隊物語』 (1953年）に際会した。

山口は 1902(明治 35)年に会津に生まれ，戦前・

戦後の「断絶」をこえて中等学校の教員として教壇に

立ち続けながら，東北各地を歩き回り地理・民俗研究

にあたった。山口が東日本大霙災以降著書『津波と

村』の存在によって再び注目を集めていることも考慮

すれば，「先人」という抽象化された存在に内実を与

える格好の存在である。彼は戦前における白虎隊の扱

い方を次のように自省的に問い質している。

世界の大軍をひきうけて，沖縄の孤島を死守して倒れ

た，娘子軍ひめゆりの塔のあやまりを，二度と犯さない

ようにと，今さらのように，めざめふりかえつている日

本国民は実は，明治維新に際しても，東北の一隅会津

飯盛山上で，この少年たちをして，壮烈な自刃を遂げさ

せているのである。（中略）少年たちの意気や実に壮で

ある。然しかかるいけにえを出してもその壮烈さのみ

たヽえ，反省できなかった，われわれこそ，墓前にはづ

べきである。（中略）然しこの（イタリア碑の落成を期

して墓域の整備拡張を行なったこと一筆者）なかには，

一貫して会津精神をせまい封建思想でおしかため，また

白虎隊の忠烈な自刃の最後を，青少年の指導精神にかり

たてて， 日本の全体主義的思想に利用した点はなかった

であろうかと反省されてならない。 21)

文中の「われわれ」が具体的に誰なのか不明である

が，少なくとも山口を含む会津の人々であることは疑

いない。だが，一見すると戦後という安全な地帯から

の「懺悔」とも「断罪」ともとれる。しかし，丁寧に

読み込んでいくと，山口が戦後になって掌を返したか

のように過去の自分たちの姿を断罪しているわけでは

ないことが見えてくる。そのことは次の記述からうか

がえる。会津を訪れた浦松佐美太郎が「過去へのノス

タルジアは，事実より伝説の方へ執着する。それだか

らこそ自慢の種ともなるのであろう。」と述べたこと

に対して，山口は「こういわれてみると，私も郷土人

としてすっきり割りきれない気もするが，事実はこう

見られるのも致し方ないとも思う。 22)」と屈折した心

理を見せている。

山口『白虎隊物語』に触れる意義として，ひめゆり

学徒隊に触れている点にも求められる。ちょうど 1953

（昭和 28) 年は石野径一郎の小説を映画化した『ひ

めゆりの塔』（今井正監督）が若者を中心に本土で大

ヒットした年である 23)。授業実践の対象となった生徒

らは，錐者とともに沖縄修学旅行でひめゆりの塔を訪



れ，元ひめゆり学徒隊の宮良ルリさんの講話を聴いて

いる。その学習経験を別な角度から問い直す機会にも

なる。

それにしても，なぜ山口が白虎隊顕彰の問題点を

指摘する際にひめゆり学徒隊に触れることができたの

か。ただ単純に当時のひめゆりブームが腹に据えかね

たという訳ではない。第 1に，実際に沖縄を訪問して

いた点が挙げられる。福島県立磐城高等女学校の教諭

として地理を教えながら各地を飛び回り， 1934(昭和

9)年には夏休みを利用して沖縄・台湾を訪問してい

る24)。第2に，柳田民俗学の方法論を身に付けていた

点が挙げられる。彼は 1935年に民俗学第 1回講習会

に福島県代表として参加して以来，柳田民俗学の忠実

な継承者として教職にあっても学究生活を続けていた。

例えば，『生活誌より見た福島県の姿』のなかに彼の方

法論が非常に分かりやすい形で展開されている。「郷土

をどのように見，感じ，郷土と思いこむようになって

きたかというような心持の特異な成長ぶりを，はっ

きりとつかんでみ」るためには「広く他と比較するこ

とも大切であり，郷土に頭をつきこんでばかりいても

見えない。偏見，割拠を排して， しかも郷土を深くほ

りさげてみなくてはならない。」とし，地域の比較研究

という手法の欠如こそ「過去の熱心な郷土研究者がお

ちいり易かった欠点」と指摘している 25)。

こうした考察を踏まえた上で，山口弥一郎の白虎隊

に対する姿勢と郷土へのアプローチを生徒に示し，山

口が沖縄に言及したことの意味を生徒に探求させよう

と考えた。

(3)会津と沖縄

一両地域における戦死者への向き合い方一

2年次の修学旅行の事前学習の内容について確認し

たあとに，ひめゆり学徒隊を含む沖縄戦での犠牲者に沖

縄の人々は戦後どう向き合ってきたのかと問いかけた。

この問いを考える材料として視聴させたのが， ド

キュメンタリ一番組『英霊か犬死かー沖縄から問う靖

国裁判』（琉球朝日放送， 2010年）である。この番組

で興味深いのは，彫刻家金城実が，父・金城盛松の戦

死の位置づけをめぐって戦後母親と対立し苦悩する姿

を描出している点である。父は沖縄に対する構造的な

差別を払拭するためには沖縄の住民が積極的に戦争協

力することで「立派な日本人」であることを証明すれ

ばいいと考え，自ら 19歳のときに陸軍志願兵として出

征した。それゆえに，息子である実は父の戦死をどう

考えればいいのか，沖縄戦の実態と戦後の沖縄の歴史

の展開を顧みるなかで澳悩した末に，「父の死は犬死

だった」という評価を下す。当然母親は息子に対し

「国のために死んだんだ。だから犬死じゃなかったん
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だ。国が葬るのは当然だ」として怒りをあらわにする。

あるクラスで授業を終えた後に何人かの生徒と対話

するなかで「会津と似てますね。」という意見が出て

きた。会津で白虎隊を戦時利用していった人々と沖縄

で積極的に戦争に加担していった人々の共通点とし

て，国家への忠誠をアピールすることで差別からの解

放を願ったものという論理を見出したのであった。も

ちろん，両者が置かれた状況は全く異なるものであ

る。このような比較対照が沖縄の差別を相対化する危

険なものであるという批判もあるだろう。しかしなが

ら，会津との共通点を指摘するこのような意見は，郷

土のあり方を客観的にみつめなおす上で非常に有効な

ものといえる 26¥
時間的な制約もあり十分な検討の時間を確保するこ

とができなかったが自分の考えがどのように変化した

のかまとめさせたところ，次のような意見が出てきた。

このこと（両地域をつなげてみる視点一筆者）を知っ

たことにより，今まで良いと思っていたことも疑問を持

つようになった。戦時中の政府に対してはもちろん現在

ある日本政府さえも疑いの目をもってしまうようになっ

た。（中略）自分たちで決めた国民の代表に今後の日本や

世界を任せるのではなく，一人一人が過去をしっかり見

つめ直し今の世界を見るべきだと思う。私自身もはっき

りと見ることはできていないが（中略）これからの未来

に何が必要とされることが見えてくるのではと感じた。

この生徒は， 4月当初より筆者の授業のあり方に対

しあからさまに異議を示し続けた生徒の 1人だった。

3学年の 3学期末なので，筆者の歓心を買うつもりで

書いたのではないことは確かである。同年齢の生徒の

意見に触発されたことを契機に，山口弥一郎と沖縄の

事例を真剣に検討することを通してこのような認識に

至ったと考えられる。

特に興味深いのは後半部の文章である。歴史に評価

を下すということが現在という高みから「断罪」す

るということを意味するのではなく，未来に向けてよ

りよい社会を構築していくために必要な行為として位

置づけられている。こうした歴史意識が生徒のなかに

芽生え始めているという事実を共有させたいと考え，

高校生活最後の学年集会の際にこの生徒の意見を紹介

して 27), 3年間の地歴公民科の授業を終えた。

5 おわりに

ある生徒は年度末の感想として「世界史を通じて，

学んだ歴史におどろかされ，なやまされ， 自分の中で

かっとうを持ち，それが視点を変えたんだと思いま

す。 4月1日から社会人になります。足元をすくわれ

ぬように色々な視点をもって生活していきたいと思い

ます。」と綴った。生徒にとっても筆者自身にとって

も紆余曲折を経た授業実践を通して浮き彫りになった



のは，歴史解釈に伴って生徒に生じた違和感・抵抗感

をどのように扱っていくのかという問題であった。具

体的に言えば，ある歴史解釈を史料に照らして検討し

たときにその解釈が妥当性のあるものとして「理

性」的に理解できても，「感情」的には受け入れられ

ないという割り切れなさが残るという問題である。本

実践においては，この歴史解釈に伴う負の感情の問題

を授業化する際の視点として次の 2点を重視した。

第1に，言語化という視点である。その際に留意し

たのは具体的な問いを設定して，できる限り言葉を引

き出しやすいよう工夫した点である。もちろん，具体

的な問いにおろしていくということは，割り切れない

鬱屈とした感情の一部分にしか焦点があたらない危険

性もある。だが少しでも言語化しようと取り組むな

かで，負の感情が何に起因するものなのかその原因や

深度が分析できれば，冷静にその感情を処理すること

が可能になる。いわば感情の論理化によって，よりよ

い未来の創造にむけた建設的な対話が可能となる糸口

をみつけることもできよう。本実践に則して言えば，

白虎隊の戦時利用という今日から見ると郷土の負の歴

史が，個人のアイデンテイティーや思想・信条と摩擦

をきたしているという深刻な事態が看取できた。生徒

の郷土観や国家観が歴史解釈の受けとめ方を大きく制

約していたのである。そこで自己と郷土・国家をつな

いでいた回路を切り離し，再度その連関をつなぎなお

す作業を行なわせることで白虎隊の歴史に向き合わせ

ようとした。

第2に同様の問題に取り組んできた，過去の「郷

土人」の言動を紹介することで，「先人」言説を相対

化させることである。いくら教員と生徒間，生徒と生

徒間で議論しても，過去の人々がいかに向き合ってき

たのかという媒介項がなければ，史料にもとづく学

問である歴史の授業としては十分とは言えない。抽象

的な「先人」言説に支配され，ある見方を採ることに

倫理的な後ろめたさを感ずる生真面目な生徒が数多く

見受けられるなかではなおさら過去の人物を含めた形
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表 1 単元計画「世界にはばたく白虎隊」

問題解決過程 本時のねらい・テーマ 学習活動 使用教材

I . 問題提起・①独伊白虎隊記念碑の読み取り ・独伊白虎隊記念碑から読み取れ・独伊白虎隊

仮説 ・史料を読み取る作業をしながら， 史料へ 1 ることを発表する。 記念碑の写

(1時間） の着眼点を習得する。

ex)建立主体・年月・場所，碑文の意

味装飾 (ex.ファスケスなど）

・史料から分かることをもとに当時の時代

状況と関連させながら問いを立て，仮説

を設定する。

• 石碑が建立された時代において 真と碑文

世界や日本の出来事を年表等で・資料集（『エ

確認する。 スカリエ』

・史料の読み取りと年表での確認 帝国書院）

事項をもとになぜ白虎隊が顕彰・ワークシート

されたのかについて仮説を立て

発表する。

II . 調 査・資② 1920年代以降の日本と東アジア ・第一次世界大戦の特色について・教科書

料収集 ・石碑を寄贈された側である日本の状況に 振り返りながら，ワシントン体・資料集

(9時間） ついて特に対外関係（ワシントン体制の 制が成立していった過程とその・ワークシート

動揺の過程）に着目して理解する。 内容について知る。

ex) ワシントン体制の成立と動揺，中国・ワシントン体制が動揺していっ

ナショナリズムの展開，ソ連の成 た対外的な条件について考察し

長，満蒙問題と石橋湛山 まとめる。

・歴史的出来事は選択・決断の結果である ・満蒙問題の解決策として当時考

こと，未発の可能性にも目を向けること えられた選択肢について知った

で歴史を広い視野から考察する視点を獲 上で，石橋湛山が満蒙放棄論を

得する。 唱えた理由について考察する。

評価の観点（方法）

・史料の読み取り

作業ができてい

るか（机間巡

視）。

・史料への着眼点

を習得できてい

るか。（定期考

査）。

・仮説を設定でき

たか（ワーク

シート）。

・東アジア情勢と

日本の対外関係

について理解で

きたか（定期考

査）。

・史料の読み取り

作業を踏まえて

問いについて考

えることができ

たか（机間巡視

ワークシート，

定期考査）。

③ 1920年代以降の独伊 ・メモを取りながら DVDを視聴 ・DVD閲渭扱）・ 1920-30年代

•石碑を寄贈した側である独伊の状況につ する。 世紀第4集 における独伊の

いて理解する。特にナチスドイツが政権 ・DVDの内容とナチスドイツのポ ヒトラーの野 国内外の状況に

を掌握していった背景について理解す スターの読み取りなどを通して 望』 (NHK) ついて理解でき

る。 ナチスドイツが「合法的」に政・ナチスドイ たか（視聴メ

・独伊ともに国際連盟脱退・領土拡張を行 権を掌握していった背景につい ツのポス モ，定期考査）。

なっていったことに気づかせるなど，日 て考察する。 ター ・史料の読み取り

本との共通点・相違点を大まかに見出す・ 1930年代の日独伊の共通点・相・教科書 作業を踏まえて

ことができる。 違点について考察する。 ・資料集 問いについて考

・思考力の観点の 1つである比較・対照の ・ワークシート えることができ

作業を行うことで，その重要性・有意義 たか（机間巡

性に気づくことができる。 視， ワークシー

④戊辰戦争と白虎隊 ・戊辰戦争の背景と展開について

・戊辰戦争の背景について大まかに理解す 年表等で確認する。

る。 ・会津藩軍制における白虎隊の位

・顕彰の対象となった白虎隊について歴史 置づけを知る。

的な文脈に位置づける。 ・会津藩域の人々の戦闘への関わ

• 物語の背景となった歴史について客観的 り方について板垣退助の回想を

にとらえなおすことの重要性に気づく。 もとに考察する。

ト，定期考査）。

・板垣退助の・戊辰戦争の背景

回想（『自由 と展開について

党史』より） 理解できたか

・ワークシート （定期考査）。

・史料の読み取り

を通して自分の

イメージを修正

できたか（ワー

クシート）。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⑤ 「軍都」会津若松 ・日露戦後の軍拡政策のなかで連・連隊の写真 ・会津若松の「軍

• 国際情勢の変化を考慮しながら会津若松 隊を招致した経緯について知る・ワークシート 都」としての側

が「軍都」として発展したこと，会津若 とともに，市を挙げて連隊誘致 面を様々な事実

松に置かれた連隊が日本の主要な対外戦 活動を行った理由について考察 を踏まえて理解

争（柳条湖事件・南京事件・ガダルカナ する。 できているか

ルの戦い等）に関係していることについ・ 1920年代の軍縮の動きと連隊の （定期考査）。

て理解する。 動向について理解する。 ・軍隊と地域の関

・「白虎部隊」と呼ばれた郷土部隊 係について考え

が関係した対外戦争・事件につ ることができた

いて年表で確認する。 か（ワークシー

ト）。
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⑥ 1920年代後半以降の会津

・1928年以降の会津において世界や日本を

取り巻く大状況のなかで白虎隊がどのよ

うに扱われたのかについて考察する。

皿．仮説の検⑦解釈・論述

証ー再解釈・・各国政府・会津の人々などの立場に立っ

論述・検討 て，それぞれ白虎隊を顕彰することがど

(2時間） のような意味をもっていたのか自分の考

えをもつ。

• 新聞記事などをもとにしながら

会津において白虎隊が国内外か

らどのように扱われたのか読み

取る。

•②～⑥までの学習内容を振り返

り，既習事項と白虎隊顕彰の結

びつきを考える。

・考えたことを条件に従って論述

する。

り

た

一

っ

論

解

て

ク

考

取

き

シ

し

て

の

き
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期

み

で

ク

を
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分
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ワ

定

読

ゞ

一

項

ま

自

築

（
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の

ヵ

ワ

事

踏

に

構

か

ト

。

習

り

的

を

る

一

。

ヽ
｀
~

料

業

（

史

作

か

卜

既

か

理

釈

い

シ

査

ロ
⑧検討 ・複数の生徒の解釈を読む。 ・複数の生徒・自他の解釈の共

・複数の生徒の解釈を自分のものとつき合・自分の解釈との共通点・相違点 の解釈を載 通点・相違点を

わせて共通点・相違点を探る。 を探りまとめる。 せたプリント 見出せている

・ワークシート か（ワークシー

ト）。

IV. 発展 ⑨違和感・抵抗感の内実を探る
※当初の計画・「白虎隊の戦時利用」という見方に対す
にはなく新た る違和感・抵抗感の内実を探る。
に設定した部
分

(3時間）

• 生徒B の「先人の方々に申し訳・ワークシート•生徒Bの意見
ない」という一言をどう考える に対して自分の
かについて自分の意見をまとめ 意見を論理的に

構築できている
か（ワークシ~一
ト）。

. . . . . . . . . . .  , .......................  ● . . . . . . . . . . . .  , . . . .  ・..● .....  ・...,. ● ,.  ● ....................  , ...........................................................  ,.,  . .  , ..........................  , ....  , .. .  ,. ,.  . .. .  ・`．

⑩ 「先人」山口弥一郎のまなざし • 山口弥一郎の経歴を知る。 • 山口弥一郎・山口弥一郎や沖
• 山口弥一郎が戦後初期に白虎隊の顕彰に•第二次大戦後において白虎隊と に関する資 縄の事例を通し
対してなげかけたまなざしの意味を考察 どう向き合ったかのか資料から 料プリント て戦前の白虎隊
する。 読み取る。その際に山口が沖縄・山口弥一郎 の顕彰のあり方

のひめゆり隊に言及しているこ 『白虎隊物 をめぐって自分
とに着目し，ひめゆり平和祈念 語』 の考えがどのよ
資料館に訪問したときの •..,;.; とを ・ワークシート うに深化したの
思い出す。 か（ワークシー

. ··•····· ● ......  呵● ...................  ● .,  ● ....  , ..  ・···• ● . . .  ,.,,,  ......  ,.  吟..● ...  ·•·····················'···'················ ● ・・・・・・・ い出........・.,.'·'·"·•·"··'··· ● . ... . ...  . 

⑪会津と沖縄 ・沖縄戦における父の戦死の位置・ドキュメン ト）。
• 第二次大戦後に沖縄の人々 が沖縄戦にお づけをめぐって戦後母子が深刻 タリ一番組
ける犠牲者にどのように向かい合ってき な葛藤を抱えたという事例があ・資料プリント

てたのかを学ぶこと 戦前の白虎隊顕彰 とをドキる- ュメンタリ一番組・ワークシート
に向き合う足場を築く。 を視聴して知る。

• これまでの学習を通して自分が
白虎隊にどう向き合うのかにつ

いてまとめる。

る。
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